
 

 

 
第第 77 節節  消消費費者者とと⾷⾷・・農農ととののつつななががりりのの深深化化  

 
 
消費者や⾷品関連事業者に積極的に国産農林⽔産物を選択してもらえるようにするため

には、消費者と農業者・⾷品関連事業者との交流を進め、消費者が我が国の⾷や農を知り、
触れる機会の拡⼤を図ることが重要です。また、平成 25(2013)年の和⾷⽂化のユネスコ無
形⽂化遺産登録を踏まえた次世代への和⾷⽂化の継承や、海外での和⾷の評価を更に⾼め
るための取組等も重要です。 

さらに、原油、肥料原料、飼料を始めとする⽣産資材や原材料価格の上昇等による農産
物、⾷品の⽣産コストの上昇等について、消費者の理解を得つつ、⽣産コスト等の適切な
価格転嫁のための環境整備を進めていくことも必要です。 

本節では、これらの課題に対応した、消費者と⾷と農とのつながりの深化を図るための
様々な取組を紹介します。 
 
((11))  地地産産地地消消のの推推進進とと国国産産農農林林⽔⽔産産物物のの消消費費拡拡⼤⼤  
((地地産産地地消消のの取取組組をを推推進進))  

地域で⽣産された農林⽔産物をその地
域内で消費する地産地消1の取組は、国産農
林⽔産物の消費拡⼤につながるほか、地域
活性化や⾷品の流通経費の削減等にもつな
がります。地産地消に係る基本⽅針2に基づ
いて、農林⽔産省は年間販売⾦額が1億円
以上の通年営業の農産物直売所数を令和
7(2025)年度までに令和元(2019)年度から
9割増の5,700件にするという⽬標を掲げて
おり、令和2(2020)年度は、全体件数が減
少傾向にある中、前年度に⽐べ23件減少し
2,922件となりました(図図表表11--77--11)。なお、
年間販売⾦額が1億円以上の通年営業の農
産物直売所の割合は、0.5ポイント増加して
26.4％となりました。 

また、学校給⾷等において地場産物を使⽤することは、地産地消を推進するに当たって
有効な⼿段となります。地場産の農林⽔産物の利⽤については、⼀定の規格等を満たした
量を不⾜なく納⼊する必要があるなど多くの課題があるため、農林⽔産省では、学校給⾷
等の現場と⽣産現場の双⽅のニーズや課題の調整役となる「地産地消コーディネーター3」
を全国の学校等施設給⾷の現場に派遣してきました。引き続き、これらの取組を更に発展
させていくことで、地場産の農林⽔産物の利⽤拡⼤を図っていきます。 

 
1 ⽤語の解説3(1)を参照 
2 農林⽔産省「農林漁業者等による農林漁業及び関連事業の総合化並びに地域の農林⽔産物の利⽤の促進に関する基本⽅針」 
3 栄養教諭、⽣産者組織代表、農協、コンサルタント、企業、⾏政等 

図表 1-7-1 農産物直売所数(販売⾦額規模別) 

資料：農林⽔産省「６次産業化総合調査」を基に作成 
注： 1) 通年営業で常設施設利⽤の農産物直売所が調査対象 

2) 販売⾦額規模別の直売所数は推計値 
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((22))  和和⾷⾷⽂⽂化化のの保保護護・・継継承承  
((和和⾷⾷⽂⽂化化のの保保護護・・継継承承にに向向けけたた取取組組))  

令和3(2021)年度に実施した⾷育に関する意識調査1では、いわゆる郷⼟料理や伝統料理
(⾃⾝の⽣まれ育った地域や現在住んでいる地域に限定せず、旅先や外⾷先等で⾷べた⽇本
全国の郷⼟料理や伝統料理を含む。)を⾷べる頻度について、「⽉に1回以上」と回答した⼈
は61.7%となりました。 

⼀⽅で、近年における⾷の多様化や家庭環境の変化等を背景に、和⾷2や地域の郷⼟料理、
伝統料理に触れる機会が少なくなってきており、郷⼟料理等を受け継ぎ、次世代に伝える
ことが和⾷⽂化の保護・継承に向けた課題となってい
ます。このため、令和元(2019)年度から、地域固有の
多様な⾷⽂化を地域で保護し、次世代に継承していく
ことを⽬的として、47都道府県別の1,300を超える郷
⼟料理の歴史や由来、レシピ等を取りまとめたデータ
ベース「うちの郷⼟料理〜次世代に伝えたい⼤切な味
〜」を公開しています。 

また、農林⽔産省は、平成30(2018)年度から⾝近で⼿軽に健康的な和⾷を⾷べる機会を
増やしてもらい、将来にわたって和⾷⽂化を受け継いでいくことを⽬指し、官⺠協働の
「Letʼs！和ごはんプロジェクト」に取り組んでいます。 

さらに、⼦供や⼦育て世代に対して和⾷⽂化の普及活動を⾏う中核的な⼈材(「和⾷⽂化
継承リーダー」)を育成するため、栄養⼠や保育⼠等向けに和⾷⽂化の⼦供への伝え⽅等を
解説した教材の作成や、和⾷⽂化に対する理解を深めるための研修会の開催等を⾏ってい
ます。 

