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１ 農業生産政策の基本的考え方 

 

 

○これまでの生産政策は、農産物の需要構造がダイナミックに変化する中で、農業生産の選択

的拡大、農業の生産性の向上及び農業総生産の増大という目標の実現に向け、国全体の農業

生産の構造や個々の経営における生産のあり方を転換させる方向で展開してきた。 

また、農業生産政策の展開に当たっては、生産構造の変革を強力に進める観点から、国の強力

なリーダーシップにより誘導してきた。 

 

○しかしながら、今日、農業生産をめぐっては、 

①農産物の需要構造が、かつてのようにダイナミックに変化する状況ではなくなり、生産の選択的

拡大の余地が狭まっていること 

②農産物の消費が量的に飽和状態にあり、また外国産農産物との競合が強まる中で、国内の農

業総生産の増大を図ることが容易でなくなっていること 

③消費者・実需者のニーズが安全性、品質、食味等の面で多様化、高度化する中で、今後の農

業生産には、生産者自らがニーズの変化にきめ細かく対応していくことが求められていること 

④地域の特色を踏まえて行われる農業生産には、地域の産業振興の観点から、地方公共団体

や生産者団体が果たすべき役割が大きくなっていること 

⑤農業生産活動に伴う環境負荷の問題や農業生産活動を通じて発揮される多面的機能への関

心が高まっていること等の変化がある。 

 

 

○生産政策の体系 

 

 

 

 

 

 

 



○主要品目の生産指数の推移 

 昭 35

年 

40 45 50 55 60 平２ ８ 

耕種総合  100   99  103  107   95  106   99   93
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  資料：農林水産省「農林水産業生産指数」 

   注：１．花き類については昭和 45 年を 100 とした場合の指数である。 

     ２．ブロイラーについては昭和 40 年を 100 とした場合の指数である。 

 

 

○食料は国民生活にとって最も基礎的な物資であるが、国土資源に制約のある我が国にお

いて食料需要のすべてを国内で生産し、供給していくことは困難であり、食料の安定供給

を図っていくためには、国内生産と入及び備蓄を適切に組み合わせていかざるを得ない。 

 

○しかしながら、安心できる国民生活の実現のためには、国内資源を有効に活用し、生産

性の向上を図りながら、可能な限り国内生産の維持・拡大を図ることにより、国内生産を

基本とした食料の安定供給と、これを通じた農業の多面的機能の発揮を確保することが重

要である。 

 

このため、今後の生産政策においては、生産者や地域の自主性・主体性を尊重しつつ、 

①多様化、高度化する消費者・実需者のニーズに対応した国内生産の展開により、国産農

産物の需要を確保していくこと 

②環境と調和した持続的な農業生産を推進していくことを目指す必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 



○農産物の消費の多様化、高度化 

 

 
     資料：総務庁「小売物価統計調査」 



２ 消費者・実需者のニーズに対応した国内生産の展開 

 

   

○今後の農業生産については、生産性の向上を図りながら、生産者が市場の動向を的確に

把握し、消費者・実需者の多様なニーズにきめ細かく対応した生産を展開していくことが

重要であり、これが国産農産物の需要の確保と国内生産を基本とした食料の安定供給体制

の構築に結びつくものと考えられる。 

 

 

○また、このような生産は、地域の気候、地勢、土壌等の特徴を踏まえて展開されること

が重要であり、これが多様な自然・立地条件を有する我が国農業の発展を図る道でもある。

このため、以下につき検討を行う必要がある。 



２ 消費者・実需者のニーズに対応した国内生産の展開 

 

（１）特色ある国産農産物の生産 

 

○国際化の進展による外国産農産物との競合の中で、国産農産物の需要を確保していくた

めには、外国産農産物と比べて特色を持った農産物を生産していくことが重要である。 

 

   ア 地域の実情に即した生産の展開 

   特色ある国内生産のためには、我が国の多様な自然・立地条件等を生かし、 

      地域の実情に即した特色ある生産の展開が重要である。 

 

 このため、 

   ①地域毎に新規作物の導入や特色ある新品種の開発とその権利保護の促進 

   ②安全性や品質の向上に配慮した生産方式への転換の促進 

   ③品質や鮮度の保持に配慮した集出荷や輸送のための体制の整備 

   ④リレー出荷等、産地間連携による年間を通じた国産農産物の安定供給体制の整備 

 等が必要である。 

 

 

○特色ある国産農産物の生産・流通に取り組む事例 

 香川県経済連  

・経済連が主体となり、小麦新品種「ダイチノミノリ」を全量用いた冷凍うどん・ 

 そうめんを生産 

・これらの製品は、原料の色の良さ、腰の強さ等を生かした点が特徴で、通信販売 

 農協店舗等で販売し、売れ行きも好調 

・県内の小麦生産も、他品種から現在では全面積が「ダイチノミノリ」へ切り替え 

 長野県Ｉ市Ｉ農協 

・管内５カ所の果樹（もも、なし、りんご）共選場の統合整備を機に、外観から品 

 質本位の選別（糖度、熟度、色等を判別）を行う光センサー式選果機を導入 

・糖度により４等級に分別し、一定糖度を満たすものだけを出荷する方針により高 

 い市場評価 

・選果場で得られた糖度、熟度、着色等のデータを農家にフィードバックすること 

 により農家の品質向上への取組が強化され、高位等級品の比率が向上 

 青果販売企業Ｄ（全国展開） 

・外資系企業としてのノウハウを生かし、全国 1000 戸以上の農家を組織化して野菜 

 果物を契約生産 

・全国に物流・加工センターを設置し、量販店など大口の顧客向けに出荷 

・従来の農協や青果市場に代わる大規模な流通ルートの確立により価格引下げ 

 資料：農林水産省調べ 

 



 

○ 特色ある国産農産物の生産のための技術開発例 

品目 技術の内容 技術の効果・目標 

稲・麦・

大豆 

 

 

 

野菜等 

 

 

 

 

畜産 

 

・低アミロース米、色素米、低アレルゲン米 

 等新形質米の育成 

・モチ性小麦の育成とブレンド技術の開発 

・黒豆、青豆、極小粒等の大豆品種の育成 

 

・寒冷地における葉菜類の冬期無加温ハウス 

 栽培技術の開発 

・オレンジ色、紫色等をしたかんしょ品種の 

 育成 

 

