
 日米貿易協定が2020年1月に発効
 日本側の関税についてTPPをはじめとする過去の経済連携協定の範囲内とし、米を関
税削減から除外するとともに、牛肉輸出に係る低関税枠を大きく拡大するなどの成果

 マーケットの拡大を生かすため、我が国の農林水産業の生産基盤の強化と新市場開拓
の推進等の万全の対策を実施

トピックス
２

交渉の概要
 日米貿易協定は2019年4月から交渉開始、9月25日の日米首脳会談で最終合意を確認し、

10月7日に署名

合意内容

 米について、米粒（もみ・玄米・精
米・砕米）のほか、調製品を含め、関
税削減・撤廃等からの除外を確保

 脱脂粉乳・バター等、TPPでTPPワイ
ドの関税割当枠が設定された品目につ
いて、新たな米国枠を一切認めず

 牛肉について、TPPと同内容の関税
削減とし、2020年度のセーフガードの
発動基準数量を、2018年度の米国から
の輸入実績より低い水準に設定

主な品目の合意内容（米国からの輸入）（抜粋）

資料：農林水産省作成

日本側関税に関する規定

 牛肉について、協定発効前の日本枠
200tと64,805tの複数国枠を合わせた、
低関税の複数国枠65,005tへのアクセ
スを確保

 我が国の輸出関心が高い品目（醤油、
ながいも、切り花、柿等）で関税削
減・撤廃を獲得

米国側関税に関する規定

品目 合意内容

米 ・米粒のほか、調製品も含め、全て除外（米国枠も設けな
い）

小麦
・TPPと同内容でマークアップを45％削減（現行の国家
貿易制度、枠外税率（55円/kg）を維持）
・TPPと同内容の米国枠を設定

大麦
・TPPと同内容でマークアップを45％削減（現行の国家
貿易制度、枠外税率（39円/kg）を維持）
・新たな米国枠は設けない

牛肉

・TPPと同内容で９％まで関税削減し、セーフガード付き
で長期の関税削減期間を確保
・セーフガード発動基準数量は、2020年度24.2万トン。
以後、TPPの発動基準と同様に増加し、2033年度29.3万
トン
・2023年度以降については、TPP11協定が修正されてい
れば、米国とTPP11発効国からの輸入を含むTPP全体の発
動基準に移行する方向で協議

豚肉

・TPPと同内容で、従価税部分について関税を撤廃、従量
税部分について関税を50円/kgまで削減。差額関税制度と
分岐点価格（524円/kg）を維持し、セーフガード付きで
長期の関税削減期間を確保
・従量税部分のセーフガードは、米国とTPP11発効国か
らの輸入を含むTPP全体の発動基準数量とし、2022年度
9.0万トン、以後、TPPの発動基準数量と同様に増加し、
2027年度15.0万トン

脱脂粉乳・
バター ・新たな米国枠は設けない

ホエイ
・TPPと同内容で、脱脂粉乳と競合する可能性の高いホエ
イ（たんぱく質含有量25-45％、25％未満）について
セーフガード付きで長期の関税削減期間を確保した上で関
税を撤廃

チーズ
・TPPと同内容
・シュレッドチーズ原料用フレッシュチーズについて新た
な米国枠は設けない

日米貿易協定の発効と対策等
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トピックス２ 日米貿易協定の発効と対策等

 日米貿易協定は2020年１月１日に発
効

 この結果、４億５千万人の人口と世
界全体の３割に相当する25兆５千億ド
ルのGDPを有する貿易圏が誕生

 内閣官房の経済効果分析では、我が
国の実質GDPが約0.8％（約４兆円）押
し上げられ、その際労働供給が約0.4％
（約28万人）増加

世界の人口とGDPに占める
我が国と米国の割合(2018年)

協定の発効

総合的なTPP等関連政策大綱の改訂 資料：外務省資料を基に農林水産省作成

米国4.3

その他
68.8

日本1.7%

EU 6.7

中国
18.5

(人口)

