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平成１９年度食料自給率向上に向けた行動計画（案）
（食料消費面）

項 目 現状認識及び課題 19年度取組方針 （参考）基本計画等における目標

１ 食料自給率向上に関する国 ○ 食料自給率を向上させるためには、食料自給率 ○ 農林水産省は、食事メニューに食料自給率を記載している都道府県庁
民意識の向上 に関する国民の関心を高め、実際の行動に結び付 の食堂数を定期的に把握するとともに、記載の取組が進んでいない都道

けていくことが重要であることから、食事メニュ 府県に対しては、積極的に取組が行われるよう働きかけを行う。
ーへの食料自給率の記載を通じて、国民の食料自
給率に対する関心が高まるよう、都道府県及び食 ○ 農林水産省は、食料自給率向上協議会の関係機関を通じて、会員の食
品企業等に積極的に働きかけを行う必要がある。 品企業等に対し、食事メニュー等への食料自給率の記載について理解を

求め、会員企業等における食料自給率の記載の状況を定期的に把握する
とともに、更に取組が行われるよう積極的に働きかけを行う。
また、地方農政局等を通じて、地域の食品企業等においても食料自給

率が記載されるよう積極的に働きかけを行う。

２ 食育の推進・国産農産物の ○ 「食事バランスガイド」の認知度はある程度高 ○ 「食事バランスガイド」の認知度を41％(17年度)→45％(19年度）に、 ・ 農林漁業体験活動の場での「食事
消費拡大 まってきたが、「食事バランスガイド」を参考に 「食事バランスガイド」を参考に食生活を送っている人の割合を7.8％ バランスガイド」の効果的な活用等

食生活を送っている人の割合は低い状況にある。 (17年度)→15％（19年度）に向上させる。 により、実体験を通じた「日本型食
このため、今後は、国民の行動変容につながる このため、 生活」の普及を図る。〔21世紀新農
ような効果的な取組を推進していくことが重要で ・ 「食育推進有識者懇談会」、「新健康フロンティア戦略」、「健やか生 政2007〕
あり、厚生労働省や文部科学省等の関係府省との 活習慣国民運動(仮称）準備会議」（19年6月発足予定）等を活用して、
更なる連携強化を図るとともに、「食事バランス 関係府省や関係団体等に対して、「食事バランスガイド」や「日本型食
ガイド」を活用し、米を中心とした「日本型食生 生活」に関する普及・啓発の取組の協力を働きかける。
活」の実践を促すための取組を強化する必要があ ・ 家庭における「日本型食生活」の実践を促進するため、米袋に主食
る。 の部分の料理を全てごはんに差し替えた「食事バランスガイド」の掲

載を推進する。
・ 「食事バランスガイド」の店頭における利用方法を示したマニュア
ルの配布等を通じ、食品関連事業者における「日本型食生活」に関す
る普及・啓発の取組を一層促進する。
・ 来年度からの食や農業の理解の促進に資する「教育ファーム」の本
格的な展開に向けて、教育ファーム推進研究会を立ち上げて、推進方
策等についての検討を行う。
・ 食育月間（19年６月）に、多くの国民が自らの食生活を見直すきっ
かけとなるよう「食事バランスガイド」の実践週間を設定するととも
に、農林水産省職員全員が「食事バランスガイド」を活用した食生活
の実践を目指す。

○ 従来は、米単品の消費拡大策として家庭食を中 ○ 米の消費拡大については、食料自給率向上のための重要課題であるこ
心に取り組んできたが、中・外食の増加等、食の とに鑑み、ごはん食の推進（目標：若年層・中高年層における米の消費
外部化が進展していることを踏まえ、これらの状 量の維持・向上（15年度：20代 59kg、40代 61kg／年））や米飯学校給食
況に対応した取組を推進する必要がある。 の推進（目標：3.0回／週）等に積極的に取り組む。
このため、18年度からは、食育の一環として、 ・ ごはん食の推進については、19年６月と10月頃にごはん食推進のた

食生活全体の中で、米を中心とした日本型食生活 めのＣＭを放送するほか、各種団体や企業と連携した普及・啓発等を
の実践を促すための取組に転換したところであ 実施する。
り、今後は、特に、若年層・中高年層等世代別課 ・ 生産者世帯での米消費を維持・拡大するため、生産者世帯への「食
題への対応と、朝食欠食の増加や中・外食に焦点 事バランスガイド」や「日本型食生活」に関する普及・啓発を強化す
を当てた取組を推進するとともに、消費者世帯以 る。
上の減少を示している生産者世帯での取組も強化 ・ 米飯学校給食については、実施回数が少ない大都市地域を重点化地
する必要がある。 域に定め、米飯給食の全国平均回数を 2.9回／週（17年度）→3.0回／
また、米飯学校給食は、目標を下回っている大 週（19年度）に向上させる。このため、農林水産省は、文部科学省や

都市地域に対する取組を強化する必要がある。 民間団体等と連携して、ごはんで給食フォーラム、メニュー講座の開
催等による普及促進を図る。併せて、米飯給食が低調な大都市の学校
給食関係者等に対して、農政事務所等による米飯給食の意義やメリッ
ト等についての普及啓発等を実施する。

資料１－１
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項 目 現状認識及び課題 19年度取組方針 （参考）基本計画等における目標

○ チーズ等向けの国産生乳の供給を、引き続き拡 ○ 需要の伸びが期待されるチーズ、生クリーム、発酵乳向けの国産生乳
大させる必要がある。 の供給を19～21年度までの３年間で42万トン拡大する（チーズ向け30万

トン、生クリーム・発酵乳向け12万トン拡大）。
特に、北海道において19年度末から新たにチーズ工場が稼働すること

を踏まえ、農林水産省は生産者団体が行うチーズ等向けについての計画
的な供給拡大を支援する。

３ 地産地消の推進 ○ 現状は、地産地消推進計画の策定地区数の拡大 ○ 地産地消を地域の自主的な取組として定着させる。
がメインとなっているので、今後は、計画策定済 このため、農林水産省、地方自治体は、
み地区における具体的取組を充実させる必要があ ・ 交付金等を活用した施設等の条件整備、
る。 ・ 地場農産物の高付加価値化のための商品開発、

・ 優良事例の収集・経営状況等の調査分析
等を推進する。
また、地産地消に関する優良事例等の情報について、ホームページ等

各種媒体、国際シンポジウム（仮称）、全国フォーラム（仮称）等、あら
ゆる機会をとらえて発信する。

○ 計画策定地区において、消費者が地場農産物を入手できる環境を整備
する。
このため、農林水産省、地方自治体、農業団体等は、計画策定地区に

おける食品小売店に対し、地場農産物の取扱店数並びに取扱品目数を拡
大するよう積極的に働きかけ、地域における地場農産物の生産、消費の
拡大を推進する。

○ 学校給食における地場農産物の割合を23.7％（17年度）→30％以上
（22年度）にする。
このため、農林水産省、地方自治体は、計画策定地区において学校給

食や外食産業の食材に地場農産物が活用されるよう、給食事業者、外食
事業者等に対して、地域の学校給食、外食への地場農産物の活用の働き
かけを強化する。

４ 国産農産物に対する消費者 ○ 農業環境規範、食品安全GAP、生産履歴記帳な ○ 生産現場にGAP手法自体を普及（19年度は、300産地においてGAPを導入）・ 23年度までにおおむね全ての主要
の信頼の確保 ど生産工程を管理する取組が複数存在しているた させる。このため、農林水産省は、省内に「GAP手法推進委員会」を立ち な産地（2,000産地）においてGAPの

め、それらの取組を統一的に実施する必要がある。 上げ、生産工程を管理する複数の取組を統一的に実施する。 導入を目指す。〔21世紀新農政2007〕

○ GAPの実証事業に取り組む産地数は着実に増加 ○ 農林水産省は、行政機関、生産者団体、流通団体等からなる「GAP手法
しているものの、その数は十分ではないので、GA 導入・推進会議」を立ち上げ、民間の高度な取組と連携する。
P手法の普及をできるだけ広範に行う必要がある。

○ 民間において既に高度な取組が行われているこ ○ 農林水産省は、19年７月までに、導入の手引きを作成し、すべての主
とから、相互の関連に留意しつつ、全体として、 要な産地に周知徹底する。
GAP手法の導入・推進を図っていく必要がある。
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（農業生産面）

項 目 現状認識及び課題 19年度取組方針 （参考）基本計画等における目標

１ 経営感覚に優れた担い手に ○ 品目横断的経営安定対策の導入に伴い、認定農 ○ 認定農業者及び集落営農組織の育成・確保を図るため、 効率的かつ安定的な農業経営
よる需要に即した生産の推進 業者、集落営農組織とも増加してきているが、引 ・ 農林水産省は、品目横断的経営安定対策について、19年４月から開 ・ 家族農業経営：33～37万程度

き続き、担い手の育成・確保を図る必要がある。 始されている米・大豆農家の加入申請を強力に促進する。（米：水稲作 ・ 集落営農経営：２～４万程度
付面積の５割以上（21年）。大豆：大豆交付金対象面積を超える（19年）。） 〔農業の構造展望（平成27年）〕

・ 19年度に創設した担い手支援策を着実に実施する。

○ 認定農業者及び集落営農組織が、着実に効率的 ○ 平成19年度に創設した「担い手アクションサポート事業」により、担
かつ安定的な農業経営へ発展するよう、認定計画 い手の経営改善状況のフォローアップを実施するとともに、集落営農組
等のフォローアップ対策を講じる必要がある。 織の法人化活動を支援する。
特に、集落営農組織については、法人化計画に

即して５年以内に法人化が図られるよう、支援施
策の充実を図る必要がある。

２ 食品産業と農業の連携の強 ○ 輸入にシェアを奪われている加工・業務用需要 ○ 今後、加工・業務用向け野菜の出荷数量を更に増加させる。
化 に対する野菜の取り組みを進めてきた結果、減少 このため、農林水産省は、

傾向にあった加工向け野菜の出荷量は横ばい又は ・ 端境期における国産供給が不安定な品目や、国内生産が少なく安定
増加する傾向がみられている。しかしながら、目 的調達が困難な品目について、国産野菜の生産拡大に向けた取り組み
標達成のためには、加工・業務用需要への対応が を行う。
依然として不足しているため、国産野菜安定供給 ・ 加工・業務用需要に対応した皮むき、カット等の一次加工施設やパ
体制の確立に向け更に取り組む必要がある。 ッケージングを行うための処理加工施設や定時・定量供給体制の構築
・ 国産野菜の供給が不安定になる時期のスポッ に向けた集出荷貯蔵施設等の整備に対して支援し、加工・業務用産地
ト輸入が周年輸入につながっている品目や国内 の体制を整備する。
生産が少ないため輸入品の利用が多い品目があ ・ 実需者ニーズに対応した生産を拡大するために、契約取引に取り組
る。 む産地側の人材育成を進めるとともに、19年度から拡充・強化した「契
・ 産地で契約取引を進める人材が不足してい 約野菜安定供給制度」への加入を拡大する。
る。 （加入都道府県数：７（18年度）→23（21年度））

（加工向け出荷数量：66万ｔ（17年度）→70万ｔ（21年度））

○ 食料産業クラスターについては、今後、組織化 ○ 国産農産物の利用拡大を図るため、
された体制を活用し、食品産業の活性化、国産農 ・ 農林水産省は、中小企業庁等と連携し、今国会において新たに制定
産物の利用拡大を図るため、開発製品の販路開拓、 された「中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関
国産原材料の安定調達等を促進する必要がある。 する法律」に基づき、金融・税制措置のほか、マーケティング支援、

ブランド育成支援等の施策を活用する。
・ 新たな支援措置を活用して、「全国食料産業クラスター協議会」が、
全国の食品卸売会社等の商談会情報を収集し、地域の食品企業に発信
し、開発製品の販路開拓を行う。
・ これらの取組により、新たな戦略食品を安定販売できるクラスター
を創出する。（19年度：10地区）

３ 効率的な農地利用の推進 ○ 担い手が経営する農地面積の割合は毎年増加し ○ 平成27年において効率的かつ安定的な農業経営が経営する農地面積を ・ 平成27年において効率的かつ安定
ているものの、約４割と依然低い状況にある。ま 全農地面積の７～８割程度とし、さらに、そのうちの７割程度を面的 的な農業経営が経営する農地面積の
た、集積された経営農地は面的にまとまっておら に集積することを目指す。これを実現するため、農地を有効利用すると ７割程度を面的に集積することを目
ず、担い手が経営のコストダウンを図る上で課題 の理念を明確化するとともに、担い手への面的集積の加速化を最重点事 指す〔21世紀新農政2007〕
となっている。 項として、農地政策全般の改革を進める。
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項 目 現状認識及び課題 19年度取組方針 （参考）基本計画等における目標

○ 高齢化の進展に伴う畜産農家戸数の減少や飼養 ○ 19年度において飼料作物作付面積を２万ha増加する。
頭数規模の拡大による飼料生産労働力の不足のほ このため、地方農政局等ブロックごとに拡大目標を設定するとともに、
か、水田において大豆等他作物に転換されたこと 農林水産省は、都道府県及び市町村に対し、拡大目標を設定し、作付面
により、飼料作物作付面積は減少していることか 積拡大に取り組むよう働きかけを行う。
ら、作付面積の拡大が急務である。また、単収も また、これら目標の実現に向けて、農林水産省、地方公共団体、農業
増加しているものの目標達成に向けて更なる向上 者・農業者団体、飼料関係団体等一体となって、
が必要である。 ・ 新たな耕畜連携水田活用対策の活用等による、水田における稲発酵
このため、面積・単収の両面からの取組を強化 粗飼料や水田裏作を利用した飼料作物の作付拡大

する必要がある。 ・ 寒冷地向け新品種の導入や効率的収穫・調製機械の普及による青刈
りトウモロコシの作付拡大

等を推進するとともに、引き続き、
・ コントラクターの育成・活用による飼料作物生産作業の外部化
等の取組を推進する。
なお、農林水産省は、定期的に進捗状況を把握・検証し、着実に取組

が行われるよう努める。

○ 耕作放棄地面積は38.6万ha、うち農振農用地区 ○ 農振農用地区域内の耕作放棄地(15.3万ha)を解消するため、
域内の耕作放棄地面積は15.3万haであり、早急に ・ 地方農政局等と都道府県が連携して、
解消に向けた取組を実施する必要がある。 ① 19年５月以降、耕作放棄率、耕作放棄地面積などを勘案して早急な
・ 各市町村の耕作放棄地に対する取組や認識に 取組が求められる200市町村程度を選定し、遊休農地解消計画（植林転
大きなばらつきがあるので、今後、地方農政局 用を含む）の早期策定の働きかけを行う。
等と連携した重点的な指導等の実施が必要であ ② 19年８月以降、同様に、残りの市町村に遊休農地解消計画策定の働
る。 きかけを行う。
・ 耕作放棄地対策に当たっては、農林水産省内 ③ 遊休農地解消計画の実施状況を把握する。
に耕作放棄地対策プロジェクトチームを設置し ・ これらにより農振策定全市町村に同計画が策定される。
たところであり、これにより関係各局が連携し ・ 19年度から強い農業づくり交付金及び農山漁村活性化プロジェクト
て実施する必要がある。 支援交付金において、耕作放棄地対策に取り組む市町村の優先採択条

件を強化する。



平成19年度食料自給率向上に向けた行動計画（案）詳細版

《食料消費面》

１ 食料自給率向上に関する国民意識の向上・・・・・・・・・・・２

２ 食育の推進・国産農産物の消費拡大・・・・・・・・・・・・・12

○ 食事バランスガイドを活用した日本型食生活の普及・啓発・・12

○ 米の消費拡大・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13

○ 国産畜産物の消費拡大・・・・・・・・・・・・・・・・・・15

３ 地産地消の推進 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・18

４ 国産農産物に対する消費者の信頼確保 ・・・・・・・・・・・20

○ トレーサビリティ・システムの導入促進・・・・・・・・・・20

○ ＧＡＰ手法（農業生産工程管理手法）の導入・推進・・・・・20

○ 食品表示の充実 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・22

《農業生産面》

１ 経営感覚に優れた担い手による需要に即した生産の促進・・・・26

２ 食品産業と農業の連携の強化・・・・・・・・・・・・・・・・28

○ 加工・業務用需要への対応（野菜） ・・・・・・・・・・・28

○ 食料産業クラスターによる国産農産物の利用拡大・・・・・・30

３ 効率的な農地利用の推進 ・・・・・・・・・・・・・・・・34

○ 優良農地の確保及び耕作放棄地の解消・・・・・・・・・・・34

○ 担い手への農地の利用集積・・・・・・・・・・・・・・・・35

○ 耕地利用率の向上 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・37

○ 飼料自給率の向上 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・38

資 料１－２



【 食料消費面 】



１ 食料自給率向上に関する国民意識の向上

１．基本計画策定(H17.3)以降の取組実績

(１) 食料自給率の向上に係る普及・啓発

食料自給率の向上については、「食料・農業・農村白書」においても国民的な関心

と理解が深まるよう重点を置いて紹介しているところであるが、一層の普及・啓発を

図るため、さらに以下のような取組を実施。

① 平成17年４月に本省のホームページ上に「食料自給率の部屋」を開設(18年度の

総アクセス件数は約14万７千件)。

② 平成17年10月からメールマガジン「食料自給率向上推進かわら版」の配信(月１

回)を開始(19年３月末現在の登録件数は約５千件)。

③ パンフレット「いちばん身近な『食べもの』の話」及び食料自給率レポートの作

成・配布(17年度、18年度ともそれぞれ約30万部、約５万部)

④ 食事バランスガイドに則したメニューを目に見える形で国民に提示するため、学

識経験者等の協力を得て、食料自給率の高いメニュー「自給率の高い私の１週間」

を作成・本省ホームページ上に掲載。

⑤ 政府広報として、全国の中学生・高校生に我が国の食料自給率の現状を認識して

もらい、その向上に向けた身近な取組の実践を促すため「日本の「食」ってニッポ

ン産？」(パンフレット及びパソコン用教材)を作成し、全国の中学校・高校にそれ

ぞれ約７万２千部、約３万８千部配布(この外、各都道府県の教育委員会等に約４

千部配布)。

(２) 都道府県等に対する働きかけ

① 地方農政局等(以下「農政局」という。)を通じて、各都道府県等の管内関係者に

対し、食料自給率目標の設定をはじめとした食料自給率向上に向けた取組を促すた

め、積極的に働きかけを実施。

② 毎月、本省において、各地域の創意工夫に満ちた取組やそれを引き出すための農

政局の働きかけ等について取りまとめを行い、農政局に対してフィードバックを実

施。

(参考)

食料自給率目標設定県数：17県(品目別目標のみ設定している都府県を含めると23都

府県（19年４月末))

③ 都道府県及び食品産業関係団体に対して、食事メニューに食料自給率を記載して

もらうよう依頼。

なお、現在、料理に使用されている食材とその量を入力することにより、その料

理の国産使用率を簡単に計算できるソフトを開発中。



２．目標に対する位置付け（目標に対してどのような状況にあるのか）

(１） 食料自給率の向上に係る普及・啓発

ホームページの開設やメールマガジンの配信等の取組により、食料自給率の向上に

向けた普及・啓発が図られているところ。

(参考)

平成18年11月に内閣府が実施した「食料の供給に関する特別世論調査」では、我が

国の食料自給率が40％であることについて、「低い」と感じている人は前回調査(平成

12年)より17ポイント増加。

(２) 都道府県等に対する働きかけ

① 各都道府県に対して食料自給率目標の設定に向けた働きかけを行った結果、目標

設定県は倍増（平成17年８月末：８県 → 平成19年４月末：17県（品目別目標の

み設定している都府県を含めると23都府県)）。

なお、目標設定に前向きな県は概ね設定済み。

また、全国各地で食料自給率向上に向けたさまざまな取組事例が生まれていると

ころ。

② 現在、料理に使用されている食材とその量を入力することにより、その料理の国

産使用率を簡単に計算できるソフトを開発中であり、完成次第、同ソフトを利用し

て、食事メニューに食料自給率を記載してもらうよう改めて都道府県及び食品産業

関係団体に対して依頼する予定。

３．課題

(１) 食料自給率の向上に係る普及・啓発

我が国の食料自給率の現状とその向上の必要性について、より多くの国民に分かり

やすい形で訴求していくことが必要。

(２) 都道府県等に対する働きかけ

食料自給率を向上させるためには、食料自給率に関する国民の関心を高め、実際の

行動に結び付けていくことが重要であることから、食事メニューへの食料自給率の記

載を通じて、国民の食料自給率に対する関心が高まるよう、都道府県及び食品企業等

に積極的に働きかけを行う必要がある。

４．平成19年度の取組方針

(１) 食料自給率の向上に係る普及・啓発

① テレビや雑誌等多様なメディアを利用して、我が国の食料自給率の現状とその向

上の必要性に関する普及・啓発に取り組む。



② 昨年11月に本省ホームページ上の「食料自給率の部屋」をリニューアルしたとこ

ろ、アクセス件数が飛躍的に増加したことから、さらにアクセス性を改善する等、

より簡単に必要な情報が得られるよう取り組む。

(参考)

平成18年10月：約１万件 → 平成18年11月：約２万３千件

③ メールマガジン「食料自給率向上推進かわら版」については、昨年12月に行った

アンケートの結果を踏まえて内容を刷新する。

④ 現在、食料自給率の向上に取り組んでいる又は今後、取り組んでいこうとしてい

る人の参考に資するよう、四半期ごとに、本省のホームページ上に全国の食料自給

率の向上に向けた取組事例を掲載する。

(２) 都道府県等に対する働きかけ

① 食事メニューに食料自給率を記載している都道府県庁の食堂数を定期的に把握す

るとともに、記載の取組が進んでいない都道府県に対しては、積極的に取組が行わ

れるよう働きかけを行う。

② 食料自給率向上協議会の関係機関を通じて、会員の食品企業等に対し、食事メニ

ュー等への食料自給率の記載について理解を求め、会員企業における食料自給率の

記載の状況を定期的に把握するとともに、更に取組が行われるよう積極的に働きか

けを行う。

また、地方農政局等を通じて、地域の食品企業等においても食料自給率が記載さ

れるよう積極的に働きかけを行う。

５．主要スケジュール

(１) 食料自給率の向上に係る普及・啓発

６月を目途にメールマガジン「食料自給率向上推進かわら版」の内容を刷新すると

ともに、四半期ごとに本省のホームページ上に全国の食料自給率の向上に向けた取組

事例を掲載。

(２) 都道府県等に対する働きかけ

現在開発中のソフトが完成次第、同ソフトを利用して、食事メニューに食料自給率

を明記してもらうよう改めて協力依頼を発出。

また、四半期毎に取組状況のフォローアップを行う。



２ 食育の推進・国産農産物の消費拡大

○ 食事バランスガイドを活用した日本型食生活の普及・啓発
１．基本計画策定(H17.3)以降の取組実績
平成17年6月に厚生労働省とともに「食事バランスガイド」を策定。ポスター、リー

フレット、雑誌等の多様な媒体の活用、小売業や外食・中食産業の実際の店舗を活用
したモデル事業、シンポジウムやイベントの開催等を通じ、「食事バランスガイド」の
普及・活用を推進。
18年度からは、このような取組に加え、小売業や外食・中食産業などにおいて、「食

事バランスガイド」を活用した、「日本型食生活」をとり入れたメニューや商品の開発
・販売、「日本型食生活」の献立を提案するリーフレットの作成・配布、「食事バラン
スガイド」の主食部分をすべてごはんに置き換えたイラストの米袋や雑誌への掲載な
ど、「食事バランスガイド」を活用した「日本型食生活」の普及・啓発の取組を推進。

【参考：「食事バランスガイド」、「日本型食生活」と食料自給率との関係】
・ 「食事バランスガイド」のコマの中の料理例について、カロリーベースの食料自
給率を試算すると約50％

・ 昭和50年代半ばには米を中心に栄養バランスに優れた「日本型食生活」が実現し
ており、この頃のカロリーベースの食料自給率は52～54％

２．目標に対する位置付け（目標に対してどのような状況にあるのか）
「食事バランスガイド」の認知度（アンケート調査で「内容を含めて知っている」

及び「名前程度は聞いたことがある」と回答した者の割合）やこれを参考に食生活を
送っている人の割合（アンケート調査で「いつも参考にしている」及び「時々参考に
している」と回答した者の割合。以下「参考度」という。）の増加を「食料自給率向上
に向けた行動計画」及び「政策評価」の目標としているところである。
17年度は、認知度が26％（目標値：20％）、参考度が4.5％（目標値：2％）、18年度

は、認知度が41％（目標値：30％）、参考度が7.8％（目標値：15％）となっている。
なお、アンケート調査で、回答者に「食事バランスガイド」の説明書をみてもらい、「今
後、食事や買い物をする際に「食事バランスガイド」を参考にしたいと思うか」とた
ずねたところ、「大いに参考にしたい」が31.6％、「時々参考にしたい」が57.1％、合
計では88.7％となり、前年度（79.9％）に比べて8.8％向上している。

【農林水産省の政策目標】
・ 「食事バランスガイド」の認知度：30％（18年度）
・ 「食事バランスガイド」を参考に食生活を送っている人の割合：15％（18年度）

３．課題
① 様々な取組の結果、「食事バランスガイド」や栄養バランスの優れた「日本型食
生活」に関する一般消費者の理解は徐々に深まっていると考えられるが、食生活の
乱れが顕著である若者や子育て世代などへの浸透は十分ではない。また、頭では理
解しているが実践するのは困難とする者が多い現状。

② 消費者が日々の食料を購入・消費する小売や外食・中食の場において、普及・啓
発の取組が行われることが効果的である。しかしながら、食品関連事業者について
は、補助事業に参加するなどして「食事バランスガイド」や栄養バランスの優れた
「日本型食生活」の考え方に基づいたメニューや商品開発などに自主的に取り組む
企業もあるが、全国的な取組までには至っていない。

③ 農林漁業体験などを通じ、健全な食生活や食の生産・流通に関する知識と理解を
深めることは効果的であり、このような取組を推進することが必要。

④ 厚生労働省をはじめ関係省との連携を進めているが、十分でない面もあり、関係
府省との更なる連携強化を図ることが必要。



４．平成19年度の取組方針
「食事バランスガイド」の認知度を41％（17年度）→45％(19年度）に、「食事バラン
スガイド」を参考に食生活を送っている人の割合を7.8％（17年度）→15％（19年度）
に向上させる。
このため、

① 「食育推進有識者懇談会」、「新健康フロンティア戦略」、「健やか生活習慣国民運
動(仮称）準備会議」（19年6月発足予定）等を活用して、関係府省や関係団体等に
対して、「食事バランスガイド」や「日本型食生活」に関する普及・啓発の取組の
協力を働きかける。

② 家庭における「日本型食生活」の実践を促進するため、主食の部分の料理を全て
ごはんに差し替えた「食事バランスガイド」の米袋への掲載を推進する。

③ 「食事バランスガイド」の店頭での利用方法を示したマニュアルの配布等を通じ、
食品関連事業者における、「日本型食生活」に関する普及・啓発の取組を一層促進す
る。

④ 食や農業の理解の促進にも資する「教育ファーム」の来年度からの本格的な展開
に向けて、教育ファーム推進研究会を立ち上げて、推進方策等についての検討を行
う。

⑤ 食育月間(６月）に、多くの国民が自らの食生活を見直すきっかけとなるよう「食
事バランスガイド」実践週間を設定するとともに、農林水産省職員全員が「食事バ
ランスガイド」を活用した食生活の実践を目指す。

５．主要スケジュール
・食品関連事業者等におけるモデル的取組（未定）
・多様な媒体等を活用した普及・啓発（１１月～）
・都市部の児童・生徒等を対象とした農業体験学習と「食事バランスガイド」を活用
した日本型食生活など健全な食生活に関する普及・啓発等を一体的に実施（5月～）
・第２回食育全国大会における普及・啓発（６月）
・シンポジウムの開催等を通じた普及啓発（６月～）

○ 米の消費拡大
１．基本計画策定(H17.3)以降の取組実績

ご は ん 食 の 推 進 米単独の消費拡大から食生活全体の中でのごはん食拡大
・テレビ「いまどき！ごはん」での食育情報の提供
ごはん食の有用性中心（17年度） → 食育（日本型食生活）中心（18年度）
・年齢階層別の取組の強化
・若年層向けの新ＣＭで「朝ごはん」の普及・啓発を推進（19年1月～3月）
・中高年層に関心の高い「健康」をテーマに、医師・栄養士等を対象としたシンポ
ジウムを開催 17年度：「お米・健康サミット」

18年度：「食育健康サミット」
・小学生を対象としたお米マイスターによる出前授業等を実施(17・18年度)
・モデル地域・手法を公募で選定し、集中的な普及・啓発事業を実施
兵庫県において地元企業や地域社会と連携した普及・実践活動を行う事業（神

戸新聞社グループ）を採択。(18年度)

米飯学校給食の推進 実施回数が少ない大都市地域での重点実施
・文部科学省やＪＡ全中等と連携し、大都市地域でごはんで給食フォーラム､メニュ

ー講 座を開催(17・18年度)



米加工品の開発・普及 全国レベルでの取組を展開
・各地方ブロック及び全国での米粉食品推進会議開催(17・18年度)
全国会議の下に外食部会を設立(18年度)

・外食産業や大手製パン業者による米粉パンへの取組も活発化(18年度)
米粉パン用等米粉需要量 ３千トン(17年度)→５千トン(18年度見込)

２．目標に対する位置付け（目標に対してどのような状況にあるのか）

ご は ん 食 の 推 進（目標：若年層・中高年層における米の消費量の維持・向上)
・国民健康・栄養調査によれば、朝食欠食率の高い20代及び生活習慣病等の「健康」
について関心が高い40代共に米の消費量は減少しており、この年代層に焦点。
20代： 59kg→57kg（15→16年度）
40代： 61kg→59kg（15→16年度）（17年度は８月公表予定のため現時点不明）

・17年度の１人当たり主食用米供給量は増加（16年度59.3kg→17年度59.4kg）
（農林水産省食料需給表）

米飯学校給食の推進（目標：３回／週）
・平成17年度は2.9回

米加工品の開発・普及（目標：米粉パン認知度 17年度20％、18年度30％）
・17年度の認知度は20％（目標達成） (参考)米粉パン用等米粉需要量
・18年度の認知度は44％（目標達成） ３千ﾄﾝ(17年度)→５千ﾄﾝ(18年度見込)

３．課題

ご は ん 食 の 推 進
・朝食欠食率の高い若年層を対象とした朝食欠食率の改善及び中高年層を対象とした
生活習慣病の予防効果の啓発等が課題。

米飯学校給食の推進
・地方では、ほぼ目標を達成。
・大都市地域では、米飯学校給食に対する関心の低さや対象児童数の多さ等が
目標達成遅延の要因と推察。

米加工品の開発・普及
・米加工品の更なる普及に向けた情報発信やＰＲ等の取組を継続。
・19年度の認知度を60％に設定。

４．平成19年度の取組方針

ご は ん 食 の 推 進 若年層への取組を強化
・公募方式の導入
・食育の推進による米消費の拡大については公募方式を導入。

・テレビ媒体の活用
・食育月間（６月）を中心に、テレビＣＭ等により各世代に対応した「食事バラ
ンスガイド｣の活用によるごはん食の普及を推進。
・秋以降若年層をターゲットとした朝食欠食の改善等の取組を強化。
・「いまどき！ごはん」の同時間帯（日曜18時～18時30分）で民間企業による新た
な食育番組を提供。

・中高年層に関心の高い「健康」をテーマにシンポジウムを開催
・民間団体による「健康」をテーマに医師・栄養士等を対象としたシンポジウム
を開催。

・食事バランスガイドを活用した１食当たりの米消費量の維持・増大
・１日当たり米消費量の維持・拡大に向けて食事バランスガイドの活用。
・民間団体による小中学生等を対象とする出前授業及び現地学習会の強化。
・生産者世帯への普及・啓発の強化。



米飯学校給食の推進 大都市地域での取組を推進
・米飯学校給食週３回の目標達成に向け、大都市地域の実施回数の少ない市区町村
にターゲットを当て民間団体によるごはんで給食フォーラム、メニュー講座等によ
る普及促進を図る。併せて、農政事務所等による米飯給食が低調な大都市の学校給
食関係者等に対する米飯給食の意義やメリット等について普及啓発等を実施する。

米加工品の開発・普及 米粉パンの全国規模での流通の加速
・18年度に始まった外食産業における米粉パン利用等の動きを更に推進するため、
全国米粉食品普及推進会議と連携した普及の取組を実施。

５．主要スケジュール
６月、10～11月頃 食育月間等におけるテレビ媒体等を通じた情報提供
11月 食育健康サミットの開催
11月～１月 ごはんで給食フォーラム・メニュー講座の開催

○ 国産畜産物の消費拡大
１．基本計画策定(H17.3)以降の取組実績
○生乳
・ 食育の一環として、牛乳乳製品の優れた点に重点を置いたPRの実施、機能性等に関す
る調査・研究の推進。また、生産者団体は、若年層をターゲットに「牛乳に相談だ。」キャン
ペーンを展開（首都圏中高生のキャンペーン認知度：86％）。
・ 今後、需要の伸びが期待できる生クリーム、チーズ、発酵乳への生乳の供給拡大を推
進。脱脂粉乳、生クリームによる輸入調製品（乳製品に砂糖、植物油などを混合した製品）
との置き換えを実施。（18年度：脱脂粉乳 36万トン、生クリーム５万トン（年度計画：５万ト
ン））

○食肉
・ 「和牛」や「黒豚」等表示のあり方について、消費者にわかりやすい表示を行うとの観点か
ら「和牛等特色ある食肉の表示に関するガイドライン」を策定したほか、国産畜産物の安全
や表示に関する情報の発信・提供等を推進。
・ 国産乳用種牛肉については、その肉質面や価格面において輸入牛肉と競合関係にあ
り、イメージアップのための「国産若牛」キャンペーンを展開中。
・ 17年度には「肉用牛増頭戦略全国会議」を立ち上げ、18年度からはブロックごと
に肉用繁殖雌牛の増頭についての数値目標を設定。
・ 実需者ニーズに対応した部分肉加工等を行うため、食肉・食鳥処理施設における品質
の向上、機能の向上・改善のために必要な施設整備等に対する支援措置を講じ、業務用・
加工用需要の拡大を推進。
参考値：部分肉加工等を行う食肉・食鳥処理施設の整備 17年度11カ所

18年度18カ所
２．目標に対する位置付け（目標に対してどのような状況にあるのか）

○生乳
平成１５年 平成１７年 平成２７年
（基準年） （目標年）

国内生産量 ８４０万トン ８２９万トン ９２８万トン
１人１年あたり純食料 ９３．１㎏ ９２．０㎏ ９５㎏
自給率 ６９％ ６８％ ７５％

・ 平成27年度目標に向けた生乳の生産は928万トン、一人当たり純供給食料は95ｋｇを見
込んでいるが、飲用牛乳を中心に消費が伸び悩んでおり、生産者団体においては減産型
の計画生産を行っているため、生産量は基準年より減少している。



・ 今後、需要の伸びが期待できる生クリーム、チーズ、発酵乳への生乳の供給拡大
参考値（18年度）

：生クリーム向け 95万トン （対前年同期比＋ 6.4％）
チーズ向け 34万トン（対前年同期比＋ 2.5％）
発酵乳等向け 49万トン（対前年同期比＋16.2％）

○食肉
平成１５年度 平成１７年度 平成２７年度
（基準年） （目標年）

牛 国内生産量 ５１万トン ５０万トン ６１万トン
輸入量 ７４万トン ６５万トン －

肉 国内消費仕向け量 １２９万トン １１５万トン －
１人１年あたり純食料 ６．２ｋｇ ５．６ ７．７㎏
自給率 ３９％ ㎏ ３９％

４３％

豚 国内生産量 １２７万トン １２４万トン １３１万トン
輸入量 １１５万トン １３０万トン －

肉 国内消費仕向け量 ２４１万トン ２４９万トン －
１人１年あたり純食料 １１．６㎏ １２．１㎏ ８．８㎏
自給率 ５３％ ５０％ ７３％

国内生産量 １２４万トン １２９万トン １２４万トン
鶏 輸入量 ５９万トン ６８万トン －
肉 国内消費仕向け量 １８５万トン １９２万トン －

１人１年あたり純食料 １０．１㎏ １０．５ ㎏ ９．１㎏
自給率 ６７％ ６７％ ７５％

食 国内生産量 ３０３万トン ３０５万トン －
肉 輸入量 ２５３万トン ２７０万トン －
計 国内消費仕向け量 ５６１万トン ５６５万トン －

注：牛肉、豚肉については、枝肉ベース、鶏肉については骨付きベースである。

「食肉計」は、馬肉、羊肉、山羊肉、鯨肉等を含む。

・ 国内生産量は、牛肉、豚肉では減少傾向にあり、鶏肉は増加し目標を上回っている。
・ 輸入を含む１人１年当たり純食料は、牛肉は減少し、豚肉、鶏肉については増加傾向に
あり、目標を上回っている。

３．課題
○生乳
特に飲用牛乳の消費が伸び悩んでいる。これは他飲料との競合やカルシウムに富む等の

機能性の面での牛乳の良さが十分理解されていないことによると考えられる。また、生産者団
体においては需要に応じた減産型の計画生産を実施しており、生産量も減少している。

○食肉
・ 牛肉、豚肉の生産量は、高齢化や小規模農家の離農に伴い減少傾向にあり、牛肉で
は生乳需要の緩和による乳用種及び交雑種の出荷頭数の減少も要因となっている。
・ 鶏肉の生産量は、中国、タイ等における高病原性鳥インフルエンザの発生に伴い、国
産品の需要が高まったことにより増加している。
・ 豚肉、鶏肉の供給量が増えているのは、米国産牛肉の輸入停止措置に伴う牛肉消費
減の代替需要と考えられる。

４．平成19年度の取組方針
○生乳
・ 牛乳乳製品の優れた点に重点を置いたPRの実施、機能性等に関する調査・研究の推
進、今後需要の伸びが期待できる生クリーム、チーズ、発酵乳への生乳の供給拡大等に積
極的に取り組むこととしている。（なお、チーズについては、これまでの農林水産省の取組
等を踏まえ、乳業大手3社が19年度以降北海道においてチーズ工場の新増設を順次行う
こととなっている（供給拡大計約30万トン）。）
・ 現在牛乳のペットボトル利用について厚生労働省において審議中であり、１９年度中に



使用が可能となる見込み。

取組目標
・ 生クリーム、チーズ、発酵乳への生乳の供給拡大（21年度までに42万トン拡大）

○食肉
・ 和牛等特色ある食肉の表示に関するガイドラインについて、パンフレット等によ
る情報提供や関係団体への説明会等を通じた普及・啓発を図る。

・ 肉用牛増頭戦略全国会議において、ブロックごとに肉用繁殖雌牛の増頭について、
数値目標を設定し、肉用牛の増頭を推進。全国で12000頭増頭する目標を決定。

・ 業務用・加工用需要に対応した供給体制の確立のための施設整備等を引き続き実
施していく。

取組目標
・ 肉用繁殖雌牛の増頭による国産牛肉の増産
・ 実需者ニーズに対応した部分肉加工等による業務用・加工用需要の拡大
５．主要スケジュール
○生乳
平成19年４月～ 生クリーム、チーズ、発酵乳への供給拡大

脱脂粉乳、生クリームによる輸入調製品との置き換えを継続実施
平成19年中 ペットボトルの利用について厚生労働省による省令改正
平成20年１月～ 北海道においてチーズ工場が稼働