・受精卵移植等による優良肉用牛の迅速な改 

 良・増殖技術の開発 

・食味向上用、食品着色料用、医療 

 用等向け 

・めん類の粘弾性等の向上 

・特色ある大豆食品の開発 

 

・寒冷地で冬～春に高栄養の地場葉 

 菜類を供給 

・ジュース等新製品への加工による 

 用途拡大 

 

・優良な黒毛和種の効率的生産 

 注：国の試験研究機関等において取り組まれている課題から抜粋したものである。 

 

   イ 消費地・消費者との提携の強化 

     国産農産物の需要の確保のために、産地や生産者がこれまで以上に 

         消費地・消費者と提携していく観点から、 

      ①生産から小売段階までの情報化の促進 

      ②産地加工、産地直販、地場流通など消費者・実需者と直結した 

       生産・販売の促進 

      ③余暇産業やグリーン・ツーリズムと提携した生産・販売の促進 

      ④消費者による農産物の選択に資するよう、原産地や地域の特色 

     ある生産方式に関する表示・認証制度の充実 

  等が必要である。 

 

○地域特産品認証の概要（認証対象例） 

伝統的食品 納豆（宮城等）、乾めん類（群馬等） 

特色のある栽培方法 有機農産物（岐阜、高知） 

特別な飼育方法 地鶏（山梨等）、平飼鶏卵（青森等） 

特色ある原材料の使用 りんご天然果汁（青森等）、温州みかん天然果汁（和歌山）、 アイスクリーム（岩手） 

特色のある製造技術 梅干し（和歌山）、せんべい（草加せんべい）（埼玉）、切干大根（兵庫） 

注：農林水産省地域特産品認証事業に基づき、都道府県が地域特産品を認証しているものである。  

 



２ 消費者・実需者のニーズに対応した国内生産の展開 

   

（２） 生産・加工流通コストの低減 

 

○我が国の農産物は、国土条件等から、コストが割高にならざるを得ない面があるが、今

後とも生産、加工流通等の各段階においてコストの低減に向けた取組を行っていくことが

重要である。 

 

 ア 生産段階におけるコストの低減 

   国土条件の制約の下で最大限の生産性向上と投入コストの低減を図る観点から、 

   ①大区画ほ場等の生産基盤の整備や農地の流動化等の推進による 

    経営規模や作業単位の拡大 

   ②水稲の直播栽培や畜産の飼養管理の自動化等大規模経営に適し 

    た省力・低コスト生産技術体系の開発・普及 

   ③省力化の遅れている野菜、果樹等の部門における機械化の促進 

    や栽培方式の改善 

   ④農業生産資材の物流の合理化、効率的利用の促進 

 等が必要である。 

○コスト低減等のための技術開発例 

品目 技術の内容 期待される効果（例） 

稲・ 

麦・ 

大豆 

 

 

 

 

 

 

野菜・ 

果樹 

 

 

 

 

 

畜産 

 

・ヘリコプター播種等による日本型直播稲作 

 栽培技術 

・稲・麦・大豆の大型機械化一貫作業体系 

 

・麦・大豆等の不耕起播種技術体系 

 

・大区画ほ場に対応した広域農業用水管理システ

ム 

 

・重量野菜の機械化栽培技術の開発 

 

・省資源・省力化園芸用施設の開発 

 

・わい性台木によるりんごの省力栽培技術 

・傾斜地におけるかんきつの省力機械化技術 

 

・自給飼料生産と組み合わせた日本型放牧技術

・搾乳ロボットを活用した飼養管理の自動化技術

・移植より３割コスト減 

 

・省力・軽労化、農機具費低減、規模拡大(３人

で５０ha) 

・省力化と作期競合の回避による麦 

・大豆の作付拡大 

・水管理の省力化・自動化によるコスト低減 

 

 

・野菜自動移植機、収穫機で労働 

 時間の半減及び軽労化 

・いちごの高設栽培では労働時間 

 が３/５に軽減 

・労働時間１割減 

・労働時間３割減 

 

・購入飼料費の低減、省力化 

・労働時間３割強減 

 注：国の試験研究機関等において取り組まれている課題から抜粋したものである。 

 

 



 

 イ 加工流通段階におけるコストの低減 

 農産物の流通が多様化・広域化し、また加工品が増加する中で、 

  そのコストの一層の低減を図る観点から、 

   ①農産物の加工工程の合理化、自動化等の技術革新の促進 

   ②出荷規格、包装の簡素化、ばら出荷・販売や通い容器の利用等 

    消費者と実需者が一体となった物流コストの低減 

   ③農産物の生産から消費に至る配輸送体制の見直しと合理化 

   ④仕入れ・配送業務の共同化、情報化による流通の合理化 

 等が必要である。 

 



２ 消費者・実需者のニーズに対応した国内生産の展開 

 

（３） 食品産業との提携の強化 

 

○食品製造業、外食産業等の食品産業は、国産農産物の大きな販路であり、そのニーズに

的確に応えていくことは、国産農産物の需要の確保につながり、かつ、食品産業の競争力

の確保にとっても重要である。 

 

このため、国内生産と食品産業との提携の強化を図る観点から、 

 ①食品産業にとって、価格、品質、ロット、安定供給等の面で、 

    国産農産物が魅力ある加工原料となるよう、業務用に適した品種や栽 

  培技術の開発・普及、規格の適正化、周年供給体制の確立等の促進 

 ②外食産業等からの特色ある食材へのニーズに対応した生産方式への 

    転換や産地形成、産地における処理加工の促進 

 ③国内生産にとって、食品産業への農産物の供給が魅力ある販路となるよう、 

    契約取引の促進とその安定化等 

 ④食品産業と農業法人、農業協同組合等との事業提携による新規農産物・ 

    加工品の共同開発・販売の促進 

 ⑤産地と食品産業との情報ネットワークや集配機能の充実 

等が必要である。 

 

 

○国産農林水産物に対する食品産業のニーズ 

 

 

 

 

 

 



○生産者と食品産業との提携例  

   

