
資料：IPCC「Summary for Policymakers ( Figure SPM.6. A1b)」
注：上記図は、100年後(2090～2099年）の予測である。

資料：※１ IPCC3次評価報告書WG2、※２ IPCC4次評価報告書WG2、※３ スターンレビュー（2006）、※４ アジア開発銀行、※５ （独）農業環境技術研究所

日本 ※５

・水稲について、気温が３℃上昇

した場合、潜在的な収量が北海

道では１３％増加、東北以南で

は８～１５％減少。

インド ※１

・１ｍの海面上昇で、
約6千km2が浸水し、
農地が失われたり、
塩類化が起こる。

・深刻な水不足により、
小麦やコメの生産性
が悪化。

豪州・ニュージーランド

・降水量減少、蒸発量増加によ
り、オーストラリア南部・東部、
ニュージーランド北東、東部地
域で2030年までに水関連の安
全保障問題が悪化。 ※２

・オーストラリア南部・東部、
ニュージーランド東部の一部
で、増加する干ばつと火事のた
めに、2030年までに農業・林業
の生産が減少。 ※２

・気温が４℃上昇で一部地域で
生産活動が不可能。 ※３

バングラデシュ
・１ｍの海面上昇で、約３万km2の国土が浸水し、
農地が失われたり、塩類化が起こる。 ※１

・１ｍの海面上昇で年間80万トンから290万トン
のコメ生産が失われる。 ※４

アジア ※２

・2050年代までに10億人以上に水不足の悪影
響。

・南アジア、東アジア等の人口が密集しているメ
ガデルタ地帯で、洪水が増加。

・21世紀半ばまでに、穀物生産量は、東・東南ア
ジアで 大20%増加、中央・南アジアで 大
30%減少。人口増加等もあり、いくつかの途上
国で飢餓が継続。

北アメリカ ※２

・今世紀早期の数十年間は、降雨
依存型農業の生産量が５～20%
増加するが、生育温度の高温限
界にある作物や、水資源に依存
する作物には大きな影響。

ラテンアメリカ ※２

・今世紀半ばまでにアマゾン東部地
域の熱帯雨林がサバンナに徐々
に代替。

・より乾燥した地域では、農地の塩
類化と砂漠化により、重要な農作
物・家畜の生産力が減少し、食料
安全保障に悪影響。

・温帯地域では大豆生産量が増加。

地球温暖化は、農業生産に対して、CO２の濃度上昇による収量増加というプラス面がある一方、気温の上昇による農地面積の

減少や異常気象の頻発による生産量の減少などのマイナスの影響を及ぼす懸念。

（構造的要因）

注）赤字はマイナス影響予測、

青字はプラスの影響予測

地球温暖化の進展による農業生産等への影響
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アフリカ
・2020年までに7,500万～2億5千万人に水ストレス。 ※２

・いくつかの国で、降雨依存型農業の生産量が2020年
までに50%程度減少。 ※２

・気温が４℃上昇で農業生産が15～35％減少。 ※３

ヨーロッパ ※２

・北ヨーロッパでは、気候変化により、暖房需要の減少、農産物生産
量の増加、森林成長の増加が見られるが、気候変化が継続すると、
冬期の洪水、生態系危機、土壌安定性減少による悪影響が便益を
上回る。

・中央ヨーロッパ、東ヨーロッパでは、夏の降水量が減少し、水ストレ
スが高まる。

・南ヨーロッパの一部で、高温と干ばつが農作物生産を減少させる。
熱波が頻発し、森林火災が増加。



（構造的要因）

【表】年間の地下水かん養量に対し揚水量の方が多い事例

資料：WMO「I.A.Shiklomanov，Assessment of Water Resources and Water 
Availability in the World」(1996年)

