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食料自給率について



これまでの基本計画における食料自給率目標等の考え方

○ 平成12年及び平成17年の基本計画では、食料自給率目標について、食料消費及び農業生産の指針として、計画
期間内における実現可能性を考慮して設定。

○ 一方、現行（平成22年）の食料自給率目標については、平成20年以降の穀物価格の大幅な上昇等を背景に、我
が国の持てる資源を全て投入した時に初めて可能となる高い目標として設定。

１

総合食料自給率目標

食料自給率目標の定め方
カロリー
ベース

生産額
ベース

平成12年基本計画 45％
74％

（参考値）

食料自給率の目標については、これを掲げる意義及びその達成に向けた取組を通じて我が国の食料供給力の向上が図られることの重要性にか
んがみ、また、我が国の食料自給率が年々低下し、供給熱量ベースで４割程度と先進国の中で最も低い水準となっている中で、国民の多くが我が国
の食料事情に不安を抱いていることを踏まえれば、基本的には、食料として国民に供給される熱量の５割以上を国内生産で賄うことを目指すことが
適当である。

しかしながら、この基本計画で定める食料自給率の目標は、計画期間内における食料消費及び農業生産の指針となるものであることから、実現可
能性や、関係者の取組及び施策の推進への影響を考慮して定める必要がある。

このため、この基本計画においては、平成22年度までの計画期間を、関係者の努力により食料自給率の低下傾向に歯止めを掛け、その着実な向
上を図っていく期間と位置付け、関係者が取り組むべき食料消費及び農業生産における課題を明らかにして、計画期間内においてこれらの課題が
解決された場合に実現可能な水準を食料自給率目標として設定することとする。

平成17年基本計画 45％ 76％

食料自給率の目標については、世界の食料需給が不安定な要素を有していることや、国民の多くが我が国の食料事情に不安を抱いていることを
踏まえれば、基本的には、食料として国民に供給される熱量の５割以上を国内生産で賄うことを目指すことが適当である。

一方、本基本計画における食料自給率の目標設定に当たっては、この目標が望ましい食生活や消費者ニーズに応じた国内生産の指針としての役
割を有することを踏まえると、計画期間内における実現可能性を考慮する必要がある。このため、３で掲げる「重点的に取り組むべき事項」への取組
に万全を期して課題の解決を図ることとし、その場合に実現可能な姿として、４で掲げるとおり、「平成２７年度における望ましい食料消費の姿」及び
「平成２７年度における農業生産の努力目標」を示し、それらを踏まえたものとして、主要品目別の自給率の目標や総合食料自給率の目標等を示す
こととする。

その上で、平成２７年度における自給率目標が実現した次の段階には、５割以上の供給熱量自給率の実現が見込まれるものとなるよう、国産農産
物の輸出の更なる拡大や、革新的な新技術を通じた生産性の大幅な向上、機能性を付与した農産物の開発等を通じて、今までになかったような新
たな需要先の開拓に取り組むこととし、今回の計画期間から、そのために必要な条件整備を進めることとする。

現行基本計画
（平成22年）

50％ 70％

世界人口の増加、中国やインド等での所得水準の向上、バイオ燃料の拡大等により農産物の需要が増大する一方、地球温暖化等による水資源
の不足や砂漠化の進行、世界の穀物単収の伸びの鈍化等による農産物の供給面での懸念が生じている。このため、今後とも、世界の穀物等の需
給はひっ迫した状態が継続し、食料価格は高い水準で、かつ、上昇傾向で推移するとも予測されている。また、一部の食料輸入国や多国籍企業が
世界各地の農地への投資を進める動きもみられる。（略）

一方、食料生産を支える我が国の農村は、極めて厳しい状況にある。過疎化、高齢化が止まらず、これに兼業機会の減少も重なり、地域の活力が
ますます低下している。このため、水田をはじめとした我が国の貴重な農地資源が十分活用されず、耕作放棄地の増加さえ起こっている。基幹的な
農業従事者の平均年齢が年々高まり、65歳を超えている現在、世界の食料需給のひっ迫に対応して食料自給率の向上のための戦略を早急に打ち
立てなければならない。（略）

平成32年度の総合食料自給率目標は、以上のような国際情勢、農業・農村の状況、課題克服のための関係者の最大限の努力を前提として、我が
国の持てる資源をすべて投入した時にはじめて可能となる高い目標として、供給熱量ベースで平成20年度41％を50％まで引き上げることとする。



食料自給率目標等の進捗状況とその要因

H20[基準] H21 H22 H23 H24 H25[現状] H32[目標]

カロリーベース食料自給率 41 40 39 39 39 39 50

生産額ベース食料自給率 65 70 69 67 68 65 70

飼料自給率 26 25 25 26 26 26 38

○食料自給率等の推移

○ 食料自給率目標の進捗状況については、カロリーベースの食料自給率及び飼料自給率が目標から乖離している状況にあるが、その
要因は以下のとおり。

① 生産面では、米粉用米、飼料用米、小麦、大豆等が目標から大きく乖離
② 消費面では、消費増を見込んでいた米、米粉用米等が予測を下回る一方、消費減を見込んでいた油脂類等が予測を上回って推移

○ また、生産額ベースの食料自給率については、国内生産額への寄与が大きい牛肉、豚肉等の消費と生産が見込みに沿って推移した
ことから、基準年（平成20年度）を概ね上回る水準で推移。

資料：平成25年度食料需給表等

H20

[基準]
H21 H22 H23 H24

H25

[現状]

H32

[目標]

米 881 844 846 837 849 859 855

米粉用米 0.06 1.3 2.5 3.7 3.3 2.0 50

飼料用米 1.0 2.4 6.8 16.1 16.7 10.9 70

小麦 88 67 57 75 86 81 180

大麦・はだか麦 22 18 16 17 17 18 35

そば 2.7 1.7 3.0 3.2 4.5 3.3 5.9

かんしょ 101 103 86 89 88 94 103

ばれいしょ 274 246 229 239 250 242 290

大豆 26 23 22 22 24 20 60

なたね 0.16 0.15 0.16 0.20 0.19 0.18 1.00 

野菜 1,255 1,234 1,173 1,182 1,201 1,195 1,308

果実 344 344 296 295 306 301 340

牛乳・乳製品 795 788 763 753 761 745 800

牛肉 52 52 51 51 51 51 52

豚肉 126 132 128 128 130 131 126

鶏肉 140 141 142 138 146 146 138

鶏卵 254 251 251 250 250 252 245

てん菜 425 365 309 355 376 344 380

さとうきび 160 152 147 100 111 119 161

茶 9.6 8.6 8.5 8.4 8.6 8.5 9.5

飼料作物 436 419 416 408 398 388 527

○生産量の推移

（単位：％）

（単位：万トン）

２

○消費量（１人・１年当たり供給純食料）の推移 （単位：kg/人・年）

H20

[基準]
H21 H22 H23 H24

H25
[現状]

H32

[予測]

米（米粉用米除く） 58.8 58.2 59.3 57.5 56.0 56.7 62

米粉用米 0.0 0.1 0.2 0.3 0.3 0.2 3.3 

小麦 31.0 31.7 32.7 32.8 32.9 32.7 28 

大麦・はだか麦 0.2 0.2 0.2 0.3 0.2 0.3 0.2 

そば 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.7 0.7 

かんしょ 4.2 4.4 3.8 4.1 4.1 4.2 4.5 

ばれいしょ 15.2 14.8 14.8 15.9 16.3 15.6 15 

大豆 6.7 6.4 6.3 6.2 6.1 6.1 6.7 

野菜 93.3 90.5 88.1 90.9 93.5 92.3 98 

果実 40.0 38.8 36.6 37.1 38.3 36.7 41 

牛乳・乳製品 86.0 84.5 86.4 88.6 89.5 89.0 89 

牛肉 5.7 5.8 5.9 6.0 5.9 6.0 5.8 

豚肉 11.7 11.5 11.7 11.9 11.8 11.8 12 

鶏肉 10.8 11.0 11.3 11.4 12.0 12.0 11 

鶏卵 16.7 16.5 16.5 16.7 16.7 16.8 17 

砂糖 19.2 19.3 18.9 18.9 18.8 19.0 19 

茶 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.8 

油脂類 13.8 13.1 13.5 13.5 13.6 13.6 11.7



生産数量目標の進捗状況（平成24年度）

○ 各品目の生産量が目標に向けて推移しているかどうかを判断するため、平成24年度における進捗度を中心に目標に対する比率（目
標比率）と併せて評価。

○ 平成24年度の進捗度については、基準値と目標値を結ぶ直線に沿って推移しているかどうかで評価。
① Ａ評価：目標に向かって推移（進捗予定値からの乖離度が０％以上）
② Ｂ評価：概ね目標に向かって推移（進捗予定値からの乖離度が０％未満－1.7％以上）（注）
③ Ｃ評価：目標から乖離して推移（進捗予定値からの乖離度が－1.7％未満）

○ 次に、平成24年度の目標比率については、現状値が目標値に対してどの程度の水準にあるかで評価。
○ 評価の結果、畜産物については進捗度が概ねＡ評価、目標比率も95％以上である一方、耕種作物については「そば」を除いて進捗

度がＣ評価であり、特に米粉用米、小麦、大豆等の目標比率は50％を下回っている状況。

H20
[基準]

H24
[現状]

H24
[進捗予定]

H32
[目標]

進捗度
目標比率進捗予定からの

乖離度
評価

米
（米粉用米・飼料用米除く） 881 849 873 855 ▲ 3% C 99%

米粉用米 0.06 3.3 17 50 ▲ 27% C 7%

飼料用米 1.0 16.7 24 70 ▲ 10% C 24%

小麦 88 86 119 180 ▲ 18% C 48%

大麦・はだか麦 22 17 26 35 ▲ 26% C 49%

そば 2.7 4.5 3.8 5.9 ＋12% A 76%

かんしょ 101 88 102 103 ▲ 14% C 85%

ばれいしょ 274 250 279 290 ▲ 10% C 85%

大豆 26 24 37 60 ▲ 23% C 39%

なたね 0.16 0.19 0.44 1.0 ▲ 25% C 19%

野菜 1,255 1,197 1,273 1,308 ▲ 6% C 92%

果実 344 303 342 340 ▲ 12% C 89%

牛乳・乳製品 795 761 796 800 ▲ 4% C 95%

牛肉 52 51 52 52 ▲ 1% B 99%

豚肉 126 130 126 126 ＋3% A 103%

鶏肉 140 146 139 138 ＋5% A 106%

鶏卵 254 251 251 245 ＋0% A 102%

てん菜 425 376 410 380 ▲ 9% C 99%

さとうきび 160 111 160 161 ▲ 31% C 69%

茶 9.6 8.6 9.5 9.5 ▲ 10% C 91%

飼料作物 436 400 466 527 ▲ 13% C 76%

（参考）

魚介類 503 430 525 568 ▲ 17% C 76%

海藻類 11 11 12 13 ▲ 8% C 83%

きのこ類 45 46 46 49 ▲ 0% B 94%

○進捗度の評価方法の概念図 （単位：万トン）○評価結果

３

注：平成24年度の進捗度は、平成32年度目標の達成度を基準として、平
成24年度は平成32年度目標に対して３分の１が経過していることを踏ま
えて評価。したがって、Ｂ評価については、平成32年度で目標からの乖
離度が５％以内、平成24年度でその３分の１の1.7％以内と評価。



食料自給率目標等の検証結果のまとめ

４

品目別の生産数量目標の検証結果

○ 米については、１人当たり消費量の拡大を見込み、また米粉用米については、需
要が堅調な小麦の大幅な代替を見込むなど、目標設定が過大である。一方、飼
料用米については、目標設定は適切であるが、課題に対する取組が不十分であ
る。

