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平成19年９月
農林水産省

食料自給率向上のための集中重点事項の取組について

１．趣旨

食料自給率については、食料・農業・農村基本計画における目標

（平成27年度にカロリーベースで45％、生産額ベースで76％）の達成

に向け、食料自給率向上協議会の場で行動計画を策定し、政府を始め、

関係者が一体となって取組を推進してきたところである。

しかしながら、平成18年度の自給率はカロリーベースで39％と、９

年ぶりに低下し、目標達成のためには、追加的な対策を講じるなど、

取組の強化が必要な状況となっている。

このため、農林水産大臣から、自給率向上への取組の強化に向け、

① 自給率の向上につながるよう成果を意識した戦略的な取組を強化

すべきこと

② 米、飼料作物、油脂、野菜という自給率に大きく影響を与える重

点品目に集中し、20年度予算も視野に、今年度中の取組も含めて、

消費・生産両面から危機感を持って早急に検討すべきこと

③ その際、

・食料消費の在り方・栄養バランス等を含めて的確に情報を発信し、

消費者・実需者を巻き込んだ国民運動の展開

・食品産業の需要に応じた生産・流通・消費対策の確立

・農林水産物の輸出促進の一層の推進

等の視点を反映させること

④ 自給率の向上は、全ての関係者が一致団結し、国家としての長期

展望・戦略を持って取り組むべき重要課題であることを再確認し、

農林水産省として引き続き危機感を持って最大限努力すること

との指示がなされたところである。

これを受け、農林水産省としては、自給率への貢献度や品目別の目

標とのかい離の状況を踏まえた米、飼料作物、油脂類、野菜の４つの

重点品目に着目し、集中的に実施すべき追加的な取組として、

①自給率に関する戦略的広報の実施、②米の消費拡大、③飼料自給

率の向上、④油脂類の過剰摂取の抑制等、⑤野菜の生産拡大、⑥食育

の推進の６つを集中重点事項と位置付け、以下のとおり、取組の考え

方と内容を整理した上で、今後、これらの取組を着実に推進していく

こととする。
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２．集中重点事項実施の考え方

食料自給率の向上は、食料・農業・農村基本法及び同基本計画にあ

るとおり、食料・農業・農村施策全般に係る横断的な上位概念であり、

消費面・生産面の各取組の成果を表している。

したがって、自給率の向上に向けて各施策を有機的に結び付け、そ

の効果を一層上げていくため、最適な対象・手法についての十分な分

析を行った上で、農林水産省として一貫した対応を図っていくよう、

戦略的な広報活動を品目横断的に実施することが重要である。

また、重点品目である、米、飼料作物、油脂類、野菜についても、

品目特性や消費面・生産面での課題を勘案して、実践的な取組を進め

ることを基本とし、品目間の相乗効果が挙がる場合も視野に入れ、よ

り効果的な取組を検討する。

さらに、食育については、消費者の健康づくりや栄養バランスの改

善の観点から、各種の品目別対策、戦略的な広報対策との関係に留意

しつつ、より集中的・効果的に実施する。

このほか、農林水産物の輸出についても、今後の自給率向上に向け

て期待される分野として推進していく。

これらの取組に当たっては、農林水産省を挙げて対応し、他の関係

府省と連携する。また、国民一般、食料自給率向上協議会の構成員、

地方公共団体の首長等の公共セクター、生産者団体や食品産業事業者

等の民間セクター等、様々な利害関係者が、自主的な取組も含め、自

給率向上の行動を取っていけるよう、取組の内容はもとより、その伝

達・波及の方法も十分に精査していくこととする。なお、農林水産省

職員や生産者など、自給率と直接の関係が深い者は、率先して取組を

進めていくことが重要である。

３．主な対策の内容

① 自給率に関する戦略的広報の実施

【平成19年度】

○食料自給率の現状等についての国民に対する情報発信

・食料自給率の現状・意義等について正確な認識を国民の間で共有し

ていくための情報発信を実施

(1)９月中に、食料自給率の現状や課題について、国民的な共通認

識が醸成されるよう、分かりやすいＰＲ資料を作成し、農林水

産省のホームページ等に掲載。

(2)11月を目途に新聞に食料自給率向上に向けた広告を掲載。
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○地方公共団体や生産者団体等に対し、具体的な行動の働きかけ

