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項 目 

 

現 状 

（数値は H19 年度） 

  

【 第２段階 】 

中長期的に取り組む事項 

（現在～おおむね 10 年後） 

 

50％を達成すると 

した場合のイメージ
【 第１段階 】 

早急に取り組む事項 

（現在～22 年 3 月） 

２．品目ごとの取組強化 

 (1)米粉用米 作付面積 0.1 万 ha 

生産量 0.6 万トン 

○主に現物弁済米を活用し、米粉の利用の拡大に対応 

○転作の拡大や調整水田等の不作付地への作付拡大に対して助成

（50,000 円／10a） 

○加工適性に優れた多収品種を選定するとともに、多収性種子の安定供

給を図る取組を支援 

○生産機械や加工・集出荷施設等を整備 

 

○加工適性の優れた多収品種の開発・普及等により、生産を拡

大 

○生産・流通・加工・販売の各関係者の連携による取組を促進

○米粉パンや米粉めん等の米粉食品の普及・消費拡大を推進 

作付面積 7.7 万 ha 

生産量 50 万トン 

(2)飼料用米 作付面積 0.0 万 ha 

生産量 0.0 万トン 

○モデル実証事業を全国展開するとともに、適切な給与方法を普及 

○転作の拡大や調整水田等の不作付地への作付拡大に対して助成

（50,000 円／10a） 

○多収性種子の安定供給を図る取組を支援 

○生産機械や処理加工・集出荷施設等を整備 

 

○飼料用の多収品種の開発・普及等により、生産を拡大すると

ともに、配合施設等の整備を推進 

○生産・流通・加工・販売の各関係者の連携による取組を促進

作付面積 4.0 万 ha 

生産量 26 万トン 

(3)麦 （小麦） 

作付面積 21.0 万 ha 

生産量 91 万トン 

（大麦） 

作付面積 5.4 万 ha 

生産量 20 万トン 

○水田裏作における麦生産に対応可能な担い手や集落営農を育成 

○パン用や中華めん用等に適した小麦、焼酎用や主食用等に適した大

麦・裸麦の品種・生産技術の開発・普及や生産コスト低減を推進 

○転作の拡大や水田裏作地への作付拡大に対して助成（35,000円／10a、

15,000 円／10a） 

○生産機械や共同乾燥調製施設等を整備 

○国産小麦をパン・中華めん用に供給するための生産・流通体制の構築

を支援 

○ほ場整備や排水改良により、裏作に適した水田面積を拡大す

るとともに、裏作麦の生産に対応可能な担い手を育成し、生産

を拡大 

○パン・中華めん用に適した小麦などについて、食品製造業者

等の多様なニーズに応える安定的な供給連鎖（サプライチェー

ン）を構築 

○パン・中華めん用などに適した麦や稲・麦二毛作に対応可能

な晩植の水稲などの新品種の開発・普及を推進するとともに、

生産コスト低減等により、パン用や中華めん用等需要に応じた

生産を拡大 

（小麦） 

作付面積 41.7 万 ha 

生産量 180 万トン 

（大麦） 

作付面積 9.0 万 ha 

生産量 35 万トン 

(4)大豆 作付面積 13.8 万 ha 

生産量 23 万トン 

○高収量・高品質な生産を可能とする「大豆 300A 技術」等の新技術の

確立・普及を通じた水田転作作物としての作付拡大を推進 

○転作の拡大や調整水田等の不作付地への作付拡大に対して助成

（35,000 円／10a） 

○生産機械や産地集出荷施設等を整備 

○国産大豆製品の需要拡大に向け、産地と食品製造業者等が連携した生

産・流通体制の構築を支援 

○ほ場整備や排水改良により、大豆生産に適した水田面積を拡

大 

○「大豆 300A 技術」や機械化適性品種（難裂莢性品種）の開

発・普及を図り、食品用大豆の低コスト・安定生産を拡大 

○国産大豆製品の需要拡大に向け、食品製造業者等の多様なニ

ーズに応える安定的な供給連鎖（サプライチェーン）を構築 

作付面積 22.9 万 ha 

生産量 50 万トン 

(5)ばれいしょ 作付面積 8.5 万 ha 

生産量 287 万トン 

○加工食品用ばれいしょの高品質・省力収穫技術の実用化 

○国産ばれいしょを利用した新たな加工食品（国産フライドポテト等）

の開発・販売に向け、産地と加工業者との連携を推進 

○ポテトチップ等の加工適性に優れた品種の開発・普及 

○フライドポテト等の加工・業務用需要を拡大 

作付面積 8.1 万 ha 

生産量 303 万トン 

(6)さとうきび 作付面積 2.2 万 ha 

生産量 150 万トン 

○ハーベスタの共同利用や作業受委託の推進等により、担い手を育成 

○株出栽培技術（土壌病害虫防除、株出管理作業等）の普及による収穫

面積の拡大 

○収穫面積の増加、単収の向上を目指したさとうきび増産プロ

ジェクトの推進 

生産量 158 万トン 
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項 目 

 