このほか、⽂化庁では、地域に根差した多様な⽇本の⾷⽂化を次の世代へ継承するため
に、⽂化財保護法に基づく保護を進めるとともに、各地の⾷⽂化振興の取組に対する⽀援
や、⾷⽂化振興の機運醸成に向けた情報発信等を⾏っています。 
 
((33))  消消費費者者とと⽣⽣産産者者のの関関係係強強化化  
  ((消消費費者者とと農農林林⽔⽔産産業業関関係係者者等等をを結結ぶぶ広広報報をを推推進進))  

新型コロナウイルス感染症の感染が拡⼤する中、デジタル技術を活⽤した⽣活様式の変
化により、消費者はSNSなどのインターネット上の情報を基に購買⾏動を決定し、⽣産者
もこれに合わせて積極的にSNS上で情報発信をするようになりつつあります。これを踏ま
え、農林⽔産省は、職員がYouTuberとなって、我が国の農林⽔産物の良さや農⼭漁村の魅
⼒等を伝える省公式YouTubeチャンネル「BUZZ

ば ず
 MAFF

ま ふ
」や、農林⽔産業関連の情報や省

の施策を消費者⽬線で発信する省公式Twitter、⾷卓や消費の現状、暮らしに役⽴つ情報等
を毎週発信するWebマガジン「aff(あふ)」等を通じて、消費者と農林⽔産業関係者、農林
⽔産省を結ぶための情報発信を強化しています。 

特に、令和2(2020)年1⽉から開始したBUZZ MAFFは、令和3(2021)年度末時点で総再
⽣回数2,300万回を突破し、チャンネル登録者数は14万4千⼈を超えています。 

 
1  農林⽔産省「⾷育に関する意識調査」(令和4(2022)年3⽉公表、全国の20歳以上の者5千⼈を対象として実施した郵送及びインター

ネットによる調査、有効回収率48.9％) 
2 「和⾷；⽇本⼈の伝統的な⾷⽂化」が平成25(2013)年12⽉にユネスコ無形⽂化遺産に登録。⽤語の解説3(1)を参照 

ううちちのの郷郷⼟⼟料料理理  
URL：https://www.maff.go.jp/j/keikaku 

/syokubunka/k_ryouri/ 
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兵庫県 南

みなみ
あわじ市

し
の野⼝

の ぐ ち
ファームは、従業員6⼈により、2.5ha

の農地でレタスやたまねぎを中⼼に30品⽬を栽培しています。農
業の実態や、野菜の栽培状況を消費者に知ってもらうために、平
成26(2014)年から複数のSNSによる広報活動を開始し、Instagram
でのフォロワー数は1.7万⼈となっています。 

⼦育て世代の⼥性をメインターゲットとし、農園の様⼦やスタ
ッフの紹介、これから収穫が始まる野菜等の情報をSNSに毎⽇投
稿することで、消費者の農園への親近感や購買意欲を⾼めること
を⽬指しています。SNSでの発信を機にネット販売等の販路が拡
⼤したことで、現在の販売先の8割は直接販売によるものとなり、
また、⾯積当たりの売上げは1.5〜2.5倍に増加しました。 

今後は、野菜の栽培⽅法に関する動画の公開や、販売する野菜
の成⻑過程の発信等、広報活動の更なる充実を⽬指しています。 

SSNNSS にに掲掲載載ししたた宣宣伝伝⽤⽤のの写写真真  
資料：野⼝ファーム 

((事事例例))  SSNNSS をを活活⽤⽤ししたた消消費費者者ととのの結結びび付付ききにによよりり売売上上げげをを増増加加((兵兵庫庫県県))  

省省公公式式 YYoouuTTuubbee チチャャンンネネルル  
「「BBUUZZZZ  MMAAFFFF」」  

URL：https://www.youtube.com/channel/ 
UCk2ryX95GgVFSTcVCH2HS2g 

 

aaffff((ああふふ))  22002211年年66⽉⽉号号  省省公公式式TTwwiitttteerr  
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第第８８節節  国国際際的的なな動動向向にに対対応応ししたた⾷⾷品品のの安安全全確確保保とと消消費費者者のの信信頼頼のの

確確保保  
 
 
⾷品の安全性を向上させるためには、⾷品を通じて⼈の健康に悪影響を及ぼすおそれの

ある有害化学物質・微⽣物について、科学的根拠に基づいたリスク管理等に取り組むとと
もに、農畜⽔産物・⾷品に関する適正な情報提供を通じて消費者の⾷品に対する信頼確保
を図ることが重要です。本節では、国際的な動向等に対応した⾷品の安全確保と消費者の
信頼の確保のための取組を紹介します。 

 
((⾷⾷中中毒毒発発⽣⽣件件数数はは直直近近1100年年間間でで最最少少))  

⾷中毒の発⽣は、消費者に健康被害が出るばかりでなく、原因と疑われる⾷品の消費の
減少にもつながることから、農林⽔産業や⾷品産業にも経済的な影響が及ぶおそれがあり
ます。このような中、農林⽔産省は、⾷品の安全や、消費者の信頼を確保するため、「後始
末より未然防⽌」の考え⽅を基本とし、科学的根拠に基づき、⽣産から消費に⾄るまでの
必要な段階で有害化学物質・微⽣物の汚染の防⽌や低減を図る措置の策定・普及に取り組
んでいます。 

