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１ 「農業競争力強化プログラム」について 

我が国の食市場は、今後、高齢化の進行や人口減少の本格化により縮小に向かう可能性

がある一方、世界の食市場は、人口の増大や各国の経済成長等に伴い、今後とも拡大が続

くと見込まれます。このような中、我が国の農業の持続的発展と農村の振興を実現してい

くには、平成27(2015)年３月に閣議決定された食料・農業・農村基本計画に示されたとお

り、農業の競争力強化を図り、国内外の需要の取り込みを進めることが必要です。 

政府は、農業を成長産業とし、農業者の所得向上を図るため、農地の集積・集約化によ

る生産性向上や、輸出・６次産業化等を通じた販路拡大・高付加価値化等、農業者の経営

発展のための取組の支援を行ってきました。これと併せて、農業者が自由に経営展開でき

る環境を整備するとともに、農業者の努力では解決できない構造的な問題を解決していく

ことが必要です。 

このため、政府は、平成 28(2016)年 11 月に「農業競争力強化プログラム」を取りまと

めました。このプログラムには、(1)生産資材価格の引下げ、(2)流通・加工の構造改革、

(3)人材力の強化、(4)戦略的輸出体制の整備、(5)原料原産地表示の導入、(6)チェックオ

フ（生産者から拠出金を徴収、販売促進等に活用）導入の検討、(7)収入保険制度の導入、

(8)土地改良制度の見直し、(9)農村の就業構造の改善、(10)飼料用米の推進、(11)肉用牛・

酪農の生産基盤強化、(12)配合飼料価格安定制度の安定運営、(13)生乳の改革が盛り込ま

れています。 

今後、政府は、農業競争力強化プログラムの施策の実現に全力を挙げることとしていま

す。なかでも生産資材と農産物の流通・加工は、コスト削減を通じて農業者の所得向上に

大きな影響を及ぼすとともに、農業者の努力では解決できない構造的な問題の代表例とな

るものです。 

 

２ 「農業競争力強化プログラム」の実施のための法整備について 

農業競争力強化プログラムに盛り込まれた改革を実行に移していくため、改革の具体化 

に必要な法整備として以下の8法案を国会に提出しました。 

(1)農業競争力強化支援法案 

良質かつ低廉な農業資材の供給又は農産物流通等の合理化に関し、国の責務及び国

が講ずべき施策等。農業生産に関連する事業の再編等を促進するための措置等 

(2)農業機械化促進法を廃止する等の法律案 

農機具の型式検査制度など時代のニーズに合わなくなっている制度の廃止等 

(3)主要農作物種子法を廃止する法律案 

一律に都道府県に対して原種、原原種の生産や品種の試験を義務づける制度等の廃止 

(4)土地改良法等の一部を改正する法律案 

農地中間管理機構が借り入れた農地について、農業者の費用負担を求めない土地改

良事業の創設等 

(5)農村地域工業等導入促進法の一部を改正する法律案 

＜トピックス＞ 日本の農業をもっと強く ～農業競争力強化プログラム～ 
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農村地域への導入を促進する産業の業種の拡大等 

(6)農林物資の規格化等に関する法律及び独立行政法人農林水産消費安全技術センター

法の一部を改正する法律案 

農林水産業の国際競争力の強化を図るためのＪＡＳ規格の制定範囲の拡大等 

(7)畜産経営の安定に関する法律及び独立行政法人農畜産業振興機構法の一部を改正す 

る法律案 

加工原料乳生産者補給金等の交付対象となる事業者の範囲を拡大し、需給に応じた

乳製品の安定供給の確保等 

(8)農業災害補償法の一部を改正する法律案 

品目の枠にとらわれずに、農業経営者ごとの収入全体を見て総合的に対応し得る収

入保険制度の創設等 

 

３ 近畿農政局管内での取組 

 農林水産省では、農業競争力強化プログラムについて、その内容を説明する資料に加え、

初めての試みとして、本省の担当局長がその内容を説明する動画を農林水産省ホームペ－

ジに掲載するなど、周知に取り組んできました。 

近畿農政局は、本局の各部や各県域拠点を通じ、府県、市町村、関係団体等に対して、

広く周知に努めました。                 

(1)加工食品の原料原産地表示制度に関する検討会中間とりまとめにかかる説明会を平

成29(2017)年１月11日（午前・午後の２回開催）、大阪市
おおさかし

において開催しました。

新たな原料原産地表示制度の基本的な考え方等中間とりまとめの内容について説明

を行い、管内から、食品製造業者、流通業者、消費者団体等の約380人が参加しま

した。 

(2)土地改良法等の改正に関する説明会を平成29(2017)年３月21日、京都市
きょうとし

において開

催しました。土地改良法等の一部改正について、条文を含めた説明を行い、管内か

ら、各府県、市町村、土地改良区、農地中間管理機構、農業者等の約70人が参加し

ました。 

特に農政局の各県域拠点は、青色申告を行って 

いる農業者を対象とした収入保険制度について、

平成29(2017)年１月以降、府県や農業共済組合等

と協力し、府県・市町村・関係団体の担当者に対

して、制度の概要説明とともに、加入要件である

青色申告の推進を地域の農業者に広く周知するた

め、チラシ配布、農業者への説明会、広報誌への

掲載等の協力依頼を行いました。 

 

