
 図表 特1-4 新たな食料・農業・農村基本計画

4,497億円(2012年)　→　9,121億円(2019)

2.8兆円(2014)　→　3.5兆円(2018)

18,800人/年(09～13平均）　→　21,400人/年(14～18平均)

食料・農業・農村をめぐる情勢

消費者や実需者のニーズに即した施策
食料安全保障の確立と農業・農村の重要性についての国民的合意の形成
農業の持続性確保に向けた人材の育成・確保と生産基盤の
強化に向けた施策の展開
スマート農業の加速化と農業のデジタルトランスフォーメーションの推進
地域政策の総合化と多面的機能の維持・発揮
災害や家畜疾病等、気候変動といった農業の持続性を脅かす
リスクへの対応強化
農業・農村の所得の増大に向けた施策の推進
SDGsを契機とした持続可能な取組を後押しする施策

食料自給率目標等
【供給熱量ベース】

食料・農業・農村基本計画（令和２年３月）

食料自給力指標（食料の潜在生産能力）
農地面積に加え、労働力も考慮した指標を提示。また、新たに2030年の見通しも提示

基本的な方針

37％ (2018実績) → 45％ (2030目標) (食料安全保障の状況を評価)
【生産額ベース】
【飼料自給率】

66％ (2018実績) → 75％ (2030目標)

25％ (2018実績) → 34％ (2030目標)

<供給熱量ベース> 46％ (2018実績) → 53％ (2030目標)
＜生産額ベース＞  69％ (2018実績) → 79％ (2030目標)　

【食料国産率】 飼料自給率を反映せず、国内生産の状況を評価するため新たに設定

(経済活動の状況を評価)

