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参考資料

１．達成目標の設定理由等

施策① 農業と国民との結び付きの強化

【目標】 （目標設定の考え方）
生産数量目標の達成に 安全な食料を安定供給し、安心を実感できる食生活の実現に向けた政策を確立す
向けた国産農畜産物の るためには、生産、流通、消費の今まで以上の結び付きの強化が必要である。 その
消費喚起及び供給拡大 ためには、各分野間の連携を強化し、国産農産物の消費喚起や、需要に見合った品

目等の供給拡大を図っていく必要があることから、「生産数量目標の達成に向けた国
産農畜産物の消費喚起及び供給拡大」を目標として設定した。

① フード・アクション・ニッポンにおける推進パートナー数

（各年度の目標値の考え方）
平成 22 年６月末の推進パートナー数は 3,458 社であるが、このうち、米粉の消費拡

大のために活動する米粉倶楽部員は約 450 社である。今後、米粉倶楽部と同様に、
戦略作物等３つ程度の重点テーマ毎に推進パートナーを 500 社獲得する（ 3 × 500
＝ 1,500 社）。加えて、米の消費拡大（ 600 社）と大括り化することや、相乗効果（ 400
社）も踏まえ、更なる推進パートナーの獲得を目指すこととし、目標を 6,000 社とする。

（把握の方法）
フード・アクション・ニッポン推進本部事務局において推進パートナー登録社数を把

握する。

（達成度合の判定方法）
達成度合（％）＝（当該年度実績値－ 22 年６月末基準値）

／（当該年度の目標値－ 22 年６月末基準値）× 100
A ランク： 90 ％以上、 B ランク： 50 ％以上 90 ％未満、 C ランク： 50%未満

② 朝ごはんの摂取促進等を通じた米の消費拡大（一人当たりの米の消費量）

（各年度の目標値の考え方）
減少傾向にある一人当たり米の消費量について、当該傾向を少しでも改善すること

とする。

（把握の方法）
食料需給表

（達成度合の判定方法）
Ａランク：前年度の一人当たり米の消費量の増減率と同等以上
Ｂランク：前年度の一人当たり米の消費量の増減率△１ポイントまで
Ｃランク：前年度の一人当たり米の消費量の増減率△１ポイント以下

③ 日本型食生活の実践に取り組む人の割合

（各年度の目標値の考え方）
日本型食生活の実践に取り組む人の割合を平成２３年度から５年後の平成２７年度

に１０％増加させるため、毎年度２％ずつ向上させることを目標とする。なお、２２年度
においては１７％を目標とする。

（把握の方法）
消費者情報官において実施している食生活指針

注７
の実践状況等に関する調査を

今後も継続し、その結果をもって把握する。
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（達成度合の判定方法）
消費者情報官において実施している食生活指針の実践状況等に関する調査の結

果により日本型食生活の実践に取り組む人の割合を算定することとし、「主食、主菜、
副菜を基本に、食事のバランスを」、「ごはんなどの穀類をしっかりと」、「牛乳、乳製
品、緑黄色野菜、豆類、小魚などで、カルシウムを十分にとりましょう」、「脂肪のとりす
ぎをやめ、動物、植物、魚由来の脂肪をバランスよくとりましょう」、「食文化や地域の産
物を活かし、ときには新しい料理も」の５項目すべてについて、「ほとんどできている」ま
たは「おおむねできている」と回答した者の割合とする。

（計算方法）
・当該年度の実績値＝

食生活指針の実践状況等に関する調査の回答者のうち、日本型食生活に係る５
項目のすべてについて「ほとんどできている」又は「おおむねできている」と回答し
た者の人数÷調査の回答者数×１００%

