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○先進的な技術を活用した農林水産物の高付加価値化や 生産・加工・販売の一体化等により 農山漁

地域資源を活用した農山漁村の６次産業化のための連携①

○先進的な技術を活用した農林水産物の高付加価値化や、生産・加工・販売の一体化等により、農山漁
村に存在する資源を産業化に結び付け、地域ビジネスの展開と新たな業態の創出を促す。

将来ビジョン

農林水産物の新
たな付加価値を
創出し 所得や・コーディネーター等専門家によるサポート・機能性に富む

・米粉用品種

創出し、所得や
雇用を確保

・コ ディネ タ 等専門家によるサポ ト・機能性に富む
かんきつ

農山漁村の
活性化

・大学等研究機関の研究開発
の推進及びその研究成果を活
用した機能性に富む農林水産

・農山漁村の資源を活用
した食品、医療用素材や
繊維等の商品生産、販・生産者等の関係者による地域

・関係府省への事業計画、許認可申請手
続き

・遺伝子組換えカイコ

用した機能性に富む農林水産
物の発掘

繊維等の商品生産、販
売

・生産者等の関係者による地域
ネットワークづくり

（６次産業化に向けた取組事例）

小麦生産者 地元行政
①麦わらぼうしの会 ②ホームオブマザーズ
・小麦生産者、ＪＡ、地元行政、
２次加工業者、流通業者の他、
サポーターとなる消費者が連
携し、結成。

・宇畑牧場（千葉県旭市）が
事業多角化のため、生乳
を加工・販売したジェラート
製造について、普及指導
センターや事業者の協力・明治大学、宇都宮大学と地元製 センタ や事業者の協力
を得て、先進地の視察や
製造技術の習得を重ね、
平成９年に設立。

明治大学、宇都宮大学と地元製
粉企業笠原産業が、（独）農研
機構が開発した強力粉品種「タ
マイズミ」等を活用して、ラーメン
等の商品を開発。 （栃木県産小麦100%使用の商品） （ジェラート工房「ホームオブマザーズ」）
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地域資源を活用した農山漁村の６次産業化のための連携②

具体的検討項目

・研究機関等で開発されたものの、未活用のまま眠る機能性の高い農産物の発掘や
地域ビジネ 展開等を先導する人材 育成

○ 地域資源を戦略的に活用する地域ネットワークの形成

地域ビジネスの展開等を先導する人材の育成

・各種コーディネーター等の人材情報を一元管理するなど既存の人材情報の有効活用
（様々な分野の専門家の一括検索を可能とすることで、異分野とのマッチングの機会を拡大）

・関係府省に対する相談、必要となる申請等の手続きの一括処理の推進
（ワンストップサービス化）

・生産・加工・販売における農商工連携の促進
（販路開拓の取組 等）

○ ６次産業化に向けた研究開発、事業化の推進

（販路開拓の取組 等）

・農林水産物を活用する、異分野との連携による素材開発等の新たな産業の創出
（関係府省における研究開発の農林水産分野との連携）

・大学等研究機関における研究成果の迅速な産業化に向けた支援
（農林水産物の各種素材としての利用等における実用化の支援 等）

・大学等研究機関における農林水産物の機能性の解明、新技術創出等のための研究開発の推進

・伝統的な食材・食文化の復活につながる６次産業化の取組の支援

（農林水産物の各種素材としての利用等における実用化の支援 等）

２



再生可能エネルギーの導入拡大のための連携①

○ バイオマス等の地域内資源を有効活用した再生可能エネルギーの生産・利用の促進により、持続的
で化石燃料の需給に左右されにくい農林水産業・農山漁村の実現等を目指すとともに、新たな雇用を
創出。

