
９手段－1 

　農林漁業者等による農林漁業の六次産業
化を促進するため、農林漁業者等が農林水
産物等の生産及びその加工又は販売を一
体的に行う取組に関する計画並びに当該取
組に資する研究開発及びその成果の利用
に関する計画に対して認定を行い、これら
の計画の実施に必要な金融その他の支援
措置を講ずる

中小企業者と農林漁業者との連携によ
る事業活動の促進に関する法律（農商
工等連携促進法）

未来を切り拓く６次産業創出総合対策
（地産地消・販路拡大・価値向上）のう
ち農商工等連携支援

・植物新品種の品種登録に係る平均審査期
間：2.52年（22年度実績）

地域資源を活用した農林漁業者等に
よる新事業の創出等及び地域の農林
水産物の利用促進に関する法律(六次
産業化法)
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種苗法

①
農村地域における雇用と所
得の確保

　中小企業の経営の向上及び農林漁業経
営の改善を図るため、農林漁業者と食品産
業等の中小企業者の連携による新事業の
展開を支援

・農商工等連携事業の計画認定数：434件
（23年３月31日現在）

―

638

　農商工連携の本格的な事業化を促進する
ため、農林漁業者と食品事業者が安定的な
取引関係を確立して行う食品の加工・販売
施設や農林漁業用機械施設の整備等を支
援

施策 目標

平成22年度に実施した政策（政策手段シート）

政策分野名 ９．農業・農村における6次産業化の推進

施策名・目標

政策手段

未来を切り拓く６次産業創出総合対策
（地産地消・販路拡大・価値向上）のう
ち農商工等連携促進施設整備支援

政策手段の内容
予算執行額（百万円）
＜減収額（百万円）＞

予算額（百万円）
＜減収見込額（百万円）＞

実績

　農商工連携の一層の推進のため、専門的
なアドバイスを行うコーディネーターの活
動、様々な異業種とも連携した新商品開発
や販路拡大等の取組に対して支援

　新品種の保護のための品種登録に関する
制度、指定種苗の表示に関する規制等につ
いて定めることにより、品種の育成の振興と
種苗の流通の適正化を図る

752

―

　六次産業化法が23年３月１日に施行され、
事業計画の認定受付を開始した。23年５月
～６月に第１回認定（総合化事業計画：244
件、研究開発・成果利用事業計画：１件）を
実施した。

―

915

　国産農林水産物を活用した商品の商談会
の開催(５回）や新商品の開発に必要な試作
やパッケージデザイン設計（63品目）等を支
援した。

　食品事業者等に対し、新商品等の事業化
のための食品加工や農業生産機械・施設等
の整備（事業実施34地区）を支援した。688



９手段－2 

施策 目標

施策名・目標

政策手段 政策手段の内容
予算執行額（百万円）
＜減収額（百万円）＞

予算額（百万円）
＜減収見込額（百万円）＞

実績

　我が国地名等の海外商標出願問題対応、
野菜の温暖化対応品種の開発、農林水産
業の現場における知的財産を活用するため
の情報収集、発信、活用手法の開発

　地域経済を活性化するため、地域の資源
である「食」を核とした地域興しの取組を支
援

地域ブランド化・新需要創造支援事業

　農林水産物・食品地域ブランド化に対する
取組を支援
　公的試験研究機関、民間企業が開発した
新品種･新技術や地域特産物の機能性を活
用した新食品・新素材の事業化を推進

　地域ブランド化に取り組む35地区地域に
対して、プロデューサーの招へい等を支援
するとともに、地域ブランド協議会の運営に
よる情報発信や、地域ブランドの効果を調
査・分析し、ガイドラインの作成を行う取組を
支援した。
　また、新食品･新素材の事業化の推進のた
め、研究機関・産地・企業による事業化体制
の構築や事業化環境の整備(５課題)、原料
農産物の安定生産へ向けた技術実証等(１
地区)に対して支援を実施した。

