生産・流通システムの高度化

ﾊﾞﾘｭｰﾁｪｰﾝの構築

政策目的
○ 高度な栽培技術を形式知化し、生産管理・営農指導等のシステム開発、スマート農業による効率的な農業経営実証等を推進
○ 大規模に集積した次世代施設園芸拠点において、地域エネルギーと先端技術を活用し、化石燃料依存からの脱却、所得
向上、地域雇用の創出を実現
実行状況
次世代施設園芸の推進

ICTを活用したスマート農業の実現

１．現状と課題

スマート農業の将来像
１ 超省力・大規模生産を実現

２ 作物の能力を最大限に発揮

我が国の施設園芸を次世代に向かって発展させるためには、コスト削
減や周年・計画生産を行い、所得の向上と地域雇用の創出が必要。
また、燃油価格の高騰に対応し、経営の安定を図ることが必要。

２．対策
GPS自動走行システム等により、
作業能力の限界を打破

３ きつい作業、危険
な作業から解放

センシング技術やきめ細やかな栽培
（精密農業）により、多収・高品質を実現

４ 誰もが取り組みやすい
農業を実現

５ 消費者・実需者に
安心と信頼を提供
生産者
実需者

アシストスーツで軽労化し、除草ロ
ボットなどにより、作業を自動化

アシスト装置やノウハウのデータ化
により、若者等が農業に続々とトライ

消費者

クラウドシステムにより、生産
者、実需者、消費者をつなげる

推進に向けた取組
■ロボット、ＩＴ企業等の協力を得て、「スマート農業の実現に向けた
研究会」を進めるとともに、将来像やロードマップを整理して公表
■農業分野でのロボット、ＩCＴ技術の活用に向けて、研究開発、導
入、安全性などの課題を検討中
■ロボット革命実現会議の議論を踏まえ、農林水産業の生産性の
飛躍的な向上を実現するため、ロボット産業と連携した研究開
発・導入実証などを推進

生産から調製・出荷までを一気通貫して行う施設の大規模な集積と、
ICT（情報通信技術）を活用した高度な環境制御技術を導入するととも
に、木質バイオマス等の地域資源を活用したエネルギーを活用する
次世代施設園芸拠点の整備を行う。
全国９箇所を採択し、現在、拠点整備中。
（北海道、宮城県、埼玉県、静岡県、富山県、兵庫県、高知県、大分県、宮崎県）

［次世代施設園芸拠点のイメージ］
完全人工光型
植物工場

集積された団地
大規模な温室
種苗供給
センター

エネルギー供給
種苗

木質バイオマ
ス等の地域資
源エネルギー

出荷
センター

天窓制御装置
温湿度計 カーテン制御装置
気象観測装置
循環扇

インターネット

屋外温湿度計

暖房機

設定コンソール
各種スイッチ
側窓制御装置

マイコン基盤「ＵＳＥ」

先端技術導入
［例］遠隔管理による
大規模施設の環境
制御技術

先進技術導入
［例］トマトの一
段密植養液
栽培
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米政策関係（米政策の見直し関係①）

生産現場の強化

主食用米以外の作物の本作化
● 水田活用の直接支払交付金については、水田のフル
活用を一層推進するため、飼料用米等について数量払
いを導入し、単収向上の取組を促すなど、生産性向上
のインセンティブを強化
・ 飼料用米、米粉用米に数量払いを導入
（収量に応じ、5.5～10.5万円/10a）
・ 飼料用米等の多収性専用品種の取組、加工用米の
複数年契約の取組に対して1.2万円/10aを追加配分

● 主食用米の需要が減少する中で、水田活用の直接支
払交付金を活用して、非主食用米や大豆等の本作化が
進展。
主食用米
非主食用米
加工用米
飼料用米
米以外の作物
麦
大豆

H26年産

H25年産

147.4万ha
16.5万ha
4.9万ha
3.4万ha
27.9万ha
9.7万ha
8.2万ha

152.2万ha
12.5万ha
3.8万ha
2.2万ha
27.7万ha
9.7万ha
7.9万ha

増減
▲4.8万ha
＋4.0万ha
＋1.1万ha
＋1.2万ha
＋0.2万ha
±0万ha
＋0.3万ha

● 引き続き、非主食用米や米以外の作物の定着状況
を見ながら、主食用米以外の作物の本作化等を推進。

戦略作物の生産性向上
● 大豆、麦の収量・品質の向上・安定化に資する栽培
技術や、飼料用米等の生産コスト低減に資する省力栽
培技術や多収性品種の導入等の取組を支援
● 「強み」のある産地を育成するため、新品種や新技術
を活用し、実需者、農業者、地方公共団体等が一体と
なって産地形成を行う取組を支援