将来ビジョン

再生可能エネルギーを最大限活用するスマートビレッジの実現

将来ビジョン

再生可能 ネ ギ を再生可能エネルギーを
活用したエネルギー
自給体制の確立

農山漁村における
新たな産業の創出、
雇用と収入の確保雇用と収入の確保

能

３

再生可能エネルギー
で自立する農山漁村



再生可能エネルギーの導入拡大のための連携②

具体的検討項目

○バイオマス等再生可能エネルギー（電力、熱、ガス、固形燃料）の利用拡大のための条
件整備

具体的検討項目

・全量固定価格買取制度の買取対象、買取価格、買取期間の検討
・エネルギー生産施設及び利用施設の整備に対する支援
・熱やガスの地域利用システムの整備
関係法令に基づく手続きのさらなる円滑化・関係法令に基づく手続きのさらなる円滑化

○バイオマスエネルギーに水力、太陽光などを組み合わせたエネルギー先進地域の創出
グ

○国産バイオ燃料の安定供給の確保

バイオエタノ ルの混合率の向上に向けた検討

・農山漁村地域におけるスマートグリッド実証 等

・バイオエタノールの混合率の向上に向けた検討
・バイオエタノール、バイオディーゼル等の安定的な流通ルートの構築 等

○新たな技術の開発○新たな技術の開発

・技術革新等への支援
・関連設備の低コスト化 等

○みどりのクール・アジア構想
・バイオエネルギー関連技術をシステムとしてアジアに展開 等

４



「食文化」を軸とする観光・産業・文化政策の総合的展開①

○ 我が国の食文化は、地域の風土、文化、コミュニティに根ざし、農林漁業、食品産業、食器、調理等が食 、 風 、 、 、農 漁 、食 、食 、
軸となって継承されてきた。近年、地域の食文化が失われつつある一方、海外では日本文化や日本食
に対する関心が高まり、観光・産業の面から新たなビジネスの可能性が広がっている。
このため、「食文化」を軸に政策を総合化し、我が国経済・文化、地域の振興を図る。

生産者、食品産業 料理人・職人
・地域の多様な食文化の発掘 継承

（イメージ）

将来ビジョン

関係府省 文化・芸術関係者

観光業

食器・家電メーカー

地方自治体 経済団体

地域の多様な食文化の発掘、継承
・観光や関連他産業との結び付きの強化
・海外発信と新たなビジネスチャンスの拡大
・以上を後押しする政策の総合化

諸外国

四季に彩られた伝統食、伝

日本国内

食材や食器海外展開を視野に入れた

具体的取組のイメージ

和食器、着物等の産業や調理法、食

地域活動、食育等によ
る普及、自給率の向上

季 彩 統食、
統食材、調理加工法等の発
掘、料理人等人材の養成、
地域コミュニティの活性化

全国各地への観光客の
受入態勢の整備 農業や

食材や食器、
調理に至る
パッケージとし
ての日本の食
文化の提案

海外展開を視野に入れた
食文化マーケティング戦
略の企画と共有

地場産業、地域の景観、伝
統行事等を組み合わせた

和食器、着物等の産業や調理法、食
べ方等と結び付けた「本物」かつ「豊
かな」食文化の提案

「旬」の食材や祭り、おもてなしなど、
四季折々の様々な観光情報の発信

受入態勢の整備、農業や
伝統産業の体験の促進

現地企業や観
光等と連携した
食文化関連ビ
ジネスの展開

統行事等を組 合わ
「食文化関連資源」のまち
づくり等への活用 日本の食文化に対する正しい理解、

「本物」の食材等調達の増加、外国人
サポーターの増加

外国人観光客の全国各地 の周年
ジネ の展開

「食」を起点とした地域の活性化、生活の質の向上 「食の先進国」としての国際理解の促進

外国人観光客の全国各地への周年
誘致、ビジネスチャンスの拡大

５



「食文化」を軸とする観光・産業・文化政策の総合的展開②

体的検

○地域の多様な食文化の発掘 継承

具体的検討項目

○地域の多様な食文化の発掘、継承
・伝統食、伝統食材、調理加工法等の発掘、保存、利活用の推進
・食文化を担う生産者、料理人・職人、専門家等の養成、地域コミュニティの活性化

○観光や関連他産業との結び付きの強化
・地域の農林水産業、食品産業に加え、生鮮市場、食器・織物等の地場産業、景観、伝統
行事等を組み合わせた「食文化関連資源」の創造とブランド化、まちづくり等への活用

