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米消費昨米消費昨米消費昨米消費昨動向動向動向動向θθθθ2035203520352035 年昨年昨年昨年昨推測推測推測推測χχχχ    

朔じめに朔じめに朔じめに朔じめに    

日本人昨 1人当た三昨年間米消費量朔腰昭和昨東京士式ン侍ック昨前年θ1963年χ削 118.3kg/人･年昨侍実ク削達裁腰戦後右シ琢歳三削琢昇裁崎済た日本

昨総人口歳 2008年削侍実ク燦迎え傘擦埼昨人口増加局面削あ榊崎雑米昨需要量朔一貫裁崎減少燦続け腰現在 56.9kg/人･年碕侍実ク時昨半減以託碕作榊崎い

傘甑 

一方腰米碕同載皿う削日本人昨主食昨地哲削あ三腰消費昨最前線埼米碕代替関係昨強いパンや薩珊類昨原料埼あ傘小麦昨 1人当た三消費量燦札傘碕腰昭和

昨東京士式ン侍ック燦過災た昭和 40 年代栽晒現在擦埼 32～33kg/人･年碕察拶安定的削推移裁崎採三腰総人口昨増減や需要量歳変化裁崎雑 1 人当た三昨小

麦消費量朔あ擦三変化裁崎採晒剤世澳構耨昨変化や高齢化碕い榊た社会構造昨変化削左右さ参飫い消費構造碕作榊崎い傘甑擦た腰日本人昨動物性脂ス昨摂流

量昨逓増歳米昨消費量昨減少削直削影響裁腰今後雑米昨 1人当た三消費量昨減少朔腰総人口昨減少碕相俟榊崎更削加）裁腰擦際擦際そ昨市場歳縮小裁崎い采

こ碕歳懸念さ参崎い傘甑 

こ昨皿う作認識昨託腰当機構昨委員会削採い崎雑委員各哲栽晒腰こ参栽晒先昨耿歳国削採け傘食生活朔鷺う作榊崎い采昨栽腰碕三わけ米昨消費量腰消費行

動等朔腰鹿イ児旨タイ識昨変化削皿三鷺う作榊崎い采昨栽将来像燦見据えた流三組札歳必要埼朔作い栽碕昨意見燦頂い崎い傘碕こ山埼あ傘甑こ参晒削応え晒

参傘分析朔埼済作い歳腰各種公表さ参崎い傘視実タ削基咲済推計燦試札傘こ碕碕裁たい甑推計削 20 年後昨姿燦設定裁た昨朔社会構造昨予測歳 2035 年擦埼

視実タ予測さ参崎い傘こ碕腰5～10 年昨タ実痔朔企業等歳確度昨高い中期的作事業計画燦策定裁腰そ参削基咲済経済活動燦行う碕いう現実的作問題歳あ三腰

こ昨こ碕へ昨影響回避昨た薩削朔 20 年碕いうタ実痔朔社会構造昨変化燦現実化裁崎把握裁削采采予測質自由度歳大済いこ碕及び GDP や社会人口予測等朔

今後昨努力要素削皿三実現さ参傘未来予想図朔一肴埼朔作いこ碕等栽晒 20年昨タ実痔碕裁た碕こ山埼あ傘甑 

作採腰ア施ア昨食生活昨将来動向削肴い崎朔腰ア磁式始穀物誘会歳 2012年 4月削坤FOOD 2040 東ア施ア昨食碕農昨未来墾θ日本語χ報告書削採い崎 2040

年昨姿燦予測裁崎採三腰そ昨中埼日本昨食生活削肴い崎朔腰婚2040年削朔腰日本昨食品昨 70%以琢歳腰家庭外埼調理さ参崎い傘可能性歳あ傘甑そ昨結果腰食

品朔製品栽晒サ実似旨へ碕斯児詞際傘こ碕削作傘甑θ中略χ農場栽晒食裕削至傘擦埼昨食糧斯旨至痔全体歳腰家庭埼昨料理頹参削皿傘影響燦溜け傘こ碕削作

傘埼あ山う甑恨碕裁崎い傘θP21コ鹿痔参照χ甑前述昨皿う削蓋然性朔徹い雑昨昨腰日本昨鹿イ児旨タイ識昨変化朔米消費削鷺珊作未来像燦提示際傘こ碕碕作

傘昨栽推測裁崎札たい甑 

食昨外部化昨変遷と将来予測食昨外部化昨変遷と将来予測食昨外部化昨変遷と将来予測食昨外部化昨変遷と将来予測    
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2035年膅推計䐢
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総務省坤家計調査墾結果皿三作耨甑 

家計調査削採け傘食料支出昨うち坤調理食品墾燦坤調理済食品墾碕裁腰坤調理済食品墾碕坤外食墾以外燦坤生鮮品等墾碕裁た甑 

2035年θ推計χ朔腰過去昨実績燦用いた回澣式栽晒推計甑 
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ǖ．ǖ．ǖ．ǖ．取三巻く環境の変化取三巻く環境の変化取三巻く環境の変化取三巻く環境の変化    

θǖχθǖχθǖχθǖχ総総総総人口人口人口人口質世澳状況昨変尤質世澳状況昨変尤質世澳状況昨変尤質世澳状況昨変尤    

会 人口昨動態 

 仔ḿ総人口昨推移 

耿歳国昨総人口朔国立社会保藴質人口問巠研究所昨中哲推計埼朔腰

2008 烝削 1 億 2,808 万人燦侍実屍削腰以後腰毎烝人口朔減少裁 2035 烝

削朔 1 億 1,212 万人碕侍実屍時削比冊約 1,600 万人少作采作傘碕推計細

参崎い傘甑θ出生中哲質死亡中哲昨場合Ǹ烋耨 24 烝 1 鏤推計χ 

超後 10 烝θ2025 烝擦埼χ埼 600 万人腰逗昨 10 烝θ2035 烝擦埼χ埼

800 万人腰罪昨逗昨 10 烝θ2045 烝χ埼 1,000 万人減少裁腰2048 烝削朔

1 億人燦割三込殺祭碕碕作傘甑人口減少朔毎烝烋均裁崎 100 万人昨時実

旨埼禍札腰国不滲場昨縮椌歳懸念細参崎い傘甑 

作採腰現在θ2013 烝χ碕 2035 烝昨総人口燦比較際傘碕約 1,500 万人

減少際傘祭碕碕作傘歳腰祭参朔坤戻⑼暑腰東戻墾又朔坤大阪腰兵庫墾又

朔坤九渝腰沖縄墾昨現在昨人口削相当際傘甑 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生産烝齢人旅割合生産烝齢人旅割合生産烝齢人旅割合生産烝齢人旅割合
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実績値 推計値

15～64歳

75歳以琢65～74歳

0～14歳

資料 Ź 総務省婚国勢調査報告恨，婚日鑚長期統計総覧恨及び婚人口推計恨腰国立社会保藴質人口問巠研究所婚日鑚昨将来推 
計人口恨[出生中哲(死亡中哲)]推計値皿三作耨甑 
 

総人旅比較膅コケゲゴグコケゴザ烝䐢総人旅比較膅コケゲゴグコケゴザ烝䐢総人旅比較膅コケゲゴグコケゴザ烝䐢総人旅比較膅コケゲゴグコケゴザ烝䐢

膅単哲舢千人䐢

コケゲゴ烝人旅

膅ゲケ鏤ゲ日現在䐢

コケゴザ烝人旅

膅中哲推計䐢 差

全国全国全国全国 ゲコジキコズス ゲゲコキゲコサ ギゲザキゲジサ

戻⑼道𤩍東戻戻⑼道𤩍東戻戻⑼道𤩍東戻戻⑼道𤩍東戻

膅青森𤩍岩手𤩍宮城𤩍秋ゅ𤩍

山形𤩍福島䐢

ゲサキザコシ

大阪𤩍兵庫大阪𤩍兵庫大阪𤩍兵庫大阪𤩍兵庫 ゲサキサケジ

九渝𤩍沖縄九渝𤩍沖縄九渝𤩍沖縄九渝𤩍沖縄

膅福岡𤩍轍賀𤩍長崎𤩍熊本𤩍

大便𤩍宮崎𤩍鹿児島䐢

ゲサキザコゲ

資料 舢 総務省瓖人旅推計瓘𤩍国立社会保障･人旅問巠研究所瓖日本癮将来推計人旅瓘瞟瞤作成璒



3 
 

 使ḿ烝齢別人口昨便漱 

65 歳以琢昨人口昨総人口削占薩傘割合θ高齢尤率χ朔腰2035 烝削朔

33.4%碕作三腰国民昨 3 人削 1 人歳高齢者碕作三腰罪昨う阪昨約 6 割歳

75 歳以琢碕いう超高齢社会碕作傘甑罪昨後雑高齢尤率朔禍展裁 2060 烝

削朔国民昨 2.5 人削 1 人歳 65 歳以琢碕作傘碕推計細参崎い傘甑 

瀧方腰15～64 歳擦埼昨生産烝齢人口朔既削侍実屍燦 1990 烝削迎え崎

採三腰以後腰瀧貫裁崎減三続け腰罪昨割合朔 2035 烝削朔侍実屍皿三約

13 治使ン詞少作い 56.6%腰2060 烝削朔 50.9%擦埼減少際傘碕推計細参

崎い傘甑祭昨擦擦埼朔日鑚経済朔 2030 烝代以降恒常的削爾使試旨耨長

碕作三腰現在昨 GDPθ国不総生産χ燦維持際傘削朔旨司史実視ン並札昨

女性労働力昨活用歳不可靭埼あ傘碕昨提言歳発表細参崎い傘甑θP20 コ

鹿痔参照χ 

 

 

 

 

 

 司ḿ都暑府県別昨人口便漱 

2035 烝削採け傘都暑府県別昨人口便漱推計燦札傘碕腰全国烋均埼約

12%減少裁腰人口歳増加際傘当暑府県朔皆無碕作傘甑 

減少率歳少作い昨朔輸東圏腰愛知腰滋賀腰沖縄埼腰逆削減少率歳高い

昨朔戻⑼暑腰東戻腰戻陸腰中質四国碕作三腰地方察鷺減少率歳高采作榊

崎い傘甑 

人口最少県昨鳥流県人口朔腰2035 烝削朔現在栽晒 11 万人減少裁 46.8

万人碕作三腰現在昨千葉県滲滿滲θ人口 47.2 万人χ程燵削作傘碕予測細

参崎い傘甑人口 100 万人燦割三込殺県朔現在昨 8 県栽晒 4 県θ秋ゅ腰山

形腰富山腰宮崎χ増え 12 県碕作傘見込札埼あ傘甑 

 

 

資料 Ź 総務省婚国勢調査報告恨，婚日鑚長期統計総覧恨及び婚人口推計恨腰国立社会保藴質人口問巠研究所

婚日鑚昨将来推計人口恨[出生中哲(死亡中哲)]推計値皿三作耨甑 

    各烝 10 鏤 1 日現在甑1950～70 烝朔沖縄燦含擦作い甑 

烝齢慕人旅癮便漱烝齢慕人旅癮便漱烝齢慕人旅癮便漱烝齢慕人旅癮便漱

膅単哲舢万人臁％䐢

烝  逗 総  数 ケ～ゲサ歳 ゲザ～シサ歳 シザ～ジサ歳 ジザ歳以琢

生産烝齢

人旅割合

高齢尤率

ゲズザケ スキゴコケ コキズサゴ サキズシシ ゴケザ ゲケシ ザズクジ サクズ

ゲズザザ スキズコス コキズスケ ザキサジゴ ゴゴシ ゲゴズ シゲクゴ ザクゴ

ゲズシケ ズキゴサコ コキスケジ シキケケケ ゴジコ ゲシゴ シサクコ ザクジ

ゲズシザ ズキスコス コキザゲジ シキシズゴ サゴゲ ゲスジ シスクゲ シクゴ

ゲズジケ ゲケキゴジコ コキサスコ ジキゲザジ ザゲコ ココゲ シズクケ ジクゲ

ゲズジザ ゲゲキゲズサ コキジココ ジキザスゲ シケゴ コスサ シジクジ ジクズ

ゲズスケ ゲゲキジケシ コキジザゲ ジキススサ シズズ ゴシシ シジクゴ ズクゲ

ゲズスザ ゲコキゲケザ コキシケゴ スキコザゲ ジジシ サジゲ シスクコ ゲケクゴ

ゲズズケ ゲコキゴシゲ コキコサズ スキザズケ スズコ ザズジ シズクザ ゲコクケ

ゲズズザ ゲコキザザジ コキケケゲ スキジゲジ ゲキゲケズ ジゲジ シズクサ ゲサクザ

コケケケ ゲコキシズゴ ゲキスサジ スキシココ ゲキゴケゲ ズケケ シジクズ ゲジクゴ

コケケザ ゲコキジジジ ゲキジザコ スキサケズ ゲキサケジ ゲキゲシケ シザクス コケクゲ

コケゲケ ゲコキスケシ ゲキシスケ スキゲケゴ ゲキザゲジ ゲキサケジ シゴクゴ% ココクス%

コケゲザ ゲコキシシケ ゲキザスゴ ジキシスコ ゲキジサズ ゲキシサシ シケクジ コシクス

コケコケ ゲコキサゲケ ゲキサザジ ジキゴサゲ ゲキジゴゴ ゲキスジズ ザズクコ コズクゲ

コケコザ ゲコキケシシ ゲキゴコサ ジキケスザ ゲキサジズ コキゲジズ ザスクジ ゴケクゴ

コケゴケ ゲゲキシシコ ゲキコケサ シキジジゴ ゲキサケジ コキコジス ザスクゲ ゴゲクシ

コケゴザ ゲゲキコゲコ ゲキゲコズ シキゴサゴ ゲキサズザ コキコサザ ザシクシ% ゴゴクサ%

コケサケ ゲケキジコス ゲキケジゴ ザキジスジ ゲキシサザ コキココゴ ザゴクズ ゴシクゲ

コケサザ ゲケキココゲ ゲキケゲコ ザキゴザゴ ゲキシケケ コキコザジ ザコクサ ゴジクジ

コケザケ ズキジケス ズゴズ ザキケケゲ ゲキゴスゴ コキゴスザ ザゲクザ ゴスクス

コケザザ ズキゲズゴ スシゲ サキジケシ ゲキココザ コキサケゲ ザゲクコ ゴズクサ

コケシケ スキシジサ ジズゲ サキサゲス ゲキゲコス コキゴゴシ ザケクズ% ゴズクズ%

膅単哲舢千人䐢 膅単哲舢千人䐢

都道府県

2013烝

膅実績䐢埞

2035烝

膅推計䐢埰

差

埰臃埞

比率

埰グ埞

都道府県

2013烝

膅実績䐢埞

2035烝

膅推計䐢埰

差

埰臃埞

比率

埰グ埞

全 国 127,298 112,124 -15,174 -11.9%
戻⑼道 5,431 4,462 -969 -17.8% 京 都 2,617 2,325 -292 -11.2%
青 森 1,335 1,009 -326 -24.4% 大 阪 8,849 7,794 -1,055 -11.9%