帯水層 国　名
かん養量①
（k㎥/年）

揚水量②
（k㎥/年）

②/①
（％）

年

サハラ北部盆地 アルジェリア、チュニジア 0.58 0.74 127 1992

Saq Aquifer サウジアラビア ～0.3 1.43 477 1984

ボルカニック スペイン 0.22 0.22 100 1980

海岸平野 イスラエル 0.31 0.50 160 1990

Alluvial Aquifers ガザ地区 0.37 3.78 1,022 1990

セントラルバレー アメリカ ～7 ～20 ～280 1990

オガララ アメリカ 6～8 22.2 ～300 1980

【図３】米国の地下水の枯渇量の分布とオガララ帯水層

資料：USGS「Groundwater Depletion in the United 
States (1900-2008)

（センターピボットによる潅漑風景）

資料：平成13年度 千葉県情報教育
センター ソフトウェア開発
（安藤清氏提供）

【図２】世界の水資源の制約状況

【図１】目的別の世界の水使用量の推移(1960～2025）

資料：UNESCO「World Water Resources at the Beginning of the 21th Century」
(2003年）

１ 世界の年間水使用量は、増加傾向で推移。財政的な制約や水資源量が開発の限界にある地域も存在。

２ 帯水層への地下水かん養量を超えて揚水を行う例も見られ、地下水位の低下等影響が懸念。

水資源の制約による農業生産等への影響
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【アルゼンチン】

小麦､とうもろこし、大
豆､牛肉等：輸出枠設
定、輸出税賦課等

は輸出禁止、 は輸出税の賦課、輸出枠設定等

【インドネシア】

米：輸出禁止(2008
年4月～2009年3月, 
2009年7月～)

【フィリピン】

米、とうもろこし：
輸出許可制(2005年～)

【ネパール】

米､小麦(2008年4月～) 
豆類(2009年7月～)：

輸出禁止

【バングラデシュ】

米等：輸出禁止
(2008年5月～)

【モロッコ】

小麦､米等：輸出ラ
イセンス制導入
（2008年7月～)

【ケニア】

とうもろこし：輸出
禁止(2008年9月～)

【ラオス】

米：輸出許可制
(2010年～)

【台湾】

米：輸出許可制
(2008年4月～)

【ミャンマー】

米：輸出許可制
(2008年～)

【ナイジェリア】
とうもろこし：輸
出禁止(2008年～)

【ヨルダン】

砂糖、米（2008年
～）、小麦（2010年～)
等：ライセンス制導入

【インド】

食用油：輸出禁止
（2008年3月～）

米、小麦：輸出枠設
定(2011年9月～)

【レバノン】
小麦:輸出禁止
(2010年8月～)

【イラン】

小麦等:輸出禁止

米等：輸出税賦課
(2012年10月～)

【キルギス】

小麦:輸出禁止
(2012年10月～)

【ボリビア】

小麦：輸出禁止 (2008
年2月～)
とうもろこし(2012年3月
～)、米(2009年12月～)
等：輸出枠設定

農産物の輸出規制の現状

資料：農林水産省作成（平成２６年３月１５日現在）

注：過去に実施 ：① 輸出禁止：カンボジア（コメ）、ベトナム（コメ）、ラオス（コメ）、インド（コメ、小麦、とうもろこし）、パキスタン（小麦）、アルゼンチン（小麦等）、

された措置 ブラジル（政府米）、ボリビア（とうもろこし、コメ等）、エクアドル（コメ）、ホンジュラス（豆類、とうもろこし）、ロシア（小麦等）、

カザフスタン（小麦)、セルビア（小麦等）、ベラルーシ（菜種等）、モルドバ（小麦）、ブルキナファソ（穀物）、コートジボワール（カカオ）、

エチオピア（小麦等）、ギニア（農林水産物）、マラウイ（とうもろこし）、タンザニア（穀物、砂糖）、

② 輸出税賦課：ロシア（小麦、大麦）、ウクライナ（小麦等）、ベトナム（コメ）、キルギス（小麦等）、中国（小麦、大豆、コメ等）、アルゼンチン（乳製品）

③ 輸出枠：カンボジア（コメ）、ウクライナ（小麦、大麦等）

【ザンビア】

とうもろこし：輸出
禁止(2013年10月～)