○我が国食文化の海外普及と新たなビジネスチャンスの拡大
・農林水産物・食品、和食器、調理器具、料理法、食べ方やストーリー等をパッケージとした
海外への発信と現地ビジネスの展開による新たな市場の開拓

○効果的な推進体制の整備と関連政策の総合化

海外への発信と現地ビジネスの展開による新たな市場の開拓
・全国各地に外国人観光客を誘致するための情報発信、国内外の体制整備

○効果的な推進体制の整備と関連政策の総合化
・関係府省、地方自治体、生産者、事業者、料理人・職人、文化・芸術関係者など幅広い関係
者による一体的な取組と、これを後押しする施策の総合的な展開

６



戦略的なマーケティング展開のための連携（国内市場）

○ 全国で1,700万人存在する朝食欠食者の解消や、国産食材の利用拡大の余地がある商品開発、販路の拡
大等 食や農と関連する産業との連携を強化して全国各地で戦略的なマーケティングを展開する これにより大等、食や農と関連する産業との連携を強化して全国各地で戦略的なマ ケティングを展開する。これにより、
国産農産物の消費拡大を図るとともに、食関連の新ビジネスの展開等を通じ、豊かな国民生活の実現を図る。

公的施設で国産食材あふれる食事朝食欠食者ゼロ社会 戦略的なマーケティングの展開

将来ビジョン

食 食

国産農産
物の生産
拡大

農家

所得の
増大

新たな食関
連ビジネス
の展開

1975年 2008年

欠食者（万人）※ 705 1,686

欠食率（％） 6.3 13.2

※朝食欠食者数は、厚生労働省「国民健康・栄養調査の概要」による欠食率に基づき推計

コーヒーブレイクに米粉パン等国産
原料の茶菓を提供

拡大

農山漁村に

おける雇用と
所得の確保

食料自
給率の
向上

増大 の展開

豊かな

国民生活
の実現

各種産業での食関連ビジネスの展開

テーマパーク ゴルフ場で地産地消にこだわった食事

所得の確保向上 の実現

具体的検討項目

○朝食欠食の解消
・少子高齢化対策、ワーク・ライフ・バランス及び男女共同参画に関する政策とも関連した朝食欠食解消方策の検討
・朝食摂取と健康の維持・増進の関連性の科学的解明（研究推進）
・各府省から所管業界への呼びかけ
・外食産業、学生食堂、社員食堂等での朝食メニューの展開
○地産地消をはじめとする国産農産物の利用拡大○地産地消をはじめとする国産農産物の利用拡大
・多様な関係者との連携強化による国産農産物の利用拡大
－官公庁舎のほか公的施設
－幼少時教育、学校給食、学生食堂、社員食堂、外食・中食産業、旅館・ホテル、介護・福祉施設、病院
・直売所や農家レストランを核とした６次産業化の取組の推進
・我が国の伝統的な粉食文化や発酵文化を発掘・継承・発信する取組の推進
○各産業での新たな食関連ビジネスの展開
・食器産業、家電産業、玩具産業、レジャー産業 等
○商品開発等に多様な視点を生かすための女性の活躍の促進 ７



戦略的なマーケティング展開のための連携（輸出促進・海外展開）①

○ 戦略的なマーケティングにより農林水産物・食品の輸出を促進し、生産拡大を通じ、食料自給率向上○ 戦略的な ケティング より農林水産物 食品 輸出を促進 、 産拡大を通 、食料自給率向
と豊かな農山漁村の実現を図る。