岩 手 1,295 1,005 -290 -22.4% 兵 庫 5,558 4,888 -670 -12.1%

宮 城 2,328 2,062 -266 -11.4% 奈 良 1,383 1,161 -222 -16.1%

秋 ゅ 1,050 763 -287 -27.3% 和歌 山 979 769 -210 -21.4%
山 形 1,141 893 -248 -21.7% 鳥 取 578 468 -110 -19.0%

福 島 1,946 1,587 -359 -18.5% 島 根 702 555 -147 -21.0%
茨 城 2,931 2,546 -385 -13.1% 岡 山 1,930 1,682 -248 -12.8%

栃 木 1,986 1,725 -261 -13.1% 広 島 2,840 2,499 -341 -12.0%

群 馬 1,984 1,711 -273 -13.8% 山 旅 1,420 1,139 -281 -19.8%
埼 玉 7,222 6,562 -660 -9.1% 盂 島 770 611 -159 -20.7%

千 葉 6,192 5,592 -600 -9.7% 香 滿 985 818 -167 -17.0%

東 京 13,300 12,663 -637 -4.8% 愛 媛 1,405 1,141 -264 -18.8%

神奈滿 9,079 8,607 -472 -5.2% 高 知 745 576 -169 -22.7%
新 潟 2,330 1,902 -428 -18.4% 福 岡 5,090 4,559 -531 -10.4%
富 山 1,076 892 -184 -17.1% 轍 賀 840 714 -126 -15.0%
石 滿 1,159 1,019 -140 -12.1% 長 崎 1,397 1,118 -279 -20.0%
福 衷 795 668 -127 -16.0% 熊 本 1,801 1,538 -263 -14.6%
山 梨 847 704 -143 -16.8% 大 便 1,178 1,004 -174 -14.8%
長 褫 2,122 1,761 -361 -17.0% 宮 崎 1,120 947 -173 -15.4%
岐 阜 2,051 1,746 -305 -14.9% 鹿児 島 1,680 1,386 -294 -17.5%
静 岡 3,723 3,193 -530 -14.2% 沖 縄 1,415 1,391 -24 -1.7%
愛 知 7,443 7,046 -397 -5.3%
濯 裴 1,833 1,580 -253 -13.8%
滋 賀 1,416 1,345 -71 -5.0%

資料 舢 総務省瓖人旅推計瓘𤩍国立社会保障･人旅問巠研究所瓖日本癮将来推計人旅瓘瞟瞤作成璒

都道府県慕人旅便漱膅コケゲゴグコケゴザ烝檮比䐢都道府県慕人旅便漱膅コケゲゴグコケゴザ烝檮比䐢都道府県慕人旅便漱膅コケゲゴグコケゴザ烝檮比䐢都道府県慕人旅便漱膅コケゲゴグコケゴザ烝檮比䐢
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解 世澳数昨推移 

 仔ḿ世澳数昨推移 

全国昨瀧般世澳数θ単独腰馭家族腰罪昨直世澳χ昨動向朔腰現在昨人

口減少昨託埼雑増加燦続け崎採三腰2019 烝削侍実屍昨 5,307 万世澳碕

作三腰以後腰瀧貫裁崎減少裁崎い済 2035 烝削朔 4,955 万世澳θ単独 1,845

万世澳腰忠人以琢 2,767 万世澳χ碕侍実屍栽晒約 350 万世澳減少際傘雑

昨碕推計細参崎い傘甑 

世澳人員数燦札傘碕腰現在昨人口減少局面削採い崎雑世澳数歳増加裁

崎い傘祭碕栽晒烋均世澳人員朔減少裁腰2019 烝昨世澳数侍実屍時削朔

2.30 人/世澳腰以降腰世澳数昨減少碕碕雑削烋均世澳人員雑減少燦続け腰

2035 烝削朔 2.20 人/世澳碕作傘碕推計細参崎い傘甑 

 

 使ḿ世澳主昨烝齢質男女別推移 

2035 烝削採け傘坤単独世澳墾昨 65 歳以琢昨世澳昨割合朔約 41%碕作

三腰10 世澳削 4 世澳歳高齢者埼 4 世澳昨世澳主朔男性 1.5 世澳腰女性

2.5 世澳碕いう不訳削作傘雑昨碕推計細参崎い傘甑 

擦冴腰坤忠人以琢昨世澳墾削採い崎朔腰65 歳以琢昨世澳昨割合朔約 40%

碕単独世澳碕察拶同様碕作三腰世澳朔男性 3.5 世澳腰女性 0.5 世澳碕い

う不訳削作傘雑昨碕推計細参崎い傘甑 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
資料 Ź 国立社会保藴質人口問巠研究所婚日鑚昨将来推計人口恨 [出生中哲(死亡中哲)]推計値皿三作耨甑 

 

世澳癮家族類型慕瀧般世澳数及び割合膅推計䐢世澳癮家族類型慕瀧般世澳数及び割合膅推計䐢世澳癮家族類型慕瀧般世澳数及び割合膅推計䐢世澳癮家族類型慕瀧般世澳数及び割合膅推計䐢

一　　　　般　　　　世　　　　帯　　　　数　　　膅ゲ,ケケケ世帯䐢 一般世帯
烋均世帯 割　　　　合　　膅％䐢

人 員
人員

総 数 夫婦癮み 夫婦と子 ひとり親と子 膅ゲ,ケケケ人䐢
膅人䐢

総 数 夫婦癮み 夫婦と子 ひとり親と子

コケゲケ ザゲ,スサコ ゲシ,ジスザ コズ,コジス ゲケ,コシズ ゲサ,サジサ サ,ザゴザ ザ,ジジズ ゲコザ,ザサシ コ.サコ ゴコ.サ ザシ.ザ ゲズ.ス コジ.ズ ス.ジ ゲゲ.ゲ

コケゲザ ザコ,ズケサ ゲジ,シゴジ ゴケ,ゲゲシ ゲケ,スシゲ ゲサ,コジサ サ,ズスコ ザ,ゲザケ ゲコゴ,ズシス コ.ゴサ ゴゴ.ゴ ザシ.ズ コケ.ザ コジ.ケ ズ.サ ズ.ジ

コケゲシ ザコ,ズザケ ゲジ,ジザジ ゴケ,ゲサス ゲケ,ススズ ゲサ,コケサ ザ,ケザザ ザ,ケサザ ゲコゴ,ザゴザ コ.ゴゴ ゴゴ.ザ ザシ.ズ コケ.シ コシ.ス ズ.ザ ズ.ザ

コケゲジ ザゴ,ケケシ ゲジ,スズザ ゴケ,ゲジジ ゲケ,ズゴコ ゲサ,ゲゲゴ ザ,ゲゴコ サ,ズゴサ ゲコゴ,ケザゲ コ.ゴコ ゴゴ.ス ザシ.ズ コケ.シ コシ.シ ズ.ジ ズ.ゴ

コケゲス ザゴ,ケサシ ゲス,ケコズ ゴケ,ゲズシ ゲケ,ズジコ ゲサ,ケゲス ザ,コケシ サ,スコゲ ゲココ,ザコサ コ.ゴゲ ゴサ.ケ ザシ.ズ コケ.ジ コシ.サ ズ.ス ズ.ゲ

コケゲズ ザゴ,ケシザ ゲス,ゲザシ ゴケ,コケコ ゲゲ,ケゲケ ゲゴ,ズゲス ザ,コジサ サ,ジケジ ゲコゲ,ズシゲ コ.ゴケ ゴサ.コ ザシ.ズ コケ.ジ コシ.コ ズ.ズ ス.ズ

コケコケ ザゴ,ケザゴ ゲス,コジケ ゴケ,ゲスズ ゲゲ,ケゴジ ゲゴ,スゲサ ザ,ゴゴス サ,ザズサ ゲコゲ,ゴザシ コ.コズ ゴサ.サ ザシ.ズ コケ.ス コシ.ケ ゲケ.ゲ ス.ジ

コケコザ ザコ,サゴズ ゲス,シサス コズ,シシサ ゲケ,ズジゴ ゲゴ,ゲゴコ ザ,ザザス サ,ゲコジ ゲゲジ,スコサ コ.コザ ゴザ.シ ザシ.シ コケ.ズ コザ.ケ ゲケ.シ ジ.ズ

コケゴケ ザゲ,コゴゲ ゲス,ジゲス コス,ジジケ ゲケ,ジスコ ゲコ,ゴサケ ザ,シサス ゴ,ジサゴ ゲゲゴ,シスゲ コ.ココ ゴシ.ザ ザシ.コ コゲ.ケ コサ.ゲ ゲゲ.ケ ジ.ゴ

コケゴザ サズ,ザザザ ゲス,サザジ コジ,シジス ゲケ,ザケケ ゲゲ,ザゴコ ザ,シサザ ゴ,サコゲ ゲケズ,ケズゲ コ.コケ ゴジ.コ ザザ.ズ コゲ.コ コゴ.ゴ ゲゲ.サ シ.ズ

　注：四捨五入癮た𥇍合計皕必ずし睘一致しない。

　　　不詳按分癮た𥇍国勢調査と必ずし睘一致しない。

核　　家　　族　　世　　帯

そ癮他

烝

総　数 単　独

核　　家　　族　　世　　帯

そ癮他 単　独

32.4

37.2

56.5

55.9

11.1

6.9

0 20 40 60 80 100

2010

2035

膅％䐢

世澳構成比率

単† 忠人以琢癮世澳 そ癮直

43.8%

35.4%

60.2%

51.9%

8.7%

14.1%

27.7%

33.8%

26.6%

23.3%

8.6%

9.0%

21.0%

27.2%

3.5%

5.3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

2010201020102010

2035203520352035

2010201020102010

2035203520352035

単
独

単
独

単
独

単
独
ЯЯ ЯЯ
澳澳 澳澳

菜
鯖
裁
ィ

菜
鯖
裁
ィ

菜
鯖
裁
ィ

菜
鯖
裁
ィ
のの のの

ЯЯ ЯЯ
澳澳 澳澳

世澳主癮男女烝齢慕世澳比率

男 ～64歳 男 65歳～ 女 ～64歳 女 65歳～
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θǘχ鹿使児旨祉使識等昨変尤θǘχ鹿使児旨祉使識等昨変尤θǘχ鹿使児旨祉使識等昨変尤θǘχ鹿使児旨祉使識等昨変尤        

2035 烝昨日鑚人昨鹿使児旨祉使識朔鷺昨皿う作雑昨作昨栽腰現在碕何歳鷺

う変尤裁崎い傘昨栽削肴い崎侍ン治使ン詞埼予測裁崎い傘資料朔作い歳腰国腰

地方自治体や企業等歳近烝昨詞鴫ン詩栽晒罪参財参昨所管際傘至実爾削肴い

崎近鑷来や将来昨姿等燦予測裁崎採三腰祭参削基咲済 2035 烝昨消費使磁実

施昨端緒碕裁崎腰罪昨概略燦以託削紹跳際傘甑 

  会 自然環境 

2013～2015 烝昨冬朔腰寒気昨流参込札昨影響削皿三瀧部地域埼徹温碕大

雪歳発生裁冴甑数万烝～数ə烝旨師実識昨太陽活動昨変動や 11 烝単哲埼繰

三返細参傘太陽黒点周期昨様相栽晒朔腰超後朔寒冷尤雑碕いう説雑あ傘歳腰

太陽活動昨影響朔人類昨経済活動削伴う温室効果姉旨昨排出削皿傘温暖尤

昨影響燦琢回傘祭碕朔作い碕細参崎い傘甑 

 

仔ḿIPCCθ国連昨気候変動削輸際傘政府間歯ネ識χ昨高燵経済耨長碕市竺

実飼式死実斯ョン歳続采斯試式士θA1B 斯試式士χ埼朔超後雑温暖尤歳

禍行裁腰超世紀鑽頃θ2076～2095 烝燦想定χ昨日鑚削採け傘気温等削肴

い崎朔右琢表昨皿う削予測細参崎い傘甑擦冴腰温暖尤削皿傘農業生産匙

昨影響朔腰世界削採い崎朔熱澳地域昨高温藴害や水不足削皿傘生産昨減

少碕罪参削伴う食料供給昨遅延作鷺歳懸念細参崎い傘甑 

 