その他
32.6

日本5.8%

EU
21.9

中国
15.9

(GDP)

米国
23.9

総合的なTPP等関連政策大綱の概要

1 強い農林水産業の構築（体質強化対策）
大綱策定以降、各種の体質強化策を実施。

○次世代を担う経営感覚に優れた担い手の育成
幅広い世代への就農支援、農地の大区画化・汎用化、
棚田・中山間地域対策

○高品質な我が国農林水産物の輸出等需要フロンティアの
開拓
輸出のための司令塔組織の創設、グローバル産地づくり

○国際競争力のある産地イノベーションの促進
産地生産基盤パワーアップ事業、スマート農業実証の加

速化、全国的な土づくりの展開
○畜産・酪農収益力強化総合プロジェクトの推進

畜産クラスター事業、これを後押しする草地の大区画化、
肉用牛・酪農経営の増頭・増産対策

○合板・製材・構造用集成材等の木材製品の国
際競争力の強化

○持続可能な収益性の高い操業体制への転換

２ 経営安定・安定供給のための備え（重要５品
目関連）
TPP等発効後の経営安定に万全を期すため、協

定発効に合わせて経営安定対策の充実の措置を講
ずる。
○米（政府備蓄米の運営見直し）
○麦（経営所得安定対策の着実な実施）
○牛肉・豚肉、乳製品（畜産・酪農の経営安定対策の
充実）

○甘味資源作物(加糖調製品を調整金の対象)

３ 知的財産権の保護の推進
○地理的表示（GI)
○植物新品種・和牛遺伝資源保護

資料：内閣官房TPP等政府対策本部資料を基に農林水産省作成

 TPP11、日EU・EPAに続く日米貿易
協定により、我が国は名実ともに新た
な国際環境に

 政府は、国民に対する丁寧な説明・
情報発信を行うとともに、2019年12
月に「総合的なTPP等関連政策大綱」
を改訂

 経営規模の大小や中山間地域といっ
た条件にかかわらず、意欲的な農林漁
業者が創意工夫を最大限発揮できるよ
う配慮し、大綱では肉用牛・酪農経営
の増頭・増産等、生産基盤の強化に向
けた施策を新たに盛り込み、輸出のた
めの司令塔組織も創設

 2019年度補正予算において、改訂さ
れた大綱に基づく体質強化対策を実施
するため、3,250億円を確保

 農林水産省は、2019年12月に、日
米貿易協定による農林水産物の生産額
への影響について試算結果を公表。関
税削減等の影響で価格低下による生産
額の減少が生じるものの、国内対策に
より、引き続き国内生産量が維持され
るものと見込み、農林水産物の生産減
少額は約600から1,100億円、日米貿易
協定とTPP11を合わせた影響は約
1,200から2,000億円と試算
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第１章 食料の安定供給の確保

２．グローバルマーケットの戦略的な開拓
農林水産物・食品の輸出促進 農林水産物・食品の輸出額

2012年 2019

林産物→
水産物→

←5,878

←370

←2,873

農産物→

資料：財務省「貿易統計」を基に農林水産省作成

8,0717,5027,451
6,117

5,505
4,497億円

9,068 9,121

2014 20162013 2015 2017 2018

 2019年の農林水産物・食品の輸出額は、
１兆円の目標には届かなかったものの、
9,121億円となり、７年連続で過去最高を
更新。特に牛肉は、和牛等の人気の高ま
りにより輸出額が大幅に増加

 農林水産物及び食品の輸出の促進に関
する法律に基づき、2020年4月に輸出促
進を担う司令塔として農林水産物・食品
輸出本部を農林水産省に創設

 輸出に意欲的な生産者同士の意見交換
等を通じて、商談への橋渡しを行うこと
を目的としたGFPに2019年度末で2,801
件登録。また、海外のニーズや規制に対
応したGFPグローバル産地計画を29産地
承認