○食肉
平成19年４月～ ・和牛等特色ある食肉の表示に関するガイドラインについて、団

体への説明会等を実施
平成19年４月 ・肉用牛増頭戦略全国会議を開催し、平成１９年度のブロックご

との肉用繁殖雌牛増頭についての数値目標を設定。
全国で12000頭増頭する目標を決定。



３ 地産地消の推進

１．基本計画策定(H17.3)以降の取組実績
(1)平成17年5月に地産地消推進検討会を設置し、17、18年度のそれぞれの検討会にお
いて、①地産地消推進行動計画の策定、②地産地消の今後の推進方向を検討を実施
(2)農林水産省等ホームページに地産地消の情報コーナーを開設するとともに、18年12
月に地産地消サイトを公開、19年1月に国際シンポジウムを開催、地産地消の広報誌
を発刊するなど情報発信を実施
(3)地域における地産地消の実践的な計画策定において、食育や食品産業との連携によ
る取組の促進を図るために関係局が連名で通知を発出
(4)地産地消の実態及び推進効果については、農産物直売所の実態や利用動向の調査、
地産地消がもたらす効果についてアンケートにより調査を行ったところ。結果につい
てはホームページに掲載する予定
(5)地場農産物の学校給食等地域内活用促進手法の検討を踏まえ、指針を作成（とりま
とめ中）都道府県、農政局、市町村農業委員会、都道府県農業会議に配布予定
(6)地産地消が関連するイベントやセミナー等において、食事バランスガイドや地域版
食事バランスガイドを配布。食育の活動と連携しながら順調に推進
例：① 東海農政局において、”食”のフォーラムin東海を開催した際に、バランス

ガイドの啓発と地産地消のパネル展示、パンフレットの配布を実施
② 地場農産物を使用した地域版食事バランスガイドの策定の推進

(7)地場農産物の学校給食や観光への利用促進のため、他省庁との連携促進
例：近畿農政局において地場農産物活用促進チームを設置し、学校給食関係者の意
見交換会の開催などを実施するとともに、近畿運輸局と観光における地産地消推
進戦略会議を共同開催し、推進を促進

２．目標に対する位置付け（目標に対してどのような状況にあるのか）
地産地消の全国展開を図ることを目標として、以下の取組を実施

(1)平成17年度は、全国市町村数の1/3 にあたる600地区での策定を目標に推進した結
果、17年度末において618地区で計画が策定された。更に平成19年度末までに全国市
町村数の1/2にあたる900地区において計画策定を目標に取り組んでいるところである
が、平成18年度末までに全国918地区にて策定見込みとなり、計画策定は順調に進行。
（策定主体毎の数については精査中）
17年度までに策定された618地区の計画の取組を見ると、直売所による販売促進や

学校給食等への活用促進が7割、観光や外食産業、量販店における活用促進は3割程度
となっている。

○ 地域における地産地消の推進計画の策定数
目 標 実績

17年度 600地区 618地区
18年度 900地区 918地区

（19年度末） （都道府県、JAの計画含む）

○ 農家による販売を目的とした農産物の加工や直接販売の取組の推移
事業種類別 平成12年 平成17年 H17/H12

農産物の加工 20,271件 23,913件 118
店や消費者に直接販売 83,705件 331,347件 396

(2)学校給食について地場産物の使用割合を平成16年度21%から平成22年度までに30%以
上に高めるように推進

○学校給食における地場産物の使用割合
平成14年度 平成15年度 平成16年度 平成17年度 目標（平成22年度）

使用割合 20% 21% 21% 23.7% 30%



３．課題
・地産地消については、地域における地産地消推進計画が目標どおり順調に策定され
てはいるものの、一方で、推進活動に行き詰まり感がある地域が多くなってきており、
以下の課題が考えられる。
①今後、推進活動に役に立つ情報をどのように収集し、提供していくのか。
② 地産地消推進活動の関係者、活動の仲介をしてくれる人材をどのように育成して
いくのか。
③ 地域における計画の中で、まだ取組が少ない観光や商工業との連携をどのように
進めていくべきか。
④ 地域の自主的な取組として定着させるべきではないか。
⑤ 消費者が地場農産物を入手できる環境の整備はどうなっているのか。
⑥ 学校給食における地場農産物の取扱の割合をどのように向上させるのか
４．平成19年度の取組方針
① 地産地消の更なる推進を図るため、全国地産地消推進協議会等を通じて、優良事
例など地産地消に関する情報の収集、提供を行い、関係者が必要としている情報の
共有を図る。
② 農業と給食、商工、観光業等の地産地消関係者を結びつけるコーディネーターを
育成する。
③ 19年度地産地消推進特別対策において、農業と農業以外の関連産業（給食や観光、
商工）との連携を強化した地産地消のモデルタウン構想の実現を支援し、全国の推
進モデルとなる活動についての情報を提供する
④ 地産地消を地域の自主的な取組として定着させるために、①交付金等を活用した
施設等の条件整備、②地場農産物の高付加価値化のための商品開発、③優良事例の
収集・経営状況等の調査分析等を推進する。また、地産地消に関する優良事例等の
情報について、ホームページ等各種媒体、国際シンポジウム（仮称）、全国フォーラ
ム（仮称）等、あらゆる機会をとらえて発信する。
⑤ 地産地消の実践的な計画策定地区における食品小売店に対し、地場農産物の取扱
店数並びに取扱品目数の拡大するよう積極的に働きかけ、地域における地場農産物
の生産、消費の拡大を推進する。
⑥ 学校給食における地場農産物の割合を向上させるため、農林水産省、地方自治体
は、計画策定地区において、地場農産物が学校給食や外食産業の食材として一層活
用されるよう、外食、給食団体等による地域の学校、給食、外食関係者への働きか
けを強化する。
【目標】
・学校給食における地場産物の使用割合の向上
２３.７％（17年度） → ３０％以上（22年度）

５．主要スケジュール
・５月 地産地消推進検討会（平成１９年度地産地消行動計画の決定等）



４ 国産農産物に対する消費者の信頼確保

○トレーサビリティ・システムの導入促進
１．基本計画策定(H17.3)以降の取組実績
・ 生鮮食品、加工品に関するシステム開発及び実証実験を実施（公募方式、14課題採
択）
・ トレーサビリティ・システム導入のガイドラインを作成（養殖魚、海苔）

２．目標に対する位置付け（目標に対してどのような状況にあるのか）
【目標】トレーサビリティ・システムを導入した品目割合：50％（19年度）（生鮮品、低

加工品）
・ 17年度の導入品目割合は40％（食品産業動向調査）であり、着実に増加。

３．課題
・ 18年度までに、生産から小売までの各事業者がそれぞれ構築したシステムを連携す
るシステム、生産段階の小規模事業者を対象とした生産記録入力システム等の開発・
実証に取り組んだ。
他の生産から小売系統の流通経路情報等を利用できる相互の乗り入れが可能なシス
テムや加工・流通段階のシステムの開発・実証は、19年度目標の達成に資するもので
あることから、これらのシステムの開発・実証が必要。
・ 統一的なシステム開発の方向性を示し、標準的な情報伝達内容を定めた品目別ガイ
ドラインの策定を生産者、流通関係者等との連携により進めていくことが必要。
・ 目標達成に向け、引き続きトレーサビリティ・システムの普及が必要。

４．平成19年度の取組方針
・ 先進的トレーサビリティ・システムの開発・実証（公募）
他の生産～小売系統の流通経路情報等を利用できる相互乗入れ可能なシステム
加工・流通段階の安全管理に活用できる HACCP等と連結したシステム
・ 品目別のトレーサビリティ・システム導入のガイドラインの作成
・ パンフレットやセミナーを通じ、トレーサビリティ・システムの普及を推進

５．主要スケジュール
・ システム開発及び実証実験の実施（19年度中）
・ 品目別のトレーサビリティ・システム導入のガイドラインの作成（19年度中）
・ 地方セミナーを全国９ヶ所で開催（19年度中）

○ＧＡＰ手法（農業生産工程管理手法）の導入・推進
１．基本計画策定(H17.3)以降の取組実績
（H17.3-H18.11)
消費者の関心が高い食品の安全性確保を目的に、食品安全ＧＡＰを普及推進
（１）「『食品安全のためのＧＡＰ』策定・普及マニュアル（初版）(H17.4)」、農業
環境規範や食品安全ＧＡＰ、さらには生産者団体の実施する生産履歴記帳運動な
どを一体的に進める「入門ＧＡＰ(H17.11)」を策定・公表

（２）都道府県の推進体制を整備するとともに、消費者・食品事業者も交えたシンポ
ジウムの開催、指導者層を対象とした研修会等の開催

（３）食の安全・安心確保交付金を活用した産地実証への支援
（４）農林水産省ホームページ内に「食品安全ＧＡＰ」を設け情報発信を実施

(H18.11-)
食品の安全性確保だけではなく、品質の確保、環境の保全等の目的に対応し、農業

生産工程を管理し、適正な農業生産を実現するための有効なツールであるＧＡＰの普
及推進を一層強化させるための具体的な方策、手順等について集中的に検討。



２．目標に対する位置付け（目標に対してどのような状況にあるのか）
【目標】
農業者等による自主的なＧＡＰの策定・導入の推進
・主な作物別のＧＡＰの策定と普及のためのマニュアル整備
・交付金を活用した産地実証への支援
・全都道府県の普及推進体制の整備

（１）マニュアル整備
一定の作物ごとに全国的に汎用性の高いＧＡＰ手法（基本的ＧＡＰ手法）のモデル

を作成・公表（19年３月）。
また、ＧＡＰ手法を生産現場へ普及推進するためのパンフレットを作成（19年３月）。

（２）実証産地数の拡大
「食の安全・安心確保交付金」等の活用等により都道府県、市町村、ＪＡ等が事業

実施主体となってＧＡＰの実証に取り組む産地数の推移。
平成17年度 15産地
平成18年度 92産地

食の安全・安心確保交付金 78産地
県単事業 14産地

（他に、民間の推進団体の認証を取得している農業者等が約100件）

（３）都道府県の普及推進体制
都道府県におけるＧＡＰ推進のための推進会議等の設置状況

平成17年度 32道県
平成18年度 43道府県

３．課題
（１）ＧＡＰ手法については、モデル的な取組から全国への普及の段階を目指し、基
礎的ＧＡＰ手法の普及をできるだけ広範に行う必要。
また、生産現場における取組状況やＧＡＰ手法の意義について、生産者、消費

者及び食品事業者の間で積極的な情報の提供、意見交換等を図る必要。

（２）現在、既に、民間において高度なＧＡＰ手法の取組が行われており、またＪＡ
においては生産履歴記帳が実践されていることから、相互の関連に留意しつつ、
全体として、それぞれの目的に応じたＧＡＰ手法の導入・推進を図っていく必要。

４．平成19年度の取組方針
（１）の課題に対しては、ＧＡＰ手法自体の普及に重点を置き、基礎的ＧＡＰ手法の
モデル（19年３月公表）及び導入の手引き（ＧＡＰ手法導入・推進の基本マニュ
アル（仮称））を作成・活用し、全国的に普及（19年度は、300産地においてＧＡ
Ｐを導入）を図る。
また、シンポジウム、意見交換会の開催等を通じて、生産現場における取組状

況やＧＡＰ手法の取組意義について、生産者、消費者及び食品事業者の間で情報
の提供、意見交換を積極的に推進。

（２）の課題に対しては、行政機関、学識経験者、生産者団体、流通団体、消費者団
体等からなる「ＧＡＰ手法導入・推進会議」を立ち上げ、ＧＡＰ手法の普及につ
いて国の考え方を周知するとともに、運動を推進する。

５．主要スケジュール
４月～ 各種担当者会議、団体会議等において取組の推進について周知
６月～ ＧＡＰ手法導入・推進会議の立ち上げ

普及指導員研修の実施（年２回）
７月～ 地方農政局単位でのブロック別セミナーの開催

ＧＡＰ手法導入・推進マニュアル（仮称）の公表



○食品表示の充実
・食品表示の適正化と消費者ニーズ等を踏まえたＪＡＳ規格の導入の推進
・外食における原産地表示に関するガイドラインの普及

１．基本計画策定(H17.3)以降の取組実績
（１）食品表示の信頼確保のため、地方農政局等の担当職員が、恒常的に小売店舗等
を巡回するとともに、社会的ニーズを踏まえ選定した特定の品目を対象に、その
表示の根拠まで含めて徹底した監視・指導を実施。また、食品表示110番や食品表
示ウォッチャー等消費者の協力を得た日常的な監視、ＤＮＡ分析技術等科学的手
法を活用した食品表示の科学的検証を実施。
これらの監視活動により、不適正表示が確認された場合はＪＡＳ法に基づく指

示・公表等厳正な措置を実施。

（２）消費者に農産物や食品の情報が正確に伝わるよう、生産情報公表農産物のＪＡ
Ｓ規格（17年6月）、生産情報公表加工食品（豆腐、こんにゃく）のＪＡＳ規格（1
9年3月）及び有機畜産物等のＪＡＳ規格（17年10月）に制定。
また、17年6月のＪＡＳ法改正により制定が可能となった流通情報に関するＪＡ
Ｓ規格制定に向けて18年度から検討を開始。

（３）食品表示をさらにわかりやすいものに改善するため、農林水産省と厚生労働省
が共同で開催する「食品表示に関する共同会議」において、食品表示基準全般に
ついて調査審議を実施し、表示事項が消費者にとって見やすく工夫できること等
を内容として加工食品品質表示基準を18年8月に改正。なお、加工食品の原料原産
地表示については、生鮮食品に近い20食品群について18年10月から義務化。

（４）原料の原産地表示に関するガイドライン
① 17年7月、外食における原産地表示に関するガイドラインを策定。これまで、
ガイドラインの普及・啓発に向けて、パンフレット（17年度15万部、18年度20
万部）、マニュアル(2万部)の配布、Ｑ＆Ａの作成、政府広報・農林水産省の公
報誌、ホームページ等での情報提供、全国48ヶ所において関係業者等への説明
会等を行ったところ。
② 18年6月、豆腐・納豆の原料大豆原産地表示に関するガイドラインを策定。こ
れまで、ガイドラインの普及・啓発に向けて、パンフレット(7万部)の配布、Ｑ
＆Ａの作成、政府広報・農林水産省の公報誌、ホームページ等での情報提供、
全国9ヶ所において関係業者等への説明会等を行ったところ。

（５）和牛等特色ある食肉の表示に関するガイドライン
「和牛」や「黒豚」等表示のあり方について、消費者に正しい情報を伝えるわかりやす

い表示を行うとの観点から、「和牛等特色ある食肉の表示に関するガイドライン」を策定（1
9年3月）。

2．目標に対する位置付け（目標に対してどのような状況にあるのか）
（１）食品表示と JAS規格

17年度の恒常的な調査（一般調査）における不適正表示率は14．8％となって
おり、これを継続して維持、さらに削減させるため、表示基準に従った適正な
表示がなされるよう強力に監視・指導を行うとともに、「食品の表示に関する共
同会議」において表示基準全般に関する調査審議を継続して実施すること等に
より、消費者が安心して食品を選択できる環境の整備に努めているところ。

【目標】20年度までに恒常的な調査（一般調査）における調査対象店舗の不適正表
示率を2割削減（15年度：25．3％）

（２）原料の原産地に関するガイドライン
①外食事業者における原産地表示の実施状況について、継続調査を実施している
ところ。



【目標】全国展開をしている大手外食事業者（ファミリーレストラン、ハンバーガー
店、牛丼店）における原産地表示の実施率：概ね100％

【現状】当省による外食関係事業者団体（中小事業者も含む）を対象とした外食事業
者における原産地表示の実施状況調査（19年3月時点）では、実施率は42.6％（事
業者ベース）。原産地表示を実施していない者の58.3％が、「納入業者の協力や
具体的方法のアドバイスが得られるなど、環境が整えば原産地表示を実施した
い」と回答｡
日本経済新聞社による「第32回日本の飲食業調査（2005年度店舗売上高1位か
ら200位まで）」に掲載されている企業のうちファミリーストラン、ハンバーガ
ー店、牛丼店それぞれの売上高上位５位の企業における原産地表示の実施率は
概ね100％（事業者ベース）。

②豆腐・納豆の原料大豆原産地表示ガイドラインについては、策定後1年を目処に
原料原産地表示への取組状況を調査することとしている。

【目標】
原料大豆の原産地表示をしている豆腐・納豆製造業者等の増加

（３）和牛等特色ある食肉の表示に関するガイドライン
「和牛等特色のある食肉の表示に関するガイドライン」を19年3月に策定。

3．課題
（１）食品表示については、依然として違反事例が後を絶たず、引き続き監視・指導
活動の徹底が必要。

（２）生産情報公表ＪＡＳや有機ＪＡＳなど特定ＪＡＳ製品のさらなる普及を図るた
めの取組が必要。

（３）ＪＡＳ制度のみならず食品表示全般について消費者の理解を広げるため、食品
表示制度のさらなる普及・啓発が必要。

（４）原料の原産地に関するガイドライン
①外食における原産地表示に関するガイドラインについて
現状を踏まえ、原産地表示の実施率を向上させるために、外食事業者が原産地

表示を実施できるような環境作りが重要｡このため、引き続き、外食事業者による
自主的な取組を促進していく必要｡

②豆腐・納豆の原料大豆原産地ガイドラインについて
豆腐・納豆業界は中小零細企業が大半を占め、数年分の包装資材を一括して購

入することが多い。また、一度に大量の原料大豆を購入する場合、新たな大豆を
購入するまでに間隔がある。これらの場合、新たな包装資材の切り替え間隔が数
年にわたることがあるため、切り替えのタイミングに合わせ取組を開始するよう、
引き続きガイドラインの普及・啓発に努める必要。

（５）和牛等特色ある食肉の表示に関するガイドライン
食肉販売事業者等に対してガイドラインの普及・啓発に努める必要。

4．平成19年度の取組方針
（１）地方農政局等による食品表示の監視・指導活動については、継続して実施。
（２）特定ＪＡＳ製品の流通の拡大と消費者の購買活動につながる普及・啓発を実施。
（３）「食品の表示に関する共同会議」において、表示基準全般について継続して調査
審議を行うとともに、ＪＡＳ制度のみならず食品表示全般について消費者の理解
を広げるため、食品の表示制度の普及・啓発を推進。

（４）原料の原産地に関するガイドライン
①外食における原産地表示に関するガイドラインについて
原産地表示の取組が先進的に進められている事例、取組が遅れている業種等を



把握し、その理由の分析を行った上で、効果的な普及・啓発を行う｡
引き続き、外食事業者が表示を行うための具体的な手法について、パンフレッ

ト・マニュアルによる情報提供や関係団体への説明会等を実施し、原産地表示実
施のための環境整備を支援｡
②豆腐・納豆の原料大豆原産地ガイドラインについて
ガイドライン策定後1年を目処に原料原産地表示の取組の実態調査を行い、関係
業界団体を通じた説明会の開催や、団体の広報誌への寄稿等を通じた積極的な普
及・啓発を図る。

（５）和牛等特色ある食肉の表示に関するガイドライン
パンフレット等による情報提供や関係団体への説明会等を通じた普及・啓発を図
る。

5．主要スケジュール

・19年度中に生産情報公表養殖魚のＪＡＳ規格を制定。
・19年度中に原料原産地表示対象品目にあげ落花生（バターピーナッツ）と緑茶飲料
を追加。（2年間の移行期間経過後、義務化）
・外食における原産地表示に関するガイドラインについては、外食事業者の取組状況
を継続的に把握するため平成19年度中に実態調査を実施。
・豆腐・納豆の原料大豆原産地ガイドラインについて、ガイドライン策定後1年（19年
6月）を目処に原料原産地表示の取組の実態調査を実施。
・和牛等特色ある食肉の表示に関するガイドラインについて、関係団体への説明会等
を実施。



【 農業生産面 】



１ 経営感覚に優れた担い手による需要に即した生産の促進

１．基本計画策定(H17.3)以降の取組実績
（１）平成17年２月以降、全国(1)、都道府県(47)、地域(1,016)の各段階に、行政・
農業関係団体等で構成する担い手育成総合支援協議会を設置し、各段階の協議会
で担い手育成・確保の数値目標を明確にしつつ、行政・農業関係団体等が連携し
ながら担い手の育成・確保を行う「担い手育成・確保全国運動」を展開。

（２）平成17年７月以降、農業経営基盤強化促進法に基づく都道府県基本方針、市町
村基本構想について、見直し時機が到来したものから、順次、見直し。

（３）平成17年10月に「経営所得安定対策等大綱」を省議決定し、品目横断的経営安
定対策について、対象者の要件、対象品目、支援の仕組みなどを具体化するとと
もに、18年１月以降、担い手育成・確保運動の一環として、①農林水産省内に都
道府県別担い手育成責任者を設置、②都道府県別担い手責任者による品目横断的
経営安定対策の対象となる担い手の育成に向けた都道府県等への働きかけ等を実
施。

（４）担い手育成運動の実施状況を把握するため、四半期ごと（３月末・６月末・９
月末・12月末）の認定農業者数、特定農業法人数、特定農業団体数を把握・公表。

（５）平成18年６月に「農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関す
る法律」、「同施行令」、「同施行規則」を制定し、品目横断的経営安定対策の制度
的な枠組みが整備。

（６）平成18年７月に「経営所得安定対策等実施要綱」を省議決定し、品目横断的経
営安定対策の支援単価、事業規模等を具体化。

（７）品目横断的経営安定対策が平成19年産から導入されることに伴い、平成18年９
月から11月までの間、秋まき麦を作付ける農家を対象に本対策への加入申請の受
付を実施。
その結果、平成18年９月から11月までの加入申請において、19年産４麦計作付

計画面積については18年産４麦計作付面積の９割に相当する申請となった。

（８）担い手に対する支援の集中化・重点化を一層推進する観点から、平成19年度予
算等において、品目横断的経営安定対策と併せて、
① スーパーＬ資金等の無利子化
② 無担保、無保証によるクイック融資
③ 融資主体型補助の実施
④ 担い手への農地集積面積に応じた実績払いの導入
⑤ 農業経営基盤強化準備金の創設
等といった斬新な手法により、担い手のメリットを大幅に充実・強化するための
施策を措置

２．目標に対する位置付け（目標に対してどのような状況にあるのか）
・認定農業者数については、概ね順調に増加している。
平成18年12月末現在 農業経営改善計画認定数：219,347

うち法人：10,399
特定農業法人数：446
特定農業団体数：1,067

【目標】
「農業構造の展望（平成27年）」
効率的かつ安定的な農業経営 家族農業経営：33～37万程度

集落営農経営：２～４万程度
法人経営：１万程度



２ 食品産業と農業の連携の強化

○ 加工・業務用需要への対応（野菜）
１．基本計画策定(H17.3)以降の取組実績

○ 加工・業務用需要に対応した野菜生産の現地実証試験を実施
○ 加工・業務用需要に対応した野菜生産に関するガイドラインを作成・普及

（17･18年度）
17年度：ほうれんそう、レタス、トマト
18年度：キャベツ、だいこん、にんじん、たまねぎ、ねぎ

○ 都内及び大阪市内において加工・業務用野菜産地と実需者との取引機会を創出し
ていくための産地と実需者との交流会事業を実施（18年度）

○ 各ブロックにおいて地域における加工・業務用野菜の推進のための課題検討会、
17年度に策定した品目別・用途別ガイドライン（ほうれんそう、レタス、トマト）
を活用した具体的な生産・出荷体制の確立を図るためのセミナー等を実施

○ 各ブロックにおいて、生産者と実需者との相互理解を醸成するための現地交流・
研修会を実施

○ 新たに加工・業務用向け野菜の契約栽培に取り組む産地の参考に資するための標
準的な取引手順、契約書様式を作成

○ 契約取引に取り組む産地のリスクを軽減する契約野菜安定供給事業の拡充・運用
改善を決定

２．目標に対する位置付け（目標に対してどのような状況にあるのか）

○ 加工向け出荷数量は、17年度は65.9万トンとなり16年度に比べ4千トン上
回った
・ 品目別・用途別ガイドラインの作成・配布により、産地の意識改革や加工・業務
用ニーズへの理解増進、取組機運の醸成が図られた

・ 加工・業務用向け野菜に取り組む際の参考となる標準的な取引手順、契約書様式
の作成や地域毎の課題を検討するセミナー等の開催によって農業団体、都道府県担
当者等の取組機運の推進が図られた。

・ 交流会の実施により産地と実需者の相互理解が進み、取組の拡大につながった等
一定の成果が得られた。

○取組目標 ： 加工向け野菜出荷数量が前年を超えること
16年度 65.5万トン → 17年度 65.9万トン（対前年費101％）

　加工向け出荷数量(t)
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○ 野菜に関する目標値

平成１５年 平成１６年 平成１７年 平成２７年
（基準年） （目標年）

国内生産量 １，２８６万トン １，２３４万トン １，２４８万トン １，４２２万トン
輸入量 ２８１万トン ３１５万トン ３３７万トン －
国内消費仕向け量 １，５６６万トン １，５４９万トン １，５８３万トン －
１人１年あたり純食料 ９５．０㎏ ９３．８ｋｇ ９６．２㎏ １００㎏
自給率 ８２％ ８０％ ７９％ ８８％

３．課題

○ 輸入にシェアを奪われている加工・業務用需要に対する野菜の取り組みを進めて
きた結果、減少傾向にあった加工向け野菜の出荷量は横ばい又は増加する傾向がみ
られている。しかしながら、目標達成のためには、加工・業務用需要への対応が依
然として不足しているため、国産野菜安定供給体制の確立に向け更に取り組む必要
がある。

・ 国産野菜の供給が不安定になる時期のスポット輸入が周年輸入につながっている
品目や国内生産が少ないため輸入品の利用が多い品目がある。

・ 産地で契約取引を進める人材が不足している。

４．平成19年度の取組方針

○ 今後、加工・業務用向け野菜の出荷数量を更に増やすため、
（加工向け出荷数量：66万ｔ→70万ｔ（21年度））

・ 端境期における国産供給が不安定な品目や、国内生産が少なく安定的調達が困難
な品目について、国産野菜の生産拡大に向けた取り組みを行う。

・ 加工・業務用需要に対応した皮むき、カット等の一次加工施設やパッケージング
を行うための処理加工施設、定時・定量供給体制の構築に向けた集出荷貯蔵施設等
の整備に対して支援し、加工・業務用産地の体制を整備する。

・ 実需者ニーズに対応した生産を拡大するために、契約取引に取り組む産地側の人
材育成を進めるとともに、19年度から拡充・強化した「契約野菜安定供給制度」へ
の加入を拡大する。（加入都道府県数：7→23（21年度））

５．主要スケジュール

4月～ 既存産地の出荷時期の拡大や新規産地の育成に向けた１９年度中に生産
現場での実証を開始

4月～ 生産から販売まで一貫して対応出来る産地側の契約取引に取り組む人材
育成のため、セミナー等を各ブロックで開催

5月～ 新たな野菜価格安定制度等に関するブロック説明会
（契約野菜価格安定制度の加入促進）

7～11月 加工・業務用野菜産地と実需者との交流会（３回）



○ 食料産業クラスターによる国産農産物の利用拡大
１．基本計画策定(H17.3)以降の取組実績

（１）食料産業クラスターの形成推進関係
○ 食料産業クラスター（食品産業が中核となって農林水産業と関連産業を含めた
連携）の形成を促進するため、都道府県レベルの食料産業クラスター協議会の設
立を推進。
【１７年度当初：０ヵ所 → １９年４月末：４３ヵ所】

○ 都道府県レベルの食料産業クラスター協議会の設立の進展を受けて、地域間の
情報交換及び交流を促進するため、各農政局毎にブロック単位の食料産業クラス
ター協議会を設立。
【１７年度当初：０ヵ所 → １７年度末：７ヵ所（完了）】

○ 食料産業クラスターの抱える生産、経営、技術等の共有課題の収集・解決や食
料産業クラスターの発展に関する方策等を検討するため、全国各地の食料産業ク
ラスター協議会等を構成員とする「全国食料産業クラスター協議会」の設立期成
会を１９年３月２２日に開催。

（２）重点支援モデル地区の選定関係
○ 優良な食料産業クラスターの設置を全国的に展開するため、産官学の連携体制
が構築されていること等を基準として、全国５ヵ所の「小豆島食料産業クラスタ
ー」等の食料産業クラスターを関係各局長の連名で「モデル地区」として選定（１
８年７月）。
また、１８年９月までに、「モデル地区」に対する支援体制を強化するため、

各農政局内に農政局各部を構成員とした支援体制を構築。

（３）新製品開発関係
○ 国産農水産物を活用し、消費者ニーズに即した高付加価値食品を開発するため、
製品開発に必要な成分分析、製品の試作等に対して支援を実施し、計８５品目の
製品を開発。

【１７年度：３２品目（例：鶏醤（北海道）、加賀野菜プリン（石川）】
【１８年度：５３品目（例：牡丹リキュール（島根）、ハトムギカステラ（栃木））】

（４）地域ブランド推進関係
○ 地域食品ブランド表示基準「本場の本物」の認定制度の創設

地域の伝統食品の高付加価値化、差別化を図るため、地域食品等について、地
域食品の名称、地域の範囲、原材料、製法等の基準（地域食品ブランド表示基準）
を策定し、当該基準に適合するものについては、商標登録された「本場の本物」
を表示できる制度を１８年２月に創設。現在９品目が認定済み。
【１７年度：６品目（例：「鹿児島壺造り黒酢」、「小豆島佃煮」等）】
【１８年度：３品目（例：「船橋三番瀬海苔」等）】

○ 地域団体商標の登録の推進
１８年４月より商標法の一部が改正され、「地域名」＋「商品名」からなる地

域団体商標制度が創設。農林水産省としても、地域の食品企業団体等の活用を進
するため、１８年度中に全国９ヵ所で知財セミナーを開催。
全体としての登録件数は１９７件、うち食品・農林水産物の登録件数は

９４件（１９年５月１５日現在）。
【登録事例：焼津鰹節、たっこにんにく、関さば等】



２．目標に対する位置付け（目標に対してどのような状況にあるのか）

○ 食料産業クラスターに参画している企業は、国産原材料入荷額が増加傾向を示し
ている。このため、企業における国産農水産物の利用拡大を図るため、国産農水産
物を活用した新たな戦略食品を安定販売できるクラスターの創出を促進する。

（参考）
・食料産業クラスターに参画した食品製造業の売上高
平成17年度 1,746億円→平成18年度 1,761億円【0.9％増】
・食料産業クラスターに参画した食品製造業の国産原材料入荷額
平成17年度 ２８１億円→平成18年度 ２９２億円【4.1％増】
・食品製造企業全体の製品出荷額（工業統計表により推計）
平成17年度 28兆4,845億円→平成18年度 28兆3,650億円【0.4％減】

【目標】
・ 新たな戦略食品を安定販売できるクラスターを１０地区創出する。〈19年度〉

３．課題
（１）組織化された体制を活用し、開発製品の販路開拓、国産原材料の安定調達等、中

小・零細食品企業を主体とした各地域の食料産業クラスターが抱える課題に対応し
た具体的な支援を講じていくことが必要。

（２）食料産業クラスター事業の推進により、食品企業の競争力強化及び国産原材料の
利用拡大に寄与することが必要。

４．平成19年度の取組方針
地域の食料産業クラスターの共有課題に対応した取組として、
① 開発製品の販路開拓を図るため、新たに設立する「全国食料産業クラスター協議
会」に全国各地の食品卸売会社等の商談会情報等を収集するほか、地域の食品企業
に効果的に発信するシステムを構築する。

② 地域の食品企業等が製造する高付加価値化食品の原材料となる地域食材の周年確
保を可能とするため、保管・冷蔵技術の活用、品質・規格均一化に要する機器の導
入等を促進。

③ 中小企業庁との共管法として、今通常国会において成立した「中小企業による地
域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律」に基づき、中小企業施策とし
て実施しているマーケティング支援、ブランド育成支援等の施策も活用し、地方農
政局においても、都道府県及び地方出先機関等との連携を図りながら、食料産業ク
ラスター展開事業の加速化を図る（農林水産品・食品を地域産業資源として活用す
る取組について、農林水産大臣が主務大臣として主体的に関与。）。

５．主要スケジュール
○ 食料産業クラスターを通じた新製品開発、販路開拓、地域食材の原材料の安定調
達等を推進（１９年４月～２０年３月）

○ 全国食料産業クラスター協議会の設置を通じた、販路拡大を図るための商談会情
報等の収集・発信体制の構築・運営
１９年 ６月～ ９月 ：検討会の開催
１９年１０月～２０年３月：情報の収集、発信

○ 「地域産業資源活用法」の活用の推進
１９年４月～６月：地方農政局等に対する制度内容等の周知
１９年８月～ ：都道府県が策定する基本構想（地域産業資源の指定等）の認

定（中小企業庁との連携（予定））
１９年９月～ ：地域産業資源活用事業計画の認定（ 〃 ）



３．課題
（１）「農業構造の展望（平成２７年）」で示す姿の実現に向けて、引き続き、認定農
業者及び集落営農組織の育成・確保を図る必要がある。また、認定農業者及び集
落営農組織が、着実に効率的かつ安定的な農業経営へ発展するよう、認定計画等
のフォローアップ対策を講じる必要がある。
特に、集落営農組織については、法人化計画に即して５年以内に法人化が図ら

れるよう、支援施策の充実を図る必要がある。
（２）引き続き、担い手への施策の集中化・重点化を図るとともに、各種支援策の普
及・啓発を図る必要がある。

（３）担い手の利便性の向上と経営改善を促進する観点から、担い手育成総合支援協
議会の支援体制の強化と、地域段階の担い手育成総合支援協議会の設置を促進す
る必要がある。

４．平成19年度の取組方針
（１）認定農業者及び集落営農組織の育成・確保とその認定計画等のフォローアップ
対策や集落営農組織の法人化への支援。
① 平成19年度に創設する「担い手アクションサポート事業」により、担い手の
計画達成状況のフォローアップを実施。
② 集落営農組織の法人化の推進。

（２）各種担い手向け支援策の充実・強化や集落営農の組織化メリットの周知徹底
① 平成19年度予算において、品目横断的経営安定対策と併せて、担い手に対し、
従来の発想を超えた斬新な手法で、強力な政策支援を実施することの周知徹底。
② 集落営農を組織化した場合のスケールメリットや集落営農組織への参加メリ
ット（生産資材等の低コスト化、機械利用の合理化等の経費節減による収入増）
を具体的な事例で示すなどにより更に周知。

（３）米の生産調整非参加者への働きかけ
米の生産調整非参加者に対して、生産調整実施者となって認定農業者となれば、
品目横断的経営安定対策に係る交付金等による支援、19年度から担い手を対象に
拡充される金融、税制面での特例措置など、各種のメリット措置が受けられるこ
とについて周知。

（４）担い手育成に係る関係機関の連携体制の構築・強化
① 担い手育成に係る関係機関の連携体制の構築・強化
担い手育成・確保については、担い手育成総合支援協議会を中核としつつ、米

政策改革推進対策の実施主体である水田農業推進協議会等関係団体との連携体制
の構築・強化（合同会議の開催や協議会組織の一体化など）を一層進めることに
より、関係機関が一体となって推進。
② 地域担い手育成総合支援協議会の設置促進
地域段階の担い手育成総合支援協議会については、18年12月末現在で1,016設立
されているが、市町村数のカバー率は約72％にとどまっていることから、全ての
地域での設置を目指した働きかけを強化。

５．主要スケジュール
３月 担い手育成・確保の目標（アクションプログラム）の公表
３月末・６月末・９月末・12月末 認定農業者数、特定農業法人数、特定農業団体

数の把握と公表
（公表時期はそれぞれ約２ヶ月後）

＜品目横断的経営安定対策関係＞
４月 法施行
４月～６月 19年産米・大豆等に係る加入申請開始
６月～８月 20年産秋まき麦に係る加入申請開始



３ 効率的な農地利用の推進

○ 優良農地の確保及び耕作放棄地の解消
１．基本計画策定(H17.3)以降の取組実績
○優良農地の確保
（１）農振制度の客観性・透明性の向上を図るため、平成17年９月に農振法の一部

を改正し、農業振興地域整備計画の策定・変更に当たって地域住民の意見を反
映させる仕組みを導入。

（２）農業委員会による立入調査の活用等都道府県と農業委員会の連携により違反
転用に迅速に対応するよう関係機関に依頼（平成17年９月に通知の発出。）

（３）平成17年11月に農用地等の確保等に関する基本指針を改定し、耕作放棄地解
消のための対策についても新たに記載した。

（４）優良農地の確保に向けた農振制度及び農地転用許可制度の厳格な運用の徹底
のため、
①平成18年７月に農地の公共転用における関係部局間の連携の強化するため関
係省庁と調整の上通知を発出。
②平成19年３月に一般的な運用適正化について省令改正、通知発出を予定。

○耕作放棄地関連
（１）平成17年９月、基盤強化法を改正（担い手への農地の利用集積の加速化、体

系的な耕作放棄地対策の整備、特定法人貸付事業の創設（農地リース方式によ
る一般企業等の農業参入の全国展開））。

（２）平成17年10月に省内関係課による「耕作放棄地対策プロジェクトチーム」を
設置し、耕作放棄地対策工程表を策定。

（３）地方公共団体における耕作放棄対策の推進のため、①平成17年度末に全国９
ブロックで地方公共団体・農業委員会組織への「耕作放棄地対策推進ブロック
キャラバン」の実施、②平成18年１月に市町村等に対し耕作放棄地面積の把握
の考え方について通知、②平成18年６月に「耕作放棄地対策推進の手引き」を
作成し市町村等の関係機関に配布を行った。

（４）平成18年12月に、「農振農用地区域内の耕地及び耕作放棄地面積調査」を実施
し、４月に公表。

（５）市町村基本構想の速やかな見直し、特定法人貸付事業の円滑な実施等を図る
ため、市町村等を対象とした「特定法人貸付事業等推進会議」を全国１０箇所
で開催。

２．目標に対する位置付け（目標に対してどのような状況にあるのか）
・ 基本計画記載事項については、すべて実施済み。
・ 平成27年において450万haの見込みとしている農地面積については、平成18年見込
み467万haに対して、平成18年実績が467万haと見込み通り推移している。

・ 耕作放棄地発生面積については、すう勢では平成17、18年の２年間に4.7万ha発生
する見込みであったが、各種施策の発生抑制効果により2.3万haの発生に抑えられて
いる。

・ 農地転用面積については、平成17、18年の２年間の見込み2.5万haに対して、実績
が2.6万haとほぼ見込み通り推移している。

※各年の見込み面積は平成27年の見込みを毎年均等割で算出

・ 一般企業等の農業参入法人数は、平成18年9月1日現在173法人。（22年度末におけ
る目標数500法人の約3割）

３．課題
・ １のとおり「農用地等の確保等に関する基本指針」において耕作放棄地対策に積
極的に取り組む方針を出したところであり、今後その方針を都道府県の策定する農
業振興地域整備基本方針に反映するよう促していくことが必要。

・ 都道府県による農業振興地域整備基本方針の変更は、47のうち１都道府県に留ま



っているため、都道府県の農業振興地域整備基本方針の変更を促進し、耕作放棄地
対策等優良農地の確保に引き続き取り組んでいくことが必要。

・ 特定法人貸付事業及び体系的耕作放棄地対策実施の前提となる市町村基本構想の
見直しは、平成18年8月末で7割程度。12月末までに8割程度の市町村が見直しを終え、
19年3月までにほぼ完了の見込み。今後は、重点的に施策を行うなどのメリハリをつ
けた対策が必要。

４．平成19年度の取組方針
・ 農地政策全体の検討の中で、優良農地の確保方策を検討。
・ 農業振興地域整備基本方針の変更に向けた都道府県の検討状況を随時点検。
・ 耕作放棄地対策ＰＴにおける「耕作放棄地対策工程表」策定や農振農用地区域内
の耕作放棄面積調査結果を踏まえて、５月以降、各市町村の遊休農地解消計画等の
策定の促進を図る。

・ 耕作放棄地の発生抑制等と農地の保全及び有効利用を図るため、その発生要因等
の調査・分析及び地域農業者が容易に農地を管理できる手法を検討するための調査
を19年度より3カ年実施する。