　海外における農林水産物・食品の模倣品・
偽装品の状況調査、農林水産分野における
知的財産を活用するための調査、情報提
供、温暖化に対応した野菜の新品種の開発
を行った。（コンソーシアム事業：４カ国８都
市で現地調査を実施した結果、日本産農林
水産品の模倣が疑われる商品を17事例発
見した。温暖化対応品種の開発について７
課題実施中。）

260

88

86

６次産業化推進人材育成事業
　農林漁業者等による農山漁村の６次産業
化を推進するため、６次産業化に取り組む
農林漁業者等をサポートする人材を育成

農林水産知的財産戦略総合推進事業

50

131

121

未来を切り拓く６次産業創出総合対策
（地産地消・販路拡大・価値向上）のう
ち農業主導型６次産業化整備事業

食を核とした地域活性化支援事業

185

315 　農業法人等の経営の６次産業化を図るた
め、農畜産物加工施設等、当該取組に必要
な機械・施設の整備等への支援を９団体に
対して実施した。

　農業法人等が農業生産のみならず、加
工・流通・販売など、農業サイド主導の経営
の６次産業化に取り組む場合に必要な加工
機械の導入や販売施設の整備等を支援

165

47

　国産農林水産物を活用した新商品・メ
ニュー等の開発とともに販路拡大のための
交流会を全国１3地区で開催した。

　６次産業化に関する専門的知識を取得さ
せる実務研修及び民間企業や農林漁業者
等のもとで学ぶ実地研修会を10カ所で開催
した。



９手段－3 

施策 目標

施策名・目標

政策手段 政策手段の内容
予算執行額（百万円）
＜減収額（百万円）＞

予算額（百万円）
＜減収見込額（百万円）＞

実績

　地域の食材を活用した特徴ある料理等に
ついて、地域団体商標、意匠等知的財産権
の取得を目指す取組を支援

食文化活用・創造事業

57

　輸出先国の各種基準への対応の検討・取
得、海外市場調査、海外試験輸送、輸出新
産品の試作の取組等を総合的に支援すると
ともに、海外の有望市場において輸出志向
のある農林漁業者等と現地需要者とのマッ
チングの場を設定する事業者の取組を支援

輸出総合支援事業

53

東アジア植物品種保護基盤等強化事
業

　我が国の種苗の権利が保護されるよう、東
アジア各国の制度整備を促進

95

526

　食文化を活用している先進事例調査を行
うとともに地域で生産された農林水産物を活
用した創作料理の開発を行った。また、地域
食文化をＰＲするため地域食文化の発信店
をマッピング・紹介するとともに料理講習会
等を16地区で行った。

　「東アジア植物品種保護フォーラム」を活
用し、東アジア地域において技術協力・人
材育成等や審査先進国における審査技術
等を解説した研修教材の作成・配布を行っ
た。(研修及びセミナー13回開催）また、ミャ
ンマー及びマレーシアにおいて植物品種保
護制度の実態を把握するための調査を実施
した。さらに、審査に必要な植物種類ごとの
主要な特性を整理し、審査基準案の作成（７
件）や登録された品種の植物体の一部及び
ＤＮＡの標本保存（1,013点）を行った。

85

　農林水産物・食品に関して、輸出拡大が
期待される品目について、明確な輸出目標
を設定し、戦略的に輸出に取り組む事業体
が行う海外における流通状況等の市場開拓
調査や商談会・試食会の開催等の販売促
進活動等の輸出拡大プロジェクト（49事業）
を実施する取組に対して支援を行った。
　また、日本産農林水産物・食品の海外向
け商流拡大のため、輸出志向のある農林漁
業者等 と現地需要者（輸入業者、卸売業
者、小売業者等）とのマッチングの場を海外
都市において設定し（16商談会）、現地市場
への販売促進を図る事業者の取組に対して
支援を行った。

