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「農業・農村の所得倍増」の位置付け
○ 我が国の農業・農村は、農業従事者の減少や⾼齢化、農業所得の減少などに直⾯するなど厳しい状況にあ
る。このため、農業の競争⼒を強化し、産業として持続あるものにするとともに、農村を活性化するために
は、農業・農村の所得を増⼤することが重要となっている。
○ このようなことを背景に、昨年４⽉に⾃⺠党において取りまとめられた「農業・農村所得倍増⽬標10ヶ
年戦略」において「地域や担い⼿の所得が倍増する姿を⽬指す」こととされ、昨年12⽉に決定された「農
林⽔産業・地域の活⼒創造プラン」及び本年６⽉に決定された「『⽇本再興戦略』改訂2014」においても
それぞれ「農業・農村の所得倍増を⽬指す」ことが明記されたところ。
【農業・農村所得倍増⽬標10ヶ年戦略（平成25年４⽉25⽇ ⾃由⺠主党農林部会取りまとめ）】
我々は、経営規模の⼤⼩や主業と兼業の別、年齢による区別なく、地域総参加で地域全体が活⼒に満ち、産業として成り⽴つ強い
農業・農村を創造する。その為に経済全体の健全な成⻑を取り込みつつ、10カ年戦略を基に農業・農村政策を総動員し、現場の⼒を
最⼤限に引き出すことで、⾃給率・⾃給⼒の向上と、地域や担い⼿の所得が倍増する姿を⽬指す。
（中略）
以上、意欲ある地域や担い⼿の所得が倍増する姿を⽬標とし、効果的な施策と現場⼒を引き出し、「農家が⽣産する喜びを実感でき
る」農業・農村を構築し、⾷料・農業・農村基本法に基づいて、⾷料安保と多⾯的機能の維持を図るものである。

【農林⽔産業・地域の活⼒創造プラン（平成25年12⽉10⽇ 農林⽔産業・地域の活⼒創造本部決定：平成26年6⽉24⽇ 同本部改訂）】
当本部では、若者たちが希望の持てる「強い農林⽔産業」、「美しく活⼒ある農⼭漁村」を創り上げ、その成果を国⺠全体で実感で
きるものとするため、以下の３点を基本として検討することとした。
１ 農⼭漁村の有するポテンシャル（潜在⼒）を⼗分に引き出すことにより、農業・農村全体の所得を今後10年間で倍増させること
を⽬指し、我が国全体の成⻑に結びつけるとともに美しく伝統ある農⼭漁村を将来にわたって継承していくこと。

【 「⽇本再興戦略」改訂2014（平成26年６⽉24⽇ 閣議決定）】
今般改訂の「農林⽔産業・地域の活⼒創造プラン」に掲げられた諸施策と⼀体的に推進することにより、農林⽔産業を成⻑産業化し
て、農業・農村の所得倍増を⽬指すとともに、美しく伝統ある農⼭漁村の継承と⾷料⾃給率・⾃給⼒の維持向上に資するものとする。

1

「農業・農村の所得倍増」の考え⽅
○

農業・農村の所得倍増については、経済全体の健全な成⻑を取り込みつつ、
需要の拡⼤や輸出の促進等による⽣産額の増⼤や、農地集積の加速化等による⽣産コストの縮減を通じ
た農業所得の増⼤と
② 加⼯・直売の取組の推進や⾷品企業等の誘致等による６次産業化等の推進を通じた農村地域の関連所得
の増⼤
により、農業・農村の所得を今後10年間で倍増させることを⽬指すもの。
①

「農業・農村の所得倍増」に向けた対応方向
農業所得の増大

農村地域の関連所得の増大

生産額(価格(P)×生産量(Q))－生産コスト(C)

生産額の増大
○需要拡大の推進

生産コストの縮減

６次産業化等の推進による雇用・所得の増大

○農地集積の加速化

○農業者主体の加工・直売の取組の推進
○食品企業等の誘致・起業による就業機会の確保
○介護食品や機能性食品の開発等新たな市場
の開拓
○太陽光、小水力などの再生可能エネルギーの
導入やバイオマスの利活用
○農家民宿の開業などによる都市と農村交流の
促進 等

○米国・ＥＵなど大きな
○資材費等の縮減
市場も重視した輸出拡大
○技術開発
○需要を踏まえた耕作
放棄地や水田の一層の
○基盤整備 等
活用 等

2
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「農業・農村の所得倍増」に向けた検討⽅向
○ 農業・農村の所得倍増に向け、マクロでの道筋を検討するとともに、現場の農業関係者などが地域や作物
に応じて、どのような取組を進めていけばいいか、より具体的なイメージを描くことができるよう、ミクロ
での道筋を併せて検討する。

「農業・農村の所得倍増」の具体的検討方向
マクロでの道筋
＜農業所得＞
米、野菜、畜産など各品目別に、生産額の増大、生産コストの縮減に向けた対応方向等を
検討。
＜農村地域の関連所得＞
加工・直売、都市と農村の交流などの施策分野毎に、雇用・所得の増大に向けた対応方向等
を検討。
⇒ 農業所得、農村地域の関連所得の合計を10年後に倍増。
ミクロでの道筋（経営展望）
＜農業経営モデルの例示＞
主な営農類型・地域について、所得増大に向けた経営発展の姿を例示。
＜地域戦略の例示＞
地域農業の発展に加え、関連産業との連携等による６次産業化等の事業展開により、雇用・
所得が創出され、地域として農業所得と関連所得の合計が倍増する姿をイメージできるよう、
地域戦略を例示。
3

農業所得と６次産業化に係る市場規模の推移
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農業所得と６次産業化に係る市場規模の推移
① 農業所得等の推移
○ 農業総産出額について、平成23年及び平成24年は、⽶の価格上昇等を背景に、前年に⽐べ増加しているも
のの、⻑期的には、⽶の産出額の低下等により、平成２年の11.5兆円から、平成24年には8.5兆円に減少して
いる。
○ 農業総産出額の減少に伴い、農業所得は平成２年の4.8兆円から、平成24年には3.0兆円に減少している。
農業総産出額と⽣産農業所得の推移

農業総産出額の構成
平成２年

12.0

兆円
11.5

その他畜産
1.6兆円
(14.2)

10.4
10.0

平成２4年

加工農産物
0.1兆円
(0.6)

9.1
8.5

8.1

8.2

8.5

8.0

3.6

3.2

2.8

2.8

3.0

2.0
0.0

7
平成2年
(1990) (1995)

12
(2000)

畜産
3.1兆円
(27.2)

肉牛
0.6兆円
（5.2）

17
(2005)

22
(2010)

23
(2011)

24
(2012)

肉牛
0.5兆円
(5.9)

米
3.2兆円
(27.8)
農業
総産出額計
11.5兆円
（100%）

乳用牛
0.9兆円
（7.9）

4.6

4.0

農業総産出額 生産農業所得

6.0
4.8

加工農産物
0.1兆円
(0.7)

その他畜産
1.3兆円
(15.4)

野菜
2.6兆円
(22.5)

耕種
8.3兆円
(72.2)

畜産
2.6兆円
(30.4)

米
2.0兆円
(23.8)
農業
総産出額計
8.5兆円
(100%)

耕種
5.9兆円
(69.0)
野菜
2.2兆円
(25.7)

乳用牛
0.8兆円
（9.1）

その他耕種
0.9兆円
(10.7)

その他耕種
1.5兆円
（12.8)

果実
0.7兆円
(8.8)

果実
1.0兆円
（9.1)

資料：農林⽔産省「⽣産農業所得統計」
注 ：⽣産農業所得は、農業総産出額から物的経費（肥料、農薬、光熱動⼒費等）を控除し、経常補助⾦を加えたもの。

4

農業所得と６次産業化に係る市場規模の推移
② ６次産業化に係る市場規模の推移
○

平成24年度の６次産業化に係る市場規模（現在、統計上把握している農産物の加⼯、農産物直売所、⽔産物の加⼯、
⽔産物直売所等の年間総販売⾦額の計）は1.9兆円で、前年度に⽐べ農業⽣産関連で6.6％、漁業⽣産関連で

14.8％増加している。
○ 年間総販売⾦額に占める割合は、農産物直売所と農産物の加⼯がそれぞれ約４割となっている。

農業⽣産関連事業等の年間総販売⾦額の内訳
（平成24年度）
農業⽣産関連事業等の年間総販売⾦額の推移

水産物直売所
311億円
(1.6)
観光農園
379億円
(2.0)

5
4

その他農業生産
関連事業
386億円
(2.0)

水産物の加工
1,543億円
(8.0)

（兆円）

3
1.8兆円

2

1.9兆円

1.2兆円

農産物
の加工
8,237億円
(42.7)

1

年間
総販売金額
１兆9,305億円
(100.0％)

農産物
直売所
8,448億円
(43.8)

0
平成22年度
平成22年度
（2010）

23
23
（2011）

24
24
（2012）

資料：農林⽔産省「６次産業化総合調査」等を基に農⽔省作成。
注１：平成22年度は政策⽬標で掲げる現状値、平成23,24年度は上記調査の実績値である。
注２：数値は、農産物の加⼯、農産物直売所、観光農園、その他農業⽣産関連事業及び漁業⽣産関連事業（⽔産加⼯・⽔産物直売所）の年間
総販売⾦額を加えたもの。なお、平成22年度は漁業⽣産関連事業を含まず、年間総販売⾦額に地場産率を乗じたもの。
注３：「農産物の加⼯」は農業経営体⼜は農協等が販売を⽬的として、⾃ら⼜は構成員が⽣産した農産物をその使⽤割合の多寡にかかわらず
⽤いて加⼯（⾮⾷品の製造も含む）したもの。「その他農業⽣産関連事業」は、農家⺠宿、農家レストラン、農産物輸出の合計。
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5

農業所得の増大に向けた対応方向

農業所得の増⼤に向けた対応⽅向
○ ⽣産額増⼤に向けた需要⾯、⽣産・流通⾯における取組及び⽣産コスト縮減に向けた取組として、以下
の取組を推進。

＜主な品⽬における対応⽅向＞
品
⽬

需要⾯

⽣産・流通⾯

【⽶（⽶粉⽤⽶､飼料⽤⽶を除
く）】
○⽶の需要拡⼤の推進
・ ⽶飯給⾷の推進、健康⾯か
らのごはん⾷の効果発信、⽇
本型⾷⽣活の普及を推進。

【⽶（⽶粉⽤⽶、飼料⽤⽶を除く）】
○需要に応じた主⾷⽤⽶の⽣産推進
⾏政による⽣産数量⽬標の配分に頼らないで、農業者や集荷業
者・団体が、⾃らの経営判断や販売戦略に基づき、需要に応じ
た⽣産が⾏われる状況となるよう、
・主⾷⽤⽶以外の作物の本作化の推進
・中⾷・外⾷⽤等のニーズに応じた⽣産と安定取引の推進
・県産別、銘柄別のきめ細かい需給・価格情報、販売進捗・在庫
情報の提供
等の環境整備を実施。

・

⽶

具体的な対応⽅向
⽣産額の増⼤

簡便化志向・健康志向など
の消費者ニーズに対応した⽶
の新商品・サービスの開発・
提供を推進。

【⽶粉⽤⽶】
○業務⽤⽶の安定取引の推進
○製造コスト低減及び⽶粉製品の開発
・ 中⾷・外⾷等のニーズに応
・ ⽶粉の製造コスト低減技術の開発・普及や、⽶粉・⼩⻨粉の
じた⽣産と安定取引に向けて、
ミックス粉等の新たな⽶粉製品の開発を推進。
⽣産者と実需者のマッチング
【飼料⽤⽶】
の取組を推進。
○推進体制を活⽤した課題解決の推進
○⽶の輸出促進
・ 全国、地⽅ブロック、各県（地域）段階に整備した関係機関
・ オールジャパンの取組体制
から成る推進体制を活⽤し、各種課題解決に向けた取組を総合
を整備し、コメ・コメ加⼯品
的に推進。
の輸出拡⼤を推進。
○地域の条件に応じた栽培体系の確⽴
・ 多収性専⽤品種の導⼊や新たな栽培技術の実証により、地域
【⽶粉⽤⽶】
の条件に応じた栽培体系の確⽴を推進。
○需要拡⼤への取組
・ 「⽶粉倶楽部」（⽶粉関係者
が⼀体となって普及に取り組
む活動体）を通じた官⺠⼀体
での⽶粉製品の認知拡⼤の取
組を推進。
・