【エジプト】

米:輸出禁止

(2013年11月～)
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ロシアの穀物禁輸措置（2010年8月～2011年6月）による
食品価格高騰等に伴う各国の抗議運動や暴動
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① 世界の穀物の貿易構図に大きな変化が見られ、従来の米国、豪州、カナダのみならずブラジル、アルゼンチン等の南米諸国がシェ
アを拡大し、ロシア、ウクライナといった新興国が主要な輸出国として台頭する中で、引き続き、大豆、とうもろこし等の輸入依存品目
について、輸入先の多角化を図っていく必要（大豆やとうもろこしに占める南米等の割合が増加し、調達先の多元化は進行）。

② また、近年、中国が国内需要の増加から、穀物等の輸入を増大させており、調達先がほぼ重複する我が国にとって、将来、同国と
輸入の調達競合が生じる可能性。

③ 更に、 我が国の食料供給は、国内農業生産の増大を基本としているが、農業者の高齢化や農地の減少等が進行しており、将来の
食料供給能力の確保が懸念。
こうした観点から、我が国の食料供給に関する不安要因（リスク）の状況を幅広く定期的に精査・分析し、検証していく必要。

2003/2004年 2013/2014年
（見込）

増減 主な輸入先

小麦 375 850 ＋475
米国（69%）、カナダ（16%）

豪州（11%）

大豆 1,693 6,900 ＋5,207
ブラジル（50%）、米国（35%）、

アルゼンチン（10%）

とうもろこし 0 500 ＋500
米国（91%）、ウクライナ（3%）

ラオス（3%）

○日本及び中国の小麦、大豆、とうもろこしの輸入量の推移 ○小麦、大豆、とうもろこしの輸出シェアの推移

小麦

大豆

とうもろこし

2003/2004年 2013/2014年（見込）

出典：USDA「PS＆D（2014.3）」、
主な輸入先、シェアは日本は貿易統計2013年ベース、中国はGlobal Trade Atlas2013年ベース。

（万トン）

2003/2004年 2013/2014年
（見込）

増減 主な輸入先

小麦 575 620 ＋45
米国（52%）、カナダ（27%）、

豪州（15%）

大豆 469 286 -183
米国（60%）、ブラジル（24%）

カナダ（14%）

とうもろこし 1,678 1,550 -128
米国（45%）、ブラジル（30%）、

アルゼンチン（13%）

＜中国＞

＜日本＞

出典：USDA「PS＆D（2014.3）」
資料： 財務省「貿易統計」を基に農林水産省で作成

注：平成25（2013）年度については、平成26（2014）年２月までの速報値により算出。

○我が国の大豆及び飼料用とうもろこしの調達先割合の推移

［輸出量：10,847万トン］ ［輸出量：16,205万トン］

［輸出量：5,605万トン］ ［輸出量：10,822万トン］

［輸出量：7,714万トン］ ［輸出量：11,453万トン］

＜大豆＞ ＜飼料用とうもろこし＞

（万トン）

食料安全保障上の課題



食料供給に対する不安要因及び過去の混乱事例



食料供給に対する主な不安要因（リスク）

○ 食料供給に対する不安要因は、生産面では、国産も外国産も同様に存在するが、外国産の食料は、アクセス面で
多様なリスクが存在することから、国内農業生産の増大が重要。

○ リスクの発生頻度、影響度合、これらの動向については、定期的に分析することが必要。

担い手の減少と高齢化担い手の減少と高齢化

耕作農地の減少耕作農地の減少

技術力の向上の低下
（収量増の鈍化）
技術力の向上の低下
（収量増の鈍化）

肥料の価格上昇肥料の価格上昇

家畜伝染病のまん延家畜伝染病のまん延

既
に
顕
在
化
し
つ
つ
あ
る
不
安
要
因

一
時
的
・
短
期
的
に
発
生
す
る
不
安
要
因
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食品の安全性に関する事件・事故食品の安全性に関する事件・事故

