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新たな基本計画における食料自給率目標について



食料自給率目標の設定に当たっての基本的な考え方

○ 現行基本計画の検証結果を踏まえると、新たな食料自給率目標を設定するに当たっては、第４回（平成26年４月
22日）及び第９回（平成26年10月７日）企画部会の議論において整理されたとおり、品目別に現実に見合った需要
量を想定すること、生産量については、現実的な生産条件に見合ったものとすること等が適当。

○ また、食料自給率目標が、国内の農業生産及び食料消費に関する指針としての役割を有することを踏まえると、
計画期間内における実現可能性を考慮する必要。

○ 食料自給率目標の設定に当たっては、以下の点に留意する必要。
① 品目別に現実に見合った需要量を想定すること（課題１）
② 生産量については、需要面に加え、現実的な生産条件に見合ったものとすること（課題２）
③ 用途別の需要の動向や生産性向上等の観点も踏まえ、農業者その他の関係者が取り組むべき課題を明確にすること（課題３）
④ 生産と消費の両面において、食料自給率の向上に向けた努力が適切に盛り込まれること（課題４）

⑤ 以上を踏まえ、品目別に生産数量目標を設定した上で、全体のカロリーベース及び生産額ベースの食料自給率目標を設定すること
（課題５）

○ 食料消費の動向については、人口の高齢化の影響等を織り込むこと。（課題６）

食料自給率目標を設定する上での課題（第４回企画部会資料）（平成26年４月22日）

検討事項１：品目別及び品目横断の課題と対応方向の検討

（課題１）から（課題５）については、品目別に生産と消費の動向を分析の上、品目別に課題と対応方向を整理するとともに、生産と消費の取
組を品目横断的に検討していく必要。

⇒ 品目別に生産と消費の分析を行い、これを踏まえ、品目毎に課題と対応方向を検討。
生産と消費に関する課題と対応方向を品目横断的に検討。

検討事項２：今後の１人・１日当たり総供給熱量の検討
（課題６）については、食料自給率目標の設定において、人口の高齢化の影響等を織り込んでいく必要。
⇒ 人口の高齢化等が今後の１人・１日当たり総供給熱量にどのように影響するかを検討。

食料自給率目標を設定する上での検討事項（第９回企画部会資料）（平成26年10月７日）

１



計算方法（平成25年度の例） 特徴

カロリーベース
総合食料自給率

・ 人間が生活する上で欠くことのできない基礎的な栄養価であるエ
ネルギー（カロリー）がどの程度国産で賄えているかが分かる。
・ 価格やコストによる影響を捨象した中で、客観的に生産量や消費
量の動向を把握することができる。
・ 飼料自給率を考慮する畜産物や、カロリーが低い野菜、果実の生
産活動が反映されにくい。

生産額ベース
総合食料自給率

・ 畜産物、野菜、果実等の生産活動によって生み出される付加価値
が反映される。
・ 生産コスト低減の取組により国産品が選択され生産量が増えても、
国産単価が下がり、結果的に自給率に影響しないこともある。
・ 単価が為替変動や関税の引き下げ等に左右されやすい。

飼料自給率
・ 畜産物の生産に必須となる飼料がどの程度国産で賄えているか
が分かる。
・ カロリーベース総合食料自給率の計算に用いる。

品目別自給率

新たな基本計画において示す食料自給率目標の種類

1人・1日当たり国産供給熱量（939kcal）
1人・1日当たり総供給熱量(2,424kcal）

国内生産額（9.9兆円）
国内消費仕向額（15.1兆円）

○ 食料全体について単位を揃えて計算する総合食料自給率については、熱量で単位を揃えるカロリーベースと金額で単位を揃える生産額ベー
スが存在し、新たな基本計画においては、この２種類について目標を設定。