● 地域における収量向上、省力栽培技術の導入等を
促進し、戦略作物の生産性向上に向けた取組を支援。
【事例①：A県における飼料用米の生産性向上に向けた取組】
 育苗作業や田植作業の省略等により、10アール当たりの労働時間
は県平均比の約60％減
 また、収量の安定確保が難しい鉄コーティング湛水直播栽培で多収
性品種の栽培実証をした結果、収量が主食用品種に対して５％増収
【事例②：B県における大豆の生産性向上に向けた取組】
 大豆の労働時間の約４割を占める除草や土寄せ作業の省力化を図
る栽培法（無培土狭畦密植栽培）を実証した結果、慣行栽培と比べ
て直接労働時間が17%減少
 また、密植栽培により機械収穫をしやすくする（着莢位置を高める）こ
とで、収量は慣行栽培区に比べて16%増加
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米政策関係（米政策の見直し関係②）

生産現場の強化

安定取引の推進
● セミナーの開催による、業務用米に求められる品質ニーズの周
知、契約取引事例を研究
● 業務用米に関し生産者・実需者とマッチングの商談会の開催
● 生産者・実需者が連携した業務用向けの新品種導入等の取組

● 引き続き、マッチング、商談会等の取組を推進。
● 生産、出荷、卸売、外食・中食等の関係者からなる
「米の安定取引研究会」を26年12月に立ち上げ、安定
取引に係る共通認識の醸成を図り、今後の方策を検
討。27年３月を目途に取りまとめ。

米の現物市場の活性化
● 現在、３つの現物市場で年間20万トン程度の取引が行われており、毎月
の取引の状況をマンスリーレポートで公表することにより、広く情報提供
● この他に、①複数年産米コメ市場、②卸売事業者による新たな市場の構
想、③個別申込取引（全農）等、民間で新たな取組が構想、実施されている
ところ。

● 米の安定取引研究会において、
現物市場の活性化の方策について
も検討を行う。

きめ細かい情報提供の充実
生産者の経営判断や集荷業者等の販売戦略に基づく需
要に応じた生産に資するきめ細かな情報提供を行うため、
（１）23年4月から「米に関するマンスリーレポート」を毎月
公表。
（２）26年4月からは、
① 公表内容を以下の通り大幅に拡充するとともに、
② これまでのホームページ掲載に加えて、4月には約4千
の卸売事業者やJA等に配布するとともに、新たにメール
マガジンを発刊し（約2千名の登録）、情報提供。

【公表内容】
１ 価格等の状況
（１） 相対取引価格【44→94銘柄】
（２） 相対取引数量【65→94銘柄】
（３） 先物市場の価格動向
（４） 業者間取引（民間市場）の状況
２ 契約・販売情報
（１） 都道府県別集荷数量、契約数量、販売数
量【新たに公表】
（２） 都道府県別事前契約数量【新たに公表】
３ 在庫数量
（１） 全国
（２） 都道府県別【新たに公表】
※ その他小売価格（POSデータ）、
作況、需給見通し（毎年）等を掲載

● 転作作物の作付け選
択に資する参考情報とし
て、麦、大豆及び飼料用
米の需給情報について
26年12月から掲載。
● マンスリーレポートの
認知度を高めるため、引
き続き必要に応じて情報
の拡充を図っていく。
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米政策関係（その他関連施策①）

生産現場の強化

作物別の需給見通しの提示
● 米作生産者が翌年産の作付選択
の判断を行う際、まず必要とするのは、
各作物の直近の需給動向であるため、
主食用米だけでなく、麦、大豆、飼料
用米などについても、直近の需給動
向を情報提供していくことが必要
● また、米作生産者が将来的に安心
して需要に応じた生産を行っていくた
めには、国が政策目標として、各作物
別の長期的な見通しを示すことが重要

● 26年12月から「米に関するマ
ンスリーレポート」を拡充し、米だ
けでなく、麦、大豆、飼料用米に
ついても、直近の需給動向を情
報提供
● 27年３月をめどに見直しを検
討している食料・農業・農村基本
計画の中で、米をはじめとする
作物別の需要を踏まえた10年後
の生産数量目標を示す予定

食料自給率等を設定する上での課題（抄）
○ 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
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
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

【参考：第４回食農審企画部会資料から抜粋】

需要の拡大
● 米飯給食を拡大した場合に、政府備蓄米を無償交付
【米飯学校給食の週当たりの平均実施回数】
0.6回（昭和51年度） → 3.3回（平成24年度）

● 医師や病院栄養士等の専門家を通じて、健康面から
ごはん食の効用をわかりやすく発信
● 食品関係企業、団体等と連携し、朝食欠食の改善や、
米を中心とした日本型食生活の普及・啓発