戦略的輸出マ ケティングの展開

将来ビジョン
（イメージ）

戦略的輸出マーケティングの展開

日本食・食器・食べ方等を関

連付けた地域の食文化の総
合的な輸出促進

安全な
食材

栄養
バランス

日本食・食文化の強み

冷凍技術
品質管理
技術

強みを活かす技術等

戦略的なマーケティングと
国内での生産・供給の仕組
みづくりによる輸出促進

×

合的な輸出促進食材 バランス

健康的
調理法

豊富な
メニュー

技術

家電
調理器具

医学的
知見

市場等の動向を分析

し、海外の消費者ニー
ズを踏まえた戦略的な
農林水産物の生産

在外公館等での国産の食材

食品・食器の活用による日本
食文化のアピ ル

農林水産物の
生産拡大

生産者の所
得の増大

農林水産物の生産 食文化のアピール

相手国政府に対する検疫等

のル ルの確立 改善の要
日本食材を海外に安定的

日本食ファンの増加 農山漁村に
おける雇用と食料自給率

のルールの確立・改善の要
請による輸出の円滑化

かつ適正価格で供給

おける雇用と
所得の確保の向上

外国人観光客を農山
漁村へ誘致

日本の地域の宝（食、歴史、
文化）の発掘と地域活性化

各国の食卓への日
本食の浸透

８



具体的検討項目

戦略的なマーケティング展開のための連携（輸出促進・海外展開）②

○海外も含めた日本産農林水産物・食品のマーケティング戦略を企画・立案する人材の
育成 等

○日本産農林水産物 食品の輸出環境の整備

○日本食材を海外に安定的かつ適正価格で供給できる、国内における生産・供給の仕組
みづくり

○日本産農林水産物・食品の輸出環境の整備
・農林水産省、厚生労働省、外務省、自治体等が連携し、相手国政府との検疫等に関する技術的協
議を戦略的に推進 等

○ 日本産農林水産物 食品と伝統文化の結び付けによる輸出○ 日本産農林水産物・食品と伝統文化の結び付けによる輸出
・在外公館の活用、現地の関係機関の連携の強化
・現地の消費者を対象とする新たなマーケティング戦略の検討（食器・調理器具等との一体的輸出、
現地向け商品開発等） 等

○海外の日本食レストラン・料理学校、食品産業等との連携
・日本料理シェフによる調理実演・試食、食器の活用方法 等

現地向け商品開発等） 等

○日本産農林水産物・食品の輸出とは別に、総合的な食料安全保障の確保を図るため、海外農業

○アジア等への投資・事業展開推進
・各国の食品関連法規制や原材料農林水産物等の情報提供 等

農 食 食 農
投資の支援等を検討
（総合的な食料安全保障については、別途、「食」に関する将来ビジョンに盛り込み）

９



○食や農を扱う学校教育、生涯学習、企業内研修、余暇活動等の機会を確保することにより、乳幼児か

子どもからお年寄りまで、食や農の教育機能を享受する生活に向けた連携①

食 農 、 、 、 動 機 、
ら高齢者まで、「生涯食育社会」を構築する。

将来ビジョン

食べ物がどのよう
に育つか分かる

生まれたとき
から食育

地場産を活用した
学校給食

保育園の
おやつで食育子育てしなが

ら親も食育

乳幼児からお年寄りまで、
いつでも食や農に触れ、
考えることができる
「生涯食育社会」の構築

離乳食から
始まる食育 児童・生徒の

年間を通じた
農作業体験と

学校給食

「生涯食育社会」の構築

生涯食育社会
日々の
農作業で
健康維持

食のテ マ

農作業体験と
農山漁村滞在

地域コ
ミュニティ
の再生、

国産農
産物の
利用拡

情操的
効果休暇は家族

医療と連携した
地域交流型

健康維持
食のテーマ
パークやクッキ
ングトイで遊ぶ

の再生、
地域活
性化

利用拡
大

健康・長寿社会
につながる食育 学校を離れても

効果休暇は家族
で農山漁村に
旅行・滞在

地域交流型
レストラン

社会教育・生
涯学習で食

餅つき大会な
ど地域の行事につながる食育

お年寄りから子ども
への食文化の伝承

Ｉターン、Ｕターン、
Ｊターン

食育
涯学習で食・
農に触れる

ど地域の行事
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子どもからお年寄りまで、食や農の教育機能を享受する生活に向けた連携②