現 状 

（数値は H19 年度） 

  

【 第２段階 】 

中長期的に取り組む事項 

（現在～おおむね 10 年後） 

 

50％を達成すると 

した場合のイメージ
【 第１段階 】 

早急に取り組む事項 

（現在～22 年 3 月） 

 (7)飼料作物 作付面積 89.7 万 ha 

生産量 351 万 TDN ト

ン 

○地域での放牧推進体制の構築支援により、水田等を活用した放牧を推

進 

○国産粗飼料について広域流通体制を整備 

○転作の拡大や調整水田等の不作付地への作付拡大に対して助成

（35,000 円／10a） 

○草地整備の推進により、優良草地を確保 

○生産機械や広域流通拠点を整備するとともに、ＴＭＲセンター（完全

混合飼料製造施設）を育成 

○ほ場整備や排水改良により、飼料作物の生産に適した耕地面

積を拡大 

○粗飼料自給率 100%の実現を目指し、国産飼料に立脚した畜産

経営を育成 

○多収・耐湿性品種や省力化技術の開発・普及を推進 

作付面積110.3万 ha

生産量 524 万 TDN ト

ン 

(8)野菜 生産量 1,242 万トン ○加工・業務用向けの国産野菜の供給拡大に向けて、産地と食品製造業

者等をつなぐ中間事業者の育成・強化及び加工・業務用向けの安定的生

産・出荷を可能とする技術開発等、生産・流通体制の再構築を支援 

 

○食品製造業者等のニーズ（定時、定量、定価格等）への対応

に向けた中間事業者を核とする供給連鎖（サプライチェーン）

の構築 

○加工・業務用野菜の作付拡大に向けた機械化生産体系の開

発・普及を促進 

生産量 1,422 万トン

(9)果実 生産量 349 万トン ○生産のみならず販売戦略を含めた産地計画の策定に対する指導強化 

○産地計画に基づく優良品種への転換等による経営基盤強化の支援 

○国産果実の特長を活かした新商品づくりへの支援 

○マーケティングに立脚した果樹産地経営力の強化及び産地

の人材基盤の確立 

○新商品・新商材の開発・拡販に向けて、中間事業者の商品開

発力・販売企画力を活用した供給連鎖（サプライチェーン）の

構築 

生産量 383 万トン 

(10)牛乳・乳製品 （生乳） 

生産量 802 万トン 

消費量 93.3kg 

○乳用牛の能力向上や飼養管理技術の高度化を支援 

○配合飼料価格の高騰等に対応して酪農の経営体質強化の取組を支援 

○国内チーズ工場の新増設による生産拡大等に対応し、チーズや生クリ

ーム等の乳製品向けの生乳の供給を拡大 

○乳業工場の再編・合理化を推進 

○酪農の経営体質強化、チーズや生クリーム等の乳製品の需要

拡大、乳業工場の再編・合理化の推進等により、生乳生産を拡

大 

○牛乳の有用性や機能性についての消費者の理解の促進や新

商品の開発促進等により、消費を拡大 

○国産飼料を活用した国産畜産物の供給拡大 

（生乳） 

生産量 928 万トン 

消費量 95kg 

(11)肉類 生産量 314 万トン ○飼養管理技術の高度化等を通じて、生産性を向上 

○配合飼料価格の高騰等に対応して肉用牛肥育経営及び養豚経営の支

援を行うなど畜産農家の経営安定化対策を強化 

○経営の安定化と生産性の向上を通じて、肉類の生産を増加 

○国産飼料を活用した国産畜産物の供給拡大 

生産量 317 万トン 

(12)魚介類 生産量 508 万トン ○サンマ、カツオなど資源状況に余裕のある国産水産物について、新規

販路の開拓、新商品の開発等を通じた需要拡大を推進するとともに、生

産を拡大 

○国産水産物の加工原料への活用を推進 

○水産基本計画における 29年度生産目標 568 万トンの 27年度

への前倒しを目指し、サンマ、養殖クロマグロ等の生産を拡大

○多様な流通経路の構築、消費者ニーズの変化に対応した商品

開発等により、消費を拡大 

生産量 568 万トン 

(13)エコフィー

ド 

生産量22万TDNトン ○食品残さ飼料化業者と配合飼料メーカーとの連携を促進 

○未利用食品残さの飼料化技術の開発研究を推進 

○地域の畜産生産者等が共同で使用するＴＭＲセンター（完全混合飼料

製造施設）における食品残さの収集や飼料生産を支援 

○食品残さの広域的で効率的な収集・加工とエコフィードを一

定の品質で安定的に供給する体制を整備 

生産量49万TDNトン

(14)輸出促進 農林水産物・食品の

輸出額 4,337 億円 

○品目ごとに、輸出しようとする者の見本となる先進的な輸出プランを

策定 

○輸出促進のための生産・流通・加工技術の開発研究を推進 

○戦略的に輸出に取り組む農林漁業者等の海外における販売促進活動

等への支援を充実 

○「我が国の農林水産物・食品の総合的な輸出戦略」の工程表

に基づき、取組を推進 

農林水産物・食品の

輸出額 1 兆円規模

（H25） 
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項 目 

 