○ また、供給熱量の約２割、国内消費仕向額の約３割を占める畜産物は、飼料の自給度合いに大きく影響を受けることから、飼料自給率につい
ても目標を設定。

○ なお、品目別自給率は、個別品目の自給度合いを示すものであり、総合食料自給率を計算する際のバックデータであることから、参考資料に
掲載。

×100＝39％

（参考）

２

（例）小麦の品目別自給率（平成25年度）
主な品目の自給率（平成25年度）

・米 96％

・小麦 12％ ・果実 39％

・大豆 7％ ・牛乳・乳製品 64％

・野菜 79％

・砂糖類 29％

・鶏卵 95％

・肉類 55％

※飼料自給率を考慮した場合の自給率
牛乳・乳製品27％ 肉類8% 鶏卵12％

×100＝65％

純国内産飼料生産量（616万TDNトン）
飼料需要量（2,380万TDNトン）

×100＝26％

小麦の国内生産量（81万トン）
小麦の国内消費仕向量（699万トン）

×100＝12％



食料消費に関する課題と対応方向について

現状 課題 対応方向

○ 食の外部化・簡便化の進展
食料消費支出に占める外部化率
は45.2％（平成24年）。

○ ライフスタイルの多様化による食
生活の変化
20代男性の朝食欠食率は29.5％
と高い水準（平成24年）。
米の消費量は漸減し、日本型食

生活を実践する人の割合は15％
（25年度）と増加していない。

○ 廃棄・食べ残しが依然として一定
量発生
食品ロスは年間約500～800万トン
（平成23年度推計） 。

○ 人口減少・高齢化
我が国の人口は平成22年をピー
クに減少し、老齢人口（65歳以上）
割合は大きく増加する見込み。

○ 食料消費については、食の外部化・簡便化、ライフスタイルの多様化が進展している状況を踏まえた対応が必要。
○ このため、消費者の信頼の確保、食育の推進、国内外での需要拡大を図る必要。

３

国内外での需要拡大
官民一体となった国産農産物の消費拡大の
国民運動、国産農産物を求める食品産業と生
産現場との連携等を推進。また、日本食・日本
食文化の情報発信と併せ、農林水産物・食品
の輸出を促進。

国産農産物の消費拡大に向けては、食の
外部化・簡便化が進む国内市場において食
品産業の積極的な取組を促すこと等により
シェアの回復を図るとともに、拡大が見込まれ
る海外市場の需要の取り込みが必要。

食品に対する消費者の信頼の確保
加工食品の原料原産地表示について、実行
可能性を確保しつつ拡大に向けて検討。

また、食品の品質管理、消費者対応等の取
組について、各段階の関係者が連携し、情報
共有を通じた取組の向上と標準化等を図る。

消費者の選択に資する表示情報の充実や
適切な表示の推進に向けては、現行で加工
度の低い一部の品目のみを対象とする原料
原産地表示について検討することが必要。

また、消費者の信頼向上に向けて食品産業
事業者等の主体的な取組が必要。

食育の推進
「日本型食生活」の実践を推進するため、消
費者各層の特性に適した手法や食品産業に
おける情報提供などの取組を促進。また、幅
広い世代に対する農業の体験機会の提供に
より、農業への国民の理解を増進。