○ 小麦、大・はだか麦、大豆、なたねについては、可能な水田の全てで二毛作を行
うことを見込むなど、現実的な生産条件に見合った数量とはなっていないため、目
標設定が過大である。これらのうち、大・はだか麦、大豆については、需要のある
用途に向けた取組も不十分である。

○ 牛肉、豚肉、鶏肉については、基準年の生産量を維持すると設定したが、生産量
及び需要量は堅調に推移しており、既に目標を概ね達成している。

○ 野菜、果実、牛乳・乳製品については、一定の用途において生産量を拡大する
余地はあるが、それに向けての課題に対する取組が不十分であったことから、需
要に応じた生産や流通が行われていない。

○ かんしょ、ばれいしょ、てん菜、さとうきびについては、農業者の高齢化あるいは
経営規模の拡大による労働力不足の影響が顕著であり、担い手の育成や作業の
機械化・省力化等への支援が必要となっている。

○ 茶、飼料作物、魚介類、海藻類、きのこ類については、東日本大震災等の影響
により、生産量が減少している。

○ そば、鶏卵については、目標に向けて順調に進捗していることから、施策は一定
の効果が認められ、目標設定も適切である。なお、そばについては、捨てづくりの
防止などの課題に対応する必要がある。

食料自給率目標等を
設定する上での課題

品目別の生産数量目標の検証結果の概要は、以下のとおり。
なお、食料自給率については、品目別の分析とともに、カロリーベース及び生産額

ベースの総合食料自給率や、更には土地利用の状況等についても、総合的に分析
することが必要。

○ 食料自給率目標の設定に当たっては、以
下の点に留意する必要。

① 品目別に現実に見合った需要量を想
定すること

② 生産量については、需要面に加え、現
実的な生産条件に見合ったものとするこ
と

③ 用途別の需要の動向や生産性向上等
の観点も踏まえ、農業者その他の関係
者が取り組むべき課題を明確にすること

④ 生産と消費の両面において、食料自給
率の向上に向けた努力が適切に盛り込
まれること

⑤ 以上を踏まえ、品目別に生産数量目
標を設定した上で、全体のカロリーベー
ス及び生産額ベースの食料自給率目標
を設定すること

○ 食料消費の動向については、人口の高齢
化の影響等を織り込むこと

○ 緊急時の対応については、カロリーベー
スの食料自給率ではなく、食料自給力を重
視し、その指標化も含め、検討すること。



品目毎の課題と対応方向について①

○ 食料自給率目標等の設定に当たっては、以下のとおり、品目別に生産と消費の分析を行い、これを踏まえ、品目毎に課題

と対応方向を整理することが必要。

５

品目 消費と生産の動向 課題 対応方向

米
米粉用米、
飼料用米

を除く

○米の１人１年当たり消費量は、長
期的に減少傾向で推移。
（H20：58.8kg → H24：56.0kg）

○消費量の減少に伴い、生産量も長
期的に減少傾向で推移。
（H20：881万トン → H24：849万トン）

○用途別では、食用788万トン、加工
用37万トン（H24)等となっている。

○米の消費拡大
・ 米の消費量は過去50年間にわたり一貫して減少傾向。
・ 食生活の多様化、食の簡便化志向の進展、高齢化等により、１人当たり供給熱量
が減少傾向にあること等に加え、総人口が減少に転じたことにより、米の需要はさら
に減少していく可能性。

○業務用米の安定取引
・ 食の外部化が進む中、業務用米には、業態やメニューによりブランド米とは異なる
品質が求められている。

○需要に応じた主食用米の生産
・ 農業経営者が自らの経営判断に基づき作物を選択できる環境の整備を進め、平
成30年産米からを目途に、行政による生産数量目標の配分に頼らない生産が行わ
れるよう環境整備を進める。

○米の需要拡大対策の推
進

○業務用米の安定取引の
推進

○需要に応じた主食用米
の生産推進

米粉用米 ○米粉の１人１年当たり消費量は、
緩やかに増加。
（H20：0.0kg → H24：0.3kg）

○国内生産量は、緩やかに増加して
きたが、平成24年度以降は在庫の
増加により減少。
（H20：0.06万トン → H24：3.3万トン）

○米粉価格の低減及び魅力ある製品の開発
・ 米粉用米自体は安価であるものの、米粉の製粉コストが小麦粉より高く、最終製
品価格を押し上げているため、その低減が必要。また、２次加工・流通企業が興味
を示すような米粉製品の開発が必要。

○米粉に関する情報伝達
・ 米粉の特性、メリット、新製品等の情報の十分な伝達が必要。

○生産の拡大
・ ２次加工・流通企業等が米粉の利用を拡大することにより原料の米粉用米の生産
を拡大することが必要。

○需要拡大への取組

○米粉の利用拡大

○ 製造コスト低減及び米
粉製品の開発支援



品目毎の課題と対応方向について②

６

品目 消費と生産の動向 課題 対応方向

飼料
用米

○国内生産量は、増加傾向で推移。
（H20：1万トン → H24：17万トン）

○飼料用米の生産・利用拡大の推進
・ 輸入とうもろこしと遜色ない価格で安定的に供給できれば450万トン程度の潜在的
な需要が見込まれているところ。輸入飼料価格が高騰する中、畜産経営の安定を図
るため、飼料用米等の生産・利用拡大を図ることが課題。

○収量の向上
・ 主食用米よりも条件が不利な水田で栽培される傾向が強いこと等により、主食用米
に比べ低い収量水準となっており、収量の向上が必要。

○供給・利用体制の整備・流通コストの低減
・ 飼料用米の円滑な流通体制の構築のため、①耕種側における乾燥調製貯蔵施設、
②畜産側で必要となる加工・保管施設、粉砕機・混合機等の整備・導入が必要。ま
た、現状では、主食用米と同様に紙袋又はフレコンでの流通が太宗を占めており、
飼料原料としての流通体制の構築が必要。

○飼料用米の生産・利用拡大
に向けた推進体制の整備

○地域の条件に応じた栽培体
系の確立

○低コストかつ安定的な供給・
利用体制の構築

小麦 ○食糧用小麦の1人１年当たり消
費量は、近年、31～33kgで安定的
に推移。

○国内生産量は、作付面積がほぼ
横ばいとなっている一方、天候不
順の影響により減少。
（H20：88万トン → H25：81万トン）

○用途別では、国産の使用割合が
低いパン・中華麺用の国産需要
の拡大が期待できる状況。

○国産小麦の消費拡大
・ 食糧用小麦の1人当たり年間消費量は、概ね31～33kgで安定的に推移しているも
のの、国内産小麦の使用割合は約１割と低いため、用途別の需要動向等を踏まえ
つつ、国内産小麦の使用割合を高めることが必要。

○実需者ニーズの的確な把握
・ 作柄が不安定なこと等から、実需者における国内産小麦の利用拡大のインセン
ティブが働きにくく、普及・定着が可能な商品開発が少ない状況。
・ 近年、新品種の導入時等に、実需者の利用拡大ペースを大幅に上回って作付を
拡大し、需給のミスマッチが生じるケースが見られることから、需要の拡大と併せた
生産の拡大を図る必要。

○収量・品質の向上及び安定化
・ 収穫期が梅雨と重なり収量・品質が不安定なこと、湿田等の条件の悪いほ場で単
収向上が進まないことなどから、収量・品質の高位安定化や水田の汎用化を推進す
る必要。

○国産小麦の需要拡大の推進

○実需者ニーズに対応した生
産の推進

○新品種・技術等の開発・導入



品目毎の課題と対応方向について③
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品目 消費と生産の動向 課題 対応方向

大麦
・

はだ
か麦

○食糧用大麦・はだか麦の１人１
年当たり消費量は、0.2～0.3kgで
安定的に推移。

○国内生産量は、作付面積がほ
ぼ横ばいとなっている一方、天候
不順の影響により減少。 （H20：
22万トン → H25：18万トン）

○用途別では、押麦、みそ等用に
おいて国産ニーズが高く、安定的
な需要が期待できる状況。

○国産大麦・はだか麦の消費拡大
・ 食糧用大麦・はだか麦の1人当たり年間消費量は概ね0.2～0.3kgで安定的に推移して
いるものの、国内産大麦・はだか麦の使用割合は１割未満と低いため、用途別の需要動
向等を踏まえつつ、国内産大麦・はだか麦の使用割合を高めることが必要。

○実需者ニーズに対応した供給体制の確立
・ 押麦や味噌など、国産に対する実需者ニーズが高い用途があるものの、作柄が不安定
で生産量が伸び悩んでおり、需要に応じた安定供給体制の確立を図る必要。
・ 需要の大半を外国産大麦が占める焼酎などの用途について、精麦・酒造企業等の需
要に即した新品種の導入や既存品種の用途転換が必要。

○収量・品質の向上及び安定化
・ 収穫期が梅雨と重なり収量・品質が不安定なこと、湿田等の条件の悪いほ場で単収向
上が進まないことなどから、収量・品質の高位安定化や水田の汎用化を推進する必要。

○特色ある商品や機能性
食品等の開発の取組の
推進

○実需者ニーズに対応し
た生産の推進

○新品種・技術等の開
発・導入

大豆 ○大豆の1人１年当たり消費量は、
減少傾向で推移。
（H20：6.7kg → H25：6.1kg）

○国内生産量は、減少傾向で推移。
（H20：26万トン → H25：20万ト
ン）

○国産大豆のほぼ全量が豆腐、
煮豆、納豆等の食品用となって
おり、国産ニーズが高く、安定的
な需要が期待できる状況。

○国産大豆の消費拡大
・ 人口減少等により大豆製品全体の消費量の減少が見込まれる中、国産原料を
使用した大豆製品の消費拡大が必要。

○実需者ニーズに対応した供給体制の確立
・ 作柄の不安定さにより、需給のミスマッチが生じており、需要の拡大と併せて、需要に応
じた生産の推進を図る必要。
・ ロットが小さく、ロット毎の品質のばらつきもあるなど、加工原料としての供給体制に課題。

○収量・品質の向上及び安定化
・ 団地化や排水対策など、担い手が大豆栽培に適した条件の下で効率よく生産する体制
が不十分な中、湿害や、連作による地力低下・雑草・病虫害等が発生し、収量・品質が低
下。

○国産大豆の需要拡大に
向けた取組の推進

○実需者ニーズに対応し
た生産の推進

○湿害対策、輪作体系等
の栽培技術の確立、新
品種の開発・導入等

そば ○そばの１人１年当たり消費量は、
近年、0.6kg程度で安定的に推移。

○国内生産量は、増加傾向で推移。
（H20：2.7万トン → H25：3.3万ト
ン）

○国産そばはそば専門店を中心
に使用されており、一定の需要
がある状況。

○国産そばの消費拡大
・ 輸入品と比べて風味・色合い等が優れており、実需者からのニーズが高い一方、高齢
化の進展や人口の減少等に伴う消費量（国産及び輸入原料のそば（麺））の減少が見込
まれる中、国産原料を使用したそば（麺）の消費拡大が必要。

○実需者ニーズへの対応
・ 実需者からは、国産そばの安定供給が求められている一方、湿害に弱く作柄が不安定
な上、栽培管理が不十分な産地が多く存在。
・ 機械化適性を有する多収品種の育成・普及が必要。

○農地の有効活用
・ 作付面積の拡大を図るため、栽培期間が短く（約3ヶ月）、作付体系に組み入れやすい
こと、また、痩せ地でも栽培ができること等の特性を活かした農地の有効活用が必要。