 動植物検疫協議の進展により、タイへ
の豚肉の輸出が解禁されるなど、2019年
度は６つの国・地域の８品目で輸出が解
禁又は検疫条件が緩和
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農林水産物・食品の輸出拡大のための体制整備

・輸出証明書発行
・生産区域指定
・加工施設認定
民間の登録認定機関による認定も可能とする

・輸出先国との協議 ・輸出円滑化措置（証明書発行・施設認定等） ・事業者支援 等

・食肉加工施設の認定等のスピードアップ ・輸出先国との協議の一体的実施 等

農林水産物・食品輸出本部（農林水産省に設置）

農林水産大臣（本部長）

更なる輸出拡大を図る

総務大臣、外務大臣、財務大臣、厚生労働大臣、経済産業大臣、国土交通大臣等

事業者支援輸出円滑化措置

基本方針の策定

実行計画（工程表）の作成・進捗管理

主務大臣
（農水、厚労、財務） 都道府県等

農水大臣
・日本政策金融

公庫による低利
融資、債務保
証 等

事業者

輸出事業計画
の認定 支援

資料：農林水産省作成

１．食料自給率と食料自給力

 2018年度では、供給熱量ベースは天
候不順により小麦等の生産量が減少した
こと等から前年度から１ポイント低下し、
過去最も低い37％、生産額ベースは前
年同の66％

 食料の潜在生産能力を表す食料自給力
指標は、米・小麦中心の作付けでは推定
エネルギー必要量を下回る一方、いも類
中心の作付けではこれを上回る

 食料自給率向上に向け、担い手への農
地の集積・集約化、新規就農の促進等に
よる生産基盤の強化とともに、消費者に
対する国産農産物の消費拡大等を推進す
る必要

総合食料自給率

生産額ベース

供給熱量ベース

73％

86％
82

71
66

53

37

40
37

72

資料：農林水産省「食料需給表」

2018200519851965年度

2,730

1,773

いも類中心の作付け

米・小麦中心の作付け

再生利用可能な荒廃農地に
おいても作付けする場合

2,500
2,546

1,727
1,691

3,141kcal/人・日

2,056

2,877

2,020

資料：食料・農業・農村基本計画（2020年３月閣議決定）

推定エネルギー必要量
2,169

食料自給力指標の推移

1985 1993 2003 2018
（概算値）

1965年度
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117.5 

156.2 

アジア

北米
欧州

中南米
その他

2013年 2015 2017 2019

第１章 食料の安定供給の確保

海外の日本食レストラン数

資料：農林水産省作成

全国計
GLOBALG.A.P. ASIAGAP JGAP

699 1,869 2,773

資料：GAP普及推進機構、日本GAP協会の公表資料を基に農林水産省作成
注：2018年度末時点

GAP認証取得経営体数（農産物）

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

2019年度にGI保護制度に登録された産品

資料：農林水産省作成

生産物が
ASEAN諸国等に

輸出

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）

種苗が
流出

日本産シャインマスカット
（国内市場）

日本食・食文化の海外展開
 海外における日本食レストランの数
は、2019年は約15万６千店となり、
2013年の３倍近くに増加

 2019年度末で、海外で日本産食材を
積極的に使用する「日本産食材サポー
ター店」は4,776店、外国人料理人を
認定する「日本料理の調理技能認定」
は1,375人、日本食・食文化の魅力を
国内外に効果的にPRする「日本食普及
の親善大使」は109人

知的財産の保護
 地域ならではの特徴的な産品の名称
を知的財産として保護する地理的表示
（GI）保護制度に基づき、2019年度は
新たに19産品が登録され、計94産品が
登録

 植物新品種の保護に関する検討会を
開催し、育成者の意図に反した海外流
出防止策等について検討、種苗法改正
案を国会に提出

 和牛遺伝資源の流通管理に関する検
討会を設置し、和牛遺伝資源の知的財
産としての価値の保護強化策等につい
て検討。家畜人工授精用精液・受精卵
の適正な流通の確保のための家畜改良
増殖法改正案と家畜遺伝資源の不正競
争への差止請求等のための家畜遺伝資
源不正競争防止法案を国会に提出

