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皆さんの暮らしのそばに。

農林水産省の仕事は、皆さんの暮らしにとても身近です。

このパンフレットでは、食料やそれを支える農林水産業、

地域・環境といった、皆さんの生活に密接にかかわっている

農林水産省のさまざまな仕事・役割を紹介します。

わたしたち農林水産省は、

生
いの ち

命を支える「食」と安心して暮らせる「環境」を

未来の子どもたちに継承していくことを使命として、

常に国民の期待を正面から受けとめ

時代の変化を見通して政策を提案し、

その実現に向けて全力で行動します。

農林水産省ビジョン・ステートメント
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食料の安定供給

世界人口の増加や開発途上国等の経済発展による食料需要の増大、気候変動による生産への
影響などにより、中長期的には世界の食料需給のひっ迫が懸念されています。
そのため、日本の食料の安定供給の確保に向けた取り組みを促進することが必要になっています。

日本の食料の安定供給のために

1.6倍に増える
世界の食料需要
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●世界の食料需要量の変化

備蓄 輸入

国内生産の
増大

資料：農林水産省「2050年における世界の食料需給見通し」  ベースライン予測結果

●食料自給率の推移と目標
単位：％

資料：農林水産省「食料需給表」
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日本の食料自給率は
減少傾向

　国内の食料消費が国産でどの程度まかなわれている

かを示す「食料自給率」。食生活の変化などにより長期的

に減少傾向で推移しています。

　食料の安定供給を確保するには、食料自給率の向上を

図ることが必要です。そのため、平成37年度の食料自給

率をカロリーベースで45％、生産額ベースで73％に高

める目標を掲げ、様々な施策に取り組んでいます。

　世界の中長期的な食料需給のひっ迫が懸念される中、日本は、

国内の農業生産の増大を図ることを基本としつつ、輸入と備蓄を

適切に組み合わせ、食料の安定供給を図ることとしています。

食料安定供給のための3つの柱

　2000年に約61億人だった世界の人口は、2050年には約

96億人（※）まで増加すると見込まれます。こうした中、世界の

食料需要は開発途上国などの経済成長とそれに伴う食生活の変

化もあり、肉類需要の増加、畜産物生産に必要な飼料穀物の増

加が見込まれています。2000年に約45億トンだった世界の食

料需要は、2050年に1.6倍の約69億トンまで増加する見通し

となっています。

※国連将来推計人口（中位推計値）2012年版。
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　いも類中心に生産すれば日常生

活に必要なカロリー（2,146kcal）

を確保できますが、現在の食生活に

近い、お米や小麦・大豆を中心に生産

すると、必要なカロリーには足りませ

ん。食料自給力は低下傾向にあり、

維持・向上が必要です。

食料自給力は低下傾向

　食料自給率は、食料の潜在生産能力を表そうとしたときに、花

等を栽培している農地の能力が反映されないなど一定の限界が

あります。これに対し、「国内生産のみでどれだけの食料を最大

限生産することが可能か」を試算した指標が「食料自給力指標」

です。つまり、“日本の農林水産業の底力”を見るためのものとい

えます。

“農林水産業の底力”を見る食料自給力指標

●食料自給力の考え方

米・小麦・大豆などいも類

いも類や米・小麦・大豆な
ど高カロリーの作物を栽培フル活用

荒廃農地や非食用作物を
栽培している農地

花など荒廃農地

●日本の食料自給力指標

熱量に換算

必要な
カロリーに
足りない！

必要な
カロリーは
足りる

単位：kcal/人・日

白米茶碗1杯

●メニューのイメージ（いも類中心）
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焼きいも2本 粉吹きいも1皿サラダ2皿

焼きいも2本 粉吹きいも1皿野菜炒め2皿 焼き魚1切 焼肉

鶏卵

牛乳

2カ月に
1個

4日に
コップ
1杯

18日に
1皿

資料：農林水産省

資料：農林水産省

いも類中心の1人・1日当たり供給可能なカロリーは2,736kcal（平成
26年度の指標）。その食事メニューのイメージは次のようなものです。

肥料、燃料、種子などが
確保されている等、

大胆な前提をおいて試算
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米・小麦・大豆中心（栄養バランス考慮）

米・小麦・大豆中心
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食
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指
標
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「和食；日本人の伝統的な食文化」のユネスコ無形文化遺産登録で高まる日本の食への関心。
この和食文化を次世代に継承していく活動が本格的にスタートするとともに、
国産農林水産物・食品の消費拡大のための様々な取り組みが実施されています。

豊かで健全な「食」を、未来へつなぐ

「和食」の保護・継承、消費の拡大

　「和食」は、単なる料理の1ジャンルではなく、四季折々の豊かな自然

を尊重し、食を通して家族や親族、地域を結びつけ、地域ごとに多様に

発展してきた日本人独自の大切な食文化です。

「和食」は、“自然を尊ぶ”
日本人の食文化

　私たち日本人にとっては、ユネスコの無形文化遺

産として人類共通の財産となった「和食」を、その母

国として、長く将来にわたり保護・継承していくことが

求められています。

　こうした中、「和食」のユネスコ登録に際し、保護・継

承に責任を持つ唯一の民間団体として位置付けられ

た「一般社団法人 和食文化国民会議」と密接に連携

し、官民一体となって「和食」を次世代に伝えていき

ます。

「和食」を未来へ
つなぐために

和食給食応援団
「和食」という日本人の伝統的な食文化の
素晴らしさを子どもたちにわかりやすく伝
えるため、若手の和食料理人たちによって
結成されたのが「和食給食応援団」です。
全国の小中学校関係者と連携し、児童・生
徒向けの新しい和食献立や地産地消メ
ニューの開発、学校訪問による調理、児童
への食育授業などを行っています。

小学校で調理する
和食給食応援団　

正月などの年中行事との
密接な関わり

自然の美しさや季節の
移ろいの表現

健康的な食生活を支える
栄養バランス

多様で新鮮な食材と
その持ち味の尊重 和食文化国民会議（和食会議）のロゴマーク

◆ 「和食」の特徴
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フード・アクション・
ニッポン アワード
国産食材のおいしさや特色を活かした新商品開

発、食文化を保護・継承する活動など、国産農

林水産物の消費拡大に貢献する企業・団体の取

り組みを表彰しています。

日本の食でおもてなし
観光関連業界の企業や団体と連携し、地域の食

材を活用して、食の魅力を消費者に伝えること

を通じて、国産農林水産物の消費拡大を目指し

ます。

地域の食材で旅行客をもてなす
「日本の食でおもてなしパートナー」

食べて応援しよう！
東日本大震災の被災地やその周辺地域の農林

水産物・加工食品を積極的に消費することに

より、産地の活力再生を通じた被災地の復興

を応援する取り組みです。

食べて応援チャンネル（YouTubeで公開中）

　フード・アクション・ニッポンとは、豊かな食を子どもたちの世

代へ引き継いでいくために、国産農林水産物の消費拡大を推進

する取り組みです。そのために、消費者、企業、団体、国等が一体

となって、ロゴマークの活用など国産農林水産物の消費拡大に

向けた国民運動を進めています。

フード・アクション・ニッポンで、残す、創る

　ごはんを中心に、多様な副食などを組み合わせ、栄養バランス

に優れた「日本型食生活」の実践を推進しています。

　日本型食生活とは、米（ごはん）を中心に、魚や肉、牛乳・乳製

品、野菜、海藻、豆類、果物、茶などの多様な副食などを組み合わ

せて食べる食生活のことです。日本各地で生産される農林水産

物を用い、健康で栄養バランスにも優れています。日本型食生

活を実践していくことは、食料自給率の向上や貴重な食文化の

継承にもつながることが期待されます。

食育で知ろう、考えよう

農林漁業体験（教育ファーム）
食や農林漁業に対する国民の理解を増進するため、「教育ファーム」など農林漁業体験の機会を積極的に提供しています。

ウーマンズフォーラム魚 （東京都中央区） いばらきコープ生活協同組合 （茨城県小美玉市）
東京の消費者と子どもたちを対象
に、全国の女性漁業者が「海と魚
と漁業の大切さ」を伝え、魚料理
を一緒につくって味わう活動を
行っています。子どもたちが漁村
を訪問するなど、都市と漁村との
交流も行っています。

食育サポーターチームをつくり、
小学生や幼稚園児に向けた多彩な
「たべる、たいせつ」食育活動、
JAや生産者との連携による農業
体験、行政機関との連携による「茨
城をたべよう！」食育体験活動を
行っています。

魚の調理体験 あぜ道交流会の稲刈り

2014年度大賞
「カゴメトマトジュースプレミアム」
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食の安全と消費者の信頼の確保

安全な食品を供給するため、生産から消費にわたって安全管理を徹底し、食品の安全性を
高める取り組みを普及しています。また、食品に対する消費者の信頼を得るため、
リスク管理の取り組みや食品表示などについて的確な情報発信に努めています。