具体的検討項目

○「生涯食育社会」の構築に向けた食育の概念の確立
・健康維持機能、教育機能、人格形成機能、地域活性化機能 等
・年代・生活の各シーンにおける食育活動の具体的な戦略目標の設定年代 生活の各シ ンにおける食育活動の具体的な戦略目標の設定

・食育を通じた食料自給率向上への貢献

○各府省の政策及びその関連業界との連携強化○各府省の政策及びその関連業界との連携強化

・味覚が形成される時期にある乳幼児に対する国産食材を使ったメニュー（だし等を含む離乳食レシピ等）

の講習会を実施(母親学級、父親学級 等)

・幼少時教育、放課後児童クラブ等との連携(おやつ（米粉パン、牛乳等）を通じた食育 等) 

・理科等学校教育と農作業体験の結びつきの強化

学校給食等における取組の推進(地場産の米を活用した米粉パンなど地場産物の活用 調理法や旬を・学校給食等における取組の推進(地場産の米を活用した米粉パンなど地場産物の活用、調理法や旬を

含む食に関する知識の教育 等)

・子ども農山漁村交流プロジェクトの推進

・食や農をテーマとした企業内研修の推進

・男女共同参画及びワーク・ライフ・バランスの推進との連携

生涯学習産業 情報発信(カ ク 料 教室 ポ ク ブ 等)・生涯学習産業への情報発信(カルチャースクール、料理教室、スポーツクラブ 等)

・ 年代・生活の各シーンで利用される様々な公共的な施設での地産地消等の推進

11



医療、介護、福祉との連携

○ 医療機関による健康チェックと栄養価や機能性に富む農林水産物の提供、身体を動かす農作業体験○ 医療機関による健康チ ックと栄養価や機能性に富む農林水産物の提供、身体を動かす農作業体験
等を組み合わせた新たなサービスを提供する。これにより、農林水産業・農山漁村への新たな価値の
創造や、「農医食同源」の展開による健康・長寿社会を構築する。

将来ビジョン

健康情報

将来ビジョン

「食」と「農」を基盤とした
健康・長寿社会の構築
（→医療費の節減等）

・健康チェックと農林水産物の栄養・
機能情報を組み合わせた健康指導

・施設、病院等での地場産を
はじめとする国産農産物の利用

新たなサービス提供や
ビジネス展開による

健康を支える農業と医療の
融合による「農医食同源」の展開

ビデ

・機能性を活用した食品等の開発
・食べやすさに配慮した食品の提供

・施設、病院内外での農作業体験
によるリハビリ、健康増進

具体的検討項目

ビジネス展開による
価値の創造

○ 科学的証拠（エビデンス）の蓄積
（栄養と健康の結びつき、農林水産物等の機能性や農山漁村の保健・休養等の効果の検証）

○ 新たなビジネス展開を支える産業と人材育成
大学（医学部、栄養学部）等の活用、研究開発・実用化等への支援、
介護・福祉サイドと農業サイドのマッチング

○ 新たなビジネス展開に対する支援策のあり方
12



農山漁村コミュニティの再生、地域活性化に向けた連携

○ 人口減少や高齢化などによってコミュニティの存続が危ぶまれる農山漁村地域を再生するため、関係
府省一体となって、農山漁村コミュニティ再生、地域活性化への取組を推進し、誰もが安心していきいき
と定住出来るような農山漁村を構築する。