人口増に伴う食料需要増

バイオ燃料向け農産物の需要増

（食料価格の高騰、穀物への投機加熱）

人口増に伴う食料需要増

バイオ燃料向け農産物の需要増

（食料価格の高騰、穀物への投機加熱）

中国との穀物輸入の競合（買い負け）中国との穀物輸入の競合（買い負け）

農地の囲い込み農地の囲い込み

輸出国の政情不安、テロ輸出国の政情不安、テロ

主要輸出国における輸出規制主要輸出国における輸出規制

為替変動為替変動

港湾等での輸送障害港湾等での輸送障害

地球温暖化等の気候変動

（砂漠化の進行など）

地球温暖化等の気候変動

（砂漠化の進行など）

水需要のひっ迫水需要のひっ迫

単収の伸び悩み単収の伸び悩み

肥料原料の需要増肥料原料の需要増

地震災害地震災害

アクセス面における不安要因 生産面における不安要因 生産面における不安要因

食品の安全性に関する事件・事故食品の安全性に関する事件・事故

新興国の経済発展新興国の経済発展

外国産の食料供給における不安要因 国産の食料供給における不安要因

天災、異常気象による不作等天災、異常気象による不作等

家畜伝染病のまん延家畜伝染病のまん延

天災、異常気象による不作等天災、異常気象による不作等

地震災害地震災害



事態 主な事例

１．国内生産の減少

異常気象等による不作 ○冷害による米の凶作（H５：作況７４）

２．輸入の減少・途絶

①主要輸出国・生産国の不作

○米国の大豆不作（S48：73日間の輸出規制措置）により我が国における輸
入米国大豆の価格が3倍に上昇

○中国の穀物不作（H6～8、19ヶ月の輸出停止）による飼料穀物の輸入減少

②輸出国の港湾ストライキ等の輸送

障害

○各輸出国にみられる港湾ストライキ
（例：アメリカではガルフ港湾で 長104日（S43～44））

○ミシシッピ川の洪水（H5：60日）による飼料穀物の輸送障害

○パナマ運河喫水制限強化（H10：110日）による飼料穀物の輸送障害

○米国西部29港湾のロックアウトによる肉類（冷蔵品）等の輸送障害（H14：
10日）

○カナダ港湾のロックアウトによるなたね等の輸送障害（H14～15、5ヶ月）

○平成17年8月29日米国南部に上陸したハリケーン・カトリーナの被害によ
り、飼料穀物の積出などに障害

過去に起きた食料供給の混乱事例
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輸入の安定化に向けた取組



機密性○情報 ○○限り食料需給情報の収集・分析・発信

○食料需給に関する情報 ：生産量、消費量、輸入量、輸出量、期末在庫量 等

○構造的需給に関する情報 ：人口、所得、バイオ燃料 等

○国際価格に関する情報 ：主要先物市場・実物取引価格、食品価格 等

○気象状況 ：気温、降水量、日照、気象被害（干ばつ、豪雨等）等

品
目
別
の
我
が
国
の
調
達
に
関
連
す
る
情
報

各
国
の
政
策
・制
度
等
に
関
連
す
る
情
報

１．海外の食料需給情報を省内外から一元的に収集・把握

２．収集した情報に基づき食料需給動向を分析・予測

３．国民にわかりやすく情報発信

○食料需給動向と今後の見通し

○構造的需給影響要因

○米国農務省穀物等需給報告（ポイント）（月報）

○世界の穀物の需要量、生産量、期末在庫量の推移（毎月更新）

○海外食料需給レポート（月報・年報）

○穀物等の国際価格の動向（毎週更新）

○食料需給インフォメーション（メールマガジン：月２回）

○国際価格の動向

○気象状況

ホームページ：
http://www.maff.go.jp/j/zyukyu/jki/index.html 27

緊急時において活用するために必要な平素からの情報収集を実施



「食料安全保障のための海外投資促進に関する指針」概要

１．対象となる農産物
対象となる農産物は、国際的な食料需給動向、食生活における重要

性、輸入依存度等を踏まえ、当面は、大豆、とうもろこし等とする。

２．対象となる地域

中南米、中央アジア、東欧等において、投資環境の整備とともに、
農業投資関連情報の収集・提供を重点的に実施する。

３．具体的な取組－官民連携モデルの構築－

以下の公的支援ツールを総合的に活用する。
① 投資環境の整備（投資協定の締結等）
② ＯＤＡとの連携（生産・流通インフラ整備等）
③ 公的金融の活用
④ 貿易保険の活用
⑤ 農業技術支援（共同技術研究、技術支援等）
⑥ 農業投資関連情報の提供 等