令和3(2021)年の⾷中毒の発⽣件数は、全体で717件と令和2(2020)年に引き続き直近10
年間で最少となりました(図図表表11--88--11)。⾷中毒発⽣件数が減少した要因としては、新型コロ
ナウイルス感染症の感染拡⼤による緊急事態宣⾔やまん延防⽌等重点措置の発出、いわゆ
る3密(密閉、密集、密接)を避ける⽣活様式の常態化により、飲⾷店の利⽤機会が減少した
ことが考えられます。 

⼀⽅で、患者数が2⼈以上の⾷中毒事件の病因物質別内訳において、カンピロバクター1と
ノロウイルス2の⼆つが他の物質より多いという傾向は、依然として変わっていません（図図
表表11--88--22）。 

 

 
1 ⾷中毒の原因細菌の⼀つ。加熱不⾜の鶏⾁が主な原因 
2 ⾷中毒の原因ウイルスの⼀つ。加熱不⾜の⼆枚⾙や、ウイルスに汚染された⾷品が主な原因 

図表 1-8-1 ⾷中毒発⽣件数 

資料：厚⽣労働省「⾷中毒統計調査」 
注：国外の事例及び国内外不明の事例は除く。 
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((最最新新のの科科学学的的知知⾒⾒・・動動向向をを踏踏ままええリリススクク管管理理をを実実施施))  

農林⽔産省は、⾷中毒の発⽣件数の増減等の最新の科学的知⾒や、消費者・⾷品関連事
業者等関係者の関⼼、国際的な動向を考慮して、令和4(2022)年2⽉に「農林⽔産省が優先
的にリスク管理を⾏うべき有害微⽣物のリスト」を更新しました。 

更新した優先リストでは、カンピロバクター、サルモネラ、腸管出⾎性⼤腸菌、ノロウ
イルス、リステリア・モノサイトジェネスを「リスク管理を継続するため、⽣産段階での
保有実態や⾷品中の汚染実態の調査の実施及びリスク管理措置の策定・検証の必要がある
危害要因」としました。また、E型肝炎ウイルス、A型肝炎ウイルスを「リスク管理措置の
必要性を検討するための基礎的情報が不⾜しているため、継続して情報を収集する必要が
ある危害要因」としました。このほか、この優先リストに基づいて、令和4(2022)年2⽉に、
令和4(2022)年度から令和8(2026)年度までの有害微⽣物の実態調査の計画(サーベイラン
ス・モニタリング中期計画)を作成しました。 

農林⽔産省では、有害化学物質・微⽣物について、中期計画に基づいて毎年度の計画(サ
ーベイランス・モニタリング年次計画)を策定し、農畜⽔産物・⾷品の実態調査等とともに、
汚染低減のための指針等の導⼊・普及や衛⽣管理の推進などの安全性向上対策を⾷品関連
事業者と連携して実施しています。令和3(2021)年7⽉には、野菜の⽣産段階における衛⽣
上の注意点をまとめた「栽培から出荷までの野菜の衛⽣管理指針」を、令和4(2022)年2⽉
には、コメに含まれる無機ヒ素を低減する技術等をまとめた「コメ中ヒ素の低減対策の確
⽴に向けた⼿引き」を改訂しました。 

さらに、⾷品安全に関する国際基準・国内基準や規範の策定、リスク評価に貢献するた
め、これらの取組により得た科学的知⾒やデータをコーデックス委員会1や関連の国際機関、
関係府省へ提供しています(図図表表11--88--33)。 

 
1 ⽤語の解説3(1)を参照 

図表1-8-2 主な病因物質別の⾷中毒発⽣件数(2⼈以上の事件数) 

資料：厚⽣労働省「令和3年⾷中毒発⽣状況」を基に農林⽔産省作成 
 注：病原⼤腸菌は、腸管出⾎性⼤腸菌を含む。 
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((抗抗菌菌剤剤のの適適正正かかつつ慎慎重重なな使使⽤⽤ののたためめ、、薬薬剤剤耐耐性性のの知知識識・・理理解解にに関関すするる普普及及啓啓発発をを推推進進))  
近年、畜⽔産物の安定供給に必要な抗菌剤は、その不適切な使⽤を原因とした薬剤耐性

菌1の発⽣により、動物だけでなく⼈への影響も懸念されることから、国内外で薬剤耐性菌
の監視・動向調査、抗菌剤の適正かつ慎重な使⽤に関する厳しい対応が求められています。
こうしたことから、省庁横断的に取り組むべき対策を関係閣僚会議2において、「薬剤耐性
(AMR3)対策アクションプラン (以下「アクションプラン」という。)」として取りまとめ
たことを受け、厚⽣労働省や農林⽔産省等はアクションプランに基づき、薬剤耐性菌の増
加を防ぐ対策に取り組んでいます。 