⽶粉レシピコンテスト等の
⺠間の取組を推進。

・

需要拡⼤が⾒込まれる多収性専⽤品種については、種⼦の需
要量の把握を通じて、原種の確保等の取組を推進。
○低コストかつ安定的な供給体制の構築
・ 既存施設の機能強化や再編整備、新たな施設・機械の導⼊等
を通じて、供給体制の整備を推進。
・ 紙袋やフレキシブルコンテナでの流通からバラ流通への転換、
シャトル輸送（帰り便の活⽤）等の取組を推進。
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⽣産コストの縮減

○農地の集積・集約化
・ 農地中間管理機構の本格稼働、基
盤整備との連携等による担い⼿への
農地集積・集約化を加速化。
○新技術等の開発・導⼊、資材費の低
減等
・ 直播栽培等の⼤規模経営に適した
省⼒栽培技術の開発・各地域の条件
に応じた導⼊を推進。
・

「担い⼿農家の経営⾰新に資する
稲作技術カタログ」の改訂やワーク
ショップの開催等により、カタログ
掲載技術の早期導⼊・改良を推進。

・

ICT（情報通信技術）や衛星デー
タ等を活⽤した効率的な⽣産管理技
術の開発・導⼊を推進するとともに、
作業の外部化・サポート体制を構築。

・

産業界の努⼒も反映し、基本性能
の絞り込み等による農業機械の低コ
スト化、フレキシブルコンテナ利⽤
等による肥料コストの低減等、⽣産
資材費の低減を推進。

6

農業所得の増⼤に向けた対応⽅向
品
⽬

⻨
類

具体的な対応⽅向
⽣産額の増⼤
需要⾯

⽣産・流通⾯

○国内産⻨の需要拡⼤の推進
・ 産地と実需者が連携した
地域の⾷⽂化等と結びついた
特⾊ある商品開発を推進。

○実需者ニーズに対応した⽣産・流通の推進
・ ⽣産者に対して需要動向をより的確に伝える取組（⽣産者と実需者と
の意⾒交換会の開催等）を推進。

・ 国内産需要の拡⼤が期待
できるパン・中華麺⽤を中⼼
に実需者等のニーズに即した
新品種の開発・普及を推進。

・ 国内産⻨の安定供給に向けた流通の改善（固定需要のある産地銘柄に
ついては優先的・安定的に取引できる仕組みの活⽤等）、乾燥調製貯蔵
施設や物流合理化施設等の整備等を推進。
・ 産地と実需者等が⼀体となった新品種の開発・導⼊、商品開発等の産
地形成やブランド化の取組を推進。
○新品種・技術等の開発・導⼊
・ 多収性品種の開発・導⼊、収量・品質の⾼位安定化に資する追肥・防
除技術や輪作体系の最適化を推進。
・

○国産⾖類の需要拡⼤の推進
・ 産地と実需者が連携して、
実需者等のニーズに即した新
品種の開発・普及を推進。

⾖
類

・ 各地域での⽣産適性や加⼯適性等を備えた新品種の開発により、安定
⽣産を図る体制を整備。
実需者の求める原料品質に応じた規格での供給体制を構築。

○湿害対策や輪作体系等の栽培技術の確⽴、新品種の開発・導⼊等
・ 地下⽔位制御システム、300A技術（単収300kg/10a、品質Aクラス
(1,2等)を⽬指す湿害回避のための耕起・播種技術等）の導⼊等の湿害対
策や、輪作体系等の栽培技術を確⽴することで、収量・品質の向上を推
進。
・

○農地の集積・集約化
・ 農地中間管理機構の本格稼
働、基盤整備との連携等による
担い⼿への農地集積・集約化を
推進。
○⽣産管理技術の開発・導⼊
・ ICT（情報通信技術）や衛星
データ等を活⽤した効率的な⽣
産管理技術の開発・導⼊を推進
するとともに、作業の外部化・
サポート体制を構築。

ほ場の暗渠整備や地下⽔位制御システムの導⼊等の排⽔対策を推進。

○実需者ニーズに対応した⽣産・流通の推進
・ 実需者のニーズ（量・質）を把握し、⽣産者団体を通じて産地に的確
に伝達する取組（⽣産者と実需者との意⾒交換会の開催等）を推進。

・

⽣産コストの縮減

病害⾍抵抗性等を有する多収性品種の開発・導⼊等を推進。

○農地の集積・集約化
・ 農地中間管理機構の本格稼
働、基盤整備との連携等による
担い⼿への農地集積・集約化を
推進。
○省⼒化技術、機械化体系の確
⽴等
・ 中耕除草作業を軽減できる
技術の確⽴、適期播種や刈り遅
れによる収穫ロス低減に資する
品種・技術の導⼊を推進。
・ 機械収穫に適した品種の開
発・普及を推進。
・ 労働時間短縮に向けた機械
化収穫体系の普及を推進。

7

農業所得の増⼤に向けた対応⽅向
品
⽬

野
菜

具体的な対応⽅向
⽣産額の増⼤
需要⾯

⽣産・流通⾯

○野菜の需要拡⼤の推進
・ ⽣活習慣病等への懸念を有
する消費者や摂取量が少ない
働く世代を対象とし、職場、
外⾷等あらゆる場⾯で野菜摂
取の重要性を認識できる環境
整備を推進。

○加⼯・業務⽤野菜の⽣産流通体制の整備
・ 加⼯・業務⽤は家計消費⽤とは異なる品質・規格を求められるため、加
⼯・業務⽤向けの専⽤品種や、加⼯適性の⾼い既存品種に病害抵抗性を付与
した品種の開発・普及を推進。
・ 加⼯・業務⽤野菜への転換を推進する産地に対し、加⼯・業務⽤野菜の安
定⽣産に必要な作柄安定技術の導⼊、排⽔改良や畑地かんがいの整備・利⽤
を推進。
・ 物流業界を所管する国⼟交通省とも連携し、トラックから鉄道や船舶等へ
切替などモーダルシフトの推進等により、物流コストの低減を図るとともに、
輸送効率の向上に向けた取組を推進。
・ ⽣産者・⾷品製造業者の不安（リスク）を分散する機能を有する中間事業
者により、産地リレーの構築による通年安定供給や、両者の交流による契約
取引の円滑化を推進。

○野菜の輸出促進
・ 海外の富裕層に加え、⼈⼝
の多い中間層もターゲットと
し、マーケティング等の強化
により、売れる品⽬を発掘し
つつ市場を開拓。

○野菜の輸出促進
・ 品⽬ごとに検討会を設置し、⽣産者、流通関係者等が⼀体となり、重点国
の設定等輸出戦略について協議するとともに、品⽬別輸出戦略に基づいて残
留農薬基準の変更申請などを実施。また、輸出野菜の⻑期保存が可能な低温
貯蔵施設の整備等を推進。

果
実

○消費傾向の多様化や業務⽤需
要への対応による需要拡⼤の
取組
・ 摂取量の少ない世代が実践
しやすいカットフルーツ等消
費スタイルの提案、学校給⾷
等を通じた地場産果実の利⽤
拡⼤等の消費者への訴求を推
進。
○果実の輸出促進
・ 海外の富裕層に加え、⼈⼝
の多い中間層もターゲットと
し、マーケティング等の強化
により、売れる品⽬を発掘し
つつ市場を開拓。

○消費者ニーズの変化に対応した供給体制の構築
・ 消費者ニーズの変化に対応した優良品⽬・品種への転換や速やかな新品種
の普及、カットフルーツ、ストレートジュース等の新たな需要に対応した⾼
品質果実加⼯品の⽣産体制の確⽴を推進。
・ 安定的な需給を確保するため、うんしゅうみかん及びりんごについて、計
画⽣産・需給安定措置を実施。
・ 果実の⾼品質化や⽣産性の向上を⽬指した新技術の導⼊を積極的に推進。
○果実の輸出促進
・ 品⽬ごとに検討会を設置し、⽣産者、流通関係者等が⼀体となり、重点国
の設定等輸出戦略について協議するとともに、品⽬別輸出戦略に基づいて残
留農薬基準の変更申請などを実施。また、輸出果実の⻑期保存が可能な低温
貯蔵施設の整備等を推進。

⽣産コストの縮減
○機械化⼀貫体系の実
⽤化
・ 新技術の導⼊によ
る機械化⼀貫体系
（⽣産作業⼯程の機
械化）を実⽤化し、
労働時間の⼤きい収
穫・調製作業を機械
化・簡素化すること
で低コスト・省⼒化
を推進。
○農地の集積・集約化
・ 農地中間管理機構
の本格稼働、基盤整
備との連携等による
担い⼿への農地集
積・集約化を推進。

○担い⼿への園地集積、
規模拡⼤による⽣産
コストの低減の推進
・ 農地中間管理機構
の本格稼働、基盤整
備との連携等による
担い⼿への園地集
積・集約化、規模拡
⼤を推進。
・ 新わい化栽培等の
新たな栽培技術の導
⼊による作業の省⼒
化を推進。

8
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農業所得の増⼤に向けた対応⽅向
品
⽬

花
き

野
菜
・
果
実
・
花
き
共
通

具体的な対応⽅向
⽣産額の増⼤
需要⾯

⽣産コストの縮減

⽣産・流通⾯

○花育、輸出拡⼤等による
○産地間連携による周年安定⽣産・供給体制の確⽴
需要拡⼤の推進
・ 国内外の需要に対応するため、季節によって移動する各⽣
・ ⽇常⽣活における花き
産地が連携し、周年での⽣産及び供給体制を構築。
の活⽤や新たな物⽇（もの ○実需者ニーズに対応した品種開発及び⽣産コスト低減の両⽴
び：祭り・祝い事など特別 ・ 需要動向を的確に把握し、⽣産者だけでなく、種苗開発段
な事の⾏われる⽇）の創出、 階からニーズに即した育種及び新品種開発を推進。
花育による花きに関する知 ・ ⻑期にわたる育種開発期間を短縮させるため、耐病性・⽇
識等の普及、博覧会や展覧
持ち性等の優良遺伝資源を有する研究機関と連携し、新品種
会開催等を推進。
開発を推進。
・ ⽇本産花きの強みであ
○徹底したコールドチェーンの整備と⽇持ち性向上の推進
る⽣産技術や品質の⾼さを
・ 花きに対する消費者の満⾜度を上げることにより需要拡⼤
武器に、他国の商品にはな
を推進するため、⽣産地、市場、加⼯場及び各流通段階にお
い形質・花⾊で新たな需要
いて、鮮度の良い商品を届けるための⼀体的なコールド
を獲得。
チェーンを推進。
○花きの輸出促進
・ 花き⽇持ち性向上に向けた管理⼿法等により、⽣産･流通･
・ 輸出先バイヤー等の招
⼩売等が⼀体となり、⽇持ち保証販売を推進。
聘や商談会･展⽰会の開催、 ○花きの輸出促進
国内外における国産花き
・ 各国のニーズに対応した育種・品種開発、⻑距離輸送に対
のプロモーション活動等
応した集出荷貯蔵施設の整備や品質管理技術の向上、オール
を実施。
ジャパン体制による安定供給・流通体制を整備。

