
令和３年３月12日

「食料・農業・農村基本計画」に基づく

測定指標（政策評価）の概要

（資料２）



〇 農林水産省では、「行政機関が行う政策の評価に関する法律」の下、食料・農業・
農村基本計画の項目に基づいて政策評価を実施している。

〇 各々の分野について、「実績評価」と「総合評価」のいずれかで評価を実施して
いる。

〇 実績評価については、実績を毎年把握するとともに、基本計画の期間中、評価を２
回実施（５～６月頃）している。また、この結果を政策評価第三者委員会（７月頃）
に報告し、御意見を伺っている。

農林水産省の政策評価の枠組み（農政分野）

政策評価の方式 食料・農業・農村基本計画 抜粋

第４（２）
EBPMと施策の進捗管理及び評価の推進

政策効果に着目した達成すべき目標の
設定と、データの活用に基づく政策評
価を積極的に実施し、施策の効果、問
題点等を検証するとともに、政策評価
に関する情報の公開を進める。あわせ
て、食料・農業・農村政策審議会企画
部会において、政策評価結果を報告し、
これらにより、必要に応じて施策の内
容を見直し、翌年以降の施策の改善に
反映させていくものとする。

評価
方式

対象 目的 方法

実績
評価

主要な
一般施策等

施策等の不断の
見直しや改善に資
するため

・予め目標を設定し、その達
成度合いを測定して評価

・測定指標は、基本計画に対
応したアウトカム指標を設
定

総合
評価

分野横断的
な施策等

問題点等を把握
し、原因を様々な
角度から掘り下げ
て総合的に分析す
るため

・評価の目的が課題ごとに異
なることから、課題の特性
に応じ、必要性、効率性、
有効性等の観点から評価
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（11）地域資源を活用した所得と雇用機会の確保

（12）農村に人が住み続けるための条件整備、農村を支える新たな動きや活力
の創出

（９）米政策改革の着実な推進と水田における高収益作物への転換

（５）担い手の育成・確保等と農業経営の安定化、農地集積・集約化と農地の
確保

（６）農業の成長産業化や国土強靱化に資する農業生産基盤整備

（７）肉用牛・酪農の生産拡大など畜産の競争力強化

（８）新たな需要に応える園芸作物等の生産体制の強化

（10）環境政策の推進

（１）新たな価値の創出による需要の開拓

（２）グローバルマーケットの戦略的な開拓

（３）消費者と食・農とのつながりの深化

（４）食品の安全確保と消費者の信頼の確保

（13）東日本大震災からの復旧・復興

食料・農業・農村基本計画に基づいた政策評価体系

主な政策分野

１．食料の安定供給
の確保

２．農業の持続的な
発展

３．農村の振興

中目標

4．東日本大震災から
の復旧・復興と大
規模自然災害への
対応

２
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１．新たな価値の創出による需要の開拓

○ 農業者の所得向上を図るため、6次産業化の取組等による付加価値の向上や民間活力の導入
等を推進する。

○ 食品流通の合理化、労働力不足への対応、規格認証の活用等を推進する。

○ 食品ロスの削減、食品産業分野におけるプラスチックごみ問題への対応等を推進する。

近年の動向

測定指標

① ６次産業化に取り組んでいる新たな優良事業
体数

（R元年度:０事業体→R7年度:93事業体）
※新たに設定した指標のため、R元年度（基準年度）を０としている。

② 食品製造業の労働生産性
（H30年度:5,149千円/人→R11年度:6,694千円/人）

③ 事業系食品ロス量
（H29年度:328万t→R12年度:273万t）

農業生産関連事業の年間総販売金額

資料：農林水産省
「6次産業化総合調査」

食品ロスの発生量と発生場所（推計）

資料：農林水産省作成

食品製造業の労働生産性（一人当たり年間付加価値額）

法人企業統計を基に
農林水産省が作成
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２．グローバルマーケットの戦略的な開拓