370



９手段－4 

施策 目標

施策名・目標

政策手段 政策手段の内容
予算執行額（百万円）
＜減収額（百万円）＞

予算額（百万円）
＜減収見込額（百万円）＞

実績

　海外で開催される農林水産物・食品の見
本市にジャパンパビリオンを設置（６都市９
国際見本市）するとともに、出展者の商談成
約を支援するためのバイヤー誘致、商談ア
レンジ、広報活動（試食イベント等を含む）
等を行うことにより、出展者と現地需用者との
ビジネスネットワークを構築した。
　また、新興市場に日本産農林水産物・食
品の販売拠点を設置し、その美味しさ・品質
の高さ等を現地需要者に対して継続的に訴
求（４都市）した。

277

　海外バイヤー等が参加する国内での展
示・商談会等を全国10カ所で開催すること
により、輸出に意欲ある農林漁業者等に対
する支援体制を構築した。72

　輸出を実施している、あるいは輸出を想定
している農産物のオリジナル品種を保護す
る環境を整備するため、リンドウ、スイカ、エ
ダマメ等のDNA品種識別技術の開発を行う
７事業者に対して支援を実施した。

38

地域輸出実践者ネットワーク構築事業

品種保護に向けたＤＮＡ品種識別技術
確立

　輸出の課題に対して高い知見・ノウハウを
有する者のネットワークを活用し、 輸出を実
践する農林漁業者等の人材を育成

75

　海外における国際見本市におけるジャパ
ンパビリオンの設置、海外高級百貨店等に
おける販売拠点の設置により、農林漁業者
等のビジネスネットワーク構築を支援

266

海外ビジネスネットワーク構築事業

海外外食事業者向け日本産食材輸出
促進事業

　海外外食事業者等に向けた日本産食材
の輸出促進のための取組を支援

132

農林水産物等輸出課題解決対策
　輸出に取り組む産地が直面する共通の課
題を解決するための取組について支援し、
農林水産物・食品の輸出を着実に促進

118

93

　我が国の輸出農産物を適切に保護するた
め、ＤＮＡ品種識別技術の確立を推進

40

　海外で開催された外食事業者が主催する
商談会にジャパン・パビリオンを設置（１都
市）し、マッチングの場を提供したほか、海
外の都市単位で日本食材を使用したメ
ニュー提案や日本食セミナー等を開催（10
都市）することにより、海外外食事業者と国
内の生産者・食品事業者等が連携して行う
共同調達につなげる取組を支援した。

132

　輸出に取り組む産地や事業者等が直面し
ている課題について関係者の知見・経験を
活かした調査・研究を行い、解決策を特定
するとともに、その解決策を実践に向け広く
普及するための事業者の取組(９課題）を支
援することにより、我が国農林水産物・食品
の輸出ビジネスの伸長を図った。



９手段－5 

施策 目標

施策名・目標

政策手段 政策手段の内容
予算執行額（百万円）
＜減収額（百万円）＞

予算額（百万円）
＜減収見込額（百万円）＞

実績

91

　国内において海外の有力バイヤー等との
展示・商談の場を提供し、有力な輸出産品
の発掘と輸出に向けた取組（１カ所）を実施
した。
また、海外の主要国で開催される国際見本
市にジャパン・パビリオンを設置（２都市）し
た。
さらに、新興市場に日本産農林水産物・食
品の販売拠点を設置し、その美味しさ・品質
の高さ等を現地需要者に対して継続的に訴
求（１都市）した。

100

農林水産物等輸出促進緊急対策事業

　農林水産物等の輸出促進のため、国内及
び海外の見本市等において、農林漁業者
等とバイヤーとの展示・商談の場の提供等を
実施

ニッポン・食品フロンティア開拓事業
　「WASHOKU-Try Japan's Good Food」事
業の実施により、日本食・日本食材や日本
食文化を普及

22

22

　独立行政法人種苗管理センターが、法律
に基づき行う業務（①植物新品種の登録に
必要な栽培試験及び育成者権の侵害対
策、②農作物の種苗の検査、③ばれいしょ
及びさとうきびの原原種の生産、配布等）の
実施に必要な運営費交付金及び施設整備
費を交付