○国産そばの需要拡大と
対策の推進

○品質・収量の向上及び
安定化対策の推進

○農地の高度利用の推
進



品目毎の課題と対応方向について④
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品目 消費と生産の動向 課題 対応方向

かん
しょ

○かんしょの１人１年当たり消費量
は、4.2kg程度で安定的に推移。

○国内生産量は、減少傾向で推移。
（H20：101万トン → H25：94万トン）

○用途別では、今後も堅調な需要が
期待できる加工食品向けの需要に
対応していく必要。

○用途別の需要動向への対応
・ 食生活の変化や中食・外食の進展に伴い、生食用から加工食品用へシフトす
るなど需要動向の変化に適切に対応する必要。

○食生活、嗜好の変化に伴う消費者ニーズの変化
・ 消費者の嗜好の変化により、安納芋などの高甘味で、しっとり系の品種の需要
が増加してきている状況。

○用途毎の需要に応じた安定供給体制の構築
・ 近年は天候不順等により、各用途毎の需要に応じた供給が不安定となってい
るため、品質・収量の向上及び供給の安定化が求められている。

○加工食品用途の需要の開拓の
促進

○消費者ニーズに対応した生産
の推進

○効率的な生産体制の確立及び
生産性向上

ばれ
い
しょ

○ばれいしょの１人１年当たり消費
量は、14～16kgで安定的に推移。

○国内生産量は、減少傾向で推移。
（H20：274万トン → H25：241万トン）

○用途別では、今後も堅調な需要が
期待できる加工食品向けの需要に
対応していく必要。

○用途別の需要動向への対応
・ 食の簡便化や中食・外食化の進展により生食用の消費は減少傾向である一方、
加工食品用は増加傾向だが、その多くを輸入品が占めており、実需者ニーズに
対応した国産品の生産拡大が重要。

○作付面積の減少
・ 生産者の高齢化に伴う離農に伴い、一経営体当たりの作付面積は拡大する一
方、他の輪作作物に比べ労力がかかることなどから、ばれいしょの作付面積は
減少傾向。

○実需者ニーズに対応した生産
の推進

○生産の省力化等に向けた取組
の推進

なた
ね

○なたねの国内生産量は、緩やか
に増加傾向で推移。
（H20：0.16万トン → H25：0.18万ト
ン）

○実需者ニーズへの対応
・ 実需者からは、国産なたねの安定的な供給を求められている中で、単収の年次
変動が大きく、低下傾向に推移していることから、湿害や連作の影響を回避し、単
収の高位安定化を図る必要。

○作付拡大に向けた栽培技術の再構築
・ なたねは、北海道や青森県の主産地を除き、全国的に栽培技術のノウハウが失
われており、一層の作付拡大を促進するためには、作付拡大が期待できる地域を
中心に輪作体系等の栽培技術の再構築が必要。

○収量の高位安定化対策の推進

○作付拡大に向けた栽培技術の
再構築の推進



品目毎の課題と対応方向について⑤

９

品目 消費と生産の動向 課題 対応方向

野菜 ○野菜の1人１年当たり消費量は93kg程
度で安定的に推移。

○国内生産量は、減少傾向で推移。
（H20：1,255万トン → H25：1,195万トン）

○用途別では、加工・業務向けは堅調な
需要が期待できる状況。

○野菜の消費拡大
・ 野菜は健康な生活を送る上で重要な食品との位置付けにあり、現状、１人１
日当たり280g程度の摂取量を、目標摂取量350gの達成に向けて拡大する必
要。
・ 近年の生活スタイルの変化により、食の外部化が進展し、生鮮食品の購入が
減少し、サラダ等の加工調理食品の購入が増加しており、消費者ニーズに合
致した生産・流通体制の確立を図るとともに、野菜摂取の重要性を認識できる
環境を整備する必要。

○加工・業務用野菜への対応
・ 加工・業務用需要について、国産ニーズが高い一方、国内産地が十分対応
できておらず、増加する加工・業務需要に対応した生産・流通体制の整備を図
ることが緊要の課題。
・ 加工・業務用野菜は家計消費用に比べて安価であることが多いため、新技
術・機械化の導入による省力化・低コスト化が必要。
・ 異常気象などの天候不順等に対応できる生産基盤を強化する必要。

○野菜の需要拡大対策の推進

○加工・業務用野菜の生産流
通体制の整備

果実 ○果実の1人１年当たり消費量は減少傾
向で推移。
（H20：40kg → H25：37kg）

○国内生産量は、減少傾向で推移。
（H20：344万トン → H25：301万トン）

○用途別では、果実加工品は堅調な需
要が期待できる状況。

○消費傾向の多様化や業務用需要への対応による消費拡大
・ 嗜好品である果実には菓子、ジュース等の競合品が存在し、日持ちの悪さや
価格、皮をむく手間などを理由に消費は伸びていないことから食生活への定
着化が課題。
・ 「小口化・簡便化志向」、「値頃感を求める一方で品質を重視」するなどの消
費傾向の多様化や購買形態の変化に対し、生鮮果実以外のカットフルーツ、
ストレート果汁等加工品の生産・流通体制も含め産地段階の対応が不十分。

○高品質果実の安定生産の必要性
・ 果樹農家の収益性を高め、経営安定を図るためには、「おいしい」「食べやす
い」などの消費者ニーズに対応した品目・品種を安定供給できる産地づくりが
重要。
・ 猛暑・干ばつ、豪雪等の異常気象により、果樹産地によっては果実の小玉化
や着色不足等が生じて、果実の品質確保に影響が出ている。優良品目・品種
への転換支援を進め、生産量の安定化、高品質化を図る必要。

○生産・流通対策を含む総合
的な需要拡大対策の推進

○消費者ニーズの変化に対応
した供給態勢の構築
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品目 消費と生産の動向 課題 対応方向

てん
菜

○砂糖類の1人１年当たり消費量は、
19kg程度で安定的に推移。

○てん菜の国内生産量は、減少傾向
で推移。
（H20：425万トン → H25：344万トン）

○砂糖に関する正しい情報の提供
・ 消費拡大のため、砂糖に関する正しい情報を提供していく必要。

○国内産糖製造事業者の体質強化
・ てん菜は加工しなければ市場性を持たないという品目特性を有しているため、そ
の唯一の受入先（需要）である国内産糖製造事業者の経営の健全性確保が必要。

○労働力不足に対応した作業の省力化、外部化
・ 一戸当たり作付面積の拡大に伴う労働力不足により、てん菜の作付面積が減少
傾向にあることから、作業の省力化や外部化を進める必要。そのため、移植栽培
に比べ単収は低いが省力化が可能となる直播栽培について、収量の向上、安定
化を図っていく必要。

○気象条件の変化への対応
・ 近年、夏から秋にかけての高温多雨等の影響により病害が多発し、単収や糖度
が低下傾向にあることから、気象条件の変化に対応した品種の普及が必要。

○砂糖に関する情報提供の促
進

○製糖事業の更なる効率化

○効率的な生産体制の確立

○耐病性品種の開発・導入

さとう
きび

○砂糖類の1人１年当たり消費量は、
19kg程度で安定的に推移。

○さとうきびの国内生産量は、減少傾
向で推移。
（H20：160万トン → H25：119万トン）

○砂糖に関する正しい情報の提供
・ 消費拡大のため、砂糖に関する正しい情報を提供していく必要。

○国内産糖製造事業者の体質強化
・ さとうきびは加工しなければ市場性を持たないという品目特性を有しているため、
その唯一の受入先（需要）である製糖事業者の経営の健全性確保が必要。

○効率的かつ安定的な生産体制の確立
・ 零細規模の農家が大宗を占めている中、高齢化が進行し、生産構造はなお脆弱
な状況にあることから、担い手を確保していくとともに、作業の効率化を図っていく
必要。

〇自然災害等への対応
・ 台風、干ばつ等の気象災害や病害虫被害が多発し、平成23年以降不作が続い
ている。地域ごとに、生産量の各年変動が小さく安定的に高位水準を達成できるよ
うな生産体制を構築する必要。

○砂糖に関する情報提供の促
進

○製糖事業の更なる効率化

〇機械化一貫体系の確立・普及

〇自然災害等に強い生産体制
の構築
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品目 消費と生産の動向 課題 対応方向

茶 ○緑茶の1人１年当たり消費量は、
0.7kg程度で安定的に推移。

○国内生産量は、減少傾向で推移。
（H20：9.6万トン → H25：8.5万トン）

○国産茶の消費拡大
・ 緑茶(リーフ茶)の消費量は減少しており、消費者ニーズを踏まえた新たな茶商品
や輸出拡大など国内外マーケットの拡大を図る必要。

○単収・品質の向上及び安定化
・ 茶園の約３割が樹齢30年以上と老園化が進行し、収量や品質が低下傾向。
・ 栽培されている品種の約８割が「やぶきた」であり、摘採期の集中、摘み遅れによ
り品質が低下傾向。
・ さらに、近年、春先の凍霜害により一番茶の作柄が不安定となっているため、気
象災害への対応を強化し、収量向上と作柄の安定化が必要。

○国産茶の需要拡大対策の推進

○単収・品質の向上及び安定化

牛乳
・

乳製
品

○牛乳・乳製品の1人１年当たり消費
量は、牛乳の消費が減少傾向にあ
る一方、チーズ等の乳製品の消費
が増加しており、全体として90kg程
度で安定的に推移。

○国内生産量は、近年、概ね減少傾
向で推移。
（H20：795万トン → H25：745万ト
ン）

○用途別では、チーズをはじめ乳製
品向け需要は堅調な状況。

○国産牛乳・乳製品の消費拡大
・ 少子高齢化・人口減少等を背景とする飲用牛乳等の消費減少に対応する必要。
・ チーズ等の国産牛乳・乳製品需要の維持・確保のため、日本人の嗜好にあった
製品開発や高付加価値化、酪農家の６次産業化等の取組、輸出促進等を図る必
要。

○生産基盤の強化
流通飼料価格の高止まり等による収益性低下及び労働時間の長時間化等により
生産基盤が弱体化し、生乳生産量が減少。生産基盤の維持・拡大のため、収益性
向上や労働負荷軽減を図る必要。

○流通・加工の合理化
・ 指定団体等の収益性を向上し酪農家へ還元するため、酪農家戸数の減少等を
踏まえつつ指定団体等の機能強化や集送乳の合理化を図る必要。
・ 中小乳業の多くは収益性が極めて低い状況であり、将来的には安定的な牛乳の
供給が懸念されるため、効率的で高度な衛生水準の施設への投資を図る必要。

○牛乳・乳製品の需要拡大

○畜産クラスターの構築等による
収益性の向上

○指定団体等の機能強化等の検
討、乳業の再編・合理化の推進



品目毎の課題と対応方向について⑧
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品目 消費と生産の動向 課題 対応方向

牛肉 ○牛肉の1人１年当たり消費量は６kg
程度で安定的に推移。

○国内生産量は、近年、50万トン程度
で推移。

○国産牛肉の安定的な消費の確保
・ 少子高齢化・人口減少等を踏まえ、消費者の多様なニーズに対応する必要。
・ 牛肉輸出等により国産牛肉への需要を拡大させるため、輸出対応型の食肉
処理施設の整備が必要。

○生産基盤の強化
・ 生産、加工・流通及び販売業者等が一体となって、地域ブランド化等を推進
する必要。
・ 繁殖経営における繁殖成績の低下等により、肉用子牛の生産が減少。