４．我が国の行動原則等（国際的に推奨し得る農業投資の促進）

＜支援例＞

○ 現地調査等により得られた投資先

国の農地、法制、税制、穀物等需給

動向等の海外農業投資関連情報を

収集・提供

○ 2013年8月、ＪＢＩＣ（国際協力銀行）

は、丸紅及びその米国子会社に対し

て、600億円を優先株に出資し、丸紅

のガビロン買収を支援

輸入の安定に向けた取組

○ 国民への食料の安定供給のため、国内農業生産の増大を基本としつつ、必要な輸入についてはその安定化・多角化を
図るとともに、世界全体の農業生産の増大、農業投資の拡大が急務であり、我が国からの海外農業投資を促進していく

必要。

○ 我が国からの海外農業投資に対する支援方策等を政府関係機関が一体となって検討等を行うために、平成21年４月に
農林水産省、外務省が中心となって「食料安全保障のための海外投資促進に関する会議」を設置。同年８月に「食料安
全保障のための海外投資促進に関する指針」を策定。現在、本指針に基づき、投資環境の整備、ＯＤＡとの連携、公的
金融の活用、海外農業投資に関する情報収集及び提供に取り組んでいるところ。
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○対象品目

大豆、

とうもろこし等

○対象地域

中南米、

中央アジア、

東欧等 【政府・関係機関】

投資環境の整備
 投資協定等の締結

 政府間の経済対話

ＯＤＡとの連携
 インフラ整備、技術支援

公的金融・貿易保険

情報提供
 農業投資関連情報

の収集・提供

総合的支援

海外投資促進の総合的な支援の枠組

【民間企業】

生産 集荷 輸送 輸出

・農地取得・リース

・生産・収穫

・農地開発、灌漑・

保管施設

・集荷・貯蔵施設

・集荷、管理

・輸送・販売

・輸出ターミナル

・積み出し

輸入の安定化
 輸出規制の抑制等の働

きかけ

現地調査・
ミッション派遣

農業技術
 研究機関、JICAを通じて

共同研究、技術支援

○ 農業投資は、天候リスクに加え、輸出国によって輸出規制が実施されるなど投資リスクが高い上、途上国で

は農産物の輸送に必要なインフラが整備されていないため、輸送コストが高くなるなど、民間投資を効果的に

呼び込める状況にない。

○ 生産・流通インフラ整備へのＯＤＡの活用や技術移転、貿易保険など、公的支援ツールを総合的に活用して

いくことで、官民連携による海外農業投資を促進。

総合的支援

我
が
国
及
び
世
界
の
食
料
安
全
保
障
へ
の
貢
献
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三菱商事
ブラジルの穀物大手セアグロへの出資比率を20％から80％に高め、大豆を中心とした

集荷販売量を拡大（100万トン超→500万トン（2020年））

三井物産

ブラジルで大規模農園を運営するマルチグレインを完全子会社化、ブラジル 大の農業

生産者SLCアグリコラと連携し合併会社を設立（2013年8月）し、大豆生産を今後5年間で

50万トンまで引き上げを目指す(東京都の半分の広さに当たる12万haの農地を保有)