使ḿ米削肴い崎朔腰A1B 斯試式士埼予測細参傘 3℃程燵昨琢昇擦埼朔腰忠

酸尤炭素濃燵昨琢昇昨効果θ施肥効果χ作鷺削皿三温暖尤昨影響歳相殺

細参腰率量減少昨可能性朔徹い碕予測細参崎い傘甑日鑚昨稲作削肴い崎

朔腰忠期作可能面積朔 2050 烝削朔現在昨 15 倍θ耕地昨 22.6%χ削荐大

際傘碕昨予測雑あ傘歳東日鑚以西埼昨生育藴害や高温藴害腰斑点米やɔ

鑷熟粒昨増加作鷺削皿傘品質θ瀧等米比率χ昨徹託や病害虫昨防除費用

昨増加腰水利費用昨増加腰大雨削皿傘冠水被害作鷺腰経済的影響朔避け

晒参作い碕考え晒参傘甑 

気温等癮将来予測ォゲズスケ～ゲズズズ烝比䐢

項目

将来気象

膅コケジシ～コケズザ烝䐢

特盍

烝烋均気温 全国𤹪コクザ～ゴクザ℃癮琢昇

徹緯度瞟瞤高緯度𤩍夏季瞟瞤冬季癮気温琢昇

疰大疷い

最高気温 沖縄籗奄美砅除痀各地𤹪ゴ℃癮琢昇 冬癮琢昇疰最睘大疷痀𤩍夏癮琢昇皕最睘椌さい

最徹気温 沖縄籗奄美砅除痀各地𤹪ゴ℃癮琢昇

春皕戻日本及び東日本癮瀧部癮標高癮高い

地域𤹪ゴ℃以琢癮琢昇疰䀹瞢矟𤩍融雪睘早𥆩矞

降水褻 全国𤹪約ゲケケヮヮ増加

秋癮降水褻皕全国的癉減矞傾向璒大雨や短時

間強雨癮発生頻度皕全国的癉増加

無降水日 全国𤹪ジ～ス日増加 西日本𤹪皕烝間約ゲケ日癮増加

降雪褻 全国𤹪約シゴヤヮ減少

戻⑼道籗本渝不陸癮瀧部𤹪降雪褻疰増加す矞

瀧方𤩍直癮地域𤹪皕減少

猛暑日 全国𤹪ジ～ス日増加 夏㽷瞢秋癉㽷け瘳砅中心癉し瘳増加疰䀹瞢矟矞

熱澳夜 全国𤹪ゲズ～コケ日増加

沿岸部𤺋癁標高癮徹い地域𤹪瞟瞤多痀癮増加

疰䀹瞢矟矞

真冬日 全国𤹪ズ～ゲケ日減少

冬癮戻日本𤹪皕戻⑼道砅中心癉烝烋均コケ日

以琢癮減少疰䀹瞢矟矞

璈資料舢瓖地球温暖尤予測情報第ス巻瓘膅気象庁䐢瞟瞤米穀機構𤹪作成

璈璈注䐢都滲癮変尤癮影響皕律映さ矟瘳い𤺋い

将来癮水稲栽嫺癉檮す矞地球温暖尤癮影響

項目 璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈影響

栽嫺 移植日癮移動砅行わ𤺋い㿉減率ォモオ

水ゅや稲㽷瞢癮蒸発散褻疰増加璒九渝戻部～中部𤹪皕潜在的

𤺋水不足癮懸念ォモオ

忠期作療能地澳癮増大膅耕地癮ゲクザ％→ココクシ％䐢ォャオ

害虫籗天貂癮構成変尤ォヤオ

雑草癮定着療能域癮拡大や戻琢ォヤオ

融雪流出褻癮減少癉瞟矞農業用水癮減少ォヤオ

降雨強度癮増加癉瞟矞洪水等箛䅈祲癮増加ォヤオ

品質 祊䇮筁种被害癮拡大 ォモオ

白未熟粒癮増加ォモオ

璈資料舢ォモオ瓖地球温暖尤癮影響資料邊璈コケケジ烝ゴ鏤瓘膅環境省䐢

璈璈璈璈舢ォャオ瓖国土癮長期展望璈中間㿉瞤𥆩㿉𥇍璈コケゲゲ烝コ鏤瓘膅国土交通省䐢

璈璈璈璈舢ォヤオ瓖日本癉疢け矞気候変動癉瞟矞影響癮評価癉輸す矞報告㿉今後癮課巠癉瘨い瘳膅意見彬申䐢膅案䐢璈コケゲザ烝瓘膅環境省䐢

璈璈璈璈璈瞟瞤米穀機構𤹪作成
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解 社会環境 

日鑚昨人口昨推移腰世澳構耨昨変尤削肴い崎朔前述θP2~4 参照χ昨碕採

三 埼 あ 傘 歳 腰 以 託 削 家 庭 環 境 昨 変 尤 や ICT θ Information and 

Communication TechnologyŹ情報質通信削輸連際傘科学技術χ昨発署作鷺

昨影響削肴い崎団体等昨公表資料昨輸逃部便燦紹跳際傘甑 

作採腰森記念財団都滲整備研究所朔 2030 烝昨東庁都癒部昨状況削肴い

崎右表昨碕採三予測裁崎い傘甑  

 

仔ḿ家庭状況削肴い崎朔腰烋均梹和朔男女碕雑現在皿三 2 歳程燵延び更削

高齢尤歳禍札腰初婚烝齢朔 2050 烝削朔現在皿三 4～5 烝遅采作傘碕予測

細参崎い傘甑擦冴腰生涯鑷婚率朔 2035 烝削朔現在皿三 1 割近采増加際

傘甑結婚適齢期碕いう概念朔作采作三腰結婚削肴い崎朔個人昨自ょ碕い

う意識歳⑽透裁宙実婚昨増加匙碕変容裁崎い采雑昨碕考え晒参崎い傘甑 

  家宙削肴い崎朔腰採互い歳共同生活昨歯実詞試実碕いう哲置咲け碕作

三腰女性昨社会禍出昨増加雑あ三腰家宙便業腰共働済歳標準示視識碕作

三腰個々昨率入朔個々歳管理際傘碕いう鹿使児旨祉使識歳優勢碕作傘雑

昨碕考え晒参傘甑 

2035 烝昨家庭碕朔坤個々昨率入燦個々昨経済基盤碕裁腰採互い昨価値

観燦尊重裁肴肴腰共同生活昨持ネ児伺ッ詞燦最大限削帳溜際傘場墾碕作

傘雑昨碕予測細参傘甑 

    

使ḿICT 昨発署昨影響削肴い崎朔腰労働人口昨減少雑あ三腰職場昨 IT 尤や

労働竺滋ッ詞昨棡入歳加）裁腰2030 烝～2040 烝削朔瀧般宙務朔人工知

能歳腰単純労働朔竺滋ッ詞歳担う皿う削作三腰罪昨時代昨似施ネ旨歯実

氏ン削求薩晒参傘旨姿識朔 IT 機器類埼朔代替不能作坤知識碕知的思考

力墾坤人的ネッ詞ワ実屍昨強細碕幅墾坤強靭作精神力墾碕作傘雑昨碕見込

擦参崎い傘甑 

 

 

 

予測さ矟矞社会環境癮変尤膅家庭䐢

嫻準烝 予測烝

男 スケ歳 男 スコ歳

女 スジ歳 女 スズ歳

男 ゴゲ歳ォャオ

女 コズ歳ォャオ

男 コケクゲ% 男 コズクケ%

女 ゲケクシ% 女 ゲズクコ%

結婚意識ォユオ コケケコ烝 コケコザ烝

家宙ォユオ コケケコ烝 コケコザ烝

烋均梹命ォモオ コケゲゴ烝 コケゴケ烝

婚姻癮時期皕今瞟瞤サ～ザ

烝遅痀𤺋矞ォヤオ

コケゲケ烝 コケゴザ烝

璈注䐢烝齢皕椌数点以託砅四捨虫入し瘳い矞

初婚烝齢

生涯未婚率膅莕䐢

資料舢ォモオ国立社会保障籗人旅問巠研究所笮籞筁笪籞秖璈膅ラヵヵヱセググwwwクリヱヴヴクヨヰクルヱグ䐢

璈璈 璈 ォャオ烋成コサ烝版厚生労働白書膅厚生労働省䐢

        ォヤオ瓖国土癮長期展望璈中間㿉瞤𥆩㿉𥇍璈コケゲゲ烝コ鏤瓘膅国土交通省䐢

        ォュオ烋成コシ烝厚生労働白書膅厚生労働省䐢

        ォユオ瓖コケコザ烝癮日本癮姿瓘膅厚生労働省䐢

適齢期㿉いう考え方疰

強い

結婚す矞し𤺋い皕本人癮

自ょ㿉いう意識疰⑽透

女性皕家庭㿉いう意識

疰強い

夫婦癉瞟矞家宙便業疰⑽

透

コケゲゲ烝 コケザケ烝

予測さ矟矞社会環境癮変尤膅ナフ尤等癮影響䐢

嫻準烝 予測烝

資料舢ォモオ烋成コサ烝版厚生労働白書膅厚生労働省䐢

         ォャオ烋成コザ烝版労働力調査膅総務省䐢

璈璈 璈 ォヤオ瓖フドテ デブフブビテ バデ テノパネバYノテハフセ ドバW ピブピツテパフナッネテ ヂビテ ニバッピ フバ ツバノパブフテビナピヂフナバハ?瓘

璈璈璈璈璈膅ツモンロ ッユワユュリレヵ デンユy モワュ ノリヤラモユロ ヂク バヴャヰンワユ璈ピユヱヵユヮャユン ゲジキ コケゲゴ䐢

         ォュオ烋成ココ烝版労働経済癮便析膅厚生労働省䐢

ク        ォユオ瓖産業社会籗労働力滲場癮未来癮姿㿉求𥇍瞢矟矞人材像瓘膅不勇府コケゲサ烝ジ鏤䐢

   注䐢労働人旅癮コケゴケ烝予測値皕経済成長㿉労働参加疰適勉癉禍𥇥禡籞䅈癮値

シコズス万人

膅不訳䐢シケ歳以琢璈ゲス％

ゴケ臃ザズ歳璈シザ％

シケスザ万人

膅不訳䐢シケ歳以琢璈ココ％

ゴケ臃ザズ歳璈シコ％

宙務従宙者数膅䒳䐢

ゲコゴザ万人

膅うち邊用者䐢ゲコケゲ万人

人材確保癉当瘥瘳裴視す

矞こ㿉膅全産業䐢ォュオ

瓖職場𤹪チ籞筁ワ籞祲砅尊

裴𤹪疷矞瓘璈瓖状況砅的確癉

墓断し行動𤹪疷矞瓘璈瓖自社

癮社風癉馴染𥇥こ㿉疰𤹪

疷矞瓘

求𥇍瞢矟矞䅈キ䈎ォユオ

瓖知識㿉知的思考力瓘璈瓖人的

窬ッ穪ワ籞祲癮強さ㿉幅瓘璈瓖強

靭𤺋精神力瓘

人材像 コケゲケ烝 コケゴケ烝

労働人旅ォモオ コケゲケ烝 コケゴケ烝

邊用 コケゲゴ烝 コケゴケ～サケ烝

瀧般宙務職皕コン竨ュ籞タ

癉𤩍単純労働皕箼笯ッ穪癉移

行し𤩍こ矟瞢職種癮邊用皕減

少膅莔䐢

東京都区部癮人旅籗世澳状況予測

コケゲケ烝 コケゴケ烝 増加率

璈総人旅 ズケジ万人 ズスザ万人 スクシ%

璈老烝人旅 ゲスケ万人 コココ万人 コゴクゴ%

璈瀧般世澳 サザシ万世澳 ザケズ万世澳 ゲゲクシ%

璈単身世澳 コゲズ万世澳 コザケ万世澳 ゲサクコ%

夫婦癮䀹世澳 ジシ万世澳 スゴ万世澳 ズクコ%

璈竴碻筿箛籞世澳 ゲゴザ万世澳 ゲザゴ万世澳 ゲゴクゴ%

資料舢瓖コケゴケ烝癮東京璈ヱモンヵコ璈超高齢社会穧籞タ𥫤ッ祲編瓘膅森記念財団璈都滲豺備研究所䐢瞟瞤米穀機構𤹪作成
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擦冴腰労働人口減少社会削採い崎朔高い生産性歳求薩晒参傘瀧方埼腰

優秀作人闍燦確保裁腰長采働済続け崎雑晒う祭碕歳重要作課巠碕作三腰

労働者昨能力燦最大限削発揮埼済傘皿う削際傘冴薩削雑腰捗宙碕生活昨

調和θワ実屍質鹿使児質飼鹿ン旨χ歳皿三重視細参腰職撤近接削皿傘通

勤時間昨短縮や ICT 削皿傘至鴫ワ実屍θ示飼使識勤務や在宅勤務χ歳禍

展際傘碕予測細参傘甑特削在宅勤務朔腰女性管理職割合昨増加θ2020 烝

擦埼削 30％碕際傘政府目標χや 2035 烝削朔坤団塊昨世代墾昨コ仔歳 80

歳代後半削署際傘祭碕埼要跳護者数雑侍実屍燦迎え傘碕札晒参傘祭碕栽

晒腰超後大済采禍展裁崎い采雑昨碕考え晒参傘甑 

 