施策推進の基本的な視点

国内外の環境変化

生産基盤の脆弱化

農業就業者数や農地面積の大幅な減少

①国内市場の縮小と海外市場の拡大
・人口減少、消費者ニーズの多様化

②TPP11、日米貿易協定等の新たな国際環境

③頻発する大規模自然災害、新たな感染症

④CSF(豚熱)の発生・ASF(アフリカ豚熱)への対応

農政改革の着実な進展

農林水産物・食品輸出額

生産農業所得

若者の新規就農

～我が国の食と活力ある農業・農村を次の世代につなぐために～

資料：農林水産省作成

「産業政策」と「地域政策」を車の両輪として推進し、 
将来にわたって国民生活に不可欠な食料を安定的に供給し、 
食料自給率の向上と食料安全保障を確立

 図表 特1-5 新たな基本計画における主なポイント

資料：農林水産省作成

○ 農業の成長産業化に向けた農政改革を引き続き推進

○ 令和12（2030）年までに農林水産物・食品の輸出額を5兆円とする目標を設定

○ 中小・家族経営等多様な経営体の生産基盤の強化を通じた農業経営の底上げ

○ 食と農に関する新たな国民運動の展開を通じた国民的合意の形成

○ 関係者と連携し、農村を含む地域の振興に関する施策を総動員した「地域政策の総合化」

ウ　食料自給率の目標
（食料自給率と食料国産率）
総合食料自給率の目標については、食料安全保障の状況を評価する観点からは供給熱量
ベースの食料自給率が、農業の経済活動の状況を評価する観点からは生産額ベースの食料
自給率が実態を測るのに適しており、供給熱量ベースと生産額ベースの目標がそれぞれ設
定されました。
これまでの総合食料自給率の目標設定に当たっては、併せて設定される飼料自給率の目
標を反映することにより、輸入飼料による畜産物の生産分を除いています。この方法は、
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飼料の多くを輸入に依存している「国内生産」を厳密に捉えることから、総合食料自給率
の目標が食料安全保障を図る上で基礎的な目標であることに変わりはありません。一方、
飼料自給率が向上しても、国内畜産業の生産基盤が脆弱化すれば、総合食料自給率は向上
しません。また、農業の持続的発展を図っていく上で、国内生産を維持・拡大していくこ
とが必要であり、そのためには国民に対して国産農産物の消費を促すことも必要です。こ
のため、国内の畜産業の努力を適切に反映する観点から、国内生産に着目した目標として
「食料国産率 1」の目標が飼料自給率の目標と併せて設定され、双方の向上を図りながら、
総合食料自給率の向上を図ることとされました（図表 特1-6）。
総合食料自給率は、国内生産だけではなく、食料消費の在り方等によって左右されるも
のであることから、生産面では、国内外の需要の変化に対応した生産・供給、国内農業の
生産基盤の強化により国内生産の維持・増大を図り、消費面では、消費者と食と農とのつ
ながりの深化、食品産業との連携に取り組む必要があります。これらに官民総力を挙げて
取り組んだ結果、生産面・消費面の諸課題が解決された場合に実現可能な水準として、令
和12（2030）年度における品目ごとの食料消費の見通し及び生産努力目標が設定され、
これらを前提として、総合食料自給率の目標は、供給熱量ベースで45％、生産額ベース
で75％と設定されました（図表 特1-7、図表 特1-8）。

 図表 特1-6 総合食料自給率と食料国産率

資料：農林水産省作成

・国産飼料のみで生産可能な部分を厳密に評価できる。
・国産飼料の生産努力が反映される。

食料国産率
 （飼料自給率を反映しない）

・需要に応じて増頭・増産を図る畜産農家の努力が反映される。
・日ごろ、国産畜産物を購入する消費者の実感と合う。

我が国の食料安全保障の状況を評価 飼料が国産か輸入かにかかわらず、
畜産業の活動を反映し、国内生産の状況を評価

「食料国産率」 と 「飼料自給率」の双方の向上を図りながら、「飼料自給率を反映した食料自給率」の向上を図る。

総合食料自給率
（飼料自給率を反映）

飼料も含めて
本当に自給できるのが
どれだけかわかるよ。

日本の畜産業の力が
わかるよ。

輸
入
飼
料輸入牛肉

国
産
飼
料

飼料自給率反映11％

国産牛肉

43％

輸入牛肉 国産牛肉

輸入
飼料

国産
飼料

国産牛の
食料自給率

27％

牛肉の食料自給率
11％（供給熱量ベース）

牛肉の食料国産率
43％（供給熱量ベース）

国産牛の
食料国産率
100％

1	 用語の解説３（１）を参照
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 図表 特1-7 主要品目の食料消費の見通し及び生産努力目標

（単位：万ｔ）
食料消費の見通し

（国内消費仕向量） 生産努力目標

平成30年度
（2018）

令和12年度
（2030）

平成30年度
（2018）

令和12年度
（2030）

米（米粉用米・飼料用米を除く） 799 714 775 723 
米粉用米 2.8 13 2.8 13 
飼料用米 43 70 43 70 
小麦 651 579 76 108 
大麦・はだか麦 198 196 17 23 
大豆 356 336 21 34 
そば 14 13 2.9 4.0 
かんしょ 84 85 80 86 
ばれいしょ 336 330 226 239 
なたね 257 264 0.3 0.4 
野菜 1,461 1,431 1,131 1,302 
果実 743 707 283 308 
砂糖 （231） （206） （75） （80）

てん菜 － － 361（61） 368（62）
さとうきび － － 120（13） 153（18）

茶 8.6 7.9 8.6 9.9 
生乳 1,243 1,302 728 780 
牛肉 93 94 33 40 
豚肉 185 179 90 92 
鶏肉 251 262 160 170 
鶏卵 274 261 263 264 
飼料作物 435 519 350 519 