・ 一般企業等の農業参入については、目標数を達成するため、特定法人貸付事業制
度や農地情報等の情報発信の強化、支援策の積極的な活用を推進する。

５．主要スケジュール
平成19年秋頃 農地政策全体の検討の中で、一定の取りまとめを行う予定

平成19年５月 耕作放棄率等を勘案して早急な取組が必要な市町村の遊休農地
解消計画の策定の促進
耕作放棄地対策工程表を策定

８月～11月 農業委員会による耕作放棄地状況確認
その他の市町村においても遊休農地解消計画の策定を推進する

12月 農振農用地区域内の耕地及び耕作放棄地面積調査を実施
12月～３月 各市町村の遊休農地解消計画の策定状況の点検・管理
３月 耕作放棄地面積等を公表

（企業参入関連）
４月 ３月末時点での市町村基本構想の見直し状況及び一般企業等の

農業参入法人数等を調査。
４月～ ホームページ、メールマガジンによる企業等の農業参入に係る

制度、農地情報、支援策等の提供
４～６月 遊休農地に係る農業委員会の指導に関する手続規程の整備状況

等の調査
４～９月 農業参入促進のための手引書作成・配布
４～３月 農業参入促進のための研修会の開催（全国７箇所）
10月 法人参入状況の把握

○担い手への農地の利用集積
１．基本計画策定(H17.3)以降の取組実績
農業経営基盤強化促進法を改正（内容：担い手への農地の利用集積の加速化、体系

的な耕作放棄地対策の整備、企業等の新規参入の促進）。

２．目標に対する位置付け（目標に対してどのような状況にあるのか）
平成17年度末における担い手が経営する農地面積は181万haと、全耕地面積（469万

ha）の38％となった。
食料・農業・農村基本計画に併せて公表された「農業構造の展望」では、望ましい

農業構造の姿として、平成27年に効率的かつ安定的な農業経営が農地の７～８割程度



を経営することを見込んでおり、担い手への農地利用集積を更に加速化させる必要が
ある。

担い手が経営する農地面積が増加していない理由としては、農地の出し手・受け手
双方の要因が複合的に関係していると考えられる。想定されるそれぞれの要因は以下
のとおり。
①農地の出し手側の要因
・ 機械化の進展等を背景に、兼業農家等が稲作に特化した経営を持続することが
可能であること

・ 依然として農地を人手に委ねることに抵抗感があること
・ 転用期待等による資産保有意識があること

②農地の受け手側の要因
・ 農産物価格、農業所得が不安定であり、将来の経営展望が不透明であること
・ 生産条件や立地条件において望ましい農地が出てこず、規模拡大に伴い農地が
分散しがちであること

等から規模拡大意欲が抑制されていること。

【目標】
全耕地面積に占める効率的かつ安定的な農業経営が経営する農地面積の割合
平成27年 ７～８割程度

３．課題
目標数値（平成27年に効率的かつ安定的な農業経営が農地の７～８割程度を経営）

に比して現状は約４割にとどまっていることから、担い手への農地利用集積を更に加
速化させる必要がある。
特に、規模拡大に伴い農地が分散しがちであることが担い手の規模拡大意欲を抑制

しており、この分散錯圃という現状を解消すべく、面的なまとまりのある形での利用
集積を推進することが、担い手への農地利用集積を加速化させる上で非常に重要とな
っている。

４．平成19年度の取組方針
担い手への面的なまとまりのある形での農地利用集積（面的集積）を推進するため、

以下の面的集積に絞った支援を内容とする平成19年度新規事業等の着実な実施を図る。
①担い手に農地を面的集積した場合に、当該担い手等を構成員とする農用地利用改善
団体等に、実績に応じて面的集積促進費を交付（担い手農地集積高度化促進事業）
②農地保有合理化法人が、農地の面的集積を要件として農地の買入や小作料一括前払
い等の事業を行う場合、当該事業に必要な資金を無利子で貸付（担い手支援農地保有
合理化事業）

５．主要スケジュール
19年１月～農地政策の検証

４月～面的集積の推進パンフレットの配布
４月～面的集積に絞った支援内容の平成19年度事業の実施
４月～面的集積を更に推進するための補助事業の検討（20年度概算要求に反映）
７月 平成18年度農地の面的集積に関する市町村実態調査結果の公表（政策評価）
８月～平成19年度農地の面的集積に関する市町村実態調査の実施



○ 耕地利用率の向上
１．基本計画策定(H17.3)以降の取組実績

農地の効率的利用を推進するため、以下の取組を推進。
○国産農産物の消費拡大
○需要に即した国内農業生産の拡大
・食品産業のニーズにも対応した生産・供給体制の整備

○飼料生産の拡大を中心とした不作付地の有効活用
・構畜連携の取組強化を通じた水田での稲発酵粗飼料等の作付拡大
・低・未利用地における放牧の推進

２．目標に対する位置付け（目標に対してどのような状況にあるのか）

○耕地利用率
平成15年 平成17年 平成27年 耕地利用率
（基準年） （目標年） ＝作付延べ面積／耕地面積

94％ 93.4％ 105％
（▲0.6％）

耕地利用率の低下は、作付延べ面積が減少していることによるものであり、特に、
平成27年目標で大幅な増加を見込んでいる飼料作物、野菜の作付面積が以下の理由に
より減少していることが主な要因。

○飼料作物
高齢化の進展に伴う畜産農家戸数の減少（1割程度）や飼養頭数規模の拡大による飼

料生産労働力の不足等により作付面積が減少。
○野菜

野菜全体としては、農家の高齢化による作付意欲の減退等により作付面積は減少。特
に重労働を必要とするだいこんにおいては需要の減少も反映して作付面積が大きく減少
している。一方、17年度において野菜全体の消費量は15年度と比べ微増し回復傾向に
あるものの、需要の過半を占める加工・業務用需要に対し、国内産地が安定供給、品質
の均一性、価格等の面で十分に対応できておらず、輸入割合が増加していることも、作
付面積が減少している要因。

３．課題

飼料作物、野菜の作付面積の拡大

４．平成19年度の取組方針

○飼料作物については、生産の拡大を図るため、飼料自給率の向上に向けた取組を推進
（「飼料自給率の向上」の工程管理シートを参照）

○野菜については、担い手を中心とした産地への重点支援を行うこと等により、担い手の育成
・ 確保を促進。また、国産野菜の需要を確保し、生産の拡大を図るため、加工・業務用需
要への対応等の取組を推進

５．主要スケジュール

「飼料自給率の向上」、「加工・業務用需要への対応（野菜）」の工程管理シートを参照



○ 飼料自給率の向上
１．基本計画策定(H17.3)以降の取組実績

１７年５月に、「飼料自給率向上に向けた行動計画」を策定し、これに基づいた飼料自
給率の向上に向けた取組を推進するための「飼料自給率向上戦略会議」を立ち上げたと
ころ。

・ 粗飼料については、粗飼料自給率100％の達成に向け、以下の取組を推進すること
により粗飼料利用量の拡大を図っているところ。
ｱ） 地域における飼料生産・利用に関する需給マップの作成と取組の仲介・斡旋
活動の強化
ｲ) 飼料生産・利用機械の整備等への支援による担い手への離農跡地も含めた農
地等の集積
ｳ) 飼料生産の担い手としてのコントラクターの育成による飼料生産作業の外
部化の推進
ｴ) 統計上、飼料作物作付面積には含まれないものの、大家畜の飼料基盤とし
て利用されている不作付地や耕作放棄地等を活用した放牧利用促進
ｵ) 単位面積当たり栄養収量の高いトウモロコシ等の長大作物の作付拡大

・ 濃厚飼料については、自給率を向上させるためには、エコフィード（食品残さの
飼料化）の推進が必要なことから、以下の取組を推進しているところ。
ｱ) エコフィードに対する消費者等への理解醸成を図るため、シンポジウムの開
催、認証制度の検討、リーフレット等の配布等
ｲ) 食品残さの排出、飼料化及びエコフィードの利用状況調査、近赤外線を用い
たエコフィードの栄養特性評価手法の開発等

２．目標に対する位置付け（目標に対してどのような状況にあるのか）

（１）飼料自給率に関する目標値（基本計画目標）
・ 家畜の飼養頭羽数の減少に伴い飼料需要量が減少している状況にあって、飼料
作付面積は減少したものの単収が増加したことで生産量が確保できたことや濃厚
飼料自給率が向上したことにより、平成17年度飼料自給率（概算）は向上してい
るが、基本計画目標達成のためには低い水準にあることから加速度的に取組を推
進する必要。

平成１５年度 平成１７年度 平成２７年度
（基準年） （概算） （目標年）

飼料自給率 ２４％ ２５％ ３５％
濃厚飼料自給率 １０％ １１％ １４％
粗飼料自給率 ７６％ ７６％ １００％
飼料作付面積 ９３万ha ９０万ha １１０万ha
（牧草、青刈とうもろこし等） （１８年）

（参考）飼料需給について

（単位：万TDNトン）
平成１５年度 平成１７年度 平成２７年度
（基準年） （概算） （目標年）

飼料需要量 2,549 2,508 2,415
粗飼料需要量 539 541 590
国内産粗飼料供給量 407 410 590
濃厚飼料需要量 2,010 1,967 1,825
国内産濃厚飼料供給 190 222 255
量



（２）粗飼料自給率向上に向けた18年度取組目標
・ 飼料増産重点地区数や稲発酵粗飼料作付面積の拡大については、目標を達成し
たものの、飼料用国産稲わら自給率についてはわずかに及ばず、また、水田にお
ける肉用牛放牧頭数については放牧経験牛の確保ができなかったこと等により達
成できなかった。

Ｈ16 H17 H18(見込み) 目 標
飼料増産重点 91箇所 137箇所 213箇所 180箇所
地区 （18年度）
稲発酵粗飼料 4,375ha 4,594ha 5,000ha 5,000ha以上
作付面積 （19年産）
飼料用国産 86.3％ 98.9％ － １００％
稲わら自給率 （18年産）
水田での肉用牛 3,170頭 3,270頭 － 5,000頭
放牧頭数 （18年度）
※目標欄の下段（ ）内は、目標年次を示す。

（３）濃厚飼料自給率向上に向けた18年度取組目標
・ エコフィード（食品残さの飼料化）に対する消費者等への理解醸成を図るため、
「食品残さ等利用飼料の安全性の確保のためのガイドライン」を作成。

・ 食品残さの飼料化の安全性の確保
18年中のガイドライン作成 → H18年８月作成

（参考）食品残さ飼料化の取組結果
平成１６年度 平成１７年度 平成１８年度

食品残さ飼料化施設数 － 134施設 141施設
焼酎粕利用量 2,337トン 6,990トン －

３．課題
（１）粗飼料
高齢化の進展に伴う畜産農家戸数の減少や飼養頭数規模の拡大による飼料生産労働
力の不足のほか、水田において大豆等他作物に転換されたことにより、飼料作物作付
面積は減少していることから、作付面積の拡大が急務である。また、単収も増加して
いるものの目標達成に向けて更なる向上が必要である。
このため、面積・単収の両面からの取組を強化する必要がある。

（２）濃厚飼料
食品残さの飼料化（エコフィード）推進に向けた１８年度の取組において、
・ 依然として不安感を持つ消費者がいること
・ 食品残さ原料の発生・加工・利用の状況等の情報を容易に入手できない
・ エコフィードを利用する技術の普及・定着が十分でない
等の課題が明らかになったことから、これらの課題解決に向けた取組を推進する必
要がある。

４．平成19年度の取組方針
（１）粗飼料
１）取組方針
飼料作物作付面積の減少傾向に歯止めをかけ増加に転換させるため、１９年度におい
て飼料作物作付面積を２万ha拡大させる。このため、農政局等ブロック毎に拡大目標を
設定するとともに、農林水産省は、都道府県及び市町村に対し、拡大目標を設定し、作
付面積の拡大に取り組むよう働きかけを行う。また、農林水産省、地方公共団体、農業
者・農業者団体等一体となって、
① 新たな耕畜連携水田活用対策の活用等による、水田における稲発酵粗飼料や水
田裏作を利用した飼料作物の作付拡大

② 寒冷地向け新品種の導入や効率的収穫・調製機械の普及による単位面積当たり



栄養収量の高い青刈りトウモロコシの作付拡大
等を推進するとともに、引き続き、
③ コントラクターの育成・活用による飼料作物生産作業の外部化
④ 国産稲わらの利用促進
⑤ 水田や耕作放棄地における放牧の拡大
⑥ 地域において飼料生産を推進する稲発酵粗飼料コーディネーター、コントラクタ
ーアドバイザー及び放牧伝道師の人材育成
等の取組を推進する。
なお、農林水産省は、定期的に進捗状況を把握・検証し、着実に取組が行われるよ

う努める。

２）取組目標
○飼料作物作付面積 ＋20,000ha
・稲発酵粗飼料の作付拡大（平成20年度作付面積） ＋ 2,500ha
・ﾄｳﾓﾛｺｼの作付拡大 ＋ 600ha
・国産稲わらの自給１００％の達成
・水田放牧の取組拡大（肉用牛放牧頭数） 5,000頭
・ｺﾝﾄﾗｸﾀｰによる受託作業面積 120千ha
○人材育成の拡大
・放牧伝道師
・稲発酵粗飼料コーディネーター 各50名 計150名育成
・コントラクターアドバイザー

（２）濃厚飼料
１）取組方針
エコフィードの安定的利用促進を図るため、農林水産省は、

① エコフィード認証制度の創設やエコフィード利用畜産物のＰＲ
② 「食品残さ利用飼料の安全性の確保のためのガイドライン」の普及
③ 近赤外線を用いた簡易な栄養特性評価手法の開発・普及
④ ＨＰ等を活用した情報収集・提供体制の整備
⑤ 大学や試験研究機関の技術者との連携体制整備による技術面での支援、情報の共
有
⑥ 新たな食品リサイクル制度の活用
等の取組を推進する。

２）取組目標
○消費者等に対する理解醸成
・各ブロック等でのシンポジウム開催
・食育を目的とした現地見学会の実施
○安定的利用体制の整備
・エコフィード認証制度の創設
・エコフィードの安定的な供給・利用体制の確立
○技術の普及・定着の推進
・技術者・専門家と連携強化し、技術面でのサポートを強化
・近赤外線を用いた簡易な栄養特性評価手法の開発
○新たな食品リサイクル制度への対応
・新たな食品リサイクル制度の活用・対応の実践

５．主要スケジュール
4月 ○平成19年度（第1回）全国飼料増産行動会議

（平成19年度行動計画の策定）
○平成19年度（第1回）全国食品残さ飼料化（エコフィード）行動会議
（平成19年度行動計画の策定）



5月 ○平成19年度農林水産省飼料自給率向上戦略会議現地検討会

2月 ○平成19年度（第2回）全国飼料増産行動会議
（平成19年度行動計画の点検・検証）
○平成19年度（第2回）全国食品残さ飼料化（エコフィード）行動会議
（平成19年度行動計画の点検・検証）
○平成19年度農林水産省飼料自給率向上戦略会議
（平成19年度行動計画の点検・検証）
（平成20年度行動計画の策定）
○平成19年度飼料自給率向上戦略会議
（平成19年度行動計画の点検・検証）
（平成20年度行動計画の策定）
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平成１９年度品目別行動計画（案）

品目 現状認識及び課題 19年度取組方針 （参考）基本計画等における目標

米 【消費面】 ○自給率
○ 従来は、米単品の消費拡大策として家庭食を中心に取り組んできたが、○ 米の消費拡大については、食料自給率向上のための重要課題であるこ H15:95％→H27:96％
中・外食の増加等、食の外部化が進展していることを踏まえ、これらの とに鑑み、ごはん食の推進（目標：若年層・中高年層における米の消費 (H17:95％)
状況に対応した取組を推進する必要がある。 量の維持・向上（15年度：20代 59kg、40代 61kg／年））や米飯学校給食
このため、18年度からは、食育の一環として、食生活全体の中で、米 の推進（目標：3.0回／週）等に積極的に取り組む。 ○消費量

を中心とした日本型食生活の実践を促すための取組に転換したところで ・ ごはん食の推進については、６月と10月頃にごはん食推進のための H15:61.9kg→H27:62kg
あり、今後は、特に、若年層・中高年層等世代別課題への対応と、朝食 ＣＭを放送するほか、各種団体や企業と連携した普及・啓発等を実施 (H17:61.4kg/1人・1年)
欠食の増加や中・外食に焦点を当てた取組を推進するとともに、消費者 する。
世帯以上の減少を示している生産者世帯での取組も強化する必要があ ・ 生産者世帯での米消費を維持・拡大するため、生産者世帯への「食 ○生産量
る。 事バランスガイド」や「日本型食生活」に関する普及・啓発を強化す H15:891万t→H27:891万t
また、米飯学校給食は、目標を下回っている大都市地域に対する取組 る。 (H17:907万t、H18:856万t)

を強化する必要がある。 ・ 米飯学校給食については、実施回数が少ない大都市地域を重点化地
域に定め、米飯給食の全国平均回数を 2.9回／週(17年度)→3.0回／週 ○生産コストの25％低減（H27目標）
（19年度）にさせる。このため、農林水産省は、文部科学省や民間団
体等と連携して、ごはんで給食フォーラム、メニュー講座の開催等に
よる普及促進を図る。併せて、米飯給食が低調な大都市の学校給食関
係者等に対して、農政事務所等による米飯給食の意義やメリット等に
ついての普及啓発等を実施する。

【生産面】
○ これまで、需要に応じた作付けの推進を図るため、基本指針において ○ 需要に応じた作付けの推進を図るため、農業者や農業者団体に対し米
需要情報の提供を行ってきたが、生産者段階までの情報伝達が十分に行 の需要情報を確実に提供できるような情報提供体制の整備と内容の充実
われていない状況にあることから、情報提供体制の整備と内容の充実強 強化を図るとともに、地域協議会で決定した地域水田農業ビジョンに即
化を図り、農業者や農業者団体が前年産の販売実績や消費者・実需者ニ して需要に応じた生産が図られるよう必要な助言・指導を実施する。
ーズ等を踏まえた生産量を自ら判断できる意識を醸成する必要がある。

○ 水稲の生産コストの削減を図るため、 ○ 水稲の生産コストを年２％低減する。
・ 担い手への農地集積や直播栽培技術の導入の推進による経営規模の このため、農林水産省は、構造改革の取組に加え、農政局単位で現地
拡大 検討会を開催し、水稲直播栽培技術の普及を推進する。

・ 育成された大規模経営体のさらなるコスト縮減が図られるよう、こ また、高生産性地域輪作システム実証事業を実施し、大規模経営体の
れに資する不耕起栽培技術を核とした生産性の高い技術体系の確立・ さらなる生産コスト縮減を図る技術体系をとりまとめ、担い手向けの普
普及 及啓発資料を作成・配布する等により、新技術の導入メリット等の周知

・ 共同乾燥調製施設の稼働率の向上 を図るとともに、担い手経営革新促進事業の活用による普及促進等の取
を推進する必要がある。 組を実施する。

さらに全国のカントリーエレベーターを設置した農協で策定した「大
規模共同乾燥調製貯蔵施設の利用体制の整備に係る計画」の実施状況の
検証、優良事例の全国への周知を通じて、利用率向上等に向けた指導を
行う。

○ 巨大胚芽米、低グルテリン米等の新形質米の商品化に向けて、ビジネ ○ 18年度に作成したビジネスモデル（案）（原料米の安定供給、食味改善
スモデルを確立し、普及する必要がある。 といった課題とその解決方向等を整理したもの）について、試験研究機

関の研究・指導等も組み入れながら、モデル的に実施することで、本案
に示された解決の方向性の確認を行い、ビジネスモデルとしての確立を
図る。

資料２－１



- 2 -

品目 現状認識及び課題 19年度取組方針 （参考）基本計画等における目標

麦 【消費面】 ○自給率
○ 国内産麦について、需給や品質の評価がより適切に生産者に伝わり、 ○ 20年産麦の国内産麦の民間流通の仕組みに関して、 H15:14％→H27:14％
需要者ニーズに応じた生産がなされるよう、取引のあり方について定期 ・ 各主産地での需要者と生産者の情報交換の結果が一層反映されるよ (H17:14％)
的に検証し、その見直しを実施する必要がある。 う、入札スケジュールの見直しを行うとともに、

・ ２回に分けて実施している入札のうち、中間結果（加重平均価格） ○消費量
○ より地域に密着した取引の推進により、国内産麦の安定的な流通を確 を公表することで、市場評価をより適切に反映した価格形成を促す。 小麦
保する必要がある。 また、今後の議論においては、 H15:32.6kg→H27:31kg

・ 地域内での需要者と生産者の結びつきを強化する複数年契約を推進 (H17:31.7kg/1人・1年)
するとともに、 大麦・はだか麦
・ 国内産麦の取引を安定化させる観点から入札の仕組みについて検討 H15:0.3kg→H27:0.3kg
する。 (H17:0.2kg/1人・1年)

○ 麦主産各県において、生産者側と需要者側が構成する民間流通連絡協 ○生産量
議会及び地方連絡協議会を開催する。 小麦
また、特に大・はだか麦については、需要者側、生産者側の意向につ H15:86万t→H27:86万t

いて情報交換し、安定取引に資する仕組みの検討を進める。 (H17:87万t、H18:84万t)
大麦・はだか麦

○ 食料産業クラスター展開事業の実施等を通じ、製粉企業による国内産 H15:20万t→H27:35万t
小麦の使用を前面に打ち出した製品の開発を支援するため、事業の紹介 (H17:18万t、H18:17万t)
や各社の取組事例を紹介する。

○品質の向上
【生産面】 新品種への作付転換（作付面積シェ
○ 小麦については、良品質な新品種の作付面積が順調に伸びているもの ○ 小麦について実需者ニーズに応じた良品質な新品種へ、大麦・はだか ア45％（H27目標）
の、需要に応じた供給がまだ十分行われていない。大麦・はだか麦につ 麦について収量性の高い新品種への作付転換を推進し、麦全体の新品種
いては、小麦と比べ収益性が低いことから、作付拡大が進まず、主食用 の作付面積シェア（都府県）を18％（18年産）→ 21％（19年産）にさせ ○生産コストの３割程度低減
や焼酎用の需要の伸びに対して供給不足となっている。 る。 （H27目標）
このため、小麦については、良品質な新品種への作付転換を一層推進

するとともに、大麦・はだか麦については収量の高い新品種への作付転 このため、農林水産省は、
換等により収益性を向上させ、作付を拡大する必要がある。また、生産 ・ 産地強化計画の活動実績の検証・評価や「麦カルテ」の分析結果に
コストの低減を一層推進していく必要がある。 基づく課題解決に向けた取組

・ 麦民間流通連絡協議会における農業者団体と実需者の需給情報の交
換
・ 麦類良品質実用化・普及促進協議会における実需者による新品種の
評価
等を推進する。

○ 麦の生産コストを年２％低減する。
このため、農林水産省は上記の取組によって収量性の高い新品種の導

入を推進するとともに、技術実証で得られた作柄安定化技術の普及に向
けた取組を推進する。
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品目 現状認識及び課題 19年度取組方針 （参考）基本計画等における目標

甘しょ 【消費面】 ○自給率
○ 需要が伸びている焼酎用等の加工用の専用品種の普及により、堅調な ○ 加工用の甘しょの需要を安定的に確保するため、農林水産省は、加工 H15:94％→H27:97％
需要を安定的に確保していく必要がある。 食品の実需者等に対して、近年育成された新品種を紹介するための啓発 (H17:93％)

パンフレットの作成・配布により情報提供を行う。また、実需者ニーズ
を反映した品種の開発を加速化するため、品種開発の段階から実需者に ○消費量
よる加工適性評価を実施し、加工適性の高い品種の開発を推進する。 H15:4.9kg→H27:4.6kg

(H17:4.9kg/1人・1年)
【生産面】
○ 機械化一貫作業体系の普及による担い手の規模拡大や作業の省力化を ○ 生産コストの縮減を図るため、農林水産省は、引き続き、高性能作業 ○生産量
一層推進することにより、生産コストの縮減に努める必要がある。 機の導入等による機械化一貫体系の導入を一層推進する。 H15:94万t→H27:99万t

(H17:105万t、H18:99万t)

○労働時間の４割程度低減
(H27目標)

馬鈴しょ 【消費面】 ○自給率
○ 近年育成された新品種のＰＲ等を通じて加工用における国産馬鈴しょ ○ 加工用における国産馬鈴しょの需要を確保するため、農林水産省は、 H15:80％→H27:84％
の需要を安定的に確保していく必要がある。 加工食品の実需者等に対して、近年育成された新品種を紹介する啓発パ (H17:77％)

ンフレットの作成・配布により情報提供を行う。また、実需者ニーズを
反映した品種の開発を加速化するため、品種開発の段階から実需者によ ○消費量
る加工適性評価を実施し、加工適性の高い品種の開発を推進する。 H15:15.2kg→H27:15kg

(H17:15.0kg/1人・1年)

【生産面】 ○生産量
○ 需要が堅調な加工用については、省力栽培体系が確立できていないた ○ ソイルコンディショニング栽培技術の普及率を1％未満(18年産)→10％ H15:293万t→H27:303万t
め、国産馬鈴しょの供給が拡大しないことから、省力栽培技術であるソ （22年産）にさせる。 (H17:275万t)
イルコンディショニング栽培技術を計画的に普及する必要がある。 このため、農林水産省は、引き続きソイルコンディショニング栽培技

術の現地実証を進め、19年度までの３年間の技術実証で得られた課題・
成果について評価・分析を行い、加工用馬鈴しょ生産のための技術体系 ○労働時間の２割程度低減
を産地に提示することにより、当該技術の普及の加速化を図る。特に、 （H27目標）
新たに開発された国産セパレータ（輸入機の価格７割程度で一般販売さ
れる予定）の普及を積極的に推進する。

○ 難防除害虫であるジャガイモシストセンチュウに抵抗性を持つ加工適 ○ 開発されたジャガイモシストセンチュウ抵抗性品種の普及を推進する
性の高い品種の普及が急務である。 ため、農林水産省は、新品種の啓発パンフレットの作成・配布を実施し、

生産者に対する新品種の普及促進及び栽培特性の周知を図る。
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品目 現状認識及び課題 19年度取組方針 （参考）基本計画等における目標

大豆 【消費面】 ○自給率
○ 食育・地産地消等に対する消費者の意識の高まり等により、豆腐・納 ○ 消費者の適切な商品選択に資するとともに、豆腐・納豆の需要拡大を H15:4％→H27:6％
豆の原料大豆の原産地表示に対する要望が強まったことから、平成18年 図るため、農林水産省は、引き続き、豆腐・納豆製造業者の団体を通じ (H17:5％)
６月に「豆腐・納豆の原料大豆原産地表示に関するガイドライン」を策 た「豆腐・納豆の原料大豆原産地表示に関するガイドライン」の普及・
定し、普及・啓発を実施している。 啓発を推進する。 ○消費量
また、実需者との需給動向の情報交換や消費者に対する健康機能性等 また、引き続き実需者との需給動向の情報交換や消費者に対する健康 H15:6.7kg→H27:7.4kg

の情報提供を実施している。 機能性等の情報提供を実施する。 (H17:6.8kg/1人・1年)
今後も、更なる豆腐・納豆の需要拡大を図っていく必要がある。

○生産量
【生産面】 H15:23万t→H27:27万t
○ 気象条件や土壌条件に応じた安定生産技術（大豆300Ａ技術等の新技 ○ 大豆300Ａ技術等の新技術の普及面積を9,300ha(18年産)→27,000ha (H17:23万t、H18:23万t)
術）の普及が進んでおらず、全国平均の単収は、台風による被害の発生 （23年産）に拡大する。また、大豆の生産コストを年２％低減する。
に加え、は種時期の降雨によるは種遅れや生育初期の降雨による湿害等 このため、農林水産省は、 ○生産コストの３割程度低減
の影響により伸び悩んでいるとともに、地域毎の単収も年産によるばら ・ 農政局ブロック毎に各府県における新技術に係る普及目標と具体的 （H27目標）
つきが見られるなど、安定的な生産が図られていない。このため、新た な取組等を内容とする普及推進方針を策定する。
な安定生産技術を普及推進し、単収の高位安定化を図ることにより、生 ・ 新たに、普及啓発資料等の作成と現地検討会や技術講習会の開催等
産コストの低減を推進する必要がある。 による新技術の導入メリット等の周知や担い手経営革新促進事業の活

用による普及促進等の取組を実施する。

野菜 【消費面】 ○自給率
○ 野菜摂取目標（1日350g以上）に対する達成率は、20歳代が低下傾向 ○ 20歳代の野菜摂取目安（５皿分以上）の認知度を､23.3%(18年度)→28% H15:82%→H27:88%
(20歳代:H16:7.0%→H18:3.0%、全体:H16:10.1%→H18:10.6%)にあるため、 （23年度）にさせる。 (H17:79%)
特に若年層を対象とする対策を講じる必要がある。 このため、農林水産省は、

・ 若年層の利用頻度の高い外食・中食での野菜の利用増大を図るため、○消費量
主な野菜について品種毎の調理特性をまとめたメニュー開発用の小冊 H15:96kg→H27:100kg
子を作成・配布する（約500社）。 （H17:96kg)
・ 企業・団体の従業員食堂において野菜摂取量を拡大するための企業
・団体の福利厚生担当者向けマニュアルを作成・配布し、若年層を中 ○生産量
心に啓発する（約3,900社）。 H15:1,286万t→H27:1,422万t

(H17:1,248万ｔ)
【生産面】
○ 作付面積の減少に歯止めがかからない状況が続いていることに加え、 ○ 担い手を中心とした安定的な野菜の生産出荷体制の確立に向け、野菜
野菜指定産地における産地強化計画の策定も一部に止まっており、担い 価格安定制度に担い手を中心とした産地を重点支援する仕組みを導入す
手を中心とした安定的な生産・出荷体制の確立に向けた施策の強化が必 ることに伴い、農林水産省は、産地における担い手の育成・確保の状況
要である。 などを明らかにした産地強化計画の策定を強力に推進する。

（産地強化計画を策定している指定産地数：318産地(18年末)→984産地
（21年））

○ 輸入にシェアを奪われている加工・業務用需要に対する野菜の取り組 ○ 今後、加工・業務用向け野菜の出荷数量を更に増やすため、農林水産
みを進めてきた結果、減少傾向にあった加工向け野菜の出荷量は横ばい 省は、
又は増加する傾向がみられている。しかしながら、目標達成のためには、 ・ 端境期における国産供給が不安定な品目や、国内生産が少なく安定
加工・業務用需要への対応が依然として不足しているため、国産野菜安 的調達が困難な品目について、国産野菜の生産拡大に向けた取り組み
定供給体制の確立に向け更に取り組む必要がある。 を行う。
・ 国産野菜の供給が不安定になる時期のスポット輸入が周年輸入につ ・ 加工・業務用需要に対応した皮むき、カット等の一次加工施設やパ
ながっている品目や国内生産が少ないため輸入品の利用が多い品目が ッケージングを行うための処理加工施設、定時・定量供給体制の構築
ある。 に向けた集出荷貯蔵施設等の整備に対して支援し、加工・業務用産地

・ 産地で契約取引を進める人材が不足している。 の体制を整備する。
・ 実需者ニーズに対応した生産を拡大するために、契約取引に取り組
む産地側の人材育成を進めるとともに、19年度から拡充・強化した「契
約野菜安定供給制度」への加入を拡大する。
（加入都道府県数：７(18年度）→２３（21年度））
（加工向け出荷数量：66万ｔ(17年度）→70万ｔ（21年度））
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品目 現状認識及び課題 19年度取組方針 （参考）基本計画等における目標

果実 【消費面】 ○自給率
○ 輸入果汁を中心とした果実加工品の消費が増加した一方で、食の簡便 ○ 国産の生鮮果実及び果実加工品の消費拡大を推進するため、くだもの H15:44% → H27:46%
化志向と相まって若年層を中心に国産生鮮果実の消費が伸び悩んでい を毎日２００グラム食べることの認知度を33.1％(18年度)→50％（22 （H17:41%）
る。 年度）にさせる。
このため、特に果実の消費量が少ない若年層を対象として、国産の生 このため、農林水産省は、摂取量の少ない若年層を対象として、果物 ○消費量

鮮果実及び果実加工品の消費拡大を推進する必要がある。 の健康機能性等に関する情報提供やシンポジウムの開催等の普及・啓発 H15:39.8kg → H27:40kg
の取組等を重点に、「毎日くだもの２００グラム運動」を展開する。 （H17:43.1kg)

○ 国産果実を使った果実加工品の需要拡大を図るため、うんしゅうみか ○生産量
んに多く含まれるβ－クリプトキサンチン等の機能性成分を含む高付加 H15:368万t → H27:383万t
価値な果実加工品の実用化等を推進する。また、若年層を中心とした食 (H17:371万t)
の簡便化志向等に対応するため、果実加工・販売業者等と連携し、国産
果実を手軽に摂取できる新たな果実加工品についての検討を行う。

【生産面】
○ 「果樹産地構造改革計画」（産地計画）については、みかん、りんご ○ 産地計画の策定を推進し、主要果実である政令指定の13品目の栽培面
等で策定が進んでいる。引き続き果樹全体の策定を推進するとともに、 積に占める産地計画策定産地の栽培面積の割合を58％(18年度)→62％
計画が策定された産地では、産地の前向きな取組みを支援し、構造改革 （19年度）にさせる。
を加速化する必要がある。 このため、農林水産省は、事例集等の産地計画策定の参考となる資料

を作成、配布するとともに、生産量の多い産地を中心に重点的に産地計
画策定に向けた推進活動を行う。

○ 産地計画策定済みの産地では、迅速かつ着実に計画が達成されるよう、
計画の進捗状況を点検し、それを踏まえた取組の強化等を促す。
また、19年度からの果樹経営支援対策等により、優良品目・品種への

改植、園地の基盤整備、担い手への園地の集積等の産地構造改革を進め
る具体的な取組を支援する。

○ 今後の需要拡大が期待されている加工用果実については、原料の安定
供給に向けた産地育成について検討を行う。

生乳 【消費面】 ○自給率
○ カルシウムに富むなど牛乳乳製品の優れた点について、消費者の理解 ○ 牛乳乳製品の消費拡大を図るため、農林水産省は、 H15:69％→H27:75％
促進を図っていくとともに、消費者に受け入れられやすい商品の提供等 ・ 引き続き、牛乳乳製品の優れた点に重点を置いたＰＲや機能性等に関 (H17:68％)
を進めていく必要がある。 する調査研究を推進するとともに、酪農への理解を醸成するための酪農

教育ファームの質的向上の取組を強化する。 ○消費量
・ 新商品の開発促進のため、生乳100％にビタミン、ミネラル等を添加し H15:93.1kg→H27:95.0kg
た商品の牛乳表示等に関する検討に着手する。 (H17:92.0kg/1人・1年)

【生産面】 ○生産量
○ 生乳生産については、需要に応じた生産を行うことが重要である。 ○ 需要の伸びが期待されるチーズ、生クリーム、発酵乳向けの国産生乳 H15:840万t→H27:928万t

一方、チーズ、生クリーム、発酵乳等今後とも需要の伸びが期待でき の供給を19～21年度までの3年間で42万トンを拡大する（チーズ向け30万 (H17:829万t)
る乳製品については、生乳の供給拡大を推進していくことが必要である。 トン、生クリーム、発酵乳向け12万トン拡大）。
さらに、コスト低減に向けた取組を推進する必要がある。 特に、北海道において19年度末から新たにチーズ工場が稼働すること ○生産コストの２割程度低減

を踏まえ、農林水産省は、生産者団体が行うチーズ等向けについての計 （H27目標）
画的な供給拡大を支援する。

○集送乳等経費１～３割低減
○ 引き続き、低コスト化・省力化の取組を推進し、生乳の生産コストを （H27目標）
年1.7％低減する。
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品目 現状認識及び課題 19年度取組方針 （参考）基本計画等における目標

食肉 【消費面】
○ 食肉の消費量は、米国産牛肉の輸入停止措置等による供給量の減少か ○ 国産食肉の需要拡大のため、農林水産省は、引き続き、消費者や実需
ら牛肉は減少する一方、豚肉・鶏肉は牛肉の代替需要から増加傾向にあ 者に対する安全や表示に関する情報の発信・提供等を推進するとともに、
り、消費者の視点に立った的確な情報提供を推進することが必要である。 19年3月に策定した「和牛等特色ある食肉の表示に関するガイドライン」

の普及・啓発を図り、消費者に分かりやすい表示を推進する。

【生産面】 ○自給率
（牛肉） 牛肉 H15:39％→H27:39％
○ 農業者の高齢化や小規模農家の離農に伴い肉用牛繁殖雌牛の飼養頭数 ○ 19年度において、肉用牛繁殖雌牛を12,000頭増頭する。 (H17:43％)
が減少し、繁殖基盤が弱体化していることから、肉用牛農家以外から肉 このため、農林水産省は、肉用牛増頭戦略全国会議において、農政局 ○消費量
用牛繁殖部門への転換等を推進するなど肉用牛繁殖雌牛の増頭に向けた 等ブロック毎の数値目標を設定するとともに、飼料自給率向上に向けた 牛肉 H15:6.2kg→H27:7.7kg
取組を強化する必要がある。また、コスト低減に向けた取組を推進する 飼料増産行動会議等の取組とも連携して、 (H17:5.6kg/1人・1年)
必要がある。 ・ 酪農家等も肉用牛繁殖雌牛増頭の担い手として位置づけ、肉用牛生

産基盤の拡大を推進 ○生産量
・ 公共牧場や遊休農地等の飼料基盤を活用した肉用牛繁殖基盤の強化 牛肉 H15:51万t→H27:61万t
等を推進する。 (H17:50万t)

○肉用牛飼養頭数
○ 引き続き、低コスト化・省力化の取組を推進し、肉用牛の生産コスト H15:171万頭 → H27:211万頭
を年1.7%低減する。 ○牛肉生産コストの２割程度低減

（H27目標）
○ 国産牛肉の供給拡大を図るため、業務用・加工用需要への対応を推進 ○ 業務用・加工用需要への国産牛肉の供給拡大を図るため、農林水産省
する必要がある。 は、食肉処理施設における品質の向上、機能の向上・改善のために必要

な施設整備等に対する支援措置を講じ、実需者ニーズに対応した部分肉
加工等の取組を推進する。

（豚肉） ○自給率
○ 国産豚肉の需要を確保し、生産を拡大するため、生産性の向上や省力 ○ 豚の生産コストを年0.8％低減する。 豚肉 H15:53％→H27:73％
化による低コスト生産を一層推進していく必要がある。 このため、農林水産省は、引き続き、能力検定の実施と遺伝的能力評 (H17:50％)

価に基づく種豚の選抜及び利用、適正な飼養・衛生管理の徹底・強化に ○消費量
よる事故率の低減及び人工授精の普及・定着のための取組を促進する。 豚肉 H15:11.6kg→H27:8.8kg

(H17:12.1kg/1人・1年)

○ 国産豚肉の供給拡大を図るため、業務用・加工用需要への対応を推進 ○ 業務用・加工用需要への国産豚肉の供給拡大を図るため、農林水産省 ○生産量
する必要がある。 は、食肉処理施設における品質の向上、機能の向上・改善のために必要 豚肉 H15:127万t→H27:131万t

な施設整備等に対する支援措置を講じ、実需者ニーズに対応した部分肉 (H17:124万t)
加工等の取組を推進する。 ○豚肉生産コストの１割程度低減

（H27目標）

（鶏肉） ○自給率
○ 国産鶏肉の安定供給のため、鶏肉の低コスト生産や消費者ニーズへの ○ 国産鶏肉の安定供給のため、農林水産省は、引き続き、需要に見合っ 鶏肉 H15:67％→H27:75％
対応を推進する必要がある。 た生産を図るための指導、生産段階における飼養・衛生管理の徹底・強 (H17:67％)

化、特長ある鶏の作出等改良を推進する。 ○消費量
鶏肉 H15:10.1kg→H27:9.1kg

○ 国産鶏肉の供給拡大を図るため、業務用・加工用需要への対応を推進 ○ 業務用・加工用需要への国産鶏肉の供給拡大を図るため、農林水産省 (H17:10.5kg/1人・1年)
する必要がある。 は、食鳥処理施設における品質の向上、機能の向上・改善のために必要

な施設整備等に対する支援措置を講じ、実需者ニーズに対応した部分肉 ○生産量
加工等の取組を推進する。 鶏肉 H15:124万t→H27:124万t

(H17:129万t)

○産肉能力の４％程度の向上
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品目 現状認識及び課題 19年度取組方針 （参考）基本計画等における目標

鶏卵 【消費面】 ○自給率
○ 国産鶏卵の消費の維持拡大を図るため、消費者の視点に立った的確な ○ 国産鶏卵の消費の維持拡大を図るため、農林水産省は、引き続き、消 鶏卵 H15:96％→H27:99％
情報提供等の取組を推進する必要がある。 費者や実需者に対する国産鶏卵の安全や表示に関する情報の発信・提供 (H17:94％)