回 生活環境 

日鑚昨総人口朔 2008 烝燦侍実屍削腰超後 100 烝間埼急激削減少裁腰明 

治時代後半昨水準削戻傘碕予測細参崎い傘甑罪昨結果腰地方昨過疎尤歳禍

札腰人口朔東庁圏等 3 大都滲圏削集中裁 2050 烝削日鑚昨総人口昨約 6 割

歳 3 大都滲圏埼生活際傘祭碕碕作傘甑特削東庁周辺削朔総人口昨約 3 割歳

暮晒際生活圏歳形耨細参傘祭碕碕作三腰2030 烝昨東庁癒部昨世澳当冴三昨

撤宅床面積朔現在皿三 15 ㎡増加裁 98 ㎡碕作傘予測歳あ傘甑擦冴腰戸建崎

撤宅朔転職昨薇昨式旨屍削雑作傘冴薩腰撤札替え裁や際いθ転売裁や際いχ

都心昨集合撤宅歳擦際擦際人気碕作傘碕細参崎い傘甑 

   

 

出斌舢瓖国土癮長期展望 中間㿉瞤𥆩㿉𥇍 コケゲゲ 烝 コ 鏤瓘膅国土交通省䐢 

予測さ矟矞社会環境癮変尤膅働疷方䐢

嫻準烝 予測烝

ワ籞祲籗箐イ竴

籗窹箐ン䅈ォモオ

コケケコ烝

社会的癉皕捗宙優先疰求

𥇍瞢矟矞

コケコザ烝

捗宙優先㿉いう考え方皕少𤺋

痀𤺋瞤𤩍家族㿉癮ふ矟あい𤩍趣

味籗地域活動癉費やす時間

疰増加

資料舢ォモオ瓖コケコザ烝癮日本癮姿瓘膅厚生労働省䐢

         ォャ瓖東京都滲圏癉疢け矞鉄道通勤砅檮象㿉した居撤地誘棡癉瞟矞過剰通勤交通削減癉輸す矞研究瓘

璈璈璈璈璈璈膅日本都滲計画学会璈都滲計画論文邊サジ巻ゴ号璈コケゲコ䐢

璈璈 璈 ォヤオ烋成コサ烝版情報通信白書ォ総務省䐢

         ォュオ祲箐ウ穵ソ籞种ン禕癮禍展㿉 穟箵ワ籞祲へ癮イン窾祲穪

璈璈璈璈璈璈膅東京溷業大学イ𥧔笽籞种ョン䇳窬秖䇮ン穪研究科璈比嘉邦彦璈コケゲゴ烝シ鏤ゲジ日䐢

ク

職撤近接ォャオ

膅通勤時間籗東京䐢

ゲズズス烝 サズ便 コケゴケ烝

居撤地誘棡癉瞟矞職撤近接

疰禍𥇍ばゴシ便癉短縮疰療能

穟箵ワ籞祲 コケゲゲ烝

常用邊用者ゲケケ人以琢癮

企業癉疢け矞穟箵ワ籞祲

棡入率ォヤオ

                          ズクジ％

笮ワイ穪祊箐籞癮捗宙癮ズケ％

疰穟箵ワ籞祲療能𤺋捗宙ォュオ

東京都区部癮床面積癮予測

コケゲケ烝 コケゴケ烝 増加率

ゴジズザゴクゲ サシザゲサクコ ココクシ%

サキザシケキザズゴ サキジゴジキスゲシ コゴクゴ%

スゴ ズス ゲスクケ%

専用溷場ォラモオ ゲキコゴズ ゴコシ ギジゴクサ%

撤溷併用ォラモオ ズゴシ ザケゴ ギサシクゴ%

宙務所ォラモオ ゲケキズジズ ゲゴキスザケ ゴスクコ%

邊合撤宅ォラモオ ココキジゴシ ゴゲキコスザ ゴジクシ%

コクシ ゴクゲ ゲズクコ%

資料舢瓖超高齢社会砅迎えた東京コゴ区癮将来瓘膅第シケ回ハピビナ都滲籗環境竴礛籞箐筁資料䐢瞟瞤米穀機構𤹪作成

撤宅床面積膅ラモ䐢

瀧般世澳数膅世澳䐢

用途慕建物床面積

瀧般世澳数当瞤床面積

璈璈璈璈璈璈璈膅烋方䇮籞穪䈎䐢

捔

増

減

癮

大

疷

い

睘

癮

捘

建物階数膅階䐢
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塊 食料品購入状況 

仔ḿ人口減少社会埼朔人口密燵雑徹託際傘冴薩腰食料品店作鷺人口密燵削

経営基盤燦置采瀧部昨店舗朔営業燦維持埼済作采作三腰自前昨交通手段

燦持冴作い消費者朔生活物資昨入手削支藴燦済冴際祭碕碕作傘甑祭参歳

坤買物弱者墾腰生鮮食料品削限参柵坤food desertsθ児実詩視孜実詞χ墾θ食

昨砂漠χ碕雑倭柵参傘社会問巠埼あ傘甑買物弱者問巠朔徐々削顕在尤裁

崎済崎採三腰罪昨数朔現在 600 万人程燵碕推計細参崎い傘θ経済産業省 

2010 烝χ甑超後昨買物弱者増加予測削檮際傘流通支使詩昨在三方削肴い

崎腰経済産業省朔坤ネッ詞旨実歯実θ電子商流引χ墾昨活用燦提言裁崎い

傘甑 

 

使ḿ電子商流引昨滲場規模朔使ン祉実ネッ詞人口昨増加碕碕雑削荐大燦続

け崎採三腰直近埼朔 11 兆付削署裁崎い傘甑祭参朔旨実歯実爾実師ッ詞昨

烝間全店総売琢高巸 9.5 兆付θ2013 烝 9 鏤～2014 烝 8 鏤χ燦超え傘規

模碕作榊崎採三腰単回澣削皿傘推計埼朔腰2035 烝削朔現在昨 3 倍昨滲場

規模削署際傘可能性歳あ傘甑瀧方腰買物弱者朔人口集中地域削採け傘自

動車昨作い高齢者埼雑作三う傘碕昨予測雑あ傘θ坤食料品仔屍止旨碕高齢

者昨健康問巠墾報告会資料 農林水産政策研究所 2014 烝 10 鏤χ甑 

 

司ḿ米朔生鮮品昨中埼雑保存性歳あ傘甑罪昨冴薩消費燦先流三裁冴擦碕薩

買い歳行わ参腰現在埼朔 7kg 程燵昨家庭不在庫量歳あ傘甑裁栽裁腰飲料

碕同載皿う削重量商品埼あ傘冴薩腰都滲部埼朔腰栽肴崎昨御用聞済削皿

傘配署歳使ン祉実ネッ詞経ょ昨宅配削姿燦変え崎済崎い傘皿う削腰超後

昨買物弱者や高齢者世澳昨増加燦鑑札参柵腰都滲部削限晒剤全国的作規

模埼使ン祉実ネッ詞経ょ削皿傘直商品碕組札合在冴米昨購入旨祉使識歳

禍展際傘碕考え晒参傘甑 
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  擦冴腰食料品店歳撤-裁冴地域昨農産物直売所埼朔腰従来昨地域外利用

者削向け冴品揃え昨察栽削腰地域不生活者栽晒昨要望埼瀧般流通商品昨販

売雑行う皿う削作榊崎済崎い傘甑超後朔地域外利用者坂け埼作采腰璽誌旨

実歯実やコン似誌碕裁崎地域昨買物茹点匙碕発展裁崎い采祭碕雑考え晒

参傘甑 

 

壊 調理環境昨変尤 

 仔ḿ瀧般世澳向け埼朔腰世澳構耨員数昨減少削皿傘 1 回当三調理量昨減少

昨冴薩削大型姿ッ糸ン燦設置際傘必要歳作采作三腰機能燦高燵尤腰コン

歯屍詞尤裁冴姿ッ糸ン匙腰単身向け集合撤宅埼朔璽誌姿ッ糸ンθ間口 0.9

～1.35mχ歳主流削作三肴肴あ傘甑食昨外部尤歳禍殺碕細晒削調理機会

朔減少際傘碕考え晒参傘冴薩腰近鑷来埼朔高機能腰高燵尤裁冴コン歯屍

詞姿ッ糸ン歳主流削作傘碕予測細参崎い傘甑 

 

 使ḿ擦冴腰食昨外部尤昨禍展朔腰包卓や擦作板碕い榊冴調理器具削擦埼影

響燦及拶際碕考え晒参傘甑戻⑼暑腰東戻埼昨調査削皿参柵腰現在昨世澳

当冴三昨包卓保鐚数朔烋均 5 卓程燵碕作榊崎い傘歳θ闌ゅ擦三子晒坤食

生活碕調理器具昨輸連～家庭昨包卓類削輸際傘調査墾χ腰超後朔侍実鹿実腰

旨鹿使支実作鷺昨皮殺済や勉断削特尤裁冴代替暑具昨使用歳増え傘碕碕

雑削腰菜勉包卓や刺身包卓昨皿う削調理食闍削応載冴包卓昨使い便け歳

作采作三腰万能包卓θ文尤包卓χ削率斂裁崎い采昨埼朔作い栽碕いう見

方雑あ傘甑擦冴腰擦作板雑姿ッ糸ン支使枝や 1 回当三調理量削規定細参

傘冴薩腰支使枝昨縮椌尤歳禍殺碕考え晒参崎い傘甑 

 

司ḿ調理家電埼朔炊飯器や電子鴫ン施作鷺削採け傘旨爾実詞尤歳禍札腰多

機能尤や手入参昨簡便尤歳禍殺雑昨碕思わ参傘甑細晒削 3D 寺式ン祉実

昨技術朔調理削雑及び腰瀧部朔商品尤細参崎い傘甑近鑷来昨高燵尤姿ッ

糸ン朔 3D 調理寺式ン祉実歳標準装備碕作三腰鴫斯侍燦私司ン竺実詩裁腰

専用昨食闍歯ッ屍燦投入際傘坂け埼料理歳坤出力墾細参傘祭碕削作傘可

能性燦秘薩崎い傘甑 

調理癉輸す矞将来見通し

項目 璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈見通し 出斌

キッチン

少子高齢尤癉瞟瞤大褻調理癮必要性疰𤺋痀𤺋矞た𥇍機能組込型癮高度

尤𤩍コン窾祲穪キッチン尤膅間旅璈ゲクコ～ゲクズザヮ䐢

瓖撤宅癉疢け矞瞭所癮変遷㿉最新癮キッチン宙情瓘膅キッチン籗窹䅈溷業会䐢

包卓

竨籞箐籞籗䅈箐イ秇籞癮使用皕増加璒

食癮弸部尤籗合理尤皕包卓癮使い便け砅𤺋痀す方向癉作用膅文尤包卓癉

率斂䐢

瓖女子大学生砅檮象㿉した褫菜癮皮𥇥疷疢瞟び勉断操作癉用い矞調理器彬癮

保鐚状況㿉使用頻度癉瘨い瘳瓘成ゅ公子瞢

名虜屋大学紀要ザザ膅家籗自オスザ～ズケ コケケズ

𥆩𤺋板 流し瞭癮‡い撤宅𤹪皕秇イ𥞩癮大疷過疿矞䇳窂板皕取扱いし癉痀い

瓖家庭用䇳窂板癉輸す矞実態調査瓘中嶋加代子瞢

慕府大学紀要璈第ゴケ号膅コケゲゲ䐢

炊飯器皕高機能尤㿉手入矟癮簡単さ疰禍展

日経穟祲𥧔箼秖籞礥ン箐イン瓖食文尤㿉䆴イ穟祲１瓘

ラヵヵヱセググヵユヤラヰワクワリレレユリャヱクヤヰクルヱグモンヵリヤロユグツバネブノハグコケゲサケゲコズグゴゴケシシズグ

料理疰作矟矞家庭用ゴヅ𥫣箛ンタ籞璈瓖デヰヰュリワリ瓘

ハモヵヶンモロ ノモヤラリワユ社膅磕䇮箛祊䐢

ラヵヵヱセググwwwクワモヵヶンモロヮモヤラリワユヴクヤヰヮグ

調理家電
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ǘ．ǘ．ǘ．ǘ．食生活の食生活の食生活の食生活の変化変化変化変化    

θθθθǖǖǖǖχχχχ食料支出食料支出食料支出食料支出昨昨昨昨推移推移推移推移    

総務省坤家計調査墾削皿傘忠人以琢昨世澳昨食料支出燦 1970 烝燦基準碕

裁崎札崎札傘碕腰2014 烝削採い崎酒類匙昨支出朔察拶横柵い腰食料支出全

体埼朔約 17%減少θ1970 烝比χ裁崎い傘歳腰簡便尤商品埼あ傘主食的調理

食品θ1986 烝栽晒項目便類Ż弁当腰採削災三腰際裁腰調理歯ン等χ朔約 2.6

倍θ1986 烝=100χ碕右肩琢歳三埼大済采伸び崎い傘甑 

外食匙昨支出削肴い崎朔飼字識期削侍実屍碕作三腰以後託落傾向碕作三

2014 烝埼朔約 1.2 倍θ1970 烝比χ碕作榊崎い傘甑 

 

食料全体匙昨実質支出歳減少裁崎い傘中埼腰社会使ン児鹿昨整備や鹿使

児旨祉使識昨変尤削檮応裁冴商品開発腰擦際擦際時間削追わ参傘生活昨禍

展削伴い食昨簡便尤腰外部尤碕いう流参朔烝毎削顕著碕作三腰祭昨流参削倭

応際傘皿う削主食的調理食品朔急始実字埼普及裁 2008 烝昨式実爾ン斯ョ

ッ屍埼瀧時減少裁冴雑昨昨腰罪昨後腰消費増税前昨 2013 烝擦埼朔以前削雑

増裁崎急角燵埼増加裁崎い傘甑 

 

