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トピックス
1 農林⽔産物・⾷品の輸出の新たな戦略

 2020年12⽉に農林⽔産業・地域の活⼒創造本部において、「農林⽔産物・⾷品の輸出拡
⼤実⾏戦略」を決定

 海外市場で求められる量・価格・品質・規格の産品を継続的に⽣産・販売するマーケッ
トインの体制を整備

 戦略では以下の３つの基本的な考え⽅に基づき政策を⽴案・実⾏

トピックス
2

みどりの⾷料システム戦略
〜⾷料・農林⽔産業の⽣産⼒向上と
持続性の両⽴をイノベーションで実現〜

①輸出重点品⽬(27品⽬)と輸出
⽬標の設定

②重点品⽬に係るターゲット
国・地域、輸出⽬標、⼿段
の明確化

③品⽬団体の組織化と海外にお
ける国の⽀援体制の整備

①リスクを取って輸出に取り組
む事業者へのリスクマネーの
供給を後押し

②輸出産地のリスト化、輸出産
地形成を重点的⽀援

③⼤ロット・⾼品質・効率的な
輸出物流の構築のため、港湾
等の利活⽤ 、輸出物流拠点の
整備 等

【第１の戦略】
⽇本の強みを最⼤限に活かす品
⽬別の具体的⽬標を設定

農林⽔産省に「輸出・国際局」(仮称)の設置

①輸出本部の下、政府⼀体と
なった規制の緩和・撤廃の
取組

②輸出先国の規制やニーズに
対応したHACCP施設等の
整備、認定の迅速化

③⽇本の強みを守るための知
的財産の流出防⽌対策の強
化 等

【第３の戦略】
省庁の垣根を超え政府⼀体と
して輸出の障害を克服

①輸出に取り組む事業者への資
⾦の供給を後押し

②輸出産地のリスト化、輸出産
地形成を重点的⽀援

③⼤ロット・⾼品質・効率的な
輸出物流の構築のため、港湾
等の利活⽤ 、輸出物流拠点の
整備 等

【第２の戦略】
マーケットインの発想で輸出に
チャレンジする農林⽔産事業者
を後押し

1

 SDGsやカーボンニュートラルへの対応
が重視されており、持続可能な⾷料シス
テムの構築が急務

 ⽣産⼒の向上と持続性の両⽴をイノ
ベーションで実現する「みどりの⾷料シ
ステム戦略」を2021年３⽉に中間取りま
とめ(５⽉までに戦略を策定予定)

 ⾰新的な技術を開発し、社会実装する
ことにより、2050年までに農林⽔産業
のCO2ゼロエミッション化等を実現

 実現に向けて⾷料システムを構成する
農林漁業者・⾷品企業・消費者による⾏
動変容を後押し

 アジアモンスーン地域の持続的な⾷料
システムのモデルとして打ち出し、国際
ルールメーキングに参画(国連⾷料シス
テムサミット(2021年9⽉)など) 資料︓農林⽔産省作成

 農林⽔産業のCO2ゼロエミッション化の実現
 低リスク農薬への転換、総合的な病害⾍管理体系の

確⽴・普及 に加え、ネオニコチノイド系を含む従来の
殺⾍剤に代わる新規農薬等の開発により化学農薬
の使⽤量（リスク換算）を50％低減

 輸⼊原料や化⽯燃料を原料とした化学肥料の使⽤
量を30％低減

 耕地⾯積に占める有機農業の取組⾯積を25％
(100万ha)に拡⼤

 2030年までに⾷品製造業の労働⽣産性を最低３
割向上

 2030年までに⾷品企業における持続可能性に配慮
した輸⼊原材料調達の実現を⽬指す

 エリートツリー等を林業⽤苗⽊の9割以上に拡⼤
 ニホンウナギ、クロマグロ等の養殖において⼈⼯種苗

⽐率100%を実現

2050年までに⽬指す姿

＜本⽂P2~3＞

＜本⽂P4~5＞

→第1章第4節を参照

→第2章第9節を参照



トピックス
3 スマート農業実証プロジェクト

⽔⽥作の実証成果事例
(10a当たり労働時間の慣⾏農法との⽐較)