将来ビジョン将来ビジョン

地域発ビジネスの成功等による
活気あふれる農山漁村
地域発ビジネスの成功等による
活気あふれる農山漁村

境維持 保全境維持 保全

高齢者でも買い物等の日常生活に
不自由しない農山漁村
高齢者でも買い物等の日常生活に
不自由しない農山漁村

が確保 れ な 療が確保 れ な 療

高齢者や女性も
いきいきと生活・活躍し、
若者 子どもも定住する

具体的検討項目

地域環境維持活動により保全さ
れる美しい農山漁村
地域環境維持活動により保全さ
れる美しい農山漁村

移動手段が確保され、十分な医療・
福祉サービスが受けられる農山漁村
移動手段が確保され、十分な医療・
福祉サービスが受けられる農山漁村

若者、子どもも定住する
美しい農山漁村の実現

具体 検討項目

○コミュニティ再生、地域活性化等に取り組む組織等への人材（職員含む）の派遣

○各府省所管施策間の連携を強化し、相互補完的に利用する地元体制の整備と政策支援

産学官 連携等 域 性 組 促進

○地域の担い手となる若者等の定住促進に向けた取組
（就労、住居、教育、地域間交流等の手助け）

○産学官の連携等による、地域活性化への取り組みの促進

地域の大学等を活用した、人材の育成、専門家による現地指導、研修員の派遣
役所による商品の信用保証、ＰＲ支援、民間によるビジネス資金支援 等
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農山漁村の環境保全に向けた連携

○ 生物多様性等を重視した農林漁業生産活動への転換や多様な者による環境保全の取組等により、農
農山漁村において生物多様性の保全や地球温暖化の防止を進め、持続可能な社会を構築する。

農山漁村における
将来ビジョン

農山漁村における
生物多様性の保全

農山漁村における
地球温暖化の防止

生物多様性保全等を重視した
農林漁業生産活動

多様な者による里地・里山・
里海の保全活動

農山漁村の
生態系
の活用

地球温暖化の防

地球環境問題への貢献
持続可能な社会づくり受益者である納税者・市民、企業等からの継続的な支援

○ 生物多様性保全・地球温暖化防止を重視した農林漁業生産活動の推進

持続可能な社会 くり

具体的検討項目

・生物多様性指標の作成、生物多様性指標に基づく生産技術体系の確立・実証 等

○ 農林漁業者等と都市住民等の連携による里地・里山・里海の保全活動の推進
・里地・里山・里海の多様な機能（生物多様性保全、景観形成、文化継承、教育等）の意義について共通認識の形成

体 づ 援 育成 技 援 等・活動体制づくりの支援、人材育成、技術支援 等

○ 農山漁村における取組に対する継続的な支援
・オフセットメカニズム等の市民・企業等による自発的な支援を活性化させる仕組みの構築・運用 等

○ 農山漁村の生態系の活用の促進○ 農山漁村の生態系の活用の促進
・エコツーリズム
・環境中の微生物が有する環境修復等機能の解明・活用技術の開発 等
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○ 食や農はすべての国民に関わるとともに、多くの施策分野と密接に関連している。このため、各府省
で行われている国民運動と 農林水産省が立ち上げた国産農産物の消費拡大を図る国民運動「フ

「食」に関する将来ビジョンを実現するための国民運動のあり方

で行われている国民運動と、農林水産省が立ち上げた国産農産物の消費拡大を図る国民運動「フー
ド・アクション・ニッポン」との相互の連携を強化し、相乗効果を通じ国民生活の向上を図る。
○ また、生産者と消費者の顔が見える関係を強化し、国民全体で農業・農村を支えることにより、豊かな
国民生活の実現を図る。

生産者と消費者の顔の見える関係
食に対する
安心の高まり

いのちを支え
る食や農への国民運動間の連携により国民の 国産農産物

の消費拡大

将来ビジョン

（地域支援型農業） 安心の高まり
る食や農 の
全国民の参加

農業・農村の食料自給率

参加度の高い運動推進 の消費拡大

（連携施策の例）

農業・農村の
活性化

食料自給率
向上

○ 各府省が展開する国民運動との相互連携

豊かな国民生活の実現

具体的検討項目

○ 各府省が展開する国民運動との相互連携
○ 消費者コミュニティによる農産物の買い支え等、地域ぐるみで農業に取り組む枠組みの推
進に向けた支援策
消費者と農業者間の農産物取引の事前契約・消費者と農業者間の農産物取引の事前契約

・直売所（地産地消の推進、イベント開催や巡回バスなど直売所を核とした地域コミュニティの再生等）

○ 国産農産物の利用拡大（「戦略的なマーケティング展開のための連携（国内市場）」参照）
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