θǘχ主食類昨購入量昨推移θǘχ主食類昨購入量昨推移θǘχ主食類昨購入量昨推移θǘχ主食類昨購入量昨推移    

世澳別昨主食類θ米腰歯ン腰薩珊類χ昨購入数量削肴い崎腰総務省坤家計

調査墾燦用い崎 2000 烝～2014 烝擦埼昨 15 烝間昨動向燦比較際傘祭碕碕

際傘甑作採腰単身世澳削肴い崎朔 2000 烝以降削購入金巸昨札掲出細参冴冴

薩購入数量削肴い崎朔腰忠人以琢昨世澳昨購入単価燦用い崎換算裁崎比較

際傘甑 

会 米昨購入量 

忠人以琢昨世澳埼朔 2000 烝 99.2kg/烝栽晒 2014 烝 73.1kg/烝θ▲

26.2kg/烝腰▲26.3%χ碕経烝的削右肩託歳三埼推移裁崎採三腰世澳構耨

人員埼除裁崎ǖ人当冴三購入数量削換算際傘碕 30.0kg/人･烝栽晒

24.1kg/人･烝θ▲5.9kg/人･烝腰▲19.7%χ匙減少裁崎い傘甑 

資料 Ź総務省坤家計調査墾忠人以琢昨世澳θ農林漁家世澳燦除采χ腰総務省坤消費者物価指数墾 

θ2010 烝基準χ皿三作耨甑 
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260.2
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膅％䐢

膅烝䐢

食料支出癮推移膅食料支出癮推移膅食料支出癮推移膅食料支出癮推移膅1970烝檮比𦨞実質値䐢烝檮比𦨞実質値䐢烝檮比𦨞実質値䐢烝檮比𦨞実質値䐢

膅膅膅膅1970烝烝烝烝=100䐢䐢䐢䐢

主食的調理食

飲料

弸食

調理食品

食料

礥

イ

䈎

种

ョ

ッ

祲

窹

𥫤

䈎

崩

壊

箛
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䇳

ン

种

ョ

ッ

祲

酒類

𥫣

箐

秌

合

意

29.9

単身世澳

26.6

99.2

忠人以琢癮世澳

73.1

80.8

全世澳

58.8

64.6 1人当た瞤消費褻

56.9

20

30

40

50
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kg
米購入数褻等癮推移米購入数褻等癮推移米購入数褻等癮推移米購入数褻等癮推移

資料Ź総務省坤家計調査墾皿三作耨甑 
単身質全世澳朔腰忠人以琢昨世澳昨購入単価栽晒推計甑 

   1 人当冴三椌麦消費量朔腰農林水産省坤食料需給表墾皿三作耨甑 
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瀧方腰単身世澳削肴い崎朔 2000 烝昨 29.9kg/烝栽晒 26.8kg/烝碕若烟

減少裁崎い傘雑昨昨横柵い昨状況削あ三腰忠人以琢昨世澳昨 1 人当冴三

購入数量碕昨差朔 2.7kg 碕作三腰ǖ人当冴三埼朔単身世澳昨方歳多采作

榊崎い傘甑 

 

解 歯ン昨購入量 

購入数量歳右肩託歳三昨米碕朔律檮削忠人以琢昨世澳腰単身世澳碕雑

削祭祭 15 烝間埼瀧貫裁崎増加傾向削あ三腰忠人以琢昨世澳+6.5kg/世澳

θ+16.9%χ腰単身世澳+4.1kg/世澳θ+24.1%χ碕腰着実削主食昨燼燦脅栽

際状況削あ傘甑烝間購入金巸θ忠人以琢昨世澳χ燦札崎雑 2014 烝朔米

昨消費量碕米価昨徹迷傾向栽晒金巸持実旨埼朔 3 烝振三削穀類詞ッ寺昨

燼削返三咲い崎い傘甑 

 

回 薩珊類昨購入量 

経烝的削朔歯ン察鷺昨増加率埼朔作い雑昨昨腰祭祭 15 烝間埼忠人以

琢昨世澳埼+0.3kg/世澳θ+0.9%χ腰単身世澳埼+2.5kg/世澳θ+19.5%χ碕

横柵い及び増加傾向埼推移裁崎い傘甑 

 

 

米碕椌麦製品θ歯ン腰薩珊類χ昨輸逃燦札崎札傘碕腰米昨購入数量歳減

少裁崎い傘託埼腰琢述昨皿う削歯ン腰薩珊類朔増加燦続け崎採三腰主食昨

燼歳椌麦製品削侵食細参崎い傘状況歳明確碕作榊崎い傘甑 

椌麦製品朔腰調理削時間燦要細剤味昨飼鹿嗣至伺歳豊富埼あ傘祭碕燦

考え傘碕腰超後腰擦際擦際米昨存在朔脅栽細参崎い采祭碕歳懸念細参傘甑 

擦冴腰米碕歯ン昨忠人以琢昨世澳昨烝間支出金巸燦札傘碕腰21 世紀初

頭削米朔歯ン昨約 1.5 倍燦誇榊崎い冴歳腰2012 烝削逆転細参腰罪昨後逆

転裁冴雑昨昨 2014 烝埼朔腰米価託落雑あ榊崎約 4 千付/烝昨差埼再逆転燦

許裁崎い傘甑作採腰単身世澳削肴い崎朔 2006 烝削歯ン削逆転細参腰以降

罪昨差朔荐大裁崎い傘状況削あ傘甑 

40,256

25,108

27,512

29,210

25,000

27,000

29,000

31,000

33,000

35,000

37,000

39,000

41,000

43,000

2000烝 2007烝 2014烝

(付/世澳)

米籗窾ン癮支出金巸癮推移米籗窾ン癮支出金巸癮推移米籗窾ン癮支出金巸癮推移米籗窾ン癮支出金巸癮推移

瓺瓺瓺瓺忠人以琢癮世澳忠人以琢癮世澳忠人以琢癮世澳忠人以琢癮世澳𤭯𤭯𤭯𤭯

米

窾ン

12.8
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15.3

34.9

忠人以琢癮世澳

35.2

29.0

全世澳

29.1
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𥇍砉類購入数褻癮推移𥇍砉類購入数褻癮推移𥇍砉類購入数褻癮推移𥇍砉類購入数褻癮推移

資料Ź総務省坤家計調査墾皿三作耨甑 
単身質全世澳朔腰忠人以琢昨世澳昨購入単価栽晒推計甑 

   1 人当冴三消費量朔農林水産省坤食料需給表墾皿三作耨甑 

資料Ź総務省坤家計調査墾皿三作耨甑 
単身質全世澳朔腰忠人以琢昨世澳昨購入単価栽晒推計甑 

   1 人当冴三椌麦消費量朔腰農林水産省坤食料需給表墾皿三作耨甑 
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米

窾ン



12 
 

θθθθǚǚǚǚχ食昨外部尤昨推移χ食昨外部尤昨推移χ食昨外部尤昨推移χ食昨外部尤昨推移    

会 祭参擦埼昨動向 

単身質忠人以琢昨世澳昨食昨外部尤率燦総務省坤家計調査墾昨金巸持

実旨埼札傘碕腰忠人以琢昨世澳朔祭祭 40 烝余三埼共働済世澳昨増加碕

式ン屍裁崎察拶倍増θ17%→30%χ裁崎い傘歳腰単身世澳埼朔視実祉昨

存在際傘 2000 烝以降右肩託歳三碕作榊崎採三腰祭祭約 15 烝埼朔経済状

況燦律映裁崎栽外部尤率朔約 7 治使ン詞徹託裁崎い傘甑罪昨不訳θ右託

噪χ燦札傘碕調理食品朔若烟増加腰外食支出腰外食頻燵θ逗頁噪参照χ

朔減少裁崎い傘甑 

 

 

解 超後昨見通裁 

政府朔腰少子高齢社会削採い崎日鑚経済燦維持際傘冴薩削朔腰高齢者

や女性等昨活躍燦透際祭碕歳重要碕昨観点栽晒 2020 烝削 25～44 歳昨

女性昨就業率燦現行皿三 5%琢昇細在 73%碕際傘祭碕燦目標削裁崎い傘

θ坤日鑚再興戦略墾θ2013 烝 6 鏤策定χ甑女性昨就業率昨琢昇朔腰超後昨

経済活動削採い崎重要作課巠埼あ傘歳腰忠人以琢昨世澳削採け傘食昨外

部尤燦瀧層禍展細在傘祭碕削繋歳傘雑昨碕考え晒参傘甑 

瀧方腰単身世澳削肴い崎朔腰食昨外部尤率歳徹託裁崎い傘碕朔いえ腰

罪昨割合朔忠人以琢昨世澳皿三現行埼 15 治使ン詞以琢高采作榊崎い傘甑

超後腰高齢単身世澳昨増加歳予測細参傘託埼腰主冴傘率入碕作傘烝金や腰

増え崎い采諭療費等匙昨檮応昨冴薩食料支出燦勉三詰薩傘傾向朔擦際擦

際顕著削作榊崎い采祭碕歳考え晒参腰単身世澳碕忠人以琢昨世澳昨食昨

外部尤率朔腰超後腰瀧層接近裁崎い采雑昨碕予測細参傘甑 

 

 

 

 

 

 

資料 Ź総務省坤家計調査墾腰不勇府坤男女共同参画ɔ書墾皿三作耨甑 
    食昨外部尤率朔腰食料支出削占薩傘調理食品腰外食昨割合甑支出巸朔消費者物価指数削皿三実質尤裁崎算出甑 
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忠人以琢癮世澳膅滓目盛瞤䐢

単身世澳膅滓目盛瞤䐢

共働疷世澳数膅右目盛瞤䐢

資料 Ź総務省坤家計調査墾坤消費者物価指数墾θ2010 烝基準χ皿三作耨甑 
    食昨外部尤率朔腰食料支出削占薩傘調理食品腰外食昨割合甑支出巸朔際冊崎消費者物価指数削皿三実質尤裁崎算出甑 
     

71.3 71.0 71.0 71.0 70.7 70.6 70.4 70.5 70.7 71.0 70.5 70.8 70.3 70.0 70.0

10.3 10.8 10.7 11.1 11.1 11.3 11.5 11.2 10.8 10.8 11.3 11.6 11.7 11.6 11.6
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食料支出癉占𥇍矞弸食籗調理食品食料支出癉占𥇍矞弸食籗調理食品食料支出癉占𥇍矞弸食籗調理食品食料支出癉占𥇍矞弸食籗調理食品

瓺瓺瓺瓺 忠人以琢癮世澳忠人以琢癮世澳忠人以琢癮世澳忠人以琢癮世澳 𤭯𤭯𤭯𤭯

弸食

調理食品

直癮食料
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食料支出癉占𥇍矞弸食籗調理食品食料支出癉占𥇍矞弸食籗調理食品食料支出癉占𥇍矞弸食籗調理食品食料支出癉占𥇍矞弸食籗調理食品

瓺瓺瓺瓺 単身単身単身単身 世澳世澳世澳世澳 𤭯𤭯𤭯𤭯

弸食

調理食品

直癮食料
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最後削腰外食碕世澳率入昨動向燦詳裁采札崎札傘碕腰単身質忠人以琢

昨世澳碕雑勤薩先率入朔減少燦続け崎い傘歳腰外食頻燵朔忠人以琢昨世

澳埼朔祭祭 14 烝間埼 1 ヵ鏤当冴三 1 回増え崎い傘昨削檮裁腰単身世澳

埼朔同 6 回減少裁崎い傘甑 

支出金巸削肴い崎朔腰単身世澳昨外食費朔 28,335 付/鏤栽晒 19,675 付

/鏤匙大済采減少裁崎い傘歳腰1 回当冴三昨支出巸朔約 1,540 付/回碕察碕

珊鷺変尤裁崎い作い甑瀧方腰忠人以琢昨世澳埼朔腰1 回当冴三昨支出巸

朔 2,478 付/回栽晒 2,060 付/回匙約 400 付減少裁崎い傘甑 

 

 

食の外部化 調理済食品θ惣菜や弁当作鷺χや外食削よ三家庭内埼の調

理削よ傘食事削代替す傘こ碕。 

外部化率 総務省坤家計調査墾品目のうち坤食料支出墾削占め傘坤調

理食品墾及び坤外食墾への支出の割合碕した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料 Ź総務省坤家計調査墾坤消費者物価指数墾θ2010 烝基準χ皿三作耨甑 

    金巸朔実質金巸甑 

322,556

勤𥇍先率入膅付/鏤䐢

329,310

301,077 306,713

28,335 弸食費膅付/鏤䐢

19,675

18.4 18.4
弸食頻度膅回/鏤䐢
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0

5

10

15

20

25

30

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

350,000

400,000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

付/鏤

弸食費弸食費弸食費弸食費等癮推移等癮推移等癮推移等癮推移膅鏤烋均䐢膅鏤烋均䐢膅鏤烋均䐢膅鏤烋均䐢

瓺瓺瓺瓺 単身膅勤労者䐢単身膅勤労者䐢単身膅勤労者䐢単身膅勤労者䐢世澳世澳世澳世澳 𤭯𤭯𤭯𤭯

513,942

勤𥇍先世澳率入膅付/鏤䐢

470,089
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瓺瓺瓺瓺 忠人以琢膅勤労者䐢癮忠人以琢膅勤労者䐢癮忠人以琢膅勤労者䐢癮忠人以琢膅勤労者䐢癮世澳世澳世澳世澳 𤭯𤭯𤭯𤭯
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ǚ．ǚ．ǚ．ǚ．2035203520352035 年の米消費等の動向年の米消費等の動向年の米消費等の動向年の米消費等の動向    

θǖχ主食類昨動向θǖχ主食類昨動向θǖχ主食類昨動向θǖχ主食類昨動向    

   会 米 

仔ḿ 総務省坤家計調査墾削採け傘 2000 烝以降昨購入数量昨視実祉削皿

三 2035 烝昨購入数量燦推計裁崎札傘碕腰2035 烝削朔忠人以琢昨世澳

埼 40.0kgθ2014 烝檮比▲13.1kgχ腰単身世澳埼 26.6kgθ同み0kgχ碕

作傘甑 

 

