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資料２－２



１ 米

．基本計画策定(H17.3)以降の取組実績１

（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。

．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

○基本計画目標の達成状況

平成27年度平成15年度 平成16年度 平成17年度 平成18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 － －

942万ﾄﾝ 955万ﾄﾝ 955万ﾄﾝ － －国内消費仕向け量

62kg 62kg 61kg － 62kg1人1年あたり純食

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）

若年層・中高年層における米の消費量の維持・向上)①ごはん食の推進（目標：

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

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

（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。

．課題３

（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。

．平成19年度の取組方針４

（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。

．主要スケジュール５

（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

．基本計画策定(H17.3)以降の取組実績１

（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



．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

○ 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 － －

33㎏ 32 32㎏ － 31㎏１人１年あたり純食料 kg
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 － －

0.3㎏ 0.3 0.2㎏ － 0.3㎏１人１年あたり純食料 kg
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。

産 産 産 平成18年産 平成27年産平成15年 平成16年 平成17年

（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)

ha ha ha haパン用新品種作付面 5,427 7,641 10,555 13,608

積 141％ 138％ 129％

対前年比 110％

(目標ｼﾅﾘｵ)

ha ha ha ha都府県新品種作付面 5,521 9,344 9,834 12,624

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)

60 当たり生産費 10,079円 9,931円 9,673円 9,099円 7,489円kg
% % % %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)60 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kg
た数値に60 を乗じて算出kg

※ 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（10,555 ）比１割程度増加ha
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、13,608 （対前年ha



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60 当たりの生産コスト2.5％低減（対前年産比）kg
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、60 当たり生産費15％削減（Ｈ19年度）kg
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。

．課題３

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。

．平成19年度の取組方針４

（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））



．主要スケジュール５

（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 － －

４．６㎏ ４．８ｋｇ ４．９㎏ － ４．６㎏１人１年あたり純食料

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 － －

１５．２㎏ １５．１ｋｇ １５．０㎏ － １５㎏１人１年あたり純食料

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）

23万ﾄﾝ 16万ﾄﾝ 23万ﾄﾝ 23万ﾄﾝ 27万ﾄﾝ国内生産量
517万ﾄﾝ 441万ﾄﾝ 418万ﾄﾝ輸入量
531千ﾄﾝ 472千ﾄﾝ 434千ﾄﾝ国内消費仕向け量
6.7kg 6.9kg 6.8kg 7.4kg1人1年あたり純食料

４％ ３％ ５％ ６％自給率



（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）

23.2万ﾄﾝ 16.2万ﾄﾝ 22.5万ﾄﾝ 23.1万ﾄﾝ生産量（実績値）
23.2万ﾄﾝ 23.5万ﾄﾝ 23.9万ﾄﾝ 24.2万ﾄﾝ 27万ﾄﾝ〃 （目標ｼﾅﾘｵ）
15.2万ha 13.7万ha 13.4万ha 14.2万ha 14万ha作付面積
23.3千円 28.2千円 21.9千円60kg当たり生産費(実績値）

22.1千円 21.7千円 21.2千円 20.7千円 16.3千円〃 目標ｼﾅﾘｵ（ ）
66.8千円 65.2千円 64.5千円10a当たり生産費
181kg 175kg 170kg 176kg10a当たり平均収量
181kg 182.3kg 183.7kg 185kg 197kg〃 目標ｼﾅﾘｵ（ ）
153kg 119kg 168kg 163kg10a当たり実単収

（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 －

９６㎏ ９４kg ９６㎏ １００㎏１人１年あたり純食料

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

．基本計画策定(H17.3)以降の取組実績１

（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

．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

○ 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 －

３９．８㎏ ４１．５kg ４３．１㎏ ４０㎏１人１年あたり純食料

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。

．課題３

（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。

．平成19年度の取組方針４

（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％

．主要スケジュール５

（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 －

９３．１㎏ ９３．９ｋｇ ９２．０㎏ ９５．０㎏１人１年あたり純食料

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 －

６．２㎏ ５．６ｋｇ ５．６㎏ ７．７㎏１人１年あたり純食料

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 －

１１．６㎏ １２．０ｋｇ １２．１㎏ ８．８㎏１人１年あたり純食料

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 －

１０．１㎏ ９．８ｋｇ １０．５㎏ ９．１㎏１人１年あたり純食料

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

１１万トン １３万トン １５万トン －輸入量

２６３万トン ２６１万トン ２６１万トン －国内消費仕向け量

１６．７㎏ １６．５ｋｇ １６．５㎏ １６．０㎏１人１年あたり純食料

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 －

２０．０㎏ １９．８ｋｇ １９．９㎏ １９㎏１人１年あたり純食料

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 － －

０．８㎏ ０．９ｋｇ ０．９㎏ － ０．８㎏１人１年あたり純食料

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

が必要。全性等を認証する仕組み作り

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。