消費者の視点に立って、食の「安全」を守る

　安全な食品を安定的に消費者に届けるため、「後始末より未然

防止」という考え方に立ち、生産から消費まで科学的根拠に基づ

いたリスク管理を行っています。

　具体的には、優先的に安全管理を行う必要があると考えられ

る有害化学物質・微生物の実態を調査し、必要がある場合には、

安全性向上のための対策を検討・実施しています。

　また、農薬、肥料、飼料、動物用医薬品などの生産資材につい

ては、安全であると確認された資材のみを登録・承認するととも

に、現場での適正施用・管理も指導しています。

科学的根拠に基づいたリスク管理

●生鮮野菜の衛生管理例

遡る

　生産段階および食品加工・流通段階での安全性の

確保・向上の取り組みが進むよう、農業者や食品事業

者が行う工程管理（※1,※2）を支援しています。

　また、事故が起こった場合の迅速な回収などを行う

ため、トレーサビリティの取り組みを普及・啓発してい

ます。

安全管理活動の支援・普及

科学的な情報の収集・実態調査

安全確認
解析・評価

※1  農業生産工程管理（GAP）：農業生産の各工程の正確な
実施・記録・点検・評価を行う改善活動。生産者自身
が農業生産活動の取り組むべき管理点を明らかにし、
対策を徹底することにより、 食品の安全向上、環境の保
全、労働安全の確保などを図ります。

※2  HACCP：原材料の仕入れから最終製品までの各工程で、
微生物による汚染、金属の混入などの危険要因を分析
した上で、特に重要な工程を継続的に監視・記録する
工程管理システム。

トレーサビリティ
食品のトレーサビリティとは、食品の移動を把握できること。つまり、各
事業者が食品を取り扱ったときの記録を作成して残しておくことです。食
品事故などの問題があったときに、原因究明や商品回収を迅速かつ円滑に
行えるようにする仕組みです。

ロット番号
○○の商品を
回収します！

追跡

原因を
調べてください。

ロット番号
○○ですね。
わかりました。

わかりました。
調査します。

流通

●清潔な車両で運搬
●品質が低下しないよう
適切な温度を保って運搬

●汚れた水を野菜に直接
かけない

●高温で長期間発酵させ
た堆肥を使用

●せん定ハサミや収穫ナ
イフなどの農具を清潔
に保つ

生産
●清潔な手袋を身に付け
作業

●選果・調製作業の後、
施設や設備を清掃

選果・調製
●品質が低下しないよう
冷蔵庫などに保管

●調理や食事の前には、
せっけんできれいに手
洗い

消費
●清潔な車両で運搬
●品質が低下しないよう
適切な温度を保って運
搬

流通
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　口蹄疫など重大な家畜伝染病の近隣諸国での発生、輸入される

植物類や輸出国の多様化などにより、日本への動物の伝染病や植

物の病害虫の侵入リスクが高まっています。これらの国内への侵

入を防ぐために、適確に動植物検疫を行っています。

動植物の病気や病害虫を防ぐ

海外から輸入される動物や畜産物の検査
を実施することにより、伝染病の侵入を
防いでいます。

◆ 動物検疫
農産物に付着して病害虫が持ち込まれる
ことのないよう、全国の港や空港で植物
防疫官が輸入検査を実施しています。

◆ 植物検疫
魚など水産動物に検査証明書の添付を義
務づけ、健康状態を確認して、伝染病の
侵入を防いでいます。

◆ 水産防疫

　食品表示は、消費者が商品を選択する際の重要な情報の一つ

であり、その適正化を図ることはきわめて重要です。そのため、

食品表示110番等に寄せられた不適正表示などに関する巡回

調査の結果に基づき、立入検査などを実施しています。不適正

表示を確認した場合は、指示・公表を行うなど、食品表示の適正

化を推進するための厳格な対応を行っています。

消費者に適切な情報を伝える

　食品事業者や関連事業者、消費者、行政が連携し、消費者の

「食」に対する信頼の向上を図る取り組み、それが「フード・コミュ

ニケーション・プロジェクト（FCP）」です。

　食品が食卓に届くまでのフード・チェーンは長く複雑で、一食

品事業者の個別の努力だけでは、信頼を高めていくことは困難

です。そのため、食品事業者の行動のポイントを、関係者が連携

して「協働の着眼点」としてまとめ、その活用を推進することで

フード・チェーン全体の「見える化」を進めています。

食品安全などの取り組みを「見える化」

JASマークのいろいろ
JASマークが付けられている製品は、一定の品質や特色を持っています。消費者が買い物で
商品を選んだり、事業者間で取り引きする際に、JASマークを目印にすると便利です。

一般JASマーク
品位、成分等の品質についての
JAS規格についての規格を満た
す食品や林産物等に付されます。

有機JASマーク
有機JAS規格を満たす農産物な
どに付されます。その食品には
「有機○○」と表示ができます。

生産情報公表JASマーク
給餌情報等の生産情報が公表さ
れている牛肉・豚肉などに付さ
れます。

特定JASマーク
熟成、平飼い等特別な生産や製
造方法等についてのJAS規格を
満たす食品に付されます。
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地域のコミュニティ機能を維持し、にぎわいを実現させるには、
農林漁業者の所得の向上や雇用の確保が欠かせません。
そのため、農林漁業の6次産業化を進めるとともに、
今後の成長が期待できる介護福祉、医療、観光分野などとの連携を強化し、
農林水産物の高付加価値化を図っていくことが必要になっています。

1次、2次、3次の連携で「価値」を高めよう

農林水産物の高付加価値化

　農林漁業の6次産業化とは、1次産業としての農林漁業と、

2次産業としての製造業、3次産業としての小売業の総合的か

つ一体的な推進を図り、農林水産物やバイオマスといった農山

漁村の豊かな地域資源を活用した新たな付加価値を生み出す

取り組みです。

　農林水産省は補助や融資のほか、株式会社農林漁業成長産

業化支援機構（A-FIVE）によるファンドからの出資などにより、

6次産業化の取り組みを推進しています。

1次×2次×3次＝6次産業化

●顧客ニーズを踏まえたバリューチェーンの構築

6次産業化の取り組み事例
無農薬栽培こんにゃく芋の加工・海外展開
グリンリーフ（株）（群馬県昭和村）

有機JAS認定を受けたこんにゃく芋の生産と農作物の加工
を行う会社が日本の商社と連携し、海外の食のニーズを調
査して、こんにゃく商品「しらたきパスタ」などを輸出して
います。

新規需要米を主原料としたパンの製造販売
（株）熊本玄米研究所（熊本県大津町）

新たな製造加工技術を導入し、小麦並みのコストで玄米を
主原料にしたパンを製造。小麦アレルギーにも対応できる
ため、学校給食や病院食への販売も期待されています。

消費者・市場のニーズ、加工等
のニーズを踏まえ、
● 加工適性のある作物の生産
に転換

● 作物の品質を高めるための
生産方式の改善など

消費者・市場のニーズを
踏まえ、
● 商品の品質を改善するため
の新たな加工技術の導入

● 安全・安心な商品を製造
するためのHACCPの導入
など

消費者・市場のニーズを踏
まえ、
● 販売手法ルート（スーパー、
JA、直売所、道の駅など）
を確定

● 商品のPR手法（原料原産
地表示など）を検討など

消費者や市場は、
何を求めているか
（市場リサーチ、
ターゲットの明確化

など）

農林水産物
の生産

消費者
・
市場

加工 流通・販売

1次 2次 3次
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医・福・食・農の連携
　農村地域の過疎化や農業従事者の高齢化が進行する中、農業

分野でも高齢者の生きがいづくりや健康維持、障害者の就労・雇用

の促進を図ることは重要な課題です。近年は、福祉施設や企業が、

高齢者のリハビリテーション、障害者の就労訓練・雇用の場として

農業活動を行っている事例が増えています。

地域ブランドは知的財産

●地理的表示保護制度のメリット

　地域には長年培われた特別の生産方法や気候・

風土・土壌などの生産地の特性により、高い品質と

評価を得ている産品が数多く存在しています。

「地理的表示保護制度」は、これら産品の名称（地

理的表示）を知的財産として保護するものです。

馬鈴薯、かぼちゃ、小豆の生産とこ
れらの1次加工までを行うことで周
年の作業を確保し、障害者の雇用
と最低賃金以上の賃金を実現して
います。また、企業と連携し、総菜
等の原料として1次加工品を販売
しており、安定的な販路も確立して
います。

障害者が主役の農業ビジネスモデル
ハートランド（株）（大阪府泉南市）
障害者を雇用し、サラダほうれん草の
水耕栽培を実施しており、他の福祉施
設からも年間延べ約5,000人の障害
者を受け入れています。販路の拡大の
ほか、サラダほうれん草を用いたレト
ルトスープの商品開発など、高付加価
値商品の加工・販売にも取り組んでい
ます。