近年の動向

測定指標

新たな目標

2020年度にGI保護制度に登録された産品の例

① 農林水産物・食品の輸出額
（R元年度:0.9兆円→R7年度:２兆円）

② 「グローバル・フードバリューチェーン
（GFVC)推進官民協議会」のメンバー企業の
海外進出数 （R元年度:124社→R６年度:200社）

③ 地理的表示産品の国内登録数
（R元年度:94産品→R11年度:200産品）

○ 輸出環境の整備、海外への商流構築・プロモーションの促進、食産業の海外展開の促進に取
り組む。

○ 戦略的な知的財産の活用を推進するとともに、海外における育成者権取得や侵害対応を促進
し、我が国の優良な植物新品種が適切に保護される環境整備に取り組む。

農林水産物・食品の輸出実績

資料：財務省「貿易統計」を基に農林水産省作成

物部ゆず
（高知県）

福山のくわい
（広島県）

富山干柿
（富山県）

少額貨物等
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３．消費者と食・農のつながりの深化

○ 食育を推進するとともに、栄養バランスに優れた「日本型食生活」を、食生活・食習慣の変
化に対応しつつ展開する。また、農林漁業体験の取組を推進する。

○ 学校給食や家庭における和食提供の拡大、和食の継承活動を行う中核的な人材の育成等の取
組を推進する。

近年の動向

測定指標

① 農林漁業体験を経験した国民の割合
（H27年度:36％→R２年度:40％（※））

② 学校給食における地場産物を使用する割合
（H27年度:26.9％→R２年度:30％（※））

③ 伝統的な料理や作法等を継承し、伝えている
国民の割合

（H27年度:41.6％→R２年度:50％（※））

（※）R2年度中に策定される第4次食育推進基本計画を踏まえ、R3年度に指標を
見直し予定。

地域の伝統的な食文化等の保護・継承の取組

農林漁業体験への参加者の有無（※）

学校給食における地場産物・国産食材の利用状況

資料：農林水産省「6次産業化総合調査」

（※）家族の中での農林漁業体験への参加者のいる割合

資料：文部科学省「学校給食における地場産物の活用状況調査」
「学校給食栄養報告」

※食育基本法に基づく第３次食育基本計画（平成28年3月策定）に
おける目標値
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４．食品の安全確保と消費者の信頼の確保

近年の取組

測定指標

① 有機物や副産物を原料とする普通肥料の生産
量の増加率

（H30年度:０％→R７年度:10％）

②生鮮食品の「原産地」の不適正表示率
（H30年度:1.0％→R７年度:1.0％以下）

③生産者における農畜産物の出荷記録の保存
（基礎トレーサビリティ）の取組率
（R元年度:77％→R７年度:83％）

原料原産地名の基本的な表示（例）

有機物・副産物を活用した肥料のメリット

農畜水産物の「出荷の記録」を一定期間保存する取組状況

資料：統計部調べ
「農林水産情報交流ネットワーク事業全国調査」より

○ 生産、製造の段階における食品の安全確保等を推進する。

○ 食品表示の適正化等、食品トレーサビリティの普及啓発を推進する。

資料：農林水産省作成

資料：農林水産省作成

原材料名欄に複数の生鮮
食品の名称を記載する場合、
どの原材料の産地なのかが
明確となるように記載する
ことが必要。

原材料名欄に括弧書きで表記

原材原産地名欄による表記

令和××年××月××日

令和××年××月××日

令和××年××月××日
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５．担い手の育成・確保等と農業経営の安定化、農地集積・集約化と
農地の確保

近年の動向

○ 担い手への重点的な支援、農業経営の法人化の加速化と経営基盤の強化、青色申告を推進する。

○ 青年層の新規就農と定着促進、女性が能力を発揮できる環境整備等を推進する。

○ 人・農地プランの実質化、農地中間管理機構のフル稼働等を推進する。

○ 優良農地の確保と有効利用、荒廃農地の発生防止・解消を推進する。

（万人）

H27年 H28年 H29年 H30年
R元年
(H31年)

40代以下の

農業従事者数 31.6 31.8 32.6 33.4 33.9

40代以下の農業従事者数

資料：農林水産省「農林業センサス」「新規就農者調査」､総務省「国勢調査」を基に作成

注：各年2月1日時点

（万、％）

H27年 H28年 H29年 H30年
R元年
(H31年)

認定農業者数 23.8 24.6 24.2 24.1 23.9
農業経営体のうち

認定農業者の割合 17.3 18.7 19.2 19.7 20.1

農業法人経営体数

H27年 H28年 H29年 H30年
R元年
(H31年)