・本年秋から本省幹部等による働きかけを集中的に実施。

(1)米、飼料作物、油脂類及び野菜の重点４品目について、ブロッ

ク別又は県別の生産・消費等の実態や優良事例等を整理した資

料を作成。

(2)９月以降、①県・県中幹部、②市町村・ＪＡの現場担当者、③

生産者等に対し、生産者・消費者・関係業界・地方公共団体が

一体となった自給率向上に係る具体的な行動の実施を働きかけ

（その際、経営局と連携し、品目横断的経営安定対策に係るキ

ャラバンの機会を適宜活用 。）

(3)先方の反応を見つつ、その後の効果的な対応について検討。

○自給率の向上につながる具体的行動の検討のための意識調査

・食料自給率の向上につながると考えられる国民の具体的行動等に関

する意識調査の実施を検討。

(1)自給率の向上に資する具体的な取組を促すに当たり、訴求の視

点や対象（年代、性別、地域 、方法（個別品目の出し方等））

等についてのアンケート調査を実施（本年11月の内閣府国政モ

ニター調査等を想定 。）

(2)アンケート調査結果について、食料の未来を描く戦略会議等に

報告。

【平成20年度】

○専門家のノウハウも活用した戦略的な広報体制の構築

・19年度に実施する意識調査の結果等も活用しつつ、国民意識や消費

トレンド等の分析を行い、食料自給率向上のために最も効果的な広

報活動を実施。

(1)19年度に実施する意識調査の結果等も活用しつつ、食育とは異

なる視点（食料安全保障、地産地消、環境等を想定）から、食

料自給率の向上に効果的な広報を実施。

(2)広報媒体ごとではなく、メディアミックスの手法を活用し、媒

体間の補完効果・相乗効果による広報効果を追求するとともに、

最新の消費トレンドやイベントスケジュール等を踏まえた機動

的な広報活動を実施。

(3)食料の未来を描く戦略会議におけるメッセージの発信とも連携

した広報を実施。

(4)また、自給率向上に寄与する民間事業者や関係府省、地方公共

団体等と連携。

(関連予算※)

食料自給率戦略広報推進事業（新規 ：2,000百万円）

※関連予算の事業名、金額については、20年度概算要求段階のもの（以下同じ）
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② 米の消費拡大