資料：農林水産省作成
注：1）砂糖及びてん菜・さとうきびの（　）内の数値は精糖換算した値

2）飼料作物は可消化養分総量（TDN）である。
3）各品目の生産努力目標は輸出目標を踏まえたものである。

 図表 特1-8 食料自給率等の目標

（単位：％）
平成30（2018）年度

（実績）
令和12（2030）年度

（目標）
供給熱量ベースの総合食料自給率 37 45
生産額ベースの総合食料自給率 66 75
　飼料自給率 25 34
　供給熱量ベースの食料国産率 46 53
　生産額ベースの食料国産率 69 79

資料：農林水産省作成
注：令和12（2030）年度における生産額ベースの総合食料自給率及び食料国産率については、各品目の現状の単価を基準に、TPPの影響

等を見込んでいる。

（食料自給力）
現代の食生活は、海外からの輸入食料の供給も含めて成り立っており、輸入食料の大幅
な減少といった不測の事態が発生した場合は、国内において最大限の食料供給を確保する
必要があります。この場合、我が国の農林水産業が有する食料の潜在生産能力（食料自給
力）をフル活用することにより、生命と健康の維持に必要な食料の生産を高めることが可
能であることから、平素から我が国の農林水産業が有する食料の潜在生産能力を把握し、
その維持・向上を図ることが重要です。
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（食料自給力指標）
我が国が有する農地等の農業資源、農業者、農業技術といった潜在生産能力をフル活用
することにより得られる食料の供給熱量を示したものが、食料自給力指標です。前基本計
画においては、農地を最大限活用するものとしていましたが、新たな基本計画では、農業
労働力や省力化の農業技術も考慮するよう指標が改良されました。さらに、将来（令和
12（2030）年度）に向けた農地や農業労働力の確保、単収の向上が、それぞれ１人・１
日当たりの供給可能熱量の増加にどのように寄与するかについても、定量的に評価できる
ように、令和12（2030）年度の食料自給力指標の見通しが提示されました。
食料自給力指標は、農地等を最大限活用することを前提として、米・小麦中心の作付け
及びいも類中心の作付けの２パターンについて、栄養バランスを一定程度考慮した上で、
熱量効率が最大化された場合の国内農林水産業生産による１人・１日当たり供給可能熱量
と、各パターンに必要な労働時間に対する現有労働力の延べ労働時間の充足率（労働充足
率）を反映した供給可能熱量を示しています（図表 特1-9）。

 図表 特1-9 労働充足率を反映した供給可能熱量の考え方

資料：農林水産省作成
注：現有労働力の延べ労働時間とは、臨時雇用によるものも含め、現実に農作業に投入された延べ労働時間の推計値

労働充足率 ＝
現有労働力の延べ労働時間

農地を最大限活用した供給可能熱量（X）の生産に必要な労働時間

生産に必要な労働力が不足するため、
農地を最大限に活用したXを下回る
Yが供給可能熱量となる。

作付の一部を省力的な作物に置き換え、
農地と労働力をともに最大限活用した
供給可能熱量はZとなる。

生産に必要な労働力が足りており、
農地を最大限に活用した
Xが供給可能熱量となる。

農地を最大限活用した供給可能熱量

労働充足率を反映した供給可能熱量

労働充足率100％

農地と労働力をともに最大限活用した供給可能熱量

労働充足率が
100％以上の場合

労働充足率が
100％未満の場合

X

X

Y

Z

０（kcal ／人・日）

農地を最大限活用した供給可能熱量

労働充足率を反映した供給可能熱量

Y
仮に農地に制約がなければ、
労働力を最大活用した
Yが供給可能熱量となる。

平成30（2018）年度の食料自給力指標では、米・小麦中心の作付けの供給可能熱量が
推定エネルギー必要量を下回り、いも類中心の作付けの供給可能熱量はこれを上回ってい
ます。いも類中心の作付けでは、その作付けに必要な労働力が不足していますが、労働力
の状況を反映した供給可能熱量も推定エネルギー必要量を上回る結果となっています（図
表 特1-10）。
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 図表 特1-10 平成30（2018）年度における食料自給力指標

