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Ⅰ 国内農業等をめぐる情勢 

１．国会・政府・与党の動き 

◇ 令和３年度予算成立 

○  令和３年度予算が３月 26 日、参議院本会議で与党などの賛成多数

で可決・成立した。一般会計総額は令和２年度当初に比べ 3.8％増の

106兆 6,097億円で、９年連続で過去最大を更新した。新型コロナウ

イルス対策で柔軟に使える予備費５兆円を計上し、危機対応を継続す

ることとした。 

 農林水産関係では、前年比 59 億円減の総額２兆 3,050 億円が計上

された。米の需給が課題となるなか、水田活用の直接支払交付金は前

年と同額を確保し、生産基盤強化に向けた生産振興対策なども盛り込

まれた。農林水産関係総額は３年ぶりに前年を下回ったが、本年１月

成立の令和２年度第３次補正予算では、農林水産関係に１兆 519億円

を確保しており、農水省は両予算を合わせて山積する農政課題に対応

する方針である。 

 

 

【令和３年度 農林水産関係予算の主な事業】（単位：億円。数値下段の※は令和２年度予算） 

事  業 予算額 
野菜等の生産振興対策 

150 

※142 
野菜、果樹、茶、薬用作用、花き、養蜂の生産基盤の強化に向け、農家の生産性向上や販

売力強化の取り組みを支援 

強い農業・担い手づくり総合支援交付金等 
162 

※200 
産地・担い手の農業機械・施設の導入や加工・業務用農畜産物の国産切り替えに対応する

施設整備などを支援 

水田活用の直接支払交付金 3,050 

※3,050 水田での麦・大豆、米粉、飼料用米の本作化、産地交付金による産地づくりを支援 

農業再生協議会の活動強化 84 

※85 農業再生協議会が行う水田収益力強化ビジョンの作成・周知などを支援 

米穀周年供給・需要拡大支援事業 50 

※50 米の年間を通じた安定販売や需要拡大などの取り組みを支援 

収入保険制度の実施 177 

※211 収入保険制度の実施。実施主体などの円滑な事務の推進を支援 
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スマート農業総合推進対策事業 14 

※15 先端技術の現場への導入・実証、スマート農機の開発を支援 

農林水産省共通申請サービス（ｅＭＡＦＦ）によるＤＸの推進 39 

※7 スマホなどから補助金の申請などができるサービスを構築 

新たな国民運動の推進 
4 

※1 
官民協働での農林水産物の消費拡大運動の推進や地域の農林水産物を活用したビジネスの創出

などを支援 

官民一体となった海外での販売力強化 
30 

※28 
輸出拡大に向けた実行戦略で設定した重点品目・重点国を対象にしたマッチング、輸出事業者

と産地が連携した米・米加工品の海外市場開拓などを支援 

グローバル産地づくりの強化 13 

※5 海外の規制や需要に対応した産地づくりへ、産地間連携や新技術導入を支援 

植物品種等の海外への流出防止 2 

※1 海外での品種登録、侵害対策、簡易な許諾方法のモデル構築を支援 

農業農整備事業 3,333 

※3,264 農地の大区画化・汎用化、防災重点農業用ため池対策の強化を実施・支援 

農地中間管理機構等による担い手への農地集積・集約化の加速化 186 

※183 機構の事業運営、地域などへの協力金の交付、農業委員の活動などを支援 

農業人材力強化総合支援事業等 
205 

※213 
就農準備や経営開始時の早期の経営確立を支援する資金を交付、農業法人などでの実践研修を

支援 

経営継承・経営発展の推進 20 

※11 親元就農をはじめ、担い手の経営を継承し発展する取り組みを支援 

多面的機能支払交付金 487 

※487 農地を維持する地域活動などに交付金を交付 

中山間地域農業ルネッサンス事業 406 

※442 中山間地域の特色を活かした取り組みを支援する予算の優先枠 

鳥獣被害防止対策とジビエ利活用の推進 
122 

※102 
捕獲頭数の増加に応じた支援の導入で捕獲活動を抜本的に強化。人材育成や処理加工施設の整

備などを支援 

 