【平成19年度】

○米の消費が期待される「朝ごはんビジネス」の支援等【生産者団体、

関係業界、文部科学省等と連携】

・農林水産省の広報と外食事業者、量販店等の独自企画の連携。

(1)朝食欠食率が高い若年層を対象に、中・外食事業者や食品メー

カー、量販店等の団体や企業と連携して、11～12月にテレビＣ

Ｍやフリーペーパー等を通じた広報活動を実施。

・関係団体や企業に対してロゴやキャッチフレーズ、テレビＣ

Ｍ等を提供し、産官一体となった活動「めざましごはんキャ

ンペーン」を展開。

・11～12月のキャンペーンをより効果的に実施する観点から、

早期に「めざましごはんキャンペーン」に関するホームペー

ジを立ち上げ、広く国民や企業に対して情報を提供。

(2)「めざましごはんキャンペーン」と併せ、朝食関連商品を集め

た販売コーナーの設置やＣＭの店頭放映等を行う企画を食品関

係業界に対し、積極的に提案する。また、朝食メニューや朝食

向け新商品の開発・投入に意欲的に取り組んでいる企業につい

て、農林水産省のホームページで紹介。

(3)米形態での消費のみならず、パン・麺等用の米需要拡大を推進

するため、関係業者に対して「朝ごはんビジネス」への参入を

呼びかけ。

(4)「早ね早おき朝ごはん」全国協議会の普及ネットワークなどを

活用し、将来の米消費にも影響を及ぼす子供の朝食欠食の改善

策を検討。

○国民の消費動向に対応した消費拡大【都道府県、市町村、生産者団体

等と連携】

・即効性が期待できる消費拡大策として、現在の消費動向に対応して

供給側から対策を実施。

(1)米粉製品のイメージを一新するため米粉製品の統一呼称を検討

するとともに、原料米の生産・製粉から米粉食品の製造・販売

に至るまでの一体的な対策を検討。

(2)米粉パン・麺等関係事業者から、技術面、コスト面、流通面、

需要規模等について情報収集を行い、需要拡大のネックとなっ

ている課題を整理し、パン、麺、製粉業界への働きかけを強化。

(3)米粉パン・麺等での利用が期待される集荷円滑化対策の現物弁

済米については、全国のパン事業者等を対象に米穀機構による

全国ローラー作戦による販売促進を実施するとともに、新規需

要の開拓を一層推進。
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(4)産地で周知が十分に進んでいない消費純増策（学校給食、輸出、

大規模需要など新規需要を開拓した場合の生産調整の緩和策）

について、農政事務所等を通じて説明活動を実施。その際、県

出荷団体のリーダーシップによる取りまとめを推奨するととも

に、優良事例を紹介。

(5)全国の市町村の米飯学校給食の実施状況を分析し、実施回数の

少ない都市部を中心に実施回数の増加を推進。米の主産地等の

市町村では、更なる増加に向けて、農政事務所が米飯学校給食

の推進を働きかけ。

(6)産官が連携して健康に良いとされる米油や米酢の需要拡大の可

能性を検討。

【平成20年度】

○米消費拡大に向けた取組の見直し【生産者団体、関係業界等と連携】

・19年度の各種取組を引き続き実施するとともに、これらの取組が

一層定着するよう、米消費拡大事業を見直し。

(1)「朝ごはんビジネス」については、テレビ、ｗｅｂ等に加え、

新聞・雑誌等も活用したメディアミックスの手法を強化して支

援。

更に、20年度から「朝ごはんビジネス」を支援する事業を新た

に立ち上げ、朝ごはんメニュー開発支援セミナーやビジネスセ

ミナーの開催を通じ、新しいビジネスモデルの普及等を支援。

(2)米飯学校給食を推進するため、フォーラムを実施するほか、関

係業界と連携した小学校への出前授業を実施。

(3)米消費を一層拡大する観点から、生産者団体と生産者が連携し

て消費者の啓発を行うとともに、生産者自身も消費拡大に取組

み。

（関連予算）

（１ （２ （３）にっぽん食育推進事業：3,095百万円の内数） ）

(4)米粉パン・麺等の新規米加工食品を普及・啓発するため、民間

団体が行うベーカリーへの講習や消費者への商品紹介等に対し

て支援。

その際、現物弁済米の新たな需要開発に取り組むために設置す

る民間アドバイザー会議も活用し、米粉のメリットを幅広く働

きかけ。

（関連予算）

食料自給率戦略広報推進事業（新規 ：2,000百万円）

新規米加工品需要開発事業（新規 ：120百万円）
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(5)原料米の生産・製粉から米粉食品の製造・販売に至るまでの各