・達成度合（％）＝当該年度実績値／当該年度目標値×100
Ａランク：90％以上、Ｂランク：50％以上90％未満、Ｃランク：50％未満

(参考資料）
昭和５５年頃には、米を中心として水産物、畜産物、野菜等多様な副食から構成さ

れ、栄養バランスに優れた「日本型食生活」を実現、食料自給率も５０％代前半を維持
していた。近年は、当時の理想的なＰＦＣ（たんぱく質、脂質、炭水化物）バランスが崩
れており、栄養的な観点からも、総合的な食料自給力維持の観点からも、ＰＦＣバラン
スの改善が必要。
〈ＰＦＣ熱量比率の推移 昭和５５年度＝１００、供給熱量ベース〉

昭和４０年度 P ：９３．８％、Ｆ：６３．５％、Ｃ：１１６．５％
昭和５５年度 P ：１００％、Ｆ：１００％、Ｃ：１００％
平成２０年度 P ：１００％、Ｆ：１１３．３％、Ｃ：９４．５％

出典：平成２１年度 食料・農業・農村白書

④ 生産者と実需者の連携による米粉用米・飼料用米の利用拡大のための「米穀の
新用途への利用の促進に関する法律」に基づく生産製造連携事業計画の認定数

（各年度の目標値の考え方）
食料・農業・農村基本計画においては、平成 32 年度の食料自給率目標を初めて

50 ％に引き上げ、麦、大豆などとともに、米粉用米は 50 万トン、飼料用米は 70 万トン
に拡大させる目標を掲げているところ。

米粉用米・飼料用米の現状は、平成 21 年度に米粉用米の作付面積が 2,401 ｈａ
（ 20 年度： 108 ｈａ）、飼料用米の作付面積が 4,129 ｈａ（ 20 年度： 1,611 ｈａ）となるな
ど、米粉用米・飼料用米の本格的な生産が始まったところ。

今後の生産拡大を図るため、生産者と実需者の連携を図り、需要（利用）の拡大を
図ることが基本となることから、「米穀の新用途への利用の促進に関する法律」に基づ
き農林水産大臣の認定を受けた生産製造連携事業計画に基づき、３年～５年単位で
実施する安定的な取組を増やすことが施策の進展を図る上で中心となっている。 21
年度の認定数は 28 件となっており、今後、引き続き関連施策の推進によって、平成
24 年度においては認定数 100 件を目指す。

・平成 21 年度認定数 28 件/全国９ブロック≒認定数３件/ブロック/年
・認定数３件×全国９ブロック×４年（平成 21 年度～ 24 年度）≒認定数 100 件

（把握の方法）
米穀の新用途への利用の促進に関する法律に基づく生産製造連携事業計画の認

定数実績により把握する。

（達成度合の判定方法）
達成度合（％）＝各年度の認定数実績／各年度の認定数目標値× 100
Ａランク： 90 ％以上、Ｂランク： 50 以上 90 ％未満、Ｃランク： 50 ％未満
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(参考資料)
平成 21 年度における米粉用米、飼料用米の作付面積 6,530ha

うち生産製造連携事業計画による作付面積 1,058ha

⑤ 国産小麦の新たな仕向け先用途として開拓すべきパン・中華めん用品種の作付シ
ェア

（各年度の目標値の考え方）
食料・農業・農村基本計画において、平成32年の生産数量目標を現状（20年

産88万トン）から倍増の180万トンと設定しているころである。この意欲的な目
標を達成するためには、二毛作の拡大等供給能力の向上のみならず、需要面の
制限要因を克服する必要がある。

国産小麦は、これまで日本めん（うどん等）用途を中心に供給してきたが、
需要量に限りがあり（61万トン（19年度推計。以下同じ。））、すでに国産が約
７割を占めていることから、大幅な供給拡大が見込めない状況にある。このた
め、生産数量目標の達成に向けて、需要のすそ野が広い（198万トン）ものの、
これまで国産が苦手としてきたパン・中華めん用小麦（国産割合１割未満）の
作付けを拡大し、外国産麦を置き換える必要があることから、パン・中華めん
用品種の作付面積のシェアを指標として設定する。