これまで“介護食品”と呼ばれてき
たものを、新たな視点でとらえ直し
たものが「スマイルケア食」（愛称）
です。噛むことや飲み込むことが難
しい人のための食品だけでなく、低
栄養の予防につながる食品を含め
7つのタイプに分類しています。商
品を購入する際の早見表として「新
しい介護食品（スマイルケア食）の
選び方」も作成しています。

新しい介護食品でスマイルに！
医療現場でのニーズの高まりなどか
ら、薬用作物（生薬）の国内需要は拡
大すると見込まれています。また、耕
作放棄地での栽培や中山間地域の活
性化につながる作物として、国内生産
への関心が高まっています。そのため
農林水産省では、厚生労働省や関係
団体と連携し、需給情報の交換・共有
などを通して、薬用作物の生産振興を
支援しています。

ニーズが高まる薬用作物

農業を通じた障害者の就労参画
（株）九神ファームめむろ（北海道芽室町）

メリット制度の仕組み

「地理的表示」を生産地や品質等の基準とともに登録

基準を満たすものに「地理的表示」の使用を認め、
GIマークを付す

不正な地理的表示の使用は行政が取締り

生産者は登録された団体への加入等により、
「地理的表示」を使用可

産品の品質に国が「お墨付き」を与える

品質を守るもののみが市場に流通
GIマークにより、他の産品と差別化

訴訟等の負担がなく、ブランドを守ることが可能

地域共有の財産として、地域の生産者全体が使用可能

トウキ
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農林水産省は、大臣によるトップセールスや海外メディアを通じた情報発信、
日本食関連のイベント、輸出環境の整備などを行い、日本食・食文化の魅力を
世界に正しく伝えるとともに、日本食材の輸出拡大に積極的に取り組んでいます。

日本の食の魅力を、もっと世界へ

グローバルマーケットの開拓

●好きな外国料理ランキング
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100％

80％

60％

40％

20％

0％

1位

2位

3位

「日本・食文化と観光」などをテーマとし
たイベントや展示会を海外で開催し、日本
の食品や伝統工芸の紹介および商品の販売
などを行っています。

海外展示会トップセールス

各国の大使館・領事館等で開かれるレセプ
ションや、食の博覧会・展示会に、総理大
臣や農林水産大臣などが出席し、日本食や
日本食材の魅力を紹介しています。

　2013年に「和食」がユネスコの無形文化遺産に登

録されたのを機に、世界中で大きなブームとなってい

る日本食。JETRO（日本貿易振興機構）の調査でも、

日本食は「好きな外国料理」の1位になっています。

また、海外にある日本食レストランの数も推計で約8

万9千店（平成27年7月時点）に達し、前回調査（平

成25年1月時点）の1.6倍相当に拡大しています。

　その人気を日本食材の輸出拡大に結びつけるた

め、大臣によるトップセールスや海外メディアを通じ

た情報発信、海外のトップシェフによる日本食関連の

イベントなどを展開し、日本食・食文化の魅力を世界

中に発信しています。

世界で人気No.1の
日本食

※複数回答可。回答者数に対する回答個数の割合（自国の料理は選択肢から除外）。
出典：JETRO「日本食品に対する海外消費者意識アンケート調査）（2014年3月）を基に作成。

WAGYUプロモーションで和牛の魅力をアピール 香港で開催した「香港Food Expo」

日本料理の素晴らしさを世界各国で伝える
実力ある料理人を発掘することを目的と
し、外国人料理人を日本に招いて和食の技
を競う料理大会などを開催しています。

和食料理大会

和食ワールドチャレンジ2015

Wa shoku 
isNo.1!
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2015 年ミラノ国際博覧会
イタリア・ミラノ市で開催された「2015
年ミラノ国際博覧会」（2015年5月1日
～ 10月31日）。“地球に食料を、生命に
エネルギーを”をテーマに、148の国と地
域、国際機関が参加し、食料をめぐる人類
共通の課題や解決策、貢献策などのほか、
多彩な食文化を伝えました。日本は、
「Harmonious Diversity ～共存する多
様性～」をテーマに、日本食や食文化を伝

える「日本館」を出展。農林水産業や食を
とりまく多様な取り組み、日本食、食文化
に詰め込まれた多様な知恵と技は、食料問
題など地球規模の課題に貢献する大きな可
能性があることを展示で紹介したほか、本
格的な日本食レストランやバラエティ豊か
なフードコートを設置し、日本の食の多様
性や技術、おもてなしなどを体感してもら
いました。

世界の食市場は
2020年に2倍に

　こうした需要に対応し、世界の食市場で日本の存在感を高め

るために打ち出した取り組みが「FBI戦略」です。

　これは、日本の食文化の普及やオールジャパンでの輸出体制

の整備などに取り組みながら、日本食材の活用推進（Made 

From  Japan）と、食文化・食産業の海外展開（Made By 

Japan）、農林水産物・食品の輸出（Made In Japan）の3つの

活動を一体的に推進していくものです。それぞれの頭文字を

とってFBI戦略と呼んでいます。

　この戦略のもと、2014年に6,117億円であった日本の農林

水産物・食品の輸出額を、2020年に1兆円に増やしていくこと

が目標です。

From×By×Inで1兆円をめざす

2012年

4,500億円
2014年

6,117億円
2016年 中間目標

7,000億円

「東京オリンピック・
パラリンピック開催」

2020

2020年 目標

1兆円

●農林水産物・食品の輸出額

ユネスコ無形
文化遺産に登録

「和食」

2013
テーマ「地球に食料を、
生命にエネルギーを」

「ミラノ万博開催」

2015

GO! GO!

●世界の食の市場規模

2009年 2020年

＋＋340340兆兆円円

3倍
82兆円 ３

４
０

３
４
０  

兆
円
兆
円

６
８
０

６
８
０
兆
円
兆
円

2倍2倍

229兆円中国・インドを含むアジア

その他の国々
　日本の食市場が縮小する一方で、世界の食市場は、消費市場

の拡大や新興国を中心とした富裕層の増加などにより、340兆円

（2009年）から680兆円（2020年）に倍増することが予想さ

れています。なかでも中国やインドなどを含むアジアでは、約3

倍の大幅増が見込まれています。これらをチャンスととらえ、い

かに食の輸出を増やしていくかが、日本の農林水産業の発展の

ために重要なポイントになっています。
資料：ATカーニー社の推計を基に農林水産省作成
注1：2009年為替平均値である1ドル94.6円で換算
　2： 中国・インドを含むアジアとは、中国、香港、韓国、インド、

ASEAN（インドネシア、シンガポール、タイ）の合計
　3：市場規模に日本は含まない
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グローバルマーケットの開拓

食を軸とする“価値の連鎖”をつくる

オールジャパン輸出促進の司令塔

　輸入規制を行っている諸外国に対して、検査結果などの情

報を提供するとともに、輸入規制が科学的根拠に基づいたも

のとなるよう要請しています。また、首脳会議の場を活用した

り、農林水産大臣をはじめとした閣僚が主要国を訪問したりし

て、直接働きかけを行っています。

規制緩和に向けて 

　グローバルマーケットの戦略的な開拓を進めるため、国際協

力のツールや民間企業による海外への投資を活用した「フード

バリューチェーン」の構築に取り組んでいます。　

　フードバリューチェーンの構築とは、農林水産物の生産から消

費に至る各段階の付加価値を高めながらつなぎ合わせること。

灌漑施設の改修による生産性の向上や、高度な加工技術による

付加価値の向上、コールドチェーン※の整備による流通の改善な

どです。これにより、食品加工・低温輸送技術を持つ企業の海外

展開や日本食の輸出を促進するとともに、途上国などの農業・食

産業の発展にも貢献しています。
※コールドチェーン：低温のまま輸送する流通網

フードバリューチェーン

日本の食産業の海外展開 経済協力の戦略的活用

　農林水産物・食品の輸出額「2020年に1兆円」の目標を実

現するため、「農林水産物・食品の国別・品目別輸出戦略」（輸

出戦略）を定め、オールジャパンでの輸出促進の司令塔として

「輸出戦略実行委員会」を設置しました。

　本委員会では、重点品目（水産物、コメ・コメ加工品、林産

物、花き、青果物、牛肉、茶）ごとに設置された部会において、

それぞれの課題の対応を検討･推進するとともに、重点品目別

に設立された輸出団体による輸出拡大の取り組みを進めてい

ます。

日本食の輸出促進

●食品加工団地
●食品製造設備

製造・加工
●園芸作物産地
●農業機械･種苗
●農業インフラ

生産
●コールドチェーン
●低温物流センター

流通
● コンビニ、スーパー、
百貨店

●レストラン

消費

トルコ食料・農業・畜産大臣と会談を行う農林水産大臣

品質の高さやおいしさを海外の消費者に
アピールするロゴマークの例
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農業システム地域　