2,824

2,822

独立行政法人種苗管理センターの運
営に要する経費

　輸出の拡大が期待される国・地域の在外
公館が主催する会食等で、オピニオンリー
ダー等に対し旬の高品質な日本食材を用い
た日本料理を提供する「WASHOKU-Try
Japan's Good Food」事業を実施した（８カ国
10事業）。

　農林水産大臣が定める中期目標を達成す
るため、22年度計画を着実に実施した。
（主な実施内容）
・農林水産大臣より通知した全ての出願品
種（727点）について、栽培試験を実施。
・育成者権侵害の相談等に対して全国的に
機動的な対応を行うため、品種保護Gメンを
新たに２名発令し、全国７農場20名体制に
整備。
・農林水産大臣指示に基づき、3026点の指
定種苗の集取、15,820点の表示検査を実
施。
・道県の需要に即し、ばれいしょ原原種
66,007袋（20kg）、さとうきび原原種　2,210
千本を配布。



９手段－6 

施策 目標

施策名・目標

政策手段 政策手段の内容
予算執行額（百万円）
＜減収額（百万円）＞

予算額（百万円）
＜減収見込額（百万円）＞

実績

　卸売市場における現地調査等を実施し、
コールドチェーンシステム導入に当たっての
指針を作成した。また、卸売市場関係事業
者に対するブロック説明会を実施した。（８カ
所で説明会開催）

　９事業者に対し、低温保管倉庫、卸売場の
低温化に必要な設備・機器のリース方式に
よる導入について支援を実施した。

食品流通効率化・高度化支援事業のう
ち一貫したコールドチェーン体制の整
備

18

23

　食品リサイクルループの構築、食品ロス削
減及び温室効果ガス排出削減等に向けた
具体的取組の検討を行うとともに、フードバ
ンク活動の推進、食品廃棄物の新規利用の
ための技術改良等を推進

204

・食品廃棄物の肥飼料化設備の導入：５件
・食品廃棄物の有効利用のための技術改
良：２課題
・研修会：29回（食品廃棄物発生抑制６回、
CO2排出削減９回、容器包装コンプライアン
ス17回）

　電子タグの食料品等に係る取組事例（26
件）について、ヒアリング・文献調査を行い、
青果物流通における導入上の課題整理や
導入可能性について検討を行い、産地での
導入メリットも含めた取りまとめ等を実施し、
報告書を作成・配布した。

　卸売市場においてコールドチェーン体制
を確保するため、リース方式による設備・機
器の導入の取組を支援

　海外情報の共有化、アジア市場展開上の
課題解決のための取組や、市場動向調査
等の海外進出可能性調査の実施した。ま
た、海外進出企業の事業活動円滑化のた
めの取組や食品規格基準・残留農薬基準
等の分析方法調査を実施した。
　これらの事業を実施するため、13事業者に
対し交付決定済み。

9

235

　食品流通の効率化等に係る事例の調査
や、その成果のとりまとめを通じて、食品流
通の効率化等を推進する方策を検討

9

食品流通効率化・高度化支援事業のう
ち食品流通高度化推進調査

東アジア食品産業海外展開支援事業

食品流通効率化・高度化支援事業のう
ち食品流通効率化・高度化推進

農山漁村６次産業化対策のうち食品産
業環境対策支援事業

23

　卸売市場における現地調査等を通じ、導
入効果の分析と課題整理課題整理を行った
上で、品質管理システムを導入していくに当
たっての指針を作成

　我が国食品産業の投資・事業展開を促進
するため、アジア各国の食品・投資関連法
規制や原料農産物の調達等に関する情報
収集・提供、国内の食品技術を現地に適用
する際の技術改良等の取組を支援