食品産業 

┃ 

生産者･生産者団体 

提携の概要 

みそ製造業者 

┃ 

┃ 

┃ 

麦作農家 

・麦のでん粉が甘みや風味を醸し出す麦みそを製造 

・麦は１００％国産で、特に風味を出すのに欠かせない裸麦は地元農家と契約栽培

・地元農家では、高品質麦の生産に努めるとともに、乾燥調製は香り、風味を損な

わないように天日乾燥 

豆腐製造会社 

┃ 

┃ 

生産組合 

・国産大豆を活用した高級豆腐を製造し、付加価値を高めて小売店に販売、一部

は通信販売も実施 

・原料大豆は、県内の生産組合と契約栽培 

・生産者は、実需者の要望に応じた減農薬栽培による国産大豆を供給 

飲料会社 

┃ 

農協・経済連 

・ジュース原料用のにんじんを農協・経済連等と契約栽培 

・工場のある関東を軸として品質やコスト、供給時期をみながら全国的規模で提携

・産地では契約栽培の実施により所得の安定と生産拡大に効果 

量 販 店 

┃ 

┃ 

養豚農家 

・特定の養豚農家グループと提携し、安全で高品質な銘柄豚を契約生産 

・養豚農家グループでは徹底した品質管理と定時・定量・定質出荷に取り組むとと

もに、積極的な資本投下により銘柄豚産地としての生産基盤を拡大し８年度には２

３千頭を出荷 

 資料：農林水産省調べ 



３ 環境と調和した持続的な農業生産の推進 

 

○農業は、自然を相手とする産業であり、環境に対して、 

 ①健全な農業生産活動を通じて多面的機能の発揮等により環境に 

    プラスの働きかけを行う面 

 ②農業生産活動のあり方が物質循環を基本とする農業の特性の発揮を妨げている面や、 

    環境に過度の負荷を与え、人の生活環境や営農環境にまで支障を生じさせている等、 

    環境にマイナスの働きかけを行う面 

があり、更に 

 ③農業自体が環境の影響を強く受ける面があるという多面的な関係にある。 

 

○我が国では、農業生産活動による環境負荷が次第に認識されてくる中で、「新しい食料・

農業・農村政策の方向」（平成４年６月）において、「環境保全型農業」という新たな政

策の方向が示された。 

しかしながら、農業生産の現場での普及は依然として不十分なものであり、今後、その取

組を強化していくことが必要である。 

 

○農業と環境がより良好な関係を保っていくためには、環境負荷の低減ばかりでなく農業

が本来有している環境との間の物質循環システムを十全に機能させていくことが重要であ

る。また、このことが良好な営農環境と持続的な農業生産を実現し、更には、農業の多面

的な機能の発揮を確保していくことに結びつくと考えられる。 

 

○環境保全型農業への取組状況 

                               （単位：戸、％）  

 

区 分 

 

水 稲 

野   菜  

果 樹 果 菜 類 根菜類 葉茎菜類

（露地） （施設） 

実 数 107,300 14,900 17,700 16,200 25,300 23,200

ｾﾝｻｽ割合

(%) 

   5    1    1    1    1    1 

 資料：農林水産省「環境保全型農業耕種部門調査」（平成９年１０月） 

  注：１．全国の農協で水稲、野菜及び果樹の生産指導・集出荷に取り組んでいる約 2,400 

     農協について調査したものである。 

    ２．センサス割合は、95 年センサスにおける各作目別農家戸数に対する割合である。 

 

 

 

 

 

 

 

 



○農業と環境の関係 

 

 



３ 環境と調和した持続的な農業生産の推進 

 

（１） 環境と調和した生産方式への転換 

 

○農業生産について、環境に悪影響を及ぼしている面を是正しつつ、農業本来の物質循環

や持続性の特性を発揮していくためには、「環境負荷の低減」と「資源循環機能の発揮（有

機物の積極的利用）」の両方の面から現在の生産方式を転換していくことが重要である。 

 

○また、こうした生産方式への転換は、土壌や作物の健全性の確保、地力の維持・増進等

を通じ農業の持続的な発展に不可欠であるばかりでなく、環境問題や食品の安全性への国

民の関心の高まる中で、消費者のニーズに応えた生産展開にもつながると考えられる。 

 

○今後、我が国農業全体について、このような生産方式への転換を円滑に進めていくため

には、 

  ①農業からの環境負荷が著しい地域における生産方式の改善への取 

   組を促進する仕組みの整備 

  ②環境負荷の低減や資源循環機能の活用を図るための生産方式の明 

   確化とその普及の促進 

  ③環境と調和した農業の展開に大きく貢献する生産方式に取り組む 

   農業者やその組織への支援の充実 

  ④環境と調和した農業に関する研究開発と普及 

  ⑤有機農産物等の農産物の生産方式に関する情報を消費者に正確に 

   伝達する仕組みの充実 

等が必要である。 

 

○環境と調和した農業生産の手法例 

手法 具体的な内容 

 化学肥料・農薬の使用の減少等 

 

・化学肥料・農薬の使用量の適正化や削減 

・化学肥料・農薬の施用方法の改善（肥効調節型肥料、局所施用） 

・化学肥料・農薬の代替資材の使用（有機質肥料、フェロモン天敵、物理的

防除） 

 有機農業 ・化学肥料・農薬を使わない農業 

 地力の維持・増進 

  

・有機物の施用等による土づくりを通じた地力の維持 

・輪作やクリーニングクロップによる地力の維持 

 耕種農業と畜産等との連携 ・経営の複合や地域内の複合による副産物（稲わら等）や家畜ふん尿の土

壌還元 

・食品産業等の有機性廃棄物の広域的なリサイクル（堆肥化と土壌還元）

   

 

 



○有機農産物の分類 

種類 定義 

有機農産物 

 

化学合成農薬、化学肥料等を原則として使用していない栽培方法によって３年以上経

過し、堆肥等による土づくりを行ったほ場において収穫されたもの 

転換期間中 

有機農産物 

化学合成農薬、化学肥料等を原則として使用していない栽培方法によって６ヶ月以上

３年未満経過し、堆肥等による土づくりを行ったほ場において収穫されたもの 

  資料：農林水産省「有機農産物及び特別栽培農産物に係る表示ガイドライン」（平成４年） 

 