を推進する。 ○消費量
鶏卵 H15:16.7kg→H27:16.0kg

○生産量
【生産面】 鶏卵 H15:253万t→H27:243万t
○ 国産鶏卵の安定供給のため、鶏卵の低コスト生産や消費者ニーズへの ○ 国内鶏卵の安定供給を推進するため、農林水産省は、引き続き、需要 (H17:246万t)
対応を推進する必要がある。 動向に応じた生産者の自主的な取組を基本とする計画的な鶏卵生産を推

進するとともに、生産段階における飼養・衛生管理の徹底、特長ある鶏 ○産卵能力の２％程度の向上
の作出のための改良等を推進する。

てん菜・ 【消費面】 ○自給率
さとうき ○ 砂糖の消費を維持する観点から、消費者に対する正確な情報提供等を ○ 砂糖の消費を維持するため、関係者の自主的取組に加え、農林水産省 H15:35％→H27:34％
び 推進する必要がある。 は、引き続き、シンポジウムやセミナーの開催等を通じた砂糖の効用等 (H17:34％)

に関する正確な情報提供を推進する。
○消費量

【生産面】 H15:20.0kg→H27:19kg
（てん菜） (H17:19.9kg/1人・1年)
○ 初期生育が劣るため普及が必ずしも十分でない直播栽培について、栽 ○ 20年産の直播栽培面積率を18年産比で５割増加させる。
培技術の安定化を図ることにより普及推進する必要がある。 このため、農林水産省は、直播栽培の初期生育の安定化技術の開発を ○生産量

推進するとともに、その研究成果等を踏まえ、生産者を対象とした栽培 てん菜
技術講習会等を通じた普及啓発を図る。 H15:416万t→H27:366万t

（さとうきび） (H17:420万t、H18:392万t)
○ 近年、収穫面積・単収とも減少傾向で推移していることから、労働時 ○ ハーベスタ収穫率を43％（17年産）→54％（22年産）、収穫面積に対す さとうきび
間の半分を占める収穫作業の機械化を推進するとともに、株出栽培を推 る株出栽培の割合を46％(17年産)→50％（22年産）、株出栽培の単収を H15:139万t→H27:158万t
進し、収穫面積の拡大と併せて単収の向上を図る必要がある。 5.2t/10a(17年産)→5.9t/10a（22年産）にさせる。 (H17:121万t)

このため、農林水産省は、
・ 「さとうきび増産プロジェクト基本方針」に基づき作成された各県・ ○生産コストの低減（H27目標）
各島の増産計画について、その実施状況及び効果を検証する。 てん菜 １割程度低減
・ 地域の実情に応じた生産組織の育成を図り、これら組織への小型ハ さとうきび ２割程度低減
ーベスタ、株出管理機等の導入を推進する。
・ 新技術を活用したハリガネムシ等の土壌害虫の防除体系の確立を推
進する。

茶 【消費面】 ○自給率
○ 緑茶の需要は堅調に推移しており、引き続き、需要の安定的な確保に ○ 緑茶の需要を安定的に確保するため、引き続き、関係業界において自 H15:91％→H27:96％
向けた取組を推進する必要がある。 主的な需要拡大の取組を推進するとともに、この取組を支援する観点か (H17:88％)

ら、農林水産省は、緑茶の機能性に関する評価・情報提供を行う。
○消費量

【生産面】 H15:0.8kg→H27:0.8kg
○ 摘採の機械化や品種構成の適正化等により、茶の生産性・品質の向上 ○ 茶の生産性・品質の向上を図るため、農林水産省は、引き続き、乗用 (H17:0.9kg/1人・1年)
を一層推進する必要がある。また、消費者の安全・安心志向の高まりに 型摘採機の導入や園地改良、共同利用荒茶加工施設の整備等の取組を推
対応した茶の生産体制の整備が必要である。 進するとともに、新たに品質・安全性管理の強化に向けた日本茶の品質 ○生産量

管理認証システムの構築のための取組を実施する。 H15:9.2万t→H27:9.6万t
(H17:10万t、H18:9.2万t)

○茶労働時間の１割程度低減
（H27目標）
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品目 現状認識及び課題 19年度取組方針 （参考）基本計画等における目標

自給飼料 （粗飼料） （粗飼料） ○飼料自給率
○ 高齢化の進展に伴う畜産農家戸数の減少や飼養頭数規模の拡大による ○ 19年度において飼料作物作付面積を２万ha増加させる。 H15:24％ → H27:35％
飼料生産労働力の不足のほか、水田において大豆等他作物に転換された このため、農政局等ブロック毎に拡大目標を設定するとともに、農林 （H17：25％）
ことにより、飼料作物作付面積は減少していることから、作付面積の拡 水産省は、都道府県及び市町村に対し、拡大目標を設定し、作付面積の 粗飼料自給率
大が急務である。また、単収も増加しているものの目標達成に向けて更 拡大に取り組むよう働きかけを行う。また、これら目標の実現に向けて、 H15:76％ → H27:100％
なる向上が必要である。 農林水産省、地方公共団体、農業者・農業者団体、飼料関係団体等一体 （H17：76％）
このため、面積・単収の両面からの取組を強化する必要がある。 となって、 濃厚飼料自給率

・ 新たな耕畜連携水田活用対策の活用等による、水田における稲発酵 H15:10％ → H27:14％
粗飼料や水田裏作を利用した飼料作物の作付拡大 （H17：11％）
・ 寒冷地向け新品種の導入や効率的収穫・調製機械の普及による、単
位面積当たり栄養収量の高い青刈りトウモロコシの作付拡大 ○飼料作物の収穫量

等を推進するとともに、引き続き、 H15:352万TDNﾄﾝ → H27:524万TDNﾄﾝ
・ コントラクターの育成・活用による飼料作物生産作業の外部化 （H18：351万TDNﾄﾝ）
・ 国産稲わらの利用促進
・ 水田や耕作放棄地における放牧の拡大
・ 地域において飼料生産を推進する稲発酵粗飼料コーディネーター、 ○飼料作付面積
コントラクターアドバイザー及び放牧伝道師の人材育成 H15:93万ha → H27:110万ha
等の取組を推進する。 （H17:91万ha、H18：90万ha）
なお、農林水産省は、定期的に進捗状況を把握・検証し、着実に取組

が行われるよう努める。 ○飼料作物生産コストの３割低減
（H27目標）

（濃厚飼料） （濃厚飼料）
○ 食品残さの飼料化（エコフィード）推進に向けた18年度の取組におい ○ エコフィードの安定的利用促進を図るため、農林水産省は、
て、 ・ エコフィード認証制度の創設やエコフィード利用畜産物のＰＲ
・ 依然として不安感を持つ消費者がいること ・ 「食品残さ利用飼料の安全性確保のためのガイドライン」の普及
・ 食品残さ原料の発生・加工・利用の状況等の情報を容易に入手でき ・ 近赤外線を用いた簡易な栄養特性評価手法の開発・普及
ない ・ ＨＰ等を活用した情報収集・提供体制の整備

・ エコフィードを利用する技術の普及・定着が十分でない ・ 大学や試験研究機関の技術者との連携体制整備による技術面での支
等の課題が明らかになったことから、これらの課題解決に向けた取組を 援情報の共有
推進する必要がある。 ・ 新たな食品リサイクル制度の活用

等の取組を推進する。



平成１９年度品目別行動計画（案）詳細版

１ 米・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １

２ 麦・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ８

３ 甘しょ・馬鈴しょ・・・・・・・・１４

４ 大豆・・・・・・・・・・・・・・・・１７

５ 野菜・・・・・・・・・・・・・・・・２１

６ 果実・・・・・・・・・・・・・・・・２４

７ 生乳・・・・・・・・・・・・・・・・２７

８ 牛肉・・・・・・・・・・・・・・・・３０

９ 豚肉・・・・・・・・・・・・・・・・３３

10 鶏肉・・・・・・・・・・・・・・・・３５

11 鶏卵・・・・・・・・・・・・・・・・３７

12 てん菜・さとうきび・・・・・・ ３９

13 茶・・・・・・・・・・・・・・・・・ ４２

資料２－２



１ 米

１．基本計画策定(H17.3)以降の取組実績

（消費面）

（１）ごはん食の推進 ： 米単独の消費拡大から食生活全体の中でのごはん食拡大

①テレビ「いまどき！ごはん」での食育情報の提供

ごはん食の有用性中心（17年度） → 食育（日本型食生活）中心（18年度）

②年齢階層別の取組の強化

・若年層向けの新ＣＭで「朝ごはん」の普及・啓発を推進（19年1月～3月）

・中高年層に関心の高い「健康」をテーマに、医師・栄養士等を対象としたシンポ

ジウムを開催 17年度：「お米・健康サミット」

18年度：「食育健康サミット」

・小学生を対象としたお米マイスターによる出前授業等を実施(17・18年度)

③モデル地域・手法を公募で選定し、集中的な普及・啓発事業を実施

兵庫県において地元企業や地域社会と連携した普及・実践活動を行う事業（神戸

新聞社グループ）を採択。(18年度)

（２）米飯学校給食の推進 ： 実施回数が少ない大都市地域での重点実施

文部科学省やＪＡ全中等と連携し、大都市地域でごはんで給食フォーラム､メニュ

ー講座を開催(17・18年度)

（３）米加工品の開発・普及 ： 全国レベルでの取組を展開

①各地方ブロック及び全国での米粉食品推進会議開催(17・18年度)

全国会議の下に外食部会を設立(18年度)

②外食産業や大手製パン業者による米粉パンへの取組も活発化(18年度)

米粉パン用等米粉需要量 ３千トン(17年度)→５千トン(18年度見込)

（生産面）

（１）需給調整システムの移行

平成19年産から、生産調整手法について、国・都道府県等から提供される需給に関

する情報や市場シグナルを基に、農業者・農業者団体が主体的に需給調整を行うシス

テムへ移行。

（２）的確な需要情報の提供

・需要に即応した米づくりを推進するため、各産地別の需要動向を把握し、毎年、基

本指針において公表。（年２回、７、11月）

・国から都道府県への需要量に関する情報の提供についても、この需要動向を的確に

反映。

（３）農政局や地方公共団体、民間団体等の主催による水稲直播栽培推進のための協議会、

現地検討会が開催（平成17年度：協議会５回、検討会６回、平成18年：協議会６回、

検討会５回）され、関係者間の情報共有の促進や栽培管理技術の産地への指導・普及

を推進。

（４）「大規模乾燥調製貯蔵施設（ＣＥ）の利用体制の整備に係る計画」を全国のＣＥ設

置農協のほぼ全てが策定し、担い手育成、稼働率の向上、品質管理の強化に向けた取

組を実施。本省では各農協の稼働率向上等の取組状況をとりまとめ、取組が不十分な

農協等に対しては農政局を通して改善を指導。



（５）高生産性地域輪作システム実証事業（平成17～19年成果重視事業）による実証事業

を全国16地区（うち、水稲８地区）において実施。実証地区における農政局ブロック

の現地検討会や実証成績検討会、全国段階で事業推進・評価会議を開催するとともに、

省力・低コスト営農体系の確立を支援。

（６）多様なニーズに対応するため、民間団体において新形質米のニーズの把握や商業化

に向けたビジネスモデル構築に向けた市場調査や民間育種業者の優良事例調査を実

施。

（７）近年、南東北や北陸、九州で顕在化している高温障害による米の品質低下に対応す

るため、研究成果や技術対策を「高温障害対策レポート」として取りまとめるととも

に、本省において技術対策の指導通知を発出（平成18年８月）。このレポートを参考

に農政局、地方公共団体及び農業者団体による産地の指導。

２．目標に対する位置付け（目標に対してどのような状況にあるのか）

○基本計画目標の達成状況

平成15年度 平成16年度 平成17年度 平成18年度 平成27年度

（目標年）

国内生産量 891万ﾄﾝ 873万ﾄﾝ 907万ﾄﾝ 856万ﾄﾝ 891万ﾄﾝ

輸入量 96万ﾄﾝ 73万ﾄﾝ 98万ﾄﾝ － －

国内消費仕向け量 942万ﾄﾝ 955万ﾄﾝ 955万ﾄﾝ － －

1人1年あたり純食 62kg 62kg 61kg － 62kg

自給率 95% 95% 95% － 96%

（１）長期目標に対する達成状況

（消費面）

現行基本計画策定時においては、分かりやすく実践的な「食育」や「地産地消」への

取組を通じ、平成27年度において望ましい食料消費の姿が実現することを前提として、

1人当たりの米消費量について62kgと見込んでいるが、17年度は、米加工品等は減少し

たものの、家計における米消費量が回復したことから、平成27年度における目標値とほ

ぼ同水準の61.4kgとなっている。

（生産面）

① 18年産生産量は、九州を中心に台風による潮風害が発生し、登熟が抑制されたこ

とから856万トンとなった。

18年度実績と27年度目標に向けたシナリオとの関係については、食料・農業・農

村基本計画で示された27年度における生産努力目標について、基準年としている15

年度と27年度の値を直線で結んだものを目標達成に向けたシナリオ（以下「目標シ

ナリオ」という）とした場合、

ア 生産量の18年度実績値は目標シナリオ（18年度：891万トン）を僅かに下回る

（約５％）ものの、ほぼ目標シナリオに乗った実績となっている。

イ 生産コストについては、直近の値である17年度実績値（16.7千円/60kg）は、目

標シナリオ（17年度：16.7千円/60kg）に乗った実績となっている。



平成15年度 平成16年度 平成17年度 平成18年度 平成27年度

（基準年） （目標年）

生産量

(実績値) 779万ﾄﾝ 873万ﾄﾝ 907万ﾄﾝ 856万ﾄﾝ

(目標シナリオ) 891万ﾄﾝ 891万ﾄﾝ 891万ﾄﾝ 891万ﾄﾝ 891万ﾄﾝ

作付面積 166万ha 170万ha 171万ha 169万ha

60kg当たり生産コスト

(実績値) 17.4千円 16.9千円 16.7千円

(目標シナリオ) 17.4千円 17.0千円 16.7千円 16.3千円 13.0千円

(( )内対前年比)) (▲2.8%) (▲1.2%)

10a当たり生産費 152千円 148千円 147千円

10a当たり平年収量

(実績値) 524kg 525kg 527kg 529kg

(目標シナリオ) 524kg 525kg 528kg 530kg 539kg

10a当たり実単収 469kg 514kg 532kg 507kg

注）60kg当たり生産コストは、10ａ当たり全算入生産費（実績値）を10a当たり平年収量で除した数値に

60kgを乗じて算出

② 品質・ロット等外食・中食からの多様なニーズに対応できるロットの大型化、用

途に応じた品質の原料提供が進められているところであるが、平成17年度以降、、

新たに業務用用途に適した巨大胚芽米、低アミロース米等５品種の新形質米が品種

登録され、今後、食品事業者を中心に需要増加が見込まれる。

（２）17年度又は18年度における取組目標の実績、達成状況

（消費面）

①ごはん食の推進（目標：若年層・中高年層における米の消費量の維持・向上)

・国民健康・栄養調査によれば、朝食欠食率の高い２０代及び生活習慣病等の「健康」

について関心が高い４０代共に米の消費量は減少しており、この年代層に焦点。

20代： 59kg→57kg（15→16年度）

40代： 61kg→59kg（15→16年度）（１７年度は８月公表予定のため現時点不明）

・17年度の１人当たり主食用米供給量は増加（16年度59.3kg→17年度59.4kg）

（農林水産省食料需給表）

②米飯学校給食の推進（目標：３回／週）

・平成17年度は２.９回

③米加工品の開発・普及（目標：米粉パン認知度 17年度20％、18年度30％）

・17年度の認知度は20％（目標達成） (参考)米粉パン用等米粉需要量

・18年度の認知度は44％（目標達成） ３千ﾄﾝ(17年度)→５千ﾄﾝ(18年度見込)

（生産努力目標行動計画）

① 米の60kg当たりの生産コストの２％低減(対前年比)

平成17年産生産コストは16.7千円/60kg、平成16年産生産コスト16.9千円/60kgに対

して1.2％低減となり、目標を下回った。



② 直播栽培面積を前年比１割程度増加

平成18年度における水稲直播栽培面積は15,879haであり、平成17年度実施面積に対

して1.0％増となり、目標を下回った。

③ 実証地区における稲・麦・大豆の２年３作体系での10ａ当たり労働時間30％削減、

60kg当たり生産費15％削減（19年度）

新技術導入の実証を行った16地区（うち、水稲８地区）について、各ブロックで18

年度の実証成果を検証し、生産コスト及び労働時間削減効果を確認するとともに、次

年度に向けた課題・問題点を検討した。

④ 新形質米等の商品化計画の策定

民間団体による市場化調査、民間育種事業者の優良事例調査を実施し、ビジネスモ

デル（案）を策定するとともに、調査成果の発表を兼ねた「機能性成分米商業化シン

ポジウム」を開催し（平成19年３月）、商品化に向けた動きが緒に就いたところであ

る。

３．課題

（消費面）

（１）ごはん食の推進

・朝食欠食率の高い若年層を対象とした朝食欠食率の改善及び中高年層を対象とした生

活習慣病の予防効果の啓発等が課題。

（２）米飯学校給食の推進

・地方では、ほぼ目標を達成。

・大都市地域では、米飯学校給食に対する関心の低さや対象児童数の多さ等が

目標達成遅延の要因と推察。

（３）米加工品の開発・普及

・米加工品の更なる普及に向けた情報発信やＰＲ等の取組を継続。

・19年度の認知度を60％に設定。

（生産面）

（１）的確な需要情報の提供

・生産者段階までの需要情報の伝達が不十分。

（２）需要に見合った作付の推進

・米づくりの本来あるべき姿を実現するため、農業者や農業者団体が前年産の販売実

績や消費者・実需者ニーズ等を踏まえ、自ら翌年産の生産量を判断できる意識の醸

成。

（３）米価の低迷傾向が続く中で、担い手の経営所得を維持・向上させるためには、農地

の流動化、構造改革の加速化等に加え、担い手の規模拡大を通して生産コスト低減に

資する水稲直播栽培等の革新技術の普及を加速化する必要がある。

また、共同乾燥施設の稼働率向上（近年約７割程度と低迷）や担い手を中心とした

利用体制の整備は経営費の約１割を占める乾燥・調製費の低減のためにも重要であ

る。

（４）また、米の新需要を創出できる新形質米等の商品化のための取組を円滑に進めるた

めに、民間団体による産地・実需者の連携体制づくりの推進が重要である。

（５）さらに、残留農薬のポジティブリスト制の施行やコーデックス委員会によるカドミ

ウム基準値の強化（１ppm→0.4ppm）といった情勢の変化に対応するため、産地にお



ける米の安全及び消費者の信頼確保のための取組強化が必要である。

４．平成19年度の取組方針

（消費面）

（１）ごはん食の推進 ： 若年層への取組を強化

・公募方式の導入

・食育の推進による米消費の拡大については公募方式を導入。

・テレビ媒体の活用

・食育月間（６月）を中心に、テレビＣＭ等により各世代に対応した「食事バランス

ガイド｣の活用によるごはん食の普及を推進。

・秋以降若年層をターゲットとした朝食欠食の改善等の取組を強化。

・「いまどき！ごはん」の同時間帯（日曜18時～18時30分）で民間企業による新たな

食育番組を提供。

・中高年層に関心の高い「健康」をテーマにシンポジウムを開催

・民間団体による「健康」をテーマに医師・栄養士等を対象としたシンポジウムを

開催。

・食事バランスガイドを活用した１食当たりの米消費量の維持・増大

・１日当たり米消費量の維持・拡大に向けて食事バランスガイドの活用。

・民間団体による小中学生等を対象とする出前授業及び現地学習会の強化。

・生産者世帯への普及・啓発の強化

（２）米飯学校給食の推進 ： 大都市地域での取組を推進

・米飯学校給食週３回の目標達成に向け、大都市地域の実施回数の少ない市区町村に

ターゲットを当て民間団体によるごはんで給食フォーラム、メニュー講座等による普

及促進を図る。併せて、農政事務所等による米飯給食が低調な大都市の学校給食関係

者等に対する米飯給食の意義やメリット等について普及啓発等を実施する。

（３）米加工品の開発・普及 ： 米粉パンの全国規模での流通の加速

・18年度に始まった外食産業における米粉パン利用等の動きを更に推進するため、全

国米粉食品普及推進会議と連携した普及の取組を実施。

（生産面）

（１）的確な需要情報の提供

・米の需要情報を生産者段階まで確実に提供できるような情報提供体制の整備と内容

の充実強化。

（２）需要に見合った作付の推進

・地域の関係者が参画する地域協議会で決定した地域水田農業ビジョンに即して需要

に応じた生産が図られるよう必要な助言・指導を行う。

（３）米生産費の計画的な縮減（▲２％／年）を図るため、

① 引き続き、農政局ブロックでの現地検討会等の開催を通して水稲直播栽培技術の

指導・普及を推進するとともに、品目横断的経営安定対策の対象経営者の中でも、

特に、規模拡大等に意欲的な担い手をモデル経営体として育成し、水稲直播栽培等

新技術の導入を重点的に推進する。

② また、ＣＥ等の共同乾燥施設については、稼働率の向上や担い手が中心となった

施設利用を推進する農協の取組を支援するため、優良事例の提示や農協毎の全国的



取組の傾向分析を行う。

（４）また、新形質米等を活用した新商品の開発を促すため、民間団体が行うマッチング

を通して米の新需要創出に意欲的な産地と実需者とを結びつけ、新形質米等を生産す

る産地・実需者に対して必要な技術指導等を行う。

（５）さらに、食の安全及び消費者の信頼を確保するため、生産工程管理（ＧＡＰ）を推

進する。

５．主要スケジュール

（消費面）

６月、10～11月頃 食育月間等におけるテレビ媒体等を通じた情報提供

11月 食育健康サミットの開催

11月～１月 ごはんで給食フォーラム・メニュー講座の開催

（需給面）

２～３月 地域協議会における助言・指導

３月 需給及び価格の安定に関する基本指針

６月 情報提供システムの確立

米穀の６月末在庫調査（速報値）

７月 需給及び価格の安定に関する基本指針（需要実績の速報値）

８月 米穀の６月末在庫調査（確定値）

11月 需給及び価格の安定に関する基本指針（需要実績の確定値、20年産米の需

要量に関する情報の提供）

（生産面）

４月～３月

米の60kg当たりの生産コストの２％低減に向けた取組の実施

＜主な取組内容＞

・水稲直播栽培技術の指導・普及のための現地検討会の開催（農政局、農業者団体、民

間団体）

・水稲直播栽培等新技術を導入した米の限界生産費を追求するモデル産地形成（本省、

農政局）

・担い手経営革新モデルの実践（産地）

・高生産性地域輪作システム実証事業の実証成果の評価・とりまとめ（本省、農政局）

・ＣＥの利用体制強化のため、「平成18年度各ＣＥにおける取組状況のとりまとめ」結

果にもとづく現地指導の実施や検討会の開催（本省、農政局、地方公共団体）

４月～３月

新形質米等の活用による米の新需要創出

＜主な取組内容＞

・新形質米の商品化に向けた新需要創造対策の実施（本省、農政局、地方公共団体、民

間団体、農業者団体）



５月～３月

米の生産工程管理の推進

＜主な取組内容＞

・農産物の安全確保、品質向上のために生産工程管理をモデル地区を選定（本省、農政

局、地方公共団体、農業者団体）

・生産工程管理を上記地区においてモデル的に実施（農業者団体）



２ 麦

１．基本計画策定(H17.3)以降の取組実績

（消費面）

国内産麦について、需要者ニーズに応じた良品質麦の計画的な生産及び取引の安定化

を図るため、取引ルールの見直し等を実施。

① 入札における値幅制限及び申込限度数量の拡大（小麦は１７年産から、大・はだ

か麦は１９年産から）

② 相対取引における、過去の実績シェアのみにより販売条件を提示する仕組みの廃

止（１９年産から）

③ 品目横断的経営安定対策の交付金単価に関係する品質評価基準値の引上げ（１９

年産から）

（生産面）

（１）各産地の実情に即した計画的な生産や、品質・生産性の向上等の課題を解決する

ため、17年度から農業団体が中心となって「産地強化計画」を策定し取組を行うと

ともに、毎年度、産地自らが取組の実施状況を評価しながら産地改革を推進。

また、年度末には、地方農政局を単位としたブロック会議において、産地強化計画

の活動実績の検証・評価を実施。

さらに麦主産県においては、各県毎の近年の生産・販売動向や品質状況等について

の具体的な動向や課題を明らかにした「麦カルテ」を作成し、今後の課題解決に向

けた対応方策をとりまとめ、産地改革を推進。

（２）担い手の規模拡大等を推進するため、品目横断的経営安定対策の対象となる担い

手の特定を急ぎ、これら担い手に対して麦作を速やかに集積するよう地方農政局（地

方農政事務所）に対して指示。

また、品目横断的経営安定対策の対象農業者の経営発展を促進するため、19年度か

ら実施する「担い手経営革新促進事業」を予算化。

（３）生産コストの低減や労働時間削減などの生産性向上を図るため、高生産性地域輪

作システム実証事業により、不耕起栽培や耕起・施肥・播種同時作業技術等の新技

術導入効果の検証を行う地域実証（８地区）及び実証成績検討会を実施。

（４）実需者ニーズに対応した品質の向上を図るため「麦類良質品種実用化・普及促進

協議会」をブロック別に開催し、新品種の評価活動を通じて、新品種の普及を推進。

（17年度評価実施数 134（品種、系統）、うち品種登録されたもの 4）

（政府、地方公共団体、試験研究機関、実需者団体）

また、麦民間流通連絡協議会を開催し、農業者団体と実需者の需給情報の交換等を

実施。（農業者団体、実需者団体）

（５）大麦・はだか麦の増産を図るため、地方農政局を単位としたブロック会議や麦カ

ルテ作成にあたっての主産県とのヒアリング等において、産地銘柄毎の需給状況や

価格動向等を提示し、増産の必要性を周知するとともに、作付増加に向けた働き掛

けを実施。



２．目標に対する位置付け（目標に対してどのような状況にあるのか）

○ 基本計画目標の達成状況

小 麦 平成15年 平成16年 平成17年 平成18年 平成27年

（基準年） （目標年）

国内生産量 86万トン 86万トン 87万トン 84万トン 86万トン

輸入量 554万トン 548万トン 529万トン － －

国内消費仕向け量 632万トン 627万トン 621万トン － －

１人１年あたり純食料 33㎏ 32kg 32㎏ － 31㎏

自給率 14％ 14％ 14％ － 14％

大麦・はだか麦 平成15年 平成16年 平成17年 平成18年 平成27年

（基準年） （目標年）

国内生産量 20万トン 20万トン 18万トン 17万トン 35万トン

輸入量 200万トン 209万トン 203万トン － －

国内消費仕向け量 228万トン 234万トン 228万トン － －

１人１年あたり純食料 0.3㎏ 0.3kg 0.2㎏ － 0.3㎏

自給率 ９％ ９％ ８％ － 15％

（１）長期目標に対する達成状況

（消費面）

・ 小麦の１人１年当たり消費量は、昭和42年度まで増加傾向が続いた後、32㎏前後

で概ね横ばいで推移しており、平成17年度では31.7㎏となっている。これは、平成2

7年度における望ましい食料消費の姿（31㎏）に概ね沿った水準である。

・ 大・はだか麦は、昭和40年代までは米の代替品として消費されていたが、当時と

比べると１人１年当たり消費量は大きく減少している。近年は0.3㎏前後で概ね横ば

いで推移しており、平成17年度では0.2㎏となっている。これは、平成27年度におけ

る望ましい食料消費の姿（0.3㎏）に概ね沿った水準である。

・ 近年、需要者と生産者団体との間における密接な情報交換等に基づく、需要者ニ

ーズを踏まえた生産の取組が行われており、販売予定数量と購入希望数量の差は減

少傾向で推移してきている。

１９年産においても、販売予定数量の全量がは種前契約されたところ。

また、全銘柄加重平均の入札価格は、近年上昇傾向で推移しており、国内産麦に

対する需要者の評価は高まっていると考えられる。

（生産面）

① 生産量

・ 18年産小麦の生産量は、作柄の良かった前年産に比べて4%減少して、84万トン
となり、基本計画で見込んでいる目標シナリオ（18年度：86万トン）を約３％（2.3

万トン）下回った。

・ 18年産大麦・はだか麦の18年産の生産量は、作付面積が減少(対前年比▲1.6％)したこと

に加え、日照不足や降雨等の影響により二条大麦、六条大麦の10ａ当たり収量が



前年産を下回ったため、17.4万トンとなり、基本計画で見込んでいる目標シナリ

オ（18年度：23.7万トン）を約27％（６万トン）下回った。

② 需要に応じた麦種・用途ごとの計画的な生産

・ 小麦については、近年需要が高まりつつあるパン用品種の作付面積が順調に増

加しつつある。

・ 一方、大麦・はだか麦については、主食用や焼酎用の需要の伸びに対して生産

が伸び悩んでおり、依然として供給不足となっている。

③ 品質の向上

農林61号等の従来品種に比べて良品質な新品種の18年産における作付面積のシ

ェアは、18.4％（都府県）となった。これは、27年産における目標値を45％（都

府県）とした目標シナリオ（18年産：18％）を達成しており、新品種の作付は順

調に増加している。

④ 生産コストの低減

18年産における生産コストの対基準年（15年）比は▲9.7％となり、27年産にお

ける生産コストを３割程度低減することを目標としたシナリオ（18年産：▲6.4％）

を上回った。

平成15年産 平成16年産 平成17年産 平成18年産 平成27年産

（目標年）

小麦生産量 85.6万ﾄﾝ 86.0万ﾄﾝ 87.5万ﾄﾝ 83.7万ﾄﾝ

(目標ｼﾅﾘｵ) 85.6万ﾄﾝ 86.0万ﾄﾝ 86.0万ﾄﾝ 86.0万ﾄﾝ 86万ﾄﾝ

大麦・はだか麦生産 19.9万ﾄﾝ 19.9万ﾄﾝ 18.3万ﾄﾝ 17.4万ﾄﾝ

量 19.9万ﾄﾝ 21.2万ﾄﾝ 22.4万ﾄﾝ 23.7万ﾄﾝ 35万ﾄﾝ

(目標ｼﾅﾘｵ)

パン用新品種作付面 5,427ha 7,641ha 10,555ha 13,608ha
積 141％ 138％ 129％

対前年比 110％

(目標ｼﾅﾘｵ)

都府県新品種作付面 5,521ha 9,344ha 9,834ha 12,624ha
積 6.9％ 12.1％ 14.9％ 18.4％ 45％

新品種ｼｪｱ － (基準) 15.0％ 18.0％ 45％

(目標ｼﾅﾘｵ)

60kg当たり生産費 10,079円 9,931円 9,673円 9,099円 7,489円

対基準年(15年)比 ▲1.5% ▲4.0% ▲9.7% ▲25.7%
(目標ｼﾅﾘｵ) ▲2.1% ▲4.3% ▲6.4% ▲25.7%
対前年比 ▲5.9%
(目標) ※▲2.5%