○流通の合理化
・ 食肉処理施設では、集約化・大規模化により、１日当たり処理頭数は増加。
一方、稼働率は横ばい傾向で推移。

○国産牛肉の需要拡大

○畜産クラスターの構築等による
競争力の強化

○食肉処理施設等の再編整備の
推進

豚肉 ○豚肉の1人１年当たり消費量は、近
年、11.7～11.9kgで安定的に推移。

○国内生産量は、近年、130万トン程
度で推移。

○国産豚肉の安定的な消費の確保
・ 輸入品と差別化できる、特色のある豚肉生産等により、消費者の多様なニー
ズに対応する必要。

○生産基盤の強化
・ 悪臭等環境問題による経営存続の危機に適切に対処し、生産基盤の維持・
拡大を図る必要。

○繁殖性の向上
・ 産子数などの繁殖能力が、諸外国に遅れをとっている状況。

○流通の合理化
・ 食肉処理施設では、集約化・大規模化により、１日当たり処理頭数は増加。
一方、稼働率は横ばい傾向で推移。

○国産豚肉の需要拡大

○畜産クラスターの構築等による
競争力の強化

○家畜改良の推進

○食肉処理施設の再編整備の推
進

鶏肉 ○鶏肉の1人１年当たり消費量は、増
加傾向で推移し、平成25年度は
12.0kg。

○国内生産量は、低価格志向や国産
志向等を反映して増加傾向で推移し、
平成25年度は146万トン。

○国産鶏肉の安定的な消費の確保
今後とも安定的な需要が期待される加工・業務用において、国産の利用拡大
が必要。

○産肉能力等の向上
国産鶏（地鶏等）について、増体性、繁殖性の向上が必要。

○国産鶏肉の需要拡大

○家畜改良の推進



品目毎の課題と対応方向について⑨
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品目 消費と生産の動向 課題 対応方向

鶏卵 ○鶏卵の1人１年当たり消費量は概
ね17kg程度で安定的に推移。

○国内生産量は、近年、250万トン程
度のほぼ横ばいで推移。

○国産鶏卵の安定的な消費の確保
近年、１人当たり消費量は安定的に推移しているが、人口減少・高齢化の進展に
より消費量が減少傾向にある中、今後も国産鶏卵の消費量を安定的に維持してい
く必要。

○産卵能力等の向上
さらなる産卵能力の向上及び飼料要求率の低減が必要。

○国産鶏卵の安定的な需要の確
保

○家畜改良の推進

飼料
作物

○国内生産量は、減少傾向で推移。
（H20：436万TDN → H25：388万
TDN）

○自給飼料生産基盤の充実・強化
・ 輸入飼料価格が高止まり傾向にある中、輸入飼料の使用量を削減し経営の安
定化を図るために自給飼料生産基盤の充実・強化を図ることが必要。

○自給飼料の生産性向上
・ 安定的に飼料を供給・確保するため、我が国の多様な気象条件や土地条件等
に適合した効率的で生産性の高い飼料生産を推進する必要。

○自給飼料生産・利用の省力化
・ 高齢化や規模拡大が進展する中で、飼料生産に係る労働負担の軽減及び飼料
生産・調製作業の効率化・低コスト化を促進する必要。

○自給飼料生産基盤の拡大

○自給飼料生産利用技術の普及

○自給飼料生産支援組織の育成
及び放牧の推進



農業生産に関する課題と対応方向について

現状

○ 農地面積の減少

この50年間で152万ha減少。

（S38）606万ha→（H25）454万ha

○ 農地の荒廃

市町村・農業委員会が調査した客観ベースの

耕作放棄地（荒廃農地）は27万haあり、そのう

ち再生利用可能なものが15万ha(平成24年）。

○ 基幹的農業水利施設の老朽化

約２割が標準耐用年数を超過（平成21年）。

○ 農業就業人口の減少

昭和35年の1,454万人から平成25年の

239万人に減少。

○ 農業者の高齢化

基幹的農業従事者の平均年齢は66.5歳。

（平成25年）

○ 単収等の伸び悩み

米の単収は、近年、530kgで伸び悩み。

○ 需要構造の変化

消費に占める業務用米の割合は、主食用

の約１／３（平成25年度）。

○ 我が国の農業生産については、農地面積の減少や農業者の高齢化等が進展しており、国内の農業生産力の低

下が懸念される状況。

○ このため、国内農業の活性化を図るため、作物ごとの特性に応じた対策と併せて、作物横断的に、担い手への農

地集積・集約化、担い手の確保・育成、農業の生産・流通現場の技術革新等の実現を図る必要。
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課題 対応方向

優良農地の確保と
担い手への農地集積・集約化

農業の生産・流通現場の
技術革新等の実現等

優良農地を確保するとともに、農業水利施設の
適切な保全管理等による農業用水の持続的な
活用。

農地中間管理機構の本格稼動、人・農地プラン
の活用、基盤整備との連携等による担い手へ
の農地集積・集約化と耕作放棄地対策の推進。

担い手の育成・確保
担い手の育成・確保、農業経営や集落営農
の法人化等の推進。

新規就農者の雇用就農や農業系教育機関
からの就農促進等。

次世代施設園芸の推進や省力栽培技術・品
種の導入等による米生産コストの低減等。

消費者ニーズに対応した食品産業等との連
携による生産・供給体制の強化等の推進。

優良農地の確保、耕作放棄地
の発生防止・解消が必要。

担い手の確保、農業者の高齢
化への対応が必要。

新技術の開発・普及が必要 。

需要構造等の変化に対応し
た生産・供給体制の構築が必
要。



食料消費に関する課題と対応方向について

現状 課題 対応方向

食育の推進
消費者各層の特性に適した手法や食
品産業の自主的な取組を促す方策を
検討。また、子どもだけでなく、幅広い
世代に対し、消費拡大の前提となる食
や農林水産業への理解を増進。

食品産業等と連携した食品ロスの削減
を促進。

消費者の信頼の確保
加工食品の原料原産地表示について、
実行可能性を確保しつつ拡大に向けて
検討。また、新たなＪＡＳ規格として特
定の者の食生活の支援に資する規格
や、生鮮食品の品質に関する規格を検
討。個人は様々なライフスタイルを営

んでいることから、これを踏まえた
きめ細かい対応が必要。

また、食品産業の現状を踏まえた
対応が必要。

食の外部化・簡便化が進む中、食
料供給者である食品産業の対応
が必要。

○ 食の外部化・簡便化の進展
食料消費支出に占める外部化率

は45.2％（平成24年）。

○ ライフスタイルの多様化による食
生活の変化

20代男性の朝食欠食率は29.5％
と高い水準（平成24年）。

米の消費量は漸減し、日本型食
生活を実践する人の割合は15％
（25年度）と増加していない。

○ 廃棄・食べ残しが依然として一定
量発生

食品ロスは年間約500～800万トン
（平成23年度推計） 。

○ 人口減少・高齢化
我が国の人口は平成22年をピー

クに減少し、老齢人口（65歳以上）
割合は大きく増加する見込み。

○ 食料消費については、食の外部化・簡便化、ライフスタイルの多様化が進展している状況を踏まえた対応が必要。
○ このため、消費者の信頼の確保、食育の推進、国内外での需要拡大を図る必要。
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農林水産業への理解増進に向け、
あらゆる機会を活用した効果的な
働きかけが必要。

国内外での需要拡大
官民一体となった国産農産物の消費
拡大の国民運動、国産農産物を求め
る食品産業と生産現場との連携等を推
進。また、日本食文化の情報発信と併
せ、農林水産物・食品の輸出を促進。

国内市場において国産農産物の
シェアの回復を図るとともに、拡大
が見込まれる海外市場の需要の
取り込みが必要。



これまでの基本計画における総供給熱量の考え方

基準年度 目標年度 総供給熱量に関連する記載（基本計画抜粋）

平成12年
基本計画

平成９年度 平成22年度 第２ 食料自給率の目標
２ 望ましい食料消費の姿

（２）望ましい食料消費の姿
平成２２年度における食料消費については、次のように、望ましい栄養バランスが実現するとともに、食品の廃棄や食べ残しが

減少することを前提とする望ましい食料消費の姿を示すこととする。
ア 栄養バランスについては、摂取ベースでの脂質熱量割合を国民の健康の観点から適切な水準であるとされる ２５％にすると

いう目標に対応して、供給ベースの脂質熱量割合が現状の２９％から２７％程度に低下すると見込む。
イ 品目としては、脂質を多く含む品目の消費が減少する一方、米を中心とする穀類の消費が堅調に推移し、 糖質（炭水化物）の

消費が増加すると見込むとともに、カルシウム等微量栄養素及び食物繊維の摂取の増加の必要性から野菜、豆類及びいも類
の消費が増加すると見込む。

ウ 食品の廃棄や食べ残しを減少させることについて、国民の理解と関心が高まる中で、ダイオキシン対策関係閣僚 会議（平成
１１年９月２８日）で決定された廃棄物の減量化の目標量等を勘案して、近年の供給熱量と摂取熱量の差の約１割が減少し、供
給熱量が2,540kcal程度になると見込む。

2,619kcal

（参考値）
平成10年度
2,570kcal

2,540kcal

平成17年
基本計画

平成15年度 平成27年度 第２ 食料自給率の目標
４. 食料自給率の目標

（１）望ましい食料消費の姿
重点事項への適切な取組により、食料消費に関する課題が解決された場合の平成２７年度における望ましい食料消費の姿とし

ては、
① 栄養バランスについては、摂取ベースでの成人の脂質熱量割合を国民の健康の観点から適切な水準であるとされる２５％以

下にするという「健康日本２１」で示した目標に対応して、供給ベースの全世代平均の脂質熱量割合が現状の ２９％から２７％程
度に低下する

② 品目については、脂質を多く含む品目の消費が減少する一方、糖質（炭水化物）を多く含む穀類の消費はほぼ横ばいとなり、
カルシウム等微量栄養素及び食物繊維の摂取の増加の必要性から豆類、野菜及び牛乳・乳製品の消費が増加する

③ 総供給熱量については、今後の少子高齢化の進展に伴う摂取熱量の減少を加味するとともに、ダイオキシン対策関係閣 僚
会議（平成１１年９月２８日）で決定した廃棄物の減量化の目標量等を勘案して、平成１０年度から１４年度までの５ヶ年均の供給
熱量と摂取熱量の差の約１割が減少することとし、2,480kcal程度になると見込むこととする。

2,588kcal 2,480kcal

現行基本計画
（平成22年）

平成20年度 平成32年度 第２ 食料自給率の目標
２．食料自給率向上に向けた取組（※直接的な記載はなし）

・ 消費面からは、人口減少社会・高齢化社会の一層の進展が見込まれる中で、従来以上に消費者理解を得ながら潜在的需要
の掘り起こし等を進め、消費者や食品産業事業者に国産農産物が選択されるような環境を形成することが必要である。特に、
我が国の総人口の１割強に相当する約1,700万人にも及ぶ朝食欠食の改善による米の消費拡大や、健康志向の高まりを受け
た脂質の摂取抑制等に取り組む必要がある。また、大豆加工食品について国産大豆の使用割合の大幅な引上げに取り組む必
要がある。

・ 供給熱量と摂取熱量との差が拡大している現状にかんがみ、食料安全保障の観点から食べ残しの縮減に日頃から取り組むこ
とが必要である。

2,473kcal 2,461kcal
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○ カロリーベースの食料自給率目標の設定において、分母となる1人1日当たり総供給熱量を設定。その中で、人口の高齢化等の 影響を織り込んでいるのは
平成17年基本計画。



食料自給力について



食料供給力

国内生産力

輸 入 力

備 蓄

食料自給力については、国内農林水産業生産のみによる食料の潜在的な供給能力を示すものであ
り、その構成要素について、農産物は、農地・農業用水等の農業資源、農業技術、農業就業者と整理。
水産物は、潜在的生産量、漁業就業者と整理。

