
ddd 平成18年度
生産努力目標の実現に向けた行動計画

平成18年５月

食料自給率向上協議会



品目

 

目　　　標

生 産 努 力 目 標

18 年 度 取 組 内 容

米

麦

・ミスマッチ小麦からパン用小麦、
　大・はだか麦への転換の推進
・良質かつ収量性の優れた新品
　種の導入
　　　　　　　　（各産地）

大
豆

○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）

１

６月～８月：新品種の普及に係る実需者との協議会の開催
（政府、地方公共団体、農業者団体、実需者団体）

【生産コストの低減】

【需要に応じた計画的な生産】

【供給量の安定化、品質・生産性の向上】

【需要に応じた計画的な生産】

【麦新品種への転換】

（１８年度目標） （長期目標）

○生産量　     H15 　　 H27
小麦　　　　　　86万t→86万t
大・はだか麦  20万t→35万t

○需要に応じた麦種・用途
　ごとの計画的な生産

○品質の向上
・新品種への作付転換（作付
　面積シェア45％（H27目標））

○生産コストの３割程度低減
　（Ｈ27目標）

○麦の６０ｋｇ当たりの
　生産コストの２．５％低減
○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）

【生産コストの低減】

・ＧＡＢＡ米（巨大胚芽米）、腎臓病等の療養食米（低グルテリン米）等の新形質米の商品化等に向けた市場化調査（企業及び産地）

○米の６０ｋｇ当たりの
　生産コストの２％低減
○直播栽培面積を前年比１
割程度増加（H17年産
15,752ha)
○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）

○生産量
Ｈ15：891万t → Ｈ27：891万t

○生産コストの２５％低減
　（H27目標）

○外食・中食等の多様な
　ニーズへの対応

○生産量
　 Ｈ15：23万t → Ｈ27：27万t

○生産コストの３割程度低減
　（Ｈ27目標）

○需要ニーズに即した品種・
　品質の大豆の安定供給

【外食・中食等の多様なニーズへの対応】

・（独）農研機構と連携した「不耕起栽培技術」の現地実証（高生産性地域輪作システム実証事業）
　　（政府、地方公共団体、農業団体）
・水稲直播栽培の普及（政府、地方公共団体、農業者団体、民間団体）

産地強化計画の見直し
（各産地）

○新形質米等の商品化計画
　　の策定

＜農業者団体と実需者の需給情報の交換等＞
５月、７月：麦民間流通連絡協議会（農業者団体、実需者団体）

７月：実需者団体と連携した新品種の評価の実施
（政府、試験研究機関、実需者団体）

不耕起栽培を中心とした高生産性地域輪作システムの現地実証（政府、農業者団体）
２月：成績検討会

（政府、地方公共団体）

麦・大豆産地強化計画に即した活動の実施
（各産地）

ブロック会議等
（政府、地方公共団体）

○大豆の６０ｋｇ当たりの
　生産コストの２％程度低減
○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）

○パン用新品種の作付面
　積を前年比１割程度増加
　（H17年産　10,555ha)

○新品種の作付面積シェア
（都府県）を18％に向上
　（H17年産　14.9％)

２月：成績検討会
（政府、地方公共団体）

は種期の雨による播き遅れや発芽不良等を回避する有芯部分耕等（大豆 ３００Ａ技術）の現地実証（高生産性地域輪
作システム実証事業）　　（政府、地方公共団体、農業者団体等）

１１～１２月：新品種の加工適性や機械化適性の評価（試験研究機関、実需者）

産地における活動実績の自己検
証・評価（産地・地方公共団体）

２月：成績検討会等
　　（政府、地方公共団体）

３月：担い手育成等の取組状況
　　　　のとりまとめ（政府）

担い手を核としたＣＥ等の効率的利用計画の実施状況の調査及び現地指導
（政府、地方公共団体）

＜農業団体と実需者の需給情報の交換等＞
　５～３月（隔月）：大豆情報員会（農業者団体、実需者団体）
　６・１２月：国産大豆協議会（政府、農業者団体、実需者団体、消費者団体、試験研究機関）



品目 目　　　標18 年 度 取 組 内 容

茶

２

○加工向け野菜出荷数量
　が前年を超えること
　（H16年度　66万トン)

○生産量
　H15：1,286万ｔ
　　　　　→　H27：1,422万ｔ

○担い手を中心とした生産・
　供給体制の確立による低コ
　スト等が可能な競争力の高
　い産地を育成

○消費者や実需者等の視点
　に立った加工・業務用需要
　への対応やより新鮮、安心
　で高品質な野菜の供給等に
　向けた取組を強化

甘
し
ょ
・

馬
鈴
し
ょ

【いも類加工適性品種の普及の加速化】

【高品質かつ省力化につながるソイルコンディショニング栽培技術の確立】

４月～：評価品種栽培試験
　３地区（農業者団体等）

7月～（馬鈴しょ），10月～（甘しょ、馬鈴しょ）
　評価品種加工適性試験　（食品加工業者）
（試験対象用途）　甘しょ：焼きいも、ペースト、ケンピ・チップ等、
　　　　　　　　　　　馬鈴しょ：ポテトチップ、フレンチフライ、サラダ等