生産数量目標180万トンの達成に必要な作付面積約40万haのうち、日本めん用
品種等の作付面積は、小麦加工食品の需要見通しや実需者の意向等を踏まえると約
32 万 ha 強が限界と見込まれ、残りの 7 万 ha 強（作付シェア 19 ％相当）にパン・中
華めん用専用品種の作付けが必要となることから、パン・中華めん用品種の作
付シェアの目標を19%と設定し、平成32年までにパン・中華めん用小麦の新品種
の開発・種子の増殖に合わせて段階的に作付シェアを拡大させる。

各年度の目標値については、基本的には、一定割合で徐々にシェア拡大する
ものと見込むが、平成24年から北海道において既存品種に比べ収量性の改善さ
れた秋播き

注８
新品種の一般栽培が開始され、さらに平成28年からはより多収な

新品種が導入される見通しのため、これら品種の種子増殖に合わせて一時的に
シェア拡大の速度が高まると見込み、各年度の目標値を以下のとおり設定した。

（把握の方法）
都道府県を通じた調査等で達成状況を把握する。

（達成度合の判定方法）
達成度合（％）＝（当該年度実績値－ 20 年基準値（７％））

÷（当該年度目標値－ 20 年基準値（７％））
Ａランク： 90 ％以上、Ｂランク： 50 以上 90 ％未満、Ｃランク： 50 ％未満

⑥ 増産に向け必須となる単収向上及び実需者への安定供給を図るための大豆３００
Ａ技術等の導入面積
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（各年度の目標値の考え方）
大豆は平成 20 年産では約 15 万 ha で約 26 万トンが生産されているが、食料・農

業・農村基本計画では、平成 32 年産において 60 万トンへと大幅に増産する目標を
掲げている。

この目標を達成するためには作付面積の大幅な拡大が必要だが、大豆の作付けに
適した不作付け地は面積が限られていることから、作付面積は 大 30 万 ha と見込ん
でいる。

しかし、現状（ H20 ）の単収 178kg/10a で 30 万 ha に作付けしても、生産量は 53 万
トンと、目標の 60 万トンに達しないため、単収を向上させる必要がある。

大豆は湿害に弱く単収が低いため、特に水田について単収向上を図ることとし、平
成 32 年に単収向上・作柄安定技術である「大豆３００Ａ技術」等を 59,000ha(注)導入
し、この技術の導入効果等により単収を大きく向上させ、併せて実需者への安定供給
を図ることで、 60 万トンの生産目標を達成する。

各年度の目標値については、毎年、一定量で増加。

(※：大豆３００Ａ技術等導入面積の算出)
60 万トン＝（（ 30 万 ha － X ）× 178kg/10a ） ＋ （ X × 300kg/10a ）

300A 技術等 現状単収 300A 技術等 300A 技術等
以外の面積 導入面積 の単収

∴ X ≒ 59,000ha

（把握の方法）
生産局生産流通振興課調べの「大豆生産状況調査」により把握する。

（達成度合の判定方法）
達成度合（％）＝（当該年度実績値－ 20 年度基準値(21,000ha)）

／（当該年度の目標値－ 20 年度基準値(21,000ha)）× 100
Ａランク： 90 ％以上、Ｂランク： 50 以上 90 ％未満、Ｃランク： 50 ％未満

⑦ 加工・業務向け指定野菜（ばれいしょを除く）の出荷量

（各年度の目標値の考え方）
食料・農業・農村基本計画における野菜の 32 年度における生産努力目標は現状

（ 20 年度 1,265 万トン）と比べ約 43 万トン増大させて、 1,308 万トンと設定しているとこ
ろ。この目標を達成するためには、野菜需要の過半を占めているものの、国産比率が
低下している加工・業務向け需要において、国産野菜の比率を高めることが必要。こ
のため、平成 21 年度から実施している国産原材料サプライチェーン構築事業等の施
策効果により、特に国民生活上重要な野菜である指定野菜について、加工・業務向け
の出荷量を増大させることにより実現しようとするもの。

具体的には、各年度において加工・業務向けの取組が着実に推進され、平成 17
年から平成 20 年までの加工向け出荷量、平成 19 年から平成 20 年までの業務向け
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出荷量の趨勢が平成 年まで維持されることを見込み、平成 年の 万トンから32 20 82
平成 年の 万トン（＋ 万トン）とすることを目標値として設定。32 133 51