食品産業等と連携した食品ロスの削減を促
進。

個人は様々なライフスタイルを営んでいるこ
とから、これを踏まえたきめ細かい対応が必
要。また、食品産業の現状を踏まえた対応が
必要。

また、農林水産業への理解増進に向け、あ
らゆる機会を活用した効果的な働きかけが必
要。

さらに、食品ロスの削減に向けては、食品産
業の取組を踏まえた対応が必要。



農業生産に関する課題と対応方向について

現状

○ 農地面積の減少

この50年間で152万ha減少。

（S38）606万ha→（H25）454万ha

○ 農地の荒廃

市町村・農業委員会が調査した客観ベースの

耕作放棄地（荒廃農地）は27万haあり、そのう

ち再生利用可能なものが14万ha(平成25年）。

○ 基幹的農業水利施設の老朽化

約２割が標準耐用年数を超過（平成21年）。

○ 農業就業人口の減少

昭和35年の1,454万人から平成25年の

239万人に減少。

○ 農業者の高齢化

基幹的農業従事者の平均年齢は66.5歳。

（平成25年）

○ 単収等の伸び悩み

米の単収は、近年、530kgで伸び悩み。

○ 需要構造の変化

消費に占める業務用米の割合は、主食用

の約１／３（平成25年度）。

○ 我が国の農業生産については、農地面積の減少や農業者の高齢化等が進展しており、国内の農業生産力の低

下が懸念される状況。

○ このため、国内農業の活性化を図るため、作物ごとの特性に応じた対策と併せて、作物横断的に、担い手への農

地集積・集約化、担い手の確保・育成、農業の生産・流通現場の技術革新等の実現を図る必要。

４

課題 対応方向

優良農地の確保と
担い手への農地集積・集約化

優良農地を確保するとともに、農業水利施設の
適切な保全管理等による農業用水の持続的な活
用を推進。

農地中間管理機構の本格稼動、人・農地プラン
の活用、基盤整備との連携等による担い手への
農地集積・集約化と耕作放棄地・荒廃農地対策を
推進。

担い手の育成・確保
農業経営の法人化や経営の多角化・複合化等
を推進。

新規就農者の雇用就農や農業系教育機関から
の就農等を推進。

農業の生産・流通現場の
技術革新等の実現等

次世代施設園芸の推進や省力栽培技術・品種
の導入等による米生産コストの低減等を推進。

消費者ニーズに対応した食品産業等との連携に
よる生産・供給体制の強化等を推進。

国内農業の活性化に向け、
農地等の農業資源面では、
優良農地の確保、耕作放棄
地の発生防止・解消等が必
要。

国内農業の活性化に向け、
人材面では、担い手の確保、
農業者の高齢化への対応等
が必要。

国内農業の活性化に向けて
は、農業技術面では、新技
術の開発・普及、需要構造

等の変化に対応した生産・供
給体制の構築等が必要。



品目

平成
２５
年度
消費
(kg/年)

平成
３７
年度
消費
(kg/年)

平成
２５
年度
生産
(万ﾄﾝ)

平成
３７
年度
生産
(万ﾄﾝ)

克服すべき課題

米
米粉用米、
飼料用米
を除く

57 859
〇 食の簡便化志向、健康志向等の消費者ニーズや外食・中食等のニーズへの対応
○ 行政による生産数量目標の配分に頼らない需要に応じた生産
○ 農地の集積・集約化、新技術等の開発・導入、資材費の低減等による生産コストの低減

米粉用米 0.1 2

○ 最終製品価格を押し上げている製粉コストの低減や新たな米粉製品の開発
○ 米粉の特性、メリット、新製品等の情報の十分な伝達
○ 多収性専用品種の導入や地域条件に応じた栽培技術の確立等を通じた収量向上
○ 農地の集積・集約化、新技術等の開発・導入、資材費の低減等による生産コストの低減

飼料用米 - 11

○ 実需者ニーズに応じた安定生産と畜産経営における利用拡大
○ 多収性専用品種の導入や地域条件に応じた栽培技術の確立等を通じた収量向上

○ 農地の集積・集約化、新技術等の開発・導入、飼料原料用としての生産管理手法の導入、資材費の低
減等による生産コストの低減

○ 飼料原料用としての供給・利用体制の整備による流通コストの低減

小麦 33 81

○ 国内産小麦の需要拡大に向けた産地形成やブランド化
○ 実需者ニーズに対応した生産・流通体制の確立
○ 新品種・新技術の開発・導入、輪作体系の最適化、排水対策等による収量・品質の高位安定化

○ 農地の集積・集約化、経営規模の拡大に対応した省力化に資する技術の開発・導入等による生産コスト
の低減

大麦・
はだか麦

0.3 18

○ 焼酎などの外国産大麦が需要の多くを占める用途の国内産麦の需要拡大
○ 実需者ニーズに対応した生産・流通体制の確立
○ 新品種・新技術の開発・導入、輪作体系の最適化、排水対策等による収量・品質の高位安定化

