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【 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
．基本計画策定(H17.3)以降の取組実績１

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ご は ん 食 の 推 進
・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)

実施回数が少ない大都市地域での重点実施米飯学校給食の推進
・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)



全国レベルでの取組を展開米加工品の開発・普及
・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)

．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）２

（目標：若年層・中高年層における米の消費量の維持・向上)ご は ん 食 の 推 進
・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）

（目標：３回／週）米飯学校給食の推進
・平成17年度は2.9回

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

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。
．平成19年度の取組方針４

若年層への取組を強化ご は ん 食 の 推 進
・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。



大都市地域での取組を推進米飯学校給食の推進
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。

米粉パンの全国規模での流通の加速米加工品の開発・普及
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。

．主要スケジュール５
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

20,271件 23,913件 118農産物の加工

83,705件 331,347件 396店や消費者に直接販売

(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 目標（平成22年度）度
20% 21% 21% 23.7% 30%使用割合



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 等と連結したシステムHACCP
・ 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
（ 17.3 18.11)H -H
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）( 17.4) 、農業）『 」H
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( 17.11)」を策定・公表H

（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

( 18.11 )H -
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 規格JAS

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



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



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)

620000

640000

660000

680000

700000

720000

740000

H13 H14 H15 H16 H17



○ 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

９５．０㎏ ９３．８ｋｇ ９６．２㎏ １００㎏１人１年あたり純食料
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
．基本計画策定(H17.3)以降の取組実績１

（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



．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）２

○ 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〉。

．課題３
（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。

．平成19年度の取組方針４
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 。。）

．主要スケジュール５
○ 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 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、
以下の理由に平成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

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 １１０万ha９０万ha

（１８年）（牧草、青刈とうもろこし等）
（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）
2,549 2,508 2,415飼料需要量
539 541 590粗飼料需要量
407 410 590国内産粗飼料供給量

2,010 1,967 1,825濃厚飼料需要量
190 222 255国内産濃厚飼料供給

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 目 標(見込み)
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）


