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平成１９年度品目別行動計画

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
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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

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）



- 8 -

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。