規格・認証の活用
 生産工程をチェックし改善する取組
であるGAP認証を農産物において取得
している経営体数は、2018年度末時点
で5,341経営体

 2021年に予定されるHACCP義務化
に向け、HACCPに沿った衛生管理の導
入のための手引書作成等を支援。また、
日本発の食品安全管理規格（JFS）の取
得は2019年度末時点で845事業所と増
加
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３．世界の食料需給と食料安全保障の確立

世界の食料需給の動向
 世界の穀物生産量は単収の伸びによ
り増加すること等から2年連続で増加。
消費量は人口増、所得水準の向上等に
より増加

 世界人口は、2019年の77.1億人が
2050年には97.4億人になる見通し

 農産物の生産においては、気候変動
等の不安定要素が存在

第１章 食料の安定供給の確保

世界全体の穀物の生産量、消費量、期末在庫率

資料：米国農務省「PS＆D」、「World Agricultural Supply and 
Demand Estimates」を基に農林水産省作成

注：2020年3月時点

農産物の貿易交渉、国際関係の維持・強化

 2019年度末時点で18のEPA/FTAを発
効済・署名済。東アジア地域包括的経
済連携（RCEP）等は交渉継続中

 2019年５月の「G20新潟農業大臣会
合」等の機会を活用し、各国との二国
間会談等を実施。輸入規制の撤廃・緩
和等を要請

資料：農林水産省作成

我が国におけるEPA/FTA交渉の状況
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総合的な食料安全保障の確立
 国内の農業生産の増大を基本に、輸
入・備蓄を適切に組み合わせて食料の
安定的な供給を確保する必要

 農水産物の輸入金額は、近年の円安
を受けた輸入物価の上昇もあり増加傾
向。物価の変動を除けば長期的には減
少傾向。総人口ベースの総供給熱量が
減少していることが背景

 2019年はとうもろこしが前年比
3.2％増加の3,841億円、牛肉が0.1％
増加の3,851億円。一方、小麦は
11.3％減少の1,606億円、大豆は1.6％
減少の1,673億円

 海外からの輸入に依存している主要
農産物の安定供給を確保するため、輸
入相手国との良好な関係の維持・強化
や関連情報の収集等を実施

農水産物の実質輸入額

0

20

40
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80

100

0
2
4
6
8

10
12
14

1998年 2003 2008 2013 2018

総供給熱量－国産総供給熱量（右軸）
農水産物の実質輸入額

10.0兆円
9.8

8.5 8.4 9.0

（兆円） （兆kcal）

資料：農林水産省作成

19.4 % 20.2 %
30.0 %

20.2 

22.1 

25.2 
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22.4 
24.6 

2000/01

18.5億ｔ
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30.3％

2005/06 2010/11 2015/16 2019/20

生産量

期末在庫率

18.7億ｔ
29.8%

26.7
26.7



第１章 食料の安定供給の確保
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５．食の安全と消費者の信頼確保

資料：農林水産省作成

肥料取締法の一部を改正する法律の概要

１．肥料の原料管理制度の導入

２．肥料の配合に関する規制の見直し

３．肥料の表示基準の整備

・肥料の原料として使えるものの規格を定め、利用
できる原料を明確化 等

・成分量等の表示に加え、肥料の効果に関する表示に
ついても基準を設定 等

法改正のポイント

・法律の題名を「肥料の品質の確保等に関する法
律」に改正

４．法律の題名の変更

・普通肥料と特殊肥料を配合した肥料などの生産を可
能とし、同時散布による省力化や土づくりに取り組み
やすい環境を整備 等

 科学的根拠に基づき、食品の生産か
ら消費に至るまでの必要な段階で有害
化学物質・微生物の汚染防止や低減を
図る措置を策定・普及

 2019年12月に公布された肥料取締
法の一部を改正する法律では、より安
心して肥料を利用できるようにする等
の観点から原料管理制度の導入等を措
置

 ゲノム編集技術を利用して得られた
農林水産物・食品等の取扱いが決定。
事業者等はその使用に先立ち関係省庁
へ届出を行い、関係省庁は内容を確認
した上でその情報を公表