農業法人経営体数 18,857 20,800 21,800 22,700 23,400

農業所得者の青色申告者数 （万、％）

H27年 H28年 H29年 H30年
R元年
(H31年)

青色申告者数 44.0 44.5 44.9 46.0 46.4
農業経営体のうち

青色申告者の割合 32.0 33.8 35.7 37.7 39.0

認定農業者数

資料：農林水産省「農業経営改善計画の認定状況」

注：各年3月末時点

資料：農林水産省「農林業センサス」「農業構造動態調査」を基に作成

注1：各年2月1日時点

注2：法人経営体は法人形態の組織経営体のうち販売目的のもので、株式会社、有限会社のほか、

　　農事組合法人、農協、特例民法法人等を含む。

注3：法人の家族経営体（いわゆる一戸一法人）は、経営体数に含まない。

資料：国税庁「事務年報」「会社標本調査」､農林水産省「農林業センサス」「農業構造

動態調査」を基に作成

注：各年3月1日時点（国税庁｢事務年報｣)､各年3月末時点(国税庁｢会社標本調査｣)､

　　各年2月1日時点（農林水産省「農林業センサス」｢農業構造動態調査｣)

（人、％）

H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 R元年度

女性の認定農業者数 11,241 11,102 11,327 11,493 11,738
認定農業者に占める

女性の割合 4.6 4.6 4.7 4.8 5.0

女性の認定農業者数

資料：農林水産省「農業経営改善計画の営農類型別認定状況」を基に作成

注：各年度末時点

農業協同組合の女性役員数 （人、％）

H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 R元年度

女性の農業協同組合役

員数 1,313 1,310 1,327 1,347 1,366
農業協同組合の役員

に占める女性の割合 7.2 7.5 7.7 8.0 8.4
資料：農林水産省「総合農協統計表」を基に作成、令和元年度は全中調べ

注：各事業年度末時点、令和元年度については元年7月時点
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（％）

H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 R元年度

担い手が利用する農地

面積の割合 52.3 54.0 55.2 56.2 57.1
資料：農林水産省作成

注：各年度末時点

担い手への農地集積率

（５．担い手の育成・確保等と農業経営の安定化、農地集積・集約化と農地の確保）

近年の動向 測定指標

① 農業経営体のうち認定農業者の割合
（R元年:20.1％→R７年:24.0％）

② 農業法人経営体数
（H26年:15,300法人→R５年:50,000法人）

③ 農業経営体のうち青色申告者の割合
（R元年:39.0％→R７年:60.0％)

④ 40代以下の農業従事者数
（H25年:31.1万人→R５年:40.0万人）

⑤ 認定農業者に占める女性の割合
（H30年度:4.8％→R７年度:5.5％）

⑥ 農業協同組合の役員に占める女性の割合
（H30年度:８％→R２年度:15％（※））
（※）R２年末に策定された第５次男女共同参画基本計画を踏まえ

R３年度に見直し。

➆ 収入保険の加入経営体数
（H30年度:2.3万→R４年度:10万）

⑧ 担い手が利用する農地面積の割合
（H25年度:49％→R５年度:80％）

⑨荒廃農地の再生利用面積
（R７年度:45千ha)