 

 

 

収入保険等の説明会（京都府拠点） 
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出典：農林水産省HP「農業競争力強化プログラム（概要）」 

http://www.maff.go.jp/j/kanbo/nougyo_kyousou_ryoku/attach/pdf/nougyo_kyoso_ryoku-7.pdf 
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１ 農林水産業の輸出力強化戦略等の策定・周知 

我が国からの農林水産物・食品の輸出額は、平成27(2015)年に7,451億円となり、輸出

戦略上の中間目標（平成28(2016)年に7,000億円）を１年前倒しで達成しました。 

この輸出促進の勢いを更に加速すべく、平成28(2016)年１月に設置された農林水産業の

輸出力強化ワーキンググループにおける外部有識者からのヒアリングや関係する全ての省

庁の議論を踏まえ、５月19日、関係閣僚をメンバーとする農林水産業・地域の活力創造本

部において、農林水産業の輸出力強化戦略「以下「戦略」という。」が策定・公表されまし

た。 

近畿農政局管内では、平成 28(2016)年、本戦略の周知と輸出機運の醸成を目的として、

６月７日に近畿地域ブロック説明会を開催するとともに、日本貿易振興機構（JETRO）大阪

本部等と連携し、府県ごとの説明会を開催しました（７月28日和歌山県、８月２日大阪府、

８月３日滋賀県、８月５日京都府、９月６日兵庫県、９月15日奈良県）。 

また、同年 11 月 29 日には、「農業競争力強化プログラム」が策定・公表され、これに

併せて、本戦略の実践に必要なハード面とソフト面のインフラ整備等を整合的かつ計画的

に進めるための考え方と重点方針、当面の具体的整備案件をまとめた「農林水産物輸出イ

ンフラ整備プログラム」が公表されました。 

本プログラムでは、本戦略を具体的に進めるための取組として、オールジャパンの輸出

に向けたブランディング・プロモーション・サポート体制の整備やJAS法の改正などを掲

げるとともに、当面の整備案件として、41事例（近畿農政局管内は京都第二市場と(株)な

にわ花いちばの２事例）が紹介されております。 

本戦略に基づく近畿農政局管内の取組として、平成 27(2015)～平成 28(2016)年度に兵

庫県姫路市
ひ め じ し

食肉地方卸売市場において、和牛の輸出拠点化に向けた整備が、平成28(2016)

年度に京都府南山城村
みなみやましろむら

において、茶の輸出に向けた輸出用てん茶の加工施設の整備が実

施されました。 

また、平成 28(2016)年 12 月には、関西国際空港内に、訪日外国人旅行者を対象とする

マーケティングや商品の受取り等を目的とした地域の特産物を販売する店舗が設置される

など、近畿地域の特徴を活かした取組が進められています。 

今後は、本戦略などに即し、情報提供、相談対応、輸出環境整備など、日本の農林水産

物・食品の輸出促進に向けた取組をオールジャパンとして進めていくこととしています。 

 

＜トピックス＞ 農林水産業の輸出拡大に向けた取組 
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２ 輸出プラットホームの新たな展開 

近畿農政局管内では、オール関西での輸出促進の支援に向け、平成24(2012)年５月、公

的機関による組織として、農政局や経済産業局、JETRO 大阪本部等を構成員とする ALL 関

西「食」輸出戦略会議が、経済界関係者による組織として、関西エアポート(株)や大阪商

工会議所等を構成員としたALL関西「食」輸出推進委員会「以下「委員会」という。」が設

置されました。 

また、民間では、平成25(2013)年８月、近畿地域からの新たな輸出のプラットホームと

なる関西・食・輸出推進事業協同組合「以下「輸出組合」という。」が設立（平成29(2017)

年２月末現在 71 社）され、平成 26(2014)年４月には、輸出組合の活動をサポートし、安

定した商流と物流の確立を目的として、関西エアポート(株)や保険会社などの民間会社を

構成員とする関西フードエクスポート＆ブランディング協議会「以下「関西FEB」という。」

が設立されました。 

この輸出組合と関西 FEB の取組に対しては、農政局を始め委

員会や他の機関も支援しており、オール関西としての輸出に向

け、官民一体となった取組が行われています。 

平成28(2016)年９月には、食品の冷凍混載物流の構築による

輸送コストの削減を目的として、輸出組合と阪神国際港湾(株)