○ 農地の集積・集約化、経営規模の拡大に対応した省力化に資する技術の開発・導入等による生産コスト
の低減

大豆 6.1 20

○ 国産原料を使用した大豆製品の需要拡大
○ 実需者ニーズに対応した生産の推進と加工原料としての供給体制の確立
○ 新品種・新技術の開発・導入、輪作体系の最適化、排水対策等による収量・品質の高位安定化

○ 農地の集積・集約化、規模拡大に対応した省力化に資する品種・技術の開発・導入等による生産コスト
の低減

品目毎の課題について①

○ 食料自給率目標等の設定に当たっては、以下のとおり、品目毎に課題を整理することが必要。

５



品目

平成
２５
年度
消費
(kg/年)

平成
３７
年度
消費
(kg/年)

平成
２５
年度
生産
(万ﾄﾝ)

平成
３７
年度
生産
(万ﾄﾝ)

克服すべき課題

そば 0.7 3.3
○ 機能性を活かした国産そばの需要拡大
○ 品質・収量の向上及び安定化、機械化適性を有する多収品種の育成・普及
○ 農地の高度利用の推進による作付面積の拡大

かんしょ 4.2 94
○ 消費者の嗜好の変化等に伴う需要動向に対応した用途ごとの供給の安定化
○ 加工適性が高い新品種や、機能性成分を活かした新品種の開発・普及
○ 機械化一貫体系の導入による省力化・生産体制の強化

ばれいしょ 16 241
○ 需要が増加傾向にある加工食品原料向け国産品の生産拡大
○ 作業の共同化や外部化による労働力確保や省力化技術の導入
○ ジャガイモシストセンチュウ等の病害虫対策

なたね - 0.2
○ 単収の高位安定化
○ 作付拡大に向けた栽培技術の再構築

野菜 92 1,195
○ 野菜の成人１日当たり摂取量の拡大（目標摂取量350g）
○ 異常気象等に対応できる加工・業務用野菜の生産基盤の強化
○ 機械化一貫体系の実用化を通じた低コスト・省力化

果実 37 301
○ 果実加工品、輸出向けの果実等新たな需要の創出を含めた生産・流通対策と一体での需要拡大
○ 多様な消費者・実需者ニーズに対応した優良品目・品種への転換の加速化と安定供給体制の確立
○ 計画生産・出荷措置と需給調整措置の的確な実施

てん菜
(精糖換算)

(19)

344
(58)

○ 輪作の適切な実施による作付の安定化
○ 直播栽培の収量の向上及び安定化、移植栽培における育苗作業の外部化
○ 気象条件の変化に対応した耐病性品種の普及

さとうきび
(精糖換算)

119
(13)

○ 畑地かんがいの推進、交信かく乱フェロモン剤の活用等による総合防除の推進、島ごとの自然条件
等に応じた作型の選択・組合せの実現

〇 作業受託組織や共同利用組織の育成
○ 作業効率向上のための機械化一貫体系の確立・普及

茶 0.7 8.5
○ 新たな茶商品や輸出拡大など国内外のマーケットの拡大
○ 茶園の若返りや競争力のある品種への転換、摘採期の分散化のための改植の促進
○ 燃油価格の影響を受けにくい省エネ型の生産体制への転換

品目毎の課題について②

６



品目

平成
２５
年度
消費
(kg/年)

平成
３７
年度
消費
(kg/年)

平成
２５
年度
生産
(万ﾄﾝ)

平成
３７
年度
生産
(万ﾄﾝ)

