
（２）日本食・食文化の普及支援事業 

海外の料理学校における日本食講座の開設、海外主要都市での日本食レストラン

ウィークの実施、海外の外食事業者団体等が主催する見本市への出展等の取組を支

援します。 

補助率：定額 

事業実施主体：民間団体等 

２．日本の食魅力再発見・利用促進事業 １，５１８（－）百万円 

（１）地域の農林水産物の活用促進 

① 食のモデル地域の育成

地域で生産・加工される国産農林水産物・食品の消費拡大を推進するため、「食

のモデル地域」における商品開発、販路開拓、人材育成等を支援します。 

② 地域の取組の全国展開

食のモデル地域等での消費拡大の動きを全国的に拡大するため、商談会の開催や

消費拡大促進フェア等の取組を支援します。 

③ 学校給食における地場食材の利用拡大

現場の創意工夫を生かし、学校給食の食材として地場産農林水産物を安定的に生

産･供給するモデル的な取組を文部科学省と連携しつつ支援します。 

補助率：定額、１／２  

事業実施主体：市町村、協議会、民間団体等 

＜各省との連携＞ 

○ 文部科学省  ・文部科学省のスーパー食育スクール事業において、学校給食

での地場産農林水産物の利用に係る食育効果の検証等を行

い、成果を普及。 

（２）全国レベルでの国産農林水産物・食品の消費拡大 

① 全国的な消費拡大のためのイベントを実施

生産者と消費者、日本と世界の絆を深め、我が国の農林水産業・食品産業、農山

漁村がもつ素晴らしい価値を発信するための様々なイベントを実施します。 

② 食料自給率向上に向けた取組

食料自給率の向上のため、異業種（医療・福祉、観光等）とも連携しつつ国産

農林水産物の消費拡大を図る取組を推進します。 

委託費 

委託先：民間団体等 

お問い合わせ先：   

１、２（２）①について 食料産業局食品小売サービス課外食産業室 

  （０３－６７４４－０４８１） 

２(１)①、②について 生産局穀物課   （０３－３５０２－７９５０） 

２(１)③について  食料産業局産業連携課    （０３－６７４４－１７７９） 

２(２)②について 大臣官房食料安全保障課   （０３－６７４４－２３５２） 
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２－（２）ー②食料自給率向上に向けた取組 

フード・アクション・ニッポン（ＦＡＮ）について 
                    【日本の食魅力再発見・利用促進事業15億円の内数】 

１． 取組概要 

３． 本年度の具体的な取組 

（１） 各種販促ツールが利用可能 

    推進パートナーの皆様にご活用いただける販促 ツールをご用意しております。 

（２） ＦＡＮのロゴが使用可能 
    個別の包装やパッケージ等にも利用できます。 

（３） 公式サイトで推進パートナーの取組を紹介 
      （「発見！地域のアクション」） 

  ①  食料自給率向上に積極的な企業・団体であることを、関心の 

    高い消費者にアピールしています。 

  ②  他の推進パートナーとの連携拡大や新事業展開の手助けとなります。 

 

（１）フード・アクション・ニッポン アワード 

（１）  「フード・アクション・ニッポン（ＦＡＮ）」は、関係者が一体となって

推進する食料自給率向上に向けた取組です。 （Ｈ２０.１０．1発足） 

（２）  現在、農業者、食品製造事業者、流通業者、学校、行政等幅

広い分野の関係者に「推進パートナー」としてご参加いただき、国産

農産物の消費拡大に向けた取組を進めております。 

（３）  平成25年12月31日現在、推進パートナー 7,405社、 

      個人会員87,493人にご参加いただいております。 

 

         ■ロゴ活用例 

（３） 多様な業種との連携 

２．推進パートナーのメリット 

①   食料自給率向上に寄与する企業・団体等 
  の取組みを一般から広く募集し、優れた取

組を表彰するものです。 
 
②  私たちや未来の子供たちが安心しておいし

く食べていける社会の実現を目指します。 
 

③  平成25年度は、全国各地 
から819件の応募があり、 
厳正な審査の結果、計177件の 
取組・活動が受賞しました。 

 