○なお、ＥＵにおいては、環境負荷の低減のための生産方式の導入を目的に、農用地の面

積や飼養頭数に応じた助成金が農家に支給されている。  

環境保全を目的に、こうした直接支払制度を我が国に導入することについては、 

  ①ＥＵにおいては、価格支持の削減や生産抑制（粗放化農業）の施 

   策の一環として直接支払制度が導入された経緯があり、背景事情を 

   異にしていること 

  ②ＯＥＣＤ等においては、農業の場合においても、汚染原因の除去 

   については汚染者負担の原則により行うべきではないかとの議論が 

   なされていること 

  ③我が国における環境保全のための生産方式のあり方やその環境に 

   対する効果に関し、国民的コンセンサスの形成が必要であること 

等から、これらの議論の動向や我が国農政全体の見直しの方向の中での 

位置付け等を踏まえ検討する必要がある。 

 

 

○ＥＵの農業環境政策における直接支払制度の概要 

目的 環境負荷の低減のための生産方式、粗放的な農業の推進等 

助成対象 

 

①肥料・農薬使用量の大幅な削減、有機農業、粗放化農業 

②飼料作物作付面積当たり家畜頭数の削減 

③耕作放棄地の維持・管理 

等を５年以上行う農業者 

助成金の上限 ①小麦等１年生作物 181.1～301.9ECU/ha（約 26～44 千円） 

②牛  253.6ECU/削減した頭数（約 37 千円） 

等 

予 算 額 15 億 ECU（1997 年当初予算、約２千億円） 

 資料：「環境保護と田園地帯の維持に配慮した農業生産の規則」（ＥＣ共通規則 2078/92）   



３ 環境と調和した持続的な農業生産の推進 

 

（２） 有機質資源のリサイクルの促進 

 

○家畜ふん尿等の農業副産物や食品残さ等の有機性廃棄物は、農業生産における資源とし

て利用可能であり、また、特に堆肥は、農業生産の資源循環機能を高めていくために必要

な資源でもある。 

また、こうした有機物の資源化と循環利用は、単に農業内部の対応にとどまらず、資源循

環を基礎とする持続的な社会の形成に貢献することにもなると考えられる。 

このため、以下の検討を行う必要がある。 

 

ア 有機質資源のリサイクルのための仕組みの整備 

  畜産、食品産業、家庭等から排出される有機物のリサイクルを促進していくためには、 

    ①有機物を資源化する体制とそのために必要な施設等の整備 

    ②堆肥等の有機質肥料の利用と円滑な流通を促進するための肥料の品質表示や 

          適正利用の条件整備 

等が必要である。 

 

 

○有機質資源のリサイクルの事例 

 山形県Ａ市［地方自治体中心の取組］ 

・安全な食べ物を生産・消費する地域づくり、生ごみと農産物が循環する地域づくり等を柱とする

基本計画を策定 

・平成８年度から、市内の一般家庭の生ごみの分別収集を開始し、農家からの家畜ふん尿、籾

がらを加えて堆肥を生産 

・生産された堆肥は地域の農業者の土づくりのために提供され、そこで生産された有機農産物

は地元消費者に販売 

 香川県惣菜メーカーＢ社［食品産業の取組］  

・自社工場から排出される排水汚泥と野菜残さを原料として堆肥を生産 

・生産された堆肥は県の農業試験場で定期的に成分分析と安全評価を行った上で自社の契約

農家等に販売し、生産された野菜、米を原材料として購入 

 資料：農林水産省調べ 

 

イ 資源循環型畜産の振興 

  我が国の畜産においては、飼料基盤が不十分なまま飼料を輸入に大きく依存している 

    ことから、家畜ふん尿処理等が重要な問題となっており、資源の循環の観点からみて 

    も問題がある。我が国の畜産を、可能な限り自給飼料基盤に立脚しつつ、家畜ふん尿 

    を農地還元していく資源循環型のものとしていくためには、 

    ①飼料生産のための草地の造成・整備や農地の利用集積・団地化の推進 

    ②草地基盤の効率的利用や中山間地域等の耕作放棄地や混牧林、 

      野草地を活用した放牧方式の推進 

    ③公共牧場等の共同利用の草地基盤整備と効率的な活用等が必要である。 



 

○日本の土地条件に適合した放牧技術の例  

技 術 名 内     容 

集約放牧技術 ・電気牧柵を活用して小区画の牧区を短い期間で輪換することにより、栄養価

の高い状態で牧草を家畜に採食させる技術 

夏山と冬作イタリアンライ

グラス草地等を活用した

周年放牧技術 

・夏期は山の公共牧場や共同放牧地等で放牧を行い、冬期は里のイタリアンラ

イグラス草地等で放牧することにより年間を通じ放牧を行う技術  

遊休棚田を利用した省

力的放牧技術 

・耕作放棄地や不作付け地となった棚田を草地として、放牧利用する技術 

 

低投入持続型の傾斜地

向け草地造成・放牧技術 

・蹄耕法や団塊種子の散播により自然の地形を残しつつ簡易・低コストに草地

を造成し、放牧する技術  

 注：農林水産省、都道府県で現在取り組まれているものである。 



３ 環境と調和した持続的な農業生産の推進 

（３） 地球環境問題等への取組 

 

○地球的規模での環境問題の解決は、持続可能な経済社会を目指す人類共通の課題である

とともに、持続的な農業の発展にとっても不可欠なものである。このため、農業分野にお

いても積極的に対応していく必要があり、当面する課題である温室効果ガスやオゾン層破

壊物質の削減、生物多様性の保全については、 

 ①二酸化炭素の排出抑制のため、農業機械、温室等における省エネルギー・石油代替エ

ネルギー利用の促進 

 ②メタンガス、亜酸化窒素発生の抑制のため、施肥や家畜の飼養管理、水田の水管理の

方法等の改善と、そのための技術開発の促進 

 ③土壌消毒剤として使用されている臭化メチルの削減のため、各種代替技術の開発・普

及 

 ④生物多様性の保全のため、環境に配慮した生産方式や農業農村整備の推進 

等が必要である。 

 

○また、土地改良事業、補助事業等の施策についても、環境に配慮した施策展開の観点か

ら必要な見直しを行い、良好な環境の保全を図っていく必要がある。 

 

○農林水産分野における温室効果ガスの削減対策 

 削 減 対 策 技術開発等の具体例 

二酸化炭素 

・農業機械、温室等のエネルギー使用の効率化 

・石油代替エネルギーの利用促進 

・トラクターエンジンの燃費向上 

・高速耕うんロータリーによる耕起作業の効率化 

・水力エネルギーや家畜ふん尿発酵メタンガスの利用

 