　農林水産物・食品の輸出拡大を「日本食を本場で食べてみた

い」というニーズにつなげ、インバウンド（訪日旅行）の増大を目

指す取り組みも進めています。

　戦略的インバウンドの推進に向けて、日本の食を「来て」「食

べて」「買って」もらうための「食のおもてなし」体制を整備する

とともに、日本食の本場とそれを支える農林漁業の両方を体験

できる農山漁村への誘客を促進し、地域の活性化や雇用の拡大

を図っています。

「来て」「食べて」「買って」もらうために

◆ 食と農を通じたインバウンド推進

「世界農業遺産」を活用した地域の活性化

日本の認定地域（平成27年10月現在）

トキと暮らす郷づくり

能登の里山・里海

静岡の茶草場農法

阿蘇の草原の維持と持続的農業

クヌギ林とため池がつなぐ、国東半島・宇佐の農林水産循環

新潟県佐渡地域

石川県能登地域

静岡県掛川周辺地域

熊本県阿蘇地域

大分県国東半島宇佐地域

水田で採餌するトキ
（佐渡地域）

里海と里地をつな
ぐ棚田（能登地域）

◆ 多言語や様々な慣習にも対応

　外国語のメニューの設置など飲食店での多言語化や、ベジタ

リアン、ムスリムなどへの対応を進めるとともに、外国人旅行者

の受入に積極的な飲食店を示すシンボルマークをつくり、飲食

店サイトと連携して情報発信をしています。

　日本食・食文化の魅力を発信するとともに、外国人旅行者の訪

日意欲を刺激するため、地域の食と関わりの深い景観などの魅

力やストーリーを結びつけた「食と農の景勝地（仮称）」づくりを

官民一体で進めています。

酒造りを体験する酒蔵ツアー（北海道）

低解像度

◆ お土産の販売環境を整える

　外国人旅行者が地方の農産物や食品を購入しやすくなるよ

う、道の駅や大型直売所などでの免税対応を推進しています。ま

た、農畜産物などをお土産として持ち出す際の動植物検疫の受

検の円滑化も進めています。

世界農業遺産（GIAHS）とは、社会や環境に適応しながら何世代に
もわたり形づくられてきた農業上の土地利用や、伝統的な農業とそ
れに関わって育まれた文化、景観、生物多様性などが一体となった
世界的に重要な農業システム（林業・水産業を含む）を国連食糧農業
機関（FAO）が認定する仕組みです。
日本の認定地域では、地域の特長を活かした農産物のブランド化や
グリーンツーリズムなどの取り組みにより、農村地域の活性化が進
められています。
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担い手の育成・確保

人口減少やグローバル化、ICT（情報通信技術）化など経済や社会の変化が進む中で
農業が成長していくためには、従来の発想にとらわれず、創意工夫を発揮して自らの判断で
消費者ニーズの変化などに対応していく意欲と能力のある担い手を増やしていくことが必要です。

意欲と能力のある “担い手”を増やす 

経営者らしい担い手を増やしていく上で、経営管理の高度化

や安定的な雇用の確保、円滑な経営継承、対外信用力の向上、

雇用による就農機会の拡大などの面で多くのメリットのある

「農業経営の法人化」を進めることが有効な手段です。

これまでの 10年間で法人経営体数は２倍になりましたが、

今後 10年間でこれまでの４倍の５万法人に増加する目標を掲

げ、相談窓口の設置など法人化の推進体制の整備や農業経営の

質の向上などの取り組みを進めています。

農業経営の法人化と経営の質の向上

●農業経営の法人化の主なメリット

経営管理の高度化 家計と経営を分離し、経営内容を明確化

人材の確保 就業環境の整備等により、優秀な人材が安心して働ける職場に

経営の継承 法人経営による経営の持続化が可能

信用力の向上 販売先や金融機関に対する信用力が向上

投資財源の確保 政策金融や出資等の活用が可能

先進的な法人経営の取り組み
山口県の船方農場グループは、農業生産（1次産業）、加工事業（2次産業）、交
流事業（3次産業）を行う法人をグループ化して、6次産業化に取り組むという
新たな経営形態を確立しています。
同グループ創業者の坂本多旦さんは、昭和44年に酪農等を行う船方総合農場
を設立しましたが、農業が産業として自立するためには、農業経営を法人化し
経営規模の拡大や経営の多角化等に取り組むことが有効な手段と考え、昭和
47年に（有）船方総合農場に改組しました。
その後、（株）グリーンヒル・アトー（体験学習等の交流事業（昭和62年））、（株）
みるくたうん（牛乳等の加工・販売事業（平成２年））を設立するなど、複合化・
多角化を進め、さらにグループ内の全体調整を行うため、みどりの風協同組合
（平成２年）を設立しました。また、平成15年には広大な干拓地で大規模シス
テム生産を行う（株）花の海（野菜苗の生産等）を設立しました。６次産業化で経
営を続けられる仕組みを構築した結果、地域の雇用の受け皿として、現在では
正社員・パートを合わせて計300名以上が働く場を創出しています。
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農業就業者の平均年齢は約66歳となっており、年齢階層別の

農業就業者は 60 歳以上が約７割、40代以下が約１割という著

しくアンバランスな状況となっています。このような中で農業が

持続的に発展していくためには、農業の内外からの青年農業者の

就農を促進していくことが必要です。しかし、農業経営の開始当

初は、経営が安定していないことに加え、営農技術や経営ノウハ

ウの習得、資金の確保などが大きな課題となっています。

そのため、研修期間中や経営開始直後の所得確保支援、農業

法人等に雇用される形での就農に対する支援、営農技術や経営

ノウハウ習得のためのセミナーの開催、無利子資金貸し付けな

どの施策を実施し、新規就農者の確保・定着を進めています。

新規就農の促進 

女性農業者は、農業就業者の半数近くを占め、農業経営の発

展、６次産業化の展開に重要な役割を果たしています。もっと

女性の能力が発揮できる環境を整備していけば、農業はもっと

発展できます。

そのため、女性農業者の活躍の機会を広げるなど、女性の能

力を最大限に発揮できる環境づくりへの支援を総合的に推進し

ていきます。

女性の活躍推進

滋賀県から岐阜県へ移
住し、新規就農した加
藤正貴さん、祐子さん
ご夫妻。経営開始直後
の所得確保を支援する
青年就農給付金（経営
開始型）を受給してい
ます。

岐阜県で新規就農

農業女子プロジェクト
「農業女子プロジェクト」は、女性農業者
が日々の生活や仕事、自然との関わりの中
で培った「生産力」「知恵力」「市場力」を様々
な企業の技術、ノウハウ、アイデアなどと
結びつけ、新たな商品やサービス、情報の
開発につなげる取り組みです。農業内外の
多様な企業・団体と連携し、農業で活躍す
る女性の姿を様々な切り口から情報発信し
ています。

農業女子プロジェクトロ
ゴマーク

農業女子のアイデアを取り入れた商品開発例

農業女子の意見をとり入れた軽トラックの
「農業女子パック」

農業女子の生産物を使った
お中元ギフト

●農業就業者数の試算（平成37年）

（備考） 1. 農林水産省「農林業センサス」（組替集計）、総務省「国勢調査」（調査票情報を農林水産省で独自に集計）により作成。
 2.  展望：各年齢階層の５年ごとの増減数（及び新たに加わる最若年層（15～19歳層)の人数）が、今後も平成17年から22年と同数で推移するが、

40代以下の増加数等が２倍になるものと仮定。

農業の内外からの青年層の新規就農により、若い農業者が定着ベース
で倍増することを前提とすれば、年齢構成のアンバランスが改善

80歳以上70～79歳60～69歳50～59歳40～49歳30～39歳15～29歳 80歳以上70～79歳60～69歳50～59歳40～49歳30～39歳15～29歳

増加

平成22年（現状） 平成37年（展望）

31万人 44万人

26万人

70万人

59万人

34万人

15万人

42万人 41万人40万人

17万人16万人15万人13万人
10万人

6万人
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　現在の農業者の年齢構成は著しくアンバランスで、このま