188

18

330



９手段－7 

施策 目標

施策名・目標

政策手段 政策手段の内容
予算執行額（百万円）
＜減収額（百万円）＞

予算額（百万円）
＜減収見込額（百万円）＞

実績

(1)【共同配送】卸売市場の仲卸業者を中心
とした共同配送、共同保管等の取組につい
て、全国の中央・地方市場（82市場）の仲卸
組合を対象に、アンケート・現地事例調査を
実施し、輸配送効率化のための共同の取組
を推進する上での課題整理等を実施し、報
告書を作成・配布した。
(2)【包装・荷役】我が国生鮮品流通の大宗
を占める卸売市場流通を前提とした通い容
器の導入について、全国の中央・地方市場
（71市場）の卸売業者等を対象に、品目別
の利用実態や管理回収の手法等について
調査し、フードチェーン全体としての導入を
推進する上での課題整理等を実施し、報告
書を作成・配布した。
(3)【農業者所得向上】大都市近郊の直売
所、インショップ産直コーナー等について、
各種調査データ収集、消費者アンケート、
生産者ヒアリング等を行い、運営上の課題、
農業者の流通・販売コスト等を調査し、農業
者所得向上へ向けた販売方法ごとの課題
や農業者のメリット・デメリットについて整理
し、調査結果の公表、報告書の配布等を実
施した。

33

　バーコードや電子商取引システム、その他
の流通情報インフラ技術の活用実態や新た
な活用ニーズ等について、製・配・販の各段
階の事業者を対象とした、ヒアリング調査(21
企業）やアンケート調査（140企業)を行い、
フードチェーンの各段階の事業者が、加工
食品の商品管理の更なる効率化を図る上で
の課題の整理、課題解決方策等を取りまと
め、報告書を配布した。

　フードチェーンの各段階における関係者
が連携して行う輸送行程の効率化や包装・
荷役作業の効率化などの取組について調
査・検討

　加工食品のフードチェーンの各段階にお
ける事業者の流通情報インフラの活用実態
やニーズについて調査し、商品管理の更な
る効率化を推進する手法を検討

食品流通効率化・高度化支援事業のう
ち食品流通効率化推進調査

食品流通効率化・高度化支援事業のう
ち次世代流通情報インフラ調査

36

88

86



９手段－8 

施策 目標

施策名・目標

政策手段 政策手段の内容
予算執行額（百万円）
＜減収額（百万円）＞

予算額（百万円）
＜減収見込額（百万円）＞

実績

【食品企業信頼確保対策支援事業】
　企業行動規範の策定等、食品関係事業者
の信頼性向上に向けた取組の参考となるよ
うな内容で研修会を開催した。（啓発研修会
25回、実務者研修会30回、トップマネジメン
ト実践研修会10回）

【食品産業表示推進支援事業】
　「食」への信頼確保に向け、企業担当者を
原産地表示アドバイザーとして育成するた
めの研修会等を開催した。（原産地表示アド
バイザー育成研修会３回、事業者・消費者
等との意見交換会を３回開催)

135

194

地域商店街等活性化支援事業

135

　食品製造事業者のＨＡＣＣＰ手法の導入
の加速化及び一般的衛生管理の徹底を図
るための研修や専門家による助言・指導体
制の構築等を支援

　地域の食料品小売店の機能の維持・強化
を図るため、過去に実施した事業（食品小売
機能高度化促進事業、食品小売業コスト縮
減・機能強化構造改善事業、食品流通高付
加価値モデル推進事業及び地域流通モデ
ル構築支援事業（商店街活性化タイプ））の
取組実態調査及び、他の先進事例・消費者
意識調査を実施した。