食料自給力の概念
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食料自給力

農
産
物

農地・農業用水等の
農業資源

農業技術

水
産
物 漁業

就業者

潜在的
生産量

農業就業者



食料自給力の指標化の意義・目的
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１． 平成26年２月に内閣府が公表した「食料の供給に関する特別世論調査」において、国内生産による食料供給能力
の低下を危惧する回答が大部分を占める結果となったこと等を踏まえれば、国民に対して我が国農林水産業が有す
る食料の潜在的な供給能力をわかり易く示すことにより、我が国の食料自給力についての国民の理解を醸成するこ
とが必要と考えられる。

２． 国内の現実の食料消費が国内生産でどの程度賄えているかを示す食料自給率については、
① 非食用作物（花き・花木等）が栽培されている農地が有する潜在的な食料供給能力が反映されないこと
② 先進国に比べ経済力が低く、輸入余力が小さい途上国では、食料自給率が高くなる傾向にあること
③ 人口減少や高齢化等による食生活の変化といった消費構造に影響を受けること
から、我が国の農林水産業が有する食料の潜在的な供給能力を示す指標としては一定の限界がある。

３． 前述のとおり、国際的な食料需給の不安定が存在する中、仮に輸入食料の大幅な減少といった不測の事態が発
生した場合は、国内において最大限の食料供給を確保する必要がある。現在、現実の食料消費を踏まえたカロリー
ベースの食料自給率は39％であるが、我が国農林水産業が有する潜在的な生産能力をフルに活用し、生命維持に
必要な食料を最大限生産すれば、これ以上に食料供給量を確保することが可能であることから、平素から我が国農
林水産業が有する食料の潜在供給能力を評価しておくことが、国民の共通理解の醸成に資するとともに、食料安全
保障に関する国民的議論を深化させていくためにも重要である。

４． このため、次期基本計画において、現実の食料消費を踏まえた食料自給率に加えて、我が国農林水産業が有す
る潜在的な生産能力をフルに活用することにより得られる食料供給量（熱量）を示す指標として、食料自給力指標を
新たに設定してはどうか。



１． 食料自給力指標については、政府が食料の潜在的な供給能力を試算しているイギリスの事例を参考としつつ、農
地のフル活用等により熱量効率の最大化を図った場合の国内農林水産業生産による供給可能熱量を複数のパ
ターンに分けて示してはどうか。

２． 食料自給力指標は、現実とは切り離された一定の前提下で試算することとし、我が国の農林水産業のその時点
における潜在的な供給能力を評価するものとして活用することとしてはどうか。

食料自給力指標は、現実とは切り離された一定の前提の下で試算される仮想のものであることから、目標として設
定することにはなじまないが、現実の食料消費を踏まえた食料自給率について目標を設定し、総合的かつ計画的に
施策を講じることにより、基礎的構成要素となる農地の確保や単収の向上等が図られれば、結果として、食料自給
力の維持向上が図られることとなる。

３． また、指標化に当たっては、食料消費に対応した現実の国内生産（国産熱量＝食料自給率の分子）を支えている
基礎的構成要素を明らかにする観点から、関連指標として、農産物については、①「農地・農業用水等の農業資源」、
②「農業技術」、③「農業就業者」に関する各種諸元（農地面積、単収・生産能力、農業就業者数等）を、水産物につ
いては、①「魚介類・海藻類の生産量」、②「漁業就業者数」を記載することとしてはどうか。
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食料自給力指標の考え方①

Ⅰ 食料自給力指標の考え方



１．食料自給力指標の試算は、例えば、

① 「栄養バランス（注１）を一定程度考慮して主要穀物（米、小麦、大豆）を中心に熱量効率を最大化して作付けする場
合」（パターンＡ）

② 「主要穀物（米、小麦、大豆）を中心に熱量効率を最大化して作付けする場合（栄養バランスは考慮しない）」（パ
ターンＢ）

③ 「栄養バランス（注１）を一定程度考慮していも類を中心に熱量効率を最大化して作付けする場合」（パターンＣ）

④ 「いも類を中心に熱量効率を最大化して作付けする場合（栄養バランスは考慮しない）」（パターンＤ）
の４つのパターンについて行うこととしてはどうか。（注２）

（注１） 具体的には、厚生労働省が示すたんぱく質の推奨量を充足し、かつ、ビタミン・ミネラルについて同省が示す推奨量（推奨量の設定がなされ
ていない栄養素については、推定平均必要量又は目安量）を現状の食生活と同程度に充足（26栄養素中18栄養素について充足）するように作
付け体系を設定する。

（注２） 各パターンを通じて、気候条件や熱量効率最大化の観点から主要穀物（米、小麦、大豆）やいも類の作付けを行うことが適当でない場合は、
これら以外の作物の作付けを想定する。（北海道宗谷地域の飼料作物や沖縄における米の二期作及びさとうきび）

２． 試算の結果を表す際には、国民の理解を促進する観点から、国産熱量の実績値（食料自給率の分子：供給ベー
ス）、供給熱量の実績値（食料自給率の分母：供給ベース）及び１人・１日当たり推定必要エネルギー量（摂取ベー
ス）を併記することとしてはどうか。

食料自給力指標の考え方②

Ⅱ 試算の示し方
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食料自給力指標の考え方③

食料自給力指標は、現実とは切り離された一定の前提下において、主要穀物（米、小麦、大豆）やいも類を中心に熱
量効率を最大化して作付けするという仮想状態を想定した試算となるが、イギリスの事例を踏まえ、その前提を以下の
とおり置くこととしてはどうか。

１． 生産転換に要する期間は考慮しない。

２． 農林水産業生産に必要な労働力は確保されている。

３． 肥料、農薬、化石燃料、種子、農業用水及び農業機械等の生産要素（飼料を除く。）については、国内の 農林
水産業生産に十分な量が確保されているとともに、農業水利施設等の生産基盤が適切に保全管理・整備され、そ
の機能が持続的に発揮されている。

Ⅲ 試算の前提

食料自給力指標については、その動向を定期的に検証する観点から、食料自給率と併せて、毎年８月頃に直近年度
の値を試算及び公表することとしてはどうか。

（なお、平成25年度以前の食料自給力指標並びにその試算諸元及び試算方法については、次期基本計画策定時に
公表するものとする。）

Ⅳ 公表の方法
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平成○年度

農産物
農地・農業用水等の

農業資源

農地面積 ○○万ha

うち汎用田面積 ○○万ha

うち畑地かんがい整備済み面積 ○○万ha

機能診断済み基幹的水利施設の割合 ○○％

担い手への農地集積率 ○○％

0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000

国産熱量

クラシック

野菜大豆

いものみ

主要穀物

食料自給力指標の姿①

【平成○年度（試算値）】
農産物について再生利用可能な

荒廃農地においても作付けする場合

（単位：kcal）
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１人・１日当たり必要エネルギー推定量（摂取ベース）
及び１人・１日当たり供給熱量の実績値（食料自給率の分母

：供給ベース）を試算グラフ上に示すものとする

食料自給力指標

関連指標

① 生産転換に要する期間は考慮しない。

② 農林水産業生産に必要な労働力は確保されている。

③ 肥料、農薬、化石燃料、種子、農業用水及び農業機械
等の生産要素（飼料を除く。）については、国内の農林
水産業生産に十分な量が確保されているとともに、農
業水利施設等の生産基盤が適切に保全管理・整備さ
れ、その機能が持続的に発揮されている。

試算の前提

農産物について現在の
農地面積で作付けする場合

67872
939

水産物農産物（きのこ類を含む）

○国産熱量の実績値（食料自給率の分
子：供給ベース）

（Ａ）栄養バランスを一定程度考慮して主
要穀物（米、小麦、大豆）を中心に熱量
効率を最大化して作付けする場合

（Ｂ）主要穀物（米、小麦、大豆）を中心に
熱量効率を最大化して作付けする場合
（栄養バランスは考慮しない）

（Ｃ）栄養バランスを一定程度考慮してい
も類を中心に熱量効率を最大化して作
付けする場合

（Ｄ）いも類を中心に熱量効率を最大化し
て作付けする場合（栄養バランスは考
慮しない）



平成○年度

農産物

農業技術
10a当たり収量

及び１頭羽当たり

生産能力

米 ○○kg

米粉用米 ○○kg

飼料用米 ○○kg

小麦 ○○kg

大麦・はだか麦 ○○kg

そば ○○kg

かんしょ ○○kg

ばれいしょ ○○kg

大豆 ○○kg

なたね ○○kg

野菜 ○○kg

果実 ○○kg

てん菜 ○○kg

さとうきび ○○kg

飼料作物 ○○kg

茶 ○○kg

生乳 ○○kg

牛肉 ○○kg

豚肉 ○○kg

鶏肉 ○○kg

鶏卵 ○○kg

農業就業者
農業就業者数（基幹的農業従事者数＋雇用者（常雇い）数） ○○万人

うち40代以下 ○○万人

水産物
魚介類・海藻類の生産量

魚介類 ○○万t

海藻類 ○○万t

漁業就業者数 ○○万人

23

関連指標（続き）

食料自給力指標の姿②

食料自給力指標（続き）

注：生乳については、経産牛１頭当たり年間生産量、牛肉、豚肉、鶏肉についてはと畜１頭羽当たり枝肉生産量、鶏卵については成鶏めす１羽当たり年間生産量の値を記載。



参考資料（食料自給力関係）



イギリスにおける食料自給力の試算内容

○ イギリスにおいては、国内生産のみで国民１人・１日当たり必要なカロリー（摂取ベース）を供給できるか否かにつ
いて、４パターンを試算し、検証。

2,799 

7,009 

3,243 

2,793 

0

20
00

40
00

60
00

80
00

イギリス国内の農業生産による

潜在的供給可能熱量の試算

１人・１日当たり必要カロリー
（2,236kcal）（摂取ベース）

○ イギリスにおける食料自給力の試算内容（2008年）

（単位：kcal）

○ 試算の前提

① 潜在的耕作可能地を作付地＋不作付地＋牧草地の一部と設定する。
② 生産転換に要する期間は考慮しない。
③ 農業就業者は考慮しない。
④ 肥料、農薬、化石燃料等については十分な量が存在する。
⑤ 有機農法では、合成窒素肥料に替えて、緑肥を使用するため、通常の作付体系に