までは、5年後、10年後にリタイアする農業者が急増し、耕作

放棄地が激増するおそれがあります。

　このような中、農業を持続的に発展させていくためには、効

率的かつ安定的な農業経営が生産の相当部分を担う農業構

造を確立することが必要です。

　このため、経営感覚を持ち自らの判断でチャレンジしていく

農業経営者が活躍できる環境の整備が必要であり、担い手へ

の農地の集積・集約化などを総合的に推進し、今後10年間で

担い手が利用する農地の割合を現状の5割から8割に引き上

げることを目標としています。

担い手への農地の集積・集約化

農業者の高齢化や耕作放棄地の拡大が進む中で、
農業を成長産業としていくためには、
強い農業構造を確立していくことが必要です。

強い農業構造を確立する

◆ 強い農業構造を確立するために ◆ 農地中間管理機構による集積・集約化

農地の集積の例　（福井県若狭町）

● 荒廃農地の状況
（市町村等による客観ベースの調査・推計値） 単位：万ha

機構活用後（担い手への集積率80%）

注：「荒廃農地」とは、「現に耕作に供されておらず、耕作の放棄により荒廃し、
通常の農作業では作物の栽培が客観的に不可能となっている農地」。

福井県若狭町では、農業者の高齢化により農地の維持が困難
であった地域で、地域の事情に精通した地域推進員のコー
ディネートのもと地域の話合いが進められ、機構を介して近
隣の担い手に農地を集積する取り組みが行われました。

機構活用前（担い手への集積率40%）　

　担い手への農地の集積・集約化を加速化させるため、平成

26年に各都道府県に農地中間管理機構を整備しました。農地

中間管理機構は、機構自らが農地の出し手（貸したい人）から

農地を借り受け、受け手（借りたい人）に対し、耕作しやすいよ

うにできるだけまとまった形で貸し付けます（転貸）。

　この仕組みを活かしていくには、担い手不足や耕作放棄地

の拡大といった地域の人と農地の問題の解決に向けて、担い

手への農地の集積・集約化を進めるように地域内の農業者に

よる話合いが必要であり、集落・地域の未来の設計図（人・農地

プラン）の作成に向けた話合いも進められています。

　農地中間管理機構の活用による人と農地の問題解決に向

けた取り組みは、福井県若狭町の例のように、様々な地域で動

き始めています。

農地中間管理機構

農地を
借りたい人

貸付
（転貸）

貸付

企業大規模
家族経営

法人経営

農地を
貸したい人

●まとまった使いやすい農地にして、
　借りたい人へ

※農地中間管理機構は、各都道府県の知事が指定する第3セクターです。

農業の構造改革

荒廃農地面積計 再生利用が可能な
荒廃農地
（A分類）

再生利用が困難と
見込まれる荒廃農地
（B分類）

平成25年 27.3 13.8 13.5
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小学校
幹線道

排水機場

農業生産基盤の強化
●地域全体の一体的な農地整備
整備前 整備後

大区画のほ場、農道の整備、用排水路の整備小区画のほ場、狭い農道、排水不良　

●新たな農業水利システム（イメージ）

◆ 自然災害に強く、施設の寿命をより長く

◆ 生産性を飛躍的に高めるために

　担い手への農地の集積・集約化等を進め、

収益性の高い農業経営を実現するためには、

農業生産基盤の整備も重要です。そのため、

農地中間管理機構と連携した水田ほ場の大

区画化、排水性を高める等畑作にも転換でき

る条件整備（汎
はんようか

用化）や、水管理の省力化等を

実現する新たな農業水利システムの構築など

を推進しています。

　農業に不可欠な水を供給する用水路・ため池・ダムや、降雨を

排水する排水路・ポンプ場などの農業水利施設が全国各地で整

備されてきました。しかし、近年、地震・豪雨などの災害は激甚化

傾向にあり、施設自体も経年的な劣化が進んでいることから、そ

の機能が果たせなくなる状況が見られます。そのため、農業水利

施設の耐震化や寿命を長くする対策、農村地域の洪水被害の防

止対策を進めています。

中央管理所

パイプライン化やICTの導入等により、水管理の省力化と担い手の多様な水利用への
対応を実現する新たな農業水利システムを構築し、農地集積の加速化を推進

取水施設

ICTの導入

河川

用水路

田

田

田

田

大豆
田

麦

供給システムの効率化により
担い手への水需要にきめ細かく対応自動ゲート

分水施設

水路の
パイプライン化

自動給水栓 自動給水栓

水位・水温の確認
用排水の遠隔操作

自動ゲート

水管理のICT化

●突発事故件数の推移 ●農村地域の防災・減災対策

経年的な劣化及び局部的な劣化

降雨・地盤沈下など

突発事故発生件数（合計）

管水路破裂などの
突発事故が
多発化傾向！

排水機場の整備

豪雨による農村地域の洪水被害
排水対策の推進

（件）

1200

1000

800

600

400

200

0
15平成5 年 10 20 25

618 630

796

1033
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日本では、各地域の条件や状況に応じて様々な農畜産物が生産されています。
そのうち、米や野菜、果樹、花き、畜産物などの日本食と食文化を支える主要な農畜産物は、
生産や消費の増大に向けた様々な振興策がとられています。

日本の食と食文化を支える農畜産物

主要農産物の支援

　一人当たりの米の消費量は、高齢化や人口減少、食生活の変

化などにより、ここ50年でほぼ半分にまで減っており、今後もこ

の傾向は続くことが予想されます。

　一方、水田は、米を生産する以外にも、洪水や土壌浸食の防

止、河川の水量を安定させるなど、多面的な機能を担っているた

め、今後も維持していく必要があります。そのため、主食用米か

ら、需要のある作物である飼料用米や麦・大豆などへの転換を図

り、水田のフル活用を進めています。

需要のある作物で水田のフル活用を

飼料用米を活用し、特色ある畜産物を生み出すこ
とが注目されています。例えば、飼料用米を多く
与えた鶏卵は、黄身の色が淡くなります。また、
飼料用米を多く与えた豚肉は、脂肪中のオレイン
酸が増え、リノール酸が減り肉質が向上します。
こうした特色を活かして畜産物のブランド化を図
る取り組みが各地で行われています。飼料用米を
活用して生産された畜産物は、国産飼料であるこ
とや食味の向上、水田の有効活用が図れることか
ら、消費者からも支持を集めています。

日本人にとって欠かすことのできな

い大切な主食である「米」の消費量を

維持・向上させるため、次世代の消費

の担い手である児童を対象とした米飯

学校給食の推進や、主食用米の消費の

約 3分の 1を占める中食・外食向け

の業務用米の安定取引を推進する取り

組みなどを支援しています。

大切な主食である「米」の消費拡大

業務用米のマッチングイベント

米飯学校給食

●一人当たりの米の消費量（年間）

飼料用米を活用した畜産物のブランド化

平成26年度平成元年昭和37年
0

60

80

100

（kg/人・年）

飼料用米を多く与えた鶏卵

昭和37年度
118.3kg
一日当たりで
お茶碗約5杯分 

資料：農林水産省「食料需給表」 

平成26年
55.2kg
一日当たりで
お茶碗約3杯分 
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安全で良質な国産畜産物を届ける

◆ 野菜

◆ 花き

地域における花育活動

野菜・果樹・花き

　近年、食の外部化が進展し、生鮮野菜の購入が減る一方、サラ

ダなどの加工された野菜の購入が増え、加工・業務需要は野菜全

体の6割程度を占めるようになっています。

　一方、輸入野菜の増加により、加工・業務需要のうち国産の割

合は7割程度に減っています。そのため、国産シェア向上を目指

し、加工・業務用野菜に対応した新技術の導入などを支援してい

ます。

　たんぱく質やカルシウムの供給

源として重要な牛乳・乳製品、牛

肉、豚肉、鶏肉・鶏卵などの畜産物。

安全で良質なこれらの国産畜産物

を消費者に届けるため、畜産農家

の経営安定や生産性の向上のた

めの支援などを行っています。

※花きとは、切り花、鉢もの、花木類、球根類、花壇用苗もの、芝類、地
被植物類などの観賞用の植物。

　花き※産業及び花きの文化の振興を図るため、花きの安定的

な生産・供給体制の整備、日持ち性の向上、物流の効率化、輸出

の促進、公共施設及びまちづくりにおける花きの活用、花育活動

等の取組を進めています。

　また、オリンピック・パラリンピック東京大会に向けて、ビクト

リーブーケや会場内外の装飾に使用される国産花きの供給体制

の整備を進めています。
シャインマスカット
平成18年に品種登録された黄緑
色のぶどう新品種。マスカットの
香りと高い糖度、皮ごと食べられ
るという特長があります。栽培も
それほど難しくなく、東北から九
州まで広く普及し、栽培面積は過
去4年間で約8倍に増えています。

◆ 果樹
　高度な技術が必要な作業が多く、労働集約的な果樹栽培は、

作業の省力化や労働時間の短縮が重要な課題であり、新たな栽

培技術の開発・導入や経営規模の拡大などに取り組んでいま

す。また、果実の需要を掘り起こすために、消費者のニーズに

合った新品種の育成や産地への導入、果実加工品の開発も進め

ています。

いた船

カブ（野菜）のイメ

富山県・JAとなみ野は、稲作中心の経営から脱却し、需要のある農業生産へ転換。
機械化一貫体系を構築し、北陸地方で初めて、たまねぎ専用の低温乾燥施設や選別
施設、貯蔵施設を整備して安定出荷を図りました。