　低コスト導入手法を構築し普及する取組
や、人材育成に係るＨＡＣＣＰ責任者・指導
者養成研修を全国21カ所で開催。また、一
般衛生管理の徹底を図るための研修等を全
国２カ所で開催するとともに、零細な食品製
造事業者向けの従業員教育ツールを作成
するなど、ＨＡＣＣＰ手法の導入促進に寄与
した。

　食品事業者のコンプライアンスの徹底等を
通じ、食品業界に対する消費者の信頼確保
を図る

14

14

184

　地域の食料品小売店の機能の維持・強化
を図るため、食品販売機能の強化や付加価
値の創出に係る事例の調査を実施

食品産業信頼性向上対策支援事業

食品産業品質管理向上推進事業費



９手段－9 

施策 目標

施策名・目標

政策手段 政策手段の内容
予算執行額（百万円）
＜減収額（百万円）＞

予算額（百万円）
＜減収見込額（百万円）＞

実績

　食品事業者等が都道府県の行政界を越
えて行う、広域的な食品廃棄物等バイオマ
スの利活用推進の取組（３件）に対し支援を
実施した。21

（
２

）
農
村
に
由
来
す
る
資
源
の
活
用
促
進

①
農村に由来する資源を活用
した新産業の創出

６次産業化に係る資金

　農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材
料としての利用を促進するため、原材料生
産者と燃料製造業者が連携した取組に関す
る計画及び研究開発に関する計画を国が
認定する制度を創設するとともに、これら計
画の実施に対し支援

＜29＞

　地域における総合的なバイオマスの利活
用を推進するため、バイオマスタウン構想策
定支援（17地区）、構想実現のための総合
的な利活用システムの構築支援（36地区）、
バイオマス利活用施設の整備（41地区）に
対する支援を実施した。

　農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材
料としての利用を促進するため、原材料生
産者と燃料製造業者が連携した取組に関す
る生産製造連携事業計画として２計画（特定
バイオ燃料種：エタノール）を認定した。

・中小企業者と農林漁業者との連携による
事業活動に必要な設備及び長期運転資金
融資実績：58件　1,063百万円
・共同利用施設
融資実績：なし

―

23
　食品廃棄物等バイオマスの発生から利用
までを広域的に利活用する取組等を支援

＜1＞

3,972

―

4,858

―

―

　６次産業化等に取り組む主業農家に対し
て、生産・加工・販売分野のチャレンジ性の
ある取組に必要な無利子の農業改良資金
を融通する。農林水産物の生産・流通・加工
又は販売に必要な共同利用の取得等に対
する金融措置
（（株）日本政策金融公庫（農林水産事業））

地域バイオマス利活用交付金

―

融資実績無し。

農林漁業有機物資源のバイオ燃料の
原材料としての利用の促進に関する法
律

広域連携等バイオマス利活用推進事
業

農商工等連携促進法に係る資金

　中小企業者と農林漁業者との連携による
事業活動に必要な設備及び長期運転資金
や、農林水産物の生産、流通、加工又は販
売に必要な共同利用施設の取得等に対す
る金融措置（（株）日本政策金融公庫（中小
企業事業等））

農商工等連携促進法に係る特例措置
・事業基盤強化設備を取得した場合の
特別償却又は特別税額控除制度
［所得税・法人税：租税特別措法第10
条の4、第42条の7、第68条の12］

　農商工等連携促進法の認定計画に基づ
き取得する機械装置等の取得価格の30％
の特別償却又は７％の税額控除

　農山漁村地域における総合的なバイオマ
スの利活用を支援

　中小企業の経営を向上させるための設備
投資促進に寄与した。
（適用件数１件）



９手段－10 

施策 目標

施策名・目標

政策手段 政策手段の内容
予算執行額（百万円）
＜減収額（百万円）＞

予算額（百万円）
＜減収見込額（百万円）＞

実績

91

126

　農村地域に適した小規模なバイオマス変
換システムに関する技術の普及やバイオマ
ス利活用地区への技術支援情報を整理し、
今後の地区支援のあり方について提案を
行った。