○ 平成20年より、食料自給率の向上を図るため、国産農産物の消費拡大に向けた取組として「フード・アクション・ 
 ニッポン（ＦＡＮ）」を推進。 
○ 「ＦＡＮアワード」、「こくポ」、「多様な業種との連携」による国産農産物の消費拡大への取組を実施。 

（２） 国産応援ポイントプログラム「こくポ」 

 国産農産物の機能性のＰＲや、医療・健
康・福祉・観光等、食品産業以外の分野と
の連携等により、国産農産物の消費拡大を
図ります。 

 地域の優良な農産品等をはじめとした国
産食料品等の普及啓発を図るとともに、国
産食料品等に、抽選で地域特産品が当たる
ポイント「こくポ」を付与し、その購買促進を図
る取組を実施することにより、食料自給率の
向上を図ります。  
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農産物等消費応援事業

【平成26年度概算決定額 ８６（１２６）百万円】

【うち復興庁計上分 ８６（１２６）百万円】

対策のポイント
被災地及び周辺地域で生産・加工された農林水産物・食品の積極的な消費

を推進します。

＜背景／課題＞

・ 農林水産業を基幹産業とする被災地及びその周辺地域の復興のためには、被災地及び

周辺地域で生産された農林水産物・食品が風評に惑わされることなく選択されるよう、

消費者の当該地域の農林水産物・食品に対する信頼を確保する取組が必要です。

・ 農林水産省では、被災地及び周辺地域で生産・加工された農林水産物・食品の積極的

な消費を通じ、被災地の復興を応援する取組である「食べて応援しよう！」を推進して

いますが、被災地及びその周辺地域の復興のためには、引き続き、このような取組を継

続することが必要です。

政策目標

首都圏を中心とした消費地において、本事業により被災地及び

周辺地域の食品を購入した人の割合が概ね１０％向上。

＜主な内容＞

被災地及び周辺地域で生産・加工された農林水産物・食品のＰＲ活動

被災地及び周辺地域で生産・加工された農林水産物・食品が風評に惑わされるこ

となく選択されるよう、消費者の当該農林水産物・食品に対する信頼を確保するた

めの取組をSNS等新たな広報手法も活用してＰＲするとともに、このような取組に賛

同する企業等のネットワークを活用し、官民の連携により民間事業者の被災地応援

フェア等の取組の拡大を図り、当該農林水産物・食品の消費拡大を推進します。

委託費

委託先：民間団体等

［お問い合わせ先：大臣官房食料安全保障課 （０３－６７４４－２３５２）］
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平成26年度 農産物等消費応援事業 

被災地及び周辺地域で生産・加工された食品の積極的な消費を推進します 
（事業実施主体：民間団体等） 

民の取組 
（民間事業者の自主的取組の拡大）  

国の取組 
（被災地産農産物等のPR活動） 

 

・フェア・イベント等との連携 

・連携企業等の新規開拓 

・啓発活動のサポート等 
 

民間事業者への支援 

購買意欲 
の向上 

消費拡大 

購買機会 
の増加 

 
・SNS・雑誌等を活用した広報 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

消費者に向けた広報活動 

連動 

官民連携 
の強化 

左記取組に賛同する企業等のネットワー 
クを活用し、民間事業者の応援フェア等 
の取組を拡大 
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農林水産物の生産・流通の場における食育の推進
【７５０（８０１）百万円】