注)60kg 当たり生産費は、10ａ当たり全算入生産費（実績値）を10ａ当たり平均収量で除し
た数値に60kgを乗じて算出

※ 18年産においては、目標を▲2.5%(対前年比）とした

（２）17年度又は18年度生産努力目標行動計画における取組目標の実績、達成状況

① 目標：パン用新品種の作付面積を17年産（10,555ha）比１割程度増加
実績：実需者からの強い要望に対応して作付面積が増加し、13,608ha（対前年



３割程度増加）となり、目標を達成した。

② 目標：新品種の作付面積シェア（都府県）を18％に向上

実績：新品種の作付面積シェアは18.4％となり、目標を達成した。

③ 目標：麦の60kg当たりの生産コスト2.5％低減（対前年産比）
実績：18年産の生産コストは、5.9％低減（対前年産比）し、目標を達成した。

④ 目標：実証地区における稲・麦・大豆の２年３作体系での10ａ当たり労働時間

30％削減、60kg当たり生産費15％削減（Ｈ19年度）
実績：新技術導入の実証を行った16地区（うち麦：８地区）について、各ブロ

ックで18年度の実証成果を検証し、生産コスト及び労働時間削減の効果の

確認するとともに、次年度の実証に向けた課題・問題点を検討した。

３．課題

（消費面）

（１）国内産麦について、需給や品質の評価がより適切に生産者に伝わり、需要者ニー

ズに応じた生産がなされるよう、取引のあり方について定期的に検証し、その見直

しを実施する必要。

（２）より地域に密着した取引の推進により、国内産麦の安定的な流通を確保する必要。

（生産面）

（１）小麦については、新たな品質評価基準としてタンパク質含有量の許容範囲が小さ

くなるよう基準値等が強化されたことから、タンパク質含有量のばらつきを小さく

するなどの成分品質の改善に軸足を置いた生産対策が必要。

大麦・はだか麦については、収量性の高い新品種への作付転換等により収益性を向

上させる必要。

（２）現行の民間流通制度における値幅制限（７％）が存在するため入札価格の変動が

小さく、実需者ニーズが生産現場に伝わりにくい状況。このため、民間流通制度に

おける値幅制限等を見直す必要。

（３）生産コストの引き下げについては、都府県において引き続き担い手に対する集積

等をさらに進めるとともに、単収水準を高め、生産性の向上・安定化を図ることが

必要。

４．平成19年度の取組方針

（消費面）

（１）今後とも、需要者ニーズに応じた国内産麦の生産及び円滑な流通を通じて安定供

給を確保し、消費者ニーズへの対応を推進していく必要がある。

このため、国内産麦の民間流通の仕組みに関して１９年度に契約が締結される２０

年産麦については、

① 入札及びは種前契約時に各主産地での需要者と生産者の情報交換の結果が一層

反映され、より需要に応じた生産が推進されるよう、入札スケジュールの見直し

を行う

② ２回に分けて実施している入札のうち、中間結果（加重平均価格）を公表する

ことで、市場評価をより適切に反映した価格形成を促す

こととしている。



また、２１年産以降の民間流通の仕組みの議論においては、

③ 多様な流通の促進、地域内での需要者と生産者の結びつきを強化し、国内産麦

の取引を安定させる観点から、複数年契約を推進する

④ 国内産麦の安定取引に資するよう、市場評価を一層的確に価格に反映させる観

点から、競争制限的な入札の仕組みの見直しについて検討する

こととしている。

（２）需要に応じた良品質麦の生産のため、生産者への需要者ニーズの適確な伝達を推

進する必要がある。

このため、麦主産各県において、生産者側と需要者側が構成する民間流通連絡協

議会（５、８～９月）、地方連絡協議会を開催する（６～７月）。

また、特に購入希望数量に対して販売予定数量の不足が著しい大・はだか麦につ

いては、需要者側、生産者側の意向について情報交換し、将来にわたる安定取引の

ための具体的仕組みの検討を進める。

（３）食料産業クラスター展開事業の実施等を通じ、製粉企業による国内産小麦の使用

を前面に打ち出した製品の開発を支援するため、需要者団体が主催する会議等にお

いて、事業の紹介や各社の取組事例を紹介することにより、地域に密着した取引を

推進する。

（生産面）

（１）小麦については、成分品質の改善や安定化に向け、「品質評価基準の見直しに伴う

品質評価向上支援対策」による支援等を通じて、品種特性や栽培環境、生育ステー

ジ等に応じた適正施肥の実施などを強化するとともに、引き続きパン用や中華めん

用等の専用品種も含め、良品質な新品種への転換を計画的に進めていく。

大麦・はだか麦については、収量性の高い「シルキースノウ」や「はるしずく」な

ど、新品種への作付転換等により収益性を向上させ、作付面積の増加を図る。

（麦民間流通連絡協議会の開催、麦類良品質品種実用化・普及促進協議会の開催、地

方農政局等ブロック会議の開催、産地強化計画の見直し）

（２）需給や品質の評価がより反映される取引ルールとなるよう民間流通制度の改善に

ついて提言を行う。

（麦民間流通連絡協議会の開催等）

（３）品質や生産性の向上を図るため、品目横断的経営安定対策への移行により、麦作

の担い手集積を加速化するとともに、生産性の優れた良質な新品種への作付転換を

推進する。（平成27年の普及率45％（都府県））（平成19年産の普及率21％（都府県））

また、担い手経営革新促進事業の実施や高生産性地域輪作システム実証事業におけ

る成績検討会及びブロック会議等において、各都道府県、試験場が有する新技術等

の検討や情報を交換することにより、生産性の向上・安定化を推進する。

（麦類良品質品種実用化・普及促進協議会の開催、担い手経営革新促進事業の推進、

高生産性地域輪作システム実証事業、地方農政局等ブロック会議の開催、産地強化

計画の見直し）（60kg当たりの生産コストを年２％低減）



５．主要スケジュール

（消費面）

４～５月 生産者団体と需要者団体で構成される民間流通連絡協議会において20年産

の取引ルールを決定。

６～９月 民間流通連絡協議会及び地方協議会を開催し、生産者団体と需要者の取引

における情報交換等を実施。

４月以降 食料産業クラスター事業の事業計画について、審査・採択を実施。

（生産面）

５月、７月 麦民間流通連絡協議会を開催し、農業者団体と実需者の需給情報の交換

等を実施。（農業者団体、実需者団体）

６～８月 「麦類良質品種実用化・普及促進協議会」をブロック別に開催し、新品種

の評価活動を通じて、産地と実需者との連携を強化する。（政府、地方公共団

体、試験研究機関、実需者団体）

４～２月 生産コストの低減を図るため、高生産性地域輪作システム実証事業を実施

し、稲・麦・大豆の２年３作体系での10ａ当たり労働時間を30％削減、 60kg

当たり生産費15％削減に向けた取組を行う。また、２月には、成績検討会を

開催し、事業の実証結果についての検証を行う。

４～１２月 品目横断的経営安定対策の対象農業者の経営発展を促進するため、担い

手経営革新促進事業により、大規模経営体にふさわしい革新的技術の組合せ

を実践するモデル経営体を設定し、効果を実証することによって当該技術の

導入・普及を促進する。

２月 地方農政局を単位としたブロック会議等を開催し、産地が抱える課題や今

後の方向等についての検討や情報交換を実施。

また、産地強化計画の活動実績の検証・評価を行い、必要に応じて計画の

見直しを図る。

特に大麦・はだか麦については、実需者、生産者団体等を集め、産地銘柄

毎の需給状況や価格動向等を提示し、増産の必要性を周知徹底する。



３ 甘しょ・馬鈴しょ

１．基本計画策定(H17.3)以降の取組実績

（消費面）

青果用需要が伸び悩む中、需要の拡大が期待される加工用（甘しょ：焼酎等、馬鈴しょ：フ

ライドポテト、ポテトチップ等）についての安定的な需要の確保を図るため、品種開発の段階

から実需者による加工適性評価を実施し、新品種の導入・普及等を促進。

（生産面）

甘しょについては、生産規模の拡大や省力化促進のため挿苗機や小型ハーベスタ等を用いた

機械化一貫体系の導入を推進。また、馬鈴しょについては、省力的で収穫時に傷がつきにくい

新たな高品質省力栽培体系の早期導入を図るための技術実証事業を実施。

２．目標に対する位置付け（目標に対してどのような状況にあるのか）

○ 基本計画目標の達成状況

甘しょ

平成１５年 平成１６年 平成１７年 平成１８年 平成２７年

（基準年） （目標年）

国内生産量 ９４万トン １０１万トン １０５万トン ９９万トン ９９万トン

輸入量 ６万トン ７万トン ９万トン － －

国内消費仕向け量 １００万トン １０８万トン １１４万トン － －

１人１年あたり純食料 ４．６㎏ ４．８ｋｇ ４．９㎏ － ４．６㎏

自給率 ９４％ ９４％ ９３％ － ９７％

馬鈴しょ

平成１５年 平成１６年 平成１７年 平成１８年 平成２７年

（基準年） （目標年）

国内生産量 ２９３万トン ２８９万トン ２７５万トン － ３０３万トン

輸入量 ７３万トン ７４万トン ８１万トン － －

国内消費仕向け量 ３６６万トン ３６３万トン ３５６万トン － －

１人１年あたり純食料 １５．２㎏ １５．１ｋｇ １５．０㎏ － １５㎏

自給率 ８０％ ８０％ ７７％ － ８４％

○ １７･１８年度生産努力目標行動計画における取組目標等の実績、達成状況

・実需者が加工適性評価を行う系統数（１８年度目標 ３９系統）

１８度において甘しょは１６系統、馬鈴しょは２３系統（計３９系統）について評価試

験を実施し、１８年度の目標を達成。これまでの実績として甘しょ２系統、馬鈴しょ１０

系統について品種登録済。

・モデル地区における労働時間４０％低減、生産費１０％低減（１９年度目標）

新たな高品質省力栽培体系の早期導入を図るための技術実証を成果重視事業により１７

年度から３年計画で推進しており、１８年度においては、労働時間が３９％低減すること

を実証。

（消費面）

甘しょは青果用需要が微減傾向となる中、焼酎用を含めた加工用需要が増加し、全体では２



７年目標に対するトレンドを上回る結果となった。馬鈴しょは、食の外部化・簡便化等により

青果用需要が微減傾向で推移しているが、加工用は外食産業需要が安定的に推移したことによ

り２７年度目標に対するトレンドを達成。

（生産面）

１８年度における甘しょ生産はいも焼酎ブームの影響が持続したこと等により、２７年度目

標に対するトレンドを達成したが、日照不足によりいもの肥大が抑制されたため、１７年度に

比べて生産量は減少した。また、１７年度の馬鈴しょは春植え、秋植えともに天候不順の影響

で、いもの肥大が抑制され小玉傾向となったため、２７年度目標のトレンドを下回った。

３．課題

（消費面）

甘しょ、馬鈴しょともに、今後とも加工用への生産拡大を促進するため、加工に適した新品

種のＰＲ等を通じて国産いもの需要を安定的に確保していく必要がある。また、実需者の求め

る特性や機能性を有する品種の供給を加速化する必要。

（生産面）

甘しょにおいては目標を達成し、今後も同程度の生産量が確保できる見込みであるが、機械

化一貫作業体系の普及による担い手の規模拡大や、作業の省力化を一層推進することにより、

生産コストの縮減に努めることが必要。一方、馬鈴しょは、依然、生産努力目標に達していな

いため、今後は需要が堅調な加工用について国産馬鈴しょの供給を拡大するため、省力栽培技

術であるソイルコンディショニング栽培技術を計画的に普及する必要。

４．平成19年度の取組方針

（消費面）

引き続き、需要の拡大が期待される加工用への転換を図り、安定的な需要の確保を図るため、

近年育成された加工に適した新品種を紹介するための啓発パンフレットの作成・配布により実

需者等に情報提供を行う。また、品種開発の段階から実需者による加工適性評価を実施し、実

需者ニーズを反映した品種開発の加速化を図るとともに、甘しょにおいては、機能性等に着目

した新品種・新商品の開発等の取組を、馬鈴しょにおいては、高品質原料の周年供給体制の整

備を促進。

（生産面）

零細な生産構造にある甘しょにおいては、生産コストの縮減及び生産規模拡大のため、引き

続き高性能作業機械の導入等による機械化一貫体系の整備を推進。馬鈴しょにおいては、省力

的で収穫時に傷がつきにくい新たな高品質省力栽培体系の早期導入を図るための技術実証を継

続して実施するとともに、19年度までの３年間の実証事業で得られた課題・成果について評価

・分析を行い、加工用馬鈴しょ生産のための技術体系を産地に提示することにより、当該技術

の普及の加速化を図る。特に、新たに開発された国産セパレータ（輸入機の価格の７割程度で

一般販売される予定）の普及を積極的に推進する。さらに、ジャガイモシストセンチュウ抵抗

性品種の普及を促進するため、新品種の啓発パンフレットを作成し、生産者への普及促進及び

栽培特性の周知を図る。（ソイルコンディショニング栽培体系の普及率目標 1％未満（18年度）

→10%程度（22年度））



５．主要スケジュール

（消費面）

実需者、生産者団体、育種機関、行政の参画によるいも類加工適性研究会を開催。（甘しょ

：８用途１４系統、馬鈴しょ：７用途１５系統）

４月～ 評価系統の栽培試験を実施

７月頃～ 馬鈴しょ（秋植え＋貯蔵）について実需者による加工適性試験を実施

10月以降 甘しょ及び馬鈴しょ（春植え）について実需者による加工適性試験を実施

２月頃～ 適性試験をふまえた評価結果の検討を行うため研究会を開催

（生産面）

引き続き成果重視事業を活用した技術実証を、モデル地区２地区により実施。

４月 公募による事業実施主体の決定（ＪＡ新得、ＪＡ津別）

５月 実施地区による現地検討会開催（植え付け前作業）

10月頃 実施地区による現地検討会開催（収穫作業等）

２月頃 推進協議会による年度成果の報告・検証



４ 大豆

１．基本計画策定(H17.3)以降の取組実績

（消費面）

食育・地産地消等に対する消費者の意識の高まり等により、豆腐・納豆の原料大豆の

原産地表示に対する要望が強まったことから、18年6月に「豆腐・納豆の原料大豆原産

地表示に関するガイドライン」を策定し、普及・啓発を行っているところである。

また、国産大豆協議会において実需者団体との需給動向等の情報交換を行うとともに、

大豆情報委員会において需給状況等の分析及び生産現場等への情報提供、消費者に対し

て大豆ホームページによる大豆の健康機能性等の各種情報提供を行ったところである。

（生産面）

（１）各産地における品質・生産性の向上の課題を解決するため、17年度から農協が中

心となって産地強化計画を策定し、大豆の産地改革を推進しており、現在、全国の

作付面積の約７割をカバーする産地強化計画を策定。

（２）（独）農業・食品産業技術総合研究機構において開発された気象条件・土壌条件

に応じた安定生産技術（いわゆる大豆300Ａ技術）の普及推進を図るため、地域段

階では高生産性地域輪作システム実証事業による地域実証（17年度：12地区、18年

度：14地区）及び実証地区における農政局ブロックの現地検討会や実証成績検討会

を開催するともに、全国段階においても、各地域の実証状況等を周知するため全国

大豆フォーラム（17・18年度：各２月）を実施。

（３）品目横断的経営安定対策の対象農業者の経営発展を促進するため、対象品目の生

産拡大や規模拡大等に資する経営革新の取組に対する支援を予算化（担い手経営革

新促進事業；19年度－21年度）

（４）加工適性に優れコンバイン収穫に適した品種の育成・普及のため、育成中の系統

について、実需者による加工適性評価を実施（17年度：40系統、18年度：47系統）

し、新品種として17年度に２品種、18年度に３品種を種苗法に基づく品種登録出願。

（５）生産者と実需者との安定的な取引関係の構築のため、国産大豆協議会を開催し、

大豆の生産、需給、価格の状況、品目横断的経営安定対策等について情報交換を実

施（17年度：６月、12月、18年度：７月、12月）。

２．目標に対する位置付け（目標に対してどのような状況にあるのか）

○基本計画目標の達成状況

平成１５年 平成１６年 平成１７年 平成１８年 平成２７年
（基準年） （目標年）

国内生産量 23万ﾄﾝ 16万ﾄﾝ 23万ﾄﾝ 23万ﾄﾝ 27万ﾄﾝ
輸入量 517万ﾄﾝ 441万ﾄﾝ 418万ﾄﾝ
国内消費仕向け量 531千ﾄﾝ 472千ﾄﾝ 434千ﾄﾝ
1人1年あたり純食料 6.7kg 6.9kg 6.8kg 7.4kg
自給率 ４％ ３％ ５％ ６％



（１）長期目標に対する達成状況

（消費面）

18年度は、豆腐、納豆等を中心に大豆加工品の需要がほぼ堅調に推移したことから、

一人当たりの消費量については、17年度実績と同様の1人・1年当たり純食料6．8kgと

見込まれ、目標シナリオ（18年度：6.9kg）をわずかに下回るものの、ほぼ目標シナ

リオとの乖離はない。

（生産面）

18年産の生産量は、23万900トンで、主産地の九州において天候不順や台風等の影

響から10ａ当たり収量が低下したものの、作付面積が増加したため、前年産に比べ３

％（5,900トン）の増加となった。

18年度実績と27年度目標に向けたシナリオとの関係については、食料・農業・農村

基本計画で示された27年度における生産努力目標について、基準年としている15年度

と目標年である27年度の値を直線で結んだものを目標達成に向けたシナリオ（以下「目

標シナリオ」という）とした場合、

① 生産量については、18年度の実績値は目標シナリオ（18年度：24.2万トン）を僅

かに下回る（約５％）ものの、ほぼ目標シナリオに乗った実績となっている。

② また、生産コストについては、60kg当たり生産費の17年度実績値（21.9千円）は

目標シナリオにおける生産コスト（17年度：21.2千円/60kg）を僅かに上回った（約

３％）ものの、ほぼ目標シナリオに乗った実績となっている。

③ 一方、安定生産の要素の一つである10ａ当たり収量については、は種時期や生育

初期の降雨によるは種遅れや湿害等の影響により、全国的には伸び悩んでいるとと

もに、各地域においても、年産によるバラツキが見られ、安定的な生産が図られて

いない状況となっている。

平成15年 平成16年 平成17年 平成18年 平成27年
（基準年） （目標年）

生産量（実績値） 23.2万ﾄﾝ 16.2万ﾄﾝ 22.5万ﾄﾝ 23.1万ﾄﾝ
〃 （目標ｼﾅﾘｵ） 23.2万ﾄﾝ 23.5万ﾄﾝ 23.9万ﾄﾝ 24.2万ﾄﾝ 27万ﾄﾝ
作付面積 15.2万ha 13.7万ha 13.4万ha 14.2万ha 14万ha
60kg当たり生産費(実績値） 23.3千円 28.2千円 21.9千円
〃 （目標ｼﾅﾘｵ） 22.1千円 21.7千円 21.2千円 20.7千円 16.3千円
10a当たり生産費 66.8千円 65.2千円 64.5千円
10a当たり平均収量 181kg 175kg 170kg 176kg
〃 （目標ｼﾅﾘｵ） 181kg 182.3kg 183.7kg 185kg 197kg
10a当たり実単収 153kg 119kg 168kg 163kg

（２）17年度又は18年度生産努力目標行動計画における取組目標の実績、達成状況

（生産面）

① 大豆の60kg当たりの生産コストの２％程度低減



17年度の60kg当たり生産費は、不作の影響により生産コストが基準年を大幅に

上回った前年を２割強下回り、また、基準年に対しても６％程度下回った（15年

度：23.3千円、16年度：28.2千円、17年度：21.9千円）。

② 実証地区における稲・麦・大豆の２年３作体系での10a当たり労働時間30％削

減、60kg当たり生産費15％削減（19年度）

新技術導入の実証を行った16地区（うち大豆：10県14地区）について、各ブロ

ックで18年度の実証成果を検証し、生産コスト及び労働時間削減の効果を確認す

るとともに、次年度の実証に向けた課題・問題点を検討した。

③ トヨムスメの作付面積シェアのうち３％程度を煮豆用に適した新品種トヨハル

カに転換（北海道）

18年産の北海道の作付面積は、小豆、いんげんからの転換による急激な作付け

拡大（対前年３割程度増加）に伴い、トヨムスメが３割程度増加したものの、新

品種トヨハルカについてもトヨムスメの作付面積の約４％（168ha）まで増加し

た。

北海道 全体 トヨムスメ トヨハルカ

17年 21,100ha 3,327ha 5ha

18年 28,100ha 4,270ha 168ha

３．課題

（消費面）

豆腐、納豆の製造業者の関係団体を通じた「豆腐・納豆の原料大豆原産地表示に関す

るガイドライン」の普及・啓発を行うとともに、実需者との需要動向の情報交換や消費

者に対する健康機能性等の情報提供に努める必要がある。

（生産面）

今後、実需者の求める品種・品質の大豆の安定的な生産供給と生産コストの低減を図

るためには、10a当たり収量の高位安定化を図る必要がある。

このため、基本技術の励行のみならず、は種時期や生育初期の降雨によるは種遅れや

湿害等を回避するは種技術等の単収や生産性の向上に寄与する新技術の普及促進が必要

である。

４．平成19年度の取組方針

（消費面）

引き続き、「豆腐・納豆の原料大豆原産地表示に関するガイドライン」について、豆

腐、納豆の製造業者の関係団体を通じた説明会の開催や、団体の広報誌への寄稿等を通

じた積極的な普及・啓発を図る。

また、実需者との需要動向の情報交換や消費者に対する健康機能性等の情報提供を実

施する。

（生産面）

１に掲げた各取組を引き続き実施するが、特に、10a当たり収量の高位安定化を図る

ため、（独）農業・食品産業技術総合研究機構において開発された気象条件・土壌条件



に応じた安定生産技術（いわゆる大豆300Ａ技術）の普及促進に重点を置き、各農政局

ブロック単位で大豆300Ａ技術等の新技術の普及目標を設定（23年産：27,000ha）し、

普及目標の達成に向けた取組を実施する。

５．主要スケジュール

（消費面）

当面、豆腐・納豆製造業者の団体を通じた「豆腐・納豆の原料大豆原産地表示に関するガイ

ドライン」の普及・啓発を図る。

（生産面）

19年４月～20年３月

新技術の普及目標の達成に向けた推進体制の強化及び取組の実施

＜主な取組内容＞

・普及推進に係るブロック会議の開催（農政局）

・普及啓発資料等の作成（パンフレット等）（本省、農政局）

・現地検討会や技術講習会の開催（農政局、都道府県）

・高生産性地域輪作システム実証事業の実証成果の取りまとめ及び印刷・配布

（本省、農政局）

・担い手経営革新モデルの実践（産地）

など

19年６月及び12月

国産大豆協議会の開催（本省、生産者団体、実需者団体等）

・生産者団体等がとりまとめる生産計画等の検討及び生産者団体、実需者団体等による

生産、需給、価格等の情報交換を実施

19年７月、11月、20年２月

大豆情報委員会の開催（本省、生産者団体、実需者団体）

・需給や価格情報の分析やこれに基づく生産・販売方針等の検討、生産者への情報提供

を実施

19年11月

育成中の系統の実需者による品質評価検討会を実施（実需者、試験研究機関）。

・育成中の系統について、豆腐、味噌、煮豆、納豆の実需者による品質評価を実施



５ 野菜

１．基本計画策定(H17.3)以降の取組実績

（消費面）

・ 国産野菜の栄養成分・機能性に係る情報提供の産地における取組促進、外食・中食に

おける国産野菜利用増大及び普及啓発活動の推進、企業・団体における健康のための野

菜摂取拡大活動の推進等に向けた取組を実施（H17：3産地、251店舗、8社）。

（生産面）

・ 担い手を中心とする産地づくりのための産地強化計画の策定とこれに基づいた産地強

化の取組の推進に向け、ブロック別に関係者会議、現地調査等を実施。

・ 加工・業務用需要に対応した皮むき、カット等の一次加工施設やパッケージングを行

うための加工施設や定時・定量供給体制の構築に向けた集出荷貯蔵施設等の整備への支

援（平成17年度強い農業づくり交付金（産地競争力の強化）による集出荷貯蔵施設の整

備実績：27地区）。

・ 加工・業務用需要に対応した野菜生産に関するガイドラインを作成（トマト、レタス、

ほうれんそう他5品目）するとともに、生産者と実需者との相互理解を醸成するための現

地交流・研修会を実施

（マッチングイベント3回、ガイドライン普及説明会9ブロック）

２．目標に対する位置付け（目標に対してどのような状況にあるのか）

○目標達成状況

平成１５年 平成１６年 平成１７年 平成２７年

（基準年） （目標年）

国内生産量 1,286万トン 1,234万トン 1,248万トン 1,422万トン

輸入量 281万トン 315万トン 337万トン －

国内消費仕向け量 1,566万トン 1,549万トン 1,583万トン －

１人１年あたり純食料 ９６㎏ ９４kg ９６㎏ １００㎏

自給率 ８２％ ８０％ ７９％ ８８％

○ 17・18年度生産努力目標行動計画における取組目標の実績、達成状況

・産地強化計画の策定産地数（目標：2,162産地）

1,633産地（H18年末現在）

・加工向け野菜出荷数量が前年を超えること

16年度 655千トン → 17年度 659千トン（対前年比101％）

（消費面）

17年の消費量は基本計画策定時に見込んだトレンドと同等の96㎏で推移している状況。

（生産面）

17年の生産量は前年と比べ増加し1,248万トン。しかしながら、高齢化の進展等による

作付面積の減少に歯止めがかかっておらず、基本計画策定時に見込んだトレンドには至



っていない状況。

産地強化計画策定産地数については、18年末現在で目標の計画策定産地数の約8割まで

策定済み。引き続き、策定及びこれに基づく取組みの推進中。

３．課題

（消費面）

○ 野菜摂取目標（1日350g以上）に対する達成率は、20歳代が低下傾向 (20歳代:H16：7.