種対策を一体的に実施し、米粉食品の一層の消費拡大を推進。

米粉食品の普及状況を検証し、必要に応じて、普及の在り方に

ついて見直し。

③ 飼料自給率の向上

【平成19年度】

○耕作放棄地の牧草地化や緑肥の飼料利用に対する啓発と取組強化

(1)耕作放棄地又は不作付地を新たに草地転換する取組に対する面

積当たりの補助を実施（６万円/ha 。）

(2)緑肥を飼料用に仕向けるための収穫作業や、代替のたい肥の還

元作業を受託するコントラクターに対する補助を実施。

(3)７月に全国飼料増産行動会議幹事会を開催する等、今後とも内

容を周知。

(4)畜産における飼料米の利活用に関する実態調査・実証試験を実

施。

○改正食品リサイクル法における食品循環資源の飼料化の推進

・食品関連事業者と畜産農家等とのマッチングによる飼料化の推進。

(1)秋に公布される予定の改正食品リサイクル法関連の省令等にお

いて、再生利用に当たっては飼料化を最優先する旨を明記。

(2)新たな食品リサイクル制度の普及のための食品関連事業者向け

説明会やセミナーを開催し、地域のエコフィード製造事業所や

エコフィードを利用する畜産農家の所在の紹介等を通じて飼料

化に誘導。

(3)関係部局が持つ情報を集約し、エコフィード利用のニーズがあ

りながら、優良なリサイクル業者がいない地域を抽出し、登録

再生利用事業者を育成。

【平成20年度】

○飼料作物作付面積の拡大につながる取組への支援

・耕作放棄地等における飼料作物の作付に対する新たな助成制度を創

設。

(1)耕種農家が緑肥作物に代えて飼料作物を生産し、畜産農家に供

給する一方、畜産農家がたい肥を還元する取組を支援。

(2)耕作放棄地において、新たに飼料作物の作付を行う取組を支援。

(3)水田における主食用稲の裏作として新たに飼料作物の作付を行

う取組を支援。
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(4)小規模移動放牧の水田への省力的導入技術を開発。

(5)以上の取組の推進に当たっては、必要となる農地の利用集積に

ついては経営局と、耕作放棄地対策については農村振興局等と

連携して実施。

特に、耕作放棄地対策については、５年程度を目途に、農業上

重要な地域を中心に耕作放棄地ゼロを目指すことを考慮し、飼

料増産・放牧等を中心に実施。

(6)来年３月に開催を予定している大臣政務官主催の飼料自給率向

上戦略会議において平成20年度の行動計画を策定し、取組を推

進。

（関連予算）

粗飼料増産未利用資源活用促進対策事業（新規 ：605百万円）
国産粗飼料増産対策事業（拡充 ：1,989百万円）
粗飼料多給による日本型家畜飼養技術の開発（拡充 ：606百万円の内数 等）

○飼料米の需要拡大の推進

・農業者・農業者団体等が実需者と連携して取り組む飼料米の取組を

支援。

(1)畜産における飼料米の利活用に関する実態調査・実証試験を実

施し、飼料米による畜産物の生産・販売モデルを普及。

(2)飼料米の利用拡大に対応するため、多収性の新品種や直播等省

力栽培技術を最大限に組み合わせた低コスト生産モデルの確立

を支援。

(3)産地づくり交付金による飼料米の生産振興についての優良事例

を紹介。

(4)飼料米の省力多収生産技術を開発。

(5)ゲノム研究の成果を活用し、多収飼料用イネ等の開発を推進。

（関連予算）

生産性限界打破事業（新規 ：1,003百万円）
新農業展開ゲノムプロジェクト（新規 ：5,004百万円）
粗飼料多給による日本型家畜飼養技術の開発（拡充 ：606百万円の内数）

○リサイクル・ループの活用等によるエコフィードの増産

・改正食品リサイクル法を踏まえ、食品関連事業者と畜産農家等との

マッチングのための情報整備を推進するとともに、リサイクル・ル

ープの形成に向けた取組等に対する助成を実施。

(1)食品残さに関する情報に、関係部局が持つ情報を整合させ、食

品循環資源の飼料化を進められる可能性の高い地域を抽出した

上で、食品産業と畜産農家とのマッチングや飼料化事業者の育

成を推進。
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(2)地域の食品残さ飼料化事業者と配合飼料メーカーが連携してエ