対策のポイント
食料の生産から消費にわたる各段階を通じて、消費者に健全な食生活の実

践を促す取組や、食や農林水産業への理解を深める活動を支援し、食育を国
民運動として展開します。

＜背景／課題＞
・消費者に対して、日本型食生活をはじめとした健全な食生活の実践を促すとともに、

食や農林水産業への理解を深めるための食育を推進する必要があります。
・「日本再興戦略」において、食育を国民運動として推進するため、農林漁業体験を経

験した国民の割合を５年後に35％とすることを目標として食や農林水産業への理解増
進を図ることとしています。

・また、｢農林水産業・地域の活力創造プラン」において、国内外の需要を取り込むた
めの輸出促進、地産地消、食育等の推進を図ることとしています。

・さらに、ユネスコ無形文化遺産に登録された「和食」の保全のためにも、食育の推進
が重要とされています。

政策目標
・日本型食生活の実践に取り組む人の割合の向上（27年度までに27％）
・農林漁業体験を経験した国民の割合（30年度までに35％）

（日本型食生活とは）
日本の気候風土に適した米を中心に水産物、畜産物、野菜等多様な副食から構成された

栄養バランスが優れた食生活です。

＜主な内容＞

１．フードチェーン食育活動推進事業 ３３３（３７５）百万円
（１）フードチェーン食育モデル事業

消費者に健全な食生活の実践を促す取組や、食や農林水産業への理解を深めるた
めの体験活動などの食育活動を、食品の生産から食卓に至るまでのフードチェーン
を通じて一体的に行う取組を支援します。

（２）フードチェーンを通じた食育指導者キャリアアップ事業
フードチェーンを通じた食育推進の指導者育成のためのキャリアアップ研修を

支援します。
補助率：定額

事業実施主体：民間団体等

２．地域における日本型食生活等の普及促進
（消費・安全対策交付金で実施） ３５２（３５２）百万円

日本型食生活などを普及する食育推進リーダーの育成及び地域のネットワーク作り
並びに地域の食文化の継承等を支援するとともに、食や農林水産業への理解を深める
ため、生産の場において農林漁業者等が播種から収穫までの一連の農作業等の体験の
機会を提供する教育ファーム等を支援します。

交付率：定額（１／２以内）
事業実施主体：都道府県、市町村、農業者団体等

［平成26年度予算の概要］
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３．食育活動の全国展開事業委託費 ６５（７４）百万円
食をめぐる課題の解決に向けた有識者フォーラムの開催及び食育優良活動の表彰

等を行います。また、文部科学省との連携のもと学校教育の場において、教科等と
関連付けた教育ファームのプログラム等を開発するとともに、企業における教育フ
ァームの活用方法を検討すること等により、食育の全国展開を図ります。

委託費
委託先：民間団体等

＜各省との連携＞
○ 文部科学省 ・教育ファームのプログラムの検討については、文部科学省が指

定するスーパー食育スクールと連携

４．農林漁業に関する体験活動の推進
農山漁村地域等における都市住民の受入体制の整備、農林漁業体験プログラムの

開発、交流農園・直売所の整備等による都市と農村の共生・対流や生産者と消費者
との間の交流を促進することにより相互の信頼関係を構築し、国民の食に関する理
解と関心の増進を図ります。
都市農村共生・対流総合対策交付金 ２，１００（１，９５０）百万円の内数
農山漁村活性化プロジェクト支援交付金 ６，５４０（６，２３３）百万円の内数
「農」のある暮らしづくり交付金 ５８０ （５５０）百万円の内数

補助率：定額、１／２等
事業実施主体：都道府県、市町村、地域協議会、農業法人等

（関連対策）

５．地産地消、日本食・食文化の普及、国産農林水産物・食品の消費拡大推進
農林漁業者と多様な事業者が連携して行う地産地消等の取組に必要な施設整備や、

新商品の開発・販路開拓等の取組を支援します。また、日本食・食文化の普及・拡
大に係る取組や、学校給食等における国産農林水産物・食品の消費拡大に向けた取
組を推進します。