24

8

3,304

149

129

　国産バイオ燃料の生産を促進するため、
原料の調達、燃料の製造・供給までを地域
一体となって行う取組を支援

　バイオマス利活用関係者に対し、バイオマ
スの必要性や意義等を周知し意識改革を展
開するとともに、新たな原料確保に向け、第
二世代バイオ燃料の原料としての農林水産
物等の利用可能性調査を実施

　農村地域におけるバイオマス利活用技術
の導入等を強化する取組等を支援すること
により、農村地域のバイオマス利活用を推進

154

　全国26地区において原料の調達、燃料の
製造・供給まで地域一体となった実証事業
を実施した。全国26地区合わせて約
24,600kLのバイオ燃料を製造し、製造効率
等の向上に向けた課題を抽出するとともに、
製造過程で発生する副産物の有効利用を
図るための実証を実施した。

　「緑と水の環境技術革命総合戦略」の重点
分野に定められた有望技術について、16件
の事業化可能性調査を実施した。

　23年２月「緑と水の環境技術革命総合戦
略」として戦略推進に向けた基本方針と特に
重点的に支援すべき６分野を公表した。

　国産バイオ燃料等の利用促進に向け、普
及啓発及びバイオマス利活用コーディネー
ター養成を実施（31名養成）するとともに、全
国９地域で資源利用可能性調査を実施し
た。

97

　バイオ燃料利用推進対策セミナーの開
催、市町村バイオマス活用推進計画の検証
手法の検討等を実施した。（参加者数200
名）

バイオ燃料地域利用モデル実証事業

6

2,461

　「緑と水の環境技術革命総合戦略」に基づ
き、事業化可能性の調査・分析に係る取組
を支援

緑と水の環境技術革命総合戦略策定
事業

　「緑と水の環境技術革命総合戦略」におけ
る農山漁村・農林水産業等の資源と他産業
の革新的技術との連携により、農山漁村に
新たな産業を創出することを目的とした総合
戦略の策定及び改定のための技術・市場規
模等の調査・分析を実施

緑と水の環境技術革命プロジェクト事
業

バイオマス利活用加速化事業

バイオマス利活用推進支援事業

　バイオマスタウン構想の実現に向けた取組
みの加速化や「バイオマス活用推進計画」
の円滑な策定等に資する調査や検討等を
実施

バイオマス資源活用促進事業

24



９手段－11 

施策 目標

施策名・目標

政策手段 政策手段の内容
予算執行額（百万円）
＜減収額（百万円）＞

予算額（百万円）
＜減収見込額（百万円）＞

実績

38

新事業創出人材育成事業

　農林水産業・農山漁村に由来する資源の
画期的な活用方法の創造や未利用資源を
活用し、食品・医療・素材・エネルギー等、
新たな付加価値を創造した新事業の創出に
携わる人材を育成するためのプログラム開
発等を実施

1,548
　農業用水に包蔵する小水力発電など農村
地域に豊富に賦存する地域資源利活用の
ため、地方公共団体、民間団体、農業協同
組合、地域協議会等45団体を対象として、
再生可能エネルギー供給施設整備にあたり
必要となる調査設計や協議手続等を支援し
た。

　新事業の創出に携わる人材を育成するた
めの人材育成プログラムのうち２科目を作成
した。
　受講生として農林漁業関係者、企業関係
者、地方公共団体関係者等のほか、将来的
に地域で新事業の創出分野での活躍が期
待される者（農学系、工学系、ビジネス系
等）を募集し、32名を対象に、開発したプロ
グラムの実証講義を実施した。