写真提供：農研機構果樹研究所 
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農業の成長産業化を推進するためには、技術革新により、
農村が持つ資源や潜在力を最大限に活かしていくことが必要です。
そのため、ロボットやＩＣＴ（情報通信技術）など異分野における先端技術の導入により、
農業の規模拡大や省力化、低コスト化の実現を目指しています。

先進技術で、未来をひらく

次世代技術の研究開発

　ロボット技術を活用して土づくりや種まき、除草、収穫を行った

り、クラウドシステムを使って農作業の記録をつけたりする、そん

な新しい農業「スマート農業」が現実になりつつあります。

　スマート農業とは、ロボット技術やICT等の先端技術を活用し、

超省力化や高品質生産などを可能にする新たな農業のことをい

います。その実現に向けて、研究開発や生産現場への導入など

に取り組んでいます。

スマート農業の実現に向けて

●スマート農業のイメージ

超省力・大規模生産を実現
（GPS自動走行システムなど）

消費者に安心と信頼を提供
（クラウドシステムなど）

きつい作業、危険な作業から解放
（アシストスーツ、除草ロボットなど）

誰もが取り組みやすい農業を実現
（農業機械のアシスト装置、ノウハウのデータ化など）

作物の能力を最大限に発揮
（きめ細やかな精密農業など）スマート

農業

ロボット技術の活用

無人トラクタと有人トラクタで同時に2工程の作業を行う協
調作業システム

　農林水産業・食品産業現場の省力化等を実現するため、日本

経済再生本部で決定した「ロボット新戦略」に基づき、ロボット産

業等と連携しながら、GPS※自動走行システムを活用した作業の

自動化や、人手に頼っている重労働の機械化・自動化などのロボッ

ト技術の導入を推進しています。

※GPS：全地球測位システム

弁当の盛付作業を行う自動ロボット積み下ろし作業を軽労化するパワーアシストスーツ
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ICTを活用したバレイショの栽培管理

　ICTによる蓄積データの解析などを通じ、生産システムの高度

化・効率化を図ることで、規模の拡大時にも効率的な作業が可能

になることが期待できます。

　また、「匠の技」をデータ化・マニュアル化し、経験の浅い人で

も高度な技術が利用できるようにする開発も進めています。こ

れが可能になれば、若い世代への円滑な技術継承や新規就農者

の増加が期待されます。

ICTの活用

次世代施設園芸

　野菜などの安定的な生産・供給に欠かせない施設園芸は、冬

に加温が必要な品目も多く、経営コスト削減や地球温暖化対策

の面で化石燃料依存からの脱却が求められています。

　そのため、施設を大規模に集積し、ICTの活用による高度な環

境制御を行う「次世代施設園芸拠点」の整備を進めています。こ

れは、生産から調製・出荷までをトータルで行うとともに、木質バ

イオマスなどの地域エネルギーを活用することでコスト削減を

図るものです。化石燃料依存からの脱却だけでなく、生産者の

所得向上や地域の雇用創出も実現するものとして期待されてい

ます。

農林水産省では、機能性成分を持つ農林水産物の研究開発
を行っています。これまでの研究で、べにふうき緑茶に多
く含まれるメチル化カテキンにはハウスダストやほこりに
よる目や鼻への影響を和らげる効果があることや、うん
しゅうみかんに含まれるβ-クリプトキサンチンには骨の
健康を保つ効果があることがわかってきています。

メチル化カテキンを含むべにふうき緑茶

機 性能 農 林 水 産 物

大規模な温室

先進技術の導入
（例：遠隔管理による
大規模施設の環境制御、
トマトの低段密稙
養液栽培など）

●次世代施設園芸のイメージ

集積された団地

種苗供給センター

出荷センター

完全人工光型植物工場

エネルギー供給

木質バイオマスなどの
地域資源
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農林水産業・農山漁村の持つ多面的機能

日本の農林水産業・農山漁村は、「食」を支えているだけでなく、国土の保全や水源の涵養、
自然環境の保全、景観の形成、文化の伝承など、様々な働きを持っています。この「農林水産業・
農山漁村の多面的機能」は日本の大切な財産であり、これを維持・発揮させることが重要です。

自然を活かし、自然と生きる

国土を守り、災害を防ぐ

●森林は、しっかりと張りめぐ

らされた樹木の根で山崩れ

を防いでいます。
●落ち葉などがつくる森林の

地面はスポンジのように雨

を吸収し、川の水の流量を

調整する機能を持っていま

す。また、雨水が地中でろ

過され、きれいな水をつく

ります。

●水田は雨水を一時的に貯

留し、ゆっくりと下流に流す

ことで洪水を防止・軽減し

ます。
●水田に貯えられた水は徐々

に浸透して地下水となり

ゆっくりと川へ戻り、川の流

れの安定に役立ちます。

●日本の海岸線には約6,300

の漁業集落があり、約16

万隻の漁船が活動していま

す。これらがネットワークと

なって、海難救助や災害時

の救援、環境監視、国境監

視などの役割を果たし、人

や地域の安全を守ります。

森林

水田

海

承など、様々な働きを持っています。この「農林水産業・
な財産であり、これを維持・発揮させることが重要です。

緑を回復し山崩れを防ぐ

洪水を防ぐ

海難救助

自然に　
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豊かな自然と
多様な生命を育む

●日本の森林は、約200種の

鳥類、約700種の木本類、

約2,000種の草本類をはじ

めとする野生動植物の生

息・生育の場となっていま

す。
●森林は温暖化の原因である

CO2を吸収し、地球温暖化

を防ぐ役割をしています。

●田んぼやその周辺の水路な

どが様々な生きもののすみ

かとなり、豊かな生態系が

保たれています。

●海藻などが生い茂る藻場

は、水の中に酸素を供給し、

魚の産卵や稚魚が成長する

場所となります。
●干潟は、貝やゴカイなど多

様な生物がすむ場所となっ

ています。これらの生き物

は、川から流れ込むチッソやリンなどの栄養分を分解し、海の水を

きれいにしています。

そのほかにもこんな機能があります
●美しい景観をつくる
●伝統文化を継承する
●環境教育や体験学習など豊かな心を育む
●レジャーやスポーツなど自然に親しみ健康をつくる
●水田は周辺市街地の夏季の気温上昇を抑える 

森林

田畑

海

低解像度低解像像像像像像像低解像像像像像像像像像像像像像像像像像像像像像像像像像像像像像像像像像像度

親しむ

生物のすみか

海をきれいに保つ

農林水産業が有する多面的機能の貨幣評価額
●農業 ...........................約8兆円
●森林 ...........................約70兆円
●水産業・漁村 ...........約11兆円
資料： 日本学術会議

農業及び森林は平成13年11月
水産業・漁村については平成16年8月の試算

※貨幣評価が可能な一部の機能について評価を実施
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農林水産業・農山漁村の持つ多面的機能