○施設の⼤規模化・集約化と⽣産管理技術の
導⼊
・ 施設の⼤規模化・集約化による効率的な
⽣産を推進。

○ニーズに対応した⽣産の
推進
・ 次世代施設園芸拠点を
運営するコンソーシアム
に、実需者が参画し、品
種から⽣産量等、消費者
ニーズを反映させること
で、消費を拡⼤。

○単収の向上と脱化⽯エネルギー化
・ 情報通信技術（ＩＣＴ）を活⽤した⾼度
な環境制御技術により単収を⾶躍的に向上。
・ 近年の燃油価格の⾼騰を踏まえ、⽊質バ
イオマス等の地域エネルギーの活⽤により、
脱化⽯エネルギー化を推進。

○次世代施設園芸の推進
・ ⽊質バイオマス等の脱化⽯エネルギーに着⽬し、情報通
信技術（ＩＣＴ）を活⽤した⾼度な環境制御を⾏う次世代施
設園芸拠点の整備を推進。
・ この拠点においては、⽣産から調製・出荷までを⼀気通
貫して⾏い、施設の⼤規模な集約によるコスト削減や、周
年・計画⽣産により、所得の向上と地域雇⽤の創出を実現。

・

ヒートポンプや⽊質バイオマスボイラー
等化⽯燃料に替わる省エネ設備を活⽤する
⽣産管理技術の導⼊を推進。

○農地の集積・集約化
・ 農地中間管理機構の本格稼働、基盤整備
との連携等による担い⼿への農地集積・集約
化を推進。

○周年安定雇⽤の増加
・ 多品⽬の組合せや⾼度環境制御により作
業ピークを平準化し、年間を通じた安定雇
⽤を⾏うことによりコストを削減。
・ ⼤量雇⽤を創出することにより、地域全
体の所得を増加。

9

農業所得の増⼤に向けた対応⽅向
品
⽬

か
ん
し
ょ

具体的な対応⽅向
⽣産額の増⼤
需要⾯
○加⼯⾷品⽤途の需要の開拓の促進
・ 加⼯向け新規需要を開拓するため、加⼯⾷
品原料としての適性が⾼い新品種や、アントシ
アニンなど機能性成分を活かした新品種の開
発・普及を推進。

○消費者ニーズに対応した⽣産の推進
・ 良⾷味で消費者ニーズの⾼い品種の⽣産拡⼤、加⼯
⽤品種の⽣産拡⼤などを含めた産地形成を推進。
○効率的な⽣産体制の確⽴及び⽣産性向上
・ 産地の労働⼒不⾜や、⽤途毎の作付体系の違いを踏
まえた機械化による省⼒化や⽣産体制の強化を推進。

⽣産コストの縮減
○機械化⼀貫体系の普及等の
⽣産省⼒化
・ 挿苗機、ハーベスタ等の
導⼊による機械化⼀貫体系
の確⽴・普及、作業の共同
化を推進。

・ 優良種苗の活⽤など基本栽培技術体系の徹底により
単収の向上を推進。
○加⼯⾷品⽤途の需要の開拓の促進
・ 実需者の要望（⾼品質化、⼤ロット化）に
対応し、加⼯向け新規需要を開拓するため、加
⼯⾷品原料としての適性が⾼い新品種の開発・
普及を推進。

ば
れ
い
し
ょ

⽣産・流通⾯

○実需者ニーズに対応した⽣産の推進
・ ⽣産者と実需者の連携強化により需要に応じた安定
的な⽣産・供給体制を確⽴するとともに、冷凍⾷品⽤
や菓⼦⽤など加⼯適性のある品種の⽣産拡⼤を推進。
○⽣産の省⼒化等に向けた取組の推進
・ 作業の共同化や外部化促進による労働⼒の確保や、
ソイルコンディショニング栽培体系（ほ場の⼟塊や⽯
れきを除去し播種と培⼟を同時に⾏う栽培法で、収穫
作業が効率化し、品質も向上）等の省⼒化技術の導⼊
を推進。

○省⼒的な⽣産体系の確⽴
・ ハーベスタと集中選別を
組み合わせた収穫⽅法など、
新たな作業体系の導⼊や実
需者との連携（契約農家へ
の栽培技術等の指導や作業
の受託等）による⽣産の効
率化を推進。

・ 加⼯原料の発芽抑制対策としてエチレンを利⽤した
貯蔵施設の普及を推進。
・ 病害⾍（ジャガイモシストセンチュウ）抵抗性品種
の導⼊や、⾞両洗浄施設等の病⾍害対策に向けた施設
整備により、病⾍害対策を推進。
・ 農産物処理加⼯施設の整備や再編・合理化などによ
る加⼯の効率化を推進。

10
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農業所得の増⼤に向けた対応⽅向
品
⽬

具体的な対応⽅向
⽣産額の増⼤
需要⾯

⽣産コストの縮減

⽣産・流通⾯

○砂糖に関する情報提供の促進
○効率的な⽣産体制の確⽴
・ 関係機関・団体と連携した砂糖に
・ 直播栽培を普及・拡⼤するため、⾼性能直播機等の導⼊
関する正しい知識の普及・啓発を推進。 や直播栽培における収量安定につながる技術（狭畦栽培等）
の普及を推進するとともに、移植栽培における労働⼒外部化
のため、共同育苗施設の整備等を推進。

○⽣産資材使⽤の効率化
・ ⼟壌診断等を通じたそれぞ
れの⼟地の栄養分の状況にあ
わせた適切な量の肥料の投⼊
の取組を推進。

○耐病性品種の開発・導⼊
・ 国内産糖製造事業者と連携しつつ、（独）農業・⾷品産
業技術総合研究機構の有する耐病性品種の効果的な活⽤等を
通じ、耐病性品種の開発・導⼊を推進。

・ 耐病性品種の導⼊による防
除回数の削減の取組を推進。

て
ん
菜

○製糖事業の更なる効率化
・ 糖価調整制度に基づく国内産糖交付⾦の交付等を通じ、
製糖効率の向上による製造コストの削減など製糖事業の更な
る効率化を推進。
○砂糖に関する情報提供の促進
○機械化⼀貫体系の確⽴・普及
・ 関係機関・団体と連携した砂糖に
・ 株出管理機、ハーベスタ等の導⼊、作業受委託や機械の
関する正しい知識の普及・啓発を推進。 共同利⽤組織の育成等を推進。

○収穫作業の効率化
・ ハーベスタの導⼊や共同利
⽤を推進。

○⾃然災害等に強い⽣産体制の構築
・ 畑地かんがいの着実な推進、交信かく乱フェロモン剤の
活⽤等による総合防除等を推進するとともに、島ごとの⾃然
条件等に応じた作型の選択・組合せ（ベストミックス）の実
現に向けた取組を推進。

さ
と
う
き
び

○製糖事業の更なる効率化
・ 糖価調整制度に基づく国内産糖交付⾦の交付等を通じ、
製糖効率の向上による製造コストの削減など製糖事業の更な
る効率化を推進。

11

農業所得の増⼤に向けた対応⽅向
品
⽬

そ
ば

な
た
ね

茶

具体的な対応⽅向
⽣産額の増⼤
需要⾯

⽣産・流通⾯

⽣産コストの縮減

○国産そばの需要拡⼤の推進
・ 収量が安定する、機能性を持つと
いった特徴ある新品種の開発等を⾏う
とともに、新商品の開発、販路の拡⼤
等の国産そばの消費を喚起する取組等
を推進。

○単収の⾼位安定化
○品質・収量の向上及び安定化対策の推進
・ ほ場の団地化、排⽔対策等の基本技術の実施を推進。 ・ ⽔⽥におけるほ場の団地化や排⽔
対策の徹底、機械化適性に優れた多
・ 難脱粒性（熟しても実が落ちにくい）の多収性品種
収性品種の育成・普及等により、単
の育成・普及を推進。
収の⾼位安定化を推進。
○農地の⾼度利⽤の推進
・ ⻨等の後作や不作付地における作付拡⼤を推進。

○国産なたねの需要拡⼤の推進
・ 無エルシン酸でありつつ多収といっ
た特徴ある新品種の開発等を通じ、な
たね油における国産原料の使⽤割合の
向上を推進。

○収量の⾼位安定化対策の推進
・ 排⽔対策等の基本技術の実施を推進。

○国産茶の需要拡⼤の推進
・ ティーバッグや粉末茶などの簡便な
飲⽤形態の茶、発酵茶 (紅茶・ウーロ
ン茶)の需要拡⼤や⾷品原料⽤としての
利⽤拡⼤など、新たな商品開発による
マーケット拡⼤への取組を推進。

○単収・品質の向上及び安定化
・ 茶樹の改植促進により茶園の若返りや競争⼒のある
品種への転換を図り、⽣産性の向上及び⾼品質化を推
進。

○担い⼿への集積促進、省エネ型の⽣
産体制への転換
・ 担い⼿への園地集積促進等による
経営規模の拡⼤を推進。

・ 防霜施設の導⼊等により気象災害の影響を軽減し、
作柄の安定化を推進。

・ 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を推進。

○茶の輸出促進
・ ジャパンブランドでの⽇本茶のＰＲ
やマーケティング等を実施し、⽇本茶
の輸出を推進。

・ 今後、作付拡⼤が期待できる九州等の地域への新品
種の普及や⽔⽥輪作における機械化栽培体系の確⽴・
普及を推進。

○⽣産の集約化
・ 担い⼿農家や⽣産組織への⽣産の
集約化、多収性品種の導⼊や輪作等
により、単収の⾼位安定化を推進。

○茶の輸出促進
・ 品⽬ごとに検討会を設置し、⽣産者、流通関係者等
が⼀体となり、重点国の設定等輸出戦略について協議
するとともに、品⽬別輸出戦略に基づいて残留農薬基
準の申請などを実施。
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農業所得の増⼤に向けた対応⽅向
具体的な対応⽅向

品
⽬

薬
⽤
作
物

⼯
芸
作
物

⽣産額の増⼤
需要⾯
○薬⽤作物国産化のニーズへの対応
・ 薬⽤作物の産地振興を通じ、国内
⽣産量を拡⼤することにより、薬⽤
作物における国産原料の使⽤割合の
向上を推進。

○栽培技術の確⽴
・ 栽培技術の確⽴を推進。

○和の⽂化への関⼼の⾼まりを踏まえ
た国産⼯芸作物のニーズの喚起
・ 富岡製⽷場の世界遺産登録や東京
オリンピック・パラリンピック開催
決定等を契機とした和の⽂化への関
⼼の⾼まりを踏まえて、和の空間等
による啓発活動や、国産⽣⽷・絹織
物、畳表等⼯芸作物の需要を喚起。

○純国産絹製品のブランド化の促進
・ 養蚕農家、製⽷業者、絹織物業者、流通業者等の提携による⾼
品質な純国産絹製品づくりを推進。

・ 地域活性化伝道師（内閣官房所管）の派遣、普及指導員等研
修の実施による産地の栽培技術の向上、産地内での共有を促進。

飼
料
作
物

○機械化等の省⼒化の推進
・ 機械化、農薬登録の促進
等による省⼒化を推進。

○マッチングのためのブロック会議の開催
・ 薬⽤作物の産地化を志向する地域と実需者（漢⽅薬メーカー、
⽣薬問屋）とのマッチングを図るためのブロック会議を開催。

○⾼品質・多収性優良品種の導⼊の促進
・ い草の⾼品質・多収性優良品種の導⼊による品種構成の適正
化及び作期の拡⼤を図り、⼀⼾当たり作付⾯積を維持・拡⼤。

○⾃給飼料⽣産基盤の拡⼤
・ 草地整備や⽔⽥飼料作物の⽣産・利⽤拡⼤を推進。
・

⽣産コストの縮減

⽣産・流通⾯

イアコーン（トウモロコシの雌穂(しすい)）等の新たな国産濃厚飼料原料の活⽤を推進。

○⾃給飼料⽣産利⽤技術の普及、飼料⽣産⽀援組織の育成
・ 地域に適合した多収性などの優良品種の導⼊を推進するとともに、効率的かつ安定的な飼料⽣産利⽤技
術の普及を推進。

