
　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）

朝
食

夕
食

昼
食

焼きいも2本浅漬け2皿

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

1000

1500

2000

2500

3000

26年度25242322平成21

1,478

1,853

2,456

2,736

1,528

1,921

2,600

2,859

米・小麦・大豆中心（栄養バランス考慮）

米・小麦・大豆中心

いも類中心（栄養バランス考慮）

いも類中心

食
料
自
給
力
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」

07



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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「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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