38

　自治体が農山漁村地域ニーズにあった計
画を自ら策定し、農業農村、森林、水産各
分野における公共事業を自由に選択し、総
合的、一体的な整備を支援

　２地区について、小水力、太陽光といった
再生可能エネルギー供給施設の整備を支
援した。

921

986

農山漁村地域整備交付金

農山漁村活性化プロジェクト支援交付
金

　農山漁村活性化法に基づき市町村等が
作成した定住・交流促進のための活性化計
画の実現に必要な施設整備を中心とした総
合的取組を支援

31,579の内数

29,662の内数

182,129の内数 　農山漁村地域の総合的な整備を実施（47
都道府県）し、農村に由来する資源の活用
に寄与した。108,241の内数

農村地域資源等利活用支援事業

　農業用水に包蔵する小水力など農村地域
に豊富に賦存する地域資源の利活用を推
進するため、農業用水を活用した小水力発
電等再生可能エネルギーの導入に当たって
必要となる調査設計等を支援

ソフトセルロース利活用技術確立事業

　稲わら等のソフトセルロース系原料から効
率的にバイオ燃料を製造するために、原料
の収集・運搬からバイオ燃料製造・利用まで
一貫した技術実証や、技術実証の評価等へ
の取組を支援

948
　全国４地区において原料の収集・運搬から
バイオ燃料製造・利用まで一貫した技術実
証を実施。効率的にバイオ燃料を製造する
ために、収集・運搬におけるコスト削減方法
の検討や、製造効率向上のための各製造
工程における改善等を図るための実証を実
施した。



９手段－12 

施策 目標

施策名・目標

政策手段 政策手段の内容
予算執行額（百万円）
＜減収額（百万円）＞

予算額（百万円）
＜減収見込額（百万円）＞

実績

195

＜19,500＞

そ
の
他

（
３

）

その他

農山漁村６次産業化対策共通経費 ― －

195

　本特例措置により、エネルギー需給構造
改革推進装置の導入に際し、負担軽減と
なった。
　なお、21年度における装置の導入実績は
14件であった。（課税時期が翌年度となるた
め、22年度の課税実績の把握は23年度中）

・設備の導入実績：２件
エネルギー需給構造改革推進税制（バ
イオマスエタノール製造設備）［所得
税・法人税］

　青色申告書を提出する個人又は法人が、
エネルギー需給構造改革推進設備を取得
し、事業の用に供した場合、取得額の30％
の特別償却又は取得価格の７％の税額控
除（中小企業者等に限る。）が適用される。 ＜176＞

・適用数量：37万ｋｌ
　（経済産業省調べ）

＜176＞

　農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材
料としての利用の促進に関する法律に基づ
き、認定製造連携事業計画に従ってバイオ
燃料製造設備を新設した場合、固定資産税
の課税標準を３年間１／２に軽減

エネルギー需給構造改革推進税制
（木質バイオマス利用加温装置）［所得
税・法人税］

　青色申告書を提出する個人又は法人が、
エネルギー需給構造改革推進装置を取得
し、事業の用に供した場合、取得価額の
30％の特別償却又は取得価格の７％の税
額控除の適用が認められる。

＜26＞

―

農林漁業有機物資源のバイオ燃料の
原材料としての利用の促進に関する法
律に基づくバイオ燃料製造設備（エタ
ノール、ディーゼル、ガス、木質ペレット
の各製造設備）に係る固定資産税の課
税標準の特例［固定資産税：地方税法
附則第15条第42項］

＜31＞

＜35＞

・設備の導入実績：６件

＜19,500＞

　揮発油特定加工業者又は揮発油生産業
者が製造したバイオエタノール等揮発油を、
その製造場から移出する場合には、バイオ
エタノール等揮発油の数量からその製造に
使用されたバイオエタノール等に含まれるエ
タノールの数量に相当する分を控除し、そ
の控除後の数量を当該製造場から移出した
バイオエタノール等揮発油の数量とみなす。

バイオエタノール等発揮油に係る課税
標準の特例［揮発油税・地方揮発油
税：租税特別措置法第88条の７］
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