各年度の目標値については、一定割合で増加。

（把握の方法）
（ ） 。野菜生産出荷統計 統計部 の加工向け及び業務用の出荷量により把握する

（達成度合の判定方法）
達成度合（％）＝（当該年度実績値－H20基準値(815千トン)）

／（当該年度目標値－H20基準値(815千トン)）×100
Ａランク： ％以上、Ｂランク： 以上 ％未満、Ｃランク： ％未満90 50 90 50

⑧ 野菜の市場入荷量の変動の抑制（変動係数）

（各年度の目標値の考え方）
食料・農業・農村基本計画の「表１ 生産数量目標と克服すべき課題」において、野

菜は、外食、中食や加工向けの国産野菜の安定供給体制の確立が求められているとこ
ろ。

上記の実現に向け野菜価格安定対策を実施し、消費者への野菜の安定供給が図ら
れることから、市場入荷量に着目し、その変動の抑制を目標として設定。

事業目標設定時の平成 年に、平成 年以前の過去 年間の市場入荷量を19 17 10
基に趨勢式を求め、その趨勢値と市場入荷量の乖離度を示す変動係数を５年平均し
基準値 を設定。 年後の 年を目標年とし、基準値の１割減により目標値1.8% 10 27

を設定。1.6%
天候の影響により変動係数は増減することが想定されるものの、 年まで毎年一27

定割合で減少する傾向があるとして、平成 年の目標値として （ ）を設23 1.7% 1.68%
定。

（把握の方法）
「青果物卸売市場調査報告」（農林水産省統計部）により把握する。
野菜生産出荷安定法に基づく指定野菜 品目それぞれの卸売市場（全国１・２類14

都市）への年間入荷量とその趨勢値（直近 年間の年間入荷量から算出）を基に変10
動係数を算出。

（達成度合の判定方法）
達成度合（％）＝（１－（当該年度の５年平均変動係数－当該年度の目標値）

100／当該年度の目標値）×
Ａランク： ％以上、Ｂランク： ％以上 ％未満、Ｃランク： ％未満90 50 90 50
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⑨ 消費者ニーズの高い優良果実の供給拡大

（各年度の目標値の考え方）
食料・農業・農村基本計画における果樹の 32 年度における生産数量目標は、現状

（ 20 年度 341 万トン）と同程度の 340 万トンに設定。これは、 20 年度果樹栽培面積
(25.5 万 ha)に対する減少率が、 15 ～ 19 年のトレンドでは 16 ％減（ 1.3 ％／年）とな
るが、これを施策効果により 5 ％減（ 0.4 ％／年）に抑えることにより達成しようとするも
のである。

よって、施策全体として面積維持効果は 0.9 ％／年（ 1.3 ％／年－ 0.4 ％／年）とな
り、基準年（ 20 年）の翌年から施策対象期間終了時の 26 年度までの６年間で 5.4 ％
（ 0.9 × 6 ）となるが、このうち、約６割に相当する 3 ％を、需要の見込めない品目・品
種から消費者ニーズの高い優良品目・品種への転換により面積を維持する分と見込
む。

目標値としては、優良品目・品種への転換面積の比率で設定する。
具体的には、現行の支援施策（果樹対策事業： 22 年度まで）による毎年の面積維

持効果を 0.3 ％／年、優良品目・品種への転換等をさらに加速させるための支援事業
の面積維持効果を 0.6 ％／年として設定し、 23 年度の目標値は、基準年 20 年度以
降の 21 、 22 年度分も含め、 1.2 ％と設定する。