コフィードの生産量を増加させる取組及び原料の品質確保に必

要な集荷体制を構築する取組に対して支援 等

（関連予算）

エコフィード緊急増産対策事業（新規 ：1,030百万円 等）

④ 油脂類の過剰摂取の抑制等

【平成19年度】

○食育による脂質の過剰摂取の抑制の推進

・脂質の過剰摂取の抑制に重点を置いた普及・啓発資料による働きか

けを実施。

(1)脂質の過剰摂取の実態や注意喚起を促すことに重点を置いた普

及・啓発資料を新たに作成 （９～10月に長州小力パンフの全。

面改定）

(2)10月より、全国４か所の重点地区を中心に脂質の過剰摂取層に

対して、保健所、企業、学校等を通じて適切な脂質の摂取を働

きかけ。

○技術革新による減脂型等のフライヤーの開発・普及等

・油脂類の使用を大きく節約できる業務用フライヤーの普及に向けた

食品産業界への働きかけを実施。

(1)厨房機器事業者との意見交換の成果を踏まえ、現状の油脂類の

使用を半減できる業務用フライヤーの抱える課題や、使用に適

した食品（冷凍食品等）を明確化。

(2)９月に、現行機器の抱える課題を踏まえ、食品産業センター等

と連携し、更なる技術革新や普及の働きかけの検討。また、病

院等でニーズのある少量の油での調理器具・調理方法の普及の

取組もあわせて検討。

○劣化しにくい食用油の開発・普及等

・９月以降、長時間使用しても劣化しにくい食用油の開発・普及等

について、製油業者等に対する働きかけを実施。

【平成20年度】

○自給率向上に資する効果的な情報発信の推進

・食育における19年度の取組の成果や課題に即した強化に加え、自給

率に関する戦略的広報の中でも対応を検討。

（加工・業務用需要対応等）⑤ 野菜の生産拡大

【平成19年度】
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○加工・業務用モデル産地の形成

・公募により選定された産地に対して重点支援を実施することにより、

加工・業務用向けの新たなモデル野菜産地を形成。

(1)従来の全国的な推進から、着実に生産拡大を図るため、全国12

のモデル産地を中心とした重点支援に転換。

(2)特に、端境期など国産野菜の供給が不安定な時期のスポット輸

入が周年輸入につながっている品目（寒玉キャベツ、府県産た

まねぎ等）や国内生産が不十分で輸入の多い品目（パプリカ

等）に重点を置いて新たな加工・業務向けモデル産地を形成。

(3)これまでの生鮮・家計向け産地とは異なる加工業務用産地を形

成するため、以下のようなパッケージでの重点支援を実施。

・加工業務用需要向けの品種、栽培体系による大型規格高収量

栽培等の実証

・一次処理・加工施設等の導入支援

・実需者との交流会等によるマッチング、人材育成

・生産・実需の連携（ＬＬＰの活用）による低コスト化の実証

○生産拡大に取り組む産地への重点的な支援

・加工・業務用需要に取り組む計画（産地強化計画）を有する産地に

対して、農政局、都道府県の支援・指導を重点化し、生産拡大を推

進。

(1)産地強化計画策定産地のうち加工・業務用需要への取組を計画

している全国320の産地の取組状況を点検・分析。

(2)産地の状況に応じて、実需者とのマッチング、人材育成等の支

援・指導を実施。

○食品産業と産地の連携強化

・産地と食品産業が連携して積極的に国産野菜利用を進める取組を顕

彰する仕組みを創設し、国産野菜利用を促進。

・食品産業等との意見交換を進め、食品産業が求める品種特性等の項

目を業界ごとに整理し、種苗会社、産地へ提供するとともに、産地

から食品産業等に対する野菜の品種特性等の情報発信等を促進。

【平成20年度】

○モデル産地の拡大

・剥き等の一次加工の取組が遅れているため中国にシェアを奪われて

いるさといも、かぼちゃ、ごぼう等についても加工・業務用のモデ

ル産地を形成。

(関連予算)

加工・業務用対応型園芸作物生産流通拡大事業（拡充 ：60百万円）
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○加工・業務用対応産地の事業への優先配分による支援