 

◇ 経営継続補助金２次募集、全国での採択率 89％ 

○  農水省は２月２日、新型コロナウイルスの感染拡大防止対策や省力

化機械の導入などに最大 150 万円を助成する「経営継続補助金」の２

次募集の審査結果を公表し、63,542 件の申請のうち、89％に当たる

56,296件を採択した。 

１次募集では申請の 84％に当たる 68,292件を採択し、１次・２次

募集の合計で、申請の 86％に当たる 124,588件を採択した。 

なお、本県での２次募集では、1,431 件の申請のうち、87％に当た

る 1,248 件が採択された。 

 



3 

 

◇ ＲＣＥＰ承認案を閣議決定 

○  政府は２月 24日、日本や中国、東南アジア諸国連合（ＡＳＥＡＮ）

各国など 15カ国が昨年 11 月に署名した地域的な包括的経済連携（Ｒ

ＣＥＰ）協定の承認案を閣議決定し、国会に提出した。政府・与党は

今国会で承認を目指しており、梶山弘志経済産業相は「地域の自由で

公正な経済秩序の構築に寄与する」と述べ、早期の承認を求めた。日

本の農林水産物の関税を撤廃する割合は対中国で 56％、対韓国で

49％と、環太平洋連携協定（ＴＰＰ）や日欧ＥＰＡの 82％と比べて大

幅に低く、政府は国内農業に特段の影響はないとみている。 

 

◇ みどりの食料システム戦略の中間とりまとめ 

○  農水省は３月 29 日、環境負荷の軽減と農業生産力向上の両立を目

指す中長期的な政策方針「みどりの食料システム戦略」の中間とりま

とめを決定した。2050 年までに有機農業の面積を全耕地の 25％に当

たる 100 万 ha に増やすことや、化石燃料などを原料とする化学肥料

の使用量を 30％減らすといった具体的な数値目標を盛り込んだ。と

りまとめ案では、農林水産業の二酸化炭素（ＣＯ２）排出量を 2050 年

にゼロにすることが明記され、除草を自動化できる田畑の整備や、病

害虫に強い品質の育成などで化学肥料や農薬を使わない有機農業の 

面積を 2018 年度の２万 3,700ha から 100 万 ha へと大幅に広げると

している。 

 温暖化防止のため 2050 年に温室効果ガスの排出量を実質ゼロにす

る政府の「脱炭素社会」の目標や、欧米での同様の戦略・目標の策定

を踏まえ、同省は 30 日から４月 12 日までパブリックコメントを実施

する。今後、消費者団体などと意見交換を行い、これまでの生産者や

企業、団体などとの意見

交換を踏まえ戦略の記

述を充実させ、工程表も

含んだ最終版を５月に

策定し、政府全体の方針

や令和４年度以降の予

算などに反映させるこ

ととしている。 

 

みどりの食料システム戦略・中間とりまとめのポイント 
 2050年までの目標 達成に向けた主な技術 

温室効果ガス 
農林水産業の二酸化炭

素排出量を実質ゼロに 

営農型太陽光発電、省エ

ネ型施設園芸設備の導入 

化学農薬 使用量を半減 
ドローンによるピンポイント

散布、ＲＮＡ農薬 

化学肥料 使用量を３割減 
ＡＩ活用の土壌診断、肥料

効率の良い品種の開発 

有機農薬 
全耕地面積の 25％ 

（100万㌶）に拡大 

光や音を使った防除、病

害抵抗性品種の開発 

園芸施設 
化学燃料を使わない施

設に完全移行 

高速加温型ヒートポンプ、

超高効率な蓄熱技術 

農業機械 
電化・水素化に関する技

術の確立（40年まで） 

電動トラクター、蓄電池・燃

料電池の低価格化 

食品ロス 
事業系食品ロスを 00 度

比で半減（30年度まで） 

ＩＣＴを利用した需要予測、

未利用資源の食材化 
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◇ 規制改革推進会議ＷＧ議論 准組合員規制は「組合員の判断」 