克服すべき課題

畜産物 － － ○ 国産飼料（飼料作物、飼料用米、エコフィード等）の利用拡大

生乳 89 745

○ 商品開発や６次産業化、輸出促進等による国産牛乳・乳製品の需要拡大

○ 労働負担の軽減、乳用牛飼養頭数の確保、生産性の向上、酪農経営の収益性の向上を通じた生産基
盤の強化

○ 指定生乳生産者団体等の機能強化等や集送乳の合理化、乳業の再編・合理化

牛肉 6.0 51

○ 消費者ニーズの多様化に対応した特色ある牛肉生産や輸出促進等による国産牛肉の需要拡大

○ 肉用牛繁殖経営の規模拡大や肉用子牛の供給拡大、生産性の向上、肉用牛経営の収益性の向上を通
じた生産基盤の強化

○ 国産牛肉の処理施設の再編・合理化

豚肉 12 131

○ 種豚の改良、飼養管理の改善・高度化等を通じた輸入品と差別化できる特色のある豚肉生産や加工・業
務用利用の拡大による国産豚肉の需要拡大

○ 環境問題等への適切な対応と収益性の向上を通じた生産基盤の強化
○ 国産豚肉の処理施設の再編・合理化

鶏肉 12 146
○ 地鶏等についての増体性、繁殖性の向上等を通じた特色のある鶏肉生産や加工・業務用利用の拡大に
よる国産鶏肉の需要拡大

○ 肉用鶏経営の収益性の向上を通じた生産基盤の強化

鶏卵 17 252
○ 産卵能力の向上等による特色のある鶏卵生産を通じた国産鶏卵の需要拡大
○ 需給動向に対応した計画的な生産の実施
○ 採卵鶏経営の収益性の向上を通じた生産基盤の強化

飼料作物 - 350

○ 優良品種の普及や草地整備の推進、水田飼料作物の生産・利用拡大
○ 飼料生産組織の育成・活用
○ 肉用繁殖雌牛や乳用牛の放牧拡大

品目毎の課題について③

７



品目

平成
２５
年度
消費
(kg/年)

平成
３７
年度
消費
(kg/年)

平成
２５
年度
生産
(万ﾄﾝ)

平成
３７
年度
生産
(万ﾄﾝ)

克服すべき課題

魚介類
(うち食用)

27
(27)

429
(370)

○ 食の簡便化など国民の食生活の変化に対応した商品開発等水産物の需要拡大
○ 水産資源の回復・管理の推進による水産資源の増大
○ 消費者ニーズに応えた水産物・水産加工品の供給

海藻類 1.0 10
○ 適正養殖可能数量の設定による持続的な養殖の推進

きのこ類 3.4 46
○ 健康志向や外食・中食の拡大などの消費者ニーズに対応した商品開発等きのこ類の需要拡大
○ 供給体制の強化や生産コストの低減に向けた取組の推進
○ 流通の効率化

品目毎の課題について④

８

（参考）



（参考）これまでの基本計画における食料自給率目標等の考え方



これまでの基本計画における食料自給率目標の考え方

○ 平成12年及び平成17年の基本計画では、食料自給率目標について、食料消費及び農業生産の指針として、計画
期間内における実現可能性を考慮して設定。

○ 一方、現行（平成22年）の食料自給率目標については、平成20年以降の穀物価格の大幅な上昇等を背景に、我
が国の持てる資源を全て投入した時に初めて可能となる高い目標として設定。

９

総合食料自給率目標

食料自給率目標の定め方
カロリー
ベース

生産額
ベース

平成12年基本計画 45％
74％

（参考値）

食料自給率の目標については、これを掲げる意義及びその達成に向けた取組を通じて我が国の食料供給力の向上が図られることの重要性にか
んがみ、また、我が国の食料自給率が年々低下し、供給熱量ベースで４割程度と先進国の中で最も低い水準となっている中で、国民の多くが我が国
の食料事情に不安を抱いていることを踏まえれば、基本的には、食料として国民に供給される熱量の５割以上を国内生産で賄うことを目指すことが
適当である。
しかしながら、この基本計画で定める食料自給率の目標は、計画期間内における食料消費及び農業生産の指針となるものであることから、実現可
能性や、関係者の取組及び施策の推進への影響を考慮して定める必要がある。
このため、この基本計画においては、平成22年度までの計画期間を、関係者の努力により食料自給率の低下傾向に歯止めを掛け、その着実な向
上を図っていく期間と位置付け、関係者が取り組むべき食料消費及び農業生産における課題を明らかにして、計画期間内においてこれらの課題が
解決された場合に実現可能な水準を食料自給率目標として設定することとする。