６次産業化支援対策 ２，６８０（３，６１５）百万円の内数
日本食・食文化魅力発信プロジェクト ２，６５８（－）百万円の内数

委託費、補助率：定額、２／３以内、１／２以内
委託先、事業実施主体：都道府県、市町村、民間団体等

＜各省との連携＞
○ 文部科学省 ・文部科学省のスーパー食育スクール事業において、学校給食で

の地場産農林水産物の利用に係る食育効果の検証等を行い、成
果を普及

お問い合わせ先：
１～３の事業について

消費・安全局消費者情報官（０３－３５０２－５７２３）
４の都市農村共生・対流総合対策交付金について

農村振興局都市農村交流課（０３－３５０２－５９４６）
４の農山漁村活性化プロジェクト支援交付金について

農村振興局農村整備官（０３－３５０１－０８１４）
４の「農」のある暮らしづくり交付金について

農村振興局都市農村交流課（０３－３５０２－００３３）
５の６次産業化対策について

食料産業局産業連携課（０３－６７４４－１７７９）
５の日本食・食文化魅力発信プロジェクトについて

食料産業局食品小売サービス課外食産業室（０３－６７４４－０４８１）

［平成26年度予算の概要］
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農林水産物の生産・流通の場における食育の推進

【背景と課題】
○ 平成17年度に食育基本法制定
○ 「食育」の認知には一定の成果を上げてき

た一方で、バランスの良い日本型食生活の
実践が課題

○ 消費者に農林水産業の重要性を理解し、
「攻めの農林水産業」のサポーターになって
もらう必要

○ 無形文化遺産に登録された「和食」の保全

【今後の取組】

◎ 健全な食生活の実践を促すとともに、食や農林水産業への理解を醸成するため、食育を国民運動として展開

◆ 食料の生産から消費にわたる各段階を通じ、消費者の日本型食生活の実践を促す取組や、食や農林水産業への理解を
深める活動を支援し、食育を国民運動として展開、国内需要の増大にもつなげる。

◆ フードチェーンを通じた食育活動の取組や、各年代の国民の参加を促すため企業の参加の推進を強化。

日本再興戦略（平成25年６月14日閣議決定）（抜粋）

食育を国民運動として推進するため、農林漁業体
験を経験した国民の割合を５年後に35％とすること
を目標として食や農林水産業への理解増進を図る

各地における食育活動の支援 食育活動の全国展開

フードチェーンを通じた
食育活動を支援

地域に根ざした
実践的取組を支援

・食育推進リーダーの育成
・地域でのネットワーク作り
・地域の食文化の継承

教育ファームの推進

食育推進リーダーの育成

・教育ファーム等農林漁業
体験の機会の提供

フードチェーンを通じた食育の推進

幅広い関係者による食育運動の展開

・有識者フォーラム
・HP等を通じた情報発信

・教育ファームに対する企業の
ニーズの調査・分析

・教科等と関連付けた農林漁業
者、学校関係者など指導者向
けのプログラムの作成

優良事例の顕彰・紹介

企業

メディア
関係者

消費者

・優良な食育活動の農林水産大臣表彰

教育ファームのプログラムの充実

農林漁業者

・食品の生産、製造・加工、調理、流
通、消費の各段階（フードチェーン）
を通じて一体的に食育活動を行う
モデル事業の実施

・フードチェーンを通じた食育推進の
指導者育成のためのキャリアアッ
プ研修の開催

農林水産業・地域の活力創造プラン

（平成25年12月10日農林水産業・地域の活力創造本部決定）（抜粋）

Ⅲ施策の展開方向
学校給食、地産地消、食育等を通じた国内需要の増大
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６次産業化等による農林水産物・食品の
高付加価値化等の推進