とが連携し、大阪港を仕出港とした海上冷凍混載輸送サービス

を提供する物流業者を公募した上で、応募した事業者（(株)上

組、日本通運(株)、内外トランスライン(株)、(株)日新）とと

もに、平成29(2017)年３月から、台湾、シンガポール、ベトナ

ム、タイ向けに、当該サービスを開始しています。 

 

３ 関係機関の連携と輸出事業者に対するサポート 

近畿農政局では、従来から、輸出事業者や府県及び関係機関の担当者への情報提供や意

見交換の場を設けており、平成28(2016)年度は、輸出セミナー＆情報交換会を２回（９月、

２月）開催しました。 

また、平成29(2017)年３月には、経済産業局と共同で、近畿農政局管内で輸出に対する

支援を行っている16の自治体・機関が輸出に関心のある事業者に対する施策説明と個別相

談を行う「平成29(2017)年関西食の輸出促進施策合同説明会」を開催し、輸出関連の情報

提供や各種施策の周知を行いました。 

このほか、輸出に携わる事業者の具体的な商流の確立に向けた取組として、関西 FEB、

関西エアポート(株)、JETRO大阪本部等と連携して、「ALL関西「食」輸出セミナー」（６月）

や「2017関西の食を世界に広げるマルシェ」（２月）を開催しました。 

輸出組合などと連携し、セミナーや商談会、交流会などのイベントを引き続き開催する

ことにより、新たな商流が広がり、行政と経済界が連携したALL関西による輸出の促進に

つながると考えています。 
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１ 平成28(2016)年産米の需給調整の状況 

近畿農政局では、「農林水産業・地域の活力創造プラン」（平成 25(2013)年 12 月）で

決定された「平成30(2018)年産以降、行政による生産数量目標に頼らない需要に応じた米

生産の実現」への円滑な移行に向け、各府県や農業団体、農業法人協会、大規模生産者等

と継続的に意見交換を実施しました。このような取組の結果、平成28(2016)年産において

滋賀県、京都府、兵庫県及び和歌山県の４府県で生産数量目標を達成し、さらに、滋賀県、

京都府及び和歌山県では、府県段階で自県産の需要の状況等を踏まえ、自主的な生産の判

断を促すため生産数量目標を超える数値である自主的取組参考値に達するまで取組が進み

ました。 

水稲の用途別では、平成28(2016)年産の新規需要米が3,456ha、加工用米が2,611haと

なっており、これらを合わせた取組面積（6,067ha）は、平成 25(2013)年産 3,174ha の約

２倍に増加しました。管内において需要に応じた米生産が着実に進んできていることを示

す結果となっています。           
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２ 平成30(2018)年産以降の米政策見直しに向けた管内府県の検討状況 

近畿農政局では、各府県やＪＡ等に対し、平成30(2018)年産以降の需要に応じた米生産

を進めていくための方策や地域の水田農業のあり方について検討を促すための働きかけを

行いました。 

滋賀県では、地域の特性に応じた農業の振興及び主食用米と戦略作物を組み合わせた経

営の安定を促進するため、県独自の生産目標を地域に提示します。 

京都府では、地域における作付意向等を踏まえた生産予定数量（主食用米）と、府全体

としての需要を把握し、それに基づき地域に割り当てる作付目標（酒造用米、加工用米、

黒大豆、小豆、麦等）から、京都府全体の品目別生産数量を把握のうえ、需要に応じ

た米生産を推進していくこととしています。 

＜トピックス＞ 水田農業の新たな展開に向けた取組 

図－１ 

米政策見直しに係る兵庫県農業法人協会等との意見交換会 資料：農林水産省「新規需要米及び加工用米の取組

計画の認定状況」 
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兵庫県では、地域の水田農業における課題と解決の方向を議論・検討する場として、「地

域の水田農業を考える会」（地域段階）を設置し、県協議会戦略会議（県段階）と協議・

調整を図りながら、需要に応じた米生産を推進していくこととしています。このように、

近畿農政局管内の各府県においては、平成30(2018)年産以降に向けた検討が進められてい

ます。 

 