 

メ タ ン 

・水田における適切な水管理 

・家畜の飼養管理の改善による消化管内発酵の制御

・家畜ふん尿の適切な処理 

・適切な中干し、間断かんがい 

・反すう胃中の微生物制御 

・好気処理によるメタン発生抑制 

亜酸化窒素 

・農地における肥料施用の適正化・効率化 

・家畜ふん尿の適切な処理 

・肥効調節型肥料の効率的利用、 

 施肥基準の改定 

・間欠ばっ気方式による浄化処理  

 



４ 主要品目の生産のあり方 

 

○今後の農業生産の展開に当たっては、消費者・実需者のニーズに即応した農業生産を展

開することが基本であるが、現在の国内生産は、 

  ①米については、潜在的な生産力が需要を大幅に上回る 

  ②麦、大豆、飼料作物については、国内生産が著しく低い 

  ③畜産物については、輸入飼料に大幅に依存している 

という状況が継続している。 

 

○主要品目の国民１人・１日当たり供給熱量と国内生産の占める割合の変化 

 

 

 

○このような状況の中で、可能な限り国内生産を維持・拡大していくためには、品目毎の

需要動向を踏まえた上で、国内生産の位置付け、コストの低減、品質向上等に関する生産

の指針を明確にして生産を展開していくことが重要である。 

このような観点から、国内生産の維持・拡大を図っていく上で特に重要な品目について生

産の展開方向とそのための課題を展望すると以下のとおりである。 



４ 主要品目の生産のあり方 

 

（１） 米 

 

○米の総需要は、家庭消費が引き続き減少していることから、今後とも緩やかに減少する

と見込まれる。 

 

○一方、加工・業務用で一部外国産米の需要があるものの、米の需要の大部分については

国内生産で賄っていくことが求められている。 

 

○以上の状況を踏まえると、今後の米生産については、消費者・実需者のニーズにきめ細

かく対応した生産を行い、国産米の需要を最大限確保していくことが重要である。 

このため、以下の検討を行う必要がある。 

 

○非農家世帯の１人当たり米消費量の推移 

 

    

資料：食糧庁 米の消費動向等調査 

注：１.米（うるち米＋もち米）消費量には、外食による消費を含む。 

   ２.米（うるち米＋もち米）消費量の９年度の値は、８年度の数値に９年４月～１０年２月の 

      対前年同期増減率を乗じた推計値である。 

 

ア 生産コストの低減 

米の生産コストの低減のためには、小規模・零細な生産構造を改革していく観点から、 

 ①経営体の規模拡大や生産コストの低減のための農地の利用集積の促進 

 ②バイオテクノロジー等を利用した良質多収品種の開発・普及 

 ③直播栽培や不耕起栽培等、一層の省力化と生産コストの低減が可能な 

    生産方式の開発と普及 

 ④経営体を中心として、より広域的に生産の合理化を図れるよう、 

  農作業の受託組織・地域営農集団の育成や物流合理化施設の整備 

等が必要である。 

 

 



 

○直播を中心とした大規模水稲栽培新技術 

項目 技術の内容 技術の効果・目標 

品種 

 

・直播適性品種 

・良食味・多収の高度耐冷性品種 

・いもち病抵抗性同質遺伝子系統 

・低温出芽性、耐倒伏性 

・寒冷地での安定栽培 

・薬剤使用量低減で低コスト化と環境負荷低減 

栽培技術等 

 

 

 

 

 

 

・ヘリコプター播種等による直播稲作 

・乳苗のロングマット育苗・移植 

・土壌診断に基づく合理的施肥技術 

・診断型自動水管理システム 

・高度病害虫発生予察に基づく 

 軽量農薬の省力的・効果的防除 

・汎用作業機による管理作業 

・加工成型技術を活用した堆きゅう肥 

・春作業の省力化で規模拡大とコスト低減 

・育苗期間の短縮、移植作業の省力化 

・施肥量低減、環境負荷低減 

・省力化、冷害回避 

・薬剤使用量低減、防除作業の省力化 

・農機具費低減 

・ハンドリングの向上 

支援技術 

 

・レーザーを利用したほ場均平化技術 

・大区画水田の地下かんがい技術 

・的確な水管理、直播における安定的苗立ちの確保 

・迅速なかんがい 

 

イ 特色ある米の生産流通 

 国産米が品質面で今後も優位性を維持していくためには、 

 ①産地毎に特色のある良食味米の生産や有機栽培等の特色ある生産方式の普及の促進 

 ②今後の増加が見込まれる加工米飯等の需要に対応し、産地加工等の 

    新たな出荷形態の導入の促進 

 ③消費者・実需者のニーズに即した生産・販売が図れるよう、契約取引、産直販売、 

    ばら流通等の新たな取引形態の導入の促進 

等が必要である。 

 

○特色ある米の生産・流通の事例 

 愛知県Ｔ市 農事組合法人Ｎ 

・借地による大規模水田経営の中で良質米の減農薬栽培とこれを用いた純米酒の生産を展開 

・農協と連携した減農薬栽培米の販売は、地域の米販売力の強化に貢献 

・アイガモ農法にも取り組み、そば打ちとアイガモ・バーベキューにより市民と交流 

 佐賀県Ｆ町 Ｆ法人  

・気温の日較差が大きく水温が低いという高冷地特有の気象を生かして良食味米を生産 

・数年前より減農薬栽培を行い、生活協同組合と契約取引を実施 

・生産者（農協）、消費者（生協）及び町が出資してＦ法人を設立するとともに、その下で産地精米施設

を導入・運営し、隣接する大消費地の消費者が求める時期に精米して出荷 

 資料：農林水産省調べ 

 

 

 



○さらに、米の潜在的な生産力は、今後とも総需要量を相当上回る水準が継続すると見込

まれることから、生産者・生産者団体の主体的な取組を基本としつつ、行政も適切な支援

を行いながら、的確に生産調整を実施していくことが必要である。 

この場合、優れた生産装置である水田については、その生産力の維持を図る観点から米と

他作物を組み合わせた生産性の高い水田営農を推進していく必要がある。 



４ 主要品目の生産のあり方 

 

（２） 麦・大豆 

 

○麦の需要は微増、大豆の需要は横ばいで推移すると見込まれる。 

 