アクションプランに位置付けられた⽬標に基づいて薬剤耐性菌の発⽣を防ぐため、農林
⽔産省は、平成28(2016)年からポスターや家畜疾病の抗菌剤治療ガイドブックなどを活⽤
しながら獣医師、家畜の飼養者、獣医系⼤学⽣、愛玩

あいがん
動物飼育者等に抗菌剤の適正かつ慎

重な使⽤を促しています。医療分野と連携したシンポジウムの開催や⼤学における講義に
加え、令和3(2021)年3⽉から、事故率の低減や⽣産性の向上を実現し、抗菌剤に頼らない
養豚⽣産を実践している飼養者の取組を、優良事例動画としてWebサイトで紹介していま
す。 

このほか、農林⽔産省は、抗菌剤の飼料添加物としての指定の取消しや薬剤耐性菌の動
向調査の強化を進めてきました。家畜に対する使⽤量が多いテトラサイクリン4と⼈の健康
に⼤きな影響が及ぶおそれがある第3世代セファロスポリン5、フルオロキノロン6について、
薬剤への耐性率を成果指標として定め、毎年モニタリングを⾏っています。 

 

 
1 薬剤耐性とは抗菌性物質に対する、細菌の抵抗性のことで、この抵抗性を⽰した細菌のことを薬剤耐性菌という。 
2 平成28(2016)年4 ⽉に開催された国際的に脅威となる感染症対策関係閣僚会議 
3 Antimicrobial Resistanceの略 
4 作⽤機序はタンパク質の合成阻害。⽐較的安全な抗⽣物質だが、⻭の着⾊や投与局所の刺激性が特徴 
5 作⽤機序は細菌の細胞壁の形成阻害。フルオロキノロンとともに医療のみならず獣医療でも重要な抗菌剤 
6 作⽤機序は細菌のDNA複製に不可⽋な酵素である、DNAジャイレース及びトポイソメラーゼの活性阻害 

図表 1-8-3 ⾷品安全に関するリスク管理の流れ 

資料：農林⽔産省作成 

有害化学物質・微⽣物に関する情報を収集

実態調査

安全性向上対策
の策定・普及安全確認

YES

国際基準・
国内基準に
実態を反映

YES
効果の検証

NO

我が国の実態を
調べる必要性

安全と⾔えるか
どうか

NO

2

優先的に調査する対象を選定情報収集
を継続
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((肥肥料料のの原原料料管管理理制制度度がが開開始始))  

産業副産物等の未利⽤資源の肥料としての有効活⽤や、農業者のニーズに応じた肥料⽣
産に向け、令和元(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」に基づ
き、令和3(2021)年12⽉に原料管理制度が施⾏されました。 

これにより、産業副産物等に由来する肥料を農業者がより安⼼して利⽤できるよう、肥
料に使⽤できる原料の種類や条件について規格が設定されるとともに、肥料の⽣産業者・
輸⼊業者に対しては、適切に原料が利⽤されていることを確認できるよう原料帳簿の備付
けが義務付けられたほか、⽣産業者や輸⼊業者が掲⽰物等で使⽤原料等の虚偽宣伝を⾏う
ことが禁⽌になりました。 

また、令和2(2020)年12⽉に施⾏された肥料の配合に関する規制の⾒直しにより、普通
肥料(化学肥料等)と特殊肥料(堆肥等)を配合した肥料や、肥料と⼟壌改良資材を配合した
肥料を、届出で⽣産・輸⼊できるようになりました。令和3(2021)年度には、こうした肥
料の⽣産・輸⼊に係る農林⽔産⼤⾂への届出が176件ありました。また、当該制度の更な
る活⽤に向け、肥料事業者向けオンライン説明会の開催等を通じた制度内容の周知を⾏い
ました。 

 
((最最新新のの科科学学的的知知⾒⾒にに基基づづくく農農薬薬のの再再評評価価をを開開始始））  

農林⽔産省は、農薬の安全性の⼀層の向上を図るため、平成30(2018)年12⽉に改正され
た農薬取締法に基づき、令和3(2021)年度から再評価制度を開始しました。 

農薬の再評価は、農薬の安全性に関する最新の科学的知⾒に基づき、全ての農薬につい
ておおむね15年ごとに実施することとしています。再評価の対象となる農薬は、平成
30(2018)年12⽉時点で4千以上あるため、⼈の健康や環境に対する影響の⼤きさを考慮し、
国内での使⽤量が多い農薬から優先して順次再評価を進めていくこととしています。再評
価の結果、必要に応じて随時登録内容の⾒直し等を実施します。 

令和3(2021)年度は、国内での使⽤量が多い農薬として、グリホサートやネオニコチノ
イド系農薬等、14有効成分1を含む農薬を対象に、最新の科学的知⾒に基づき再評価を開始
しました。 

 

 
1 アセタミプリド、イソチアニル、イミダクロプリド、グリホサートアンモニウム塩、グリホサートイソプロピルアミン塩、グリホ

サートカリウム塩、グリホサートナトリウム塩、クロチアニジン、1,3-ジクロロプロペン、ジノテフラン、チアメトキサム、チオベ
ンカルブ、チフルザミド、ブタクロール 

愛愛玩玩動動物物のの飼飼いい主主向向けけ  
普普及及啓啓発発ポポススタターー  

抗抗菌菌剤剤にに頼頼ららなないい養養豚豚⽣⽣産産のの取取組組  
((優優良良事事例例動動画画))  