○⽣産の集約化、機械化の推
進
・ 稚蚕共同飼育所の再編・
整備を推進。
・ い草の移植機械等の導⼊
促進や収穫・調製作業の共
同化による省⼒化を推進。
○⾃給飼料の⽣産・利⽤拡⼤
・ ⽣産性の⾼い草地への改
良、⽔⽥飼料作物の⽣産利
⽤、優良品種の導⼊、放牧
並びに飼料⽣産技術の向上
を推進。

・ コントラクター、ＴＭＲセンター（⾃給粗飼料、濃厚飼料、添加物等をバランス良く配合したＴＭＲ
（完全混合飼料）を製造・配送する組織）等の飼料⽣産⽀援組織の育成を推進。
・

⽜の飼養管理時間の低減や飼料⽣産の低コスト化に資する放牧を推進。
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農業所得の増⼤に向けた対応⽅向
品
⽬

畜
産
物

具体的な対応⽅向
⽣産額の増⼤
需要⾯

⽣産・流通⾯

【共通】
○畜産物の需要拡⼤の推進
・ 商品開発、販路拡⼤等の国産畜産物
の消費を喚起する取組等により、需要の
拡⼤を推進。

【共通】
○畜産クラスター（地域ぐるみの⾼収益型畜産体制）の構築
等による競争⼒の強化
・ 中核となる畜産経営を中⼼に、地域ぐるみの⾼収益型畜
産体制の構築を推進。

【⽜乳・乳製品】
○需要拡⼤の推進
・ ⽜乳・乳製品を⽤いた和⾷等に係る
新規需要開拓や輸出促進の取組を推進。

・

・ ⽣乳の⾃⼰処理量の上限拡⼤や乳業
者との直接交渉等、⽣乳取引の多様化等
により、酪農家の６次産業化等の取組を
推進。
【⽜⾁】
○需要拡⼤の推進
・ 国産⽜⾁について、消費者の嗜好の
多様化に対応した、おいしさの評価指標
の研究等を推進。

酪農経営における、
①搾乳ロボット等省⼒化機械の導⼊
②受精卵移植・性判別技術等を活⽤した､優良な乳⽤後継⽜
の効率的な確保等による酪農経営の収益性向上
③飼養・繁殖管理の改善・⾼度化等による⽣産性向上等
を推進。

・ ⾁⽤⽜経営においては、飼養・繁殖管理の改善・⾼度化
等により、繁殖性等を改善し、⽣産性向上を推進。
・ 新技術を活⽤した家畜の能⼒向上と飼養管理の改善・⾼
度化による能⼒の発揮を推進。
【⽜乳・乳製品】
○乳業の再編整備の推進､指定団体等の機能強化等の検討
・ 受託酪農家⼾数・乳量等の変化を踏まえ、集送乳の合理
化や価格交渉⼒の向上等の指定団体機能を強化するための
⽅策を検討。

○輸出促進
・ 国産⽜⾁の輸出促進のため、輸出先
国の求める衛⽣条件等を満たす施設整備、
・ 乳業の再編整備を進め、⼯場のHACCP取得率や飲⽤⽜乳
ハラール認証取得を推進。
⼯場の稼働率向上を推進。
【豚⾁、鶏⾁、鶏卵共通】
【⽜⾁、豚⾁共通】
○需要拡⼤の推進
○⾷⾁処理施設等の再編整備の推進
・ 飼料⽤⽶、エコフィード等を活⽤し
・ ⾷⾁の処理・流通コストの低減、稼働率の向上等のため、
た、地域の特⾊のある豚⾁・鶏⾁・鶏卵
⾷⾁処理施設等の再編整備を推進。
⽣産を推進。

⽣産コストの縮減
【共通】
○⾃給飼料の⽣産･利⽤の拡⼤
・ ⽣産性の⾼い草地への改良、
⽔⽥飼料作物の⽣産・利⽤、
優良品種の導⼊、放牧及び飼
料⽣産技術の向上を推進。
・

飼料⽤⽶、エコフィードの
⽣産・利⽤の拡⼤を推進。

【⽜乳・乳製品、⽜⾁共通】
○担い⼿への経営の集約・規模
拡⼤による⽣産コストの低減
の推進
・ 畜産クラスターの構築、法
⼈化・協業化、外部化⽀援組
織の活⽤、省⼒化機械の導⼊
により、⼀層の規模拡⼤を推
進。
【⽜⾁】
○⾁⽤⼦⽜の安定的な供給拡⼤
・ 酪農経営における受精卵移
植・性判別技術等の活⽤によ
り、優良な乳⽤後継⽜の確保
と併せた⾁⽤⼦⽜の供給拡⼤
を推進し、肥育もと⽜価格の
低減を推進。
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農業所得の増⼤に向けた対応⽅向
具体的な対応⽅向
⽣産額の増⼤
需要⾯

品
⽬
共
通

⽣産コストの縮減

⽣産・流通⾯

○経営安定対策の推進
○需要拡⼤の推進
・ 政府・⺠間事業者等が⼀体となった、 ・ 担い⼿を対象とした「経営所得安定対策」等の着
実な推進。
国産農産物の消費拡⼤のための国⺠運動
を推進。
・ 経営の新たなセーフティネットとしての収⼊保険
制度の導⼊や、農業共済制度など関連制度のあり⽅
・ 和⾷給⾷の推進、シンポジウム・セ
を検討。
ミナーやウェブサイト等を通じた情報発
信など、「和⾷」への回帰に向けた取組
○農地の確保及び効率的な利⽤
を推進。
・ 耕作放棄地の発⽣防⽌・解消と農地転⽤許可制度
・ ⾷品産業事業者等との連携による国
等の適切な運⽤。
産農産物を活⽤した商品開発・販路拡⼤
○技術開発と技術移転の加速化
の取組を推進
・ 研究開発から事業化や現場への普及までを俯瞰し
・ 介護⾷品に地域の農林⽔産物を活⽤
た技術戦略の策定、研究開発過程への農業者の参画
する取組など医福⾷農連携を推進。
など、技術開発を戦略的に推進。［⽣産コストの縮
減とも共通］
○農林⽔産物・⾷品の輸出促進
・ 研究機関と普及組織・⽣産現場の協働活動を更に
・ 官⺠合同の協議会を司令塔とした⽇
強化するとともに、⼤学・独⽴⾏政法⼈が有する⾰
本⾷・⾷⽂化の普及の戦略的な展開と
新的な技術と⺠間企業等が有する事業アイデア等を
オールジャパンでの輸出体制を整備。
結びつけるプラットフォーム作りを推進。［⽣産コ
・ 検疫協議の戦略的な実施や国際的に
ストの縮減とも共通］
通⽤する規格の策定など輸出環境を整備。
・ 農産物の品質・単収の向上に資する品種・栽培技
術等の開発・導⼊を推進。

○⼒強い農業構造の実現に向けた担い⼿
への農地集積・集約化
・ 農地中間管理機構の本格稼働。
・

⼈・農地プランの活⽤を推進。

○⽣産の効率化・⾼度化
・ 産業界等と連携し、農業機械、肥料
等の⽣産資材費の低減を推進。
・ 省⼒化に資する品種・栽培技術等の
開発・導⼊を推進。
・ スマート農業や次世代施設園芸等の
先端技術の導⼊を推進。
・ 燃油代替加温技術等の展開やエネル
ギー利⽤効率の⾼い設備・機械等の導
⼊による、省エネルギー型⽣産⽅式へ
の転換を推進。
○構造改⾰の加速化や国⼟強靱化に資す
る農業⽣産基盤整備
・ ⽣産コスト削減等に寄与し、構造改
⾰の加速化等に資する農業⽣産基盤整
備を推進。

○流通の合理化
・ 集出荷貯蔵・加⼯施設の整備や再編など流通の合
理化を推進。
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農村地域の関連所得の増⼤に向けた対応⽅向（総括表）
○ 農村の地域資源を活⽤した、農林漁業者による⽣産・加⼯・販売の⼀体化や、農林⽔産業と⾷品産業、
医療・福祉産業、観光業等の２次、３次産業との連携による取組のうち、特に、今後成⻑が期待できる
各施策分野における取組を通じ、市場規模を拡⼤するとともに、これに伴う付加価値のより多くの部分
を農村地域に帰属させ、地域内に雇⽤を⽣み出すこと等により、所得の増⼤を⽬指す。
施策分野

対応⽅向

具体的なイメージ（例）

加⼯・直売

６次産業の典型的な取組である農林漁業者が主体となり⾏
う加⼯、直売等の取組について、ファンド等の各種措置も活
⽤しつつ、横展開により、市場規模を拡⼤するとともに、所
得を増⼤。

○ 農家が⾃ら⽣産した野菜、果実等を加⼯し、付加価値をつけて販売
○ ６次産業化商品の増加に伴う加⼯所の稼働率の上昇や直売所の売り場
⾯積の増加による新たな雇⽤の発⽣

輸出

成⻑著しいアジア諸国のみならず、欧⽶の⼤市場も重視し
た農林⽔産物・⾷品の輸出の促進により市場規模を拡⼤する
とともに、所得を増⼤。

○ 輸出向け農林⽔産物・⾷品の⽣産拡⼤により、隣接地に物流センター
を建設し、原材料及び包装資材の受領・保管業務及び製品の保管・出荷
業務に伴う雇⽤の発⽣

都市と農⼭漁
村の交流

観光分野との連携の強化等により、グリーン・ツーリズム
への新たな需要の発掘・創造を促進し、訪⽇外国⼈旅⾏者を
含めて全国の交流⼈⼝の増⼤を図ることを通じ、市場規模を
拡⼤するとともに、所得を増⼤。

○ 農林漁業体験メニューの指導者を地元農家から雇⽤することによる雇
⽤・所得の増⼤
○ 訪⽇外国⼈旅⾏者を含む滞在型交流⼈⼝の増加に伴う、農家⺠宿の開
業による雇⽤・所得の増⼤

医福⾷農連携

⾷品産業側による介護⾷品や機能性⾷品の開発等新たな市
場開拓による農村への波及効果により、市場規模を拡⼤する
とともに、所得を増⼤。

○ 介護⾷品に、地域の農産物等を活⽤し、地域の様々な場で提供・普及
することによる新たな雇⽤の発⽣
○ 低たんぱく⽶飯を開発・製造し、⽼⼈ホーム、医療機関等に販売する
ことによる所得の向上

地産地消
(施設給⾷等)

施設給⾷（学校、病院、福祉施設、社員⾷堂等）への国産
○ 地場産⾷材を活⽤した給⾷施設の新設による新たな雇⽤の発⽣
⾷材の安定的な供給等により、市場規模を拡⼤するとともに、
○ 朝採れ野菜を社員⾷堂に直送することによる新たな雇⽤の発⽣
所得を増⼤。

ＩＣＴ活
⽤・流通

ＩＣＴ（情報通信技術）を活⽤した⾷品のeコマースや⾷
品の宅配などの市場規模を拡⼤するとともに、所得を増⼤。

○ 地域の特⾊ある農産物・⾷品のインターネット販売の拡⼤による、
コールセンター、配送センター等の新たな雇⽤の発⽣
○ 地場産⾷材を活⽤した地域⾼齢者向け宅配弁当の製造による新たな雇
⽤の発⽣

バイオマス・
再⽣可能エネ
ルギー

バイオマス産業都市の構築や、太陽光、⼩⽔⼒、⾵⼒、バ
イオマス発電等の農⼭漁村における再⽣可能エネルギーの導
⼊等により、市場規模を拡⼤するとともに、所得を増⼤。