資料：農林水産省作成
注：１）推定エネルギー必要量とは、１人・１日当たりの「そのときの体重を保つ（増加も減少もしない）ために適当なエネルギー」の推定

値をいう。
２）再生利用可能な荒廃農地（平成30（2018）年：9.2万ha）の活用を含む。

0 500 1,000 1,500 2,000 2,500

国内生産＋輸入による
現在の食生活

お腹はいっぱいになるけど、
いもばかりは厳しいな・・・

ご飯やパンが食べられても、
これじゃ足りないや・・・

国産品も輸入品も、色々な
食品が食べられるよ！

国産熱量912 供給熱量
2,443

推定エネルギー必要量
2,169

労働充足率129％

労働充足率92％

労働充足率100％

1,727
2,193

2,586
2,377

2,546

（kcal ／人・日）

農地を最大限活用した
供給可能熱量

労働充足率を反映した
供給可能熱量
労働充足率を反映した
供給可能熱量

農地と労働力をともに
最大限活用した
供給可能熱量

1,727

国内生産のみによる
米・小麦中心の作付け

国内生産のみによる
いも類中心の作付け

令和12（2030）年度における食料自給力指標の見通しは、新たな基本計画に基づき、
農地や労働力の確保、単収の向上等を図ることにより、すう勢で推移した場合から、供給
可能熱量が押し上げられることを示しています（図表 特1-11）。
こうした食料自給力指標と農地・単収・労働力等の関係を踏まえ、今後、農地や労働力
の確保、単収の向上、技術革新にしっかりと取り組んでいくことが重要です。

 図表 特1-11 令和12（2030）年度における食料自給力指標の見通し

資料：農林水産省作成
注：１）「農地がすう勢の場合」とは、農地の転用及び荒廃農地の発生がこれまでと同水準で継続し、かつ、荒廃農地の発生防止・解消に係

る施策を講じないと仮定し、農地面積が392万haとなった場合の試算。なお、農地面積以外の要素については、平成30（2018）
年度の据え置きとしている。

２）「農地の確保（a）」とは、施策効果により農地面積が414万haとなった場合の試算
３）「単収向上（b）」とは、各品目の生産努力目標が達成された場合に想定される、単収や畜産物１頭羽当たりの生産能力、林水産物の

生産量を見込んだ試算
４）「労働力がすう勢の場合」とは、農業就業者（基幹的農業従事者、雇用者（常雇い）及び役員等（年間150日以上農業に従事））数

のこれまでの傾向が継続した場合（131万人）の変化率を現有労働力の延べ労働時間に乗じて試算
５）「労働力の確保（c）」とは、青年層の新規就農を促進した場合（140万人）の農業就業者数の変化率を現有労働力の延べ労働時間に

乗じて試算
６） 水産物及び林産物については、関連データ不在により、労働充足率を100％としている。

0 500 1,000 1,500 2,000 2,500

国産熱量1,031 供給熱量
2,314

推定エネルギー必要量
2,152

労働充足率108％

労働充足率80％

労働充足率100％

1,628

1,826

1,802

2,414

2,072

2,096

（kcal ／人・日）

農地を最大限活用した
供給可能熱量

労働充足率を反映した
供給可能熱量
労働充足率を反映した
供給可能熱量

農地と労働力をともに
最大限活用した
供給可能熱量

73 101
116

115 197
133

471

2,727

2,2052,205

2,567

1,942

農地の確保
（a）農地がすう勢の場合

単収向上
（b）

労働力の確保
（c）

労働力がすう勢の場合

今後の技術革新により労働充足率は一層向上（d）

農地の確保
（a）

単収向上
（b）

国内生産＋輸入による
現在の食生活

お腹はいっぱいになるけど、
いもばかりは厳しいな・・・

ご飯やパンが食べられても、
これじゃ足りないや・・・

国産品も輸入品も、色々な
食品が食べられるよ！

国内生産のみによる
米・小麦中心の作付け

国内生産のみによる
いも類中心の作付け
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