比べ単収が減少する。
⑥ 林産物、水産物は供給熱量に占める割合が小さいため、計算に含めない。 （※）畜産物を生産するため、穀物の一部を飼料として利用

資料：DEFRA Food Security Assessment (2010)等 24

（試算１）（※）
現在の穀類、園芸作物、畜産物の
生産を継続する場合

（試算２）
麦類以外の穀類、園芸作物、畜産
物の生産は行わず、現在の麦類の
作付地で食用の麦類（小麦、大麦、
えん麦）のみを作付けする場合

（試算３）
全ての潜在的耕作可能地で食用の
小麦のみを作付けする場合

（試算４）
全ての潜在的耕作可能地で、有機
農法により食用の小麦のみを作付
けする場合

内容 作付面積
（万ha）

単収（小麦）
（kg/10a）

供給熱量
（kcal）

試算１ 現在の穀類、園芸作物、畜産物
の生産を継続する場合

461
（うち麦類325）

830 2,793

試算２ 麦類以外の穀類、園芸作物、畜
産物の生産は行わず、現在の麦
類の作付地で食用の麦類（小麦、
大麦及びえん麦）のみを作付け
する場合

325 830 3,243

試算３ 全ての潜在的耕作可能地で食用
の小麦のみを作付けする場合

647 786 7,009

試算４ 全ての潜在的耕作可能地で、有
機農法により食用の小麦のみを
作付けする場合

647
（うち小麦451、

緑肥195）

450
（有機農法のため
通常よりも減少）

2,799



食料安全保障、食料自給率及び食料自給力の関係①

概ね10年後における農地
面積の見通しを提示

概ね10年後における

①担い手への農地集積率
の見通し

②農業就業者数とその年
齢構成の見通し

を提示

概ね10年後におけるカロリーベース食料自給率、生産額
ベース食料自給率等を提示

概ね10年後における主要品目ごとの生産量の目標を提示

概ね10年後における主要品目ごとの消費量の見通しを提示

主要品目ごとの生産努力目標

主要品目ごとの消費の見通し

農地面積の見通し

農業構造の展望

食
料
・農
業
・農
村
基
本
計
画
策
定
時
に
示
さ
れ
る
目
標
・展
望
等

国内農業生産

輸入

備蓄

総合的な
食料安全保障の確立

【当年度】 【目標年度】

食料自給率（実績値）

食料自給力指標

食料自給率（目標）
（基本法第15条第２項・第３項）

不測事態における食料供給を確保する
ための対応方針として「緊急事態食料
安全保障指針」（平成24年９月）を定め

てきたところであるが、食料安全保障の
充実・強化を図るため、次期基本計画
策定時に以下を提示。

①国内生産や輸入の安定的確保に影
響を与える可能性のある国内外のリ
スクの検証

②具体的な不測の事態（国内の不作・
輸入の大幅減等）を想定した対応手
順の取りまとめ

③主要穀物（米、小麦、飼料穀物）につ
いての適正水準の備蓄を確保

国内の現実の食料消費が、国内の生産で
どの程度賄えているかを示す指標であり、
国内生産量÷国内消費仕向量で計算される。

分母：現実の食料消費
分子：現実の食料消費に対応した国内生産

食料自給率の指標としての限界を補うため、我が国農
林水産業が有する潜在的な食料供給能力を一定の前
提を置いて試算し、指標化して提示

不測時においては、国内において最大限の食料供給を
確保することが必要となるため、平素から食料自給力
指標により我が国農林水産業が有する潜在的な食料
供給能力を評価することにより、国民の共通理解の醸
成と食料安全保障に関する国民的議論の深化を図る。

食料自給率の向上

現実の国内農業生産
の増大

潜
在
的
な
食
料
供
給
能
力
の
向
上

＜マクロでの道筋＞

今後10年間で農業・農村の所

得を倍増させるための具体的
な対応方向を提示

①農業所得の増大（品目ごと
の生産額の増大、生産コス
ト縮減に向けた対応方向）

②農村地域の関連所得の増
大（加工・直売、輸出等分
野ごとの対応方向）

＜ミクロでの道筋（経営展望）＞

概ね10年後における

①主な営農類型・地域につい
て所得増大に向けた経営
発展の姿

②農業及び関連産業との連
携による取組により地域全
体の所得を倍増させる戦
略

を例示

不測時における食料安全保障
（基本法第19条）

現実の需要に即した農業生産及び食料消費に関する指標・指針
（基本法第２条第２項・第３項、第15条第３項）

我が国農林水産業が有する
食料の潜在的な供給能力

「農業・農村の所得倍増」に向けた対応方向と「経営展望」

食料自給率の目標達成に向けて基礎的構成要素となる
農地の確保や単収の向上等が図られれば、結果とし
て、食料自給力の維持向上が図られることとなる。

食料自給率は、我が国農林水産業が有する食料の潜在供給能力を示す
指標としては一定の限界

食料・農業及び農村に関し、
総合的かつ計画的に構ずべき施策

各種の展望等

食料の安定供給の確保
（基本法第２条第２項）
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食料安全保障、食料自給率及び食料自給力の関係②
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１． 我が国は食料供給の６割を輸入に依存しているが、世界人口の増大や中国等新興国の経済発展等に伴い、中長
期的には国際的な食料需給がひっ迫することが懸念されている。また、農林水産業は自然条件の制約を強く受ける
ため、国内外において、異常気象による作柄変動等が短期的な食料供給に影響を与えるおそれが常に存在する。

２． こうした中、食料・農業・農村基本法（以下「基本法」という。）では、その第２条第４項において、国民が最低限度必
要とする食料は、凶作、輸入の途絶等の不測の要因により国内における需給がひっ迫するおそれのある場合におい
ても供給の確保が図られなければならないとされており、第１９条において、不測時における食料安全保障として、食
料の供給を確保するために必要があるときには、食料の増産等必要な施策を講ずるものとされている。

３． このため、平素から、我が国の主要な食料輸入相手国と良好な関係を保つこと等による安定的な「輸入」の確保に
努めつつ、主要な穀物（米、小麦、飼料穀物）について適正な水準の「備蓄」を確保するとともに、不測の事態に備え、
「緊急事態食料安全保障指針」（平成24年９月）を定め、食料安全保障の確立を図っているところである。

４． さらに、食料安全保障を強化するため、新たな食料・農業・農村基本計画（以下「次期基本計画」という。）の策定と
併せ、
① 主要な農畜産物を対象として、国内外の食料供給に影響を与える可能性のある様々な事象（リスク）を洗い出し、

食料供給に与える影響等を定期的に評価・分析を行う手法の検討を進めるとともに、
② 主要穀物（米、小麦、飼料穀物）について、国内の不作や輸入の大幅な減少等が生じた場合に備蓄の活用や緊急

増産、代替輸入の確保等により安定供給を確保するための具体的な対応手順をとりまとめることとしている。

Ⅰ 不測時における食料安全保障



食料安全保障、食料自給率及び食料自給力の関係③
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１． 基本法第２条第２項においては、食料の安定的な供給については、国内の農業生産の増大を図ることを基本と
し、これと輸入及び備蓄とを適切に組み合わせて行われなければならないとされており、また、同条第３項におい
て、食料の供給は高度化し、かつ、多様化する国民の需要に即して行われなければならないとされている。

２． これらの趣旨を踏まえた国民の需要に即した国内農林水産業生産による食料供給能力を示す指標が食料自給
率であり、具体的には現実の食料消費の状況を反映した国内消費仕向量を分母とし、これに対応した現実の国内
生産量を分子として計算している。

３． 基本法第15条では、食料・農業・農村基本計画において、農業者や消費者等に対しての国内の農業生産及び食
料消費に関する指針として、食料自給率の目標をその向上を図ることを旨として定めることとされており、次期基本
計画においても、
① 目標年度における食料消費の動向を踏まえた「主要品目ごとの消費の見通し」と、
② これに対応した「主要品目ごとの生産努力目標」を設定した上で、
③ 食料自給率の目標を定めるとともに、
④ 総合的かつ計画的に施策を講じることとしている。

４． 次期基本計画においては、これらと併せて、「農地面積の見通し」、「農業構造の展望」、「農業・農村の所得倍増
に向けての対応方向」及び「経営展望」を示すことにより、今後、我が国の食料の安定供給や農業の持続的な発展
に向けて、確保すべき担い手や農地等に関する姿を提示することとしている。

Ⅱ 現実の需要に即した農業生産及び食料消費に関する指標・指針



【設問】あなたが将来の食料供給について不安があるとお考えになるのは，ど
のような理由からでしょうか。この中からいくつでもあげてください。（複数回答）

Ｈ１２ Ｈ１８ Ｈ２０ Ｈ２２ Ｈ２６

我が国の農地面積の減少や農業
者の高齢化、農業技術水準の停滞
などにより、国内生産による食料供
給能力が低下するおそれがあるた
め

－ － － － 82.4

世界の人口の増加や、途上国の経
済成長に伴う穀物や畜産物の消費
の増大などにより、食料に対する需
要が大幅に増加するため

－ － － － 32.6

とうもろこしなどを原料とするバイオ
燃料需要が増加して、穀物が足り
なくなる可能性があるため

－ － 35.8 ↘ 26.2 ↘ 19.9

穀物市場への投機資金の流入によ
り、穀物価格の乱高下のおそれが
あるため

－ － － 27.6 ↘ 23.5

世界的な異常気象や災害、地球温
暖化や砂漠化の進行などにより、
国内外における不作の可能性や食
料増産の限界があるため

－ － － － 61.5

国際情勢の変化により，食料や石
油等の生産資材の輸入が大きく
減ったり，止まったりする可能性が
あるため

43.7 ↗ 61.6 ↘ 55.8 ↘ 48.0 ↗ 52.5

８割以上の人が「国内生産による食料供給能力の低
下」を不安の理由と回答。次いで、約６割の人が「異常
気象・災害等による国内外の不作」と回答。

設問５ 将来の食料供給に対する不安の理由
【継続調査、一部新規項目あり】

結果

（単位：％）

内閣府「食料の供給に関する特別世論調査」結果抜粋
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設問４ 将来の食料供給に対する意識
【継続調査】

８割以上の人が「将来の食料供給に不安がある」と認
識。

結果

Ｈ１２ Ｈ１８ Ｈ２０ Ｈ２２ Ｈ２６

●不安がある（小計） 78.4 ↘ 76.7 ↗ 93.4 ↘ 85.9 ↘ 83.0

・非常に不安がある 26.6 ↗ 28.7 ↗ 56.5 ↘ 38.2 ↘ 32.2

・ある程度不安がある 51.8 ↘ 48.0 ↘ 37.0 ↗ 47.7 ↗ 50.8

●不安はない（小計） 18.5 ↘ 18.4 ↘ 5.7 ↗ 11.1 ↗ 15.6

・あまり不安はない 16.6 ↘ 16.3 ↘ 5.3 ↗ 9.7 ↗ 14.4

・全く不安はない 1.9 ↗ 2.1 ↘ 0.4 ↗ 1.4 ↘ 1.2

【設問】あなたは，我が国の将来の食料供給についてどのようにお考えで
しょうか。この中から１つだけお答えください。



○ 農地面積の減少や農業者の高齢化等により、我が国の農林水産業生産は減少している一方、カロリーベースの
食料自給率は平成９年度以降、17年間にわたり概ね40％前後で横ばいとなっている状況。

○ これは、カロリーベースの食料自給率の分子である「１人・１日当たり国産熱量」が国内農林水産業生産の縮小に
より減少している一方、分母である「１人・１日当たり総供給熱量」も少子高齢化等により、同程度で減少しているこ
とが要因。

○ カロリーベースの食料自給率とその分母・分子の推移

資料：農林水産省「食料需給表」
※（ ）内の数値は平成元年度＝100とした場合の指数を表す。

カロリーベースの食料自給率とその分母・分子の推移について
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（単位：kcal）



再生利用が可能な
荒廃農地

14.7万ha （平成24年度）

（平成22年度：14.8万ha）

再生利用が困難と
見込まれる荒廃農地

12.5万ha （平成24年度）

（平成22年度：14.4万ha）

農地面積 454.9万ha（平成24年）

（平成22年：459.3万ha）

耕作放棄地と荒廃農地の関係

荒廃農地 27.2万ha（平成24年度）
（平成22年度：29.2万ha)

耕作放棄地
（2010年世界農林業センサス）

（調査票による農家等の
主観ベースの５年毎の調査）

荒廃農地
（市町村・農業委員会調査）

（現地調査による
客観ベースの毎年度の調査）

耕作可能な状態かどうかは不明

耕作放棄地
39.6万ha（平成22年）

○ 耕作放棄地は、農林水産省統計部「農林業センサス」により５年に１回把握される、「以前耕作していた土地で、過去１年以上作物を
作付けせず、この数年の間に再び作付けする考えのない土地」（農家等の主観ベースの面積）を表すもの。（平成22年：39.6万ha）