○モデル地区における労働
　時間　40％低減、生産費
　10％低減（H19年度）

○生産量　     H15 　　 H27
甘しょ  　　  94万t→ 99万t
馬鈴しょ 　293万t→303万t

○加工食品用の生産拡大

○馬鈴しょ労働時間の
　　２割程度低減（H27目標）

【てん菜の低コストにつながる直播栽培技術の確立】

４月～：直播栽培の初期生育の安定化技術の開発（試験研究機関、農業者団体等）

【さとうきびの増産に向けた取組】

５月：第４回さとうきび増産プロジェクト会議（主査：宮腰副大臣）（政府、地方公共団体、農業者団体、製糖業者等）
・機械利用を核とした生産組織を育成を図りつつ、これらの組織に対しハーベスタ、株出管理機の導入を推進
・収穫と株出管理を一連の作業として実施可能な機械化作業体系の確立

○ハーベスタ収穫率を４９％
　に向上（H16年度　45.7%)

○生産量　     H15 　　 H27
　てん菜    　 416万t→366万t
　さとうきび　 139万t→158万t

○生産コストの低減（H27目標）
　てん菜　　　１割程度低減
　さとうきび　２割程度低減

て
ん
菜
・

さ
と
う
き
び

○労働時間の１％低減
 
○品種構成の適正化
（新品種の普及率向上）

○生産量
　H15：9.2万ｔ　→　H27：9.6万ｔ

○茶労働時間の１割程度低減
（H27目標）

野
菜

【経営感覚に優れた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推進】

【加工・業務用需要に対応した生産・供給体制の推進】

【果樹産地構造改革計画（産地計画）の策定（りんごを中心とした落葉果樹産地での計画策定を推進）】

○うんしゅうみかんとりんご
  を指標とした、計画策定
  産地栽培面積の全国栽
  培面積に占める割合５割

○生産量
　H15：368万ｔ→H27：383万ｔ

○担い手の育成・確保、生産
　性向上への取組を計画的に
　行う産地を育成

果
実

４月～：土壌条件に適したセパレータのモデル地区（２地区）での実証（試験研究機関、種苗管理センター、農業者団体）

２月：てん菜栽培技術講習会
（試験研究機関、農業者団体、製糖業者等）

８月／２・３月：いも類加工適性研究会　（地方公共団
体、試験研究機関、農業者団体、食品加工業者等）
　実需者の意見を加えた新品種評価結果の検討等

３月：第５回さとうきび増産プロジェクト会議
・取組の実施結果及び効果を検証

５月～：野菜産地のさらなる構造改革に向けたブロック別会議（政府）

５月～：トマト、レタス、ほうれんそうの品目別・用途別ガイドライン普及等説明会（政府、民間団体）

５月～：産地と実需者とのマッチング事業（政府、(独)農畜産業振興機構）

５月～：品目別・用途別ガイドラインの作成に向けた検討委員会（政府、民間団体）
 ・輸入品の多い品目のうち、５品目（たまねぎ、にんじん、キャベツ、ねぎ、だいこん）を対象（予定）

３月頃：成果検討会

５月：産地計画の策定推進に向けた果樹担当者会議　全国（政府）

【優良品種導入による品種構成の適正化】

【高付加価値化に向けた取組のための栽培技術の高度化】 ６月：栽培技術講習会（農業者団体）

４月～：無農薬栽培技術導入のための実証ほの設置（農業者団体）

４月～：・優良品種導入のための実証ほの設置（農業者団体等）
　　　　　・茶商への優良品種の情報提供（茶業団体）

５月中旬～６月下旬：ブロック別会議（政府・地方公共団体等）

かんきつ園地転換特別対策事業、強い農業づくり交付金

２月：全国会議（関係者）

【優良品目・品種への転換】

○直播栽培面積率を前年比
　１割程度増加
　（H17年度　5.2%)

２月：地域別栽培技術マニュアル作成
（農業者団体等）

○野菜指定産地(998産地)
  及び特定野菜等供給産
  地（1,164産地)全てにお
  ける産地強化計画の策定

○実需者が加工適性評価を
　行う系統数　　３９系統

（１８年度目標） （長期目標）

６月～：・産地強化計画推進関係者会議（政府・地方公共団体等）
　　　　　・計画策定産地における優良事例調査及びHPへの公表(政府)

