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Ⅰ 農政改革の着実な実行と新たな戦略的取組
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Ⅰ 農政改革の着実な実行と新たな戦略的取組

○ H24.12の政権交代以降、マーケットインの発想により、産業政策と地域政策を車の両輪として農政改
革を進めてきたところ。

○ これらの着実な実行に加え、今後の需要・成長期待も取り込んだ新たな取組を実施していく

[

[2015]

ミラノ万博開催

[2020]
オリンピック・パラリンピック
東京大会

生産現場
の強化

（地域政策）美しく活力ある農山漁村の実現

需要フロンティア
の拡大

多面的機能
の維持・発揮

バリューチェーン
の構築

米政策の見直し

経営所得安定対策の見直し
日本型直接支払制度の創設
人口減少社会における農山
漁村の活性化

農地中間管理機構の創設

農協･農委等の改革の推進

（高機能食品・薬用作物・学校給食など）

食の安全と消費者の
信頼の確保

６次産業化の推進

新たな国内ニーズへの対応

ＦＢＩ戦略による輸出拡大

林業の成長産業化

水産日本の復活

（産業政策）農林水産業の成長産業化

「農林水産業・地域の活力創造プラン」(H25.12本部決定、H26.6改訂) 新たな切り口から需要フロンティアを
取り込む戦略的インバウンドの推進等

訪日外国人(H26) 
1,300万人突破

輸出6,117億円
(H26.過去最高)

新
た
な
食
料
・
農
業
・
農
村
基
本
計
画

H27.3

◆ﾐﾗﾉ･ｵﾘﾊﾟﾗ,輸出･GI等を契機とした戦略的ｲﾝﾊﾞｳﾝﾄﾞの推進

世界農業遺産
(GIAHS)

地理的表示(GI)保護
制度施行(H27.6)

日本食・食文化の魅力発信

食と農の本場を探求するｲﾝﾊﾞｳﾝﾄﾞ推進

◆魅力ある地域づくりを通じた戦略的ｲﾝﾊﾞｳﾝﾄﾞの推進
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Ⅱ ６次産業化を通じた農林漁業の成長産業化
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介護
福祉

観光

流通
販売

製造

医療

情報
通信

建設

エネルギー

教育

国内市場規模
100兆円（Ｈ22）

国内市場規模
120兆円（Ｈ32）

・医薬品市場規模
9兆6,761億円
(H25)〈対H24比1.8％〉

・国民医療費39.2兆円
(H24)〈対H23比1.6％ 〉
（１人あたり30.8万円）
〈対H23比2.0％ 〉

・介護サービス受給者数5,716万
人(年間累計、予防含む H25)
〈対H24比4.6％〉

・高齢者人口3,186万
人(H25.9) 〈対H24比3.5％〉

・食品工業の市場規模
34.1兆円(H24)
〈対H23比1.5％〉

◆農林漁業産出額10兆円(H25)
〈対H24比0.0％〉

◆農林漁業就業者数230万人(H26)
〈対H25比△1.3％〉・通信販売売上高

5兆8,600億円
(H25)〈対H24比
8.3％〉

・訪日外国人旅行者数
1,341万人(H26)〈対H25比9.4％〉

・訪日外国人旅行消費額（飲食費）
4,311億円（H26）〈対H25比48.5％〉

・国内観光旅行者数
日帰り32,042万人（H25）〈対H24比1.6％〉
宿泊31,053万人(H25)〈対H24比4.5％〉

農林水産
・農林水産物の加工と農林水産物直売所の

年間販売額の合計
1兆9,464億円(H25)〈対H24比5.0％〉

・介護食品の潜在的
市場規模
2.9兆円(試算H25)
〈対H24比3.6％〉

・バイオマス利活用市場
1,214億円(H22)〈－〉

・健康食品市場規模
1兆7,835億円 (H26)
〈対H23比7.0％〉

・農林水産物・食品輸出額
6,117億円(H26)〈対H25比11.1％〉

・食品宅配市場規模
1兆8,078億円(H24)〈対H23比3.9％〉

・植物工場数
218ヶ所(H26)
〈対H25比10.1％〉

・CLT工場数
３カ所（H26）〈－〉

・農林水産物の加工と農林水産物直売所の
事業体数の合計
56,400事業体(H25)〈対H24比0.5％〉

・子ども人口
1,474万人(6～18
才 H26)〈対H25比
△0.9％〉

世界の食市場規模
340兆円（Ｈ21）

世界の食市場規模
680兆円（Ｈ32）

○ 日本再興戦略に示された年平均２％の実質成長による国内食市場の拡大(100兆円→120兆円)や世界の食市場の拡大(340兆円→680兆円)
を取り込むとともに、関連産業との連携を強化することにより、我が国農林水産業の成長産業化を図り、農山漁村の所得を増大。

・スマート農業
GPSによる農機の自動走行
システム
ICTを活用した精密農業

・学校給食市場規模
4,880億円(H25)〈対H24
比△1.0％〉

・農林漁業体験を経験し
た国民の割合33.0％
(H26)〈対H23比10.0％〉

・ペットフード市場規模
2,700億円(H25)〈対H24比3.9％〉

Ⅱ 6次産業化を通じた農林漁業の成長産業化

・農家民宿年間販売額
54億円(H25)〈対H24比
△5.3％〉

・観光農園年間販売額
378億円(H25) )〈対H24比
△0.3％〉

・グリーンツーリズム施設
宿泊者数925万人(H25)
〈対H24比2.4％〉

・農林漁家民宿数
3,196軒(H25)〈H20比△12.2％〉

・年間総発電量
9,397億kWh(H25)〈対H24比△0.1％〉

・太陽光発電導入量
663.2万kW(H24)〈対H23比35.0％〉

・風力発電導入量
264万kW(H24)
〈対H23比3.3％〉

・バイオマスエネルギー
1,151万kl(原油換算H24)
〈対H23比0.3％〉
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