○ 一方、荒廃農地は、「現に耕作に供されておらず、耕作の放棄により荒廃し、通常の農作業では作物の栽培が客観的に不可能となっ
ている農地」（市町村及び農業委員会の現地調査により毎年把握される客観ベースの面積）を表すもの。（平成24年：27.2万ha）

○ したがって、農家の主観で判断される耕作放棄地には、耕地である不作付け地や森林の様相を呈しているものも含まれ得ると考えら
れる一方、再生利用可能な荒廃農地にはそのような土地は含まれないところ。

○ このため、食料自給力指標の試算においては、実際に作付可能な面積を把握する必要があることから、客観ベースの数値である再
生利用可能な荒廃農地の面積を使用。
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抜根、整地、区画整理、客土等
により再生することにより、通常
の農作業による耕作が可能とな
ると見込まれる荒廃農地

森林の様相を呈しているなど農地に復元するため
の物理的な条件整備が著しく困難なもの、又は周
囲の状況から見て、その土地を農地として復元して
も継続して利用することができないと見込まれるも
のに相当する荒廃農地

【再生可能】

【再生困難】



食料自給力指標の試算方法①（作付面積）

○ 作付面積については、①現状の農地面積全体で作付けする場合、②農地面積全体に再生利用可能な荒廃農地を
加えた面積で作付けする場合、の２パターンを検討。

○ 食料自給力指標の試算における作付面積の考え方

農地面積
再生利用可能な
荒廃農地面積

再生利用が
困難な

荒廃農地面積

②農地面積全体に再生利用可能な荒廃農地を加えた面積で作付け

①現状の農地面積全体で作付け
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食料自給力指標の試算方法②（作付体系のイメージ）（パターンＡ）
○ 田では、表作では水稲、小麦、大豆又は野菜を作付け。都府県の二毛作可能田においては、裏作で小麦又は野菜を作付け。ただし、沖縄においては水稲の二

期作を実施。
○ 畑では、栄養バランスを一定程度考慮し、１作目では小麦、大豆、野菜又は果実を作付け。都府県の二毛作可能畑においては、２作目で小麦又は野菜を作付

け。ただし、気候上の制約から、北海道の寒冷牧草地においては粗飼料作物、沖縄においてはさとうきび等を作付け。
○ 農業用水については、全ての田及び畑かん施設整備済みの畑に水を供給する用水施設、汎用田における排水施設等の農業水利施設が適切に保全管理・整備

され、その機能が持続的に発揮されているものと仮定。

表作

裏作

２作目

１作目○ 耕種作物の作付体系（模式図）

（都府県（沖縄を除く））

水稲
小麦
大豆
野菜

水稲
小麦
大豆
野菜

小麦
野菜

水稲 水稲

小麦
大豆
野菜
果実

粗飼料作物

小麦
大豆
野菜
果実

小麦
野菜

果実
さとうきび

再生利用可能な
荒廃農地

小麦、野菜

小麦、野菜

田

乾田

畦畔

二毛作
可能田

（関東以西）

湿田

汎用田

畑

（全国）

樹園地

牧草地

普通畑

二毛作可能畑
（関東以西）

畦畔

二毛作可能畑（関東以西）

二毛作可能畑
（関東以西）

寒冷牧草地

（全国）

（各パターン共通）
注１：「乾田」とは、4時間雨量4時間排除かつ地下水位70cm以深の田を指す。 注２：「汎用田」とは、乾田のうち、標準区画整備済み（30a程度）の田を指す。
注３：「関東以西」とは、気象条件から二毛作が可能な関東地区、東海地区、近畿地区、中国四国地区、九州地区を指す。 32

（都府県（沖縄を除く））

乾
田

畦畔

汎用田

湿田

（北海道）

（沖縄）

乾田

畦畔

湿田

二毛作
可能田

汎用田

乾田

汎用田

湿田

畦畔

樹園地

牧草地

寒冷牧草地

普通畑

畦畔

樹園地

牧草地

普通畑

二毛作
可能畑

畦畔

（北海道）

（沖縄）
樹園地
牧草地

普通畑

畦畔

二毛作可能畑

二毛作可能畑

非食用樹園地



食料自給力指標の試算方法③（作付体系のイメージ）（パターンＢ）

○ 田では、表作で水稲を作付け。都府県の二毛作可能田においては裏作で小麦を作付け。ただし、沖縄においては水稲の二期作を実施。
○ 畑では、１作目で小麦を作付け。都府県の二毛作可能畑においては２作目で大豆を作付け。ただし、気候上の制約から、北海道の寒冷牧草地においては粗飼料

作物、沖縄においてはさとうきびを作付け。
○ 農業用水については、全ての田及び畑かん施設整備済みの畑に水を供給する用水施設、汎用田における排水施設等の農業水利施設が適切に保全管理・整備

され、その機能が持続的に発揮されているものと仮定。

表作

裏作

２作目

１作目○ 耕種作物の作付体系（模式図）

（都府県（沖縄を除く））

水稲

水稲

小麦

水稲 水稲

小麦
粗飼料作物

（都府県（沖縄を除く））

小麦

大豆

さとうきび

再生利用可能な
荒廃農地

大豆

大豆

田

乾田

畦畔

二毛作
可能田

（関東以西）

湿田

汎用田

畑

（全国）

樹園地

牧草地

普通畑

二毛作可能畑
（関東以西）

畦畔

二毛作可能畑（関東以西）

二毛作可能畑
（関東以西）

寒冷牧草地

（全国）

乾
田

畦畔

汎用田

湿田

（北海道）

（沖縄）

乾田

畦畔

湿田

二毛作
可能田

汎用田

乾田

汎用田

湿田

畦畔

樹園地

牧草地

寒冷牧草地

普通畑

畦畔

樹園地

牧草地

普通畑

二毛作
可能畑

畦畔

（北海道）

（沖縄）
樹園地
牧草地

普通畑

畦畔

二毛作可能畑

二毛作可能畑

非食用樹園地

（各パターン共通）
注１：「乾田」とは、4時間雨量4時間排除かつ地下水位70cm以深の田を指す。 注２：「汎用田」とは、乾田のうち、標準区画整備済み（30a程度）の田を指す。
注３：「関東以西」とは、気象条件から二毛作が可能な関東地区、東海地区、近畿地区、中国四国地区、九州地区を指す。 33



食料自給力指標の試算方法④（作付体系のイメージ）（パターンＣ）

○ 田では、表作では水稲、小麦、いも類、大豆又は野菜を作付け。都府県の二毛作可能田においては、裏作で小麦又は野菜を作付け。ただし、沖縄においては
水稲の二期作を実施。

○ 畑では、栄養バランスを一定程度考慮し、１作目ではいも類、小麦、大豆、野菜又は果実を作付け。都府県の二毛作可能畑においては、２作目で小麦又は野菜
を作付け。ただし、気候上の制約から、北海道の寒冷牧草地においては粗飼料作物、沖縄においてはさとうきび等を作付け。

○ 農業用水については、全ての田及び畑かん施設整備済みの畑に水を供給する用水施設、汎用田における排水施設等の農業水利施設が適切に保全管理・整
備され、その機能が持続的に発揮されているものと仮定。

表作

裏作

２作目

１作目○ 耕種作物の作付体系（模式図）

（都府県（沖縄を除く））

水稲
小麦

ばれいしょ
大豆
野菜

水稲
小麦

かんしょ
大豆
野菜

小麦
野菜

水稲 水稲

小麦
ばれいしょ

大豆
野菜
果実

粗飼料作物

小麦
かんしょ

大豆
野菜
果実

小麦
野菜

果実
さとうきび

再生利用可能な
荒廃農地

小麦、野菜

小麦、野菜

田

乾田

畦畔

二毛作
可能田

（関東以西）

湿田

汎用田

畑

（全国）

樹園地

牧草地

普通畑

二毛作可能畑
（関東以西）

畦畔

二毛作可能畑（関東以西）

二毛作可能畑
（関東以西）

寒冷牧草地

（全国）

（各パターン共通）
注１：「乾田」とは、4時間雨量4時間排除かつ地下水位70cm以深の田を指す。 注２：「汎用田」とは、乾田のうち、標準区画整備済み（30a程度）の田を指す。
注３：「関東以西」とは、気象条件から二毛作が可能な関東地区、東海地区、近畿地区、中国四国地区、九州地区を指す。

（都府県（沖縄を除く））

乾
田

畦畔

汎用田

湿田

（北海道）

（沖縄）

乾田

畦畔

湿田

二毛作
可能田

汎用田

乾田

汎用田

湿田

畦畔

樹園地

牧草地

寒冷牧草地

普通畑

畦畔

樹園地

牧草地

普通畑

二毛作
可能畑

畦畔

（北海道）

（沖縄）
樹園地
牧草地

普通畑

畦畔

二毛作可能畑

二毛作可能畑

非食用樹園地
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食料自給力指標の試算方法⑤（作付体系のイメージ）（パターンＤ）

○ 田では、表作では水稲又はいも類を作付け。都府県の二毛作可能田においては、裏作で野菜を作付け。ただし、沖縄においては水稲の二期作を実施。
○ 畑では、１作目ではいも類を作付け。都府県の二毛作可能畑においては、２作目で野菜を作付け。ただし、気候上の制約から、北海道の寒冷牧草地においては

粗飼料作物、沖縄においてはさとうきびを作付け。
○ 農業用水については、全ての田及び畑かん施設整備済みの畑に水を供給する用水施設、汎用田における排水施設等の農業水利施設が適切に保全管理・整備

され、その機能が持続的に発揮されているものと仮定。

表作

裏作

２作目

１作目○ 耕種作物の作付体系（模式図）

（都府県（沖縄を除く））

水稲
ばれいしょ

水稲
かんしょ

野菜

水稲 水稲

ばれいしょ
粗飼料作物

かんしょ

野菜

さとうきび

再生利用可能な
荒廃農地

野菜

野菜

田

乾田

畦畔

二毛作
可能田

（関東以西）

湿田

汎用田

畑

（全国）

樹園地

牧草地

普通畑

二毛作可能畑
（関東以西）

畦畔

二毛作可能畑（関東以西）

二毛作可能畑
（関東以西）

寒冷牧草地

（全国）

（各パターン共通）
注１：「乾田」とは、4時間雨量4時間排除かつ地下水位70cm以深の田を指す。 注２：「汎用田」とは、乾田のうち、標準区画整備済み（30a程度）の田を指す。
注３：「関東以西」とは、気象条件から二毛作が可能な関東地区、東海地区、近畿地区、中国四国地区、九州地区を指す。

（都府県（沖縄を除く））

乾
田

畦畔

汎用田

湿田

（北海道）

（沖縄）

乾田

畦畔

湿田

二毛作
可能田

汎用田

乾田

汎用田

湿田

畦畔

樹園地

牧草地

寒冷牧草地

普通畑

畦畔

樹園地

牧草地

普通畑

二毛作
可能畑

畦畔

（北海道）

（沖縄）
樹園地
牧草地

普通畑

畦畔

二毛作可能畑

二毛作可能畑

非食用樹園地
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食料自給力指標の試算方法⑥（農業技術）

① 耕種作物の単収については、当該年度の平年単収（又は７中５平均）を使用。ただし、汎用田、畑地か
んがい整備済み畑においては、単収増加効果を織り込んだ単収を使用。