・加工・業務用需要に取り組む産地を320産地からさらに増加させる

とともに、これらの産地に対して強い農業づくり交付金、食料産業

クラスター展開事業等を優先配分することにより支援。

(関連予算)

強い農業づくり交付金（継続 ：30,298百万円の内数）

食料産業クラスター展開事業（継続 ：609百万円）

⑥ 食育の推進

【平成19年度】

○民間企業の食堂等における食育の一層の推進【厚生労働省、関係業界

等と連携】

・民間企業の食堂や福利厚生施設等において 「揚げ物は１日１品に、

しよう！ 「ごはんと野菜をしっかり食べて脂質をおさえよう！」」

等のキャンペーンを実施することにより、自給率の向上に重点を置

いた食育の普及・啓発を実施。

(1)脂質の過剰摂取の抑制等の自給率向上を重視する観点も取り入

れた普及・啓発資材を作成し、秋以降普及・啓発を推進。

(2)事例や成果を活用し、日本経団連等の経済団体、個別の民間企

業に直接働きかけを行い、自主的な取組を推進しながら波及効

果を得る。

○外食・小売等における品目別対策の効果の検証・改善【関係業界等と

連携】

・外食事業者、小売業者等の店舗において、ごはんの割合が高くバラ

ンスのとれた弁当、メニュー、レシピの提供を行うなど、米、野菜、

果物等の品目別消費拡大に資する取組を行うとともに、その効果を

把握し、今後の一層効果的な取組に結び付ける。

(1)NPO法人食育普及推進協会が、外食事業者・小売業者等の店舗

を活用し、構成メンバーである米や野菜等の生産者団体等と連

携して各品目の消費の提案や情報提供を実施。

(2)年度中には、品目ごとに課題や効果等を整理した上で、今後の

取組に反映。

【平成20年度】

○役割分担を明確化した効果的な食育の推進

・食育の横断的な課題に対応する取組と望ましい食料消費の水準に達
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していない米・野菜等の品目別の消費拡大対策など、食育推進上の

課題を明確にして食育を推進。

(1)食育の横断的な課題に対応する取組においては、県、市町村、

商店街レベルの単位で食育の普及・啓発を重点的に行う食育先

進地における取組を推進し、他地域への波及効果を得る。また、

19年度に開発した携帯サイト等による食事バランスガイドの活

用を普及。

(2)品目別の消費拡大の取組では、食事バランスガイド等を活用し

ながら、重要品目を中心に消費量等の目標を設定し、品目の特

性を踏まえ、外食産業・小売業、教育現場等における普及・啓

発を通じて朝ごはんの定着化、野菜嫌いの解消、農産物の理解

を進める出前授業等を推進し消費改善を促進。その成果につい

ては、取組実施後速やかに報告を聴取し、改善点を把握すると

ともに成果を活用した波及効果を想定。

（関連予算）

にっぽん食育推進事業（組替 ：3,095百万円）

【その他の取組】

○農林水産物・食品の輸出拡大を通じた国内生産の増加

・我が国からの農林水産物・食品の輸出が拡大し、それを通じて国内

生産が増加すれば、食料自給率を高めることになることから 「我、

が国農林水産物・食品の総合的な輸出戦略」に沿った総合的な取組

を推進。

(1) 平成19年度以降は、輸出戦略に沿って、①輸出環境の整備、

②品目別の戦略的な輸出促進、③意欲ある農林漁業者等に対す

る支援、④日本食・日本食材等の海外への情報発信に係る取組

を実施。

(2) 平成20年度には、他の農林漁業者等にとって見本となる先進

的な取組に対する重点的な支援等、取組を一層強化。

（関連予算）

みなぎる輸出活力誘発事業等（拡充 ：輸出促進対策総額2,453百万円）

(3) これらの取組により、平成25年までに輸出額１兆円規模の目

標を実現。

○生産者団体、食品産業事業者等の取組の促進

・９月20日以降、各団体等の取組に係る課題等を明確化しながら、自

主的な目標の設定等主体的な取組を促進。