○  政府の規制改革推進会議農林水産ワーキンググループは３月５日、

改正農協法施行５年後の見直しに向けた議論をはじめ、農水省は今後

の検討の方向性として、ＪＡ准組合員の

事業利用については「組合員の判断に基

づく」との考えを示した。ワーキンググ

ループ側は、農家所得増大に向けたＪＡ

の自己改革の成果を詳細に示すよう求

め、管理目標による進捗管理の必要性を

指摘した。 

改正農協法は、同施行後５年となる今

年４月を目途に、農協改革の実施状況な

どを勘案し、農協制度を検討すると定

め、准組合員の事業利用規制のあり方

も、４月以降に検討すると規定されてい

る。昨年７月に閣議決定した規制改革実

施計画では、４月を目途に准組合員の意

思をＪＡの経営に反映する方策につい

て検討するとしている。 

 

 

◇ 品種流出対策重点に 新たな知的財産戦略案を提示 

○  農水省は３月 15 日、品種やブランド、技術など農業分野の知的財

産の保護強化に向けた新たな戦略案を同省の有識者検討会（座長 渡

部俊也東京大学未来ビジョン研究センター教授）に示し、令和３年度

から５年間が対象で、優良品種の海外流出防止に重点を置くこととし

た。地理的表示（ＧＩ）保護

制度の登録数を令和 11 年度

までに現状に２倍に増やす

目標や、知的財産の知識を持

つ人材育成も盛り込み、今

後、パブリックコメントを経

て４月中の公表を予定して

いる。 

農協改革を巡る農水省の評価と課題 

経済事業 

■生産資材 
ＪＡで資材の割引や低価格資材の取り扱いを拡大 

ＪＡ全農は肥料の銘柄集約や競争入札で資材価格

を引き下げ 

 →取り組みを継続、不十分なＪＡは取り組みを

強化する必要 

■販売事業 
直接販売などで手取り向上に努めているＪＡも多

数。全農は直接販売や買取販売が増加。価格交渉

力の強化や販売網の拡大などを推進。 

→取り組みを継続、不十分なＪＡは取り組みを

強化する必要 

信用事業 

ＪＡバンクの農業関連施設の新規貸付額やシェア

は増えたが、総貸付金残高の約 5.1％ 

 →農業者向けの事業融資の強化が重要 

 →関連産業への投融資などが必要 

 →ＪＡ経営の持続性確保が課題 

准組合員 

正・准組合員の事業利用調査では、信用事業の貸

出を除き正組合員の利用が准組合員を上回る 

 →各ＪＡで准組合員の意思反映の方細工を検討

することが重要 

農水省の新たな知的財産戦略の概要 

優良品種や家畜の遺伝資源の海外流出対策 

・品種の特性などを検索できるデータベース整備 

・改正家畜改良増殖法、家畜遺伝資源の不正競争防

止法の理解に役立つ研修会を畜産関係者に実施 

地理的表示（ＧＩ）保護制度の一層の普及 

・2029年度までに 200件の登録を目指す 

・ＧＩの相互保護を行う国・地域の拡大を進める 

知的財産にかかわる人材の育成 

・若手普及指導員への研修の実施 

・農業高校や大学生への知的財産教育を充実させる 
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２．国内農畜産業の動きについて 

◇ 水田農業対策をめぐる情勢 

○  野上浩太郎農水相は２月 12 日の、衆院予算委員会で、令和３年産

の主食用米の需給均衡に向け「都道府県がイニシアチブ（主導権）を

発揮し、産地や生産者ともよく相談しながら販売促進や作付け転換を

進めていくことだ」と述べ、県の指導力が必要との考えを強調した。

令和３年産の需給均衡には過去最大規模の作付け転換が必要だが、各

県の「生産の目安」の削減幅は限定的であり、新型コロナウイルス禍

による外食需要の減少も深刻化しており、需給緩和の可能性が強まっ

ている。 

 