使ḿ 農林水産省坤食料需給表墾腰坤米昨消費動向調査墾及び当機構坤米昨

消費動向調査墾昨直近 10 烝間昨視実祉栽晒 1 人当冴三昨消費量燦推

計裁崎札傘碕腰2035 烝昨消費量朔 48.8~50.1kg/人･烝碕作傘甑 

 

司ḿ 擦冴腰ǖ人当冴三消費量栽晒需要量燦試算際傘碕超後雑米需要朔漸

減裁崎い済腰人口減少碕相俟榊崎 2035 烝削朔主食用米昨需要量朔

608~624 万玄米詞ン程燵碕作傘雑昨碕推計細参傘甑 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料Ź総務省坤家計調査墾腰農林水産省坤食料需給表墾腰坤米昨消費動向調査墾及び当機構坤米昨消費動向調査墾

皿三作耨甑 
 

    

y = -73.636x + 155467

R² = 0.8662
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コケケコ コケケサ コケケシ コケケス コケゲケ コケゲコ コケゲサ

ﾄﾝ

農林水産省瓖食料需給表瓘国不消費捗向純食料癮推移農林水産省瓖食料需給表瓘国不消費捗向純食料癮推移農林水産省瓖食料需給表瓘国不消費捗向純食料癮推移農林水産省瓖食料需給表瓘国不消費捗向純食料癮推移

y = -27.63x + 60292

R² = 0.4465
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5,000

コケケゴ コケケザ コケケジ コケケズ コケゲゲ コケゲゴ コケゲザ

ｇ/人･烝

米癮消費動向調査結果癮推移米癮消費動向調査結果癮推移米癮消費動向調査結果癮推移米癮消費動向調査結果癮推移

膅購入数褻ｋｇグ世澳䐢

コケケケ烝 コズクズ ズズクコ スケクス

コケケゲ烝 コズクズ ズジクゴ スゴクゴ

コケケコ烝 コスクゲ ズゴクス ジザクス

コケケゴ烝 コズクシ ズサクケ ジシクザ

コケケサ烝 コズクシ スジクシ ジゲクジ

コケケザ烝 ゴゴクゴ スズクザ ジサクケ

コケケシ烝 ゴケクケ スザクゲ シズクシ

コケケジ烝 コスクシ スザクゴ シズクゴ

コケケス烝 ゴケクジ ススクシ ジコクゲ

コケケズ烝 ゴコクゴ スザクゲ シズクザ

コケゲケ烝 ゴゲクケ スゴクケ シジクシ

コケゲゲ烝 ゴゲクケ スケクシ シシクゲ

コケゲコ烝 コスクサ ジスクス シゴクス

コケゲゴ烝 コシクス ジザクコ シケクジ

コケゲサ烝 コシクシ ジゴクゲ ザスクス

コケゲザ烝 コスクス ジゴクゲ ザシクス

コケコケ烝 コスクゴ シサクズ ザゲクゲ

推計 コケコザ烝 コジクジ ザシクシ サザクサ

コケゴケ烝 コジクゲ サスクゴ サケクケ

コケゴザ烝 コシクシコシクシコシクシコシクシ サケクケサケクケサケクケサケクケ ゴサクシゴサクシゴサクシゴサクシ

 コケ ゲサ烝比 コケゲサ烝比 コケゲサ烝比 コケゲサ烝比 ギケクゲ%ギケクゲ%ギケクゲ%ギケクゲ% ギサザクコ%ギサザクコ%ギサザクコ%ギサザクコ% ギサゲクゲ%ギサゲクゲ%ギサゲクゲ%ギサゲクゲ%

実績

瓖米瓘癮購入数褻膅推計䐢瓖米瓘癮購入数褻膅推計䐢瓖米瓘癮購入数褻膅推計䐢瓖米瓘癮購入数褻膅推計䐢

単身世澳

忠人以琢

癮世澳

全世澳



15 
 

   解 椌麦製品 

    仔ḿ歯ン 

歯ン昨購入数量削肴い崎腰同載采総務省坤家計調査墾削皿三 2035

烝昨購入数量燦推計裁崎札傘碕忠人以琢昨世澳朔 53.9kgθ歯ン罪昨

雑昨昨重量埼椌麦粉換算裁冴量埼朔作い甑χθ2014 烝檮比+9.0kg腰

+20.0％χ碕作三腰単身世澳埼朔 27.9kgθ同+6.8kg腰+32.2％χ碕作

傘甑 

1 人当冴三削換算裁冴消費量朔腰単身者昨方歳若烟多い傾向歳続い

崎い采雑昨碕思わ参傘甑 

 

 

 

 

 

 

 

使ḿ薩珊類 

同様削薩珊類削肴い崎札崎札傘碕腰忠人以琢昨世澳埼朔 36.1kg

θ2014 烝檮比+0.9kg腰+2.6％χ腰単身世澳埼朔 21.7kgθ同+6.4kg腰

+41.8％χ碕作傘甑 

 

農林水産省坤食料需給表墾削採け傘 1 人当冴三昨椌麦消費量朔腰1960

烝 25.8kg/人･烝栽晒直近 2013 烝 32.7kg/人･烝碕作榊崎採三腰祭昨実績

燦用い崎 2035 烝昨 1 人当冴三消費量燦推計裁崎札傘碕 35.0kg/人･烝碕

作三腰長期的削札傘碕着実削伸長裁崎い采祭碕碕作傘甑 

椌麦製品朔腰近烝腰冷凍歯ンや半製品等昨輸入歳増加裁消費者削大量

削安価埼売晒参崎い傘状況や歯旨祉等昨製品輸入昨増加等腰日鑚国民昨

主食昨燼燦米碕忠便裁崎採三腰2035 烝削朔斎朔珊削代わ傘主食昨燼燦占

薩崎い傘栽雑知参作い甑 

 

膅購入数褻ｋｇグ世澳䐢

コケケケ烝 ゲジクケ ゴスクサ ゴコクジ

コケケゲ烝 ゲシクゴ ゴジクザ ゴゴクゴ

コケケコ烝 ゲスクサ サゴクザ ゴシクシ

コケケゴ烝 ゲズクケ サザクゲ ゴスクケ

コケケサ烝 コケクコ サザクズ ゴスクズ

コケケザ烝 ゲズクジ ササクゲ ゴジクサ

コケケシ烝 ゲズクジ ササクザ ゴジクザ

コケケジ烝 コゲクコ サザクコ ゴスクザ

コケケス烝 コケクス ササクサ ゴジクジ

コケケズ烝 コケクシ サザクシ ゴスクコ

コケゲケ烝 コゲクサ サザクサ ゴスクゴ

コケゲゲ烝 コケクサ サザクゴ ゴスクケ

コケゲコ烝 コケクシ ササクス ゴジクシ

コケゲゴ烝 コゲクゲ ササクズ ゴジクス

コケゲサ烝 コゲクゲ ササクズ ゴジクシ

コケゲザ烝 ココクゲ サシクス ゴジクジ

コケコケ烝 コゴクシ サスクシ ゴズクゲ

推計 コケコザ烝 コザクケ ザケクゴ サケクシ

コケゴケ烝 コシクサ ザコクゲ サコクケ

コケゴザ烝 コジクズコジクズコジクズコジクズ ザゴクズザゴクズザゴクズザゴクズ サゴクザサゴクザサゴクザサゴクザ

 コケ ゲサ烝比 コケゲサ烝比 コケゲサ烝比 コケゲサ烝比 ガゴゲクズ%ガゴゲクズ%ガゴゲクズ%ガゴゲクズ% ガゲズクズ%ガゲズクズ%ガゲズクズ%ガゲズクズ% ガゲザクザ%ガゲザクザ%ガゲザクザ%ガゲザクザ%

実績

瓖窾ン瓘癮購入数褻膅推計䐢瓖窾ン瓘癮購入数褻膅推計䐢瓖窾ン瓘癮購入数褻膅推計䐢瓖窾ン瓘癮購入数褻膅推計䐢

単身世澳

忠人以琢

癮世澳

全世澳

資料Ź総務省坤家計調査墾腰農林水産省坤食料需給表墾皿三作耨甑 
 

膅購入数褻ｋｇグ世澳䐢

コケケケ烝 ゲコクス ゴサクズ コズクケ

コケケゲ烝 ゲゴクケ ゴザクケ コズクジ

コケケコ烝 ゲコクジ ゴシクス ゴケクゲ

コケケゴ烝 ゲサクサ ゴジクケ ゴケクス

コケケサ烝 ゲサクコ ゴジクジ ゴゲクゴ

コケケザ烝 ゲサクゴ ゴシクコ ゴケクゲ

コケケシ烝 ゲサクゲ ゴザクゴ コズクサ

コケケジ烝 ゲサクシ ゴザクザ コズクシ

コケケス烝 ゲザクケ ゴザクズ コズクズ

コケケズ烝 ゲザクザ ゴシクシ ゴケクサ

コケゲケ烝 ゲシクジ ゴジクケ ゴゲクケ

コケゲゲ烝 ゲザクズ ゴシクズ ゴケクス

コケゲコ烝 ゲシクゲ ゴザクス コズクズ

コケゲゴ烝 ゲシクケ ゴザクシ コズクジ

コケゲサ烝 ゲザクゴ ゴザクコ コズクゲ

コケゲザ烝 ゲシクジ ゴシクゲ コスクズ

コケコケ烝 ゲジクズ ゴシクゲ コズクコ

推計 コケコザ烝 ゲズクコ ゴシクゲ コズクシ

コケゴケ烝 コケクサ ゴシクゲ コズクズ

コケゴザ烝 コゲクジコゲクジコゲクジコゲクジ ゴシクゲゴシクゲゴシクゲゴシクゲ ゴケクゴゴケクゴゴケクゴゴケクゴ

 コ ケゲ サ烝比 コケゲサ烝比 コケゲサ烝比 コケゲサ烝比 ガサゲクコ%ガサゲクコ%ガサゲクコ%ガサゲクコ% ガコクシ%ガコクシ%ガコクシ%ガコクシ% ガサクゴ%ガサクゴ%ガサクゴ%ガサクゴ%

実績

瓖𥇍砉類瓘癮購入数褻膅推計䐢瓖𥇍砉類瓘癮購入数褻膅推計䐢瓖𥇍砉類瓘癮購入数褻膅推計䐢瓖𥇍砉類瓘癮購入数褻膅推計䐢

単身世澳

忠人以琢

癮世澳

全世澳
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○ 推計方法 

 

購入数量 

穀類θ米腰歯ン腰薩珊類χ昨購入数量昨将来推計削あ冴榊崎朔腰 

会 総務省坤家計調査墾昨坤忠人以琢昨世澳墾腰坤単身世澳墾罪参財参

削採け傘 2000 烝栽晒 2014 烝擦埼昨 15 烝間昨米腰歯ン腰薩珊類昨

購入数量θ実績χ燦用い冴回澣式栽晒腰坤忠人以琢昨世澳墾腰坤単身世

澳墾斎碕削米腰歯ン腰薩珊類昨将来θ各烝χ昨購入数量燦推計甑 

解 琢記会昨推計値燦国立社会保藴質人口問巠研究所坤日鑚昨将来推

計人口墾昨各烝昨家族累計別瀧般世澳数θ坤単身世澳墾及び坤忠人以

琢昨世澳墾χ昨構耨比削皿三加重烋均際傘祭碕埼全世澳昨購入数量燦

推計甑 

 

米昨 1 人当冴三烝間消費量 

 1 人当冴三昨消費量削肴い崎朔腰以託昨ǘ肴方法削皿三推計甑 

会 農林水産省坤食料需給表墾昨国不消費捗向量昨純食料昨直近 10 烝

θ2003~2013 烝χ昨実績燦用い冴回澣式栽晒推計裁冴 2035 烝国不

消費捗向量θ純食料χ燦 2035 烝推計人口埼除裁冴数量甑 

解 農林水産省坤米昨消費動向調査墾削採け傘全世澳昨烝間消費量及び

当機構坤米昨消費動向調査墾烝間消費量昨直近 10 烝θ2004~2014

烝χ昨実績燦用い冴回澣式栽晒 2035 烝昨烝間消費量燦推計甑 

 

 

 

 

 

 

 

 

世澳癮家族類型慕瀧般世澳数𤩍瀧般世澳人員𤩍烋均世澳人員癮将来推計世澳癮家族類型慕瀧般世澳数𤩍瀧般世澳人員𤩍烋均世澳人員癮将来推計世澳癮家族類型慕瀧般世澳数𤩍瀧般世澳人員𤩍烋均世澳人員癮将来推計世澳癮家族類型慕瀧般世澳数𤩍瀧般世澳人員𤩍烋均世澳人員癮将来推計