（万）

H30年度 R元年度 R２年度

加入経営体数 2.3 3.6 5.5
資料：農林水産省作成

注：令和2年度の加入経営体数は、令和2年12月末時点の暫定値

　　個人の加入受付は終了しているが、今後、法人の加入があるため、増加が見込まれる

収入保険の加入経営体数

（万ha）

H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 R元年度

荒廃農地面積 28.4 28.1 28.3 28.0 28.4
資料：農林水産省作成

注：各年度11月末時点

荒廃農地面積
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高収益作物の導入 （％）

H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 R元年度

基盤整備完了区域(水

田)における作付面積

(主食用米を除く)に占

める高収益作物の割合

21 22 22 26 22

農業水利施設機能の安定的発揮 （％）

H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 R元年度

施設機能が安定してい

る基幹的農業水利施設

の割合
46 47 48 49 49

資料：農林水産省調べ

注：各年度末時点

資料：農林水産省調べ

注：各年度末時点

６.農業の成長産業化や国土強靱化に資する農業生産基盤整備

① 基盤整備完了区域（水田）における作付面積
（主食用米を除く）に占める高収益作物の割合
（H27年度:21％→R２年度：30％（※））

② 施設機能が安定している基幹的農業水利施設
の割合

（H27年度:46％→R２年度:50％(※））

③ ため池等の整備により湛水被害等が防止され
る農地及び周辺地域の面積

（H28年度からR２年度まで:約34万ha（※））

（※）R2年度中に策定される新たな土地改良長期計画を踏まえ、R3年度に指標
を見直す予定。

近年の動向 測定指標

○ 農地の大区画化、産地収益力向上のための高収益作物の導入を推進する。

○ 農業水利施設機能の安定的発揮に向けて、戦略的な保全管理を推進する。

○ 農業水利施設等の長寿命化、防災・減災対策を推進する。

流木等で閉塞しないよう
1.0m以上確保

農業水利施設等の長寿命化、防災・減災対策の推進（万ha）

H28年度 H29年度 H30年度 R元年度

ため池等の整備により

湛水被害等が防止され

る農地及び周辺地域の

面積

6.5 10.4 16.2 20.8

資料：農林水産省調べ

注：各年度末時点

農業水利施設等の長寿命化、防災、減災対策の
推進
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７．肉用牛・酪農の生産拡大など畜産の競争力強化

近年の動向

測定指標

① 牛肉の生産量
（H30年度:33万t→R12年度:40万t）

② 生乳の生産量
(H30年度:728万t→R12年度:780万t)

③ 豚肉の生産量
（H30年度：90万t→R12年度:92万t）

④ 鶏肉の生産量
（H30年度:160万t→R12年度:170万t）

⑤ 鶏卵価格の安定化
（H16～21年度:±27.5％→毎年度:±25.0％以内）

○ 畜産の競争力強化に向けて生産基盤の強化、生産基盤強化を支える環境整備を推進する。

資料：農林水産省「牛乳乳製品統計」

生乳生産量

牛肉の生産量

50.6万ｔ
47.5 47.1 47.1

2017(H29)2013年度(H25) 2015(H27) 2019(H31)

資料：農林水産省「食肉流通統計」
注：枝肉換算

資料：農林水産省「食肉流通統計」、
ALIC「食肉の需給動向」、
ＪＡ全農調

注 ：豚肉は枝肉換算

（H25） (H27) （H29） （H31）

ｔ

豚肉、鶏肉、鶏卵の生産量

（H25） （H28） （H31）
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８．新たな需要に応える園芸作物等の生産体制の強化

近年の動向

測定指標

① 指定野菜（ばれいしょを除く）における加工・
業務用野菜の出荷量
（H29年度:98万t→R12年度:145万t）

② 果実の生産量
（H30年度:283万t→R12年度:308万t）

③ 花きの産出額
（H29年度:3,687億円→R12年度:4,500億円）

④ 茶の輸出額
（H30年度:153億円→R７年度:312億円）

○ 野菜、果樹、花き、茶及び薬用作物等の生産体制の強化に向けた取組を推進する。

主要果樹の生産量

資料：農林水産省「耕地及び作付面積
統計」、「食料需給表」

注：生産量は、年度の数値。2019年度
の数値は概算値

野菜の生産量 資料：統計部「生産農業所得統計」、「耕地及び作付け面積統計」、「花き生産出荷統計」
生産局「花き類の生産状況等調査」、「花木等生産状況調査」

注：花木類については、H19までは生産額、H20 以降は出荷額。
作付面積は、切り花類、鉢もの類及び花壇用苗もの類の路地、施設面積の合計

資料：農林水産省「野菜生産出荷統計」、
「食料需給表」
注：
（1)生産量は、年度の数値。2019年度

の数値は概算値
（2)根菜類は、根部及び地下茎を食用に

供するもので、だいこん、かぶ等
（3)葉茎菜類は、葉茎を食用に供するも

ので、はくさい、キャベツ等
（4)果菜類は、果実を食用に供するもの

で、なす、トマト等
（5)果実的野菜は、果菜類のうち、市場

等で果実として扱われるもので、い
ちご、すいか等

花きの産出額・作付面積の推移

加工・業務用野菜の出荷量の推移

（H27） （H29） （H31）

（H27） （H29） （H31）

資料：野菜生産出荷統計

注 ：指定野菜13品目

（ばれいしょを除く）

（万ｔ）

95 99 98 99 106

60

80

100

120

（H27） （H29） （H31）

2015年度 2017 2019
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９．米政策改革の着実な推進と水田における高収益作物への転換