現 状 

（数値は H19 年度） 

  

【 第２段階 】 

中長期的に取り組む事項 

（現在～おおむね 10 年後） 

 

50％を達成すると 

した場合のイメージ
【 第１段階 】 

早急に取り組む事項 

（現在～22 年 3 月） 

３．食料消費のあり方の見直し    

 (1)国産農産物の

消費拡大 

 ○食料自給率向上に向けた国民運動「フードアクション・ニッポン」を

立ち上げ 

○「フードアクション・ニッポン」の本格的な展開を図るとともに、国

産食品の購入にポイントを付与するモデルな取組を実施 

○国民運動を通じ、国民の食料問題に対する理解と食料自給率

向上に向けた具体的行動の喚起を図り、国産農産物の消費を拡

大 

 

(2)地産地消 学校給食での地場産

物の利用割合 23.3% 

○地域全体で地産地消に取り組む「地産地消モデルタウン」の形成等を

支援 

○学校給食や社員食堂に地場農産物を安定的に供給する取組を推進す

るとともに、直売所の経営改善・高度化を支援 

○農業界と産業界との連携や、食と農とのつながりの深化によ

り、地場農産物の消費を拡大 

学校給食での地場産

物の利用割合 30%以

上（H22） 

(3)食育  ○食生活指針や「食事バランスガイド」を活用し日本型食生活の普及・

啓発を図るとともに、教育ファームの取組を推進 

○新たに「食育の推進」を目的とした改正学校給食法の施行に伴い、学

校を中心とした食育の取組を強化 

○日本型食生活の普及・啓発、農林水産業への理解の醸成、地

域の優れた食文化の継承等により、食生活の改善を推進 

望ましい食生活の実

現（（例）脂質熱量割

合 29％→27％） 

(4)米（ごはん） １人１年当たり消費

量 61kg 

○「めざましごはんキャンペーン」を通じて、米消費拡大の取組を強化

○全国の小中学校における米飯給食実施回数の増加を図るため、学校給

食関係者への働きかけを強化 

○日本型食生活の普及・啓発、米食の効果についての消費者の

理解増進等を通じて、米の消費拡大を推進 

１人１年当たり消費

量 63kg 

(5)油脂類 １人１年当たり消費

量 14kg 

○日本型食生活の普及･啓発を通じて、脂質の過剰摂取の抑制に係る取

組を推進 

○「フードアクション･ニッポン」と連動し、脂質摂取の削減を国民運

動として推進 

○食生活指針に基づき、消費者に対して、過剰摂取の抑制を働

きかけ 

○国民運動を通じ、食品産業の参画も求めながら、消費者が脂

質の過剰摂取抑制に取り組みやすい環境づくりを推進 

１人１年当たり消費

量 12kg 

脂質熱量割合 29％

→27％ 

(6)食品廃棄 供給熱量と摂取熱量

の差 約 700kcal 

○賞味期限・消費期限に関する正しい知識を普及するとともに、食育の

取組等を通じ、食品廃棄の削減を働きかけ 

○「フードアクション･ニッポン」と連動し、食べ残しの削減を国民運

動として推進 

○食品廃棄削減の具体策の調査や効果的な周知方法の検討を行い、食品

産業における食品廃棄物の発生抑制を推進 

○家庭における食品廃棄の削減を働きかけ 

○食品企業における食品廃棄削減の取組を奨励 

供給熱量と摂取熱量

の差の１割を削減 

４．生産と消費をつなぐ取組の強化    

 (1)農商工連携  ○「農商工連携 88 選」等による普及・啓発 

○「農商工等連携促進法」に基づく支援 

○農商工連携による地域における技術開発を推進 

○国産農林水産物を活用した新商品の開発や販路拡大等の取組を推進 

○事業化の段階に応じた多様な支援を行い、農商工連携の取組

を推進 

500 以上の優良事例

を創出 

 (2)加工・業務用

需要対応 

 ○食品製造業者等のニーズに対応するために必要な施設等を整備する

とともに、国産原材料の販路拡大に向けた取組を推進 

○産地と食品製造業者等をつなぐ中間事業者の育成・強化を図るととも

に、国産原材料の生産流通体制の再構築を推進 

○国産原材料のシェア向上に向けて、食品製造業者等の多様な

ニーズに応える安定的な供給連鎖（サプライチェーン）構築を

推進 
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項目 生産者 企業・食品産業 消費者 

１．農業資源の確保・有効利用    

 (1)農地 ○耕作放棄地の解消 

○賃貸借等による経営規模の拡大 

  