農林水産業は自然の
循環機能を利用する活動

地域ぐるみで
地域資源を守る

　生物多様性とは、様々な生きものがいること、それらが多様

な環境でつながりあって生きていることです。農林水産業は、

その自然界の多様な生物が関わる循環機能を利用する活動

といえます。持続的な営みを通じて、里地・里山・里海などの特

有の自然環境をつくり、多様な動植物に生息環境を提供して

います。

　農村地域の人々によってつくられ、共同で守られてきた大

切な地域資源である農地や農業用水は、食料の生産だけでな

く、洪水を防止したり、様々な生き物のすみかとなるなどの重

要な役割を果たしています。しかし、農村地域の高齢化などに

より、その維持・管理が難しくなっています。これらを守るため

に、農村の内外から幅広い人たちが参加した地域ぐるみの取

り組みを支援しています。

◆ 田園地域・里地里山

　田んぼは、米を作るだけで

はなく、カエルやドジョウ、そ

れを餌とするコウノトリなど

を育んでいます。環境保全型

農業や魚道の設置など、生物

多様性に配慮した整備が大切

です。

◆ 森林

　森林には、多種多様な生き

ものが生息・生育しています。

適切な間伐により、林内が明

るくなり、地面近くにも多くの

植物が育ちます。

◆ 里海・海洋

　里海と呼ばれる沿岸域の藻

場・干潟は、多種多様な生きも

のの生育・産卵場となったり、

陸上からの排水などを浄化し

ています。藻場・干潟の清掃な

どの保全活動や造成が重要

です。
農業者と地域住民が協力し、水路のひび割れ補修など、水路や
農道等の地域資源の保全を行います。

水路の泥上げや農道の草刈りなど、地域資源の管理を地域ぐる
みで行います。

農業者が子どもたちとともに水路の生き物調査など、農村の環
境保全に向けた取組を行います。

26



都市と農山漁村の共生・対流

◆ ディスカバー農山漁村の宝

萩の地魚、もったいないプロジェクト（山口県萩市・ふ
るさと萩食品共同組合）

地域資源活用型感動交流体験（北海道・標津町エコ・ツー
リズム交流推進協議会）

A級グルメ立町の実現を通じた雇用機会の拡大プラン
（島根県邑南町・一般社団法人邑南町観光協会）

都市と農村をつなぐ企業ファーム（山梨県北杜市えがお
つなげて）

移住者受け入れをバネに地域再生（和歌山県那智勝浦町・
色川地域振興推進委員会）

里山の自然と知恵と文化の絆を次世代へ（茨城県つくば
市・NPO法人宍塚の自然と歴史の会）

　農山漁村の豊かな自然、食、文化などの地域資源は、都市の住

民から注目を集めています。これらの地域資源を地域の創意工

夫でグリーン・ツーリズムや子供の教育、高齢者の健康維持など

に活かしていくことは、農山漁村の活性化や所得・雇用の拡大に

もつながります。こうした地域主体の取り

組みを後押しするため、観光・教育・福祉な

どと連携した都市と農山漁村の共生・対流

を進めています。

　農山漁村が持つポテンシャルを引き出し、“強い農林水産業”

“美しく活力ある農山漁村”を実現するため、地域の活性化や所

得向上に取り組んでいる優良な事例を選定し全国へ発信する

「ディスカバー農山漁村（むら）の宝」を実施しています。

鳥獣被害対策
近年、シカやイノシシ等の野生鳥獣による農作物などへの被
害が深刻化しています。鳥獣被害は農作物などへの直接的な
被害だけでなく、農業者の営農意欲を低下させ、耕作放棄地
を増加させる一因となっていますが、それがさらなる鳥獣被
害を招くという悪循環も生じさせています。
そのため、侵入防止柵の整備や捕獲、追払い活動など、市町
村を中心とした地域ぐるみの被害防止の取り組みを支援して
います。また、食肉（ジビエ）など、捕獲鳥獣の利活用への機
運が高まっていることから、食肉処理加工施設の整備等の支
援も行っています。

サルに荒らされた
ダイコン畑

シカの剥皮被害を
受けた人工林
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環境やエネルギーに対する関心が高まる中、
農業生産も環境・エネルギー対策を重視したものに転換する活動が全国各地で展開されています。
また、食品ロスの低減や地域資源の活用など、
循環型社会の構築に向けた取り組みも積極的に進められています。

「持続可能な社会」の構築に向けて

環境・エネルギー対策

みかんの「浮皮症」
（写真左）

提供：
農研機構果樹研究所

影響が懸念される気候の変動

　農林水産業への影響が懸念される気候変動への適応策とし

て、社会的に影響が大きい水稲や果樹、病害虫・雑草、自然災害

等への重点的な対応、亜熱帯果樹等への転換などの気候変動が

もたらす機会の活用、研究・技術開発の推進などに取り組んでい

ます。また、温室効果ガスの排出を削減するため、ヒートポンプ・

木質バイオマス等を用いた省エネ型施設園芸への転換や、省エ

ネ農業機械の普及などを進めています。

●気候変動が農業に与える影響

すでに表れている気候変動の影響

　農業が持つ自然循環機能を活かし、生産性との調和に留意し

つつ、土づくり等を通じて、化学肥料・農薬の使用などによる環境

負荷の軽減に配慮した持続的な農業を「環境保全型農業」と位

置づけ、全国的に推進しています。近年は、地球温暖化の防止や

生物多様性の保全に効果の高い営農活動も支援しています。

　農地への緑肥の作付けや堆肥の施用は、CO2のもととなる炭

素を土壌中に閉じ込める効果があり、地球温暖化の防止に貢献

します。また、化学肥料や化学合成農薬を使用しない有機農業な

どにより、多様な生き物が育まれます。

自然の循環機能を活かした農業

◆ 地球温暖化の防止や生物多様性の保全に効果の高い営農活動

緑肥の作付け 有機農業堆肥の施用

現在

2060 年代

適地（年平均気温 15-18℃）
より高温の地域
より低温の地域

ウンシュウミカン
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　日本では、食品製造や食品の流通・外食で発生した食品廃棄

物などが年間1,900万トン近く出されています。これを飼料や

肥料として“再生利用”することで、廃棄処分を減らすとともに、

環境負荷の少ない循環型社会の構築を目指しています。 

食品廃棄物を
“再生利用”する

地域の有機性資源「バイオマス」

バイオガス発電施設

　バイオマスとは、木質、食品廃棄物、家畜排せつ物、下水汚泥など、発電・熱・燃

料・素材等の幅広い用途に活用できる有機性資源です。これを活用することによ

り、地域の産業と雇用の創出、エネルギー供給の強化、循環型社会の形成を実現

するバイオマス産業都市の構築を目指しています。

「もったいない」を取り戻す

　まだ食べられるのに廃棄される食品のことを「食品ロス」とい

います。日本では年間に、日本の魚介類の食用消費仕向量に匹

敵する642万トンもの食品ロスが出されています。

　こうした食品ロスを削減するため、『「もったいない」を取り戻

そう！』を合言葉に、官民が連携した食品ロス削減国民運動「NO-

FOODLOSSプロジェクト」が全国で展開されています。

　国土の多くを占める農山漁村は、水や土地などの資源が豊富

に存在し、再生可能エネルギー利用の高いポテンシャルを持っ

ています。また、固定価格買取制度により、再生可能エネルギー

発電の事業採算性が大きく向上し、新たな所得機会の可能性も

生まれています。そのため、農林地などの利用調整を適正に行

いながら、再生可能エネルギーの導入と併せて地域の農林漁業

の健全な発展に資するための取り組みを進めています。

進む再生可能エネルギーの導入

太陽光発電 小水力発電風力発電

発生量合計
1,927万トン

●食品関連事業者の食品廃棄物等の発生量
 （平成25年度）

食品製造業
1,594万トン
（83％）

外食産業
188万トン
（10％）

食品卸売業
21万トン
（1％）

食品小売業
124万トン
（6％）

NO-FOODLOSSプロジェクト

［製造・流通］
●製・配・販による
  商慣習見直しの促進
●フードバンク活動支援
［外食］
●食べきり運動 等

［家庭・消費者］
小売店舗、マスメディア、SNS等を
活用した戦略的コミュニケーション
（意識啓発、期限表示理解促進、エ
コクッキング等）

一人ひとりの
意識・
行動改革

事業者からの食品ロス
331万トン／年

●過剰在庫・返品（製・配・販）
●調理くず・食べ残し（外食）

家庭からの食品ロス
312万トン／年

●調理くず
●食べ残し、手つかずの食品の廃棄
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日本では、戦後に植林した人工林資源が本格的な利用期を迎えています。
この豊富な森林資源を循環利用し、
林業の成長産業化を実現することが重要です。

利用期に入った森林を活用する

林業の成長産業化

増加する森林資源

森林資源の循環利用で林業の成長産業化を
　本格的な利用期を迎えている豊富な森林資源を循環利用し、

林業の成長産業化を実現していくために、新たな木材需給の創

出、需要者ニーズに応じた国産材の安定的・効率的な供給体制

の構築、間伐等の森林整備・保全等を通じた森林の多面的機能

の維持・向上などを進めます。

◆ 50 年生以上の高齢級が年々増加

◆ 人工林を中心に蓄積量が増加

　日本の森林面積は、近年2,500万ha程度で推移しています。

一方、蓄積量は昭和50年代の約2倍にあたる49億㎥（平成24

年）と着実に増加を続けており、特に人の手で植えられた人工林

の蓄積の増加が顕著になっています。

　日本の人工林の面積を齢級別にみると、まだ間伐などが必要

なものも多いものの、資源として本格的な利用が可能な齢級

（およそ50年生以上）の人工林は年々増加しています。

●人工林の齢級別面積

資料：林野庁「森林資源の現況」（平成24年3月31日現在）
注1： 齢級（人工林）は、林齢を5年の幅でくくった単位。苗木を植栽した年を1年生と

して、1～5年生を「1齢級」と数える。
注2：森林法第5条及び第7条2に基づく森林計画の対象となる森林の面積。

200

150

100

50

0

（万 ha）

（齢級）
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

10齢級（46～50年生）
以上の人工林
51%
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可能性を秘めた木材利用