丸 紅

ブラジル南部サンフランシスコドスルの港湾ターミナル運営会社テルログを完全子会社

化し、同施設の取扱量を160万トンから本年350万トンへの拡大を目指すほか、米穀物３

位の穀物メジャーのガビロンを買収し、穀物取扱量はガビロン分を併せ5,880万トンと

カーギル（約6,500万トン）に次ぐ規模に拡大

双 日

ブラジルで農業・穀物集荷輸出事業を行うカンダガロジェネラルグレインズグループ

（CGCグループ：約15万haの農地を保有し、年間200万トン穀物集荷）に出資（2013年10

月）。CGCグループが集荷するブラジル産穀物(大豆、とうもろこし、小麦等)を優先的に

買い取り、ブラジル北部イタキ港の港湾ターミナル等にも投資し、2020年以降、CGCｸﾞ

ﾙｰﾌﾟの穀物取扱量を600万トン、保有農地を20万haへ拡大

近の我が国における海外民間投資（具体例）
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日豪EPA

食料の安定的な供給を確保するため、国内の農業生産の増大のみならず、輸入国としての食料安定
供給の重要性を踏まえた国際交渉への対応が重要。「

基本計画では、「WTOドーハ・ラウンド農業交渉については、今後とも「多様な農業の共存」という基本
理念を保持し、我が国の食料輸入国としての立場を 大限に反映すべきことを念頭に置きながら、
各国の農業が相互に発展することができる貿易ルールの確立を目指す。

また、東アジア等における地域連携の推進に当たっては、我が国を含む関係国の食料の安定供給
に資する取組を進めるとともに、EPA（経済連携協定）、FTA（自由貿易協定）について、食の安全・安定
供給、食料自給率の向上、国内農業・農村の振興等を損なうことは行わないことを基本に取り組む」と
している。

食料の安定供給に向けた国際的な対応

平成26年４月7日、日豪EPAにおいて、農林水産品の重要５品目（米、小麦、牛肉、乳製品、砂糖）を中心に、国内農畜

産業の存立及び健全な発展を図っていけるような内容で両国の首脳間で大筋合意したところ。この中で、豪州側に対し、
食料の安定供給を図るための規定をＥＰＡ交渉の中で初めて設定（今後、協定案文の確定、批准等の必要な手続きを経て本協定が発効） 。

【食料供給章】
○ 我が国がこれまで締結したEPAとしては初めて設けられたものであり、主に以下の内容が規定されている。

・重要な食料について、輸出国内の生産が不足した場合にも輸出規制を新設、維持しないように努める
・輸出制限を導入する場合の制限範囲の限定、事前の情報提供や協議
・食料分野への投資の促進及び円滑化
・食料の輸出量が著しく減少することが予見される場合の食料供給に関する協議メカニズム

豪州は、我が国にとって重要な食料供給国（第５番目の農林水産物の輸入先国）

→食料供給に関する日本と豪州の関係強化は我が国の食料安全保障にとって有益
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機密性○情報 ○○限りAMIS（農業市場情報システム）

ＡＭＩＳ事務局 （FAOに設置）

次の国際機関で構成・関与
FAO, IFAD, IFPRI, WFP, OECD, 
WB, WTO, HLTF, UNCTAD, IGC

迅速対応フォーラム（ＲＲＦ）
メンバー：

ＡＭＩＳ参加国の高級実務者

世界食料安全保障委員会（ＣＦＳ）

世界食料市場
情報グループ

メンバー：
ＡＭＩＳ参加国の
市場関係専門家

AMIS（農業市場情報システム）

データ活用・指標開発
で連携

データ提供

対
話

市場動向を踏まえ
必要に応じ注意喚起

２０１１年６月のＧ２０農業大臣会合にて立ち上げ合意

■ Ｇ２０のイニシアティブによる世界的な農業市場情報システム。
■ 目的は①農業市場情報の改善、②政策情報の収集・分析を通じて、関係国との対話・対応及び国際

的な政策協調の促進、③データ収集等の能力向上支援。参加はＧ２０＋主要輸出入国（タイ、フィリピン、
ベトナム、ウクライナ、カザフスタン、ナイジェリア等）。
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公
表