0%→H18：3.0%、全体:H16：10.1%→H18：10.6%)にあるため、特に若年層を対象とする対

策を講じる必要がある。

（生産面）

○ 作付面積の減少に歯止めがかからない状況が続いていることに加え、野菜指定産地に

おける産地強化計画の策定も一部に止まっており、担い手を中心とした安定的な生産・

出荷体制の確立に向けた施策の強化が必要である。

○ 輸入にシェアを奪われている加工・業務用需要に対する野菜の取り組みを進めてきた

結果、減少傾向にあった加工向け野菜の出荷量は横ばい又は増加する傾向がみられてい

る。しかしながら、目標達成のためには、加工・業務用需要への対応が依然として不足

しているため、国産野菜安定供給体制の確立に向け更に取り組む必要がある。

・ 国産野菜の供給が不安定になる時期のスポット輸入が周年輸入につながっている品目

や国内生産が少ないため輸入品の利用が多い品目がある。

・ 産地で契約取引を進める人材が不足している。

４．平成19年度の取組方針

（消費面）

○ 20歳代の野菜摂取目安（５皿分以上）の認知度を､23.3%→28%（23年度）にする。この

ため、

・ 若年層の利用頻度の高い外食・中食での野菜の利用増大を図るため、主な野菜につい

て品種毎の調理特性をまとめたメニュー開発用の小冊子を作成・配布する（約500社）。

・ 企業・団体の従業員食堂において野菜摂取量を拡大するための企業・団体の福利厚生

担当者向けマニュアルを作成・配布し、若年層を中心に啓発する（約3,900社）。

（生産面）

○ 担い手を中心とした安定的な野菜の生産出荷体制の確立に向け、野菜価格安定制度に

担い手を中心とした産地を重点支援する仕組みを導入することに伴い、農林水産省は、

産地における担い手の育成・確保の状況などを明らかにした産地強化計画の策定を強力

に推進する。

（産地強化計画を策定している指定産地数：318産地→984産地（21年））

○ 今後、加工・業務用向け野菜の出荷数量を更に増やすため、

（加工向け出荷数量：66万ｔ→70万ｔ（21年度））



・ 端境期における国産供給が不安定な品目や、国内生産が少なく安定的調達が困難な品目

について、国産野菜の生産拡大に向けた取り組みを行う。

・ 加工・業務用需要に対応した皮むき、カット等の一次加工施設やパッケージングを行う

ための処理加工施設、定時・定量供給体制の構築に向けた集出荷貯蔵施設等の整備に対し

て支援し、加工・業務用産地の体制を整備する。

・ 実需者ニーズに対応した生産を拡大するために、契約取引に取り組む産地側の人材育成

を進めるとともに、19年度から拡充・強化した「契約野菜安定供給制度」への加入を拡大

する。（加入都道府県数：７→２３（21年度））

５．主要スケジュール

（消費面）

6月 野菜の消費拡大取組方針の策定（野菜等健康食生活協議会開催）

7月 栄養・機能性成分情報提供検討小委員会、外食・中食野菜等利用増大検討小委員

会、企業・団体等野菜等摂取普及啓発検討小委員会開催。

9～2月 にっぽん食育推進事業の事業実施主体の民間団体等が各取組をモデル的に実施。

3月 野菜の消費拡大取組結果の検証（モデル的な取組の結果を検証）。

（生産面）

4月～ 既存産地の出荷時期の拡大や新規産地の育成に向けた19年度中に生産現場での実

証を開始

4月～ 生産から販売まで一貫して対応出来る産地側の契約取引に取り組む人材育成のた

め、セミナー等を各ブロックで開催

4～12月 新たな野菜価格安定制度への移行に向け、産地強化計画の策定・変更。

（担当者会議、ブロック推進会議等を通じて指導）。

7～11月 加工・業務用野菜産地と実需者との交流会（3回）



６ 果実

１．基本計画策定(H17.3)以降の取組実績

（消費面）

平成17年度においては、「果物のある食生活推進全国協議会」が実施する「毎日くだも

の２００グラム運動」による国産果実の消費拡大対策を推進し、平成18年度においては、

「食事バランスガイド」の普及・啓発を中心とした食育の推進活動と一体的な取組を実施。

取組実績：① 果実の健康機能性等についての講演会を全国各地で開催

② 小学校における「総合学習」の教材として副読本を配布し、併せて読後

感想文コンクールを実施

③ 果物に関する理解促進を図るため、絵本等の教材を幼稚園・保育園に配布

④ みかん祭り、りんご祭りの開催

⑤ 果物の健康機能性、旬の情報等を発信する、メールマガジン「果物＆健

康ＮＥＷＳ」の配信

（生産面）

平成17年3月に策定した「果樹農業振興基本方針」に基づき、競争力のある産地体制を

構築するため、産地自らが、目指すべき姿とそれを実現するための戦略を内容とする「果

樹産地構造改革計画（産地計画）」の策定を、策定事例を取りまとめて配布、ブロック会

議の開催等により推進。平成18年度においては、策定の遅れていたりんごを中心とした落

葉果樹産地での計画策定を推進。

取組実績：① 策定事例集の配布

② 農政局のブロック会議及び現地意見交換会による策定推進

③ 策定状況を3ヶ月毎に調査し、全国の進捗状況を把握

２．目標に対する位置付け（目標に対してどのような状況にあるのか）

○ 基本計画目標の達成状況

平成１５年 平成１６年 平成１７年 平成２７年

（基準年） （目標年）

国内生産量 ３６７万トン ３４６万トン ３７１万トン ３８３万トン

輸入量 ４７６万トン ５３５万トン ５４４万トン －

国内消費仕向け量 ８３６万トン ８７７万トン ９０４万トン －

１人１年あたり純食料 ３９．８㎏ ４１．５kg ４３．１㎏ ４０㎏

自給率 ４４％ ４０％ ４１％ ４６％

（消費面）

平成17年度における果実の自給率は、41%となり、基準年、目標年の数値をいずれも下

回っている。なお、１人１年あたりの純食料は43.1kgとなり基準年、目標年ともに上回っ

ているが、これは輸入果汁を中心とした果実加工品の消費の増加によるものである。

（生産面）

平成17年度における果実の生産量は371万トンとなり、基準値に比べ４万トン増加した

ことから、生産努力目標のトレンドと概ね一致した。

○ 17・18年度生産努力目標行動計画における取組目標の実績、達成状況



うんしゅうみかんとりんごを指標とし、産地計画策定産地栽培面積の全国栽培面積に

占める割合

18年度実績 18年度目標

全国栽培面積に占める割合 77％ 50％

生産努力目標行動計画における18年度の取組目標については、達成。

３．課題

（消費面）

果実の消費量に関しては、目標摂取量を上回っているものの、これは、輸入果汁を中心

とした果実加工品の消費が増加したものであり、食の簡便化志向と相まって若年層を中心

に国産生鮮果実の消費が伸び悩んでいることから、自給率は目標値を下回る結果となって

いる。

今後は、引き続き、国産の生鮮果実及び果実加工品を中心とした消費拡大を推進する必

要がある。

（生産面）

果実の生産量に関しては、生産努力目標と概ね一致しているものの、競争力のある産地

体制を構築し、果実の安定供給を実現するため、引き続き未策定産地の策定を推進すると

ともに、計画が策定された産地では、産地の前向きな取組みを支援し、構造改革を加速化

する必要がある。

４．平成19年度の取組方針

（消費面）

果実の消費を年齢別にみると若年層では高齢者の摂取量を大きく下回っていることか

ら、引き続き、国産の生鮮果実及び果実加工品を中心とした消費拡大を一層推進する必要

がある。

このため、「食事バランスガイド」の普及・啓発を中心とした食育の推進と一体的な取

組として、「毎日くだもの２００グラム運動」を展開する。

① 摂取量の少ない若年層を対象として、果物の健康機能性等に関する情報提供やシンポ

ジウムの開催等の普及・啓発の取組

② 幼少期からの果実の摂取を育むため、小学校における「総合学習の時間」の教材とし

ての副読本及び幼稚園等で果物に関する絵本や教材の配布

③ 消費者への的確な情報提供を行うため、量販店等を対象とした、果物の健康機能性等

に関する普及・啓発の取組

等を実施

また、加工品については、

① うんしゅうみかんに多く含まれるβークリプトキサンチン（がん予防効果等）等の機

能性成分を含む高付加価値な果実加工品の実用化を推進

② 若年層を中心とした食の簡便化志向等に対応するため、果実加工・販売業者等と連携

し、国産果実を手軽に摂取できる新たな果実加工品についての検討等の実施

○ 19年度行動計画における取組目標

くだものを毎日２００グラム食べることの認知度



17年度実績：33.1% → 22年度目標：50%

（生産面）

競争力のある産地体制を構築し、果実の安定供給の実現を目指し、引き続き、産地計画

の策定を推進する。このため、事例集等の産地計画策定の参考となる資料を作成、配布す

るとともに、生産量の多い産地を中心に重点的に産地計画策定に向けた推進活動を行う。

また、産地計画策定済みの産地では、迅速かつ着実に計画が達成されるよう、計画の進

捗状況を点検し、それを踏まえた取組の強化等を促すとともに、19年度からの果樹経営支

援対策事業等により、優良品目・品種への改植、園地の基盤整備、担い手への園地の集積

等の産地構造改革を進める具体的な取組を支援し、果実供給の安定化を図ることで、生産

努力目標の達成を目指す。

さらに、今後の需要拡大が期待されている加工用果実については、原料の安定供給に向

けた産地育成について検討を行う。

○ １９年度生産努力目標行動計画における取組目標

政令指定１３品目の全国栽培面積に占める産地計画策定産地の栽培面積の割合

18年度実績：58％ → 19年度目標：62％

５．主要スケジュール

（消費面）

4､5月：にっぽん食育推進事業における公募の実施及び事業実施主体の決定

6月～：若年層を対象とした啓発資材等の作成・配布

9月～：量販店等を対象とした果物の健康機能性等に関する普及・啓発

10月～：果物の健康機能性等に関するシンポジウムを開催

（生産面）

4月 ：産地計画18年度策定状況取りまとめ

優良事例や産地計画の策定による意識の変化等、産地計画の策定に関する実態

調査を実施

経営支援対策周知徹底のための全国キャラバンを実施

6月～：実態調査を踏まえ産地計画の高度化に向けた点検、見直しの励行



７ 生乳

１．基本計画策定(H17.3)以降の取組実績

（消費面）

・ 食育の一環として、牛乳乳製品の優れた点に重点を置いたPR、機能性等に関する調査・研

究を推進。また、生産者団体は、若年層をターゲットに「牛乳に相談だ。」キャンペーンを展

開（首都圏中高生のキャンペーン認知度：86％）。

（生産面）

・ 生産性の高い経営を実現するための飼養管理技術の高度化や牛群検定情報の活用による生

産性向上、自給飼料の生産拡大や地域の自然条件を活かした放牧方式の導入等を推進すると

ともに、担い手を育成・確保していくための新規就農者への研修の実施や円滑な経営継承を

推進。

・ 今後、需要の伸びが期待されるチーズ、生クリーム、発酵乳への生乳の供給拡大を推進。

２．目標に対する位置付け（目標に対してどのような状況にあるのか）

○ 基本計画目標の達成状況

平成１５年 平成１６年 平成１７年 平成２７年

（基準年） （目標年）

国内生産量 ８４０万トン ８２８万トン ８２９万トン ９２８万トン

輸入量 ３９３万トン ４０４万トン ３８４万トン －

国内消費仕向け量 １２２１万トン １２３６万トン １２１５万トン －

１人１年あたり純食料 ９３．１㎏ ９３．９ｋｇ ９２．０㎏ ９５．０㎏

自給率 ６９％ ６７％ ６８％ ７５％

○ １７・１８年度生産努力目標行動計画における取組目標の実績、達成状況

・乳牛の能力（検定牛の遺伝的能力）の向上（目標 乳量＋８９㎏）

実績（2006-8月乳用牛評価） 乳量＋１２２㎏

・生乳の生産コスト（生乳100㎏当たり労働費を指標とする）の年1.7%低減

18年度 実績 1,951円（目標 2,005円）

・チーズ、液状乳製品、発酵乳向け生乳の供給拡大。

参考値（18年度）

：生クリーム向け 95万トン （対前年同期比＋ 6.4％）

チーズ向け 34万トン （対前年同期比＋ 2.5％）

発酵乳等向け 49万トン （対前年同期比＋16.2％）

（消費面）

・ １人当たり供給純食料は、飲用需要の減少等により92.0kgと減少し、基本計画の目標トレ

ンドを下回った。飲用需要の減少は、少子・高齢化に加え、他飲料との競合等によると考え

られる。



（生産面）

・ １７年度の生乳生産量は８２９万トンとなり、基本計画の目標トレンドを下回った。これ

は、生乳需給の緩和から年度末に、北海道・九州を中心に生産抑制対策を実施したこと等に

よる。

３．課題

（消費面）

・ カルシウムに富むなど牛乳乳製品の優れた点について、消費者の理解促進を図っていくと

ともに、消費者に受け入れられやすい商品の提供等を進めていく必要がある。

（生産面）

・ 生乳生産については、需要に応じた生産を行うことが基本である。

チーズ、生クリーム、発酵乳等今後とも需要の伸びが期待できる乳製品については、生乳

の供給拡大を推進していくことが重要である。さらに、生産性向上に向けた取組等を推進す

ることが必要がである。

４．平成19年度の取組方針

（消費面）

・ 引き続き、牛乳乳製品の優れた点に重点を置いたＰＲや機能性等に関する調査研究を推進

するとともに、酪農への理解を醸成するための酪農教育ファームの質的向上の取組を強化す

る。

・ また、新商品の開発促進のため、生乳100％にビタミン、ミネラル等を添加した商品を「牛

乳」と表示すること等について検討を行う。

・ 牛乳のペットボトル利用については、現在、厚生労働省において省令改正に向けた作業中

であり、19年中にも使用可能となる見込み。

（生産面）

・ 引き続き生産性向上の取組等を推進する。

また、需要の伸びが期待されるチーズ、生クリーム、発酵乳向けの国産生乳の供給を19～

21年度までの3年間で42万トン拡大する（チーズ向け30万トン、生クリーム、発酵乳向け12万

トン拡大）。

特に、北海道において19年度末から新たなチーズ工場が順次稼働することも踏まえ、農林

水産省は、生産者団体が行うチーズ、生クリーム、発酵乳向け生乳の計画的な供給拡大を支

援する。

取組目標

・ チーズ、生クリーム、発酵乳への生乳の供給拡大（21年度までに42万トン拡大）

・ 生乳の生産コスト（生乳100㎏当たり労働費を指標とする）の年1.7%低減



５．主要スケジュール

平成１９年６～７月頃 食料・農業・農村政策審議会生産分科会畜産部会を開催し、酪農及

び肉用牛生産の近代化を図るための基本方針に基づく施策の進捗状

況について工程管理を実施

平成１９年中 ペットボトルの利用について厚生労働省による省令改正

平成２０年１月～ 北海道において大手３社のチーズの新増設工場が順次稼働



８ 牛肉

１．基本計画策定(H17.3)以降の取組実績

（消費面）

・ 「和牛」等表示のあり方について、消費者にわかりやすい表示を行うとの観点から「和牛

等特色ある食肉の表示に関するガイドライン」を策定・普及を図り、和牛表示の厳格化を推

進。

・ 国産乳用種牛肉については、その肉質面や価格面において輸入牛肉と競合関係にあり、国

産乳用種牛肉のイメージアップのための「国産若牛」キャンペーンを展開。

（生産面）

・ 新規就農の促進等による担い手の育成・確保、繁殖雌牛の増頭による規模拡大や改良等を

通じた産肉・繁殖能力の向上による低コスト化、支援組織の活用による省力化等を推進。

・ １７年度には「肉用牛増頭戦略全国会議」を立ち上げ、１８年度からはブロックごとに肉

用繁殖雌牛の増頭についての数値目標を設定。

・ 実需者ニーズに対応した部分肉加工等を行うため、食肉処理施設における品質の向上、機

能の向上・改善のために必要な施設整備等に対する支援措置を講じ、業務用・加工用需要の

拡大を推進。

２．目標に対する位置付け（目標に対してどのような状況にあるのか）

○ 基本計画目標の達成状況

平成１５年 平成１６年 平成１７年 平成２７年

（基準年） （目標年）

国内生産量 ５１万トン ５１万トン ５０万トン ６１万トン

輸入量 ７４万トン ６４万トン ６５万トン －

国内消費仕向け量 １２９万トン １１６万トン １１５万トン －

１人１年あたり純食料 ６．２㎏ ５．６ｋｇ ５．６㎏ ７．７㎏

自給率 ３９％ ４４％ ４３％ ３９％

（注）枝肉ベースの数値である。

○ １７・１８年度生産努力目標行動計画における取組目標の実績、達成状況

・優良種畜の作出・利用

検定牛の産肉能力成績

・1日平均増体量 Ｈ8：0.89kg/日 → Ｈ17：0.94kg/日

・脂肪交雑（BMS No.） Ｈ8：7．69 → Ｈ17：9．25

・繁殖雌牛の増頭（18年度目標：１万頭）

18年度実績の関係統計情報は、平成19年6月公表予定

・肉用牛の生産コスト（生体100㎏当たり労働費を指標とする）の年1.7%低減

18年度 実績 10,708円（目標 11,155円）

・業務用・加工用需要に対応した生産・供給体制の整備

参考値：部分肉加工等を行う食肉処理施設の整備 17年度 ９カ所

18年度 16カ所



（消費面）

米国産牛肉の輸入停止措置の影響による、輸入牛肉の供給量の減少等により、消費が減少し

たことから、基本計画の目標トレンドを下回って推移した。

（生産面）

１７年度の国内生産量は５０万トンとなり、基本計画の目標トレンドを下回った。これは、

平成１３年９月の国内ＢＳＥ発生の影響や生乳需要の緩和による乳用牛飼養頭数の減少(H１５

年：１７１９千頭→H１６：１６９０千頭）に伴い、乳用種及び交雑種の子牛生産頭数が減少し

たことから、１７年度の乳用種及び交雑種の出荷頭数が減少したことによる。一方、肉専用種

の出荷（と畜）頭数は、わずかに増加した。

３．課題

（消費面）

・ 消費者の視点に立った的確な情報提供の推進や、「和牛等特色ある食肉の表示に関するガイ

ドライン」を策定・普及を図り、消費者にわかりやすい表示を推進することが必要。

（生産面）

・ 国産牛肉の増産を図るためには、

① 酪農経営において生産される乳用種及び交雑種の子牛の頭数は、生乳の需給動向等

に左右されること

② 肉専用種については輸入品との差別化が可能なこと

から、肉専用種のより一層の増頭を図っていくことが必要。

・国産牛肉の供給拡大を図るため、業務用・加工用需要への対応を推進することが必要。

４．平成19年度の取組方針

（消費面）

・ 引き続き、消費者や実需者に対する安全や表示に関する情報の発信・提供等を推進すると

ともに、１９年３月に策定した「和牛等特色ある食肉の表示に関するガイドライン」の普及

・啓発を図り、消費者にわかりやすい表示を推進。

（生産面）

引き続き現在の取組を実施するとともに、以下の事項について重点的な取組を実施。

・ 肉用牛増頭戦略全国会議において、ブロックごとに肉用繁殖雌牛の増頭について、数値目

標を設定し、肉用牛の増頭を推進。（１９年度は全国で12,000頭増頭する目標を設定。）

・ 肉用牛繁殖ステーションを中心としたサービス事業体の取組により、肉用牛生産基盤の強

化を支援。

・ 消費者ニーズに対応した品質の畜産物を合理的な価格で安定的に供給するため、産肉能力

検定、遺伝的能力評価の着実な実施により家畜改良を推進するとともに、家畜のＤＮＡ育種

技術等、国際競争力強化に資する新技術を積極的に導入。

・ 「家畜の遺伝資源の保護に関する検討会」中間とりまとめを踏まえ、我が国固有の和牛の

保護・活用を推進。

取組目標

・ 肉用繁殖雌牛の増頭（全国で12,000頭増頭する目標を設定）

・ 肉用牛の生産コスト（生体100㎏当たり労働費を指標とする）の年1.7%低減



５．主要スケジュール

（消費面）

４月～ 「和牛等特色ある食肉の表示に関するガイドライン」の普及

６～７月頃 食料・農業・農村政策審議会生産分科会畜産部会を開催し、酪農及び肉用牛

生産の近代化を図るための基本方針に基づく施策の進捗状況について工程管理

を実施

（生産面）

４月～ 肉用牛増頭全国会議を開催し、平成１９年度のブロックごとの肉用牛増頭の

数値目標を設定（全国で12,000頭増頭する目標を決定）

６～７月頃 食料・農業・農村政策審議会生産分科会畜産部会を開催し、酪農及び肉用牛

生産の近代化を図るための基本方針に基づく施策の進捗状況について工程管理

を実施



９ 豚肉

１．基本計画策定(H17.3)以降の取組実績

（消費面）

・ 「黒豚」等表示のあり方について、消費者にわかりやすい表示を行うとの観点から「和牛

等特色ある食肉の表示に関するガイドライン」を策定。

（生産面）

・ 繁殖能力、産肉能力等の向上のため、能力検定の実施と遺伝的能力評価に基づく種豚の選

抜及び利用を促進。また、生産性向上のため、適切な飼養・衛生管理の徹底を図るとともに、

優良種豚の効率的利用、母豚の繁殖性の向上等を図るため、人工授精の普及・定着を推進。

・ 消費者ニーズへの対応及び低コスト生産を図るため、生産性の高い組織的な肉豚生産を推

進するため、地域銘柄化のための支援等を実施。

・ また、飼料自給率の向上、飼料、循環型社会の構築のため、エコフィード（食品残さの飼

料化）を推進。

・ 実需者ニーズに対応した部分肉加工等を行うため、食肉処理施設における品質の向上、機

能の向上・改善のために必要な施設整備等に対する支援措置を講じ、業務用・加工用需要の

拡大を推進。

２．目標に対する位置付け（目標に対してどのような状況にあるのか）

○ 基本計画目標の達成状況

平成１５年 平成１６年 平成１７年 平成２７年

（基準年） （目標年）

国内生産量 １２７万トン １２６万トン １２４万トン １３１万トン

輸入量 １１５万トン １２７万トン １３０万トン －

国内消費仕向け量 ２４１万トン ２４９万トン ２４９万トン －

１人１年あたり純食料 １１．６㎏ １２．０ｋｇ １２．１㎏ ８．８㎏

自給率 ５３％ ５１％ ５０％ ７３％

（注）枝肉ベースの数値である。

○ １７・１８年度生産努力目標行動計画における取組目標の実績、達成状況

・業務用・加工用需要に対応した生産・供給体制の整備

参考値：部分肉加工等を行う食肉処理施設の整備 17年度 ９カ所

18年度 16カ所

（消費面）

平成１５年１２月の米国ＢＳＥ発生、国内外の高病原性鳥インフルエンザ発生に伴う牛肉・

鶏肉の代替需要により基本計画の目標トレンドを上回った。

（生産面）

１７年度の国内生産量は１２４万トンとなり、基本計画の目標トレンドを下回った。これは、

１７年度については、近年、子取り用雌豚が減少傾向にあることに加え、１６年夏季の暑熱の

影響による子豚生産率の低下等によりわずかに減少したことによる。



３．課題

（消費面）

消費者の視点に立った的確な情報提供の推進や、「和牛等特色ある食肉の表示に関するガイド

ライン」の普及・啓発を図り、消費者に分かりやすい表示を推進することが必要。

（生産面）

・ 生産性向上のため、適切な飼養・衛生管理の徹底を図るとともに、優良種豚の効率的利用、

母豚の繁殖性の向上等を図るため、人工授精の普及・定着を図ることが必要。

・ 消費者ニーズへの対応及び低コスト生産を図るため、生産性の高い組織的な肉豚生産を推

進に向けた生産方式の統一、地域的な銘柄化の推進等も必要。

・ 国産豚肉の供給拡大を図るため、業務用・加工用需要への対応を推進することが必要。

４．平成19年度の取組方針

（消費面）

引き続き、消費者や実需者に対する安全や表示に関する情報の発信・提供等を推進するとと

もに、19年3月に策定した「和牛等特色ある食肉の表示に関するガイドライン」の普及・啓発を

図り、消費者に分かりやすい表示を推進。

（生産面）

引き続き、能力検定の実施と遺伝的能力評価に基づく種豚の選抜及び利用促進、適正な飼養

・衛生管理の徹底・強化による事故率の低減及び人工授精の普及・定着のための取組や業務

用・加工用需要への対応を推進することが必要。

取組目標

・ 豚の生産コスト（生体100㎏当たり労働費を指標とする）を年0.8%低減

５．主要スケジュール

（消費面）

４月～ 「和牛等特色ある食肉の表示に関するガイドライン」の普及

６～７月頃 養豚問題懇談会を開催し、養豚問題懇談会報告書に基づく施策の進捗状況につい

て工程管理を実施

（生産面）

６～７月頃 養豚問題懇談会を開催し、養豚問題懇談会報告書に基づく施策の進捗状況につい

て工程管理を実施



１０ 鶏肉

１．基本計画策定(H17.3)以降の取組実績

（消費面）

・ 国産鶏肉について、産地・飼養方法等の生産履歴情報を生産から流通・小売の各段階に正

しく伝達するシステムの開発・普及等を実施。

（生産面）

・ 全国ブロイラー需給調整会議を開催し、生産・価格動向についての情報提供や需要に見合

った生産を図るための指導等を実施。

・ 鶏肉の低コスト生産及び消費者ニーズへの対応を図るため、産肉能力の向上、肉質の改良

及び在来鶏等の利用による特長ある鶏の作出等、改良を推進。

・ 鶏の生産性の向上とともに、高病原性鳥インフルエンザ等の家畜伝染病等の発生予防、消

費者が求める安全・信頼の確保に応えるという観点から、生産段階においては、鶏の能力を

十分に発揮させるための適切な飼養・衛生管理の徹底を推進。

・ また、飼料自給率の向上、循環型社会の構築のため、エコフィード（食品残さの飼料化）

を推進。

・ 実需者ニーズに対応した部分肉加工等を行うため、食鳥処理施設における品質の向上、機

能の向上・改善のために必要な施設整備等に対する支援措置を講じ、業務用・加工用需要の

拡大を推進。

２．目標に対する位置付け（目標に対してどのような状況にあるのか）

○ 基本計画目標の達成状況

平成１５年 平成１６年 平成１７年 平成２７年

（基準年） （目標年）

国内生産量 １２４万トン １２４万トン １２９万トン １２４万トン

輸入量 ５９万トン ５６万トン ６８万トン －

国内消費仕向け量 １８５万トン １８１万トン １９２万トン －

１人１年あたり純食料 １０．１㎏ ９．８ｋｇ １０．５㎏ ９．１㎏

自給率 ６７％ ６９％ ６７％ ７５％

（注）骨付きベースの数値である。

○ １７・１８年度生産努力目標行動計画における取組目標の実績、達成状況

・業務用・加工用需要に対応した生産・供給体制の整備

参考値：部分肉加工等を行う食鳥処理施設の整備 17年度 ２カ所

18年度 ２カ所

（消費面）

消費量が１６年１月以降の国内外における高病原性鳥インフルエンザの発生の影響から回復

したことにより、目標を上回った。



（生産面）

国内外における高病原性鳥インフルエンザの発生、特に、中国、タイ等における高病原性鳥

インフルエンザの発生に伴い国産品の需要が高まったことにより、17年度の生産量は１２９万

トンとなった。（１７年度当初見込み：１２４万トン）

３．課題

（消費面）

消費者の視点に立った的確な情報提供を推進することが必要。

（生産面）

基本計画を踏まえた計画的な生産を行うことにより、基本計画の目標トレンドに近づくと考

えられる。

業務用・加工用需要の一層の拡大を推進することが必要。

４．平成19年度の取組方針

（消費面）

引き続き、産地・飼養方法等の生産履歴情報を生産から流通・小売の各段階に正しく伝達す

る取組等を通じて、消費者や実需者に対する安全や表示に関する情報の発信・提供等を推進。

（生産面）

引き続き、需要に見合った生産を図るための指導、生産段階における飼養・衛生管理の徹底

・強化、特長ある鶏の作出等改良を推進する。

食鳥処理施設における品質の向上、機能の向上・改善のために必要な施設整備等に対する支

援措置を講じ、実需者ニーズに対応した部分肉加工等の取組を推進。

５．主要スケジュール

（消費面）

６～７月頃 養鶏問題懇談会を開催し、養鶏問題懇談会報告書に基づく施策の進捗状況につい

て工程管理を実施

（生産面）

６～７月頃 養鶏問題懇談会を開催し、養鶏問題懇談会報告書に基づく施策の進捗状況につい

て工程管理を実施



１１ 鶏卵

１．基本計画策定(H17.3)以降の取組実績

（消費面）

・ 消費者や実需者に対する国産鶏卵の安全や表示に関する情報の発信・提供等を推進。

（生産面）

・ 需要動向に応じた生産者の自主的な取組を基本とする計画的な鶏卵生産を推進するため、

全国鶏卵需給連絡会議を開催し、需要動向についての情報提供や需要に見合った生産を図る

ための指導等を実施。

・ 鶏卵の低コスト生産及び消費者ニーズへの対応を図るため、産卵能力の向上、卵質の改良

等、特長ある鶏の作出のための改良を推進。

・ 鶏の生産性の向上とともに、高病原性鳥インフルエンザ等の家畜伝染病等の発生予防、消

費者が求める安全・信頼の確保に応えるという観点から、生産段階においては、鶏の能力を

十分に発揮させるための適切な飼養・衛生管理の徹底を推進。

・ また、飼料自給率の向上、循環型社会の構築のため、エコフィード（食品残さの飼料化）

を推進。

２．目標に対する位置付け（目標に対してどのような状況にあるのか）

○ 基本計画目標の達成状況

平成１５年 平成１６年 平成１７年 平成２７年

（基準年） （目標年）

国内生産量 ２５３万トン ２４８万トン ２４６万トン ２４３万トン

輸入量 １１万トン １３万トン １５万トン －

国内消費仕向け量 ２６３万トン ２６１万トン ２６１万トン －

１人１年あたり純食料 １６．７㎏ １６．５ｋｇ １６．５㎏ １６．０㎏

自給率 ９６％ ９５％ ９４％ ９９％

○ １７・１８年度生産努力目標行動計画における取組目標の実績、達成状況

（消費面）

基本計画の目標のトレンドと１７年度実績は概ね一致している。

（生産面）

基本計画の目標のトレンドと１７年度実績は概ね一致している。

３．課題

（消費面）

消費量はＰＦＣバランスの実現という観点からも現状程度が適切であることから、目標設定

は適切と考えられる。

（生産面）

既に自給率は１００％に近く、ＰＦＣバランスの実現という観点から消費量についても現状

程度が適切であることから、目標設定は適切と考えられる。



４．平成19年度の取組方針

（消費面）

引き続き、消費者や実需者に対する国産鶏卵の安全や表示に関する情報の発信・提供を推進。

（生産面）

引き続き、需要動向に応じた生産者の自主的な取組を基本とする計画的な鶏卵生産を推進す

るとともに、生産段階における飼養・衛生管理の徹底、特長ある鶏の作出のための改良等を推

進。

５．主要スケジュール

（消費面）

６～７月頃 養鶏問題懇談会を開催し、養鶏問題懇談会報告書に基づく施策の進捗状況につい

て工程管理を実施

（生産面）

６～７月頃 養鶏問題懇談会を開催し、養鶏問題懇談会報告書に基づく施策の進捗状況につい

て工程管理を実施



１２ てん菜・さとうきび

１．基本計画策定(H17.3)以降の取組実績

（消費面）

基本計画における２７年度の望ましい消費の姿（１９ｋｇ／人）の達成に向け、糖尿病や肥

満の原因になるといった砂糖に対する誤解等を解消し、その効用を広めるため、関係者の自主

的取組に加え、農畜産業振興機構による「砂糖消費拡大推進事業」等の取組を実施。

（生産面）

【てん菜】

担い手の規模拡大に伴い各作物間の作業の競合が問題となる中で、適性輪作体系を維持する

観点から省力・低コスト技術の普及を推進することが必要。このため、育苗作業を省略できる

直播栽培への移行及び直播栽培の初期生育の安定化技術の開発等を推進。

【さとうきび】

近年、収穫面積、単収とも減少傾向で推移しており、さとうきび生産の生産性の向上を図る

とともに、製糖工場の適正な操業度の確保等の観点から生産の拡大と作柄の安定化が急務。こ

のため、収穫機利用を中心とした生産組織の育成を図り、島毎に機械化作業体系の確立等を推

進。

２．目標に対する位置付け（目標に対してどのような状況にあるのか）

○ 基本計画目標の達成状況

平成１５年 平成１６年 平成１７年 平成２７年

（基準年） （目標年）

国内生産量

てん菜 ４１６万トン ４６６万トン ４２０万トン ３６６万トン

さとうきび １３９万トン １１９万トン １２１万トン １５８万トン

輸入量 １８０万トン １７３万トン １６８万トン －

国内消費仕向け量 ２６０万トン ２５８万トン ２５９万トン －

１人１年あたり純食料 ２０．０㎏ １９．８ｋｇ １９．９㎏ １９㎏

自給率 ３５％ ３４％ ３４％ ３４％

（※国内生産量は原料作物の生産量、他の項目は砂糖に関する数値である。）

○ １７・１８年度生産努力目標行動計画における取組目標の実績、達成状況

・てん菜直播栽培面積率（１８年産目標：対前年１割増の達成）

１５年産４．５％→１７年産 ５．２％→１８年産６．０％（前年比約１５％増）

・さとうきびハーベスタ収穫率（１８年産目標：４９％）

１５年産４４．０％→１６年産 ４５．７％→１７年産 ４３．２％

（消費面）

１７年度の砂糖の消費については、基本計画における２７年度の望ましい消費の姿（１９ｋ

ｇ／人）に向けたトレンドに沿って推移している。また、１８年度についても、天候不順、原

油価格の上昇等による国内糖価の上昇により消費が減少することが予想されるものの、２７年

の目標に対するトレンドと概ね一致すると見込まれる。



（生産面）

【てん菜】

試験研究機関において、直播栽培の初期生育の安定化技術の開発に取り組むとともに、生産

者・製糖事業者・研究関係者等が参集し、その成果情報を共有。また、生産者を対象とした栽

培技術講習会を開催し、直播栽培技術の普及を推進。

１７年産の作付面積は作付指標面積（67,500ha(前年比99%)）の設定による農業団体の自主

的な計画生産が進められているが、天候に恵まれたことから作柄は良好であり、平年収量を上

回る6,220kg/10a、生産量は420.1万トン（てん菜糖：70.7万トン）となり、２７年の目標に対

するトレンドをやや上回ったところ。

【さとうきび】

「さとうきび増産プロジェクト基本方針」（平成１７年１２月さとうきび増産プロジェクト

会議策定）に基づき、平成１８年６月に各県及び各島において「さとうきび増産に向けた取組

目標及び取組計画」（以下「増産計画」という。）を策定し、担い手の育成、機械化体系の確立

等の取組を実施。

１７年産の収穫面積は前年の台風の影響に伴う不萌芽等が影響し、前年産に比べ８％減少し

21,300haとなったところ。単収は一部地域で台風及び干ばつ等の影響が大きかったことから、

平年収量を下回る5,700kg/10a、生産量は121.4万トン（甘しゃ糖：14.2万トン）にとどまり、

２７年の目標に対するトレンドを下回ったところ。

３．課題

（消費面）

１７年度、１８年度ともに、２７年度目標トレンドと概ね一致しており、引き続き、砂糖の

消費を維持する観点から、消費者に対する正確な情報提供等を推進していく必要。

（生産面）

【てん菜】

直播栽培については、慣行の育苗・移植栽培と比較して初期生育が劣り、単収が１４％程度

低下するため、これまでは普及が必ずしも十分でない状況。１９年度からは、品目横断的経営

安定対策に移行し、担い手の過去の生産実績に基づく面積当たりの定額支払い（いわゆる緑ゲ

タ）が行われるため、担い手の経営改善意欲が今まで以上に高まり、直播栽培の導入機運も高

まると見込まれるが、引き続き、直播栽培の導入によるコスト縮減効果、規模拡大効果等につ

いて普及啓発に努めるとともに、初期生育の安定化のための適性品種・栽培技術の開発、普及

を推進することが必要。

【さとうきび】

近年、収穫面積・単収とも減少傾向で推移していることから、ハリガネムシ等の効率的な防

除技術の普及、株出管理の徹底等によって株出栽培の割合（１７年産：４６％）の増加、株出

栽培の単収（１７年産：５.２t/10a）の向上を図るとともに、労働時間の約半分を占める収穫

作業の機械化を推進することが必要。しかしながら、ほ場が軟弱となる雨天時においてハーベ

スタによる収穫作業が困難となり、当初の稼働計画の遂行が困難となっていることから、雨天

時における稼働率の向上が可能な小型ハーベスタの導入等による機械化体系を構築する必要。



４．平成19年度の取組方針

（消費面）

砂糖の消費を維持するため、関係者の自主的取組に加え、農林水産省は、引き続き、シンポ

ジウムやセミナーの開催等を通じた砂糖の効用等に関する正確な情報提供を推進する。

（生産面）

【てん菜】

２０年産の直播栽培面積率を１８年産比で５割増加させる。

このため、農林水産省は、直播栽培の初期生育の安定化技術の開発を推進するとともに、そ

の研究成果等を踏まえ、生産者を対象とした栽培技術講習会等を通じた普及啓発を図る。

【さとうきび】

ハーベスタ収穫率を４３％→５４％（２２年産）、収穫面積に対する株出栽培の割合を４６

％→５０％（２２年産）、株出栽培の単収を５.２ｔ／１０ａ→５.９ｔ／１０ａ（２２年産）

に増加させる。

このため、農林水産省は、

・ 「さとうきび増産プロジェクト基本方針」に基づき作成された各県・各島の増産計画につ

いて、その実施状況及び効果を検証

・ 地域の実情に応じた生産組織の育成を図り、これら組織への小型ハーベスタ、株出管理機

等の導入を推進（強い農業づくり交付金）

・ 新技術を活用したハリガネムシ等の土壌害虫の防除体系の確立を推進（未来志向型技術革

新対策事業）

を実施する。

５．主要スケジュール

（消費面）

農畜産業振興機構による「砂糖消費拡大推進事業」について、①砂糖シンポジウム、②砂糖

作品コンクール、③砂糖地方セミナー、④砂糖業界と菓子業界の共同の取組としての「砂糖・

菓子業界需要拡大共同キャンペーン」等の取組を適宜実施予定。

（生産面）

【てん菜】

４月～１０月 試験研究機関において技術開発を実施

２月頃 研究成果も踏まえて、農業者団体、行政等が参画する栽培技術講習会を実施

【さとうきび】

６月 さとうきび増産プロジェクト会議の開催（各県及び各島の増産計画に基づく取組を検証）

５月～ 生産組織等への機械の導入等を推進



１３ 茶

１．基本計画策定(H17.3)以降の取組実績

（消費面）

茶の機能性等に対する消費者の関心の高まり対応し、試験研究機関等において、緑茶の機能

性の評価や情報提供を行うとともに、茶業団体等においては、日本茶インストラクターを育成

し、日本茶の飲み方等について情報を提供。

（生産面）

乗用型摘採機の導入や園地改良、共同利用荒茶加工施設の整備、優良品種の普及を通じた品

種構成の適正化の推進等により生産性・品質の向上を推進。

２．目標に対する位置付け（目標に対してどのような状況にあるのか）

○ 基本計画目標の達成状況

平成１５年 平成１６年 平成１７年 平成１８年 平成２７年

（基準年） （目標年）

国内生産量 ９．２万トン １０万トン １０万トン ９．２万トン ９．６万トン

輸入量 １．０万トン １．７万トン １．５万トン － －

国内消費仕向け量 １０万トン １２万トン １１万トン － －

１人１年あたり純食料 ０．８㎏ ０．９ｋｇ ０．９㎏ － ０．８㎏

自給率 ９１％ ８６％ ８８％ － ９６％

○ １７・１８年度生産努力目標行動計画における取組目標の実績、達成状況

・労働時間（目標：前年比１％減）

１６年度 124時間／10ａ→１７年度 109時間／10ａ（12％減）（九州）

（※（大型）機械化一貫体系の導入効果が要因と考えられるが、収穫回数等も大きな要素

であることから、平成２７年の目標達成の分析においては、中長期的な注視が必要）

・品種構成の適正化

（参考）優良品種中やぶきた率

１５年度 ８２．１％→１６年度 ８１．９％→１７年度 ８１．２％

（現在、茶の品種構成がやぶきたに偏っているため、他の品種も組み合わせた品種構成の

適正化を推進しているところ。）

（消費面）

１７年度における一人当たりの緑茶の消費量は、消費者の健康志向の高まり等により、ペッ

トボトル飲料をはじめとする緑茶飲料の消費量が増加したことを要因として９００ｇとなり、

目標値（８００ｇ）を達成。

（生産面）

１８年度においては、樹勢の回復の遅れに加えて、春先の低温・日照不足、主産地における

霜害の影響等により収量が減少したことなどから、国内生産量が９．２万トンとなり、目標値

（９．６万トン）を下回った。



３．課題

（消費面）

近年の緑茶ブームにより、緑茶飲料の需要は堅調に推移しており、引き続き、需要の安定的

な確保に向けた取組を推進する必要がある。

（生産面）

摘採の機械化や品種構成の適正化等により、茶の生産性・品質の向上を一層推進する必要が

ある。また、消費者の安全・安心志向の高まりに対応した茶の生産体制の整備が必要である。

生産量では基本計画上の目標は達成しているものの、生産者の高齢化、茶園の老朽化、栽培品

種の偏在が認められることから、引き続き、生産性・品質向上対策の推進が必要。

また、日本茶の品質及び安全・安心に対する関心が高まっている中で、産地自らが品質・安

全性等を認証する仕組み作りが必要。

４．平成19年度の取組方針

（消費面）

緑茶の需要を安定的に確保するため、引き続き、関係業界において自主的な需要拡大の取組

を推進するとともに、この取組を支援する観点から、茶の機能性に関する評価・情報提供を行

う。

（生産面）

茶の生産性・品質の向上を図るため、引き続き、乗用型摘採機の導入や園地改良、共同利用

荒茶加工施設の整備、優良品種の普及による品種構成の適正化等の取組を推進するとともに、

新たに、品質・安全性管理の強化に向けた日本茶の品質管理認証システムの構築のための取組

を実施する。

５．主要スケジュール

（消費面）

緑茶の需要の安定的な確保のため、１９年度においては、茶業団体等において全国お茶まつ

り（11月滋賀県で開催予定）、世界お茶まつり（11月静岡県で開催予定）等を通じた消費者へ

の情報提供を行うとともに、アグリビジネス創出フェア等各種イベントを通じた実需者・消費

者への茶の機能性等について、試験研究機関等の研究成果の情報提供等を行う。

（生産面）

強い農業づくり交付金等を活用した乗用型摘採機等の導入や園地改良、共同利用荒茶加工施

設等の整備、産地への優良品種の普及を通じた品種構成の適正化を推進する。

また、日本茶品質管理認証システム構築事業（１９～２０年度）において、茶生産者、加工

・流通業者、消費者、学識経験者等から構成されるシステム開発委員会を開催し、品質・安全

性の確保された日本茶の生産供給体制を整備するための具体的な認証方法の確立を目指す。



資料３

平成19年度食料自給率向上協議会構成員の取組

[農業者・農業団体関係]

１ ＪＡ全中・全青協・女性協・・・・・・・・・・・１

２ 全国農業会議所・・・・・・・・・・・・・・・・６

３ (社)全国農業改良普及支援協会・・・・・・・・・13
４ (社)日本農業法人協会・・・・・・・・・・・・・15

５ (社)全国農地保有合理化協会・・・・・・・・・・18

６ (社)日本アグリビジネスセンター・・・・・・・・20

７ 全国土地改良事業団体連合会・・・・・・・・・・23

８ 全国女性農業経営者会議・・・・・・・・・・・・25

[食品産業事業者関係]

９ (財)食品産業センター・・・・・・・・・・・・・26

10 (財)食品流通構造改善促進機構・・・・・・・・・29

11 日本チェーンストア協会・・・・・・・・・・・・31

12 (社)日本フードサービス協会・・・・・・・・・・32

13 全国学校給食会連合会・・・・・・・・・・・・・34

14 (社)米穀安定供給確保支援機構・・・・・・・・・35

15 日本米穀小売商業組合連合会・・・・・・・・・・39

16 全国米穀販売事業協同組合・・・・・・・・・・・41

17 (社)日本べんとう振興協会・・・・・・・・・・・44

18 全国旅館生活衛生同業組合連合会・・・・・・・・45

[消費者・消費者団体関係]

19 日本生活協同組合連合会・・・・・・・・・・・・46

20 消費科学連合会・・・・・・・・・・・・・・・・49

21 (財)日本食生活協会・・・・・・・・・・・・・・50

22 主婦連合会・・・・・・・・・・・・・・・・・・52
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１ ＪＡ全中 ・全青協 ・女性協

１．基本計画策定(H17.3)以降の取組実績

○ 生産面

（担い手の育成・確保）

・ 「新たな経営安定対策をふまえた担い手づくりの取組強化のポイント」（冊子）を作成・

改訂し、協議会主催の研修会や、第２回地域水田農業ビジョン大会の際に配布するとと

もに、品目横断的経営安定対策の対象となる作付面積の進捗把握等を行った。

（耕畜連携による資源循環型農業の推進）

・ ブロック会議等において、国産粗飼料増産対策事業の活用を通じた国産稲わらの確

保・ 利用拡大を推進した。

（食品産業に対する国産農産物の安定供給対策の推進）

・ 全農全国本部に加工・業務販売専任を設置するとともに、県本部担当者会議・研修会

等を開催した。また、「日本全国野菜フェア」（実需者向け商談会）への参画など輸入青

果物対抗のための加工・業務向けの販売拡大に取り組んだ。

（食の安全・安心）

・ 生産・流通・保管・加工・販売などに関わるすべての情報が連結する仕組みである「全

農安心システム」の普及拡大に向けた研修会等の取組を行った。

○ 消費面

（食農教育の推進）

・ 一昨年の３月に食育推進基本計画が決定されたことを踏まえ、各段階におけるＪＡ食

農教育プランの策定を推進するとともに、ＪＡにおける食農教育プランの策定推進に資

するため、昨年１２月に「ＪＡ食農教育の実践パンフレット」を作成した。

（米消費拡大に向けた取組）

・ 昨年１０月１日、東京国際フォーラムに食育啓発施設として開設した「ごはんミュージ

アム」や、お米ギャラリー等においてお米・ごはん食・食生活に関する情報を提供すると

ともに、米飯学校給食の一層の普及・促進を図るため、栄養士等の学校給食関係者・保

護者を集めてのフォーラムや調理講習会等を実施した。

（全国農業者青年組織協議会の取組）

・ 基本計画策定以前から食農教育の取り組みを重要な活動の一つとして学童農園にお

ける取組をかかげており、毎年実施するＪＡ全国青年大会における発表事例を見ても、

各ＪＡ段階において着実に取り組みの裾野は広がってきている。

（ＪＡ全国女性組織協議会の取組）

・ 地域の農産物を活用したクッキングフェスタを実施した（４０会場９，１２０人が参加）。

また、地産地消料理コンテストを家の光協会と共催し、１６４作品の応募の中から、地産

地消料理賞を３部門（いきいき長生きレシピ部門、がんばれ！ ちびっこレシピ部門、わ

いわいファミリーレシピ部門）を選び表彰した。そのほか、食料・農業についての地域内

交流事業（２０県）や、子どもを含めた消費者や消費者団体と農作業体験、意見交換会、

調理実習などの交流を実施した。
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２．目標に対する位置付け（目標に対してどのような状況にあるのか）

○ 生産面

（担い手の育成・確保）

・ 平成１９年３月末現在の認定農業者数は２２８,５３８と大きな伸びを見せており、特定

農業団体、特定農業法人もそれぞれ１，３２３、５５８と集落営農が次々と組織化されて

おり、品目横断の加入申請についても平成１９年２月１日現在で集落営農数が３,５４５に

のぼっている。（１８年度末の目標 認定農業者約２２５,０００、特定農業団体約２,５０

０、特定農業法人約１,５００）

（耕畜連携による資源循環型農業の推進）

・ 新たな水田ビジョンにおける耕畜連携の推進について、重点的な取組が実施出来た

ことは一定の評価が出来る。

（食品産業に対する国産農産物の安定供給対策の推進）

・ 野菜の消費量の減少や、秋以降の供給量の増加等に伴う価格の低下により、１８年

度の加工・業務向けの国産農産物販売実績（１９年３月現在）は、１４８億円と１８年度計

画（１８０億円）の８２．２％の進捗率となった。

（食の安全・安心）

・ これまでの「全農安心システム」の普及・拡大に向けた取組の結果、１８年度目標とし

ていたシステム利用取引先９０件（１８年度見通し）を達成することが出来た。

○ 消費面

（食農教育の推進）

・ 食農教育プランは、１８年３月末までに策定することとしていたが、本格的な策定指導

を各県のＪＡ大会後に予定している県が多数あり、全体的に策定時期が遅れている。

（米消費拡大に向けた取り組み）

・ ごはんミュージアム・お米ギャラリー入館者（１９年３月末時点で約２１６万人）をはじめ

とした情報受信者からは、お米についての知識が着実に増加したといった意見など、多

彩で的確な情報提供が若年層へアピールされていることがうかがえ、また、米飯給食推

進イベント（１９年２月末時点で１０回開催、参加者約１,２００人）についても同様に高い

評価を受けている。

（全国農業者青年組織協議会の取組）

・ 「全青年部における学童農園の設置」としているが、具体的な調査・把握が出来てい

ないことから、検証のすべを持っていない。

（ＪＡ全国女性組織協議会の取組）

・ クッキングフェスタに関しては、４７都道府県での実施が目標だったが、４０道府県で

の実施にとどまった。また食料・農業についての地域内交流事業については２５都道府

県での実施目標に対し、２０県での実施となった。
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３．課題

○ 生産面

（担い手の育成・確保）

・ 今後とも集落営農組織の育成・確保と、その法人化を推進していくとともに、引き続き

ＪＡ段階における「担い手づくり」と「担い手支援」の取組状況の把握と進捗管理を行い、

担い手の明確化と集落営農を含めた担い手への農地・作業の集積をはかることが必要

である。

（耕畜連携による資源循環型農業の推進）

・ 耕種側における耕畜連携、自給飼料増産の取組をさらに推進していくとともに、コント

ラクターの機能強化等を通じて自給飼料の利便性を高め、輸入飼料との置き換えをす

すめることが必要である。

（食品産業に対する国産農産物の安定供給対策の推進）

・ 輸入品から国産品への切り替えのための県間連携によるリレー販売体制の構築や、

契約取引および契約生産による生産振興と生産者手取りの安定化をはかることが必要

である。

（食の安全・安心）

・ 今後とも、生産者・産地のリスク管理を徹底し、「安全・安心」に対する消費者・取引先

の期待に応え、国産農畜産物の品質向上や消費者等の信頼確保につなげるとともに、

生産履歴記帳の範囲・質の両面からこれまでの取組を拡充・強化していく必要がある。

○ 消費面

（食農教育の推進）

・ 食農教育プラン策定とそれに基づく取組により、従来の受動的な活動から能動的な活

動としての企画・実践の促進や、教育文化活動を展開してきた他の機関との具体的連

携方策についても課題となっている。

（米消費拡大に向けた取組）

・ 米消費拡大については、啓発・啓蒙が事業の中心となっており、実際に消費者がごは

んを食べるまで結びついたものとなっているかなど、具体的な消費につながっているか

どうかを検証する必要がある。また、事業の対象についても、栄養の偏りや肥満、生活

習慣病などの問題を抱える若者世代、単身者等の無関心層、今後急増する団塊の世代

に対する取組を検討していく必要がある。

（全国農業者青年組織協議会の取組）

・ ２でも言及したとおり、「全青年部における学童農園の設置」との目標を設定している

が、具体的な調査・把握が出来ていない。また、裾野の広がりは感じられるものの、十

分な取組が一部の先進県にとどまってしまっていることも否定できない。さらに、「学童

農園の設置」と食料自給率向上の具体的な関係が説明しきれない。ただし、１９年度は

組織強化策と「食農教育」の更なる促進を本格的に検討することにしている。

（ＪＡ全国女性組織協議会の取組）

・ 様々な行事に対するＪＡ、もしくはＪＡ女性組織の知名度、認識度が低いため、さらな

る活用について働きかけを行う必要がある。またそれらの取組を広く浸透させることでＪ

Ａ・ＪＡ女性組織内での地産地消の取組を強化し、食料自給率向上に努めていくこととす

る。
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４．平成19年度の取組方針

○ 生産面

（担い手の育成・確保）

・ 新たな品目横断的政策の導入を契機として、水田農業を中心に園芸、畜産等の各作

目においても産地実態を踏まえた担い手育成・確保に取組む。

（耕畜連携による資源循環型農業の推進）

・ 耕畜連携の徹底、飼料用稲わら・ＷＣＳの生産拡大、水田等への大家畜導入等を通

じ、粗飼料自給率１００％の実現をめざした取組をすすめる。

（食品産業に対する国産農産物の安定供給対策の推進）

・ 輸入青果物等に対抗する加工・業務向けリレー販売等のコーディネート機能の強化

や産地開発等による国産農産物販売の取組を強化する。

（食の安全・安心）

・ 消費者からの農畜産物の安全・安心に対する期待に応え、２１年度までにＪＡが販売

するすべての農畜産物について生産履歴記帳の裏づけがあるものとなることを目標に、

適切な生産管理と生産履歴記帳の徹底をはかる。

○ 消費面

（食農教育の推進）

・ 平成２１年度までに、すべてのＪＡにおいて、食と農の体験・教育・交流や地場産学校

給食・地産地消の推進など食農教育の実施について定めた「ＪＡ食農教育プラン」を策

定・実践する。

（米消費拡大に向けた取組）

・ ごはんミュージアム等において親と子の料理教室等の体験型イベントを実施し、来場

者に対し、お米・ごはん食・食生活に関する情報を提供するとともに、米飯学校給食のよ

り一層の普及・促進を図る。

（全国農業者青年組織協議会の取組）

・ 全国的な取組対応をはかるため、１８年度において「地域振興部会（専門部会）」とし

て一部の県だけをメンバーとして活動していた実態を見直し、全県を取り込んでいく枠組

みに衣替えしていく。また、学童農園の設置状況を把握すべく、全国的な実態状況調査

を実施する。

（ＪＡ全国女性組織協議会の取組）

・ 地域の農産物を活用したクッキングフェスタについては、４７都道府県での実施を目

標とする。また、食料・農業についての地域内交流事業については、２５都道府県での

開催を予定している。
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５．主要スケジュール

○ 生産面

（担い手の育成・確保）

・ 都道府県・地域段階における担い手育成総合支援協議会のワンフロア・ワンストップ

支援窓口・担当者の設置等、事務局機能の発揮に向けた事例集の作成や、農地保有

合理化事業や農作業受委託促進事業等の活用に関する研修会を開催する。また、経験

・ ノウハウのある都道府県中央会・ＪＡ等の人材を活用し、担い手づくりの現場における

諸課題を解決するための課題別研究会を設置し、マニュアル等を作成する。

（耕畜連携による資源循環型農業の推進）

・ 新たな水田農業ビジョン運動における耕畜連携の位置づけ、飼料増産運動の実践を

引き続き推進するとともに、作付前（４、５月）と出来秋（８、９月）において国産稲わらの

確保・利用拡大の取組を推進する。

（食品産業に対する国産農産物の安定供給対策の推進）

・ 平成１９年４月１日より全農園芸販売部園芸流通課に直販開発室を設置する（直販開

発室は、加工･業務実需者への国産青果物の原体または一次加工品の供給・販売を中

心とした業務を行う）。また、６月には加工・業務用への営業力強化、取組状況確認等の

ための担当者会議を開催する。

（食の安全・安心）

・ 食の安全・安心にかかるこれまでの取組点検活動を実施（４月～６月を予定）し、重点

課題を明確にして、適切な生産管理と生産履歴記帳の徹底に取り組む。

○ 消費面

（食農教育の推進）

・ ＪＡ食農教育展開方針に基づき、ＪＡ食農教育プランの策定・実践に取り組むととも

に、食農教育実践研究集会を開催し、取組内容の交流および相互研鑽を行う。さらに、

ＪＡ食農教育推進会議により実践方策の検討を行い、取り組み事例集を作成し普及する

とともに、データベースの構築について検討する。

（米消費拡大に向けた取組）

・ ＪＡグループ一体となった米消費拡大の取組を行うために、ごはんミュージアム等の

機能を活用した体験型食育イベント等による情報発信や、県産米・米加工品等の販売

促進のための支援等を行うとともに、県・ＪＡ支援のための各種運営マニュアル、共通ツ

ール、グッズの作成・提供等を行う。

（全国農業者青年組織協議会の取組）

・ 本年５月２３日に開催した全青協通常総会において平成１９年度活動方針のなかに

盛り込まれた内容をもとに取組を展開する。具体的には４月から５月にかけて取組を展

開するものとする。

（ＪＡ全国女性組織協議会の取組）

・ 地域の農産物を活用したクッキングフェスタについては、各ＪＡにおいて、時期をいつ

に取り組むか講師との日程調整もあるため、特に、一定のスケジュールはない。また、

食料・農業についての地域内交流事業については各ＪＡが通年的に取り組む。
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２ 全国農業会議所

１．基本計画策定(H17.3)以降の取組実績

地産地消（食育）の取組

○組織情報誌全国農業新聞「食育」「地産地消」関係の記事並びに特集企画を掲載

(随時)

○食と農と環境への理解を促す内容を印刷したチラシ等の街頭配布（都内）

・ チラシ２,０００枚、ハーブの種２,０００袋（H１７）

・ うちわ２,０００枚、花の種２,０００袋（H１８）

○農業体験農園の設定の推進（通年）

東京都農業会議をはじめ三大都市圏の農業会議が主体となって、農業体験農園の

設置に向けた支援・指導を実施

○地場農産物の学校給食等地域内活用の促進（平成１８年度）

農業委員会による、学校給食等への地場農産物の活用促進の取り組みを強化し、農

業委員・農業委員会と地域農業者や学校関係者とのネットワークづくりを進めるため、

全国３カ所での「地産地消トーク」の開催、女性農業委員に対するアンケート調査の実

施、活動事例の調査等をもとに、「地場農産物の学校給食等地域内活用促進指針」を

策定。

経営感覚に優れた担い手による需要に即した生産の促進

○認定農業者等担い手への誘導、集落営農組織の法人化

担い手協議会のアクションプログラムのもと、地域ごとに担い手を明確化し、一定数

以上の確保に向けた取組を実施

平成17年3月 平成19年3月

認定農業者 200,842 228,538

集落営農 10,063(H17.5) 10,481(H18.5)

うち特定農業団体 213 1,327

うち特定農業法人 345 558

○農業委員会と認定農業者の意見交換会実施の支援（通年、9月～3月実施）

全市町村農業委員会において、認定農業者及び志向農業者に対し、新たな経営安

定対策の周知を図ることと現場における活用についての意見交換を行うことを通じて、

新たな認定農業者の確保と再認定の向上を図る。

○経営相談・支援体制の強化（通年、全国）

計数に基づく経営管理ができる担い手育成のための簿記記帳講習会の開催等、経

営相談・支援体制を強化。
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○家族経営協定の普及・推進（通年、毎年１１月末頃開催）

家族農業経営の持続的な発展等を図るため、農業者年金加入推進セミナーの開催

等の加入促進活動と併せて、家族経営協定の普及・推進並びに後継者確保対策を実

施。

・ 農業者年金加入推進セミナー参加者数

平成１７年度・約５００人 平成１８年度・約６００人

○外国人農業研修生に対する技能評価試験の実施（通年、全国）

外国人研修生を対象とした技能評価試験を引き続き実施するとともに、関係者の要

請を踏まえ、研修対象作目を拡大。

・ 受験者数の実績

平成１７年度・２,５７１人 平成１８年度・３,３９６人（平成19年3月末）

○女性農業委員のネットワークの拡大（通年、全国）

・ 女性農業委員組織の状況

平成１７年度・２４組織 平成１８年度・２６組織

○農業者年金制度の普及・定着と加入推進（通年、全国）

農業者年金制度を農業者の老後生活の安定だけでなく、経営改善を図るための重要

施策に位置づけ、普及・定着、加入を推進。農業者年金加入推進セミナーを開催。

・ 農業者年金加入推進状況

平成１７年・１,６５３人増 平成１８年度・２,２９６人増

○新規就農相談の実施（通年、全国）

農業法人合同会社説明会、新規就農相談会、新規就農セミナー等から構成される、

新・農業人フェアの開催。

・ フェア参加者数

平成１７年度 約５,０００人

平成１８年度 約５,９５０人（6回開催分）

優良農地の確保及び耕作放棄地の解消

○遊休農地解消対策（通年、全国）

農業経営基盤強化促進法第27条を活用した遊休農地対策の強化を図るため、都道

府県農業会議、市町村農業委員会を対象とする各種会議、研修会における指導・支援

を行うとともに、関係資料を作成・配布。

・ 農業経営基盤強化促進法による遊休農地に関する措置の実績

＜平成１７年度＞

農業委員会の指導件数 ９,９９４件

面積 １,５０５.３ｈａ
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＜平成１８年度＞

現在、取りまとめ中。

○担い手への農地利用集積（通年、全国）

「農地と担い手を守り活かす運動」における目標設定を通じた取組の推進を図るた

め、都道府県農業会議、市町村農業委員会を対象とする各種会議、研修会における指

導・支援の実施、関係資料の作成･配布等を実施し、認定農業者及び法人化を目指す

一定の要件を満たす集落営農等担い手への農地集積を促進。

・ 農業委員会による利用調整

＜平成１７年度＞

※基盤強化法による権利移動 １４３,４６８ｈａ

うち農業委員会による要請 ９８,５３８ｈａ（６８.７％）

農業委員会によるあっせん ３４,６９６ｈａ

＜平成１８年度＞

現在、取りまとめ中。

○全国ベースでの農地情報等の整備（通年、全国）

農地等情報システム（農地基本台帳の電子化・地図情報化）を全ての都道府県の農

業委員会において整備・拡充。全国遊休農地対策データベースの構築と遊休農地情報

を提供。

＜平成１７年度＞ ※市町村合併による農業委員会数の減は見込んでいない

農地基本台帳電算化（単位：農業委員会） １４８（累計：２,７７１）

農地地図情報システム ７３（累計：７４０）

台帳照合システム １０１（累計：５１６）

共有ネットワークシステム ５７（累計：６１）

＜平成１８年度＞

現在、取りまとめ中。

○農地パトロールの実施（通年、全国）

農業委員会が農地パトロールを行い、地域ごとに農地利用の現状や今後の農家の

意向について総点検を実施する。また、強調月間（８～11月）を設け、期間中は重点的

に実施する。

＜平成１７年度＞

農地パトロール実施農業委員会割合 ７８．２％

＜平成１８年度＞

現在、取りまとめ中。

２．目標に対する位置付け（目標に対してどのような状況にあるのか）

経営感覚に優れた担い手による需要に即した生産の促進

○認定農業者等担い手への誘導、集落営農組織の法人化
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担い手協議会のアクションプログラムのもと、地域ごとに担い手を明確化し、一定数

以上の確保に向けた取組を実施

平成19年度末目標 平成21年度末目標

認定農業者 約 250,000(順調) 約 300,000(順調)

集落営農 約 15,000(概ね順調) 約 20,000(概ね順調)