○ 畜産農家が家畜排せつ物等を利⽤してバイオガス発電を⾏い、売電す
ることによる所得の増加
○ 農⼭漁村再⽣可能エネルギー法の枠組みを活⽤した⾵⼒発電を⾏い、
売電収⼊の⼀部を地域に還元
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農村地域の関連所得の増⼤に向けた対応⽅向（施策分野別）
ア 加⼯・直売

現状

課題

○農業者による加工・直売の市
場規模（年間総販売金額）は、
現状（24年度）で約1.7兆円。
○市場規模は平成23年度に比
べ、約６％増加。
兆円

2

1.6兆円

1.7兆円

1.5

農産物直売所
（ＪＡ等）
農産物直売所
（農業経営体）

1

農産物加工
（ＪＡ等）

0.5
0
Ｈ２３

Ｈ２４

農産物加工
（農業経営体）

資料： 平成24年度６次産業化総合調査（統計部）

○総合化事業計画の認定数は
1,976件に上るものの、各年度
ごとの認定数は斬減傾向。
○一方、ファンドの活用は36件。
1000
750
500
250
0

709

623

529

H23

H24

H25

○取組の質の向上を図りつつ、
加工・直売による６次産業化に
主体的に取り組む農林漁業者
の数を増やしていく必要。
○自らが生産する農林水産物の
持つ高い価値を踏まえ、競争
戦略を主体的に打ち立てること
ができる農林漁業経営の育成
が急務。
○また、明確な競争戦略の下で、
農林漁業者が生産した農林水
産物等の価値を最大限に引き
出す意欲と能力のある２次・３
次事業者との連携による生産・
加工・流通の価値連鎖の構築
が必要。

今後の対応方向
○農林漁業者が自ら生産した農
林水産物等を活用して行う加
工・直売の６次産業化を促進。
さらに、地域の関係者による協
議・連携の場等を活用し、地域
全体での加工・直売の６次産業
化を推進。
 ６次産業化の発展段階に応じた
施策の推進
・地域の農林漁業者が、自ら生産した農
林水産物等を活用して行う加工・直売に
積極的に取り組めるよう、その経営の発
展段階に応じたきめ細やかな推進策を
講ずる。

 農林水産物等の新たな価値の発
見・創造の促進
・農林水産物等の新たな価値の発見・創造
に成功した６次産業化の取組を分析し、
成功要因を現場に情報提供し、応用。

 地域の多様な関係者が参画した
６次産業化の推進
○農林漁業者が主体となって行う
６次産業化に加え、地域ぐるみ
の６次産業化を実現していく必
要。

資料： 総合化事業計画の認定件数（食料産業局）
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・地方公共団体が主体となり、地域の農林
漁業者や、商工、金融、試験研究機関等
幅広い関係者の参画を得て構築された
地域の協議・連携の場等を活用しつつ、
明確な地域戦略・構想等の下で６次産業
化を推進。
17

農村地域の関連所得の増⼤に向けた対応⽅向（施策分野別）
イ 農林⽔産物・⾷品の輸出

現状

課題

○ 少子高齢化により、日本国内の
マーケットは縮小する見込み。
○ 他方、海外には今後伸びていく有
望なマーケットが存在。

今後の対応方向

○成長が見込まれる世界の食市
場へ、日本産の農林水産物・食
品を輸出していくことで、新たな
販路を確立・拡大し、地域経済
の活性化に貢献することが必
要。
 輸出環境に係る課題（輸出先
国から求められる規制等）への
対応が必要。

○ 25年の輸出額は対前年比22.4％
増の5,505億円で過去最高。
○ 26年1-9月期の輸出額は4,330億
円（対前年同期比9.7％増）。うち
加工食品は1,229億円（同13.6％
増）。

 各産地・事業者が輸出先の
ニーズに合わせ、一体となって
輸出に取り組み、訴求力を上げ
ることが必要。
 輸出に取り組む事業者が、必
要な情報をより確実に把握でき
るようにするなど、サポート体制
の強化が必要。
 輸出関連所得の増大に向けて
は、輸出額を増やすことと併せ
て、利益率の向上や、新たな雇
用創出も必要。

資料：財務省「貿易統計」を基に農林水産省作成

○ 平成32年の輸出額１兆円目標
を早期に達成し、より高い水準
を目指せるよう、輸出促進の取
組をさらに強化。
 輸出戦略実行委員会の議論を
踏まえて作成予定の「輸出環境
課題レポート（仮称）」に基づき、
逐次課題に取り組む。
 輸出戦略実行委員会の議論を
踏まえ、主要な品目ごとに輸出
拡大方針を策定。
 品目別のオールジャパンでの輸
出体制や産地連携の取組を構
築し、輸出拡大方針を実行。
 農水省の輸出相談窓口の設置、
ジェトロの輸出関係情報のワン
ストップサービス化等により、輸
出事業者へのサポート体制を強
化。
 各品目のジャパンブランド確立
に向けた取組の中で、高次加工
化や原材料の国産化といった、
商材の付加価値向上の取組を
検討・推進。
18

農村地域の関連所得の増⼤に向けた対応⽅向（施策分野別）
ウ 都市と農⼭漁村の交流

現状

課題

○ 都市と農山漁村の共生・対流に対
する国民の関心は向上。

○ 地域で受け継がれてきた豊かな
資源を活用して、新たな需要を発
掘するためには、福祉、教育、観
光等の分野において、「交流」を
軸に関係府省庁が連携して農山
漁村の活性化に取り組むことが
必要。

○都市地域と農山漁村地域の交流の必要性
平成17年
11月

78.3%

平成26年
6月

7.6% 13.9%

6.8% 3.3%

89.9%

0%

20%

40%

必要

必要ない

60%

80%

今後の対応方向

 グリーンツーリズムの推進
・今後増加が見込まれる訪日外国人旅
行者の受入れも含めたグリーン・
ツーリズムを推進。

100%

わからない

資料：内閣府「農山漁村に関する世論調査」（平成２６年６月）

○ 訪日外国人旅行者は、伝統的な食
文化体験、日本の農山漁村の風景
の見学、 伝統的な町並み巡りに対
する興味が高い傾向があり、農山
漁村にも高い関心。

 各省連携プロジェクトを実施
子どもプロジェクト

グリ－ン・ツ－リズム

30.6%

農山村の風景を見学

伝統的な町並み巡り
（ガイド付き）

28.0%
26.6%

24.0% 26.0% 28.0% 30.0% 32.0%
資料：観光庁「外国人が楽しめるニュ－ツ－リズムを目指して」
（平成24(2012)年３月公表）
注：1)ニュ－ツ－リズムを外国人向けに試行的に造成・催行するＣＳ
（顧客満足度）調査ツア－に参加した５６５人に対する調査。
2)回答があったもののうち上位３項目を記載

① 子ども農山漁村交流
・子どもの農山漁村での宿泊による自然体
験や農林漁業体験等を推進。

○外国人旅行者が日本国内の旅行で興味のある体験・ツア－
（上位３項目）
伝統的な食文化体験

○ 新たな需要の発掘・創造、地域資
源の活用、関係省庁との連携等
を推進し、全国の交流人口を拡 大。
○ 交流人口を増加させることによ
り、農山漁村における雇用・所得
を増加。

② 空き家・廃校活用交流
訪日外国人の受入れ

福祉との連携

○ 2020年オリンピック・パラリンピッ
ク東京大会も見据え、政府とし
て訪日外国人旅行者数2000万人
の高みを目指す取組の一環とし
て、訪日外国人旅行者を農山漁
村へ誘客する取組を強化していく
必要。

・農山漁村の空き家・廃校・耕作放棄地等の
地域資源を活用した交流等を推進。

③ 農観連携
・観光立国実現と農山漁村の活性化に向
け、農山漁村の魅力と観光需要を結びつけ
る取組を推進。

④ 「農」と福祉の連携
・障害者や高齢者、生活困窮者等のための
福祉農園の整備を推進。

19
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農村地域の関連所得の増⼤に向けた対応⽅向（施策分野別）
エ 医福⾷農連携

現状

課題

今後の対応方向

○ 介護食品の市場規模は、平成24
年度で1,020億円。市場規模は増
加傾向。

○介護食品の現在の市場規模は約千億円と
推計。一方、 ニーズは約２兆８千億円と試算
され（介護保険上の1日当たりの基準
（1,380円）×365日×561万人）、介護食品が
広く利用されていない状況。
○地場農水産物を活用した介護食品の取組
もまだまだ少ない状況。

○ 介護食品、機能性食品の市場拡
大。地域の特色ある農林水産物を
使った加工食品を製造する食品事
業者を増加させ、当該加工食品の
売上を増加。

（億円）

1050

1020
978

1000

976

950
900
850
800
0

H22

H23

H24

資料：富士経済

○ 機能性食品の市場規模は、平成
24年度で約１兆２千億円。市場規
模は増加傾向。
（億円）

11500

11850

11800

12000

11500

11350

○規制改革実施計画（平成25年６月14日閣
議決定）において、農林水産物も含めた食品
について「機能性の表示を容認する新たな
方策」を平成25年度に検討し、平成26年度
に結論を得て措置することとされている。
○現在、消費者庁において、食品表示基準案
及び関連指針等の整備に向けて検討が行わ
れているところ、生産者・食品事業者が適切
かつ円滑に取り組むことができるような制度
となるよう、この検討に積極的に協力すること
が重要。
○表示の検討のほか、普段の食生活を通じた
健康増進に寄与するために、機能性を有する
農林水産物・食品に関する情報を消費者に
分かりやすく提供するシステムの提案が重
要。
図 「健康を増進する成分を含む農林水産物やその加工食品」に対する消費者の意識

高そうなので食べたくない 必要を感じないの
安全性が不安なので食べたくない
で食べたくない
効果が不明なので食べたくない
わからない
食べたい
7.2 8.8 5.0 8.2
13.9
57.1

11000
食べたいか
どうか

10500
100000

H21

H22

H23

H24

３割高超えでも購入
２割高までなら １割高までなら購入
価格許容度 2.8 8.8
購入 24.1
29.9
３割高までなら購入
0

資料：UMBジャパン調べ

20

40

60

同等の価格なら購入
34.4
80

 介護食品の認知度の向上
・潜在的なニーズへの対応のため、介護食
品を広く普及させる活動を実施。

 介護食品に地域の農産物等を活用
する取組の推進
・介護食品に、地域の農産物等を活用し、地
域の様々な場で提供・普及する取組。

 機能性を有する農林水産物・食
品に関する技術開発
・科学的に機能性を明らかにした農林水産
物・食品の開発及び実用化研究支援。
・機能性農林水産物・食品のデーターベース
の構築及び栄養指導プログラムの開発。
・農林水産物の機能性表示を実現する品質
安定化技術の確立。

 日本食における栄養学的評価、食
生活・食事スタイルの評価、日本食
が脳機能等に与える影響等につい
て評価研究を実施

100

20

資料：日本政策金融公庫「平成25年度上半期消費者動向調査」（平成25（2013）年11月公表）

農村地域の関連所得の増⼤に向けた対応⽅向（施策分野別）
オ 地産地消（施設給⾷等）

課題

今後の対応方向

○ 地場産農林水産物の強みを安
定的な需要に変えることができる
よう、各分野の特質に応じた戦略
的対応が必要。

○ 食育の取組と連携して学校給
食への食材の安定供給を進
めることをはじめ、施設給食
の各分野のニーズに応じ戦
略的に地場産農林水産物を
提供していくための体制の構
築を推進。

現状
○ 学校、高齢者福祉施設、病
院、社員食堂等の施設給食事
業における地場産農林水産物
の利用高は、約０．５兆円。
兆円

（想定される例）
・学校・保育所給食
食育への活用を図るために必要な生
産方式や地域の伝統等の説明ができ
る食材の提供。
出典：食の安全・安心財団、富士経済、農林水産省調
査を基に農林水産省作成