資料︓農林⽔産省作成
注︓2019年度に採択された実証事例

 2019年度から、ロボット、AI、IoT等先端技術
を⽤いるスマート農業について、⽣産現場に導
⼊して実際の経営に与える効果の分析・情報発
信を⾏うスマート農業実証プロジェクトを実施

 ⽔⽥作における実証の中間報告では、ロボッ
トトラクタやドローンの導⼊等による労働時間
の削減効果等を確認

 実証プロジェクトを通じて明らかになった課
題を踏まえ、2020年10⽉、今後5年間に展開す
る政策の⽅向性を⽰す「スマート農業推進総合
パッケージ」を策定（2021年2⽉改訂）

 今後、シェアリング等の農業⽀援サービスに
よる初期投資の軽減⽅策の検証、スマート農業
技術の導⼊効果の情報提供の充実等を実施

スマート農機の例

ドローンによる
農薬散布

無⼈のロボットトラクタと
有⼈のトラクターの協調作業

2

トピックス
4

農業・⾷関連産業でのデジタル
変⾰の推進

 農業や⾷関連産業分野でも、デジタル技術の活⽤による変⾰に向けた取組が進展
 データを活⽤した農業を⾏っている農業経営体は現段階では全体の２割に満たない
 農村地域では、⿃獣被害対策、農業基盤整備等にデジタル技術を活⽤する取組が進みつ

つある段階
 流通・消費分野では、デジタル技術を活⽤して、川上から川下までデータの共有を可能

とすることが求められている
 ⾷品製造業、外⾷・中⾷産業では、労働⼒不⾜に対応するため、AIやロボット技術によ

る⾃動化等、様々な場⾯での先端技術の活⽤が期待されている
 農業、⾷関連産業のDXを進めるため、2021年３⽉「農業DX構想」を取りまとめ

SNSをベースとしたアプリで産地情報・販売情報を
農業者と流通業者でやりとりする取組

＜本⽂P6~7＞

＜本⽂P8~9＞

→第1章第3節、第2章第8節を参照

→第2章第8節を参照
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トピックス
6 植物新品種の海外流出対策

我が国で開発された優良品種の海外流出の例

資料︓農林⽔産省作成
韓国産シャインマスカット

(タイ市場)

中国産シャインマスカット
(タイ市場)

中国産シャインマスカット
(中国市場)

⽇本産
シャインマスカット

(国内市場)

苗⽊が
海外に流出

⽣産物が
更に輸出

 植物の新品種は、我が国農業の今後
の発展を⽀える重要な知的財産であり、
輸出品⽬として海外でも⾼く評価

 海外でのブランド化に向けて、育成
者権者が海外への登録品種の持出しを
制限できる改正種苗法が成⽴。海外流
出が防⽌され、今後、我が国の新品種
を活⽤した海外展開が進むことを期待

3

トピックス
7 フードテックの現状

 ⽣産から流通・加⼯、外⾷、消費等へとつながる⾷分野の
新しい技術及びその技術を活⽤したビジネスモデル｢フード
テック｣への関⼼が世界的に増加。世界の投資額は年間２兆
円超と推計され、近年急激に増加

 我が国では、代替⾁や、健康・栄養に配慮した⾷品、⼈⼿
不⾜や個⼈の嗜好に対応する調理ロボット、昆⾍を活⽤した
環境負荷の低減に資する⾷料・飼料・肥料の⽣産等の分野で、
スタートアップ企業等が事業展開、研究開発を実施

 2020年10⽉に⽴ち上がったフードテック官⺠協議会の活
動等を通じ、健康・栄養に配慮した⾷品、昆⾍を活⽤した飼
料・肥料⽣産等の⽇本の強みを⽣かしたフードテックの新た
な市場創出を推進

○完全栄養⾷

○調理ロボット

資料︓コネクテッドロボティクス株式会社

資料︓ベースフード株式会社

トピックス
5 ⿃インフルエンザ、豚熱への対応

農場に⼊る⾞両の徹底した消毒

 2020年11⽉、⾹川県で3年ぶりとなる⾼病原性⿃インフルエンザが
発⽣し、2021年3⽉末時点で18県の農場において52例の発⽣を確認。
これまでに約987万⽻の殺処分を実施