４月～：機能性成分に着目した優良品種の選定（試験研究機関）



品目 目　　　標

○液状乳製品、チーズ等
　向け生乳の安定供給

18 年 度 取 組 内 容

自
給
飼
料

３

牛
肉
・
豚
肉
・
鶏
肉
・
鶏
卵

生
乳

○生産量
H15：840万t→H27：928万t

○生産コストの２割程度低減
（H27目標）

○集送乳等経費１～３割
　低減（H27目標）

○輸入品に対する競争力を
　有する生クリーム等の液状
　乳製品、チーズ等の需要
　拡大

○エコフィード安全性確保
　ガイドラインの作成

○生産量　　Ｈ１５　　　Ｈ２７
牛肉　　　　　51万ｔ→ 61万ｔ
豚肉　　　　127万ｔ→131万ｔ
鶏肉　　　　124万ｔ→124万ｔ

○肉用牛飼養頭数
H15：171万頭
　　　　　　　　→ H27：211万頭

○牛肉生産コストの２割程度
　低減（H27目標）

○業務用・加工用需要に対応
　した生産 ・供給体制の確立

○飼料作物の収穫量

H15：352万TDNﾄﾝ
　→　H27：524万TDNﾄﾝ

○飼料自給率目標

H15：23％ → H27：35％

【乳牛の能力向上】

　４月～：乳牛改良の推進（政府、独法、地方公共団体、農業者・農業団体が適切な役割分担の下に一体となった、後代検定及び牛群検定の実施）

【種畜の能力向上】

【肉用牛の増頭】

技術的検討会等（（独）家畜改良センター等）

４月～：需給マップやネットワークを活用した仲介・斡旋活動を早期かつ重点的に推進（政府、地方公共団体、関係団体）

【飼料作物生産の推進】

【食品残さの飼料化推進】

　　水田放牧の取組等の推進による
　　肉用牛の増頭

【実需者ニーズへの対応】

【労働コストの低減】

【労働コストの低減】

【集送乳の合理化】

【液状乳製品、チーズ等向け生乳供給拡大】

４月～：飼料増産重点地区の18年度計画を取りまとめ（政府） ９月～：飼料増産重点地区の追加登録 12月～：飼料増産重点地区の実態調査

　４月～：新しい飼養管理技術の普及の推進、外部支援組織の活用、放牧の推進等（政府、地方公共団体、関係団体）

  ４月：肉用牛増頭戦略会議　　全国
　（政府）

　４月～：種畜改良の推進（政府、独法、地方公共団体）

５月～：飼料増産行動会議　（全国及びブロック別）
１８年度行動計画の策定（政府、地方公共団体、関係団体）

５月～：食品残さ飼料化行動会議  （全国及びブロック別）
１８年度行動計画の策定（政府、地方公共団体、関係団体）

　４月～：全国１０ブロックにおいて、流通コストの低減に向け、集送乳の合理化に係る推進計画の着実な実施（指定団体）

   　　　　　　　稲発酵粗飼料の作付拡大、国産稲わらの飼料利用の拡大、水田放牧の取組拡大、外部化（コントラクター）の推進

　５月～：食品循環資源の排出実態 ・ 利用意向調査の実施（政府）

４月～：液状乳製品、チーズ等に向けられる生乳の供給拡大に対する支援（政府）
４月：各指定生乳生産者団体において、チーズ、液
状乳製品等向け生乳供給計画を作成（指定団体）
（計画作成・取組の推進）

○乳牛の能力（検定牛の
　遺伝的能力）の向上
　 乳量＋８９ｋｇ

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

○各指定団体策定の集送乳
　の合理化に係る推進計画
　の着実な実施

○優良種畜の作出・利用

○繁殖雌牛の１０，０００頭の
　 増頭

○肉用牛の生産コスト　（肉
　用牛100kg当たり労働費
　コストを指標とする）の
　年1.7％低減

○業務用・加工用需要に
　対応した生産・供給体制
　の整備

  ６月～：肉用牛増頭戦略会議　　ブロック
　（政府）

　４月～：新しい飼養管理技術の普及の推進、外部支援組織の活用、水田放牧の推進等（政府、地方公共団体、関係団体）

３月：全国飼料増産行動会議
１８年度行動計画の点検検証、１９年度行動計画の策定

３月：全国食品残さ飼料化行動会議
１８年度行動計画の点検検証、１９年度行動計画の策定

　食品残さネットワークづくり（政府）
（調査結果の取りまとめ、公表）

○飼料増産重点地区数
　の拡大　　１８０カ所
　（H17年度　１３７カ所)

○国産稲わらの飼料利用
　の拡大（自給１００％）
　（H16年産　８６％)
　
○肉用牛の水田放牧の
　取組の拡大　５，０００頭
　（H16年度　３，５６５頭)

（１８年度目標） （長期目標）

ＰＲ・普及（政府）

　４月～：実需者ニーズにきめ細かく対応した部分肉加工等を行うための食肉・食鳥処理施設整備等への支援（政府・地方公共団体）

８月：エコフィード安全性確保ガイドラインの作成（政府）