近年の動向

測定指標

① 1人あたり米の消費量
（H30年度:53.6kg/人/年→R12年度:50.0kg/人/年）

② 小麦・大豆の生産量
（小麦：H30年度:764,900t→R12年度:1,080,000t）

（大豆：H30年度:211,300t→R12年度:340,000t）

③ 飼料米・米粉用米の生産量
（H30年度:454,216t→R12年度:830,000t）

④ 担い手の米の生産コストにおける生産資材費
（農機具費、肥料費、農業薬剤費）と労働費

（個別経営:H26年度:6,497円/60kg→R6年度:5,470円/60kg）
（組織法人経営:H26年度:6,491円/60kg→R6年度:5,470円/60kg）

小麦の作付面積と収穫量 大豆の作付面積と収穫量

米の生産コストの推移（60kgあたり）

資料：米の生産コスト（青折
れ線グラフ）は、全算入生産
費、生産コスト（点線グラ
フ）は、15ha以上の全算入生
産費（農林水産省「米生産費
統計」）。

○ 需要に応じた多様な米の安定供給、麦・大豆の需要に応じた生産、野菜等（高収益作物）へ
の転換、米粉用米・飼料用米の需要に応じた生産、米・麦・大豆等の流通の合理化を推進する。

生産コスト
（全体）

生産コスト
（15ha以上層）

主食用米の作付面積と生産量

Facebook等による情報発信

米の消費拡大（情報発信）

813.3万t 818.2 744.2 730.6 726.1 722.5

152.6万ha 152.2 140.6 137.0 137.9 136.6

0

100

200

0

1,000
作付面積生産量

資料：農林水産省「耕地及び作付面積統計」

資料：農林水産省「作物統計」 12



10．環境政策の推進

近年の動向

測定指標

① 農林水産分野の温室効果ガスの排出量
（H25年度:5,149万t-CO2→R12年度:4,845万t-CO2）

② 有機農業の取組面積
（H29年度:23.5千ha→R12年度:63千ha）

③ 施設園芸におけるプラスチック排出量に対す
る再生処理量
（H28年度:72.5％→R８年度:80％）

○ 農林水産分野の温室効果ガスの排出削減対策や農地による吸収源対策等を推進する。

○ 生物多様性保全に効果の高い取組を推進するとともに、有機農業の取組面積拡大を図る。

農林水産分野の温室効果ガス排出の現状（2018年度）

資料：農林水産省作成

資料：農林水産省作成

我が国の有機農業取組面積

農業由来廃プラスチックの排出状況（種類別・用途別）

資料：農林水産省「園芸用施設の設置等の状況（平成30年）」
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農泊の推進 （万人/年）