・食料マーケットモニタ（毎月）
・食料マーケットインディケータ
・ＡＭＩＳ参加国の需給データ



ASEAN+3緊急米備蓄（APTERR）による支援について

申告（イヤマーク）備蓄

各国が保有する在庫のうち、緊急時に放出可能な数量と
して申告（イヤマーク）された備蓄を放出

現物備蓄（現金備蓄）

現物備蓄し、緊急時の初期対応として放出。備蓄期間経過
後は貧困緩和事業に活用。また、より迅速に対応するため
現金備蓄による放出も活用

食糧支援

A 国

B 国

大規模な
災害等の発生

APTERR備蓄

○APTERR協定における申告数量
日本25万トン
中国30万トン、韓国15万トン、 アセアン諸国8.7万トン

○これまでの日本の実績 ( )書きは協定発効後の実績

（１）現物備蓄（予め被災可能性がある国で米備蓄を行う）
フィリピン、ラオス他 計約2,460トン（400トン）

（２）現金備蓄（APTERR事務局にある予算を活用して現地での米購入等で対応）
ミャンマー、インドネシア、フィリピン他 計約760トン（230トン）
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東アジア地域（ASEAN（10ヶ国）、日本、中国及び韓国）において、食料安全保障の強化と貧困の撲滅を目的とし、
大規模災害等の緊急時に備える仕組みとして設立された緊急米備蓄制度。



局地的・短期的事態に備えた平素からの取組



機密性○情報 ○○限り
「緊急事態食料安全保障指針（局地的・短期的事態編）」の概要

○ 農林水産省では、不測の要因により食料の供給に影響が及ぶおそれのある事態に的確に対処するため、関係省
庁と連携し、「不測時の食料安全保障マニュアル」（平成１４年３月農林水産省決定）を策定。

○ 震災・原発事故の教訓を将来に生かす観点から、局地的・突発的な緊急事態の発生により、食料が地域的に偏在
し、又は一時的に供給がストップする事態に対応するため、「局地的・短期的事態編」を追加し、「緊急事態食料安全
保障指針」として再編。

局地的・短期的事態

• 食品産業事業者における事業継続計画の策定や緊急時における食品産業事業者間の協力方針の取決め締結の推進。

• 物流ネットワークの在り方の検証、訓練・演習の実施等による緊急時におけるサプライチェーンの機能維持の確保。

• 家庭における食料備蓄の推進。

平素からの取組

• 規格外品の出荷促進や容器包装の統一化の要請等による円滑な流通等の確保。

• 検疫・食品輸入手続きの迅速化。

• 食品表示規制の弾力的な運用。

• 食料の需給・価格動向の情報の収集・分析・提供の実施。

• 国民生活安定緊急措置法その他の法令による価格・流通の安定対策等の実施。

• 地域のニーズや食事状況の把握とともに食料の各品目について供給可能な事業者に関する情報の提供。

局地的・短期的事態における対策
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機密性○情報 ○○限り
緊急時の食料の安定供給のための対策（平成22～26年度）

平成22年度～平成23年度 平成24年度

全国的・中長期的事態に備えた平素からの取組のほか、新型インフルエンザ等の新型感染症や大規模事故災害等が発生した場
合においても、国民に対して食料の安定供給が確保できるよう、食品産業事業者における事業継続計画（ＢＣＰ）策定や食品産業
事業者間における協定締結等の促進を図っているところ。

基礎的なＢＣＰの整備拡大

食
料
の
安
定
供
給
を
確
保

食品産業事業者間の連携により、緊急時においても
ｻﾌﾟﾗｲﾁｪｰﾝが自立的に対応できる仕組みを構築

平成25年度

【目標】
食品産業事業者のＢＣＰ策定促進

【目標】
食品産業事業者間で協定を結び、緊急時においてもｻﾌﾟﾗｲﾁｪｰﾝが

自立的に対応できる仕組みを構築【実績】
研修会参加者に対しアンケートを実施した結果、新型インフルエンザに対しては約5割、

地震に対しては約3割の事業者がBCPを策定済又は策定中
【実績】

研修会参加者に対しアンケートを実施した結果、14%の事業者が
事業者間連携に係る協定を締結

平成26年度

研修会を開催し、食品産業事
業者のBCP策定を推進

食品産業事業者間の
連携を促進するための
指針を策定

食品産業事業者間の
連携を図るための訓
練・演習マニュアルの
策定
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BCPや事業者間連携
等の優良事例を周知・
普及することにより、緊
急時に備えた食料の安
定供給の確保に資する
取組の定着・強化