○地場産農林水産物を提供できる
可能性のある施設給食の各分野
の動向は次のとおり。
・学校・保育所給食：少子化が進むことで、
長期的には斬減の可能性だが、当面は
一定の需要が見込まれる。
・病院：高齢化が進む一方で、1日平均在
院患者数は斬減している。
・高齢者福祉施設：現時点での給食需
要は比較的小さいが、高齢者の増加
に伴い、需要の拡大が見込まれる。
・社員食堂：現在でも大きな給食需要
があり、引き続き一定の需要が見込
まれる。

地場産農産物を取り入れた学校給食の提供
【佐賀県Ａ市】
・

学校給食において、月１回、市内で生産
された食材のみを利用したメニューを提供

・

市内産農産物への理解を深め、利用して
もらうため、学校栄養士や市内青果店を対
象とした産地見学会を実施

○ また、ニーズに応じた地場産農
林水産物を安定的に供給できる
体制づくりが必要。

 食文化の継承、農林水産業に対
する理解の醸成などの食育の取
組と連携した学校給食への安定
供給を引き続き推進。
 学校給食以外については、各分野
の特質、求めるニーズを把握の
上、これに応じた明確な戦略の下
で地場産農林水産物を安定して供
給する取組体制の構築を推進。
 また、各分野において地場産農林
水産物を積極的に利用している取
組を分析し、農林漁業者等や施設
給食事業者などに情報提供。

21
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農村地域の関連所得の増⼤に向けた対応⽅向（施策分野別）
カ ＩＣＴ活⽤・流通

現状

課題

今後の対応方向

○ 食品の電子商取引（BtoC）の市
場規模（※）は、平成25年度で約
7,060億円。
○ 平成20年度比でほぼ倍増。

○ 13～59歳のインターネット利用
率が９割超に対し、60歳以上の
シニア層の利用率が低く、ネット
スーパー等の買い物困難者にも
有用なサービスがシニア層に利
用されていない。

○ シニア層のニーズを踏まえ
た商品やメニュー、サービスの
充実・強化を推進。
○ 物流システムの効率化を推
進すること等により物流コスト
を節減し、市場を拡大。
○ 地域の特色ある食品・食材等
の魅力を発信。

（※）経済産業省「平成25年度電子商取引に関する市場調
査報告書」より食料品小売業のBtoC-EC市場規模

○ 食品宅配の市場規模（※）は、平
成24年度で約1兆7,138億円。うち
約半分は生協個配（約9,244億
円）。
○ 平成20年度比で約1割増。
（※）ネットスーパー宅配を除く

食品宅配分野別市場構成比（2012年度）
2.9%

2.7%
0.5%

4.2%
5.0%
6.1%

生協個配

（％）

惣菜宅配サービス

100

宅配ピザ

80

牛乳宅配

60

在宅配食サービス

7.3%

53.9%

17.4%

○ 高齢化の進展により人口が急増
するシニア層のニーズの的確な
把握が必要。
○ 店 舗 販 売 に 比 べ 、 ネ ットス ー
パーや宅配は物流システム等
構築のための食品産業事業者
の負担が大きい。
○ 地域の特色ある食品・食材が知
られていない。

自然派食品宅配
サービス
宅配寿司
外食チェーン・ファス
トフード宅配

出典：矢野経済研究所「2013年版食品宅配市場の展望
と戦略」を基に農林水産省作成

世代別インターネット利用率（2013年末）
98

99

97

97

・シニア層のニーズを踏まえた商品・メ
ニュー・ サービスの展開や、健康に
配慮した食品等の開発を推進。

 物流システムの効率化の推進
・異業種との連携等も含め、配送効率
の改善等により、物流コストの節減を
推進。

91
77

73

 シニア層のニーズへの対応

69
49

40
22
20

 地域の特色ある食品・食材等の
魅力の発信
・地域の知られざる食品・食材の情報
や魅力の発信を推進。

0

出典：総務省「平成25年通信利用動向調査」
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農村地域の関連所得の増⼤に向けた対応⽅向（施策分野別）
キ バイオマス

現状

課題

今後の対応方向

○ 化石資源が乏しい我が国におい
て、農山漁村に豊富に存在し、再生
可能な資源であるバイオマスを活用
し、新たな産業の発展等を推進する
ことが重要。

○ 地域ごとにバイオマスの賦存
状況や製品の需要に差。

○ 地域に存在するバイオマスを
活用した事業の創出とそれを軸
とした地域づくりの取組を推進。

【主なバイオマスの賦存量】
・家畜排せつ物
約８,４００万ﾄﾝ
・食品廃棄物
約１,８００万ﾄﾝ
・農作物非食用部 約１,２００万ﾄﾝ
・林地残材
約８００万ﾄﾝ
（注） 林地残材は乾燥重量、他のバイオマスは
湿潤重量。既利用分を含む。

○ バイオマス活用推進基本計画
（H22.12閣議決定）、バイオマス事
業化戦略（H24.9バイオマス活用推
進会議）に基づき、技術開発・実
証、事業化等の取組を推進。

○ それぞれの特性に応じて、関
係者の理解と協力を得つつ、収
集し、利用できるようにしていく
ことが必要。
○発電以外の取組の伸び悩み。
バイオマス産業都市の選定地域

２２地域

うちバイオマス発電実施
〃
以外

１８地域
４地域

○ 地域バイオマスの事業化等
に向けた構想策定やその具体
化を担う人材の不足。
バイオマス活用
の推進には広
範な知識が必
要であり、複雑
な施設の運営・
管理には、高度
な技術とノウハ
ウが求められる

○ 固定買取制度（FIT）導入を契機
に、家畜排せつ物や未利用資源の
木質等を利用した発電の取組が増
加。
図：地区事例
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○ バイオガス製造やバイオマス
発電等から発生する消化液や
熱等を農業生産の現場等で
持続的に活用するための取組
を推進。

○ 専門家の派遣や自治体職員
等地元関係者の育成、バイオ
マス活用の促進に向けた住民
理解の醸成等。

23

農村地域の関連所得の増⼤に向けた対応⽅向（施策分野別）
カ 再⽣可能エネルギー

現状

課題

○ 電気業の売上高（H24） 19兆円
○ 総発電量に占める再エネの割合
2.2％ （水力除く）
○ 固定価格買取制度の開始後、再
エネ発電の事業性が向上。
【平成26年度の調達価格】
電源
（調達区分）

調達価格
（税抜）

太陽光（10kW以上）

32 円/kWh

風 力（20kW以上）

22 円/kWh

小水力（新設）
（200kW未満）
バイオマス
（未利用間伐材等）
バイオマス
（メタンガス発酵）

34 円/kWh

買取
期間

20年

32 円/kWh
39 円/kWh

○ 再エネ発電に活用可能な資源が
農山漁村には豊富に存在。

○ 地域へ利益をもたらす再生可
能エネルギーの取組の促進
○ 農村に豊富に存在する再生可能エ
ネルギーに利用可能な資源に対す
る地域の認識が不十分。
○ 農地も含め、再生可能エネルギー
のための土地需要が増加。
○ 売電収入のうち、自ずと地域へ支
払われるのは土地の賃借料等の一
部にとどまる。
○ 農業の生産活動や地域づくりへの
再生可能エネルギーの利用が未だ
不十分。

再生利用困難な
13万ha
荒廃農地
農業用水利施設に
－
よる小水力
未利用間伐材
バイオマス
2,000万㎥
年間発生量

上

【ポテンシャル】

洋

河
宅
道川
そ
農地 地
路水
の
12.1 5.
路
0
他
％
3.5
％
%

＜年間発電量＞

太陽光

820億kWh

小水力

8.9億kWh

 「農山漁村再生可能エネルギー法」
の積極的な活用等により
・ 農村固有の資源のエネルギー
利用を促進
・ 農業者をはじめとする地域の
主体による取組を拡大
を図ることで、農業経営改善や地域
への利益還元を進め、農村を活性
化。
 生産物の付加価値を向上等につな
がるよう、再生可能エネルギーの地
産地消に取り組む環境整備を推進。

○ 再生可能エネルギー導入の
環境改善と農村における新た
な利益の創出

【国土構成】
日本の国土：3,779万ha

森林
66.3％

今後の対応方向

70億kWh

○ 再生可能エネルギーに取り組む事業
環境の見通しが必要。
○ 今後の電力システム改革による電力
小売業の全面自由化への対応が必
要。

※ どの程度の再生可能エネルギー発電が導入されるかはそれぞれの地域
の資源の賦存量を踏まえた発電事業者の判断等によるものであり、上記全
てが再生可能エネルギー発電に活用されるわけではない。

 政府一体となって、固定価格買取
制度の適正な運用を基礎としつつ、
技術開発、送配電網の整備等を推
進。
 農村に根ざした電力小売事業を形
成し、新たな利益を創出。
22

- 45 -

- 46 -

11月21日企画部会
（資料３）

経営展望について
（畜産部分抜粋）
「経営展望」の基本的考え方

・・・・・１

農業経営モデルの基本的考え方

・・・・・２

農業経営モデルの作成の考え方

・・・・・３

農業経営モデルの作成方向

・・・・・４（一部省略）

「地域戦略の例示」の基本的考え方

・・・・・27

「地域戦略の例示」の作成の考え方

・・・・・28

「地域戦略の例示」の作成方向

・・・・・30

（参考）過去の経営展望との比較

・・・・・31

１ 「経営展望」の基本的考え方
○ 新たな基本計画における「経営展望」は、各地域の特性に応じた担い手の育成、農業・農村の所得倍増に向けて、農業
関係者が具体的なイメージをもって取り組めるように提示するもの
○ 「農業経営モデルの例示」により、将来のビジョンとして、各地域の担い手となる「効率的かつ安定的な農業経営」の姿の
ほか、その経営発展や所得増大の道筋を具体的に例示
○ 併せて、参考資料として、「地域戦略の例示」により、地域農業の発展に加え、 関連産業との連携等による６次産業化等
の事業展開により、地域として農業所得と関連所得の合計が倍増する姿をイメージできるよう、地域戦略を例示

農業経営モデルの例示
・ 各地域の担い手となる「効率的かつ安定的な農業経営」の姿を、主な営農類型・地域について例
示的に示す。
・ その際、現状から10年後を目処に経営発展、所得増大を図るための取組（農業経営体による加
工・販売等の６次産業化の取組を含む）についてわかるように示す。

地域戦略の例示
・ 地域農業の発展に加え、関連産業との連携等による６次産業化等の事業展開により、雇用・所
得が創出され、地域として農業所得と関連所得の合計が倍増する姿をイメージできるよう、地域
戦略を例示する。
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1

２ 農業経営モデルの基本的考え方
目的・位置付け
○ 各地域の特性に応じた担い手の育成、経営体の所得増大に向けて、農業関係者が具体的なイメージをもっ
て取り組めるよう提示
○ 将来のビジョンとして、各地域の担い手となる「効率的かつ安定的な農業経営」の姿のほか、その経営発展
や所得増大の道筋を具体的に例示

提示する姿
○ 既に実現されている先進事例を参考に、 １０年後を目途として、今後の農地の利用集積・集約化、新品種・新
技術の開発等の成果を反映した「効率的かつ安定的な農業経営」の具体的な姿

活用方策
○ 都道府県等において、基本指標の見直しも行い、各地域実態に即した担い手の姿を提示
○ 各地域で、これらのモデルを参考として、担い手の育成や農業・農村の所得倍増に向けた取組の検討が進
み、地域の実態に即した取組が進むことを期待

2
３ 農業経営モデルの作成の考え方
1 主な営農類型(水田作、畑作、畜産など)について、主要な地域での代表的な作
付体系・経営類型等を想定して、農業経営モデルを策定する。