○  ＪＡグループ茨城は２月 12 日、主食用米からの転換拡大に取り組

む生産者を支援する国の「都道府県連携型助成」の活用について、県

への働き掛けを求める要望書を自民党県連に提出した。令和３年産米

は相当規模の作付け転換の必要性があることから、飼料用米や園芸作

物などへの転換誘導に向け、県独自の支援策に対し国が同額（同５千

円が上限）を追加支援する「都道府県連携型助成」の活用をできるよ

うを求めた。 

 
（写真：左から、長峰茂通全農いばらき運営委員会副会長、西條昌良自民党県連幹事長、八木岡努中央会会長、 

海野透自民党県連会長代行、葉梨衛自民党県連会長代理、風見晴夫中央会副会長） 

 

 

○  農水省は２月 26 日、令和３年産主食用米の作付け意向の第１回調

査結果（１月末時点）を発表し、前年実績より作付け予定面積が「減

少傾向」としたのは 19府県に留まり、主産地である北海道、福島県、
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茨城県を含む 28 都道府県が「前年並み」であった。コメの需要は大

幅に減っており、このまま作付けが始まれば、供給過剰から２年連続

で米価が下落する可能性があり、野上浩太郎農水相は「より一層の作

付け転換の推進が必要な状況だ」と述べ、各産地が田植えシーズンま

でに作付け方針を見直すよう求めた。 

 

○  農水省が３月 16 日に公表した令和２年産米の２月の相対取引価格

は、全銘柄平均の 60kg 当たりの価格が 14,844 円となり、前月から

0.4％下落した。出来秋から小幅下落が続いており、前年同月との比

較では６％下回った。緊急事態宣言の発令で外食を中心とした業務用

需要の低迷が影響し、民間在庫は高水準で推移しており余剰感が続い

ている。スーパーの店頭価格は５㎏ 1,500円を下回る商品が多く出回

り、価格競争が激しくなっている。なお、本県のコシヒカリは 14,074

円となり前年同月９％安、あきたこまちは 14,039 円で同９％安とな

った。 

 

 

 

 

 

 

○  農水省は３月 26 日、令和３年産の政府備蓄米の落札合計数量が第

４回入札（25日実施）で年間買入れ予定数量の 20万 7,000 トンに達

し、終了したことを発表した。主食用米の需給緩和を受け、入札は初

回から活発であり、米の需給安定に向けて今後は、産地で備蓄米以外

の非主食用米への転換が進むかが焦点となる。 

 

◇ ＪＡグループ茨城 サツマイモ基腐病で県へ対策要望 

○  ＪＡグループ茨城は２月 24 日、サツマイモ基腐病が全国で確認さ

れていることを受け、水際対策の強化などを求める要望書を大井川和

彦知事宛てに提出した。ＪＡ県中央会の八木岡努会長やＪＡ全農いば

らきの長峰茂通副会長らが県農林水産部の今野憲太郎部長に手渡し

た。県外の感染苗の不買や往来コンテナなどに付着する県外土壌の持

ち込み防止などを「農家だけでなく、家庭菜園者も含めて広く県民へ

産地 品種銘柄 

価格 数量

（ｔ） 
60kg 当た

り価格 
前月比 

前年 

同月比 

茨城 コシヒカリ 14,074 100％ 91％ 3,713 

茨城 あきたこまち 14,039 101％ 91％ 313 
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の啓発を図ること」と要望し、また、防除対策などの産地指導が徹底

されるよう農家向けの技術マニュアルの整備を求めた。 

 本県のかんしょ

は、産出額で全国１

位、作付け面積、収穫

量は鹿児島県に続く

第２位。近年の健康

志向やスイーツ人気

も相まって、焼き芋

やほしいもなど、か

んしょの需要が高ま

っている。 

 