４．食料消費の動向と食育の推進

 年齢別に見ると「健康志向」、「手作
り志向」、「国産志向」は年齢に従って
高い傾向。「簡便化志向」、「経済性志
向」、「美食志向」は年齢が低いほど高
い傾向

食料消費の動向 年齢別の消費者の食の志向（2020年１月）

資料：株式会社日本政策金融公庫「消費者動向等調査」
を基に農林水産省作成

食育の推進と和食文化の保護・継承
 健康的で栄養バランスに優れた「日
本型食生活」の実践に向けた調理講習
会や食育授業等の支援、我が国の食や
農林漁業に対する消費者の理解や関心
を高めるための農林漁業体験機会の提
供等の食育活動を推進

 和食文化を次世代に継承している割
合が国民の約半数となっている中、和
食文化の保護・継承を進めるため、各
地域の郷土料理の歴史・レシピ等を
データベース化し、情報発信する取組
を開始

 2017年に文化芸術基本法が改正され、
法律に「食文化」が明文化。2018年に
は「食文化」から30年ぶりに文化功労
者の顕彰を実施。文化庁において和食
文化の文化財としての価値を評価し、
見える化するための更なる検討が開始

各地域が選定した郷土料理

健康志向 経済性志向簡便化志向 手作り志向

%

「スマートミール」の基準
1 エネルギー量は，1食当たり450～650 kcal未満（通称「ちゃんと」）と，

650～850 kcal（通称 「しっかり」）の2段階とする。

2 料理の組み合わせの目安は，①「主食＋主菜＋副菜」パターン　②「主食
＋副食（主菜，副菜）」パターンの2パターンを基本とする。

3
PFCバランスが，食事摂取基準2015年版に示された，18歳以上のエネル
ギー産生栄養素バランス（PFC%E; たんぱく質13～20%E, 脂質20～
30%E, 炭水化物50～65%E）の範囲に入ることとする。

4 野菜等（野菜・きのこ・海藻・いも）の重量は、 140g以上とする。

5 食塩相当量は，「ちゃんと」3.0 g未満，「しっかり」3.5 g未満とする。

6 牛乳・乳製品，果物は，基準を設定しないが，適宜取り入れることが望ま
しい。

7 特定の保健の用途に資することを目的とした食品や素材を使用しないこと。

 「健康な食事・
食環境」認証制度
（通称：スマート
ミール）が創設。
2019年12月現在
で、304事業者、
16,000店舗以上
で提供

＜コラム＞健康的で栄養バランスに優れた食事
の認証制度
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37.9 38.1

32.4 32.5

29.0 29.2

2017年 2018
(概算値)
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６．動植物の防疫

資料：農林水産省作成
注：1) 2020年３月末時点

2) 黄色は飼養豚又はイノシシでの発生県
斜線は野生イノシシ発生県

3) 数字は飼養豚での発生農場。カタカナは発生農場からの豚の移
動等から疑似患畜と判定し殺処分を行った農場等

CSFの発生場所 2018年９月に我が国において26年ぶ
りに発生したCSF（豚熱）の感染が拡大。
2020年３月末時点で８県の飼養農場で
58例の発生

 農場での飼養衛生管理基準の遵守を指
導するとともに、2019年10月には、飼
養豚への予防的ワクチン接種を可能とす
る新たな防疫指針を施行。感染経路の1
つとされる野生イノシシ対策として、捕
獲強化や経口ワクチンの散布による「ワ
クチンベルト」の構築等を実施

