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国産品と輸入品の選択についての意識

安全性、品質、新鮮さ等を評価して、国産品を選ぶ消費者が多い

選択した理由（複数回答）国産品と輸入品の選択についての意識
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資料：内閣府「食料・農業・農村の役割に関する世論調査」
（平成20年9月 調査員による個別面接聴取 全国20歳以上の男女5,000人、有効回収数3,144人(回収率62.9%)） 2



食の志向の推移と 今後の意向(複数回答)

不況により食の経済性志向が上昇、安全性志向は今後も継続

食の志向の推移と、今後の意向(複数回答)
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資料：日本政策金融公庫「平成20年度第3回 消費者動向調査」
(平成20年12月 インターネット調査 全国の20代から60代までの男女2,107人） 3



食料自給率が低いと考える人が近年増加

現在の食料自給率に関する意識現在の食料自給率に関する意識
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資料：内閣府「食料・農業・農村の役割に関する世論調査」 4



将来の食料輸入を不安と感じる人が増加

将来の食料輸入に対する意識 「不安がある」※ とする理由(複数回答)将来の食料輸入に対する意識 「不安がある」 とする理由(複数回答)
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5資料：内閣府「食料・農業・農村の役割に関する世論調査」



今後の食料自給率を高めるべきとする人が9割を超えている

今後の我が国の食料自給率に対する意識今後の我が国の食料自給率に対する意識
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6資料：内閣府「食料・農業・農村の役割に関する世論調査」



今後の生活の中で「食生活」を重視する人が増加

今後の生活の力点に対する意識今後の生活の力点に対する意識
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資料：内閣府「国民生活に関する世論調査」
（平成20年6月 調査員による個別面接聴取 全国20歳以上の男女10,000人、有効回収数6,146人(回収率61.5%)） 7



今後、力を入れるべき産業として「農業・林業・水産業」が評価

今後 日本がより力を入れるべき産業に ての意識今後、日本がより力を入れるべき産業についての意識(複数回答)

(%)

資料：NPO法人広報駆け込み寺 「日本に関する意識調査」
(平成20年12月 インターネット調査 全国20歳以上の男女1,000人) 8



農村に国土・環境保全の機能を重視する人の割合が増えている。

農村の役割に対する意識(複数回答) 農業・農村に対する政策についての意識農村の役割に対する意識(複数回答) 農業 農村に対する政策についての意識
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資料：内閣府「食料・農業・農村の役割に関する世論調査」

1.5わからない
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農村地域での企業の社会貢献活動を評価したり、農村維持活動に関心を持つ人の割合は高い

都市的なイメージが強い企業が農村に 活力が低下した農村地域における都市的なイメージが強い企業が農村に
対して行う社会貢献活動に対する意識

活力が低下した農村地域における
維持活動に対する意識
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資料：内閣府「食料・農業・農村の役割に関する世論調査」（平成20年9月調査）

資料：農林水産省「企業の農村地域における社会貢献活動の評価調査」
（平成19年11月 インターネット調査 全国20歳から60歳までの男女2,000人） 10