◇ 農業総産出額２年連続減 本県は３年連続３位 

○  農水省は３月 12 日、令和元年の農業産出額が前年比 1.8％減の８

兆 8,938 億円だったと発表し、前年を下回るのは２年連続で、平成 27

年以来４年ぶりに９兆円を割り込んだ。 

本県は前年比 4.6％（206 億円）減の 4,302 億円で３年連続３位と

なった。冬場の温暖な天候などで野菜の販売価格が低下したことに加

え、豚の飼養頭数減が主な要因となった。首位は北海道で１兆 2,508

億円、次いで鹿児島が 4,890 億円、３位に茨城と続き、４位の千葉、

５位の宮崎とともに上位５道県の順位は前年から変わらなかった。 

 

◇ 茨城県青果、中央卸売市場で 17年連続１位 

○  東京都中央卸売市場での令和２年の県産青果物の取扱高が 562 億

円となり、17年連続で全国１位だったことが２月３日、県のまとめで

分かった。新型コロナウイルス感染症の影響で外食需要の低迷が続い

た半面、外出自粛による家庭消費が堅調に推移し、例年並みの水準を

維持した。 

同市場全体の取扱高は 5,506 億円であり、このうち県産青果物の取

扱高が占める割合は、前年比 0.4 ポイント増の 10.2％であった。２

位は千葉県で同 2.8％増の 398 億円、３位は北海道で同 11.9％増の

344億円であった。 

県の取扱高を品目別でみると、ピーマンが同 22.2％増の 58 億円、

（写真：左から今野憲太郎県農林水産部長、八木岡努会長、長峰茂通副会長） 
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ネギは同 9.4％増の 45億９千万円、白菜は同 36.0％増の 45 億１千万

円であった。 

 

◇ 米国産牛肉にセーフガード発動 

○  政府は３月 17 日、日米貿易協定に基づき、米国産牛肉に緊急輸入

制限措置（セーフガード＝ＳＧ）を発動すると発表した。令和２年度

の累計輸入量が３月上旬までに同協定の基準数量を上回ったためで、

発動期間は 18 日から４月 16 日までの 30 日間となり、関税率を現行

の 25.8％から協定発効前の 38.5％に引き上げる。発動は平成 29年８

月の冷凍牛肉以来となり、令和２年１月発行の日米貿易協定では初と

なった。小売り各社は国内に十分な在庫があることから、価格を引き

上げない方針で、消費者への影響は抑えられそうである。 

 

３．本県の動きについて 

◇ 県独自の緊急事態宣言解除 

○  大井川和彦知事は２月 22 日、本県独自の緊急事態宣言について県

内の新規要請者数や病床稼働数が解除の基準を下回ったためで、28日

の期限を前倒しし、23日に解除することを発表した。これに伴い、不

要不急の外出自粛要請や飲食店の営業時間短縮要請などは 23 日以降

解除され、また、新たな事業者支援として、同宣言で影響を受けた飲

食店以外への県独自の一時金支給も発表した。 

 

◇ 令和３年度当初予算は農林水産 1.5％減の 483億円 

○  県は２月 18 日、令和 3 年度当初予算案を発表し、県全体の一般会

計予算額は前年度比 11.4％増の１兆 2,951 億円となり、予算規模は

新型コロナウイルス感染症の対策経費が大幅に増えたことで、２年連

続で過去最高を更新した。 

農林水産業費は前年比 1.5％減の 483億 7,700万円となり、新規事

業の「いばらき農林水産物ネクステージ展開強化事業」には 5,600万

円を計上し、県産農産物の知名度向上や販路拡大などを目指す。また、

令和元年産で国内出荷量の 23％を占める「栗」の高付加価値化に向け

た加工品の開発や、「常陸牛」の調理方法や食べる量などを年齢層に

合わせて工夫したメニューの提供、メロンやイチゴなどの果実の販路
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促進を行う。その他、県内農産物の輸出額でも大きな割合を占める米