　膅ゲ,ケケケ世帯䐢 一般世帯 烋均世帯

烝　次 核　　家　　族　　世　　帯 人 員 人員

総 数 夫婦癮み 夫婦と子 ひとり親と子 膅ゲ,ケケケ人䐢 膅人䐢

コケゲケ ォ烋成 ココ オ ザゲ,スサコ ゲシ,ジスザ コズ,コジス ゲケ,コシズ ゲサ,サジサ サ,ザゴザ ザ,ジジズ ゲコザ,ザサシ コ.サコ

コケゲゲ ォ コゴ オ ザコ,ケゴゴ ゲシ,ズコゴ コズ,サザザ ゲケ,ゴジシ ゲサ,サザジ サ,シココ ザ,シザザ ゲコザ,コゲス コ.サゲ

コケゲコ ォ コサ オ ザコ,コジゲ ゲジ,ゲケケ コズ,シササ ゲケ,ザゲケ ゲサ,サゲズ サ,ジゲシ ザ,ザコジ ゲコサ,ズゴジ コ.ゴズ

コケゲゴ ォ コザ オ ザコ,ザケゴ ゲジ,コジズ コズ,スコサ ゲケ,シゴズ ゲサ,ゴジジ サ,スケス ザ,サケケ ゲコサ,シシケ コ.ゴジ

コケゲサ ォ コシ オ ザコ,ジゲジ ゲジ,サシケ コズ,ズスサ ゲケ,ジシケ ゲサ,ゴコジ サ,スズジ ザ,コジゴ ゲコサ,ゴサケ コ.ゴシ

コケゲザ ォ コジ オ ザコ,ズケサ ゲジ,シゴジ ゴケ,ゲゲシ ゲケ,スシゲ ゲサ,コジサ サ,ズスコ ザ,ゲザケ ゲコゴ,ズシス コ.ゴサ

コケゲシ ォ コス オ ザコ,ズザケ ゲジ,ジザジ ゴケ,ゲサス ゲケ,ススズ ゲサ,コケサ ザ,ケザザ ザ,ケサザ ゲコゴ,ザゴザ コ.ゴゴ

コケゲジ ォ コズ オ ザゴ,ケケシ ゲジ,スズザ ゴケ,ゲジジ ゲケ,ズゴコ ゲサ,ゲゲゴ ザ,ゲゴコ サ,ズゴサ ゲコゴ,ケザゲ コ.ゴコ

コケゲス ォ ゴケ オ ザゴ,ケサシ ゲス,ケコズ ゴケ,ゲズシ ゲケ,ズジコ ゲサ,ケゲス ザ,コケシ サ,スコゲ ゲココ,ザコサ コ.ゴゲ

コケゲズ ォ ゴゲ オ ザゴ,ケシザ ゲス,ゲザシ ゴケ,コケコ ゲゲ,ケゲケ ゲゴ,ズゲス ザ,コジサ サ,ジケジ ゲコゲ,ズシゲ コ.ゴケ

コケコケ ォ ゴコ オ ザゴ,ケザゴ ゲス,コジケ ゴケ,ゲスズ ゲゲ,ケゴジ ゲゴ,スゲサ ザ,ゴゴス サ,ザズサ ゲコゲ,ゴザシ コ.コズ

コケコゲ ォ ゴゴ オ ザコ,ズサズ ゲス,ゴサス ゴケ,ケズシ ゲゲ,ケゲゴ ゲゴ,シズシ ザ,ゴスジ サ,ザケザ ゲコケ,ジケシ コ.コス

コケココ ォ ゴサ オ ザコ,スザゴ ゲス,ササケ ゴケ,ケケケ ゲゲ,ケケゴ ゲゴ,ザザズ ザ,サゴジ サ,サゲゴ ゲコケ,ケゲス コ.コジ

コケコゴ ォ ゴザ オ ザコ,ジゴズ ゲス,ザコサ コズ,スズシ ゲケ,ズズザ ゲゴ,サゲス ザ,サスゴ サ,ゴゲズ ゲゲズ,ゴケジ コ.コシ

コケコサ ォ ゴシ オ ザコ,シケシ ゲス,ザズス コズ,ジスサ ゲケ,ズスジ ゲゴ,コジシ ザ,ザココ サ,ココゴ ゲゲス,ザジス コ.コザ

コケコザ ォ ゴジ オ ザコ,サゴズ ゲス,シサス コズ,シシサ ゲケ,ズジゴ ゲゴ,ゲゴコ ザ,ザザス サ,ゲコジ ゲゲジ,スコサ コ.コザ

コケコシ ォ ゴス オ ザコ,コゲサ ゲス,シシサ コズ,サズシ ゲケ,ズコズ ゲコ,ズスス ザ,ザジズ サ,ケザゴ ゲゲジ,ケゴズ コ.コサ

コケコジ ォ ゴズ オ ザゲ,ズスズ ゲス,シスジ コズ,ゴコサ ゲケ,スズゲ ゲコ,スコジ ザ,シケザ ゴ,ズジズ ゲゲシ,コゲシ コ.コサ

コケコス ォ サケ オ ザゲ,ジザザ ゲス,ジケス コズ,ゲサザ ゲケ,スザザ ゲコ,シシサ ザ,シコシ ゴ,ズケコ ゲゲザ,ゴジス コ.コゴ

コケコズ ォ サゲ オ ザゲ,ザケゲ ゲス,ジゲシ コス,ズシゲ ゲケ,スゲザ ゲコ,ザケケ ザ,シサシ ゴ,スコサ ゲゲサ,ザココ コ.ココ

コケゴケ ォ サコ オ ザゲ,コゴゲ ゲス,ジゲス コス,ジジケ ゲケ,ジスコ ゲコ,ゴサケ ザ,シサス ゴ,ジサゴ ゲゲゴ,シスゲ コ.ココ

コケゴゲ ォ サゴ オ ザケ,ズコゲ ゲス,シズゲ コス,ザザコ ゲケ,ジゴザ ゲコ,ゲズゴ ザ,シコザ ゴ,シジス ゲゲコ,スゴジ コ.ココ

コケゴコ ォ ササ オ ザケ,シケゲ ゲス,シササ コス,ゴサコ ゲケ,シジズ ゲコ,ケコズ ザ,シゴサ ゴ,シゲザ ゲゲゲ,ズゲス コ.コゲ

コケゴゴ ォ サザ オ ザケ,コシズ ゲス,ザスズ コス,ゲコス ゲケ,シココ ゲゲ,スシゴ ザ,シサゴ ゴ,ザザコ ゲゲケ,ズスゲ コ.コゲ

コケゴサ ォ サシ オ サズ,ズコケ ゲス,ザコシ コジ,ズケジ ゲケ,ザシゲ ゲゲ,シズシ ザ,シザケ ゴ,サスジ ゲゲケ,ケゴサ コ.コケ

コケゴザ ォ サジ オ サズ,ザザザ ゲス,サザジ コジ,シジス ゲケ,ザケケ ゲゲ,ザゴコ ザ,シサザ ゴ,サコゲ ゲケズ,ケズゲ コ.コケ

資料舢国立社会保障籗人旅問巠研究所瓖日本癮将来推計人旅瓘瞟瞤

一 般 世 帯 数

総　数 単　独 そ癮他
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θǘχ食昨外部尤昨θǘχ食昨外部尤昨θǘχ食昨外部尤昨θǘχ食昨外部尤昨動向動向動向動向 

会 食昨外部尤率 

食昨外部尤率朔高燵経済耨長以降腰女性昨社会禍出腰単身世澳昨増加や

高齢尤昨禍展作鷺削皿傘食生活昨多様尤腰食品衛生技術腰保管技術腰輸=

技術昨向琢や食品産業昨止ン詞鹿識姿ッ糸ン尤作鷺燦要因碕裁崎時代碕碕

雑削高擦榊崎済崎採三腰直近埼朔右琢表昨碕採三約 30％削署裁崎い傘甑 

 右噪朔過去昨詞鴫ン詩栽晒予測裁冴 2035 烝昨外部尤率昨推計埼あ傘甑

調理済食品昨利用朔金巸持実旨埼 17.1％削署裁腰外食朔 24.0％碕作三腰外

部尤率朔 41.1％削署際傘可能性歳あ傘甑 

 

解 米昨家庭不消費碕家庭外消費 

外部尤率歳 41.1%削作榊冴場合腰米θ精米χ昨家庭不消費量朔鷺昨程燵

削作傘昨埼あ山う栽甑先述θP14 参照χ昨 2035 烝昨米昨 1 人当冴三消費

量歳烝間 50kg 程燵碕作傘碕昨推計削基咲済腰外部尤率燦知載崎推計裁冴

雑昨歳右託表埼あ傘甑消費量全体埼朔現在皿三約ǖ割減少裁腰罪昨不訳朔

1 人当冴三家庭不消費埼烝間 30kg 碕現在皿三約 2 割昨減少腰家庭外消費

θ外部尤＝中食質外食等χ埼烝間 20kg 碕現在皿三約 2 割増加際傘可能性

歳あ傘甑 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.7%

16.4%

75.9%

1990烝

調理済食品

弸食

生鮮品等

11.3%

18.2%

70.5%

2010烝

調理済食品

弸食

生鮮品等

17.1%

24.0%

58.9%

2035烝膅推計䐢

調理済食品

弸食

生鮮品等

資料Ź坤家計調査墾θ総務省χ皿三米穀機構埼作耨甑 
注ǖχ家計調査削採け傘食料支出昨う阪坤調理食品墾燦坤調理済食品墾碕裁腰坤調理済食品墾碕

坤外食墾以外燦坤生鮮品等墾碕裁冴甑 
注 2χ2035 烝θ推計χ朔腰過去昨実績燦用い冴単回澣栽晒推計裁冴甑 

外部尤率 

 41.1% 

家計調査削おけ傘食の外部化の推移碕予測 

精米消費褻癮予測膅１人１烝当た瞤䐢

精米消費褻

コケゲサ烝

璈膅現在䐢

コケゴザ烝

膅推計䐢 減少率

ォレヨオ ォレヨオ ォ%オ

消費褻 ザサクジ ザケクケ △ スクシ

 うち家庭不消費褻 ゴスクコ ゴケクケ △ コゲクザ

璈璈  家庭弸消費褻 ゲシクザ コケクケ コゲクコ

璈注䐢現在癮値皕瓖米癮消費動向調査結果膅米穀機構䐢瓘砅暦烝𤹪再計算した値

家計調査癉疢け矞食癮弸部尤率膅コケゲサ烝䐢

支出項目 付 割合

食料支出 ズゲゴキコシゲ

調理済食品 ゲケスキケシシ ゲゲクス%

弸食 ゲシシキジゴジ ゲスクゴ%

生鮮品等 シゴスキサザス シズクズ%

資料舢瓖家計調査瓘膅総務省䐢瞟瞤米穀機構𤹪作成

璈注䐢家計調査癉疢け矞食料支出癮うち瓖調理食品瓘砅瓖調理済食品瓘㿉し𤩍

璈璈璈璈瓖調理済食品瓘㿉瓖弸食瓘以弸砅瓖生鮮品等瓘㿉した璒

弸部尤率

ゴケクゲ%

コケゴザコケゴザコケゴザコケゴザ烝烝烝烝膅推計䐢膅推計䐢膅推計䐢膅推計䐢

⇒ サゲクゲ%サゲクゲ%サゲクゲ%サゲクゲ%
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θǚχθǚχθǚχθǚχ2035203520352035 烝削採け傘米消費昨姿烝削採け傘米消費昨姿烝削採け傘米消費昨姿烝削採け傘米消費昨姿    

祭祭擦埼腰20 烝後昨消費昨使磁実施昨端緒碕作傘皿う腰鹿使児旨祉使識燦

始薩碕裁冴様々作環境変尤削肴い崎昨予測燦抽出裁腰細晒削朔現在昨視実祉

栽晒近鑷来昨推計燦行榊崎済冴甑 

総括燦際傘前削腰筆者昨感想埼朔あ傘歳腰近烝朔社会質経済昨急激作変尤

削皿三社会環境歳詩鹿旨至伺ッ屍削変尤裁崎い傘萌芽燦感載傘祭碕歳多い甑

社会環境埼朔腰周噬削超高層建築歳増え崎街歳済参い削作榊崎い傘祭碕や高

齢尤削檮応裁冴飼式仔児式実尤昨着実作禍展歳顕著削作榊崎い傘甑擦冴腰食

生活埼朔鴫ン施仔ッ寺食品昨多種多様尤朔目削見え傘栽冴阪埼実感埼済傘甑

裁栽裁腰筆者昨 30 烝燦回想際傘碕同載撤居削撤札続け崎い傘裁腰斎朔珊昨

食数朔以前碕変わ晒剤腰薩珊質歯旨祉昨食数雑罪参察鷺変わ晒剤θ調理済商

品匙近烝朔斯児詞裁崎い傘歳χ腰外食昨回数雑変わ晒剤碕いう皿う削視実祉

歳示際変尤碕朔あ擦三式ン屍裁作いｗ昭和ｘ昨生活燦裁崎採三腰世昨中昨視

実祉埼実感埼済傘昨朔仔識コ実識類昨消費量昨減少碕鴫ン施仔ッ寺商品昨増

加碕いう碕祭山埼あ傘甑祭昨皿う削個人的作感燵朔世昨中昨視実祉碕朔値離

裁崎い傘雑昨昨腰大胆削腰20 烝後昨 2035 烝昨米燦巡傘食生活削肴い崎想像

燦（裁采裁腰周辺宙情燦含薩崎総括燦行榊崎札傘甑 

 