営農類型
水田作

2 モデルは、①既に農業現場で実現している将来を先取りした先進的な事例を参
考としつつ、②１０年後を目途として、今後の農地の利用集積・集約化、新品種・
新技術の開発等の成果を反映した「効率的かつ安定的な農業経営」の姿を具体
化することにより、将来的な経営発展の方向性を示すこととしている。

営農体系（モデル数）
土地利用型作物（３）
土地利用型作物・野菜等複合(４)

畑作

北海道畑輪作体系（１）
さとうきび作（１）
かんしょ作、野菜複合経営（１）

3 モデルの具体的な構成としては、①経営発展や所得増大を実現するための取組
を列挙し、②こうした取組により可能となる将来の経営の姿を現行の主業農家の
平均的な姿と比較して示すとともに、③経営指標を試算し、主な従事者の所得水
準や農業経営が生み出す所得などを例示的に示す。
（各モデルの構成案）
① 経営発展や所得増大を実現するための取組
新たな省力化・規模拡大を可能にする技術の導入、需要に応じた新たな生産の
導入等のほか、加工・直接販売などの農業経営体による６次産業化の取組、コス
ト低減や労働力の確保等の経営上の工夫など、経営発展・所得増大を実現する
ための取組を列挙。
② 現状及び将来の経営の姿
主業農家の平均的な姿などの現状の姿と比較して、将来の農業経営の姿を例
示。経営規模、作付・品目の体系などのほか、経営形態や労働力構成などのモ
デルを例示。
③ 経営指標
農業経営体が生み出す所得・雇用を試算し、経営が発展する姿を示すほか、主
な従事者の所得や労働時間を試算し、所得が増大するとともに、それぞれの地域
- 48 の他産業並みの所得水準が概ね達成する姿を示す。

茶業（２）
野菜作

露地野菜作経営（４）
施設野菜作経営（２）

果樹作

かんきつ（１）
りんご（１）
なし（１）
ぶどうなど果樹複合（１）

花き作

切り花（２）
鉢物（１）

酪農（３）
肉用牛

繁殖経営（２）
肥育、一貫経営（３）

養豚（１）
有機農業（１）

合計モデル数：35

3

４ 農業経営モデルの作成方向(概要) ①
営農類型

モデルの検討方向
経営発展の方向としては、①農業従事者が減少する中で地域の担い手として規模拡大を進めるほか、②野菜
作や加工などで複合化を図り収益の増大・安定を図ることを想定。その際、農地中間管理機構による農地の集
約化、飼料用米等の多様な米の導入による作期分散などの新たな取組を見込むとともに、多様な経営形態を想
定し、以下のモデルを検討。

水田作

・稲、麦、大豆等の土地利用型作物で大規模化を進める家族経営
・野菜の導入により、比較的小規模でも収益の増大を図る複合作家族経営
・100 haを超える超大規模な雇用型の法人経営
・大規模化を進めながら、野菜の導入や加工・販売等を行い、収益の増大・安定、雇用者の周年的な労働機会
の確保を図る法人経営
・中山間地域等での広域的な営農システムを確立するとともに、野菜作や加工に取り組む集落営農法人経営
○北海道畑作
作業受託組織への作業の外部化、比較的手がかかるため生産が減少傾向にあるてん菜・ばれいしょなどで
更なる省力技術を導入し、適切な輪作体系を維持しながら一層の規模拡大を進める家族経営モデルを検討。
○さとうきび
地域の農地の受け手としてハーベスタ等の導入による大規模化等を図る家族経営モデルを検討。

畑作

○かんしょ
機械化一貫体系の導入などで大規模化を図り、でん粉原料用かんしょと焼酎原料用かんしょの需要に応じ
た安定生産を実現し、裏作に露地野菜を導入する等複合化により、所得の増大を図る家族経営モデルを検討。
○茶業
中山間地域では発酵茶などの特徴のある高品質な茶を一貫して生産・加工・販売する家族経営モデル、平
場地域では複数の茶園の共同などで大規模に経営を行い、輸出等も手がける法人経営モデルを検討。

4

４ 農業経営モデルの作成方向(概要) ②
営農類型

モデルの検討方向
①

野菜作
（露地）

野菜作
（施設）

果樹作

都市近郊地域等で限られた面積の中で集約的な輪作体系で高収益な生産を実現する家族経営モデル

②

大規模に生産を行うとともに、農家をネットワーク化し、量販店等と契約して出荷・販売等にも取り組む
大規模法人経営モデル

③

需要が拡大している加工・業務用需要に対応し、収穫作業の機械化等の低コスト、省力的な生産体系を導
入して大規模に生産する家族経営モデルを検討。

①

環境制御技術の導入、施設の大規模化、実需者への直接販売等に取り組む法人経営モデル

②

民間企業のノウハウを取り入れ、木質バイオマス等の地域エネルギーと先端技術を活用する次世代施設園
芸を展開する法人経営モデルを検討。

○かんきつ、りんご、なし
かんきつでの中晩柑など需要に即した新品種の導入のほか、りんごの新わい化栽培、なしのジョイント栽
培等の省力化、収量の向上に資する技術を導入した家族経営モデルを検討。
○果樹複合
消費者のニーズに対応した多様な品種を導入し、加工・直売や観光農園に取り組む法人経営モデルを検討。
①

花き作

生産環境が最適化された大規模な施設で効率的な生産を行い、輸出や国内シェア奪還を目指す大規模法人
経営モデル

②

きめ細かな栽培技術や優れた品種の導入で少量多品種を高品質に栽培する家族経営モデルを検討。
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5

４ 農業経営モデルの作成方向(概要) ③
営農類型

モデルの検討方向
① 飼料生産・調製の外部化等による省力化や規模拡大、放牧の活用や国産飼料の生産・利用拡大による飼料
の安定確保・コスト削減とともに、アイスクリーム等の製造・直販による収入の増大を図る家族経営モデル

酪農

②

複数戸による協業経営の下、分業化・搾乳ロボットその他機械化等の効率化等により収益性の向上を図る
大規模法人経営モデルを検討。

肉用牛

コントラクター、キャトルブリーディングステーション等外部支援組織の活用、哺乳ロボット等の導入、放
牧の導入等による省力化や規模拡大、国産飼料の生産・利用拡大による飼料の安定確保・コストの低減、消費
者ニーズの多様化に対応した特色ある牛肉生産による生産物の付加価値向上等の取組により、収益性の向上を
図る経営モデルを検討。

養豚

飼料用米やエコフィード等の国内由来飼料を活用し、飼料コストの低減、安定化を図るとともに、飼養管理
等の徹底により生産性、収益性を高めた大規模法人経営モデルを検討。

有機農業

有機JAS認証の取得、実需者との販売契約に基づいて、主力品種を核とした輪作体系による生産等に取り組
む家族経営モデルを検討。

6

水田作、畑作、野菜作、果樹作、
花き作及び有機農業の
農業経営モデル作成方向は省略
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7

４ 農業経営モデルの作成方向 （酪農①）
現場の状況

モデルの考え方

●⽣産基盤の強化が急務

家族経営

高齢層の経営離脱等により生産基盤の脆弱
化が危惧される中、生産基盤の強化を図る
ため、飼料生産・調製の外部化等による、省
力化や生産性の一層の向上が必要

放牧の活用による飼料費の削減や省力化を図りつつ、ア
イスクリーム・チーズ等の製造・直販により販売額の増加
を図る家族労働主体の経営

●国産飼料基盤に⽴脚した酪農経営の実
現が急務

飼料生産・調製の外部化等により労働力を削減して規
模拡大を図るとともに、地域内での耕畜連携の下、飼料
用米・稲WCS等の利用、堆肥交換により、持続性を確
保する家族労働主体の経営

国際穀物相場の変動に対処するとともに、経
営の安定化を図るため、国産飼料の活用を
一層促進していく必要

法人経営

●６次産業化の進展

複数戸による協業経営の下、分業化や搾乳ロボットその
他機械化等により、省力化・効率化しつつ、規模拡大によ
る販売額の増加を図る大規模法人経営

アイスクリーム・チーズ等の製造・直販に取り
組む経営体が存在

■ 放牧や搾乳ロボット、自動給餌機等の活用
により、飼養管理を省力化
○ 搾乳ロボット等の活用により、飼養管理を省力
化し、生じた余力により、経営の規模の拡大や６次
産業化。
放牧

フリーストール

搾乳ロボット

自動給餌機

21

４ 農業経営モデルの作成方向 （酪農②）
経営改善・所得増大につながる技術・取組
酪農全般
● コントラクター、TMR（完全混合飼料）センターの活用等、飼料生産・調製の外部化により、省力化を実現させること
で、規模を拡大
● 搾乳ロボット、フリーストール、自動給餌機等の活用により、搾乳作業、給餌作業等を省力化・効率化することで、
規模を拡大
● 飼料用米、稲WCS、とうもろこしサイレージ等国産飼料の生産・利用の拡大による、飼料の安定確保、コスト削減
家族経営
● 自ら生産した生乳を使用したアイスクリーム等の製造・直販による６次産業化
● 放牧の活用による省力化、飼料のコスト削減
法人経営
● 搾乳部門、哺育部門、ふん尿等処理部門等への分業化により、作業を効率化
■ 飼料生産支援組織数の推移（全国）

■ ６次産業化等による高付加価値化

○ コントラクター、TMRセンターの箇所数は、着実に増加。

H15年度

H20年度

H25年度

コントラクター

317

522

581

ＴＭＲセンター

32

85

110

○ 生乳取引の多様化等による６次産業化の取組は、236件（平成26年時点）。
○ 当該取引により製造されている乳製品比率（直近の聞き取り（複数回答含
む））は、アイス・ソフトクリーム等が多い。
21%
飲用
0%

（畜産振興課調べ、単位：箇所）
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42%
アイス・ソフトクリーム等
20%
40%

15%
ヨーグルト
60%

14%

9%

チーズ
その他
80%
100%
（牛乳乳製品課調べ）

22

４ 農業経営モデルの作成方向 （肉用牛①）
モデルの考え方

現場の状況
●⽣産基盤の強化が急務

肉専用種繁殖経営

高齢層の経営離脱による生産基盤の脆弱化が
危惧される中、大規模層の戸数が増加、一方、
肉用牛繁殖経営では依然、小規模層の割合が
高く、規模拡大が必要

●国産飼料基盤に⽴脚した⾁⽤⽜経営の実現
が急務
国際穀物相場の変動に対処するとともに、経営
の安定化を図るため、国産飼料の活用を一層
促進していく必要
■ 発情発見装置や哺乳ロボット等の省力化機械の導入

キャトルブリーディングステーション等の活用により、省力
化、規模拡大を図る家族労働主体の経営
発情発見装置、哺乳ロボット等省力化機械やコントラクター
の活用による効率的な多頭飼育を図る大規模法人経営
交雑種・乳用種育成・肥育一貫経営
出荷月齢の早期化による飼料費等の削減と、消費者ニー
ズの多様化に対応した地域ブランド化、交雑種飼養割合
の増加により収益性を高めた大規模法人経営
肉専用種肥育経営
飼料用米等地域内資源を活用するとともに、増体能力の
優れたもと畜導入や快適な飼養環境の確保により枝肉重
量の増大と肉質の向上を図り、生産性が高く、規模拡大を
進めた家族労働主体の経営

■ 多様化するニーズに対応した牛肉生産

肉専用種繁殖・肥育一貫経営
放牧、エコフィード等国産飼料の活用、肥育牛の出荷月齢
早期化により生産コストの削減を図り、市場出荷に加え、
直販等の取組により販売額の増加を図る大規模法人経営