○この中で麦については小麦粉、めん類、パン等の需要の大部分が外国産によって賄われ

ているが、国産品は日本めん、麦茶等として適性がある。大豆については食用油、醤油等

の加工用の需要の大部分が外国産によって賄われているが、国産品は煮豆、豆腐、納豆用

等として適性がある。 

また、国産品は、輸入品とコスト面で大きな格差があることから、生産者、実需者、更に

麦については国家貿易を行う政府も含め各々が総合的なコスト低減への取組を強化してい

くことが求められている。 

 

○以上の状況を踏まえると、麦・大豆については、国産品の需要の見込まれる部分につい

て最大限の生産の拡大を図っていくため、以下の検討を行う必要がある。 

 

 ア 品質の改善 

   麦、大豆の国産品が、割高であっても品質面でメリットを確保していくためには、 

   ①製粉会社や加工業者のニーズにより適合した高品質な品種の開発・普及を 

       加速するため、産地毎に試験研究機関、産地、普及組織、実需者が連携した種の 

       評価と品質向上のための仕組みの整備 

   ②均質な生産物が大きなロットで安定供給し得る物流体制の整備 

 等が必要である。 

 

 イ コストの低減と単収の向上 

    麦、大豆の生産コストの低減等については、地域における生産態様の差異を踏まえ、 

    ・都府県においては、 

   ①主産地の形成と団地化等による生産単位と出荷ロットの拡大 

   ②早生・多収で機械化適性のある品種の開発・普及と省力機械化体系の 

    確立による単収の向上とコスト低減 

   ③集落等の拡がりで水稲と麦・大豆を組み合わせた地域輪作農法や 

    ブロックローテーション等生産性の高い水田営農の促進・ 

    また、北海道の大規模経営においては、 

   ④ 早生で耐冷性の品種の開発・普及や適切な輪作体系の確立・ 

     土づくり等による単収の向上・安定化及び一層の規模拡大等が必要である。 

 

 

 

 

 

 

 



○国産大豆の用途別需要量（平成８年） 

 

 

 

 

○小麦の品種開発の動向 

 

 

 

 

 

 

 



○大豆の品種開発の動向 

 

 



４ 主要品目の生産のあり方 

 

（３） 畜産物と飼料作物 

 

○畜産物の需要は、今後もその増加が継続すると見込まれており、また、国内の生産は、

これまで需要の伸びに応じて順調に拡大が進み、経営規模も国際的な水準に達しているも

のが出現している。 

 

○しかしながら、一方で、近年、国際化に伴う輸入品との競合や担い手の脆弱化により生

産の停滞を来たしている品目も見られ、また、飼料自給率の低下やふん尿処理に伴う環境

問題も顕在化している。 

 

○以上の状況を踏まえると、畜産については競争力の確保や経営の安定化を図りつつ生産

を拡大をしていくため、以下の検討を行う必要がある。 

 

 

 ア 品質の改善と特色ある畜産物の生産 

   我が国の畜産物は消費者の嗜好に適合した独特の品質のものを 

   生産し需要を確保しているが、今後もこの優位性を維持していくため、 

    ①優良系統の選抜・交配による消費者・実需者のニーズにより 

     適合した品質の畜産物の生産 

    ②和牛、銘柄豚・ＳＰＦ（清浄）豚、地鶏等の特色ある畜産物 

     の生産による輸入品との棲み分け 

 等が必要である。 

 

○飼料自給率の推移 

 

 
  資料：農林水産省畜産局調べ 

 

 

 

 



 

○特色ある畜産に取り組む事例 

 宮崎県Ａ町  

・農協が「キャトルステーション」（共同子牛育成施設）を建設し、肉用牛飼養農家と契約して３～４ヶ月齢の子牛を受入 

・契約農家は、子牛の共同育成により、既存の施設・労働力での規模拡大や子牛の体重 

 の斉一化を実施 

・町内母牛群の資質向上のため、農協肥育センターで得られた枝肉情報をもとに計画的 

 な交配を実施 

 徳島県Ａ地鶏ブランド確立協議会 

・県の指導の下、「Ａ地鶏ブランド確立協議会」を設立し、交配様式、飼養方式等高品質鶏肉生産マニュアルを策定し、 

品質、規格を統一化（参加農家８戸、年間出荷羽数 ３２５千羽） 

・出荷は統一ブランドの下で一元的に行うほか、販促キャンペーンを実施し、販路拡大 

資料：農林水産省調べ  

 

 イ ゆとりある経営への転換と環境対策の強化 

   畜産経営は、規模拡大が進んでいる中で、労働過重や購入飼料への依存、 

    ふん尿処理等による経営コストの問題に対応するため、 

    ①家畜改良による産肉・産乳量の向上やフリーストール方式等の 

     普及による飼養管理の省力化・自動化の推進 

    ②草地基盤の拡大・活用による自給飼料の生産と利用の促進 

    ③酪農ヘルパー、コントラクター等の活用の促進等を図るとともに、 

          家畜ふん尿の処>についても、 

    ④自家の経営内での適切な管理利用体制の整備 

    ⑤自家利用できない場合には堆肥化し耕種農業での利用を促進する 

          仕組みの整備や低コスト処理・利用技術の開発・普及 

  等が必要である。 

 

○畜産農家の農業技術に関する要望 

 

 



５ 新たな生産展開のための条件整備  

 

○今後の農業生産の展開に当たっては、生産者自らの判断を尊重していくことが重要であ

るが、農業者が多数で個々の経営努力のみに委ねられない問題については、このような生

産展開の基礎条件の整備として国が的確に施策を推進していくことが必要と考えられる。 

 

（１）農業生産基盤の整備 

 

○農業生産基盤の整備は、ほ場の区画形状の整形や大型化、かんがい排水条件の改善等を

通じ、我が国農業をより効率的、安定的なものとしていくために不可欠な基礎条件の整備

である。 

 

○農業生産基盤の整備については、 

  ①農村の混住化、担い手の減少等により、土地改良施設の維持管理について 

      負担が増大していること 

  ②農産物価格の低下がみられる中で、事業実施に伴う農家の負担感が増大し、 

      事業実施の同意が得られにくい場合がみられること等の状況変化がみられる一方で、

  ③国民食料の生産基盤の整備を行う観点から公共事業により相当規模の 

      投資が行われており、費用対効果の検証の一層の推進、事業効果の 

      的確な発現等が求められるようになっていること 

等の状況の変化がある。 

 