（把握の方法）
支援事業等による優良品目・品種への転換面積により把握する。

（達成度合の判定方法）
達成度合（％）＝（当該年度転換面積／ 20 年度面積× 100(％)）

／（当該年度の目標値（％））× 100
Ａランク： 90 ％以上、Ｂランク： 50 ％以上 90 ％未満、Ｃランク： 50 ％未満

⑩ 国産花きの産出額の拡大

（各年度の目標値の考え方）
花きを取り巻く現状は、需要の低迷や販売単価の低下、輸入の増加など厳しい状

況が続いており、国産花きの産出額は平成 10 年の 6,346 億円をピークに平成 20 年
には 4,012 億円と３割程度落ち込んでいる。

このため、生産者、卸売業者、小売り等が連携した花の日持ち性向上の取組や産
地のブランド化等による高付加価値化を進め、国産花きの強みを伸ばすとともに、花き
に関する正しい知識の普及を行うこと等により、国産花きの需要拡大を図ることが、花
き産業全体の活性化に繋がることから、「国産花きの産出額の拡大」を目標として設定
した。

過去のトレンドで消費が減退した場合、平成 27 年には平成 20 年比で約 4 割程度
需要が落ち込むと予想され、また、輸入も増加傾向にあることから、各般の施策によっ
て、現状（平成 21 年度）より国産花きの産出額が増加に転じるよう目標を設定。

具体的には、平成 20 年の国産花き産出額 4,012 億円に対して、平成 27 年には 1
％の増加の 4,052 億円を見込んでいる。

0.0  0.3 
0.6 

1.2 
1.8 

2.4 
3.0 

0.0 

1.0 

2.0 

3.0 

4.0 

H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26

（％）



②－ 10

（把握の方法）
「花き生産出荷統計調査」（農林水産省統計部）、「花木等生産状況調査」（農林水

産省生産局）の結果により把握する。

（達成度合の判定方法）
達成度合（％）＝｛当該年度の実績値－（20年度基準値－（年平均減少額*

×H20からの年数））｝/｛当該年度の目標値－（20年度基準値
－（年平均減少額*×H20からの年数））｝×100

*年平均減少額
＝（平成10年度の実績値－平成20年度の実績値）/10年間＝233.4億円/年

Ａランク：90％以上、Ｂランク：50％以上90％未満、Ｃランク：50％未満

⑪ チーズ向け生乳の生産量の拡大

（各年度の目標値の考え方）
チーズ向け生乳については、輸入チーズを国産チーズに置き換えるためのチーズ

向け生乳供給拡大対策や国産ナチュラルチーズの高付加価値化の推進、自給飼料
基盤に立脚した酪農の推進により、食料・農業・農村基本計画における生乳の生産数
量目標 800 万トン（平成 32 年度）のうち、チーズ向け生乳の生産数量を 86 万トンとし
ているところ。

平成 23 年度目標値については、今年度の国産チーズ供給拡大事業における生産
目標に沿った形で設定することとする。本事業においては、 22 年度から事業の 終
年度である 24 年度までの３年間でチーズ向け生乳を 71 万トン（現在あるチーズ工場
の処理能力の９割にあたる。）まで拡大することを目標としている。 22 年度は 56 万トン
を見込んでおり、 23 年度については、 24 年度目標と 22 年度目標の中間値である 64
万トンを目標値とする。
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（把握の方法）
社団法人中央酪農会議が毎月公表している「用途別販売実績」により把握する。

（達成度合の判定方法）
達成度合（％）＝（当該年度の実績値－２１年度基準値）

／（当該年度の目標値－２１年度基準値）× 100
Ａランク： 90 ％以上、Ｂランク： 50 ％以上 90 ％未満、Ｃランク： 50 ％未満

⑫ 国産食肉の利用拡大のため国産牛肉、豚肉、鶏肉の生産量

【（ア）牛肉】
（各年度の目標値の考え方）

人口減少・高齢化社会の一層の進展が見込まれる中で、国産畜産物の安定供給に
より食料自給率向上に資するとともに、できる限り自給飼料基盤に立脚した国産牛肉
の生産、需要を維持する観点から、食料・農業・農村基本計画においても現行の生産
水準である 52 万トンを確保するものとして生産数量目標を設定しており、これを目標と
する。