家家畜畜疾疾病病のの抗抗菌菌剤剤治治療療  
ガガイイドドブブッックク  
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第第 99 節節  動動植植物物防防疫疫措措置置のの強強化化  

 
 
⾷料の安定供給や農畜産業の振興を図るため、農林⽔産省は関係省庁や都道府県と連携

し、⾼病原性⿃インフルエンザ1や豚熱
ぶたねつ

2を始めとする家畜伝染病や植物病害⾍に対し、侵
⼊・まん延を防ぐための対応を⾏っています。また、近年、アフリカ豚熱3、⼝

こう
蹄
てい

疫
えき

等畜産
業に甚⼤な影響を与える越境性動物疾病が近隣のアジア諸国において継続的に発⽣してい
ます。これら疾病の海外からの侵⼊を防ぐためには、関係者が⼀丸となって取組を強化す
ることが重要です。 

本節では、こうした観点から動植物防疫措置の強化等に関わる様々な取組を紹介します。 
 

((⾼⾼病病原原性性⿃⿃イインンフフルルエエンンザザへへのの備備ええをを徹徹底底))  
令和3(2021)年11⽉に秋⽥県で⾼病原性⿃インフルエンザが発⽣して以降、令和4(2022)

年3⽉末までに11県417例の発⽣が確認され、約109万⽻が殺処分の対象となっています(図図
表表11--99--11)。農林⽔産省は関係省庁や都道府県と連携し、迅速な防疫措置が実施されるよう、
必要な⼈的・物的⽀援を⾏いました。 

また、全国の都道府県に対しては、発⽣状況等に応じて飼養衛⽣管理基準の遵守指導の
徹底等を通知するとともに、各都道府県を通じて飼養衛⽣管理の全国⼀⻫点検等の取組を
実施しました。 

引き続き、消毒や防⿃ネットの管理等、全ての関係者による飼養衛⽣管理の徹底や早期
発⾒・通報のための監視の強化が求められます。 

なお、我が国の現状において、家きんの⾁や卵を⾷べることにより、ヒトが⿃インフル
エンザウイルスに感染する可能性はないと考えています。  

 
 

1 ⽤語の解説3(1)を参照 
2 ⽤語の解説3(1)を参照 
3 ⽤語の解説3(1)を参照 
4 秋⽥県、⿅児島県、兵庫県、熊本県、千葉県、埼⽟県、広島県、⻘森県、愛媛県、岩⼿県、宮城県 

図表 1-9-1 ⾼病原性⿃インフルエンザの発⽣場所 

⑭
⑫’

⑮’⑮’ ⑮、⑮’

⑮’

⑯

①

②、③、⑬、⑬’

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩、⑪、⑫

⑰

資料：農林⽔産省作成 
注：1) 令和4(2022)年3⽉31⽇時点の数値 

2) 数字は発⽣の順を⽰す。⾚字数字は、令和3(2021)年度における家きんでの発⽣農場。⻘字数字は⾚字数字と同じ発⽣農場からの
家きんの移動等から疑似患畜と判定し殺処分を⾏った農場等 
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((豚豚熱熱ははワワククチチンン接接種種開開始始後後もも引引きき続続きき発発⽣⽣))  

平成30(2018)年9⽉に26年ぶりに国内で豚熱が確認されてから、令和4(2022)年3⽉時点
で16県1の豚⼜はイノシシの飼養農場において77例の発⽣が確認されています(図図表表11--99--22)。
令和元(2019)年10⽉の豚熱ワクチン接種開始後も19例の発⽣が確認され、ワクチン接種推
奨地域は39都府県に拡⼤しています。 

令和3(2021)年度は、7県2の飼養農場で、14例が発⽣しました。 
農林⽔産省は豚熱対策として、農場防護柵の設置や飼養衛⽣管理の徹底に加え、サーベ

イランスや捕獲の強化、経⼝ワクチン散布等の野⽣イノシシ対策を⾏うとともに、令和元
(2019)年10⽉から飼養豚への予防的ワクチンの接種を実施しています。 

 

 
 

 
1 岐⾩県、愛知県、三重県、福井県、埼⽟県、⻑野県、⼭梨県、沖縄県、群⾺県、⼭形県、和歌⼭県、奈良県、栃⽊県、神奈川県、

滋賀県、宮城県 
2 群⾺県、三重県、栃⽊県、⼭梨県、神奈川県、滋賀県、宮城県 

図表 1-9-2 豚熱の発⽣場所 

資料：農林⽔産省作成 
注：1) 令和4(2022)年3⽉31⽇時点 

2) 数字は発⽣の順を⽰す。⾚字数字は飼養豚での発⽣農場。⻘字カタカナとアルファベット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 