　耐火集成材などの新たな建材の開発により、スポーツ施設や

学校などの公共施設に加え、防火地域における商業施設など、

これまで木材が使われてこなかった大規模施設への木材利用を

広く進めています。

◆ 木材は省エネ材料

◆ 大きく伸びている合板の供給量

◆ 広がる木造建築の用途

　右のグラフは、木材（天然乾燥製材・人工乾燥製材・合板・パー

ティクルボード）や鋼材、アルミニウム、コンクリートなどの製造

時における炭素放出量を比較したものです。

　木材は、鉄やアルミニウムなどに比べて非常に少なく、地球温

暖化の防止に大きく貢献する材料といえます。

　近年、加工技術の向上により間伐材などの小径木の効率的利

用が可能となったことなどから、国産材の針葉樹を合板用材とし

て利用する動きが顕著になっています。

新たな木材製品の開発
CLT（Cross Laminated Timber）は、板の
繊維方向が互いに直交するように積層接着した
厚型パネルです。高い断熱性や省エネ効果、耐
震性のほか、施工がシンプルなため建築現場で
の工期を短縮できるというメリットも持ってい
ます。国産材による「都市の木質化」への道を
ひらくことが期待されています。 スギのCLT

CLTを使った3階建て社員寮（高知県大豊町）

木づかいサイクルマーク

大阪木材仲買会館（大阪府大阪市）：耐火建築物
撮影：T.HAHAKURA

国際教養大学図書館（秋田県秋田市） 木造学校施設（愛知県新城市）

●各種材料の製造時における
　1㎥当たりの炭素放出量

24,000

20,000

0

2,000

4,000

6,000

（kg/㎥）

資料：林野庁「カーボン・プロジェクト推進調査事業」
注： 炭素放出量は、製造時に要するエネルギーを化石燃料の消費量に換算したも
のである。

天然乾燥
製材

人工乾燥
製材

合板 パーティクル
ボード

鋼材 アルミ
ニウム

コンク
リート

16
100 156

224

5,320

22,000

120

木質資材

C L T
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水産日本の復活

資源管理で持続的な利用を

世界の水産物消費量は、人口の増加や途上国の経済発展などを背景に年々増加しています。
こうした状況をとらえて、日本の持つ高い潜在力を引き出し、日本の水産業を成長産業に変える
「水産日本の復活」のための様々な取り組みが始まっています。

「水産日本の復活」を目指して

　水産資源を持続的に利用するためには、過剰な漁獲や漁場環

境の悪化を防止し、資源を維持・増大させることが重要です。日

本は、漁業の特徴に応じ、様々な手法を組み合わせた資源管理

を行っています。

　日本周辺水域では、漁業許可制度や漁獲可能量（TAC）制度

などの公的な規制と合わせ、漁業者が共同で休漁などの自主的

な管理を行うとともに、種苗放流や魚が育つために必要な藻場・

干潟の機能回復にも取り組んでいます。

　また、国際的な取り組みとして、地域漁業管理機関（RFMO）

に積極的に参加し、リーダーシップをとって関係国と共に資源管

理を進めています。

　浜の活力再生プランとは、浜ごとに「将来自分たちのあるべき

姿」や「取り組むべき課題」を考え、漁業所得の向上に取り組むプ

ランです。漁村地域が“真の活性化”を目指すための処方箋とい

えます。漁業所得を5年間で1割以上アップさせることを目標

に、全国でその達成に向けた様々な取り組みを実施しています。

浜の活力再生プラン

漁村地域全体の活性化

各浜の実態に即した具体的な解決策を策定・実施

● 漁業者所得の向上（5年間で10％以上増）

● 他産業（飲食業、観光業など）との連携

地域漁業管理機関での
会議

漁獲可能量（TAC）制度に
基づいた水揚げ

収入向上
の取り組み

（高鮮度出荷・簡易加工・
直販・輸出など）

コスト縮減
の取り組み

（省エネ機器導入・
操業協業化など）

観光業など

他産業との
連携

浜の活力再生プラン
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国内外で水産物の消費拡大を図る

　海外市場でも高く評価されている日本の水産物。その輸出額

は、農林水産物・食品の輸出額全体の約4割を占めており、

2012年の1,700億円から2020年までに3,500億円に倍増

する目標を掲げています。これを実現するため、EUへの輸出に

必要な水産加工施設のHACCP※認定を水産庁も行えるよう体

制を整備するなど、海外向け輸出体制の強化を図っています。

　また、日本国内においても、水産物の消費拡大を図るため、

「ファストフィッシュ」などのプロジェクトを展開しています。

ファストフィッシュ・プロジェクト
「ファストフィッシュ」とは、手軽・気軽においしく水産
物を食べること、またはそれを可能にする商品や食べ方の
こと。普段魚を食べる機会の少ない人に水産物の意外なお
いしさや利用法を知ってもらい、水産物の消費拡大につな
げています。
公募で選定された商品には、ロゴマークの貼付ができます。

外国漁船の違法操業から水産資源を守る

　外国漁船による違法操業は、日本の漁業者の円滑な漁場利用

を妨げ、資源管理の取り組みに悪影響を及ぼすものです。日本

の周辺海域の操業秩序や水産資源を守るため、水産庁は漁業取

締の体制を強化しています。また、漁業者による外国漁船の調

査・監視、外国漁船による漁具被害からの救済などを支援してい

ます。

●水産物輸出額の推移

4.000

3.000

2.000

1.000

0.0

（単位：億円）

2020

目標
3.500

2012

1.700

2013

2.216

2014

2.337

+30％
+5％

漁業取締船の隻数（平成27年4月現在）

取締活動実績（平成26年）

官船（水産庁所有船） …………………………………… 7隻
用船（民間用船） ……………………………………………37隻
合計 …………………………………………………………… 44隻

立入検査 ………………81件
密漁漁具押収 …………20件
拿捕 ………………………14件（韓国7件、中国5件、台湾2件）

外国漁船へ立入検
査に向かう漁業監
督指導官

水産庁漁業取締船
「白竜丸」

※HACCP：原材料の仕入れから最終製品までの各工程で、微生物によ
る汚染、金属の混入などの危険要因を分析した上で、特に重要な工程を継
続的に監視・記録する工程管理システム。
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農林水産大臣

副大臣

大臣政務官

農林水産事務次官

農林水産審議官

農林水産大臣秘書官

● 経営局

・総務課

・経営政策課

・農地政策課

・就農・女性課

・協同組織課

・金融調整課

・保険課

・保険監理官

総括審議官

技術総括審議官

危機管理・政策評価審議官

生産振興審議官

審議官

参事官

報道官

・秘書課

・文書課

・予算課

・政策課

・広報評価課

・地方課

国際部

・国際政策課

・国際経済課

・国際機構グループ

・国際地域課

・海外投資・協力グループ

統計部

・管理課

・経営・構造統計課

・生産流通消費統計課

・統計企画管理官

検査・監察部

・調整・監察課

・検査課

● 大臣官房

・総務課

・消費者行政課

・食品安全政策課

・農産安全管理課

・畜水産安全管理課

・植物防疫課

・動物衛生課

● 消費・安全局

・総務課

・園芸作物課

・地域対策官

・技術普及課

・農業環境対策課

畜産部

・畜産企画課

・畜産振興課

・飼料課

・牛乳乳製品課

・食肉鶏卵課

・競馬監督課

● 生産局

・総務課

・企画課

・食文化・市場開拓課

・輸出促進課

・産業連携課

・知的財産課

・バイオマス循環資源課

・再生可能エネルギーグループ

・食品流通課

・食品製造課

● 食料産業局

農林水産本省

農林水産省業務運営体制図
（平成27年10月現在）
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● 地方出先機関

地方農政局

・国営土地改良事業所

北海道農政事務所

植物防疫所

動物検疫所

動物医薬品検査所

農林水産研修所

農林水産政策研究所

筑波産学連携支援センター

森林管理局

・森林管理署

森林技術総合研修所

漁業調整事務所

農産部

・総務・経営安定対策参事官

・農産企画課

・穀物課

・貿易業務課

・地域作物課

● 政策統括官

会長

委員

事務局

研究総務官

・研究統括官

・研究開発官

・研究調整課

・研究企画課

・研究推進課

・国際研究官

● 農林水産技術会議 ● 林野庁

次長

林政部

・林政課

・企画課

・経営課

・木材産業課

・木材利用課

森林整備部

・計画課

・森林利用課

・整備課

・治山課

・研究指導課

国有林野部

・管理課

・経営企画課

・業務課

次長

漁政部

・参事官

・漁政課

・企画課

・水産経営課

・加工流通課

・漁業保険管理官

資源管理部

審議官

・参事官

・管理課

・漁業調整課

・国際課

増殖推進部

・参事官

・研究指導課

・漁場資源課

・栽培養殖課

漁港漁場整備部

・計画課

・整備課

・防災漁村課

● 水産庁

次長

・総務課

農村政策部

・農村計画課

・地域振興課

・都市農村交流課

・農村環境課

整備部

・設計課

・土地改良企画課

・水資源課

・農地資源課

・地域整備課

・防災課

● 農村振興局
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