H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 R元年度

グリーン・ツーリズム

施設年間延べ宿泊者数

及び訪日外国人旅行者

数のうち農山漁村体験

等を行った人数

1,099 1,126 1,187 1,212 1,207

資料：農林水産省「農林業センサス及び漁業センサス」、日本政府観光局「訪日外客数統計」

及び農林水産省農村振興局調べを基に作成

注：各年度末時点（調査年度の翌年度７月頃に集計）

測定指標

① グリーン・ツーリズム施設年間延べ宿泊者数
及び訪日外国人旅行者数のうち農山漁村体験等
を行った人数

（H30年度:1,212万人/年→R７年度:1,540万人/年）

② 農業水利施設を活用した小水力等発電電力量
のかんがい排水に用いる電力量に占める割合

（H27年度:約20％→R２年度:30％以上）

（※）R2年度中に策定される新たな土地改良長期計画を踏まえ、R3年度に指標
を見直す予定。

③ 都市農地の貸借の円滑化に関する法律に基づ
き貸借された農地面積

（R元年度:30ha→R６年度:255ha）

11．地域資源を活用した所得と雇用機会の確保

近年の動向

○ 地域資源の高付加価値化、農泊、ジビエ利活用の拡大、農福連携、農村への農業関連産業の導
入等を推進する。

○ バイオマス・再生可能エネルギーの導入・地域内活用、農畜産物や加工品の地域内消費、農村
におけるSDGｓの達成にむけた取組を推進する。

○ 都市の農地の有効な活用や適正な保全を図り、農と住の調和するまちづくりを推進する。

14

H30年度 R元年度

都市農地の貸借の円滑化に関す

る法律に基づき貸借された農地

面積
8.3 30.6

資料：農林水産省調べ

注1：各年度末時点（調査年度の翌年度７月頃に集計）

注2：都市農地の貸借の円滑化に関する法律の施行（平成30年9月）

都市の農地の有効な活用や適正な保全  （ha）

再生可能エネルギーの導入 （％）

H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 R元年度

農業水利施設を活用し

た小水力等発電電力量

のかんがい排水に用い

る電力量に占める割合

19.9 22.9 25.5 28.6 30.7

資料：農林水産省調べ

注：各年度末時点



地域活性化対策に取り組む地域数 （地域）

H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 R元年度

地域数 66 87 97 124 148
資料：農林水産省調べ

注：各年度末時点

12．農村に人が住み続けるための条件整備、農村を支える新たな動きや
活力の創出

○ 多面的機能支払制度、中山間地域等直接支払制度及び環境保全型農業直接支払制度の３制度
の連携強化を図りつつ、集落内外の組織や非農家の住民と協力しながら、活動組織の広域化等
や人材確保、省力化技術の導入を推進する。

○ 鳥獣被害対策実施隊の体制の強化等を推進する。

○ 地域運営組織の形成等を通じた地域を持続的に支える体制づくり、関係人口の創出・拡大や
関係の深化を通じた地域の支えとなる人材の裾野の拡大、多様な人材の活躍による地域課題の
解決等を推進する。

近年の動向 測定指標

① 多面的機能支払交付金における持続的な地域
共同活動のための農業者以外の多様な人材の参
画率（H26年度:27.4％→R２年度:40％）

（※）R2年度中に策定される新たな土地改良長期計画を踏まえ、R3年度に指標
を見直す予定。

② 鳥獣被害対策実施隊の隊員数
（H30年度：37,279人→R７年度:43,800人）

③ 地域活性化対策において新たに農山漁村の関
係人口の拡大に資する取組を実施した地域数
（R元年度:0地域→R７年度:60地域）

15

鳥獣被害対策等の推進 （人）

H30年度 R元年度

鳥獣被害対策実
施隊の隊員数

37,279 38,622

資料 農林水産省調べ

資料：農林水産省調べ

注：各年度末時点（調査年度の翌年度10月頃に集計）

多面的機能の発揮の促進 （％）

H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 R元年度

多面的機能支払交付金

における持続的な地域

共同活動のための農業

者以外の多様な人材の

参画率

27.4 - 28.3 30.4 32.2 35.0

資料：農林水産省調べ

注：各年度末時点



13．東日本大震災からの復旧・復興

近年の動向

○ 農地等の整備の完了を目指し、復旧・復興を着実に進める。

○ 食品の安全を確保する取組や、農業者の営農再開の支援、国内外の風評払拭に向けた取組等
を推進する。

測定指標

① 津波被災地域における営農再開が可能となる
農地面積

（R元年度:18,390ha→R２年度:18,680ha（※））
（※）現在実施している営農再開可能面積の見通し調査を踏まえ、R3年度以降の目標

値を設定。

② 検査により放射性物質濃度が基準値を超過し
た農畜産物の割合

（H30年度:０％→R７年度:0.0001％以下）

③ 原子力被災12市町村の営農再開面積
（R元年度:5,568ha→R7年度:10,378ha）

④ 大都市圏への福島県産の主要青果物の供給量
（H23年度:38,271t→R2年:45,000t（※１））
（※１）R3年度に策定される福島県農林水産物振興計画を踏まえ、R3年度に目標値を

設定。

農地・農業用施設等の復旧状況

資料：農林水産省作成
注 :2021年1月末時点の数値

放射性物質を理由に福島県産品の購入をためらう人の割合

資料：消費者庁「風評被害に関する消費者意識の実態調査」を基に農林水産省作成
注 ：各年３月時点での数値

17.4％

10.7％
8.1％

19.4％
17.4％ 15.0％

12.5％

202120202019201720152013年
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