沖縄県

52~58㋡㋡

岐阜県
長野県

福井県

富山県

石川県

㋐㋐

静岡県

三重県

8

㋒㋒

㋕㋕

㋔㋔

9,14,16,21,
23,26,51

㋘㋘,㋙㋙,
㋚㋚,㋛㋛,
㋜㋜

11
12

13,15,19,22

2425

28,50
㋝㋝

29
30
㋞㋞

32 33

34

35
36

37

39

42

埼玉県

44
45 山梨県

㋟㋟
49

和歌山県

新潟県

神奈川県

栃木県

茨城県

千葉県

東京都
京都府

大阪府

㋖㋖

㋗㋗

38

滋賀県

46~48

群馬県

福島県

㋑㋑

61

2
20

4010
3117

6
1

7

4

27 18

5

3
㋓㋓

41,43

62

64
㋢㋢

65

66,67

㋣㋣

63

奈良県

68

69㋤㋤

㊁㊁

71

70

72

73㋦㋦

74

75
㋧㋧

㋠㋠

㋩㋩

㋨㋨㋫㋫

㋪㋪

60

㋲㋲㋳㋳

㋮㋮

㋬㋬
㋯㋯

㋰㋰
㋭㋭

㋱㋱

㋵㋵ ㋴㋴

59

㋶㋶

㋷㋷

ⒷⒷ

ⒹⒹ
ⒸⒸ

ⒺⒺ
ⒶⒶ㋸㋸

㋺㋺

㋹㋹

㋻㋻

㋾㋾

76

77

101

第
1
章



 

((家家畜畜衛衛⽣⽣対対策策をを強強化化すするるたためめ飼飼養養衛衛⽣⽣管管理理基基準準等等をを改改正正))  
令和2(2020)年度の⾼病原性⿃インフルエンザの過去最⼤の発⽣と豚熱ワクチン接種農

場での豚熱の継続的な発⽣を踏まえ、農林⽔産省は家畜衛⽣対策を強化するため、令和
3(2021)年9⽉に飼養衛⽣管理基準等を改正し、⼤規模農場における畜舎ごとの飼養衛⽣管
理者の配置や対応計画の策定、埋却地確保の取組の必要性を明確化しました。 

 

 
 

((家家畜畜伝伝染染病病予予防防法法をを改改正正しし⽔⽔際際検検疫疫体体制制をを強強化化))  
令和2(2020)年7⽉に施⾏された改正家畜伝染病予防法により、家畜防疫官の質問・検査

権限の強化や廃棄権限の新設、輸出⼊検疫に係る罰則の引上げ等の措置が講じられました。
また、動植物検疫探知⽝については令和2(2020)年度末までに140頭体制へと増頭し、家畜
防疫官については令和3(2021)年度末には508⼈体制とするなど体制の強化も図っていま
す。 

近隣のアジア諸国においては、アフリカ豚熱、⼝蹄疫等畜産業に甚⼤な影響を与える越
境性動物疾病が確認されています。引き続き、海外の越境性動物疾病の国内侵⼊を阻⽌す
るため、⼊国者に対する家畜防疫官の⼝頭質問や動植物検疫探知⽝を活⽤し、旅客の携帯
品や国際郵便による⾁製品の違法持込みを摘発するなど、強化した体制で⽔際対策を徹底
して⾏っています。 

⿊⿊豚豚にに飼飼料料をを給給与与すするる⽣⽣徒徒  
資料：愛知県⽴渥美農業⾼等学校 

((事事例例))  豚豚熱熱対対策策にによよるる⼀⼀時時飼飼養養中中断断かからら⿊⿊豚豚飼飼養養にに挑挑戦戦((愛愛知知県県))  

飼飼育育ししてていいるる⿊⿊豚豚  
資料：愛知県⽴渥美農業⾼等学校 

 
愛知県⽥原市

た は ら し
の愛知県⽴渥美

あ つ み
農業⾼等学校は、市内で⼤きな被害が出

た豚熱からの復興に⼒を⼊れています。同校はこれまで、三元交配豚*
を飼育し年間約350頭を出荷してきました。くわえて、地域では珍しい
⿊豚(バークシャー種)の導⼊も計画していましたが、平成31(2019)年2
⽉以降、市内各地で豚熱の感染確認が相次いだため、同年11⽉に全頭出
荷を完了した後、飼養を⼀時中断しました。 

令和2(2020)年2⽉、県内の飼養豚へのワクチン接種開始を機に、同校
は⻑野県の農場から英国系統の⿊豚(雄2頭、雌6頭)を仕⼊れ、豚熱対策
を徹底した上で飼養を開始し、令和3(2021)年2⽉、市外の精⾁店に初め
て出荷しました。⿊豚の⾁質は繊細で、臭みもなく好評でした。 

今後、地元酒造会社の芋焼酎かすや市内の規格外トマトを⿊豚に給与
して、⿊豚の発育調査に取り組み、⾷品廃棄物の有効活⽤とともに、⿊
豚飼養の振興を進めていくこととしています。 
＊ 2種の品種を交配させて⽣まれた雌の豚と、もう1種類の雄を交配させて⽣まれた、3種類

の品種を重ね合わせた豚 

飼飼養養衛衛⽣⽣管管理理基基準準ににつついいてて  
URL：https://www.maff.go.jp/j/syouan/douei/katiku_yobo/k_shiyou/ 
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((植植物物のの病病害害⾍⾍のの侵侵⼊⼊・・ままんん延延をを防防⽌⽌))  
農林⽔産省では、病害⾍の侵⼊を効果的