やサツマイモの輸出拡大に向けた新たな支援や、農作業の効率化・生

産性の向上に向けて農業法人や大規模経営を目指す農家らへの農地

の集積支援、銘柄豚「常陸の輝き」の高品質化や安定生産のための施

設整備、常陸牛のブランド力や生産者の所得向上などに向けた支援を

拡充する。 

 

◇茨城県知事選 大井川知事推薦へ 

○  任期満了（９月 25日）に伴う知事選を巡り、自民党県連は２月 18

日、選挙対策委員会を開き、現在１期目の現職、大井川和彦知事（56）

の推薦を全会一致で決めた。県連が近く党本部に推薦依頼する。大井

川氏と政策協定を締結したことも報告された。なお、自民党本部にお

いても３月 12 日に推薦を決定している。 

 

○  ＪＡグループ茨城の政治団体である「茨城県食と農と水政治連盟」

は３月 18 日、支部長会議及び委員会を開き、大井川和彦知事の推薦

を全会一致で決定した。また、３月 30 日には、八木岡努委員長から

大井川知事へ推薦状を手渡し、出馬要請を行った。 

（写真：左から、長峰茂副委員長、八木岡努委員長、大井川和彦知事、風見晴夫中央会副会長） 

 

◇ 自民党県連役員選考委員会で梶山会長ら留任 

○  自民党県連は２月 18 日、任期満了に伴う役員選考委員会を開き、

役員人事案を決定した。梶山弘志会長（衆院茨城４区）のほか、幹事

長、総務会長、政調会長の３役もいずれも留任内定となり、大幅な変

更はなかった。新型コロナウイルスの影響でこの１年間活動が少なか
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ったことや、知事選や衆院選を控えていることを踏まえ、ほとんどの

役職で続投となった。 

 梶山会長、海野透会長代行、葉梨衛会長代理、白田信夫議員会長の

ほか、三役の西條昌良幹事長と小川一成総務会長、飯塚秋男政調会長

の留任を決めた。新たに、副会長に森田悦男前議長、組織本部長に村

上典男党紀委員長、広報本部長に島田幸三副幹事長、党紀委員長に舘

静馬政調会筆頭副会長がそれぞれ起用され、議員会長は３月の議員会

で決定する。 

 

◇ 鳥インフルエンザの防疫措置完了 

○  県は２月 16 日、高病原性鳥インフルエンザが発生した城里町の養

鶏場で、農場の消毒など家畜伝染病予防法に基づく農場の防疫措置を

完了したことを明らかにした。８日に終えた殺処分の羽数は計 79 万

5,950羽であり、殺処分には県職員や自衛隊員のほか、畜産団体や県

建設業協会などが協力し、６・７日はＪＡグループ茨城などの農林水

産関係団体、経済団体など幅広い業界の 49団体も参加した。 

なお、ＪＡグループ茨城からは、ＪＡ水戸、ＪＡ常陸、ＪＡ新ひた

ち野、ＪＡ茨城県中央会・ＪＡ茨城県信連、ＪＡ全農いばらき、ＪＡ

共済連茨城、茨城県農協電算センター、茨城県農業信用基金協会、Ｊ

Ａ茨城スタッフサービス、茨城県農協健康保険組合から 143 人が参加

した。 

 

◇ 令和２年産米食味ランキング 県南地区で「特Ａ」 

○  日本穀物普及協会は３月４日、「おいしいコメ」を判定した令和２

年産米の食味ランキングを発表し、県南地区の「コシヒカリ」が地区

別で、最高ランクの「特Ａ」に初めて格付けされた。試験対象の 154

産地銘柄のうち、最高級ブランドとして知られる新潟県の魚沼コシヒ

カリなど 53銘柄が５段階評価で最上位の「特Ａ」を獲得している。 