平成17年基本計画 45％ 76％

食料自給率の目標については、世界の食料需給が不安定な要素を有していることや、国民の多くが我が国の食料事情に不安を抱いていることを
踏まえれば、基本的には、食料として国民に供給される熱量の５割以上を国内生産で賄うことを目指すことが適当である。
一方、本基本計画における食料自給率の目標設定に当たっては、この目標が望ましい食生活や消費者ニーズに応じた国内生産の指針としての役
割を有することを踏まえると、計画期間内における実現可能性を考慮する必要がある。このため、３で掲げる「重点的に取り組むべき事項」への取組
に万全を期して課題の解決を図ることとし、その場合に実現可能な姿として、４で掲げるとおり、「平成２７年度における望ましい食料消費の姿」及び
「平成２７年度における農業生産の努力目標」を示し、それらを踏まえたものとして、主要品目別の自給率の目標や総合食料自給率の目標等を示す
こととする。
その上で、平成２７年度における自給率目標が実現した次の段階には、５割以上の供給熱量自給率の実現が見込まれるものとなるよう、国産農産
物の輸出の更なる拡大や、革新的な新技術を通じた生産性の大幅な向上、機能性を付与した農産物の開発等を通じて、今までになかったような新
たな需要先の開拓に取り組むこととし、今回の計画期間から、そのために必要な条件整備を進めることとする。

現行基本計画
（平成22年）

50％ 70％

世界人口の増加、中国やインド等での所得水準の向上、バイオ燃料の拡大等により農産物の需要が増大する一方、地球温暖化等による水資源
の不足や砂漠化の進行、世界の穀物単収の伸びの鈍化等による農産物の供給面での懸念が生じている。このため、今後とも、世界の穀物等の需
給はひっ迫した状態が継続し、食料価格は高い水準で、かつ、上昇傾向で推移するとも予測されている。また、一部の食料輸入国や多国籍企業が
世界各地の農地への投資を進める動きもみられる。（略）
一方、食料生産を支える我が国の農村は、極めて厳しい状況にある。過疎化、高齢化が止まらず、これに兼業機会の減少も重なり、地域の活力が
ますます低下している。このため、水田をはじめとした我が国の貴重な農地資源が十分活用されず、耕作放棄地の増加さえ起こっている。基幹的な
農業従事者の平均年齢が年々高まり、65歳を超えている現在、世界の食料需給のひっ迫に対応して食料自給率の向上のための戦略を早急に打ち
立てなければならない。（略）
平成32年度の総合食料自給率目標は、以上のような国際情勢、農業・農村の状況、課題克服のための関係者の最大限の努力を前提として、我が
国の持てる資源をすべて投入した時にはじめて可能となる高い目標として、供給熱量ベースで平成20年度41％を50％まで引き上げることとする。



○ 食料・農業・農村基本法においては、食料の安定供給の確保について、①世界の食料需給及び貿易が不安定な
要素を有していることにかんがみ、平常時においては国内の農業生産の増大を図ることを基本とし、これに輸入と
備蓄とを適切に組み合わせること、②不測時においても、食料安全保障の観点から、国民が最低限度必要とする
食料の供給の確保を図ることの必要性を明示（第２条）。

○ また、食料自給率目標については、食料・農業・農村基本計画において、その向上を図ることを旨として、国内の
農業生産及び食料消費に関する指針として関係者が取り組むべき課題を明らかにして定めると規定（第15条）。