● 引き続き、米飯給食拡大や、ごはん食の魅力の
発信等の取組を推進
● 簡便化志向、健康志向等の消費者ニーズに対
応した米の新商品・サービスの展開を後押しし、需
要を創出

米の先物市場
・ 23年8月8日に試験上場が開始
・ 25年8月7日に2年間の試験上場の延
長の認可

・ 期限到来時（27年８月）の取扱いについては、取引所からの申請を
受けて、商品先物取引法に基づき、国がその適否を判断
・ 現在、大阪堂島商品取引所にて、「コメ試験上場検証特別委員会」
の再開に向けて準備
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米政策関係（その他関連施策②）

生産現場の強化

輸出団体の整備
● 26年11月、既存の全国米関連食品輸出促進会の
目的を明確化、機能拡充し、新たに全日本コメ・コメ
関連食品輸出促進協議会を立ち上げ。

機能の拡充・強化
生産者団体

ジャパン・ブランド育成
マーケティングのためのリサーチ

関連事業者

共同の取組の促進

● 今後、この輸出協議会に生産者団体等が参画
し、オールジャパンでの輸出促進の取組を加速化。

その他の課題の解決に向けた取組

輸出協議会

サポート

補助

農林水産省

コメ・コメ加工品関係団体

JETRO（国内・海外）

情報提供、見本市、
商談会、マーケティング拠点

米の流通コスト
● 米の流通コスト（流通コスト・マージン
等）について試算すると、米の価格のうち
約41％と試算される。青果物は約55%、水
産物は約71%であり、これらに比べて米の
流通コストの割合は低い。
● また、流通経費の削減という観点からは、
近年、インターネット販売等の農家の直接
販売が一定の割合を占めており（平成23年
産で約220万トン）、流通の多様化が進展。

＜小売価格に占める流通コストの割合に関する試算＞
米の小売価格：1,983円/5kg（平成25年産米）
流通経費・マージン等（※）
816円/5kg (41%)

生産者受取価格（精米換算）
1,167円/5kg （59%）

（※）流通経費・マージン等には、集出荷経費、
卸売段階マージン、小売マージン等を含む。
資料：POSデータ、農林水産省「米穀の取引に
関する報告」

［他品目の例］
・青果物16品目平均
生産者受取価格：45.5％
流通経費・マージン等：54.5％
・水産物10品目平均
生産者受取価格：29.2％
流通経費・マージン等：70.8％
資料：農林水産省「食品流通別価格形成調
査・青果物経費調査（平成24年度）」
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米の生産コスト縮減に向けた取組

生産現場の強化

関連KPIとその進捗
○ 今後10年間（2023年まで）で産業界の努力も反映して担い手の米の生産コストを2011年産米全国平均（1万6千円/60kg）
から４割削減する（9,600円/60kg）
KPI指標

2013年

個別経営

11,374円/60kg

組織法人経営

11,931円/60kg

【担い手の米生産コストの集計対象】
① 個別経営：認定農業者のうち、農業就業者１人当たりの稲作に係る農業所
得が他産業所得と同等となる個別経営体
② 組織法人経営：米の販売金額が第１位となる稲作主体の組織法人経営体

取組内容
○ 農地中間管理機構の活用により担い手への農地の集積・集約化や農地の大区画化を進め、規模拡大による生産コスト
低減効果を一層拡大
→ 全都道府県で農地中間管理機構が指定され、優良事例を横展開し、農地の集積・集約化に成果をあげられるよう指導
○ 作期分散が可能な品種の組み合わせや直播栽培の導入、ＩＣＴを活用した作業管理の導入等、大規模経営に適した
省力栽培技術の開発・導入
→ 大規模稲作農家における生産コスト低減に向けた技術・経営実証（ICTを活用した大規模営農技術や直播技術の高度化
による安定生産の実現等）を実施中
→ 稲作コスト削減に資する技術を取りまとめた「稲作技術カタログ」を作成し、広く農業者に周知
○ 現状の米の生産コストの約３割を占める肥料・農薬費と農機具費について、安価な未利用資源を肥料に活用することや
海外向け低価格モデルの農業機械を国内展開する等の産業界の努力も反映して低減
→ 農業生産資材費削減に向け産業界との意見交換を実施
取組スケジュール
○ 技術・経営実証について、年度末までに成果報告の場を設け翌年度の事業実施に反映
○ 「稲作技術カタログ」に掲載された技術を稲作農家向けに紹介するワークショップを全国５カ所で開催
○ 農業生産資材費削減に向けた産業界との意見交換の実施（昨年７月、１０月、１１月、本年１月）
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