23
４ 農業経営モデルの作成方向 （肉用牛②）
経営改善・所得増大につながる技術・取組
肉用牛全般
● コントラクターの活用による飼料生産の外部化、哺乳ロボット等省力化機械の導入による効率化を通じた規模拡大
● 飼料用米、稲WCS、とうもろこしサイレージ等国産飼料の生産・利用の拡大による、飼料の安定確保、コストの低減
● 乳用牛を活用した肉用子牛の生産拡大により、肥育部門におけるもと畜価格を低減
繁殖
● 発情発見装置・分娩監視装置の導入により、発情の見落としや分娩事故を防止
● キャトルブリーディングセンターへの委託により、当該雌牛の繁殖性の改善を図るとともに、預託により空いたスペース
で雌牛を増頭
● 妊娠牛を放牧し、飼料費の削減と省力化
肥育
● 増体能力の優れたもと畜の導入や快適な飼育環境の確保及び飼料の適正化等による枝肉重量の増大と肉質の向上
● 肥育開始月齢の早期化及び肥育期間の短縮による出荷月齢の早期化
● 消費者ニーズに対応した、特色ある牛肉生産を行い、地域ブランド化等による生産物の付加価値向上
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24

４ 農業経営モデルの作成方向 （養豚）
現場の状況

モデルの考え方

●国産飼料基盤に⽴脚した養豚経営の実現が急務
国際穀物相場の変動に対処するとともに、経営の安
定化を図るため、飼料用米やエコフィード等、国内由
来飼料の活用を一層促進していく必要

国内由来飼料を活用し、飼料コストの低減・安定
化、飼養管理等を徹底した生産性、収益性の高い
大規模法人経営

●飼養規模の⼤規模化
大規模化が進展するとともに、人工授精等の飼養管
理技術も向上

経営改善・所得増大につながる技術・取組
● 飼料用米やエコフィード等の活用により、国内由来飼料の利用割合を増加させ、飼料コストの低減、安定化
● 購入精液による人工授精、飼養管理・衛生管理の徹底により、育成率の向上等を図り、出荷頭数を増加
■ 国内由来飼料の活用
○ 飼料用米、エコフィード等を活用することにより、
飼料コストの低減、安定化を図る。

25
５ 「地域戦略の例示」の基本的考え方
○ 地域農業の発展に加え、関連産業との連携等による６次産業化等の事業展開により、雇用・所得が創出され、地域とし
て農業所得と関連所得の合計が倍増する姿をイメージできるよう、地域戦略の例を示す。

農業及び関連産業との連携による取組により、雇用・所得を創出し、
地域全体の所得を倍増させる戦略の例を提示

連携

生産コストの縮減、
高収益作物の導入等による
農業所得の増大

地域農業

加工・直売や、都市農村交流、
再生可能エネルギー等の
取組による雇用・所得の創出

関連産業
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27

６ 「地域戦略の例示」の作成の考え方①
地域の農業と関連産業の連携により、地域に所得と雇用を生み出す事例を例示するもので、発
展のベースとなる地域の「強み」で想定される主な戦略を整理すると以下のとおり。
想定される戦略例

発展のベースとなる地域の「強み」

地域農業の強みの
発揮

生産・流通システムの革新

関連産業を巻き込んで新たな技術や生産・流通の仕組みを導入し、
効率的な生産・流通システムを構築

食品企業等との連携

食品企業等と連携することで、増加する加工・業務用のニーズに対
応した生産を展開するほか、地域に雇用の場を創出

地域による新たな需要の創出

海外市場や健康志向などの新たな需要に対応した農産物の生産・
加工などを産地ぐるみで展開

地域の特産物等の活用

地域特有の農産物を活かした特徴ある加工品などの展開により新た
な産業を展開

地元のニーズへの対応

直売所を中心として地産地消の生産・流通システムを確立し、高齢
者など地域の様々な農業者が稼げる地域を実現

農村のくらし、食文化等の活用

直売所から更に進んで、地域の食文化を活かした加工・農村レストラ
ン、農作業体験など、農村のくらしや文化を活かした新たな事業展開

景観・自然環境の活用

自然環境や景観などを活かした観光と連携して、交流を通じて域外
の消費を取り込み、地域農業と関連産業を振興

バイオマスの活用

木質バイオマスや家畜排せつ物などのバイオマスを活用してエネル
ギーに利用するとともに、余熱や消化液等の副産物を農業に活用

埋もれた農村資源の活用

地域特有の水資源や風況、日射条件を活かして再生可能エネル
ギーに取り組み、その売電収入による農産物のブランド化、付加価
値向上等の取組を展開

再生可能エネルギーの活用

28

６ 「地域戦略の例示」の作成の考え方②
地域戦略の例示では、先進的な地域の取組事例を基に、一定の地域を想定して、①地域の主な
戦略、②地域の取組例、③農業と関連産業の連携などのビジネスモデルを例示。さらに取組による
地域の所得と雇用の増大の効果を試算する。
内容例

構 成
１ 地域の基本的な戦略
地域の基本的な戦略
地域の取組の核となる強み、基本的な
取組戦略を記載

２ 地域の取組のポイント
地域の具体的な取組とその所得や雇用
への効果などを記載し、取組のポイントが
分かるように記載

「集落営農法人を中核とした水田作の効率化と野菜作や加工などの展開」
中山間地域等で広域的な集落営農法人を形成し、水稲等の土地利用型作物の生産を担い手に集約化する一方で、野菜等を生産するとともに、
加工品・総菜などの製造・販売に取り組み、所得と雇用を創出

１ 広域的な集落営農法人による効率化、複合化
・担い手不足に直面する複数の集落が一体となって広域の集落営農法人を形成
・水稲、大豆等の生産を担い手に集約し、コメ等の生産コストを低減するとともに、地域需要向けの野菜等を導入
・畜産農家との耕畜連携、堆肥を活用した土作りにより独自ブランドを確立

２ ６次産業化や直売所を中核とした地産地消の展開及び都市農村交流による流入客の増加
・地元産米粉を使用したパン、野菜、加工品等の販売等により、女性・高齢者等の労働機会を拡大するとともに、周年雇用を創出
・地場産の郷土料理、地域の自然を活かしたグリーンツーリズムにより流入客が増加

３ 地域の具体的な取組の姿
農業と関連産業の地域の関係主体の関
係など、地域の取組や連携の構造など、
ビジネスモデルとして関係が分かるよう整
理

（取組後）

（取組前）
小規模な集落営農
水稲中心の多数の小規模家
族経営（○ha）

広域の集落営農法人

直売所等

・担い手による水田作、女性、高齢者等による野菜等
の生産（水稲○ha、大豆○ha、野菜○ha等）
・米粉パン・味噌等の製造
飼料

堆肥

原料米

農産物
米粉パン等
加工製品

・農産物直売、加工品の製造・販売
・農家レストラン、惣菜加工・販売

米粉製品

食材等の提供

畜産小規模農家
外部に粗飼料を求める小規
模畜産農家（飼養頭数○
頭）

４ 試算結果
取組前後での農業所得と関連所得や雇
用の増大の効果を試算

畜産農家

製粉業者

農家民宿等

・水田放牧
（飼養頭数○頭）

・米粉の製粉受託

・料理、農業体験の場の提供

（取組後）

（取組前）
水田作小規模農家
［農業所得］

○万円

畜産小規模農家
［農業所得］

○万円

集落営農法人
［粗収益・売上高］ ○万円
［所得］ 経営体所得○万円
雇用労賃○円
［雇用］○人
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＋

畜産農家

＋
［粗収益・売上高］
○万円
［所得］ 経営体所得○万円
雇用労賃○円
［雇用］○人

＋

製粉、産地直売、農家民宿等
［粗収益・売上高］ ○万円
［所得］ 経営体所得○万円
雇用労賃○円
［雇用］○人

29

７ 「地域戦略の例示」の作成方向
強みの主な源泉
地域農業の強みの創出・発揮

中核となる戦略の概要
①畜産クラスターによる収益性の向上
②次世代施設園芸拠点を中心とした施設園芸産地の展開
③新品種・新技術の「強み」を活かした実需者との連携
④産地の強みを活かした食品企業の誘致・6次産業化事業体等による起業
⑤地場の農林水産物を活用した食品企業との連携
⑥加工・業務用需要向け野菜の供給
⑦輸出に向けた産地づくり
⑧知財戦略の下での高品質農産物の輸出
⑨介護食品、機能性食品等を通じた医福食農分野との連携
⑩薬用作物の産地づくり
⑪有機農業の産地づくり
⑫集落営農法人での加工等の展開
⑬独自の加工品等による高付加価値化
⑭地域の特性を活かした農産物の展開
⑮直売所を中心とした地産地消の流通システムの確立

生産・流通システムの革新

食品企業等との連携

地域による新たな需要の創出

地域の特産物等の活用
地元のニーズへの対応
埋もれた農村資源の活用
農村のくらし、食文化等の活用
景観・自然資源の活用
バイオマスの活用
再生可能エネルギーの活用

⑯直売所から農作業体験、農村レストラン等への展開
⑰観光農園等を軸にした都市農村交流の展開
⑱グリーンツーリズムを活かした農業の振興
⑲農業体験農園を中心とした都市住民のニーズに応えた展開
⑳観光と連携した地域農業の振興
㉑バイオマスの活用による農業の振興
㉒再生エネルギーのメリットの活用による農業・農村の活性化

※地域戦略のモデルについては上記の戦略を中核として作成するほか、組み合わせて作成する予定

30

（参考） 過去の経営展望との比較
Ｈ１２基本計画
目的・基本
計画におけ
る位置付け
等

Ｈ１７基本計画

○各地域の特性に応じた担い手育成

Ｈ２２基本計画

次期基本計画

○意欲あるすべての農業者が主体性と

○各地域の特性に応じた担い手の育成、農業・農村の所

施策の展開、今後の農業経営の展

創意工夫を発揮できる取組の促進

開方向についての関係者の共通認

○農業者に対し、多様な経営展開の道

識の形成

筋を具体的にわかり易く提示

○「効率的かつ安定的な農業経営」の

得増大に向けて、農業関係者が具体的なイメージをもっ
て取り組めるよう提示
○将来のビジョンとして、各地域の担い手となる「効率的か
つ安定的な農業経営」の姿のほか、その経営発展や所

具体的な姿を例示的に示すもの

得増大の道筋を具体的に例示
●併せて、地域農業の発展に加え、関連産業との連携等
による６次産業化等の事業展開により、雇用・所得が創
出され、地域として農業所得と関連所得の合計が倍増す
る姿をイメージできるよう、地域戦略を例示

掲示する姿

○平均的な経営規模の農業者や小規模

○１０年後を目途として、今後の農地の利用集積・集約化、

新品種・新技術の開発、農地の利用

であっても意欲ある農業者等が経営発

新品種・新技術の開発等の成果を反映した「効率的かつ

集積等の成果を反映した「効率的か

展を目指す際の具体的取組及び主な

つ安定的な農業経営」の具体的な姿

支援策を例示 （当面目指す現実的な

（10年程度後に最大限に効率化した

経営を例示）

○１０年程度後を目標として、今後の

得を創出し、地域全体の所得を倍増させる戦略の例を提
示

経営の姿を策定）

活用方策

○都道府県等において、農業経営基

安定的な農業経営」の具体的な姿
●農業及び関連産業との連携による取組により、雇用・所

○各地域・農業者段階で、これらのモデ

○都道府県等において、基本指標の見直しも行い、各地

盤強化促進法に基づき、目標とすべ

ルを参考として活用し、それぞれの経

き農業経営の基本指標を定め、地

営環境に応じた経営発展のための取

◎各地域で、これらのモデルを参考として、担い手の育成

域実態に即した担い手の姿を提示

域の実態に即した多様な農業経営

組内容を検討し、創意工夫ある取組を

や農業・農村の所得倍増に向けた取組の検討が進み、

の姿を提示

実行されることを期待

地域の実態に即した取組が進むことを期待

○農業経営モデル、●地域戦略の例示、◎農業経営モデル・地域戦略の例示
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