（把握の方法）
農林水産省統計部が公表している「食肉流通統計」により把握する。

（達成度合の判定方法）
達成度合＝(当該年度の実績値)／(２０年度基準値)×100

達成度合の判定方法は、最新のデータを用いて、生産状況の変化を踏まえ算出
する観点から、国内でＢＳＥが発生した翌年度の平成１４年度から直近の平成２
１年度のデータを用いて算定することとし、最も生産数量が少ない年度と高い
年度の比率以下をＣランク、Ａランクを１００％、その間をＢランクとする。

Ａランク： 100 ％以上、Ｂランク： 95 ％以上 100 ％未満、Ｃランク： 95 ％未満

【（イ）豚肉】
（各年度の目標値の考え方）

人口減少・高齢化社会の一層の進展が見込まれる中で、国産畜産物の安定供給に
より食料自給率向上に資するとともに、できる限り国産豚肉の生産、需要を維持する観
点から、食料・農業・農村基本計画においては現行の生産水準である 126 万トンを確
保するものとして生産数量目標を設定しており、これを目標とする。

（把握の方法）
農林水産省統計部が公表している「食肉流通統計」により把握する。

(達成度合の判定方法）
達成度合＝(当該年度の実績値)／(２０年度基準値)×100
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達成度合の判定方法は、最新のデータを用いて、生産状況の変化を踏まえ算出
する観点から、国内でＢＳＥが発生した翌年度の平成１４年度から直近の平成２
１年度のデータを用いて算定することとし、最も生産数量が少ない年度と高い
年度の比率以下をＣランク、Ａランクを１００％、その間をＢランクとする。
Ａランク： 100 ％以上、Ｂランク： 95 ％以上 100 ％未満、Ｃランク： 95 ％未満

【（ウ）鶏肉】
（各年度の目標値の考え方）

人口減少・高齢化社会の一層の進展が見込まれる中で、国産畜産物の安定供給に
より食料自給率向上に資するとともに、できる限り国産鶏肉の生産、需要を維持する観
点から、食料・農業・農村基本計画においては現行の生産水準である 138 万トンを確
保するものとして生産数量目標を設定しており、これを目標とする。

（把握の方法）
農林水産省統計部が公表している「食鳥流通統計」により把握

(達成度合の判定方法）
達成度合＝(当該年度の実績値)／(２０年度基準値)× 100

達成度合の判定方法は、平成２０年度の生産量と、国内で鳥インフルエンザ
が発生した翌年度の平成１７年度以降最も少なかった年度との比率をＣランク
とし、Ａランクを１００％、その間をＢランクとする。

Ａランク： 100 ％以上、Ｂランク： 93 ％以上 100 ％未満、Ｃランク： 93 ％未満

⑬ 国産鶏卵の継続的かつ安定的な生産・消費に資するため、鶏卵価格の安定化

（各年度の目標値の考え方）
鶏卵価格は、主として需要の変動により、春から夏にかけて低落し、冬場に上昇する

という特性（季節変動）がある。しかしながら、通常の変動幅を超える卵価の低落は、鶏
卵生産者の経営を圧迫し経営離脱を招く一方、高騰すると消費者への負担が大きい。

人口減少・高齢化の一層の進展が見込まれる中で、需要に見合った生産への取組
を行い、年間を通じた卵価の大幅変動を防ぐことは、生産者、消費者双方にとって極め
て重要。

直近６年間の鶏卵の変動幅（２標準偏差）は、年間平均卸売価格± 27.5%（ JA 全
農たまご東京 M 相場）であることから、毎年の卸売価格の変動幅を平均卸売価格±
25 ％にすることを目標とする。

（把握の方法）
年度終了後、平均卸売価格と変動幅を算出する。

（達成度合の判定方法）
± 25%以内の場合はＡ、± 25 ～ 27.5%の場合はＢ、± 27.5%以上の場合はＣとする。

施策② 地産地消の推進

【目標】 （目標設定の考え方）
地産地消の核となる直売 直売所は、消費者が、生産者と「顔が見え、話ができる」関係で地域の農産物・食品
所の運営・販売力の強化 を購入する機会の提供や学校給食等へ地場産物を安定的に供給する機能等を持つ