（特定農業団体・特定農業法人含む）

○担い手への農地利用集積（通年、全国）

目標：認定農業者等担い手への集積面積２７０万ｈａ

現在、１８１万ｈａの集積。平成２７年に向けて毎年約１０万ｈａの利用集積を実現して

いくことが必要。

○全国ベースでの農地情報等の整備（通年、全国）

目標：各農業委員会における農地地図情報システムの普及を目標

○農地パトロールの実施（通年、全国）

目標：農地パトロール実施農業委員会数 １００％

３．課題

経営感覚に優れた担い手による需要に即した生産の促進

○認定農業者等担い手への誘導、集落営農組織の法人化

２７年度目標に対して十分なものになっているかは、担い手育成総合支援協議会に

おいて検証。

優良農地の確保及び耕作放棄地の解消

○担い手への農地利用集積（通年、全国）

①不在村農地所有者の所在及び意向把握の徹底

②担い手への面的利用集積への誘導

○全国ベースでの農地情報等の整備（通年、全国）

①市町村合併による農業委員会統合後の農地地図情報システム活用実態の検証

②システム導入予算の確保対策

○農地パトロールの実施（通年、全国）

市町村合併後の農業委員会において体制や地区担当の状況を確認し、農地パトロ

ールの推進計画を再検討。
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４．平成19年度の取組方針

地産地消（食育）の取組

○組織情報誌全国農業新聞「食育」「地産地消」関係の記事並びに特集企画を掲載

(随時)

平成１９年度も随時関連記事及び特集企画を掲載

○食と農と環境への理解を促す内容を印刷したチラシ等の街頭配布（都内）

平成１９年度も全国農業委員会会長大会開催時期に合わせ実施予定

経営感覚に優れた担い手による需要に即した生産の促進

○認定農業者等担い手への誘導、集落営農組織の法人化

全国担い手育成総合支援協議会のアクションプログラムのもと、地域ごとに対策・課

題に対する取組方針を決定し、具体的な取組を実施。

○農業委員会と認定農業者の意見交換会実施の支援（通年、９月～３月実施）

○経営相談・支援体制の強化（通年、全国）

○家族経営協定の普及・推進（通年、毎年１１月末頃開催）

○外国人農業研修生に対する技能評価試験の実施（通年、全国）

○女性農業委員のネットワークの拡大（通年、全国）

上記、５つの取組については、現在検討中。

○農業者年金制度の普及・定着と加入推進（通年、全国）

本年度より、平成２１年度までの３カ年で１０万人の加入者を目指し、関係機関・団体

が一丸となって取り組むこととした。

「加入者１０万人早期達成３カ年計画」を設定し、これに基づき関係機関・団体との連

携を密にし、加入推進活動を強化する。

具体的には、年度別・都道府県別の数値目標を設定し、３年間で約１万７千人の新規

加入を目指す。また、市町村段階では、地域の実態を踏まえ本年６月頃までに、市町村

別目標数を策定。

○新規就農・人材確保等に関する対策

①就農・就業等関連情報の収集・提供

②「新・農業人フェア」を核とした相談活動の強化

③就農・就業の体験・研修等の活動強化

④農業人材の確保・育成対策

優良農地の確保及び耕作放棄地の解消

○遊休農地解消対策（通年、全国）

平成１９年度方針

平成１７年９月施行の改正農業経営基盤強化促進法により、遊休農地について今後
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とも耕作すべき農地について、市町村基本構想で要活用農地として位置づけることとし

ており、農業委員会の指導も要活用農地を対象とすることから、要活用農地全体への

指導を目標とする。

取組目標：①各市町村ごとに要活用農地の所有者の確認

②要活用農地の所有者に対する文書による指導

○担い手への農地利用集積（通年、全国）

平成１９年度方針

農業委員会による農地利用調整年間１０万ｈａの達成を取組目標とする。

○全国ベースでの農地情報等の整備（通年、全国）

平成１９年度方針

１県１農業委員会での農地地図情報システム導入。導入意向を持つ農業委員会に対

してのプレゼンテーションの実施。

５．主要スケジュール

地産地消（食育）の取組

○組織情報誌全国農業新聞「食育」「地産地消」関係の記事並びに特集企画を掲載

(随時)

平成１９年度の掲載時期等については検討中

○食と農と環境への理解を促す内容を印刷したチラシ等の街頭配布（都内）

平成１９年度は５月３１日に全国農業委員会会長大会を開催。開催前日に食と農と環

境への理解を促すチラシ等の街頭配布を実施。

経営感覚に優れた担い手による需要に即した生産の促進

○認定農業者等担い手への誘導、集落営農組織の法人化

全国担い手育成総合支援協議会のアクションプログラムのもと、地域ごとに対策・課

題に対する取組方針を決定し、具体的なスケジュールを実行。

○農業委員会と認定農業者の意見交換会実施の支援（通年、９月～３月実施）

○経営相談・支援体制の強化（通年、全国）

○家族経営協定の普及・推進（通年、毎年１１月末頃開催）

○外国人農業研修生に対する技能評価試験の実施（通年、全国）

○女性農業委員のネットワークの拡大（通年、全国）

上記、５つの取組については、取組方針をふまえ検討。

○農業者年金制度の普及・定着と加入推進（通年、全国）

関係機関・団体ごとに、これまでの取組を点検・検証し、「３カ年計画」に基づき「年

度別加入推進活動計画」を策定。これにより、スケジュール感をもって、制度の普及・
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宣伝活動、各種会議での説明や研修の実施、現地巡回対策の実施、戸別訪問の徹底

など、具体的に取り組む。

○新規就農・人材確保等に関する対策

「平成19年度の取組方針」の①～④をふまえ検討中。

優良農地の確保及び耕作放棄地の解消

○遊休農地解消対策（通年、全国）

＜主要スケジュール＞

①全国農業会議所が都道府県農業会議の農地主任者会議を開催（４月下旬）し、遊休

農地解消に向けた取組の手法・スケジュール等を周知徹底

②各都道府県農業会議において、管内の農業委員会会長、事務局長会議等を開催（５

～６月）し、要活用農地の所有者等に対する指導の取組手法・スケジュール等を説

明。具体的な行動計画を確認

③「農地パトロール強調月間（８～１１月）」に併せ、各農業委員会における要活用農地

の所有者等に対する指導を徹底

④各農業委員会ごとの指導状況の報告徴収を行い、実績の検証の上、次年度に結び

つけ

○担い手への農地利用集積

＜主要スケジュール＞

①都道府県農業会議主任者会議の開催（４月）

②都道府県農業会議会長・事務局長会議の開催（５月）

③各農業委員会における農地利用集積強調月間等の取組

④モデル地区（全国１０カ所）の設定による面的集積促進活動の実施
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３ （社）全国農業改良普及支援協会

１．基本計画策定(H17.3)以降の取組実績

①食育及び地産地消に関する情報の収集・提供の推進

②安全・安心な野菜産地の確立のための環境に配慮した生産技術の実証

③需要に即した生産の促進のための国産大豆及び麦類の生産性・品質の向上の実証

及び普及組織による経営体育成活動の支援

④遊休農地の解消や耕畜連携による飼料作物の生産促進等効率的な農地利用の推

進

２．目標に対する位置付け（目標に対してどのような状況にあるのか）

①食育及び地産地消に関する情報データベースの充実（１８年度は相当件数が増加）

②農薬のポジティブリスト制に対応した防除技術の検討（関心は高く参加者多数）

③大豆収量３００ｋｇ、Aクラス品質の確保が目標も結果にはバラツキあり、麦類は目標

収量４００ｋｇを概ね達成も年による収量・品質の変動あり（実証調査結果）

経営体育成普及活動全国コンクールを実施し、食料自給率向上に資する活動成果

等を発信

④遊休農地解消に向けた普及組織の取組支援のための技術シーズや優良事例の提

供、情報交換の場の設定を推進（全国段階及び全ブロックで開催）

耕畜連携による飼料作物生産促進のための技術実証と情報交換会等の開催

３．課題

①更なるデータベースの充実が必要

②環境保全型農業技術、特にＩＰＭ技術の普及が課題であり、現場での実証調査の拡

充が必要

これと併せて、食の安全確保のためのＧＡＰ等の取組の支援も重要

③大豆については、地域や気象、土壌条件に適した栽培技術（必要な発芽を確保する

ための新たな播種同時畝立法の導入等）の普及推進が不可欠、麦類は引き続き生

産の安定が課題

経営体育成普及活動全国コンクールの実施を含め、担い手の育成確保のための普

及活動支援の強化

④遊休農地の解消のみならず、新技術を活用した農地利用の高度化等への普及組織

の取組支援も重要

飼料稲も含めて更なる生産性の向上（コスト低減、労働時間縮減）が必要

４．平成19年度の取組方針

①食育及び地産地消に関する情報データベースの更なる充実

②ＩＰＭ（総合的病害虫管理）等の環境保全型の野菜生産技術の実証

③食の安全確保に向けたＧＡＰ（農業生産工程管理管理）の普及推進活動の支援

④地域や気象、土壌条件に適した大豆栽培技術（大豆３００Ａ技術）と麦類の生産安定

技術の速やかな普及推進

⑤集落営農組織の活動促進等担い手育成確保に向けた取組支援の充実

⑥新技術を活用した、遊休農地の解消を含む農地利用の高度化に対する普及組織の取組



- 14 -

の支援

⑦飼料作物の省力多収栽培技術の実証調査等の実施

５．主要スケジュール

①食育及び地産地消に関する情報データベースの更なる充実

普及組織による食育活動及び農産加工や直売所の活性化等地産地消の推進の現地事例

を収集し、データベース化、ＥＫ－ＳＹＳＴＥＭを通じ常時情報提供

②食の安全確保等に向けた野菜生産技術の実証

・安全・安心、高品質野菜生産技術の確立のための実証調査の実施（１３県）

・ＩＰＭ技術（生物農薬等の利活用）野菜生産技術の実証調査と現地検討会の実施（７県）

・最終成績検討会の開催（３月）

③普及組織によるＧＡＰ（農業生産工程管理管理）の普及推進活動の支援

・普及活動手法等に関する検討会の開催（１１～１月、２回程度）

④国産大豆の生産性向上及び品目横断経営安定対策に対応した土地利用型作物の輪作体

系の確立

・新技術（大豆３００Ａ）の速やかな普及のための全国大豆フォーラム（東京都内：２月）、ブロ

ック段階での栽培検討会等の開催（７ブロック）

・指導者向けの「大豆づくりＱ＆Ａ」の作成・配布（３月）

・水田土壌に対応した省力安定生産技術の実証調査と現地検討会の実施（９府県）

・各地での実証調査に係る最終成績検討会の開催（東京都内：３月）

⑤担い手の育成確保のための活動の支援

・経営体育成普及活動全国コンクールの実施（表彰式：１月）

・集落営農組織等の法人化に関する普及指導マニュアルの作成（１２月）

⑥新技術を活用した農地利用の高度化に向けた取組の支援

・遊休農地の解消、農地利用の高度化、農業参入法人の就農定着などの支援に対する新

技術、優良事例情報の提供

・これらに関する情報交換会の開催(８ブロック（９～１２月）、全国（２月））

⑦飼料作物の省力多収栽培技術の実証調査等の実施

・飼料稲・稲わら増産や飼料作物の機械化体系（細断型ロールベーラ体系）・供給システムに

関する実証調査と現地検討会の実施（３県）

・飼料稲に関する情報交換会の開催（３月）
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４ （社）日本農業法人協会

１．基本計画策定(H17.3)以降の取組実績

○食育の推進

各都道府県農業法人組織及びその会員法人等が消費者や学童等を対象に、農業体

験の機会を提供したり、食や農産物等をテーマにした交流会等を開催。

○地産地消の推進・国産農産物の消費拡大

各都道府県農業法人組織及びその会員法人等が農業イベントへの参加等を通じて、

地元産農産物のＰＲを図るとともに、地域農産物の購入機会の拡大に向けた取組を推

進。

○経営感覚に優れた担い手の育成

全国担い手育成総合支援協議会の一員として、「アクションプログラム」に基づき、地

域の担い手の認定農業者への誘導や農業経営の法人化等を推進。

担い手の経営管理能力の向上等の取組を重点的に実施。先進的経営体等を対象に

した研修会を開催。

○食品産業との連携強化

各都道府県農業法人組織が地域の農産物を活用した食品産業や流通関係者等との

連携を構築することを目指し、異業種交流会等を開催。

２．目標に対する位置付け（目標に対してどのような状況にあるのか）

平成１８年度の取組の目標について概ね順調に推移。

○消費者や学童との交流会等イベントにおける地域農産物の普及

（目標）活動参加者延べ300名 （実績）活動参加者延べ550名程度

○担い手の認定農業者への誘導や農業経営の法人化の推進等

・「農業法人キャラバン隊」

（目標）4か所延べ250名程度 （実績）3か所延べ165名

・「経営改善・人材養成等研修会」

（目標）参加者6回延べ300名程度 （実績）参加者7回延べ307名

○担い手の経営管理能力の向上等の支援

・「実践企業的経営体養成研修会」

（目標）参加者180名 （実績）参加者221名

・「経営多角化・高度化シンポジウム」

（目標）参加者200名 （実績）参加者153名

・「全国農業法人セミナー」

（目標）参加者600名 （実績）参加者646名

・「ブロック別セミナー」

（目標）800名 （実績）1,026名
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・「新・農業人フェア」

（目標）出展会員法人7回延べ200社程度 （実績）出展会員法人7回延べ306社

・「女性経営者による自主的勉強会」

（目標）参加者延べ30名程度 （実績）参加者延べ71名

○異業種交流会等の開催

・ビジネス交流会参加法人数

（目標）4回延べ200社 （実績）3回延べ490名

・ブロック交流会への異業種の参加法人

（目標）40社 （実績）延べ115社

・展示商談会出展会員法人

（目標）延べ200社程度 （実績）延べ150社

（実績）展示商談会等に参加した会員法人の実績フォロー

「加工・業務用野菜産地と実需者との交流会」について（16社中15社回答）

・商談あり80％（商談件数129件）、成約あり40％（成約件数20件）、交渉継続中60％

（交渉継続件数25件）

「農業法人商談・交流フェア」（島根県）について（17社中15社回答）

・商談が成立した商品の有無：あり33％、なし13％、今後交渉53％

「アグリフードＥＸＰＯ」について（92社中69社回答）※運営事務局調べ

・来場者数延べ16千人、商談件数740件、成約件数58件、成約金額24百万円

３．課題

活動の評価を具体的に行うことを意図し、各事業への参加人数等、定量的目標の設

定に努めたが、これらの目標達成の効果の検証が難しい。上記の「展示商談会等に参

加した会員法人の実績フォロー」のように、より具体的な効果を見据えた目標設定が必

要か。

４．平成19年度の取組方針

○消費者や学童との交流会等イベントにおける地域農産物の普及

○担い手の認定農業者への誘導や農業経営の法人化の推進等

○担い手の経営管理能力の向上等の支援

実践企業的経営体養成研修会

経営多角化・高度化シンポジウム

全国農業法人セミナー

女性経営者による自主的勉強会 等の開催又は開催支援

○異業種交流会等の開催
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展示商談会等への出展支援及び実績フォロー（出展結果（効果）の検証）

○食農融和

当協会では平成１９年３月に策定したビジョンにおいて、食と農の断絶を解消するた

めに、農業者自ら食農教育に取り組むことにより、農業について消費者との相互理解を

進め、「食農融和」を実現する旨を掲げている。具体的には食農融和のためのテキスト

の作成等を検討中。

○消費者に信頼される農業生産の実現支援。

農場管理の適正化を支援するため、ＧＡＰ導入指導を行い、ＧＡＰを普及・推進する。

５．主要スケジュール

○消費者や学童との交流会等イベントにおける地域農産物の普及

⇒随時、会員法人による消費者交流イベント等を支援

○担い手の認定農業者への誘導や農業経営の法人化の推進等

「農業法人キャラバン隊」⇒随時、当協会が支部等を巡回

「経営改善・人材養成等研修会」⇒6月、3月に東京で開催予定（当協会主催）

○担い手の経営管理能力の向上等の支援

「実践企業的経営体養成研修会」

⇒年6回、随時、全国4箇所で開催予定（全国担い手支援協議会との共催）

「経営多角化・高度化シンポジウム」

⇒3月に東京で開催予定（全国担い手支援協議会との共催）

全国農業法人セミナー

⇒6月、10月、3月に東京、奈良で開催予定（当協会主催）

女性経営者による自主的勉強会等の開催又は開催支援

⇒年3回、随時

○異業種交流会等の開催

展示商談会等への出展支援及び実績フォロー（出展結果（効果）の検証）

⇒アグリフードEXPO2007について、8月出展支援、10月実績フォロー

○食農融和

⇒6月までに具体的方向性を決定

○消費者に信頼される農業生産の実現支援

⇒6月までにＧＡＰ導入指導を実施する体制を整備
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５ (社)全国農地保有合理化協会

１．基本計画策定(H17.3)以降の取組実績

（１） 農地保有合理化事業等の的確かつ効果的な推進のための取組への支援

①農地保有合理化事業と、関連する各般事業の積極的な推進、及び担い手への農

地利用集積のために諸会議等を開催し、その取組を支援（ブロック会議開催（前期全

国6ﾌﾞﾛｯｸ、後期全国3ﾌﾞﾛｯｸ）等）。

○平成17年度実績

ブロック会議（前期全国6ﾌﾞﾛｯｸ、後期全国3ﾌﾞﾛｯｸ）及び諸会議・研修会の開催

（４１回）

○平成18年度実績

ブロック会議（前期全国6ﾌﾞﾛｯｸ、後期全国3ﾌﾞﾛｯｸ）及び諸会議・研修会の開催

（３６回）

②都道府県農業公社が策定する第３次中期計画への取組・実行への支援（47都道

府県農業公社を対象とした中期計画とアクションプログラムを策定）。

○平成17年度実績

・第３次中期計画策定検討会の開催

・ブロック会議等での策定の検討・申し合わせ

○平成18年度実績

・第３次中期計画とｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑの集約

・農地保有合理化事業推進全国会議、後期ブロック会議等において中期計画の

見直しの提案

③市町村合理化法人が取り組む農地保有合理化事業等について、研修会の開催等

を通じ支援（市町村合理化法人を対象とした現地研修会（東西ﾌﾞﾛｯｸ）、中央研修会を

開催。）。

○平成17年度実績

市町村農業公社事業推進中央研修会、及び現地研修会（東西ブロック）の開催

（３回）

○平成18年度実績

市町村農業公社事業推進中央研修会、及び現地研修会（東西ブロック）の開催

（２回）

（２）農地保有合理化事業等の普及・広報活動の強化・拡充

農地保有合理化事業等の活用の啓発普及のため、広報誌、新聞、ホームページ等

のマスメディアを活用した広報を活動を行うとともに、リーフレット等を作成・配布。
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○平成17年度実績

・広報誌「ふぁーむらんど」発行（年３回）

・新聞広告掲載（６回）

・リーフレット等作成・配布（10,000部）

○平成18年度実績

・広報誌「ふぁーむらんど」発行（年２回）

・新聞広告掲載（６回）

・リーフレット等作成・配布（10,000部）

２．目標に対する位置付け（目標に対してどのような状況にあるのか）

○16年度 27,620件

○17年度 30,330件

○18年度（19年度中にとりまとめ）

※実績集計は年末頃に実績が確定するため、18年度については現在のところ未定。

目標：農地保有合理化事業による担い手への売渡・貸付件数：29,000件

（都道府県農業公社、市町村合理化法人全体の件数）

３．課題

農地保有合理化事業による担い手への売渡し、貸付けにより農業構造の展望（平成

27年）における効率的・安定的な農業経営の育成・確保の実現に資するため、引き続き

関連する各般事業の積極的な推進、及び担い手への農地利用集積のために諸会議等

を開催しその充実に努め、かつ普及啓発のための広報活動に努めるとともに、特に担

い手への農地の面的集積に主眼を置いた支援をしていくことが必要。

４．平成19年度の取組方針

目標：農地保有合理化事業による担い手への売渡・貸付件数：29,000件

（都道府県農業公社、市町村合理化法人全体の件数）

５．主要スケジュール

（１）農地保有合理化事業等の的確かつ効果的な推進のための取組への支援

ブロック会議の開催（前期全国6ﾌﾞﾛｯｸ、後期全国3ﾌﾞﾛｯｸ）等）、及び農地保有合理

化事業の推進のための諸会議・研修会の開催

（２）農地保有合理化事業等の普及・広報活動の強化・拡充

・広報誌「ふぁーむらんど」発行（年２回）

・新聞広告掲載（６回）

・リーフレット等作成・配布（10,000部）
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６ （社）日本アグリビジネスセンター

１．基本計画策定(H17.3)以降の取組実績

○経営感覚に優れた担い手による需要に即した生産の促進

〔経営アグリビジネススクールの開催〕

アグリビジネス経営体や地域リーダー等を対象として、担い手経営体等の経営発展

に資する実践的・先進的な知識・技術に関する講義、ディスカッション、ワークショプ等

を通じて、総合的に経営ノウハウ等を習得できる経営アグリビジネススクールを開催

平成１７年度実績 ４会場、受講者数３７５名

平成１８年度実績 ６会場、受講者数６５１名

〔広報誌等を活用した情報提供〕

広報誌（月刊「農業構造改善」）に、担い手育成に向けた取組に関する優良事例を

掲載

平成１７年度：８回／年 平成１８年度：９回／年

○効率的な農地利用の推進

〔特定法人の農業参入支援〕

リース方式による企業等の農業参入を促進するため平成１８年度において以下の

活動を実施。

・農業参入促進のためのリーフレット・参入事例集を発行

印刷部数：リーフレット１種２４．６万部、事例集１種２．２万部、

配布先：建設業団体、食品産業団体、経団連、商工会議所、都道府県、市町村、

合理化法人、ＪＡ等

・参入企業等に対する説明会の開催（参入推進大会・相談会 ２回／年開催）

２．目標に対する位置付け（目標に対してどのような状況にあるのか）

○経営感覚に優れた担い手による需要に即した生産の促進

〔経営アグリビジネススクールの開催〕

以下のとおり目標を上回って達成している。

平成１８年度 受講者数：目標３２０名、実績６５１名

受講者の満足度：目標９０％以上、実績９４％

〔広報誌等を活用した情報提供〕

以下のとおり目標を上回って達成している。

平成１８年度 優良事例の掲載：目標８回／年、実績９回／年

○効率的な農地利用の推進

〔特定法人の農業参入支援〕

以下のとおり目標を上回って達成している。

・参入企業等に対する説明会の開催

平成１８年度 目標：２回／年（参加者数：３００名）

実績：２回／年（参加者数：３３５名）
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３．課題

○経営感覚に優れた担い手による需要に即した生産の促進

新たなアグリビジネスの展開及び地域マネジメントに役立つ実践的な知識・技術の習

得等に資する経営アグリビジネススクールの継続的な開催を通じて、農業構造の展望

（平成２７年）における効率的かつ安定的な農業経営の育成・確保に資することが重要

であり、研修内容の充実強化を図るとともに、補助事業に依存しないスクール運営体制

を構築していくことが必要である。

○効率的な農地利用の推進

一般企業等の農業参入法人数は平成18年９月には173法人となり、平成18年３月と

比べ17法人増加となるなど、着実に増加しているところである。

今後とも「21世紀新農政2006」に定める一般企業等の農業参入法人数を５年で３倍

増(平成22年度500法人)とする目標の達成に向け、農業参入促進のための推進活動を

行う必要がある。

４．平成19年度の取組方針

○経営感覚に優れた担い手による需要に即した生産の促進

〔経営アグリビジネススクールの開催〕

受講者数 目標３２０名 受講者の満足度 目標９０％以上

（注）経営構造対策推進事業（公募型補助事業）を活用。以下同じ

〔広報誌等を活用した情報提供〕

優良事例の掲載：目標８回／年

○効率的な農地利用の推進

[農業参入促進研修会の開催〕

目標 ７回／年開催 参加者 ４００人以上

（注）企業等農業参入支援全国推進事業（公募型補助事業）を活用。以下同じ。

〔広報・普及推進資料の発行〕

農業参入促進のための手引書の作成･配布

印刷部数：８万部

配 布 先：一般企業､都道府県､市町村等

〔個別相談会の開催〕

目標 ７回／年開催
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５．主要スケジュール

○経営感覚に優れた担い手による需要に即した生産の促進

〔経営アグリビジネススクールの開催〕

センターが主催して年間４回（８、１０、１２、２月）経営アグリビジネススクールを開

催。

（注）経営構造対策推進事業（公募型補助事業）を活用。以下同じ

〔広報誌等を活用した情報提供〕

センターが毎月発行する月刊誌「農業構造改善」に年間８回、担い手育成に向けた

取組に関する優良事例を掲載。

○効率的な農地利用の推進

〔農業参入促進研修会の開催〕

年間 ７回 農業参入促進研修会を開催。

（注）企業等農業参入支援全国推進事業（公募型補助事業）を活用。以下同じ。

〔広報・普及推進資料の発行〕

農業参入促進のための手引書を６月以降に作成(印刷部数８万部)し、建設業団

体、食品産業団体、経団連、都道府県、市町村、合理化法人等に配布する。

〔個別相談会の開催〕

年間 ７回 個別相談会を開催。
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７ 全国土地改良事業団体連合会

１．基本計画策定(H17.3)以降の取組実績

（消費面）

全国水土里ネットの諸活動の一環として消費者を対象としたシンポジウム等の開催、広報

誌の発行等を実施しており、食料自給率向上についても言及して農業農村の大切さを訴え

農業農村の振興に関する国民の理解を求めるＰＲ活動を行っている。

（生産面）

農業農村に関わる調査研究や新技術開発、都道府県土連や土地改良区の関係者に対す

る研修やシンポジウム等の開催、広報誌の発行等、各種活動を通じて農業生産基盤の整備

・更新や適切な維持保全等、農業農村整備事業の円滑な推進に貢献することにより食料自

給率向上に寄与してきた。

２．目標に対する位置付け（目標に対してどのような状況にあるのか）

（消費面）

これまで毎年年間の目標を達成してきた。本年も同様に年間で３回のシンポジウム等の広

報活動、年間７回の広報誌での広報掲載、年間約 150 回の各種啓発活動を実施し、良好に
進捗している。

【目標】

・シンポジウム等の開催（３回／年）

・広報誌（ 20回程度／年）において、自給率向上のＰＲ記事を７回以上掲載
・各種啓発活動の実施（約 150回／年）
（生産面）

これまで毎年年間の目標を達成してきた。本年も同様に年間で３回のシンポジウム等の広

報活動、年間 20 回の広報誌の発行、全国の土地改良区で年間約 150 回の各種啓発活動
を実施し、良好に進捗している。

【目標】

・シンポジウム等の開催（３回／年）

・広報誌の発行（ 20回程度／年）
・各種啓発活動の実施（約 150回／年）
３．課題

（消費面）

消費者を対象としたイベント等ではマンネリ化が意識されるようになっており、一般大衆を

引きつけ、関心が持続するような工夫が求められる。

（生産面）

財政状況厳しい中ではあるが、引き続き同様の活動が実施されるよう努力していきたい。
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４．平成19年度の取組方針

（消費面）

従来と同じく業務を実施する。特にシンポジウム等については、消費面の活動と同時に三

重、東京及び石川において４回開催する。広報誌においては自給率向上に関する記事を年

間 7回ほど掲載する。また、全国の土地改良区で年間約 150回ほどの各種啓発活動を実施
する。

（生産面）

従来と同じく業務を実施する。特にシンポジウム等については、消費面の活動と同時に三

重、東京及び石川において４回開催する。広報誌を年間 20 回発行する。また、全国の土地
改良区で年間約 150回ほどの各種啓発活動を実施する。
５．主要スケジュール

（消費面）

4～ 3月 広報誌において自給率向上のＰＲ記事を掲載（約 7回／年）
4～ 3月 全国の土地改良区で各種啓発活動（約 150回／年）

10月 全国土地改良大会（三重県）

11月 水土里の体験展 07 （東京都）、疏水サミット(石川県）
3月 水土里フォーラム（東京都）
（生産面）
4～ 3月 広報誌の発行（ 20回程度／年）
4～ 3月 全国の土地改良区で各種啓発活動（約 150回／年）
4～ 3月 調査研究技術開発活動

10月 全国土地改良大会（三重県）
11月 水土里の体験展 07 （東京都）、疏水サミット(石川県）
3月 水土里フォーラム（東京都）
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８ 全国女性農業経営者会議

１．基本計画策定(H17.3)以降の取組実績

①機関誌への優良事例掲載

・平成17年3月以降 ３件掲載

②経営感覚の優れた女性農業経営者の育成に向けた、研修等（講演・パネルディスカ

ッション）の開催

・平成18年8月 全国の集いにおいて女性農業者及び関係機関等を対象に「実践！

煌めく農業」と題したパネルディスカッション開催。約150人参集

・女性の経営参画に関するアンケートの実施。７９枚回収

２．目標に対する位置付け（目標に対してどのような状況にあるのか）

農山漁村地域での地産池消の意識（地元農産物の販売促進、消費拡大対策など）

の定着及び向上に向けて、会員の女性農業者等に対し優良事例の紹介及び全国の

集いでの啓発活動に取り組んでいる。

３．課題

①会員内での意識レベルの違い

②女性農業経営者会議の活動を通した農山漁村地域への波及効果の拡大

４．平成19年度の取組方針

引き続き会員等への以下による普及啓発を行い、意識の向上を図る。

①機関誌への優良事例掲載・・・平成19年度も積極的に掲載予定

②経営感覚の優れた女性農業経営者の育成に向けた、研修等（講演・パネルディス

カッション）の開催

５．主要スケジュール

①機関誌への優良事例の掲載・・・４月、７月、１２月に掲載

②経営感覚の優れた女性農業経営者の育成に向けた、研修等（講演・パネルディスカ

ッション）の開催

・平成19年9月 全国の集いにおいて女性農業者及び関係機関等を対象に経営感覚

の優れた女性農業経営者の育成にむけたパネルディスカッション開催（200人参集予

定）

・農村女性の開発商品に関するアンケートの実施
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９ (財)食品産業センター

１．基本計画策定(H17.3)以降の取組実績

○食事バランスガイドの普及等による食育の推進

工場見学のマニュアル作成、スーパー店頭での朝食提案、子供向け食育コンテンツの作

成等を行うとともに小売店での利用に資する食事バランスガイド活用マニュアルを作成し（17
年度）、小売業や中食産業、外食産業の店頭における食事バランスガイドを活用した実証試

験を行った(18年度)。
小売店頭におけるバランスガイド活用実証試験を行った(18年度)。
○食品事業者への表示制度の周知徹底

食品製造事業者の視点に立った加工食品表示作成マニュアル及び食品表示ガイドの作

成、表示制度･手法等の説明会を開催した。(17年度11回、18年度11回)
○食料産業クラスターの形成

産官学の連携事例の調査、食品産業クラスター育成支援交流会(17年８ヵ所、18年４ヵ
所)、食農連携支援交流会(17年５ヵ所18年７ヵ所)、地域食品オーディション(17年８ヵ所、18年
５ヵ所)を行い形成支援を推進した。クラスター協議会が４２都道府県で設立されている。(17
年度２５道府県、18年度１７都府県)
○地域食品ブランドの確立支援

知財活用のための人材育成セミナーの開催(17年度８回、18年度９回)、地域団体商標制
度活用マニュアルの作成配布(17年度、18年度)、地域食品ブランド表示基準の普及(「本場の
本物」認定17年度６品目、18年度３品目)を行うとともに、毎年３月にふるさと食品フェアを開
催している。

○食品リサイクル法の趣旨徹底･普及啓発

食品事業者を対象としたセミナーの開催(17年度32回、18年度10回)、パンフレットの作成
配布を行うとともに、食品リサイクル･ループに関する第三者認証システムの基盤となる共通

ルール作りの検討委員会を18年度に19回開催した。
２．目標に対する位置付け（目標に対してどのような状況にあるのか）

○食事バランスガイドの普及等による食育の推進

検討委員会は、当初 5 回を予定していたが 4 回で完了した。小売店等に来店した消費者
を対象に、食事バランスガイドの認知度と行動変容を把握するアンケート調査を実施し、取組

の評価をとりまとめ中。

○食品事業者への表示制度の周知徹底

事業者へのアンケートにより具体的な表示に関する質問を事前に収集し、基本的な考え

方について説明するとともに、毎回質疑応答を実施しており、制度への理解が深まっている。

○食料産業クラスターの形成

新製品の開発については、各地において推進されている。

○地域食品ブランドの確立支援

地域団体商標制度活用マニュアル及び知財活用パンフレットの配布を今後進める。

○食品リサイクル法の趣旨徹底･普及啓発

食品製造業者においては、リサイクルに対する理解と実行が相当に進んでいる。
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３．課題

○食事バランスガイドの普及等による食育の推進

計画に沿って実施した。認知度は向上しているが、購買行動に必ずしも結びついていない。

定着させるためには、さらに多くの企業で取り組む必要があり、また、顧客と販売者との交流を

深めることが重要である。なお、実証試験に協力した企業のほとんどは、継続して食事バランス

ガイドを活用した取組を実施している。

○食品事業者への表示制度の周知徹底

地方の事業者や中小規模の事業者における理解を深めることが課題である。

○食料産業クラスターの形成

個別商品の開発に留まらず、地域としての食品産業の活性化を図る方策を検討する必要が

ある。

○地域食品ブランドの確立支援

地域的ブランドが広く消費地で認知されること、地域食品の品質管理と販路確保が課題であ

る。なお、「本場の本物」認定品目については、少しずつ販路が拡大している。

○食品リサイクル法の趣旨徹底･普及啓発

外食産業での理解と取り組み、地域の実態に即した適切な取組手法を提示することが今後

の課題である。

４．平成19年度の取組方針

○食事バランスガイドの普及等による食育の推進

店頭における食育活動の強化

○食品事業者への表示制度の周知徹底

地方の事業者、中小企業に対する制度説明会の実施

○食料産業クラスターの形成

地域におけるクラスター形成と共同事業の多彩な実施

○地域食品ブランドの確立支援

第三者評価の取組、共同活動の強化

○食品リサイクル法の趣旨徹底･普及啓発

継続的な普及活動による認知度の向上とリサイクル活動の実行
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５．主要スケジュール

○食事バランスガイドの普及等による食育の推進

協力企業を拡大し、販売従事者の協力も得て、消費者との対話を図る。

○食品事業者への表示制度の周知徹底

改定した事業者向け表示作成マニュアルによる制度説明会を、表示制度の更なる徹底を図る

必要のある地域に重点をおいて実施する。

○食料産業クラスターの形成

クラスター協議会の活動が着実に行われるよう、設置された協議会への協力と未設置地域へ

の働きかけを行う。

○地域食品ブランドの確立支援

第三者評価の取組、共同活動の強化

○食品リサイクル法の趣旨徹底･普及啓発

パンフレットの配布、説明会の実施など継続的な普及活動による認知度の向上を図る。
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10 （財）食品流通構造改善促進機構

１．基本計画策定(H17.3)以降の取組実績

○ＪＡＳ表示制度・食育推進の普及啓発

平成１７年度：ＪＡＳ表示啓発ポスター３万部作成配布、雑誌７（延べ１４）誌、業

界紙８紙に広告掲載、また食品品質表示マニュアル８，０００部作成配布。更に各

地で開催される市場祭り等７地区で普及啓発イベント開催

平成１８年度：ＪＡＳ表示啓発ポスター３万部作成配布、雑誌１７（延べ２０）誌、業

界紙８紙に広告掲載、食品品質表示マニュアル改訂版８，０００部を作成配布。更

に各地（８地区）でイベント開催。

○地産地消モデル事業の実施

平成１７年度：全国９地区で実施済み 平成１８年度：１１地区で実施済み

○「青果ネットカタログ」の提供

青果物生産情報等の無料公開サイトを提供、カタログ数平成１６年度末の

３,７４０から平成１７年度末５,６８０へ、更に１９年３月３１日現在７,７５５に拡大。

そのほか、トレーサビリティの確立にも資する、電子タグ活用による物流コストを

４分の１程度削減する実証実験事業を１７年度から実施。

２．目標に対する位置付け（目標に対してどのような状況にあるのか）

１８年度に設定した目標に対しては、順調に実施。

○ＪＡＳ表示制度・食育推進：各地の市場祭り等の実施地区数

目標７地区→８地区

○地産地消モデル事業実施地区数

目標１０地区→１１地区

○青果ネットカタログのカタログ数

目標６５００→１７．３．３１現在７７５５

３．課題

自給率の向上に向け、国内農林水産物の流通構造の改善に向けた取組のさらな

る推進が必要。

４．平成19年度の取組方針

〇JAS表示制度の普及啓発

JAS 表示制度の普及啓発が必要な重点地域あるいは業種を選定してセミナーを実施
するとともに、普及啓発用パンフレットを３万部作成して関係方面に配布する。

〇地産地消モデル事業の実施



- 30 -

１８年度に引き続き、１０地区程度を対象に地産地消モデル事業を実施。

〇青果ネットカタログ数の拡大

青果物等の生産情報を無料でインターネット上に公開可能な青果ネットカタログにつ

いて、カタログ数８５８６（５．１４現在）→９５００に拡大することを目標とする。

〇その他

トレーサビリティ・システムにも対応可能な電子タグを利用した物流効率化のた

めの公募事業に応募し、その適切な実施を期する。

また、食品残渣のリサイクル施設も導入可能な環境対策リース支援事業を引き続き実

施する（常時申込み受付け）。

５．主要スケジュール

〇JAS表示制度の普及啓発

１０月～３月の間で、６地域程度でセミナーを実施

２０年２～３月を目途にパンフレットを作成配布

〇地産地消モデル事業

６月モデル地区公募、７月実施地区採択、８月～翌１月事業実施

〇青果ネットカタログ

常時インターネット上でカタログ登録可能。当機構情報誌等で広報普及
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11 日本チェーンストア協会

１．基本計画策定(H17.3)以降の取組実績

○食育の推進

平成１７年度：当協会作成の食事バランスガイドのリーフレット１１９万部、同カード９７

万部を会員企業の店舗で消費者に配布。

平成１８年度：同リーフレット１４５万部、同カード１０７万部を配布。さらに、会員企業７

社は、食育モデル実証事業を実施。

○食品表示の適正化

当協会の食品表示の自主基準（平成１６年１０月改正）に基づき、消費者に分かりや

すい表示を実施。消費者、会員社、行政が一堂に会する生活者懇談会を開催し、協会

の適正な食品表示の取り組みを説明。

平成１７年度は６県、１８年度は７県で実施。

このほか、全国の食品取り扱い会員企業の店舗周辺地域で生産される農産物の取

り扱いを推進。

２．目標に対する位置付け（目標に対してどのような状況にあるのか）

平成１８年度に設定した目標は、順調に実施。

○食育の推進

食事バランスガイドのリーフレット：目標１５０万部→１４５万部、同カード目標：１００万

部→１０７万部、食育モデル事業目標：０→７社

○食品表示の適正化

生活者懇談会開催回数目標：８県→７県

３．課題

会員企業における食育の先進的取組について情報共有を図るとともに、他事業者団

体との連携を通じ、会員企業の食育推進の取組を促進することが課題。

４．平成19年度の取組方針

○食育の推進

食事バランスガイド活用マニュアル（小売業等編）をも活用し、食育推進に取り組む。

○食品表示の適正化

生活者懇談会開催回数目標：７回

５．主要スケジュール

周年実施
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12 (社)日本フードサービス協会

１．基本計画策定(H17.3)以降の取組実績

○食育の推進

地域の食文化に関する知識の普及及び地場農産物に対する知識を深めるため

の試食会を開催。（平成１７年度：全国４ヵ所、平成１８年度：全国６ヵ所）

○国産農産物の消費拡大

① 米粉の消費拡大を図るための試食・検討会を実施（平成１７年度：全国１ヵ所）

② 外食事業者における米粉パンの販売開始（平成１７年１２月：約４００店舗）

○国産農産物に対する消費者の信頼の確保

① 「外食における原産地表示に関するガイドライン」に関する説明会を開催

（平成１７年度：全国５ヵ所）

② 「外食における原産地表示に関するガイドライン」の普及のための説明会等を

開催（平成１８年度：全国３ヵ所）

○食品産業と農業の連携の強化

① ＪＦフードサービスバイヤーズ商談会を開催（平成１７，１８年度：各全国１ヵ所）

② 外食産業者の仕入れ担当者が直接産地を訪問し、農業現場で生産者側と交

流を行う交流会を開催（平成１７年度：全国３ヵ所、平成１８年度：全国６ヵ所）

２．目標に対する位置付け（目標に対してどのような状況にあるのか）

○食育の推進

食育推進委員会の設置により会員企業への食育の推進を行っているところ。

○国産農産物に対する消費者の信頼の確保

「外食における原産地表示に関するガイドライン」の更なる普及のための説明会や

セミナーを開催し、会員企業への普及を図っているところ。

○食品産業と農業の連携の強化

ＪＦフードサービスバイヤーズ商談会の開催やほ場見学・試食会等を内容とした産

地交流見学会の実施により、外食産業と農業との連携を強化しているところ。

３．課題

○食育の推進

今後、更に会員企業における食育の推進を図っていくことが必要。

○国産農産物に対する消費者の信頼の確保

会員企業における「外食における原産地表示に関するガイドライン」に基づく原産

地表示を更に推進していくことが必要。
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○食品産業と農業の連携の強化