○今後の農業生産基盤の整備については、以上の状況を踏まえつつ、事業方法の改善や事

業コストの縮減等に積極的に取り組んでいく必要がある。 

このため、以下につき検討を行う必要がある。 

 

○第４次土地改良長期計画（計画期間：平成５～18 年度）における農地の整備目標 

 

項    目 

 

計  画 

平成８年度末

 

実    績

水 田 標準区画（30 ｱｰﾙ程度）以上 ５０→７５％ ５５．２％

大区画ほ場（１ﾍｸﾀｰﾙ程度以上）  ３→３０％ ４．２％

畑 農道完備 ５６→７５％ ６４．７％

畑地かんがい施設整備 １５→３０％ １７．２％

資料：農林水産省「耕地及び作付面積統計」、「土地利用基盤整備基本調査」、「農用地建設業務統計」  

   

 

 

 

 

 



○地域別の農業生産基盤の整備状況（平成８年度末現在）                  

単位：％  

 

 

 

水 田 畑 

標準区画 

（３０ｱｰﾙ程度以上） 

大区画ほ場 

（１ﾍｸﾀｰﾙ程度以上）

農道完備 畑地かんがい施設整備 

北海道    90.8     8.7    90.4    12.9 

東北    53.4     5.0    49.0     4.7 

関東    54.8     2.6    42.9    18.2 

北陸    56.1     3.2    66.6    35.4 

東海    56.7     5.0    58.3    41.2 

近畿    49.5     2.7    32.2    25.8 

中国四国    36.5     2.8    35.3    38.7 

九州    53.3     4.8    47.9    22.8 

沖縄    43.0     0.0    52.1    16.8 

全国     55.2       4.2      64.7    17.2   

 資料：同上  

 

 ア 地域条件に対応した整備 

   農業生産基盤の整備に当たっては、地域の立地条件等に即して実施する 

      ことが重要であり、以下のような方針で事業の重点化を図る必要がある。 

   (ｱ)平地地域においては、効率的な農業生産の基盤整備を一層進める観点から、 

      ①大区画ほ場整備や水田の汎用化等への事業の重点化 

      ②事業実施を契機とした農地の利用集積を一層進めるための仕組みの充実 

    等が必要である。 

 

   (ｲ)中山間地域は、国土・環境の保全等の多面的機能の面で特に重要な役割を 

         果たしているが、平地地域と比べ事業コストが割高となる面があるので、 

         地域条件を生かした多様な営農展開に必要な整備や農地・水の保全のために 

         必要な整備を可能な限り低コストで実施し得るよう、 

      ①地域の実情に即した工法等により弾力的な整備を行いうる事業の充実 

      ②多面的機能の維持にも配慮した事業の充実 

    等が必要である。 

 

 イ 事業の効率的な実施 

   国全体の公共事業のコスト縮減が求められている中で、農業生産基盤の 

      整備についても、そのための取組を強化していく必要がある。 

   このため、 

        ①コスト縮減計画の着実な推進と的確な評価の実施 

        ②施工業者のコスト削減への取組を促進するよう、入札・契約制度の改善 

        ③経済情勢に対応しなくなった事業に対する再評価の着実な実施 

    等が必要である。 

 



○担い手育成型ほ場整備事業の概要 

 

１ 面積要件：20ha 以上 

 

２ 事業要件： ①  大区画化等高生産性ほ場の整備が図られること 

      ② おおむね５年間で事業が完了すること 

      ③ 担い手の経営面積が 20％以上増加すること 

    担い手 

     ①認定農業者 

     ②16～60 歳の常時従事者が存在し、かつ事業完了時に作業受託を含めた経営等 

      農用地面積が３ha を超える農業者（農業生産法人を含む。）等 

４ 促進措置：無利子資金の融資、土地利用調整活動への助成、促進費の交付等 

 

 

○中山間地域総合整備事業の概要 

 

１ 対象地域： 過疎地域活性化特別措置法、山村振興法、離島振興法、半島振興法及び 

        特定農山村法による指定を受けた市町村またはこれに準ずる市町村 

２ 事業の種類：生産基盤整備、生活環境基盤整備、広場等交流基盤整備、動植物保護 

        施設等生態系保全施設整備、交換分合等からメニュー方式により事業を 

        選択、組み合わせて実施 

３ 面積要件： 都道府県営事業は 60ha 以上、市町村営事業は 20ha 以上 

４ 補助率：  55％（更に都道府県、市町村が原則としてガイドラインに即して追加的に補助） 

 

 

○公共工事におけるコスト削減方策例  

   

 

１ 公共工事における多様な入札・契約方式の導入 

  ・バリューエンジニアリング（技術提案型競争入札方式、技術提案総合評価方式） 

  ・設計・施工一括発注方式 

２ 公共工事における入札・契約手続の透明性の一層の向上 

  ・経営事項審査の結果、資格審査 ・格付けの結果、予定価格の公表 

３ 地方公共団体における改善の徹底 

  ・取組姿勢の向上 

  ・発注体制の強化・支援 

 

 資料：中央建設業審議会建議からの抜粋（平成 10 年２月） 

 

 



 ウ 施設の維持・管理等の充実 

   農業生産基盤の整備水準が向上する一方で、整備された土地改良施設の 

      保全体制のあり方が重要な問題となっている。また、土地改良施設は、 

      水資源の維持・利用等の面で、農業面にとどまらない公共的な性格を 

      強く有するものであることにかんがみ、 

       ①受益が農業面に限られず、より公共的な性格を有するダムや 

             頭首工等の施設の維持管理について、公的管理の充実 

       ②水利施設等土地改良施設の維持・管理体制の充実が図られるよう、 

             土地改良区の整理統合や施設の管理体制の改善 

   等が必要である。 

 

○土地改良区の概要 

 

１ 役割：農業用用排水路の整備や区画整理等の事業の推進及び土地改良施設の維持管理 

     （土地改良法に基づき設立） 

２ 組織数：7,573 団体、組合員数 451 万人（１土地改良区平均 596 人） 

３ 管理総面積： 314 万 ha（１土地改良区平均 415 ha） 

 

      注：平成９年３月末日現在 

   

 

   