３ 飼料用米の取組状況 

近畿における平成28(2016)年産飼料用米の作付面積は1,320haで、全国（91,169ha）に

占める割合は1.4％となっており、主食用米の作付面積に占める割合（7.3％）と比較して

低くなっています。その要因として、近畿農政局管内には畜産農家が少なく配合飼料工場

が偏在していることに加え、ブロック・ローテーション※による大豆・麦の振興（滋賀県）

や、需要がある他の非主食用米（加工用米の「京の輝き」（京都府）、酒造好適米「山田

錦」、ＷＣＳ用稲（稲発酵粗飼料用稲）（兵庫県）の生産が優先されていることがあげら

れます。 

飼料用米の生産拡大のためには、①飼料用米の地域需要を満たしていない地域における

生産拡大、②全農スキームを活用した飼料用米の取組拡大、③多収品種の導入による単収

向上や低コスト生産技術の定着等による本作化の推進を図っていく必要があります。 

このため、近畿農政局では、各府県（行政・普及・試験研究機関）や府県農業団体、飼

料会社、（国研）農業・食品産業技術総合研究機構西日本農業研究センター等で構成され

る「飼料用稲等の推進に係る近畿ブロック会議」を年２回（6月、2月）開催し、近畿農政

局管内における飼料用稲等の生産・利用の現状と課題について意見交換を行うとともに、

近畿農政局の県域拠点と連携して生産現場へ推進を図りました。また、低コスト化に向け

ては、多収品種の導入が遅れている府県への働きかけや、「飼料用米生産コスト低減マニ

ュアル」の活用による飼料用米生産技術を推進したほか、管内の農業者等から応募があっ

た「飼料用米多収日本一コンテスト」の優良経営者に近畿農政局長賞を発出するなど、取

組の横展開を図るため、推進に向けた情報発信を行いました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※ブロック・ローテーション：田畑輪換の一形態であり、地域内の水田を数ブロックに区分し、そのブロック

ごとに集団的に転作し、これを、1 年ごとに他ブロックに移動し、数年間で地域内のすべてのブロックを

循環する形態。 

飼料用稲等の推進に係る近畿ブロック会議 

 

飼料用米多収日本一コンテスト近畿農政局長賞表
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１ 地方参事官の配置 

平成 27(2015)年 10 月１日、「農林水産業・地域の活力創造プラン」に基づく農政改革

を現場レベルで着実に推進するため、それまでの地域センターの組織を見直して、地方農

政局長の直属で「現場と農政を結ぶ業務」を担う地方参事官とそのスタッフを府県庁所在

地に配置し、地域農政のコンサルタントとして活動する県域拠点を設けました。 

 

２ 県域拠点の具体的業務 

「現場と農政を結ぶ業務」では、地方参事官とそのスタッフ（地方参事官室）が府県内

の各地域にくまなく出向き、「農政を現場に伝える」、「現場の声を汲み上げる」及び「現

場と共に解決する」という役割を発揮しています。 

地方参事官室が担うべき新たな業務としては、農政全般について、各地域の課題やニー

ズを踏まえ、関連する事業・制度を取捨選択して情報提供するなど、オーダーメイドでの

対応を行っています。 

近畿農政局管内６県域拠点では、農林水産省予算や農業競争力強化プログラムの説明・

周知、農地中間管理機構の活用や農地の集積・集約化の促進、各市町村における農業委員

会改革の状況把握及び生産者や事業者の意見･要望の聞き取り等に幅広く取り組んでおり、

平成28(2016)年度においては、府県302回、市町村1,074回、ＪＡ等農業団体374回、生

産者290回、事業者114回の訪問対応を行いました。 

このほか、経営所得安定対策、食品表示監視、６次産業化、輸出促進、統計調査等の国

が現場で自ら実施すべき個別業務についても、各県域拠点の担当チームが行っています。 

 

「現場と農政を結ぶ業務」のイメージ 

 

＜トピックス＞ 農政局の県域拠点の活動展開 
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３ 特徴的な県域拠点の主な活動 

＜兵庫県拠点＞ 

各市町の農政改革を推進するため、市

町長との面談に積極的に取り組んでお

り、農政の動向やポイントや市町の農業

情勢を客観的にまとめた資料を説明す

るるとともに、人・農地プランの策定、

担い手育成、農地集積の促進、農地中間

管理機構の活用等について意見を交換

しています。 

また、経営発展や６次産業化等を目指

す意欲ある生産者や事業者を対象に、投

資（ファンド）を中心とした資金調達に 

関するセミナーを近畿財務局神戸財務事務所と協力して開催しました。 

 

 

＜和歌山県拠点＞ 

田辺市
た な べ し

温川
ぬるみがわ

地区において、農業に新

規参入した地元ＩＴ関連企業と、集落営

農を進める区長やＩターン者、女性加工

グループとの意見交換の場を設定し、県

と市も巻き込みながら、高齢化が進む地

区の問題解決に向けた話し合いに参画し

ています。優良事例の紹介、集落内の全

農家アンケートを実施し、これまで中山

間地域等直接支払交付金の集落協定が策

定され、今後は農地所有適格法人の設立       

が予定されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資金調達セミナー 

地区での意見交換 