（食料の安定供給の確保）
第２条 食料は、人間の生命の維持に欠くことができないものであり、かつ、健康で充実した生活の基礎として重要なものであることにかんがみ、

将来にわたって、良質な食料が合理的な価格で安定的に供給されなければならない。
２ 国民に対する食料の安定的な供給については、世界の食料の需給及び貿易が不安定な要素を有していることにかんがみ、国内の農業生産の
増大を図ることを基本とし、これと輸入及び備蓄とを適切に組み合わせて行わなければならない。
３ 食料の供給は、農業の生産性の向上を促進しつつ、農業と食品産業の健全な発展を総合的に図ることを通じ、高度化し、かつ、多様化する国
民の需要に即して行われなければならない。
４ 国民が最低限度必要とする食料は、凶作、輸入の途絶等の不測の要因により国内における需給が相当な期間著しくひっ迫し、又はひっ迫する
おそれがある場合においても、国民生活の安定及び国民経済の円滑な運営に著しい支障を生じないよう、供給の確保が図られなければならな
い。

第15条 政府は、食料、農業及び農村に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、食料・農業・農村基本計画（以下「基本計画」とい
う。）を定めなければならない。

２ 基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
二 食料自給率の目標

３ 前項第二号に掲げる食料自給率の目標は、その向上を図ることを旨とし、国内の農業生産及び食料消費に関する指針として、農業者その他の
関係者が取り組むべき課題を明らかにして定めるものとする。

（不測時における食料安全保障）
第十九条 国は、第二条第四項に規定する場合において、国民が最低限度必要とする食料の供給を確保するため必要があると認めるときは、食

料の増産、流通の制限その他必要な施策を講ずるものとする。

食料・農業・農村基本法（抜粋）

10

食料・農業・農村基本法における食料自給率の位置付け



これまでの基本計画における総供給熱量の考え方

基準年度 目標年度 総供給熱量に関連する記載（基本計画抜粋）

平成12年
基本計画

平成９年度 平成22年度 第２ 食料自給率の目標
２ 望ましい食料消費の姿
（２）望ましい食料消費の姿
平成22年度における食料消費については、次のように、望ましい栄養バランスが実現するとともに、食品の廃棄や食べ残しが減
少することを前提とする望ましい食料消費の姿を示すこととする。
ア 栄養バランスについては、摂取ベースでの脂質熱量割合を国民の健康の観点から適切な水準であるとされる 25％にすると
いう目標に対応して、供給ベースの脂質熱量割合が現状の29％から27％程度に低下すると見込む。
イ 品目としては、脂質を多く含む品目の消費が減少する一方、米を中心とする穀類の消費が堅調に推移し、糖質（炭水化物）の
消費が増加すると見込むとともに、カルシウム等微量栄養素及び食物繊維の摂取の増加の必要性から野菜、豆類及びいも類
の消費が増加すると見込む。
ウ 食品の廃棄や食べ残しを減少させることについて、国民の理解と関心が高まる中で、ダイオキシン対策関係閣僚会議（平成
11年９月28日）で決定された廃棄物の減量化の目標量等を勘案して、近年の供給熱量と摂取熱量の差の約１割が減少し、供
給熱量が2,540kcal程度になると見込む。

2,619kcal

（参考値）
平成10年度
2,570kcal

2,540kcal

平成17年
基本計画

平成15年度 平成27年度 第２ 食料自給率の目標
４. 食料自給率の目標
（１）望ましい食料消費の姿
重点事項への適切な取組により、食料消費に関する課題が解決された場合の平成２７年度における望ましい食料消費の姿とし
ては、
① 栄養バランスについては、摂取ベースでの成人の脂質熱量割合を国民の健康の観点から適切な水準であるとされる25％以
下にするという「健康日本21」で示した目標に対応して、供給ベースの全世代平均の脂質熱量割合が現状の 29％から27％程
度に低下する
② 品目については、脂質を多く含む品目の消費が減少する一方、糖質（炭水化物）を多く含む穀類の消費はほぼ横ばいとなり、
カルシウム等微量栄養素及び食物繊維の摂取の増加の必要性から豆類、野菜及び牛乳・乳製品の消費が増加する
③ 総供給熱量については、今後の少子高齢化の進展に伴う摂取熱量の減少を加味するとともに、ダイオキシン対策関係閣僚
会議（平成11年９月28日）で決定した廃棄物の減量化の目標量等を勘案して、平成10年度から14年度までの５ヶ年均の供給
熱量と摂取熱量の差の約１割が減少することとし、2,480kcal程度になると見込むこととする。