○土地改良区の管理する施設（平成９年度）  

   

ダム 取水堰 揚水機場 排水樋門 用排水路 ため池 

カ所

456 

カ所

8,790 

カ所

25,674 

カ所

20,523

km

220,848 

カ所

14,511 

 資料：全国土地改良事業団体連合会調べ 



５ 新たな生産展開のための条件整備 

 

（２）農業技術の開発・普及 

 

○農業技術は、農業の生産力の増大や農産物の品質の向上等を図っていく上での重要な要

素であるが、今後の農業技術の開発・普及については、農業生産の新たな展開方向や担い

手構造の変化に即して、的確な対応が求められる。 

このため、以下の検討が必要である。 

 

 ア 研究開発分野の重点化と産学官の役割分担の明確化 

   生産現場に直結する革新的な技術や安全性・鮮度保持等、消費者の視点からの 

      技術の開発や普及への要請が高まっている。 

   このため、 

   ①主要な課題毎に達成すべき目標を明確にした研究開発計画の策定と、 

        国、都道府県、大学、民間等の明確な役割分担と相互連携による研究開発の推進 

   ②国の研究開発について、食料の国内生産力の向上、環境と調和した 

        農業の推進等のための基礎的・先導的分野に重点的に取り組むための 

        体制の見直しと強化 

   ③国の地域対応研究について、都道府県の研究開発への支援体制の見直しと 強化 

 等が必要である。 

 

  イ 担い手のニーズの多様化・高度化に対応した普及事業の見直し技術の 

      普及については、農業者の技術、経営レベルの格差の拡大の中で、 

    単に技術的なものにとどまらず、経営面も含めた高度なノウハウ、情報等、 

   ニーズが多様化・高度化している等の状況の変化が見られる。 

   このため、国と都道府県による協同農業普及事業については、 

   より効果的・効率的な普及活動へ転換していく観点から、 

   ①農業構造の変化や農業者のニーズの変化を踏まえた課題の重点化 

   ②生産現場の問題を解決していくため、試験研究機関や関係機関が 

    一体となった連携体制の整備 

   ③地域の実情に応じた事業展開を可能とし得るよう、 

    地域農業改良普及センターや改良普及員の配置の弾力化 

   ④従来の「指導型」の普及活動から、生産者の創意工夫を発揮した 

     取組を助長するための「支援型」の普及活動への転換 

   ⑤農協の営農指導事業や民間コンサルタントへの支援 

 等が必要である。 

 

 

 



○農業関係研究開発・普及体制の現況  

 
○基礎的・先導的研究の具体例 

主な研究分野 具体的な研究例 

国内の食料生産力の向上及び農業 

構造の変革に対応した技術開発 

 

 

 

安全で豊かな食生活の実現と食品 

産業の基盤強化のための技術開発 

 

 

環境保全型農業確立や地球環境問 

題解決のための技術開発 

 

 

 

将来の農業及び関連産業の技術革 

新のためのシーズ研究 

・主要農作物の品種開発 

・日本型直播栽培技術 

・大型機械化一貫作業体系 

・革新的技術を組み合わせた合理的営農モデルの開発 

 

・健康増進・疾病予防等機能性食品の開発 

・HACCP に対応した高度食品管理技術 

・良質な原料農産物の品種開発 

 

・病害虫抵抗性・少肥栽培適応性品種の開発 

・生物学的防除法 

・環境負荷制御技術 

・微生物による環境修復技術 

 

・ゲノム研究 

・バイオテクノロジーによる新規作物・家畜の開発 

・生物系新素材の開発 

 ウ 新規就農者等の能力開発・資質向上等 

   普及事業の展開に関連し、今後、多様な新規就農者等についての 

   教育・研修体制を充実する観点から、 

   ①農業大学校や就農準備校等による担い手の態様や発展段階に応じた教育・ 

    研修プログラムや普及活動を通じた支援措置の充実 

   ②指導農業士や農業法人による実践的な研修・訓練（ＯＪＴ）の拡充等を図るほか、 

   ③市場動向等も含め経営に必要な情報が普及機関等を通じ的確に提供される 

    仕組みの充実 

  等が必要である。 



○農業における教育研修体制 

 
（３）農業生産資材対策 

○肥料、農薬、動物用医薬品、飼料、農業機械、施設等の農業生産資材は、農業者の経営

努力のみではコストの低減が困難な面がある。このため、これまでも関連業界の協力を要

請しつつ、必要な取組を行ってきているが、今後、更に、 

 ①安全性や環境への配慮を踏まえつつ、農業生産資材に関する情報 

  の提供や規格・性能、登録手続等に関する規制の緩和 

 ②小口・多段階となっている流通を経営体等の大口需要者のニーズ 

  に資するよう取引条件の改善や物流の合理化 

等が必要である。 

○農業生産資材に係る規制緩和措置の検討事項 

 検 討 内 容 

農 薬 ・特許権の存続期間が終了した農薬に係る登録申請のあり方についての検討 

・農薬登録事務の電子化 

肥 料 ・普通肥料と特殊肥料との混合肥料についての公定規格の見直し 

機 械 ・農機具型式検査の検査方法及び基準の見直し及び手続の簡素化 

・農機具の安全鑑定基準について、国際規格等との整合性を確保する観点からの見直し 

資料：規制緩和推進３カ年計画（平成 10 年３月 31 日閣議決定）より抜粋 

 

 

 

 

 

 



○農業生産資材費低減のための行動計画の概要 

 計 画 の 概 要 

資材共通 ・資材情報提供の充実・強化 

肥料 ・一貫パレチゼーションシステム等物流の合理化 

・安価な肥料の普及促進 

・汎用性肥料の活用による銘柄集約化の推進  

農薬 

   

・特許切れ農薬の登録制度の見直し 

・農薬重量の軽量化等コスト低減に寄与する新技術の開発 

・経済的に防除が必要なレベルの設定と高精度の発生予察情報に基づいた効率的防除の推進 

農業機械 

 

・基本性能を重視したシンプル農機等安価な機械の供給 

・部品の規格化、共通化、補修用部品の長期的供給の推進 

・中古農機の利活用の推進 

  注：本計画は農林水産省農産園芸局が開催した「農業生産資材問題検討会」の報告 

   （平成７年）を踏まえ、都道府県、資材の製造・流通団体により策定されたものである。 


