
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
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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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