 (2)担い手 ○新規就農の促進、集落営農の組織化 

○法人化、経営管理能力の向上による農業経営の改善 

○農業への新規参入  

２．食料供給力の強化    

 (1)米粉用米 ○多収穫品種の導入等によるコスト低減 

○転作田、耕作放棄地・休閑地への生産拡大 

○原材料としての国産の積極的な利用 

 

○国産の米粉製品の積極的な消費（輸入小麦の１割弱

相当） 

 (2)飼料用米 ○多収穫品種の導入等によるコスト低減 

○転作田、耕作放棄地・休閑地への生産拡大 

○畜産農家の飼料用米の積極的な利用 

○飼料用米を使用した畜産物の積極的な利用 ○飼料用米を使用した畜産物の積極的な消費 

 (3)麦 ○水田裏作における需要に応じた良品質麦の生産拡大 ○原材料としての国産の積極的な利用 ○国産の積極的な消費 

 (4)大豆 ○水田、畑における生産拡大 ○原材料としての国産の積極的な利用 ○国産の積極的な消費 

 (5)ばれいしょ ○新たな加工食品用途への供給拡大 ○原材料としての国産の積極的な利用 ○国産の積極的な消費 

 (6)さとうきび ○新技術の導入等による生産拡大   

 (7)飼料作物 ○水田、畑における生産拡大（90 万 ha→110 万 ha） 

○放牧の推進 

○飼料生産の外部化・広域流通の促進 

○国産飼料を使用した畜産物の積極的な利用 ○国産飼料を使用した畜産物の積極的な消費 

 (8)野菜 ○食品製造業者等が求める品質・ロット・価格への対

応 

○原材料としての国産の積極的な利用 ○国産の積極的な消費 

(9)果実 ○マーケティングに立脚した供給 ○原材料としての国産の積極的な利用 ○国産の積極的な消費 

 (10)牛乳・乳製品 ○国産飼料の積極的な利用 ○原材料としての国産の積極的な利用 ○国産の積極的な消費 

 (11)肉類 ○国産飼料の積極的な利用 ○原材料としての国産の積極的な利用 ○適切な消費量の実現、国産の積極的な消費 

 (12)魚介類 ○省エネ等によるコスト低減 ○原材料としての国産の積極的な利用 ○国産の積極的な消費 

 (13)エコフィード ○畜産農家の一層の活用 ○原料となる食品残さの回収への協力 ○エコフィードを活用した畜産物の積極的な消費 

 (14)輸出促進 ○海外への販路の創出・拡大 

○輸出にも対応し得る GAP の導入 

○海外への販路の創出・拡大 

○加工施設等における HACCP 手法の導入 

 

３．食料消費のあり方の見直し    

 (1)国産農産物の消費拡大 ○食料自給率向上に向けた国民運動「フードアクション・ニッポン」への参画 

  ○食品製造業者等が求める品質・ロット・価格への対

応 

○食品製造業者等における国産農水産物の積極的な利

用 

○家庭における国産農水産物及びこれを原料とする食

品の積極的な消費 

  ○食品の安全性向上に向けた取組・食品表示の適正化の推進による消費者の信頼の確保 ○食料自給率の現状への正しい理解及び合理的な商品

の選択のための食品表示への正しい理解 

 (2)地産地消 ○直売所の活用  ○地場農産物の消費や直売所等の利用 

  ○社員食堂における地場農産物の活用など農業界と産業界の連携 

 (3)食育 ○農林漁業体験活動の機会の提供 ○積極的な食育活動の推進 ○食に関する関心や理解の増進 

 (4)米（ごはん）  ○めざましごはんキャンペーン、朝ごはんビジネス ○国産の積極的な消費 

(5)油脂類  ○使用量を減少させる取組 ○適切な消費量の実現 

(6)食品廃棄  ○食品ロスの削減に向けた取組  

関係者による取組 
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項目 生産者 企業・食品産業 消費者 

４．生産と消費をつなぐ取組の強化  

 (1)農商工連携 ○他産業との連携強化 ○生産者との連携強化  

 (2)加工・業務用需要対応 ○食品製造業者等が求める品質・ロット・価格への対

応 

○消費者の国産ニーズに対応した国産農産物の積極的

な利用 

○消費者に対する正しい情報の提供 

 

  ○食品製造業者等の多様なニーズに応える安定的な供給連鎖（サプライチェーン）の構築  