具体的な契約取引等の実現を更に促進していくことが必要。

４．平成19年度の取組方針

○食育の推進

地域の食文化に関する知識の普及及び地場農産物に対する知識を深めるため

のセミナーを開催（７回を予定）

○国産農産物に対する消費者の信頼の確保

「外食における原産地表示に関するガイドライン」の普及のための説明会等を開

催（７回を予定）

○食品産業と農業の連携の強化

① ＪＦフードサービスバイヤーズ商談会を開催（１回、１月２１日：東京）

② 外食産業者の仕入れ担当者が直接産地を訪問し、農業現場で生産者側と交

流を行う交流会を開催（６回を予定）

５．主要スケジュール

○セミナー及び「外食における原産地表示に関するガイドライン」の説明会

５月２２日：新潟（実施済み）、 ５月３０日：仙台、 ６月１１日：大阪、 ６月１３日：福岡、

６月２１日：広島、 ６月２５日：名古屋、 ６月２９日：札幌 で開催予定。【全国７ヶ所】

○外食事業者と産地生産者等との産地交流

４月２０日：茨城（実施済み）、 ６月４日～５日：鳥取、 ７月４日～５日：秋田

で開催予定。

この他、岩手、神奈川、千葉で開催を予定（開催時期は未定）。【全国６ヶ所】
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13 全国学校給食会連合会

１．基本計画策定(H17.3)以降の取組実績

○ごはんで給食フォーラムの開催(17､18年度)

政府、JA全中が一体となって保護者及び学校給食関係者を対象とした米飯学校給

食の推進を図るためのフォーラムを開催（東京都、神奈川県、大阪府、兵庫県）。

○ごはんで給食メニュー講座の開催(17、18年度、但し埼玉県、広島県は18年のみ)

政府、JA全中が一体となって学校給食関係者を対象としたメニュー講座を開催し、

「日本型食生活」に則した魅力ある米飯学校給食メニューの開発、提案及びメニューブッ

クの作成等を実施（埼玉県、東京都、神奈川県、大阪府、兵庫県、広島県）。

○米飯学校給食に関する情報提供(17､18年度)

政府、JA全中が一体となって米飯学校給食に関する総合的なホームページを作成。

２．目標に対する位置付け（目標に対してどのような状況にあるのか）

都道府県別の実施状況をみると実施回数3.0回未満の都道府県は21から18に減少。

17年度の実施状況は2.9回（目標：米飯学校給食週３回の早期実現）

３．課題

米飯学校給食推進の取組み目標である週３回の早期達成に向け、実施回数が少な

い地域における重点的な普及推進を通じ、実施回数全体の増加を図り、より一層の普

及定着を図る。

４．平成19年度の取組方針

米飯学校給食週３回の早期実現。

５．主要スケジュール

５月 重点化地域等の決定（米飯学校給食推進連絡協議会）

７月 開催市区町村及び開催日時の決定（ 〃 ）

11月～１月 ごはんで給食フォーラム、ごはんで給食メニュー講座等の開催
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14 (社)米穀安定供給確保支援機構

１．基本計画策定(H17.3)以降の取組実績

○小売業や食品産業等におけるモデル実証事業（１８年度）

食品小売店や外食店等において食育を促進するため、食事バランスガイドを活用し

たメニューを提供するほか、パンフレットを作成し、情報提供や普及啓発に係るキャンペ

ーンを実施。

○米袋を活用した普及啓発事業（１８年度）

ごはんを主食とした食事バランスガイドの普及・啓発を図るため、“1日に主食のごは

んは４杯を目安にしよう”を訴求するデザインを作成し、シール７０万枚を米袋に貼付す

るとともに、同デザインを使った米袋も２６万枚作成。併せてインターネットのホームペー

ジで、その活用法を紹介。

○テレビ番組の提供（17・18年度）

毎週日曜日(18：00～18：30)、「小倉智昭・柴田理恵のいまどき！ごはん」をテレビ朝

日系列24局及び系列外7局の計31局において放映し、食育や米を中心とした｢日本型食

生活｣の健康性などを紹介。18年度の平均視聴率8.4％。

○内科医等を対象にしたシンポジウムの開催（17・18年度）

日本医師会等と共催して、内科医等を対象に、18年度は食育及び生活習慣病予防

における米を中心とした｢日本型食生活｣の役割をテーマに、東京、大阪でシンポジウム

を開催。

○患者向けのPR資材の作成・配布（17・18年度）

食育及び米を中心とした「日本型食生活」の栄養・健康面での有用性を明らかにし

た、内科医・栄養士から配布していただく患者向け食事指導箋や待合室等掲示用ポス

ター(18年度10,000部)等を作成・配布。

○栄養士を対象とした講習会の開催（17・18年度）

日本栄養士会等と共催して、栄養士を対象に、食育及び生活習慣病予防における米

を中心とした「日本型食生活」の栄養・健康面での有用性に係わる講習会を18年度は神

奈川、福岡にて開催。

○消費者向けのPR資材の作成・配布（17・18年度）

18年度は若年層・中高年層を対象に、ごはんを主食とした食事バランスガイドの普及

・啓発を図るため、東京・神奈川・大阪・京都の各地区での交通広告のうち、車両広告

用ポスター(6,955部)を作成。

一般消費者を対象に、ごはん食の健康面での有用性等をＰＲし、食育及び米を中心

とした「日本型食生活」の普及推進を訴求するパンフレット（540,000部）を作成・配布。
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２．目標に対する位置付け（目標に対してどのような状況にあるのか）

○小売業や食品産業等におけるモデル実証事業（目標：アンケート調査を実施し、取組

の評価等を行う）

＜外食店＞ アンケート実施時期：平成18年10月

・食事バランスガイドの認知率

(内容を含め知っている、名前程度は聞いたことがある) 20.7％

・食事バランスガイドの情報源

テレビ：11.8％ 新聞：13.2％

・食事バランスガイドの活用度

(いつも参考にしている、時々参考にしている) 43.1％

・食事バランスガイドの今後の活用意向度

(おおいに参考にしたい、時々参考にしたい) 55.3％

＜中食事業者＞ アンケート実施時期：平成18年11月～平成19年2月

・食事バランスガイドの認知率

(内容を含め知っている、名前程度は聞いたことがある) 65.0％

・食事バランスガイドの活用度

(いつも参考にしている、時々参考にしている) 79.6％

・食事バランスガイドの今後の活用意向度

(おおいに参考にしたい、時々参考にしたい) 95.2％

○米袋を活用した普及啓発事業

米穀卸売販売業者のうち、約１/３の業者の協力を得て、１００万枚の米袋を作成

した。

○テレビ番組の提供 （目標：アンケート調査を実施し、取組の評価等を行う）

・テレビ視聴後のごはん食用喚起 46.3％→49.0％（17→18年度）

・食料自給率は向上させていくべきだと思うと回答した人 24.3％

・食事バランスガイドの認知率

(内容を含め知っている、名前程度は聞いたことがある) 36.7％

・食事バランスガイドの活用度

(いつも参考にしている、時々参考にしている) 51.0％

・食事バランスガイドの今後の活用意向度

(おおいに参考にしたい、時々参考にしたい) 53.4％

○内科医等を対象にしたシンポジウムの開催（目標：アンケート調査を実施し、取組の

評価等を行う）

・ごはんを主食とした日本型食生活を中心とした患者指導・栄養指導をぜひ行いた

い 41.5％→47.2％（17→18年度）
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・食事バランスガイドの認知率

(内容を含め知っている、名前程度は聞いたことがある) 92.5％

・患者指導・栄養指導の際の食事バランスガイドの活用度

(既に活用している)24.8％。おおいに活用したい(28.4%)、時々活用したい(29.3％)を

合わせると 57.3％

○患者向けのPR資材の作成・配布

（目標：アンケート調査を実施し、取組の評価等を行う）

・食事指導箋は患者指導に役立つ 87.6％→85.7％（17→18年度）

○栄養士を対象とした講習会の開催

・米食を中心とした健康教育・栄養指導をぜひ行いたい

28.0％→44.7％ （17→18年度)

・食事バランスガイドの認知率

(内容を含め知っている、名前程度は聞いたことがある) 90.9％

・患者指導・栄養指導の際の食事バランスガイドの活用意向度

おおいに活用したい(34.0％)、時々活用したい(44.7%)を合わせると 78.7％

○消費者向けのPR資材の作成・配布

・パンフレットについては、米穀販売業者等を通じて、一般消費者・生活者に配布

【目標：若年層・中高年層における米の消費量の維持・向上】

但し、16年度及び17年度の実績としては、次のとおり。

・20代：59㎏→57㎏（15→16年度）

・40代：61㎏→59㎏（15→16年度） ＜国民健康・栄養調査＞

・17年度の1人あたり主食用米供給量は増加

59.3㎏→59.4㎏（16→17年度） ＜食料需給表＞

３．課題

○小売業や食品産業等におけるモデル実証事業

平成22年度の「食事バランスガイド」の認知度50％の目標に対し、外食店では、20.7

％で、より高い認知度の向上が望まれるが、中食事業では、既に65.0％と目標に達して

いる。一方、「食事バランスガイド」活用意向度は、各々55％、95.2％となっており、この

意向を実践度30％の目標につなげる工夫が課題。

○米袋を活用した普及啓発事業

予定より多くの事業者の参加が得られた。今後行う場合は、「食事バランスガイド」や

「米を中心とした日本型食生活」についてのアンケートの実施が課題。
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○内科医等を対象にしたシンポジウムの開催

「日本型食生活」を中心とした患者指導・栄養指導を行いたいとする割合が平成17年

より増えていることから、食育の大切さや米を中心とした｢日本型食生活｣の栄養・健康

面での有用性の一層の普及・啓発を図ることが課題。

・「食事バランスガイド」の認知度は、専門家であることから高い

・患者向けのPR資材の作成・配布

・食育の大切さや米を中心とした｢日本型食生活｣の栄養・健康面での有用性の一

層の普及・啓発を図ることが必要

○栄養士を対象とした講習会の開催

・米食を中心とした健康教育・栄養指導を行いたいとする割合が平成17年より増え

ていることから、食育の大切さや米を中心とした｢日本型食生活｣の栄養・健康面で

の有用性の一層の普及・啓発を図ることが必要

・「食事バランスガイド」の認知度は、専門家であることから高い

○消費者向けのPR資材の作成・配布

・食事バランスガイドの認知度及び実践度を向上させる一層の普及・啓発が必要

４．平成19年度の取組方針

○小売業や食品産業等におけるモデル実証事業

・中・外食事業及び職場給食等内食以外での普及・啓発事業を検討中

○米袋を活用した普及啓発事業

・効果的な米袋の活用事業を検討中

○テレビ番組の提供

・国の事業と連携して、事業実施を検討中

○内科医等を対象にしたシンポジウムの開催

・食育の大切さ及び生活習慣病予防における米を中心とした日本型食生活の意義

を明らかにするシンポジウムを主要都市3ヶ所で開催することを検討中

(平成18年度2ヶ所→19年度3ヶ所）

○患者向けのPR資材の作成・配布

・健康・栄養・食事指導の際に活用してもらうため、食育の大切さ及び米を中心とし

た日本型食生活の栄養、健康面での有用性等を明らかにした食事指導ツールを

継続的に作成・配布を検討中

○栄養士を対象とした講習会の開催

・食育の大切さ及び生活習慣病予防における米を中心とした日本型食生活の意義

等をテーマとした講習会を継続的に開催することを検討中

○消費者向けのPR資材の作成・配布

・食事バランスガイドの実践を促すとともに、米を中心とした日本型食生活の栄養、

健康面での有用性をPRするパンフレットを作成・配布事業を検討中

５．主要スケジュール

平成 19年度の取組については、概ね 10月～ 12月を中心に事業を実施することを検討中
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15 日本米穀小売商業組合連合会

１．基本計画策定(H17.3)以降の取組実績

○食事バランスガイドの活用

・ お米マイスターが作るブレンド米である「わざヒカリ」の精米袋に食事バランスガイドを印刷

するととも に、お米マイスター手帳に食事バランスガイドを掲載する等により食事バランスガイ

ドを普及・啓発（17年度・18年度）。

○お米マイスターによる出前授業等の実施

・ お米マイスターを講師として、小中学校への出前授業、現地学習会を開催（17年度・18年

度）。

・18年度の実績 出前事業 77か所

現地学習会 15か所

○お米・ごはんに関する情報の米袋への貼付

・ 米穀小売店を通じ、お米、ごはんに関する各種情報を米袋に貼付し消費者に対し情報提供

（17年度 ・18年度。1回当たり50万枚を作成・配布。年3回実施）。

○組合員等を対象とした講習会の開催

・ お米マイスターを対象として講習会を開催し、食料自給率をめぐる状況や食料自給率向上

に向けてお米マイスターに期待される行動等について説明（17年度･18年度）。

２．目標に対する位置付け（目標に対してどのような状況にあるのか）

○食事バランスガイドの活用

・ 目標： わざヒカリの米袋印刷数を対前年比で2割増の14,880枚

お米マイスター手帳の配布を対前年比で2割増の3,240冊

・ 実績： わざひかりの米袋印刷数10,000枚

お米マイスター手帳の配布数3,200冊

○お米マイスターによる出前授業等の実施

・ 目標： 出前授業等参加者のうち、お米に対する理解が深まったとする者の割合を７割以上

・ 実績： アンケートで95％がお米に対する理解が深まったと回答

○お米・ごはんに関する情報の米袋への貼付

・ 目標： お米・ごはんに関する情報の米袋への貼付等を行う店舗数を対前年２割増の5,088

店

・ 実績： 5,337店で実施

○組合員等を対象とした講習会の開催

・ 目標： 18年度講習会への参加者を対前年実績（2,300名）並み確保

・ 実績： 前年より152名増の2,452名
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３．課題

○食事バランスガイドの活用

・ わざヒカリの販売数量が伸びていないこと等もあり、目標達成ができていない。今後は、ブ

レンド米の普及・啓発も推進しつつ取組を進めることが重要と認識

○お米マイスターによる出前授業等の実施

・ お米・ごはんに関する情報の米袋への貼付

・ いずれも目標を達成。お米、ごはんに対するさらなる理解の増進に向けた取組を実施

○組合員等を対象とした講習会の開催

・ 食料自給率をめぐる状況を踏まえるとともに、組合員のニーズを的確に把握し食料自給率

向上に向けた効果的な講習会等の実施

４．平成19年度の取組方針

○食事バランスガイドの活用

・ ブレンド米に対する普及・啓発を引き続き進める中で、「わざヒカリ」の米袋の印刷枚数を増

加させ、食事バランスガイドを普及させる（目標・２００，０００枚）

あわせて、毎年実施している「お米キャンペーン」において食事バランスガイドを掲載したチラ

シを配布

○お米マイスターによる出前授業等の実施

・ 消費地を中心にお米マイスターによる出前授業、現地学習会を引き続き実施。出前授業に

ついては、全国で１０００回を予定。現地学習会は全国で１５回を予定。

○お米・ごはんに関する情報の米袋への貼付

・ 消費地の小売店を中心に、引き続き消費者に対してお米・ご飯に関する情報を提供

お米マイスターと卸売業者を通じ１回当たり７０万枚を年3回配布予定

○組合員等を対象とした講習会等の開催

・ 参加者の増加に向けた取組を進めるとともに、組合員の認識、現下の食料自給率をめぐる

状況を踏まえ、より効果的な講習会等を開催

全国で９ヶ所を予定

５．主要スケジュール

・ お米キャンペーンの実施 （７月～１０月）

・ 出前授業及び現地学習会の実施（７月～平成20年２月）
・ 消費者に対してお米・ご飯に関する情報提供 （７月、９月、１１月）

・ 講習会等の開催 （７月～平成20年２月）
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16 全国米穀販売事業協同組合

１．基本計画策定(H17.3)以降の取組実績

○一般消費者等を対象とした工場見学の実施

・ 組合員向け情報紙、組合員業務担当者会議等を通じて、組合員の積極的な取組を促した

（17年度・ 18年度）。この結果、大半の組合員が消費者等の要請に応じて工場見学を受け入れる意

向であり、18年度においては、４割強の組合員が工場見学を受け入れている。

○食事バランスガイドの活用

・ 米穀安定供給確保支援機構及び日本米穀小売商業組合連合会と連携し、精米袋に貼付・表示

する食事バランスガイドのシール・イラストを提供する等により、組合員が使用する精米袋での活用

を促進した（17年度・18年度）。

○精米製造過程の透明化

・ 組合員向け情報紙、組合員業務担当者会議等を通じた取組要請、米穀販売業者向け販売管理

パッケージ「ＯＲＹＺＡ」の導入推進を行った（17年度・18年度）。

○トレーサビリティ･システムの導入等

・ 組合員向け情報紙、組合員業務担当者会議等を通じ、組合員の積極的な取組を促した（17年度・18

年度）。

○精米表示の適正化

・ 本組合の総会において、適正な精米表示の実行について決議するとともに（18年年度）、各種会

議等、様々な機会を通じて確実な取組を促した。

２．目標に対する位置付け（目標に対してどのような状況にあるのか）

○一般消費者等を対象とした工場見学の実施

・ 工場見学会の参加者からは一般に好評を得ているが、具体的なアンケート等は実施していない（参

加者のうちお米に関する理解度が深まった者を７割以上）。

○食事バランスガイドの活用

・ 18年度においては、約100組合員（全組合員の５割弱）が食事バランスガイドのイラストを米袋に貼付・

表示して販売しており、目標を大きく上回った（１割程度の組合員で実施する）。

○精米製造過程の透明化

・ 18年度においては、ＯＲＹＺＡシステムの導入等により、過半の組合員が精米製造過程の透明化に取

り組んでおり目標を達成している（精米製造過程の透明化を実施する組合員の割合を５割程度まで高

める）。

○トレーサビリティ･システムの導入等

・ 18年度においてトレーサビリティ･システムを導入している組合員は25パーセントにとどまっている（トレ
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ーサビリティ・システムを導入する組合員の割合を３割程度まで高める）。

○精米表示の適正化

・ 18年度においては、１組合員が、精米年月日の不正表示等により、行政から改善指示を受けることと

なった（組合員による不適正表示及び組合員に起因する異品種の混入を皆無にする）。

３．課題

○一般消費者等を対象とした工場見学の実施

・ 工場見学を受け入れる組合員をさらに増加させるとともに、工場見学会に参加する消費者の増加に

努める。

○食事バランスガイドの活用

・ 組合員による米袋を活用した食事バランスガイドの普及啓発活動を引き続き実施する。

○精米製造過程の透明化

・ 精米製造過程の透明化を実施する組合員のさらなる増加。

○トレーサビリティ･システムの導入等

・ トレーサビリティ･システムを導入する組合員のさらなる増加。

○精米表示の適正化

・ 組合員全員が精米表示の重要性について改めて認識を深めるとともに、引き続き適正な精米表示の

実施に努める。

４．平成19年度の取組方針

○一般消費者等を対象とした工場見学の実施

・ 消費者等の要請を踏まえ、すべての組合員が工場見学を受け入れ、実施する。

○食事バランスガイドの活用

・ 米袋の活用をはじめ、様々な方法を通じて食事バランスガイドの普及・啓発活動を引き続き実施し、

５割以上の組合員が食事バランスガイドの普及・啓発に取り組むことを目指す。

○精米製造過程の透明化

・ 組合員向け情報紙、組合員業務担当者会議等を通じて取組を促すとともに、米穀販売業者向け販売

管理パッケージ「ＯＲＹＺＡ」の導入等を推進し、精米製造過程の透明化を実施する組合員の割合を５ポ

イント程度高める。

○トレーサビリティ･システムの導入等

・ 組合員向け情報紙、組合員業務担当者会議等を通じて組合員の積極的な取組を促すとともに、トレ

ーサイリティを普及・啓発する各種セミナー等に関する情報を組合員に提供する。さらに導入を検討し

ている組合員に対しては、米穀安定供給確保支援機構とも連携し、同機構が管理・運営するトレーサ

ビリティ事業への参加等を含め、個別に助言、支援すること等を通じ、トレーサビリティ･システムを導入
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する組合員の割合を３割程度までに高める。

○精米表示の適正化

・ 組合総会において、組織を挙げて適正な精米表示に取り組むことを改めて決議するとともに、各種会

議等様々な機会を通じて精米表示の適正確保を促すこと等により、組合員による不適正表示及び組

合員に起因する異品種の混入を皆無にする。

５．主要スケジュール

総会において決定する19年度の事業計画等において、取組方針を確認するとともに、組合員向け情

報紙、組合員業務担当者会議等を通じて、組合員の積極的な取組を促す。
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17 (社 )日本べんとう振興協会

１．基本計画策定(H17.3)以降の取組実績

○コンビニエンスストアにおけるモデル実証事業（18年度）

・ コンビニエンンスストアにおいて、食事バランスガイドを活用したチラシを配布。

第１回 １コンビニチェーン 257店舗（ 76万5千枚配布）

第２回 ２コンビニチェーン 1,011店舗（113万枚配布）

○ごはん食推進活動（17・18年度）

・ コンビニエンンスストアのポスター、ＰＯＰ広告等に「ごはん食」推進のシンボルマークを掲

載。

・ 「おべんとうの歌」を11月10日に作成し、ＣＤを2千枚作成。

平成１８年１２月よりコンビニチェーンで店内放送開始。

２．目標に対する位置付け（目標に対してどのような状況にあるのか）

○コンビニエンスストアにおけるモデル実証事業

・ ４コンビニチェーン（予定）→ ２コンビニチェーン（実際）

アンケートの結果、食事バランスガイドを「いつも参考にしている」22.6%が、リーフレット等

の啓発資料を見て「今後おおいに参考にしたい」45.5%に増えた。

○ごはん食推進活動

・ 「おべんとうの歌」の作成は6月予定が11月10日になったが、ＣＤは予定どおり2千枚作

成。

３．課題

○コンビニエンスストアにおけるモデル実証事業

・ コンビニ利用者が対象であり、広範囲に啓発を行うことが可能であるが、コンビニチェーン

の数を増やせるかが課題

○ごはん食推進活動

・ 「おべんとうの歌」のＣＤを作成したが、普及できるかが課題

４．平成19年度の取組方針

○コンビニエンスストアにおけるモデル実証事業

・ １９年度から事業実施主体は公募となることから、本事業を実施できるか未確定。

○ごはん食推進活動

・ 「ごはん食」推進のためのシンボルマーク掲載を強力に推進予定。

・ 「おべんとうの歌」CDを多面的に展開予定。

５．主要スケジュール

・ １９年６月以降、コンビニエンスチェーンに対し、「おべんとうの歌」の活用を折衝する。
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18 全国旅館生活衛生同業組合連合会

１．基本計画策定(H17.3)以降の取組実績

・年に一度開催している全国大会において参加者の旅館・ホテル業者約1500名に対し、

地産地消や食育関連のパンフレット等を用いて情報提供、周知徹底

・旅館やホテルでの地産地消の情報をホームページで提供

・組合員に対し、毎月発刊する機関誌により、食育や地産地消に関する情報を紹介

２．目標に対する位置付け（目標に対してどのような状況にあるのか）

・全国大会開催時に参加者に地産地消に関するアンケートを実施

地産地消の取組を身近に感じている人が９割を越えており、推進のためには

消費者と生産者の交流活動を活発にすることや観光地において地場農産物の

利用を増やすこと、また旅館で使用する食材を輸入品から国産品に変えるなど

の活動が必要であるとの意見があった。

・全国旅館生活衛生同業組合連合会公式サイト「宿ネット」での検索に関して充実

・まんすりー全旅連情報により、会員に情報提供

３．課題

アンケートの回収率が低かったことから、回収方法等について検討する必要がある。

（農水省が回収に協力することも含めて検討する。）

どういう食材が欲しいのか、どういう食材を提供できるのか情報交換が必要である。

４．平成19年度の取組方針

引き続き、全国大会開催時に参加者に地産地消に関するアンケートを実施し、地産

地消への関心度や認識度を把握するように努める。

全国地産地消推進協議会等を通じて情報提供と情報収集を行い、情報の共有化を

図る。

５．主要スケジュール

６月頃に全国大会を開催予定。
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19 日本生活協同組合連合会

１．基本計画策定(H17.3)以降の取組実績

○食育の推進

・ 食事バランスガイドの紹介とこれを活用した食事メニュー提案のリーフレットや無店舗チラ

シの作成・配布を行った。

・ 小学生を持つ親を集めて地域の中で実践する食育プログラムづくりや、家庭で手軽にで

きる通信型食育プログラムの開発を目指し、地域や家庭を基盤とした食育活動の推進に

取り組んだ。

・ 生協のみならずさまざまな活動を推進している団体と交流する食育交流展示会「たべる、

たいせつフェスティバル」を18年11月に開催した。

○国産農産物の消費拡大

・ 従来から生産者との交流活動を基盤とした産直活動を強化し、全国で毎年10万人が生産

者と交流を行い、相互理解を深めている。

・ 国内農産物を主な原料とした「国内麦シリーズ」や国産原料だけで加工したソースやレト

ルトスープなどのプライベートブランドを開発して国産農産物の利用拡大を図っている。

○国産農産物に対する消費者の信頼の確保

・ 生産者とともに「青果物品質保証システム」（生協版ＧＡＰ）」を2005年に開発、内容をメン

テナンスしつつ取組産地を拡大している。また、グリーンツーリズムを通じて日本の農業に

対する理解を深めることを目指した「グリーンライフ」活動を展開中である。

２．目標に対する位置付け（目標に対してどのような状況にあるのか）

○ 食育の推進

食育の取組は、ほぼ目標を達成している。

・ 全国の生協の店舗向けに食事バランスガイドを活用したリーフレットは、年5回作成して

700店舗、20万枚を配布した（合計100万枚）。無店舗においても、食事バランスガイド活用

した紙面を主要な生協で取り組んだ。

・ このような取組を実践したこともあり、コープネット事業連合（首都圏にある生協）がアンケ

ート調査をした結果、生協組合員の半数が食事バランスガイドを認知、さらに全体の4割が

活用していると回答している。

・ 通信型食育プログラム「たべる*たいせつキッズクラブ」は首都圏での実験を経て2007年

から全国展開をすることになった。実験をまとめるにあたって実施したアンケートによると、

家庭内で食の会話が増えた、料理や手伝いを進んで取り組むようになった等の子どもの食

に対する意識が高まるというポジティブな評価をいただいた。2006年には全国30生協およ

そ3000名の小学生を組織して取り組む予定である。

・ 地域で実践できる食育プログラムは関西の生協を中心に作成され10本のプログラムが完

成した。冊子にまとめ、全国の生協を中心に普及促進を行っている。

・ こうした取組事例を全国規模で交流する「たべる、たいせつフェスティバル」についても、

行政はじめ国際機関や教育機関など多様な110団体が出展し、2日間で2万人の来場者を
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迎え幅広く、食育の実践的な交流と普及啓発に多いに貢献した。

○国産農産物の消費拡大

・ 産直の交流活動は規模は年々拡大しつづけている。内容についても、産地訪問という枠

組みをこえ生き物調査など地域保全活動にまで取組が広がっている。こうした取り組みが

評価され第1回日本農業賞「食の架け橋賞」を受賞（新潟県笹神村と首都圏コープ（現パル

システム）した。

・ 国内農産物を利用した加工食品づくりは、価格の高さが敬遠され広がりを作れないでい

る。価格に見合った品質や味など付加価値を高める商品開発を中心に展開している。

○国産農産物に対する消費者の信頼の確保

・ 青果物品質保証システムについて、産地での検証活動を行いながら内容のメンテナンス

を行った。全国15箇所にのぼる説明会を開催し内容の普及活動をすすめるとともに、「点

検者」育成にも取り組み、産地講習も含む養成口座を5回にわたって実施するなど内容の

充実につとめた。生協の産直品を中心に全国的に認知普及がされつつあり、安全な国内

農業という信頼性を高める取組に寄与したといえる。

・ グリーンツーリズム活動を目指した取組「グリーンライフ」は、1994年から取り組み、12

年間で参加者のべ4万人、のべ宿泊数8万泊、2006年の年間参加者数は5500名の規模と

なった。2006年度は「グリーンライフのたべる、たいせつ」をテーマとして食を重点とした取

組を構築している。

３．課題

全国の生協に呼びかけ活動を推進しているが、地域的に取組の温度差がある。先進的な

事例を広げ、全国的に取組のレベルを高めることが課題といえる。例えば、食育推進活動と

して、食事バランスガイドの認知普及活動においては、食事バランスガイドのリーフレットを活

用し、オリジナルな取組を加え実践している店舗と、ただリーフレットを配布している店舗とで

は、その地域における認知度に大きな差が生じる。良い事例としては、コープネット事業連合

傘下の生協店舗において、買い物ビンゴ大会（店舗で買い物したものについて、その購入商

品を食事バランスを活用して確認するゲーム）などオリジナルツールを加えて店舗単位で取り

組みを盛り上げている事例なども生まれている。そうした活動を広める交流活動も重要であ

る。引き続き「たべる、たいせつフェスティバル」などを活用した交流活動を実践強化していくこ

とで、全国的なレベルアップに寄与していく。

４．平成19年度の取組方針

○食育について

①「たべる、たいせつフェスティバル2007」開催（東京国際フォーラム）参加団体100団体以

上、参加者2日間のべ2万人。取組の先進事例交流

②たべる*たいせつキッズクラブ 参加者3000名、サポーター100人（キッズクラブの支援をす

るボランティア）を確保

③食事バランスガイド普及啓発 年間2回リーフレット作成（4月・6月）同時期に無店舗チラシ

での情報提供。700店舗 20万枚配布、300万無店舗組合員への情報提供、「たべるたいせ

つレシピブック」（料理レシピ全てバランスガイドをつけ、活用普及を目指した料理本）を6月に
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発行

○国産農産物の消費拡大

①産直交流の更なる普及。内容の高度化。産直活動の交流の場（たべる、たいせつフェステ

ィバルにて）づくり

②国内農産物を活用した加工商品づくり。おいしさを追求した商品づくりのプロセスの中で産

地にこだわった商品開発を引き続き追及

○国産農産物に対する消費者の信頼の確保

①生協版ＧＡＰ「青果物品質保証システム」のメンテナンス、普及啓発の取組、「点検員」の育

成

②グリーンツーリズム活動「グリーンライフ」活動の推進。年間参加者6000名を目指す

５．主要スケジュール

4月 食育リーフレット５号

5月 グリーンライフ（春）

6月 食育リーフレット６号 農水省消費者の部屋展示 たべるたいせつレシピブック

7月 グリーライフ（夏休み）

8月 「たべる、たいせつフェスティバル2007」（東京国際フォーラム）8/27-28

「食育活動交流集会」（東京国際フォーラム会議室） 8/28

9月－11月 グリーンライフ（秋）

11月 たべる*たいせつキッズクラブ 全国担当者会議

12月－1月 グリーンライフ（冬）

2月 全国産直研（品質保証システム）
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20 消費科学連合会

１．基本計画策定(H17.3)以降の取組実績

・ 会員及び一般消費者を対象に、食育や食料自給率、食の安全・安心等をテーマに講座

を実施（講座を22回開催し、約700人が参加（18年度）

・ 都市と農村の交流を図り、地場産農産物の消費拡大に協力（6月10,11日：山形県西川

町（44名）、7月29日：長野県川上村（34名）、5月13日：群馬県川場村（29名）

２．目標に対する位置付け（目標に対してどのような状況にあるのか）

・ 当初の計画どおり、大学講座の開催を通じた情報提供や、都市と農村の交流を通じた

国産農産物の消費拡大への協力の取組を行っている。

３．課題

・ 食育や食料自給率等に関する情報の提供や都市と農村の交流の取組を更に積極的に

推進すること

４．平成19年度の取組方針

・ 会員及び一般消費者を対象に、機関誌等を通じて、食育や食料自給率等に関す

る情報を積極的に提供する。

・ 都市と農村の交流を推進し、国産農産物に関する関心と消費の拡大を促す。

・ 国産果物の消費の拡大を推進する。

５．主要スケジュール

・ 都市と農村の交流（宮城県栗原市（4月）、山形県西川町（6月）、群馬県川場村(8月））
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21 （財）日本食生活協会

１．基本計画策定(H17.3)以降の取組実績

・全国各県協議会において、親子、男性・高齢者を対象とした食育教室を開催

・第1回食育推進全国大会（大阪市、平成18年6月24日）において、地元の食材を使った

郷土料理を展示し日本の食文化を紹介。また、正しい食生活をすすめるために「食事バ

ラスガイド」の普及とアンケート調査等を実施

・食生活改善推進員に対し、全国５ブロックで「食事バランスガイド」に関する研修会を開

催

・「食事バランスガイド」に関する食育推進リーダー向け指導書と一般住民向けリーフレ

ットを作成

・食育の日（毎月19日）に、全国一斉に各県で食育街頭キャンペーンを実施

・川崎市、和泉市などの地域において、料理教室・展示・リーフレット等を活用した「食事

バランスガイド」の普及・啓発を実施

２．目標に対する位置付け（目標に対してどのような状況にあるのか）

・男性・高齢者を対象とした食育教室

全国各県協議会において開催し、5,800人が参加

・食育推進全国大会における普及・啓発

約1万人が参加。アンケート調査（236名）については、 今後、食事や買い物をする

際に「食事バランスガイド」を参考にしたいとする者の割合は94.2％（大いに参考にし

たい53.8％、時々参考にしたい40.3％）

・「食事バランスガイド」に関する指導書等の作成・配布

食育推進ボランティア向け指導書2万部、一般住民向けリーフレット10万部を作成・配

布

３．課題

食育基本法の制定や食育推進基本計画の策定を契機とした地域における食育への

関心の高まりも受け、「食事バランスガイド」の認知度は高まりつつあると思われる。今

後は行動の変容につながるようイベントだけでなく、地域に根ざした活動が必要と思わ

れる。

また、「日本型食生活」は若者になかなか浸透しにくく、幼い頃からの食生活がかなり

影響しており、特に若者の中では食がファッション化しており正しい食生活が理解されて

いないのが現状と思われる。

このことから、長期的計画ではあるが、幼児の食育・子育てをしている母親を中心とし

た食育に取り組む中で日本型食生活の優位性を理解させる事が必要であると考える。

４．平成19年度の取組方針

・親子食育教室の拡大化

・全国わが町「食事バランスガイド」の作成と普及・啓発の推進

・第2回食育推進全国大会における普及・啓発の推進

・団塊世代男性の食自立支援への取組
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５．主要スケジュール

・食育推進への取組

・親子食育教室

・食生活改善推進員による全国わが町「食事バランスガイド」作成事業

・第2回食育推進全国大会における普及・啓発の推進（6月）

・団塊世代の男性を対象にした自立支援食育教室の開催
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22 主婦連合会

１．基本計画策定(H17.3)以降の取組実績

・食育、食品の安全、食料自給率等に関する情報を機関誌に掲載し、団体会員96団

体、個人会員203名に配布

・表示の適正化に関する研修会を実施（平成19年１月２４日、参加者数約30人）

２．目標に対する位置付け（目標に対してどのような状況にあるのか）

・当初の計画どおり、機関誌を活用した情報提供や、表示の適正化に関する研修会を

実施

３．課題

・会員等に対して、食育、食品の安全、表示、食料自給率等に関する情報の提供を積

極的に進める

４．平成19年度の取組方針

・食育、食品の安全、食料自給率等に関する情報を機関誌に掲載し、団体会員、個人

会員に配布する

・表示の適正化に関する研修会を実施する

５．主要スケジュール

・食育、食品の安全、食料自給率等に関する情報を機関誌に掲載し、団体会員、個人

会員に配布する

・表示の適正化に関する研修会を実施する（未定）
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食料自給率向上協議会規約

１．設立趣旨

食料自給率の向上に向けては、政府はもとより、地方公共団体、農業

者・農業団体、食品産業の事業者、消費者・消費者団体等の関係者が、

適切な役割分担の下、しっかりとした工程管理を行いつつ、主体的な取

組を行っていくことが必要である。このため、食料自給率向上協議会（以

下「協議会」という。）を設立し、関係者の具体的な取組内容やその取組

目標を示した行動計画を毎年作成する等により、食料自給率向上に向け

た計画的な取組を推進することとする。

２．協議会の構成等

(1) 協議会の構成員は別紙１のとおりとする。

(2) 構成員の中から、会長を１名置くこととする。

(3) 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

(4) 構成員の中から、会長の指名により、副会長を１名置くこととする。

副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理

する。

(5) 構成員は、会長の指名により、必要に応じて追加できるものとする。

(6) 協議会の運営を円滑に行うため、幹事会を設ける。

(7) 幹事会の構成員は別紙２のとおりとする。

３．活動内容

(1) 食料自給率向上に向けた行動計画の策定

(2) 行動計画に基づく取組の促進

(3) 行動計画に基づく取組状況等についての点検・検証

(4) その他食料自給率向上を図るために必要な活動

４．事務局

協議会の庶務は、農林水産省において処理する。

５．その他

その他会議の運営等に関し必要な事項は、会長が定める。
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（別紙１）

食料自給率向上協議会構成員名簿

［地方公共団体関係］

全国知事会
全国市長会
全国町村会

［農業者・農業団体関係］

全国農業協同組合中央会
全国農業会議所
(社)全国農業改良普及支援協会
(社)日本農業法人協会
(社)全国農地保有合理化協会
(社)日本アグリビジネスセンター
全国土地改良事業団体連合会
全国農協青年組織協議会
ＪＡ全国女性組織協議会
全国女性農業経営者会議

［食品産業事業者関係］

(財)食品産業センター
(財)食品流通構造改善促進機構
日本チェーンストア協会
(社)日本フードサービス協会
全国学校給食会連合会
(社)米穀安定供給確保支援機構
日本米穀小売商業組合連合会
全国米穀販売事業協同組合
(社)日本べんとう振興協会
全国旅館生活衛生同業組合連合会

［消費者・消費者団体関係］

日本生活協同組合連合会
消費科学連合会
(財)日本食生活協会
主婦連合会

［学識者］

生源寺眞一（東京大学大学院農学生命科学研究科教授）
中嶋康博 （東京大学大学院農学生命科学研究科助教授）
武見ゆかり（女子栄養大学栄養学部教授）
吉水由美子 ((株)伊藤忠ﾌｧｯｼｮﾝｼｽﾃﾑ･ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞﾃﾞｨﾚｸﾀｰ)

［政府］

農林水産省＜事務局＞

【順不同】
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（別紙２）

食料自給率向上協議会幹事会構成員名簿

［地方公共団体関係］

全国知事会

［農業者・農業団体関係］

全国農業協同組合中央会

全国農業会議所

(社)全国農業改良普及支援協会

［食品産業事業者関係］

(財)食品産業センター

(財)食品流通構造改善促進機構

(社)日本フードサービス協会

(社)米穀安定供給確保支援機構

全国旅館生活衛生同業組合連合会

［消費者・消費者団体関係］

消費科学連合会

［学識者］

生源寺眞一（東京大学大学院農学生命科学研究科教授）

中嶋康博 （東京大学大学院農学生命科学研究科助教授）

武見ゆかり（女子栄養大学栄養学部教授）

［政府］

農林水産省＜事務局＞

【順不同】