② 飼料については、畜種別の飼料需要量の実績値に基づき、国内で生産された粗飼料（稲わら、かん
しょつる、牧草等）を乳用牛及び肉用牛に約１：１の割合で、国内で生産された濃厚飼料（米ぬか油か
す、ふすま、糖蜜等）を肉豚、ブロイラー及び採卵鶏に約２：１：２の割合で給与。

③ 乳用牛（廃用に伴う牛肉を含む。）及び肉用牛については、粗飼料のみを給与した場合の生産能力を
使用。（豪州における統計上の実績値及び国内において粗飼料のみで給与している事例に基づき試算
した値を使用。）
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水産物については、生産量の実績値とTAC(漁獲可能量)に基づいて算定する（TAC対象魚種について
は、TAC上限まで漁獲するとの前提。）。ただし、魚介類のうち給餌養殖の生産量については、国産の魚
のあら粕によって生産可能な数量に限定。

食料自給力指標の試算方法⑦（水産物）



栄養バランスについて

○ 栄養バランスを一定程度考慮するパターンＡ、Ｃにおいては、厚生労働省が示すたんぱく質の推奨量を充足し、か
つ、ビタミン・ミネラルについて同省が示す推奨量（推奨量の設定がなされていない栄養素については、推定平均必
要量又は目安量）を現状の食生活と同程度（26栄養素中18栄養素について充足）するように作付体系を設定。

○ 「日本人の食事摂取基準（2015年版）」に示されている
推定エネルギー必要量（kcal/日）（身体活動レベルⅡ）
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栄養素 設定されている指標
たんぱく質 推奨量

ビ
タ
ミ
ン

ビタミンA 推奨量
ビタミンD 目安量
ビタミンE 目安量
ビタミンK 目安量
ビタミンB1 推奨量
ビタミンB2 推奨量
ナイアシン 推奨量
ビタミンB6 推奨量
ビタミンB12 推奨量

葉酸 推奨量
パントテン酸 目安量

ビオチン 目安量
ビタミンC 推奨量

ミ
ネ
ラ
ル

ナトリウム 推定平均必要量
カリウム 目安量

カルシウム 推奨量
マグネシウム 推奨量

リン 目安量
鉄 推奨量

亜鉛 推奨量
銅 推奨量

マンガン 目安量
ヨウ素 推奨量
セレン 推奨量
クロム 目安量

モリブデン 推奨量

資料：厚生労働省「日本人の食事摂取基準（2015年版）策定検討会」報告書

注：「日本人の食事摂取基準」においては、身体活動レベルⅡ（座位中心の仕事だが、職場内での
移動や立位での作業・接客等、あるいは通勤・買い物・家事、軽いスポーツ等のいずれかを含む
場合）の他に身体活動レベルⅠ（生活の大部分が座位で、静的な活動が中心の場合）及びⅢ
（移動や立位の多い仕事への従事者、あるいは、スポーツ等余暇における活発な運動習慣を
持っている場合）の推定エネルギー必要量も併せて示されている。

○ 「日本人の食事摂取基準（2015年版）」において
摂取不足の回避を目的として示されている栄養素の指標

年齢 男性 女性

１～２歳 950 900

３～５歳 1,300 1,250

６～７歳 1,550 1,450

８～９歳 1,850 1,700

10～11歳 2,250 2,100

12～14歳 2,600 2,400

15～17歳 2,850 2,300

18～29歳 2,650 1,950

30～49歳 2,650 2,000

50～69歳 2,450 1,900

70歳以上 2,200 1,750



リスク特定・・・リスクにどのようなものがあるのか洗い出すプロセス。
リスク分析・・・リスクの特質を理解し、結果（影響度合）及び起こりやすさ（発生頻度）を決定するプロセス。
リスク評価・・・リスクの対応の重要性を検証するプロセス。リスク分析の結果に基づき、リスクの対応の必要性や対応の

優先順位を決めるために、リスク基準（リスクの重大性を評価するための目安）と比較する。
対 応 策・・・リスクを修正するために、リスクを生じさせる活動を行わないことによってリスクを回避する、結果を変える、

又は起こりやすさを変える等のプロセス。
モニタリング・・リスク特定、リスク分析、リスク評価、対応策が有効に機能しているかを確認するプロセス。

※上記の仕組みは、リスクマネジメントに関する国際標準規格ISO31000のリスクマネジメントプロセスに準拠したもの。

どのようなリスクが
存在しているか把握

リスクの発生の可能性
や影響を分析

リスクの重大性を評価
リスク評価に基づき
対応策を検討、実施

対応策の効果等を検証

食料の安定供給上の様々なリスクに対処するための恒常的な取組

リスク特定 リスク分析 リスク評価 対応策

モニタリング

我が国の食料安全保障に係るリスク管理

○ グローバル化の進展、食品の生産流通過程の複雑化等により、フードチェーンの各段階において、食料の安定供給についてのリスクが多様化。

食料の安定供給を確保するためには、平時から食料の供給面、需要面、食料の物理的な入手可能性を考慮するアクセス面等を総合的に考慮し、

様々なリスクに対応していく必要。

○ このため、農林水産省は26年度中にリスクの洗い出しを進め、リスクごとの影響度合、発生頻度、対応の重要性について定期的に検証する仕

組みを確立する。

○ リスク特定の際は、食料の代替性や、リスクが発生した際の回復力等を考慮するとともに、恒常的にリスク項目の見直しを行うこととする。

不測時に備えた食料安全保障①
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（リスクにどのようなものがあるのかを洗い出すプロセス）

○ 「食料安全保障」の概念で管理すべき対象リスクは、食料・農業・農村基本法の関連条文（第２条及び19条）に照らし、国民が最低限度必

要とする食料の供給を確保することに支障を及ぼしかねないリスク（例えば、凶作、輸入の途絶等の不測の事態の発生確率と被害の大きさ）

とする。

○ この考え方を踏まえると、地球温暖化等の気候変動などは、今後長期的に徐々に変化していく蓋然性の高いもので政策検討にあたって

の与件の変化と考えられるため、「一時的・短期的に発生するリスク」に対し、「既に顕在化しつつあるリスク」として整理。

○ また、我が国の食料等は海外依存度が高いことから、生産面、需要面、アクセス面を考慮し、国内外におけるリスクについて選定。

リスクの特定

① 大規模自然災害、異常気象による
主要穀物の不作

② 家畜の伝染性疾病や植物の病害虫

の発生

③ 食品の安全に関する事件・事故

④ 港湾等での輸送障害

⑤ 輸出国の政情不安、テロ

⑥ 主要輸出国における輸出規制

⑦ 為替変動

⑧ 石油・石油ガス等の燃料の供給不足

⑨ 地球温暖化等の気候変動

⑩ 肥料需給のひっ迫

⑪ 遺伝資源の入手困難

⑫ 水需給のひっ迫

⑬ 単収の伸び率の鈍化

⑭我が国への魚介類供給量の減少

⑮ 人口増加に伴う食料需要増加

⑯バイオ燃料向け農産物の需要増加

⑰ 新興国との穀物輸入の競合

既に顕在化しつつあるリスク一時的・短期的に発生するリスク

①異常気象による主食である米の不作
② 大規模自然災害（地震災害等）
③家畜の伝染性疾病や植物の病害虫の
発生

④ 食品の安全に関する事件・事故
⑤ 食品等のサプライチェーンの寸断

海外におけるリスク

既に顕在化しつつあるリスク

一時的・短期的に発生するリスク

⑥ 地球温暖化等の気候変動
⑦ 漁業・養殖業生産量の減少

リスクの特定の考え方

リスク管理の対象となるリスクの特定（案）

国内におけるリスク

不測時に備えた食料安全保障②
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評価の対象 評価基準

発生頻度の
蓋然性

一時的・短期的に
発生するリスク

Ａ ： 概ね３年に１回程度発生
Ｂ ： 概ね１０年に１回程度発生
Ｃ ： 概ね３０年に１回程度発生

影響度 全てのリスク
リスクの発生規模に応じて影響度合も大きく異なるため、影響度の定量化が困難であることから、
基本的に国内全体の食料供給に影響があるものを「大」、一部地域における食料供給に影響があ
るものは「中」、さらに影響が限定的なものを「小」と分類し、３段階で評価。

リスクの
現状評価

全てのリスク
現在の状況が、当該品目の供給に、影響を与えていない（●）、影響を与えつつある（▲）、支障を
生じている（×）の３段階で評価。

リスクの
動向評価

既に顕在化しつつ
ある リスク

当該リスクの近年の動向（１０年程度）が、「悪化」している、「変化なし」、「改善」しているの３段階
で評価。

リスクの
５～１０年後

評価
全てのリスク

当該リスクの近年の動向等を踏まえ、５～１０年程度先に影響度、発生頻度が変わらない見込み
（●）、影響又は発生頻度が高まる可能性「▲」、影響又は発生頻度が非常に高まる可能性「×」 の
３段階で評価。

＜評価基準＞

総合評価 品目毎

平時：緊急事態（レベル０～２）のおそれがない状況
レベル０：レベル１以降の事態に発展するおそれがある場合
レベル１：特定の品目の供給が、平時の２割以上下回ると予測される場合
レベル２：１人１日当たり供給熱量が2,000kcalを下回ると予想される場合（複数品目で判断）

食料の安定供給に係るリスクの評価方法（案）

○ リスク毎に、

① 発生頻度の蓋然性（Ａ・Ｂ・C）を踏まえ、影響度（大・中・小）を分析。

② 「現状評価」（現在の状況が食料供給に影響を与えているか）、「動向評価」（近年の動向が変化しているか）、

「５～１０年後評価」（今後発生頻度や影響度が変化する可能性があるか）を評価。

○ 対象品目毎に、リスクの評価を考慮しつつ、品目毎に「総合評価」としてレベルの深刻度（平時、レベル０、１）を判定。

「総合評価」がレベル０以上の複数の品目の供給減少により、供給熱量が2,000kcalを下回ると予想される場合、レベル２と判定。

不測時に備えた食料安全保障③
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○ 食料の安定供給に係るリスク管理の対象となる品目は、以下の６品目としてはどうか。

→ 米、小麦、大豆、飼料穀物、畜産物、魚介類

対象品目（案）

【対象品目を選定する際の考え方】

① 輸入依存度の高い品目
→ 小麦、大豆、飼料穀物、畜産物

② 食料供給に占める熱量の割合の高い品目（概ね100kcalを超える品目）
→ 米、畜産物、小麦、魚介類

③ 国内生産での完全な代替が困難な品目
→ 飼料穀物

我が国の食料安全保障に係るリスク管理の対象となる品目（案）

○ リスク管理の対象とする品目は、輸入依存度や供給熱量等を考慮し、食料供給に与える影響の大きい、

主要な農林水産物から選定。

不測時に備えた食料安全保障④
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国内における米の大不作

例） ・ 異常気象により米が大不作となり、生産量が大幅に減少。

不測の事態

食糧用小麦又は飼料穀物の輸入量の大幅な減少

例1） ・ 異常気象により主要輸出国の飼料穀物が大不作となり、我が国への総輸入量が

一時的に大幅に減少。

例2） ・ 異常気象により主要輸出国の食糧用小麦が大不作となり、我が国への総輸入量が

大幅に減少。

・ 翌年も異常気象により、主要輸出国からの食糧用小麦の総輸入量が大幅に減少。

主要な不測の事態（案）

○ 我が国の食料供給に影響を及ぼす不測の事態が生じた場合には、「緊急事態食料安全保障指針」に基づき対策等を講じることとなる。

○ このため、我が国の食料の安定供給に及ぼす影響が高い要因について、不測時を想定。その不測の事態に対処するための具体

的な対応手順について作成し、具体的な手順が実際に機能するかについて検証することが必要。

不測時に備えた食料安全保障⑤
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