会 生活環境 

2035 烝昨忠人以琢昨世澳朔共働済歳世澳標準示視識碕作三腰初婚烝齢雑

30 歳半柵頃歳普通碕作傘甑東庁埼朔都心昨 90 ㎡屍鹿旨昨爾ン斯ョン削撤

札腰禍歩裁冴 ICT 削皿三至鴫ワ実屍歳多采腰職撤近接削皿三通勤時間朔現

在皿三約 10~20 便短縮裁 30~40 便程燵腰ワ実屍質鹿使児質飼鹿ン旨昨⑽

透埼司伺実屍視実昨鹿ン糸や視伺試実雑楽裁薩傘皿う削作傘甑調理済食品腰

持阪澣三弁当や外食昨利用歳現在皿三増え傘冴薩腰姿ッ糸ン朔高機能埼あ

三作歳晒コン歯屍詞作雑昨碕作三腰姿ッ糸ン支使枝削合わ在崎擦作板雑コ

ン歯屍詞尤裁腰包卓朔種類雑保鐚鑚数雑超皿三減榊崎い傘碕いう祭碕削作

傘甑 

箐イ竴䅈タイ䈎等癉輸す矞見通し癮𥆩㿉𥇍

項目 璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈見通し

働疷方 共働疷疰標準𤩍ワ籞祲籗箐イ竴籗窹箐ン䅈癮⑽透

初婚烝齢 ゴケ歳半ば

撤居 都心癮ズケ㎡祲箐䅈癮䇳ン种ョン

職撤近接 通勤時間皕ゴケ～サケ便

キッチン 機能組込型癮高度尤コン窾祲穪キッチン

𥆩𤺋板 コン窾祲穪尤

包卓

竨籞箐籞籗䅈箐イ秇籞癮使用皕増加璒

文尤包卓癉率斂
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解 米燦巡傘食生活 

 1 人当冴三昨烝間精米消費量朔 50kgθ現在皿三 4.7kg 減χ碕作三腰う阪

家庭不消費量朔 30kgθ同 8.2kg 減χ腰家庭外θ中食質外食χ消費量朔 20kg

θ同 3.5kg 増χ碕推計細参傘甑祭昨時代昨食昨外部尤率朔 41.1%θ同 11%

増χ碕見込擦参傘甑瀧方腰歯ン購入量朔 53.9kgθ同 9kg 増χ腰薩珊類購入

量朔 36.1kgθ同 0.9kg 増χ碕推計細参腰米昨消費量歳減少際傘代わ三削椌

麦製品朔漸増碕作傘見通裁埼あ傘甑 

祭参晒主食的食品昨消費削輸際傘推計値燦前提碕裁崎腰忠人世澳削採け

傘 1 溫間昨喫食歯祉実ン燦模式尤裁冴雑昨歳右中表埼あ傘甑現在腰忠人世

澳昨家庭食埼朔 1 溫間削茶碗 23 杯腰家庭外θ中食質外食χ埼茶碗 10 杯燦

食冊崎い傘昨歳腰2035 烝削朔 6 杯減少裁腰家庭外θ中食質外食χ埼朔 2 杯

増え腰総計埼朔 4 杯昨減碕作傘見込札埼あ傘甑 

 祭昨時昨家庭食埼昨炊飯回数埼あ傘歳腰現在昨世澳埼昨炊飯回数朔 1 日

1 回歳約 6 割燦占薩崎い傘祭碕栽晒腰祭参燦前提削際参柵腰現在皿三 2 回

減昨溫 5 回程燵碕作傘雑昨碕思わ参傘甑 

  

鹿使児旨祉使識等昨変尤削伴う 20 烝後昨米昨消費動向朔腰残念作歳晒

旗色昨良い雑昨埼朔作い可能性歳あ傘雑昨昨腰日鑚人昨食文尤昨馮幹朔斎

朔珊埼あ三続け傘祭碕歳埼済傘社会碕作榊崎い傘祭碕燦勉削願榊崎い傘甑 

 

 

 

精米消費褻癮予測膅ゲ人ゲ烝当た瞤䐢

精米消費褻

コケゲサ烝

璈膅現在䐢

コケゴザ烝

膅推計䐢 増減 減少率

ォレヨオ ォレヨオ ォレヨオ ォ%オ

消費褻 ザサクジ ザケクケ △ サクジ △ スクシ

 うち家庭不消費褻 ゴスクコ ゴケクケ △ スクコ △ コゲクザ

璈璈  家庭弸消費褻 ゲシクザ コケクケ ゴクザ コゲクコ

窾ン及び𥇍砉類癮購入褻癮予測

購入数褻

膅烝間䐢

コケゲサ烝

璈膅現在䐢

コケゴザ烝

膅推計䐢

増減 増加率

ォレヨオ ォレヨオ ォレヨオ ォ%オ

窾ン ササクズ ザゴクズ ズクケ コケクケ

𥇍砉類 ゴザクコ ゴシクゲ ケクズ コクシ

資料舢瓖家計調査瓘膅総務省䐢瞟瞤米穀機構𤹪作成

璈 注䐢コケゴザ烝膅推計䐢皕𤩍過去癮実績砅用いた回澣式㽷瞢推計した璒

璈注䐢現在癮値皕瓖米癮消費動向調査結果膅米穀機構䐢瓘砅暦烝𤹪再計算した値

夫婦コ人世澳膅ゴケ歳代䐢癮ゲ溫間癮主食等摂取筕穧䈎

鏤 火 水 木 金 土 日 世澳当た瞤グ溫
膅現在䐢世澳当た瞤グ溫

増減

男

食窾ンゲ枚

祲箼ワッ秇ンゲ個

食窾ンコ枚 食窾ンコ枚 食窾ンゲ枚 食窾ンゲ枚 靭食 祲箼ワッ秇ンコ個

コ䇮膅家庭不䐢

茶碗璈ゲジ杯

コ䇮膅家庭不䐢

茶碗璈コゴ杯

△シ杯

女 食窾ンゲ枚 食窾ンゲ枚 食窾ンゲ枚 食窾ンゲ枚 食窾ンゲ枚 靭食 祲箼ワッ秇ンゲ個

コ䇮ォ家庭弸䐢

茶碗璈ゲコ杯

コ䇮ォ家庭弸䐢

茶碗璈ゲケ杯

璈コ杯

男 中食膅茶碗コ杯䐢 中食膅茶碗コ杯䐢 中食膅茶碗コ杯䐢 中食膅茶碗コ杯䐢 中食膅茶碗コ杯䐢 祲箼ワッ秇ンコ個 弸食膅茶碗コ杯䐢

食窾ン璈コ斤

璈璈璈璈璈ォゲコ枚䐢

膅計䐢

△サ杯

女

茶碗ゲクザ杯

膅弁当䐢

茶碗ゲクザ杯

膅弁当䐢

茶碗ゲクザ杯

膅弁当䐢

茶碗ゲクザ杯

膅弁当䐢

茶碗ゲクザ杯

膅弁当䐢

祲箼ワッ秇ンゲ個 弸食

祲箼ワッ秇ン

璈璈璈璈璈璈ジ個

男 茶碗コ杯 麺ゲ人前 茶碗コ杯 麺ゲ人前 茶碗コ杯 弸食 麺コ人前 麺璈ジ人前

女 茶碗ゲ杯 麺ゲ人前 茶碗ゲ杯 麺ゲ人前 茶碗ゲ杯 弸食 麺ゲ人前

朝食

昼食

弭食

注ゲ䐢茶碗ゲ杯皕精米シザｇ𤹪換算𤩍食窾ン皕ゲ斤シ枚勉瞤ゴシケヨ𤹪換算𤩍祲箼ワッ秇ン皕ゲ個ザケヨ𤹪換算𤩍麺皕ゲ人前ゲケケヨ膅乾麺䐢換算し瘳い矞

注コ䐢ゲ人当た瞤主食等㽷瞢摂取す矞熱褻皕スジコレヤモログ日グ人㿉𤺋矞璒膅コケゲゴ烝度食料需給表𤹪皕璈ススザレヤモグ日グ人䐢

注ゴ䐢ゲ人ゲ日当た瞤米癮消費褻皕ゲゴザヨグ日グ人㿉𤺋矞璒膅コケゲゴ烝度食料需給表𤹪皕璈ゲザシｇグ日グ人䐢

注サオＪＣ総研調査癉瞟矟ば𤩍ゲ溫間癮うち米疰主食癮食宙癮食数皕烋均ゲコクズシ食㿉𤺋瘥瘳い矞疰𤩍ゲ食当た瞤裴褻疰不明𤺋た𥇍比較皕𤹪疷𤺋い膅ＪＣ総研瓖コケゲサ烝米癮消費行動調査結果瓘䐢
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日本経済団体連合会θ経団連χ歳設立し冴公共政策斯ン屍タン屍坤21 世紀政策研究所墾朔腰2012 烝 4 月削坤市竺実バ識 JAPAN 2050 烝斯璽ュ鴫実斯ョン碕総合戦

略墾燦発表し腰日本朔 2030 烝以降爾使試旨成長燦続砕腰こ昨まま適勉作政策燦碕晒作砕参柵 2050 烝ま埼削先進国栽晒転落際傘恐参歳あ三腰こ参燦防犀冴薩削朔腰

女性腰高齢者腰海外栽晒昨高度人材昨活用腰TPP 燦中心碕し冴諸外国碕昨経済連携昨推進腰テ政健全化碕持続療能作社会保障制度昨確立腰国碕地方昨役割便担昨見直

し等削早急削取三組殺必要歳あ傘碕提言し崎い傘甑 

ま冴腰海外埼雑 GDP 予測朔発表さ参崎採三腰米国金融機関昨斯テ伺市識実プ朔坤Global Economics View墾θ21 February 2011χ削採い崎 2050 烝ま埼昨各国 GDP

燦予測し崎採三腰日本朔現在昨世界第 3 哲栽晒 2030 烝削第 4 哲腰2040 烝削朔第 8 哲削後退し腰世界昨 GDP 削占薩傘割合朔 2010 烝昨 9%栽晒 2050 烝削朔 2%ま埼

徹託際傘碕予測し崎い傘甑 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

コラムコラムコラムコラム鰆鰆鰆鰆：：：：日本経済日本経済日本経済日本経済、、、、2030203020302030 年年年年以降以降以降以降┏縮小┏縮小┏縮小┏縮小┎┎┎┎恐れ恐れ恐れ恐れ    

出典：21 世紀政策研究所坤市竺実バ識ＪＡＰＡＮ -2050 烝 斯璽ュ鴫実斯ョン碕総合戦略-[概要]墾θ抜粋χ   

出典：斯テ伺市識実プ坤Global Economics View墾θ21 February 2011χθ抜粋χ 
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出典：仔メ式カ穀物協会坤FOOD2040 東仔施仔昨食碕農昨未来墾θ抜粋χ    

コラムコラムコラムコラム鰈鰈鰈鰈：：：：中国が中国が中国が中国が日本┎日本┎日本┎日本┎台所に台所に台所に台所に    

仔メ式カ穀物協会朔腰2012 烝 4 月坤FOOD 2040 東仔施仔昨食碕農昨未来墾

θ日本語χ燦発表し腰日本埼朔腰小家族化腰女性昨労働参加腰家庭埼昨調理燦

察碕珊鷺手伝わ作い若烝世代昨増加腰米国式昨フ仕実旨詞フ実詩やそ昨他昨食

品サ実ビ旨質チェ実ン昨急増削皿三家庭埼昨調理昨崦度歳着実削徹託し続砕崎

採三腰そ昨結果婚日本昨消費者昨食費昨中埼家庭外調理食品へ昨支出歳占薩傘

割合朔腰2010 烝昨 38%栽晒 2040 烝ま埼削朔 70～80%削ま埼拡大際傘碕予想

さ参傘甑恨碕し崎い傘甑さ晒削腰中国埼朔食品産業歳高級化し信嵃埼済傘革新的

作加工食品産業歳構築さ参腰実質的削日本昨瞭所碕作っ崎調理済食品燦大量供

給際傘こ碕削作傘栽雑し参作い碕予測し崎い傘甑 

 

ま冴腰日本昨家庭昨キッチン朔腰食料庫碕他昨場所埼購入し冴食品昨品質燦

消費際傘前削再確認際傘冴薩昨場所碕作三腰料理用コン竺朔察碕珊鷺必要作采

作三腰電気製品朔他昨場所埼調理さ参冴食事昨保管用碕再加熱用昨雑昨坂砕削

作傘碕予測し崎い傘甑 

本烝 2 月 17 日腰総務省朔坤労働力調査θ詳細邊計χ烋成 26 烝θ2014 烝χ

烋均θ）報χ結果墾燦公表し腰2014 烝昨役員燦瞩采邊用者朔 5240 万人θ前烝

比+39 万人χ腰こ昨う阪正規邊用者朔 3278 万人θ同▲16 万人χ腰非正規邊用者

朔 1962 万人θ同+56 万人χ碕作三腰非正規邊用者朔過去最高燦更新し冴甑ま

冴腰非正規邊用者昨割合雑過去最高昨 37.4%θ同+0.7%χ碕作っ冴甑 

男性昨烝代別非正規邊用者昨割合朔腰54 歳以託埼朔若烝層察鷺高采作っ崎

採三腰烝間収入階級別割合埼朔 100～199 万付歳 30.7％碕最雑高采腰次い埼

100 万付未満歳 25.8%碕作三腰烝間収入 200 万付未満歳 56.5%燦占薩崎い傘甑 

 

増え続砕傘非正規邊用者昨動向朔腰将来昨国不消費削大済作影響燦及拶際

懸念歳あ傘甑消費昨動向朔総人口碕療処便所得削皿傘碕考え晒参腰日本朔史琢

例昨作い超高齢質人口減少社会燦迎え腰経済碕所得昨拡大歳期待埼済作い作栽

埼腰更作傘社会保障費ヅ担昨増加歳見込ま参崎い傘甑2035 烝削朔腰今昨 40 歳

以託昨世代歳消費昨中心碕作傘歳腰現役世代 1.7 人埼高齢者 1 人燦支え作采

崎朔作晒作い状況作鷺燦考慮際傘碕腰国不消費昨大幅作縮小朔避砕晒参剤腰経

済歳機能不全削祀傘療能性燦孕珊埼い傘甑 

コラム鰒コラム鰒コラム鰒コラム鰒：：：：2014201420142014 年年年年    非正規非正規非正規非正規雇用者雇用者雇用者雇用者数､数､数､数､過去最高過去最高過去最高過去最高    ～～～～将来へ┎将来へ┎将来へ┎将来へ┎懸念懸念懸念懸念～～～～    
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資料：総務省坤労働力調査θ詳細邊計χ烋成 26 烝θ2014 烝χ烋均θ）報χ結果墾皿三作成 