【３，１１６（３，６１５）百万円】

対策のポイント
農山漁村の所得や雇用の増大を図るため、農林漁業成長産業化ファンドを本格展

開するとともに、医福食農連携など多様な異業種との連携強化による６次産業化の

取組等を支援します。

＜背景／課題＞

・農山漁村の所得や雇用の増大を図るためには、地域の農林水産物や資源を活用した６

次産業化、農商工連携、地産地消の取組を推進することが必要です。

・「日本再興戦略」においても、農林水産業を成長産業にする重要施策として６次産業

化の推進が位置づけられているところです。

・このため、農林漁業成長産業化ファンドによる出資や、医福食農連携など農林漁業者

と多業種の事業者とのネットワーク形成、これらの者のサポート体制の構築等を支援

します。

政策目標
６次産業の市場規模の拡大

（約１兆円（22年度） → ３兆円（27年度） → 10兆円（32年度））

＜主な内容＞

１．農林漁業成長産業化ファンドの本格展開 （財投資金）１５，０００百万円
（株）農林漁業成長産業化支援機構を通じ、生産・流通・加工等の産業間が連携

した取組について、資本の提供と経営支援を一体的に実施します。（出資契約等に必

要な政府保証枠として財投資金とは別に３５０億円を措置）

（事業実施主体：（株）農林漁業成長産業化支援機構）

２．６次産業化支援対策 ２，６８０（３，６１５）百万円

（１）６次産業化ネットワーク活動交付金
地域の創意工夫により、農林漁業者と食品事業者・流通業者等の多様な事業者

がネットワークを構築して行う６次産業化等の取組を推進するため、都道府県段

階で６次産業化プランナー等を配置し、農林漁業者等による新商品開発・販路開

拓、六次産業化・地産地消法等の認定者による施設整備等を支援します。

交付率：都道府県への交付率は定額（事業実施主体へは定額、２／３以内、１／２以内）

事業実施主体：都道府県、市町村、民間団体等

［平成26年度予算の概要］
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［平成26年度予算の概要］

（２）６次産業化の支援体制等の構築［新規］
６次産業化に取り組む農林漁業者等を全国的な視点からサポートするため、６

次産業化中央サポートセンターを設置するとともに、情報交換会やセミナー等の

開催、事例情報の収集・提供等を行います。

また、多様な分野に精通し、新たな６次産業化ビジネスを自ら創出する人材の

育成を行います。

委託費、補助率：定額

委託先、事業実施主体：民間団体等

３．医福食農連携の推進［新規］ ４３５（－）百万円

（１）医福食農連携コンソーシアム整備等支援［新規］ ４０５（－）百万円
医学・農学等の関係者や食品産業事業者等による医福食農連携に関するコンソ

ーシアムが、食と健康の因果関係を科学的に調査・分析するための取組等を支援

します。

補助率：定額、１／２以内

事業実施主体：民間団体等

（２）介護食品普及支援［新規］ ３０（－）百万円
介護食品を広く国民に普及させるためのシンポジウムの開催や、地域の関係者

が連携した介護食品の提供システムの構築等に向けた取組を支援します。

補助率：定額、１／２以内

事業実施主体：民間団体等

（関連対策）

４．学校給食における地産地消の推進［新規］

日本の食魅力再発見・利用促進事業[新規] １，５１８（－）百万円の内数
学校給食における地場産農林水産物の利用拡大及び定着に向けて、学校給食の食

材として地場産農林水産物を安定的に生産・供給するモデル的な取組を文部科学省

と連携しつつ支援します。

補助率：定額

事業実施主体：市町村、民間団体等

＜各省との連携＞

○文部科学省 ・文部科学省のスーパー食育スクール事業において、学校給食

での地場産農林水産物の利用に係る食育効果の検証等を行

い、成果を普及

お問い合わせ先：

１、２、４の事業 食料産業局産業連携課 （０３－６７３８－６４７３）

３の（１）の事業 食料産業局食品小売サービス課外食産業室

（０３－３５０２－８２６７）

３の（２）の事業 食料産業局食品製造卸売課

（０３－６７４４－２２４９）
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