かつ効率的に防⽌するため、海外での発⽣
情報等を踏まえた適切な検疫措置を検討す
る病害⾍リスクアナリシスを⾏うとともに、
その結果に基づき、侵⼊を警戒すべき病害
⾍の⾒直し等を実施しています。 

病害⾍リスクアナリシスの結果等を踏ま
え、病害⾍の国内侵⼊を阻⽌するため、空
港・港等において、貨物、携帯品、国際郵
便物により輸⼊される全ての植物やその容
器包装を対象に検疫を⾏っています。また、
国内での病害⾍のまん延を防ぐため、都道
府県と連携し、病害⾍の侵⼊警戒調査を実
施しています。病害⾍の侵⼊が連続して⾒
られる場合、防除区域を指定し⽣果実等の
移動を禁⽌するなど、侵⼊病害⾍に対する
緊急防除等の取組を進めています。 

令和3(2021)年5⽉以降、沖縄及び九州の⼀部の県において、かんきつ類等の重要害⾍で
あるミカンコミバエ種群の発⾒が相次ぎました。これを受けて農林⽔産省は県と連携し、
初動防除として雄成⾍を誘引して殺⾍する誘殺板を設置しました。くわえて、本⾍に寄⽣
された果実が確認された地域では、寄主植物の除去やヘリコプターによる誘殺板の散布(航
空防除)を実施し、本⾍の定着防⽌に取り組んでいます(図図表表11--99--33)。 

 

 誘誘殺殺板板のの設設置置作作業業  ミミカカンンココミミババエエ((成成⾍⾍))  

動動物物検検疫疫カカウウンンタターーでで業業務務にに当当たたるる家家畜畜防防疫疫官官  

動動物物検検疫疫所所かからら⾁⾁製製品品のの持持ちち込込みみににつついいててののおお知知ららせせ  
（（海海外外かからら⾁⾁やや⾁⾁製製品品をを持持ちち込込ままなないいでで！！））  

URL：https://nettv.gov-online.go.jp/prg/prg20233.html 
 

図表 1-9-3 九州地⽅におけるミカンコミバエ
の誘殺状況 

資料：農林⽔産省作成 
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((植植物物防防疫疫法法改改正正案案をを国国会会にに提提出出))  

近年、温暖化等による気候変動、⼈やモノの国境を越えた移動の増加等に伴い、植物の
病害⾍の侵⼊・まん延リスクが⾼まっています。 

他⽅、化学農薬の低減等による環境負荷低減が国際的な課題となっていることに加え、
国内では化学農薬に依存した防除により薬剤抵抗性が発達した病害⾍が発⽣するなど、発
⽣の予防を含めた防除の普及等を図っていくことが急務となっています。 

また、農林⽔産物・⾷品の輸出促進に取り組む中で、植物防疫官の輸出検査業務も増加
するなど、植物防疫をめぐる状況は複雑化しています。  

このため、 輸⼊検疫等の対象及び植物防疫官の権限の拡充・強化、新たに海外から侵⼊
する病害⾍について国内への侵⼊状況等に関する調査事業の実施及び防除内容等に係る基
準の作成等による緊急防除の迅速化、国内に広く存在する病害⾍について発⽣予防を含め
た総合防除を推進するための仕組みの構築、農林⽔産⼤⾂の登録を受けた登録検査機関に
よる輸出検査の⼀部の実施等を内容とする「植物防疫法の⼀部を改正する法律案」を令和
4(2022)年2⽉に国会に提出しました。 

 

 

第第220088回回国国会会提提出出法法律律案案((農農林林⽔⽔産産省省))  
URL：https://www.maff.go.jp/j/law/bill/208/index.html 
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第第 1100 節節  国国際際交交渉渉へへのの対対応応  

 
 
国際交渉においては、我が国の農林⽔産業が「国の 基

もとい
」として発展し、将来にわたっ

てその重要な役割を果たしていけるよう交渉を⾏うとともに、輸出重点品⽬の関税撤廃等、
我が国の農林⽔産物・⾷品の輸出拡⼤につながる交渉結果の獲得を⽬指していくこととし
ています。本節では、経済連携交渉等の我が国における国際交渉への対応状況について紹
介します。 

 
((EEPPAA//FFTTAA 等等のの締締結結がが進進展展))  

特定の国・地域で貿易ルールを取り決めるEPA/FTA1等の締結が世界的に進み、令和
3(2021)年6⽉時点では366件に達しています。 

我が国においても、令和3(2021)年度末時点で、21のEPA/FTA等が発効済・署名済です
(図図表表11--1100--11)。これらの協定により、我が国は世界経済の約8割を占める巨⼤な市場を構築
することになります。輸出先国の関税撤廃等の成果を最⼤限活⽤し、我が国の強みを活か
した品⽬の輸出を拡⼤していくため、我が国農林⽔産業の⽣産基盤を強化していくととも
に、新市場開拓の推進等の取組を進めることとしています。 