 2018年8月、中国でASF（アフリカ豚
熱）が発生し、アジア各国に拡散。ASF
は治療法や予防法がなく、まん延すると
畜産物の安定供給をおびやかす可能性が
あるため、水際でのウイルス侵入防止を
徹底。2020年２月に改正された家畜伝
染病予防法では、国内でのASF発生時に
予防的殺処分が可能に

 野生動物の感染に対する対策の強化、
農場における飼養衛生管理の徹底、畜産
物の輸出入検疫の強化等を図るため、家
畜伝染病予防法の一部を改正する法律案
を国会に提出し、2020年３月に成立

 植物病害虫の国内への侵入・まん延を
防止するため、輸入される植物の検疫、
侵入病害虫に対する緊急防除等を実施

ぶたねつ

20

ASFの発生状況
＝2005年以降OIE等に発生通報のあった国/地域

資料：農林水産省作成（2020年３月末時点）

７．食品産業の動向

 2018年の食品産業の国内生産額は、前年
から0.6兆円増加し、99.9兆円

 前年と比較すると、食品製造業は水産食
料品、そう菜等の工場出荷額、関連流通業
は卸売業のマージン額、外食産業は飲食店
の売上高等が増加

食品産業の国内生産額の推移

食品製造業

関連流通業

外食産業

資料：農林水産省「農業・食料関連産業の経済計算」

99.999.3兆円
前年との
比較

＋0.8%

＋0.5%

＋0.4%



８．生産・加工・流通過程を通じた新たな価値の創出

第１章 食料の安定供給の確保

 農業者による加工・直売等の取組であ
る農業生産関連事業の2018年度の年間総
販売額は２兆1,040億円で、前年度並

 六次産業化・地産地消法に基づく総合
化事業計画の認定を受けた事業者を対象
とした調査によると、８割近くの事業者
は売上高が増加しているものの、その半
数は経常利益が減少。事業の開始に伴う
人件費や減価償却費の増加、資材等の高
騰による経費の増加が主な要因

 経営改善に向けて、プランナーによる
サポート体制の構築等を推進

農業生産関連事業の年間総販売金額

認定事業者の売上高と経常利益

資料：農林水産省作成21

8,407 8,577 8,923 9,141 9,413 9,404

9,026 9,356 9,974 10,324 10,790 10,789

742 739 784 811 842 84818,175億円 18,672 19,680 20,275 21,044 21,040農産加工

2013年度 2018

農産物直売所その他

2014 2015 2016 2017
資料：農林水産省「６次産業化総合調査」

 食品製造業においては、労働力不足や人
材確保難。2019年７月に「食品製造業に
おける労働力不足克服ビジョン」を取りま
とめ

 我が国の食品ロスは年間612万ｔ。
2019年10月に食品ロスの削減の推進に関
する法律が施行され、国、地方公共団体、
事業者の責務、消費者の役割等が規定。ま
た、食品リサイクル法の基本方針において、
事業系食品ロスの半減目標を設定

 食品ロス削減に向けた消費者啓発ポス
ターの掲示や、食品小売業者による納品期
限の緩和、食品製造業者による賞味期限表
示の大括り化等商慣習の見直しを推進

 国は、2019年５月、海洋プラスチック
ごみ対策アクションプラン、プラスチック
資源循環戦略を策定。農林水産・食品産業
においては、容器包装の薄肉化・軽量化に
よる減容化、リサイクルしやすい素材・製
品の研究開発等を実施

食品製造業における労働力不足克服ビジョン

資料：農林水産省作成

食品ロスの発生量と発生場所（2017年度推計）

今後の施策の方向性（ポイント）
①従業員のやる気を育てる
②IT・機械設備の導入による生産性の向上
③多様な人材の活用

売上高の
増加
77％

売上高
の減少
23％

うち経常利益

増加
49％

減少
51％

食品ロス
612万t

一般家庭
284万t

（46.4％）食品製造業
121万t

（19.8％）

外食産業
127万t

（20.8％）

食品小売業
64万t

（10.5％）

食品卸売業
16万t

（2.6％）

資料：農林水産省作成
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