取組の定着・強化



東日本大震災の被災地の円滑な食料供給体制を構築するた
め、原材料調達、食料の輸送・在庫のあり方等について検討

首都直下地震及び南海トラフ地震の発生が懸念される地域にお
いて、災害時にも機能する食品サプライチェーンの構築に向けて、
食品産業事業者で協定を策定・締結し、これに基づく実証を実施

災害に強いサプライチェーンの構築に係る事業（平成23～26年度）

平成23年度～平成24年度 平成25年度～平成26年度

災害時にも食品サプライチェーンの機能維持を図るため、事業者間の連携・協力体制の構築をはかっているところ

食品サプライチェーンにおける実証

【食料の物流拠点の構築に係る協議会の設置】

【食料の供給機能強化に係る協議会の設置】

【連携・協力体制の構築及び実証の実施】
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家庭備蓄の推進

○ 緊急時には食料生産の減少が予想されるほか、保存性の高い食料を中心に食料の需要が一時的に集中し、食料の需給バ
ランスが大幅に崩れるおそれ。

○ 「緊急事態食料安全保障指針」に基づき、緊急時に備え各家庭における食料品備蓄を推進。

＜前提＞

地震等の大規模な災害により、電気・ガス・水道といったライフラインが停止。

自宅での避難を余儀なくされる場合や新型インフルエンザ等の発生により、

不要不急の外出を余儀なくされることを前提に備蓄を推奨。

＜備蓄量＞
水と熱源を確保しつつ、 低でも３日分、出来れば１週間分程度の食料品備蓄を推奨。

＜ポイント＞

・ 米を備蓄の柱として推奨

・ 缶詰など調理不要で普段食べている食料品等を少し多めに「買い置き」し、

それらを賞味期限を考えながら計画的に消費し、消費した分は新たにその分を

買い足すことを推奨。

・ ライフラインが停止する場合を想定し、水と熱源（カセットコンロ等）は、

１週間程度（一人あたり水21リットル、ボンベ６本程度）の備蓄を推奨。

＜前提＞
新型インフルエンザ等が発生した場合、電気・ガス・水道といったライフラインは確保されているが、不要不急の外

出を余儀なくされることを前提に備蓄を推奨。
＜備蓄量＞

「個人及び一般家庭・コミュニティ・市町村における感染対策に関するガイドライン」（平成19年3月新型インフルエ
ンザ専門家会議策定※）に基づき、２週間の備蓄を推奨。

※新型インフルエンザ専門家会議とは、厚生労働省主催の有識者会議

「緊急時に備えた家庭用食料品備蓄ガイド」（平成26年2月）

「新型インフルエンザに備えた家庭用食料品備蓄ガイド」（平成2１年3月）
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【水】

飲料水として、

1人当たり1日1リットルの

水が必要です。調理等に使用

する水を含めると、３リットル

程度あれば安心です。

熱源は、食品を温めたり、

簡単な調理に必要です。

ボンベも

忘れずに。

【カセットコンロ】

【米】
〈エネルギー及び炭水化物の確保〉

備蓄の柱！

2ｋｇの米が1袋

あると、水と熱源があれば、

（1食=0.5合=75gとした場合）約27食分

になります。

缶詰は調理不要で、

そのまま食べられる

ものを選ぶと便利です。

【缶詰】
〈たんぱく質の確保〉

〈普段使いの食料品を「買い置き」しましょう〉
普段使いの食料品等の「買い置き」も有効な備蓄方法の一つです。
米など、通常購入している保存性の良い食料品を少し多めに
「買い置き」しましょう。

〈消費分の買い足しをしましょう〉
賞味期限を考えながら計画的に消費し、
消費した分は新たに購入するようにしましょう。