 ⿃インフルエンザの発⽣を受け、全国の都道府県に対して、①飼養
衛⽣管理の⼀⻫点検、②全国⼀⻫の緊急消毒、③緊急的な防疫演習の
実施を⾏うように通知

 豚熱対策として、①農場防護柵の設置やエコフィードの加熱基準の引上げ等の飼養衛⽣管理
の徹底、②捕獲強化や経⼝ワクチン散布等の野⽣イノシシ対策、③飼養豚への予防的ワクチン
の接種を実施

 豚熱は2020年度に5県の飼養農場で5例発⽣
ぶたねつ

＜本⽂P13＞

＜本⽂P11〜12＞

＜本⽂P10＞

→第1章第8節を参照

→第1章第4節を参照

→第1章第3節を参照



新型コロナウイルス感染症による影響と対応特集

⾷料消費⾯での影響と新たな動き

4

⾷料消費への影響

 2020年2⽉以降、学校の休校や外出
⾃粛、インバウンド需要の減少等によ
り、外⾷事業者を始め、関連産業に⼤
きな影響が発⽣

 2020年3⽉以降、前年と⽐べ、外⾷
への⽀出額は⼤きく減少。⽣鮮⾷品へ
の⽀出額は増加し⾼⽌まり

 ⼀時的に⽶やパスタ、冷凍⾷品等が
スーパーで⽋品⼜は品薄になったもの
の、⾷品製造事業者の⽣産継続や、流
通事業者の休⽇配送等により、⾷料は
安定的に供給

 2020年の外⾷市場全体の売上⾼は前
年と⽐べ15％減となり、1994年の調査
開始以来最⼤の下げ幅

 テイクアウト・デリバリー需要に⽀
えられたファストフードは3.7%減と踏
みとどまった⼀⽅で、パブ・居酒屋で
は50%減と⼤きなダメージ

 2021年1⽉に緊急事態宣⾔が再発出。
感染症の影響を受けた全国の倒産件数
は、2021年3⽉末時点で飲⾷店が205件
で最も多く、⾷品卸も62件と5番⽬

資料︓⼀般社団法⼈⽇本フードサービス協会「外⾷産業市場動向
調査」を基に農林⽔産省作成

業態 件数
1 飲⾷店 205
2 建設・⼯事業 110
3 ホテル・旅館 86
4 アパレル⼩売 67
5 ⾷品卸 62

全体 1,237

新型コロナウイルス関連倒産数(業種別件数上位)

資料︓株式会社帝国データバンク「「新型コロナウイルス関連倒産」
動向調査」(2021年3⽉31⽇公表)を基に農林⽔産省作成

注︓2021年3⽉31⽇時点の数値

＜外⾷への影響＞

外⾷産業における業態別売上⾼
(前年同⽉を100とする指数)

104.0 101.9 

60.4 
84.0 77.7 

84.4 96.6 91.3 

8.6 
41.0 

29.3 

9⽉ 1⽉ 4⽉ 8⽉
2019年 2020

全業態合計

パブ・居酒屋

ファストフード

2021

1⼈1か⽉当たりの⾷料消費⽀出額

資料︓総務省「家計調査」(全国・⽤途分類・⼆⼈以上の世帯)を基に
農林⽔産省作成

注︓消費者物価指数(⾷料︓2015年基準)を⽤いて物価の上昇・下落
の影響を取り除いた数値

6,613 円
6,779 6,821 

6,318 

7,762 7,689 
6,821 

3,080 3,205 3,563 3,221 
3,137 3,560 3,391 3,968 

4,051 4,554 4,231 

1,484 

3,217 
2,579 

2019年 2020

⽣鮮⾷品

調理⾷品

外⾷
1⽉ 4⽉ 8⽉ 1⽉ 4⽉ 8⽉

2021
2⽉

2⽉

＜本⽂P15~27＞