ことから、直売所の販売状況を地産地消の推進のメルクマールとして設定し、目標を
「地産地消の核となる直売所の運営・販売力の強化」としたもの。

（各年度の目標値の考え方）
目標となる数値は、農林水産省統計部が実施した「平成１９年農産物地産地消等実

態調査」の１８年度の調査結果をもとに設定したものであるが、１８年度は指標とする年
間販売額１億円以上の通年営業の直売所の割合が１６％（約６店に１店の割合）であっ
た。地産地消の核となる直売所の運営・販売力の強化を図るため、これから１０年後に
目指すべき目標値として５０％（２店に１店の割合）としたもの。
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２３年度については、基準とした年度と目標となる年度の数値を通る直線から推計した。

（注：通年営業の直売所とは、年間を通じて常設店舗形態の施設で営業している直売所。
（朝市や季節営業のものは除く））

（把握の方法）
農林水産省統計部が行う地産地消の関連調査結果により把握する。

（達成度合の判定方法）
達成度合（％）＝

当該年度の実績割合 （年間販売額１億円以上の通年営業の直売所数÷通年営
業の直売所数× 100 ）÷当該年度目標割合 × 100

Ａランク： 90 ％以上、Ｂランク： 50 以上 90 ％未満、
Ｃランク： 50 ％未満又は基準値以下
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２．用語解説

注１ フード・アクション・ニッ 農業者、食品製造業者、流通業者、自治体等幅広い分野の関係者が一体となって
ポン 推進する、日本の食料自給率向上に向けた国民運動。

注２ 推進パートナー 「フード・アクション・ニッポン」の趣旨に賛同する民間企業・団体等。

注３ 米粉用米・飼料用米 米粉用米
米穀以外の穀物の加工品に代替して用いられる米穀粉の原材料として用いられ

る米穀。

飼料用米
家畜の飼料用に供される米。輸入とうもろこしに代替する国産飼料原料として増

産傾向にある。

注４ パン・中華めん用品種 パンや中華めんの原料となる強力粉・準強力粉向けに育成された小麦品種。中力
粉向けに育成された日本めん用品種（タンパク含有率7.5%～10.5％）に比べ、タンパク
含有率が高い（11.5～13.0%）こと等から、弾力の強い生地となり、パンの膨らみや中華
めんの強いコシを生み出すことが可能となる。

我が国では北海道における春播き小麦「春よ恋」などがあるが、収量性が低いこと等
から作付けが広がらない状況にある。

注５ 大豆３００Ａ技術 大豆３００Ａ技術とは、単収３００ｋｇ／１０ａと、品質の良い大豆（Ａクラスというイメー
ジ）の生産を可能とする技術として、（独）農業・食品産業技術総合研究機構において
開発したもの。

具体的には、畝をたてて播種位置を高くする等により、排水性を改善させ湿害を回
避し、単収向上を図る技術。

これまでの実証の結果、慣行の栽培方法と比較して、単収が１．２倍～１．３倍に向上。

注６ 指定野菜 消費量が相対的に多く又は多くなることが見込まれる野菜。具体的には以下の14品
目。キャベツ、きゅうり、さといも、だいこん、トマト、なす、にんじん、ねぎ、はくさい、ピー
マン、レタス、たまねぎ、ばれいしょ、ほうれんそう。

注７ 食生活指針 食習慣の乱れ、栄養バランスの偏り等、近年の食生活の様々な問題を踏まえ、健康
の増進、生活の質の向上、食料の安定供給の確保等を図るための指針として、平成１
２年に当時の文部省、厚生省、農林水産省が決定。

注８ 秋播き小麦 北海道においては、９月頃播種を行い翌年７月下旬から８月上旬にかけて収穫を行
う小麦のことを言う。都府県においては、１０～１１月頃に播種を行い翌年６月頃に収穫
を行う。
（参考）

春播き小麦 北海道においては、４月頃播種を行い、８月中旬頃に収穫を行う。