また、世界共通の貿易ルールづくり等が⾏われるWTO2でも、これまで数次にわたる貿
易⾃由化交渉が⾏われてきました。平成13(2001)年に開始されたドーハ・ラウンド交渉に
おいては、依然として、開発途上国と先進国の溝が埋まっていないなど、農業分野等の交
渉の今後の⾒通しは不透明ですが、我が国としては、世界有数の⾷料輸⼊国としての⽴場
から公平な貿易ルールの確⽴を⽬指し交渉に臨んでおり、我が国の主張が最⼤限反映され
るよう取り組んでいます。 

 
((RRCCEEPP協協定定がが発発効効))  

平成24(2012)年に交渉の⽴ち上げが宣⾔された地域的な包括的経済連携協定(RCEP協
定)が、令和3(2021)年11⽉までに我が国を含む10か国において国内⼿続を完了し、協定の
寄託者であるASEAN3(東南アジア諸国連合)事務局⻑に批准書等を寄託したことから、令

 
1 ⽤語の解説3(2)を参照 
2 ⽤語の解説3(2)を参照 
3 ⽤語の解説3(2)を参照 

図表 1-10-1 我が国における EPA/FTA 等の状況 

資料：農林⽔産省作成 
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和4(2022)年1⽉に発効しました。韓国については、令和3(2021)年12⽉に寄託したことか
ら、令和4(2022)年2⽉に発効し、マレーシアについては、同年1⽉に寄託したことから、
同年3⽉に発効しました。 

⽇本側の関税については、重要5品⽬(⽶、⻨、⽜⾁・豚⾁、乳製品、⽢味資源作物)につ
いて関税の削減・撤廃から全て除外し、農林⽔産品の関税撤廃率はTPP11協定(環太平洋
パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定)、⽇EU・EPAよりも⼤幅に低い⽔準
に抑制しました。⼀⽅、各国の関税については、中国からはほたて⾙等、韓国からはキャ
ンディー、板チョコレート等、インドネシアからは⽜⾁等の関税の撤廃を新たに得ること
ができました。ルール分野では、税関⼿続や衛⽣植物検疫(SPS)措置、知的財産権等に関
し、農林⽔産物・⾷品の輸出促進に資する環境を整備しました。 
 
((TTPPPP1111協協定定へへのの英英国国のの加加⼊⼊⼿⼿続続がが開開始始))  

平成30(2018)年12⽉に発効したTPP11協定について、令和3(2021)年2⽉の正式な申請を
受け、同年6⽉に⾏われたTPP委員会において、英国の加⼊⼿続の開始及び英国の加⼊に
関する作業部会(AWG)の設置が決定され、同年9⽉に開始されたAWG第1回会合において、
英国の協定義務の遵守等が議論・検討されました。同会合は令和4(2022)年2⽉に終了し、
英国側の市場アクセスのオファー及び適合しない措置を提出するよう英国に伝達しました。 

 
((国国際際ルルーールル形形成成へへのの対対応応))  

近年の貿易⾃由化の進展や、環境問題等への世界的関⼼の⾼まりの中で、引き続き、政
府が必要な農業施策を実施するとともに、⺠間企業が輸出や海外進出に円滑に取り組む環
境を確保するためには、EPA/FTA、WTO等の貿易交渉はもとより、国際会議や国際機関
での政策的議論に積極的に参画し、宣⾔⽂や⾏動規範(ガイドライン)等の国際ルールの形
成に我が国の考え⽅を的確に反映させていくことが重要です。 

このような中、我が国は、令和3(2021)年9⽉にイタリアで開催されたG20農業⼤⾂会合
に参加しました。会合では、⾷料システムの持続性と 強

きょう
靱
じん

性確保に向けた課題と経験や、
飢餓ゼロ⽬標達成に向けた持続可能な農業開発等について議論が⾏われました。我が国か
らは、⾷料・農業の⽣産⼒向上と持続可能性を両⽴させること、その取組を共有すること
の重要性等について発信し、⾷料・農業分野での国際ルール形成に積極的に関与しました。 

また、同年9⽉にオンラインで開催された「国連⾷料システムサミット」は、SDGs1達成
に向け、⾷料システムを変⾰していくための具体的な⾏動を検討する重要な会議であり、
我が国は、その議論や成果に、「みどりの⾷料システム戦略」に基づく我が国の考えを反映
できるよう、同年7⽉に開催されたプレサミット(閣僚級準備会合)を始め、⼀連の会合に積
極的に参画し、同戦略に基づき、持続可能な⾷料システムの構築を推進していく旨発表し
ました2。さらに、プレサミットに合わせ、東南アジア各国とは、持続的な農業・⾷料シス
テムの実現には万能の解決策はなく、各国・地域のおかれた条件を踏まえた取組が重要で
あることについて、EUとはイノベーションの推進について、フランスとはバランスのとれ
た⾷⽣活の重要性について、それぞれの共同⽂書に合意した結果、国連事務総⻑から発出
された「議⻑サマリー・⾏動宣⾔」においては、持続的な農業・⾷料システムの実現には
「万能の解決策はない」等と明記されるなど我が国の考えが反映されました。 

 
1 ⽤語の解説3(2)を参照 
2 トピックス2 を参照 
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