2,588kcal 2,480kcal

現行基本計画
（平成22年）

平成20年度 平成32年度 第２ 食料自給率の目標
２．食料自給率向上に向けた取組（※直接的な記載はなし）
・ 消費面からは、人口減少社会・高齢化社会の一層の進展が見込まれる中で、従来以上に消費者理解を得ながら潜在的需要
の掘り起こし等を進め、消費者や食品産業事業者に国産農産物が選択されるような環境を形成することが必要である。特に、
我が国の総人口の１割強に相当する約1,700万人にも及ぶ朝食欠食の改善による米の消費拡大や、健康志向の高まりを受け
た脂質の摂取抑制等に取り組む必要がある。また、大豆加工食品について国産大豆の使用割合の大幅な引上げに取り組む必
要がある。
・ 供給熱量と摂取熱量との差が拡大している現状にかんがみ、食料安全保障の観点から食べ残しの縮減に日頃から取り組むこ
とが必要である。

2,473kcal 2,461kcal

11

○ カロリーベースの食料自給率目標の設定において、分母となる１人・１日当たり総供給熱量を設定。その中で、人口の高齢化等の影響を織り込んでいるのは
平成17年基本計画。



2,287 

2,202

1,765 

1,784

2,042 

1,874

1,600

1,700

1,800

1,900

2,000

2,100

2,200

2,300

2,400

総供給熱量と人口等の推移

12

○ 今後の食料消費の動向については、人口とその年齢構成が影響。
○ 実際に、直近の10年間において１人・１日当たり総供給熱量の減少が続いているのは、他の年齢層と比較して摂取熱量が
少ない高齢者層の増加が一つの要因。

○ 今後、人口の減少や高齢化が進展すると予測されていることから、１人・１日当たり総供給熱量も減少していくと予想される
ところ。

○１人・１日当たり総供給熱量と人口の推移 ○年齢階層別摂取熱量の推移（平成７年～25年）

（kcal/人・日）

資料：厚生労働省「国民健康・栄養調査」
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資料：農林水産省「食料需給表」、総務省「人口推計」、
国立社会保障・人口問題研究所「将来推計人口」（出生中位・死亡中位）
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（年）

平均値
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15～19歳



これまでの基本計画における国産供給熱量の考え方

13

○ カロリーベースの食料自給率目標の設定において、分子となる１人・１日当たり国産供給熱量を設定。
○ 過去３回の基本計画において、１人・１日当たり国産供給熱量は、各品目の生産努力目標の数値（単位：万トン）を
カロリーに換算し、合計して設定。

平成12年基本計画 平成17年基本計画 現行基本計画（平成22年）

基準年度
（平成９年度）

目標年度
（平成22年度）

基準年度
（平成15年度）

目標年度
（平成27年度）

基準年度
（平成20年度）

目標年度
（平成32年度）

1,100kcal 1,143kcal 1,028kcal 1,116kcal 1,008kcal 1,231kcal

○１人・１日当たり国産供給熱量の設定状況

○１人・１日当たり国産供給熱量の推移
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米 麦類 野菜 砂糖類 畜産物 水産物 その他

（年度）

昭和40年度
1,799kcal

（自給率73％）

昭和51年度
1,348kcal

（自給率53％）

昭和60年度
1,371kcal

（自給率53％） 平成10年度
1,053kcal

（自給率40％） 平成25年度
939kcal

（自給率39％）

（kcal/人・日）

米の生産量の減少（1,241万トン（昭和40年度）→870万トン（平成25年度））等による減少

魚介類の生産量の減少
（1,146万トン（昭和60年度）
→604万トン（平成10年度））

魚介類の生産量の増加
（999万トン（昭和51年度）

→1,146万トン（昭和60年度））

麦類の生産量の減少
（252万トン（昭和40年度）
→43万トン（昭和51年度））


