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関連事業・予算等

プロジェクト１：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）地域資源を活用するネットワークの形成

・事業推進に当たって事業者が相談可能な幅広い分野のコーディネーター・専門家等人材の
情報共有等

　農水省では平成２３年度６次産業創出総合対策（約１４４億円）を要求。さらに農林水産分野のみならず異業種を含む幅広い
分野について、コーディネーター・専門家等人材の活用や、６次産業化に向けた研究開発および事業化を進めるよう各府省の
施策との連携を重点的に実施することを検討中。

取組内容（検討中）

【内閣府】
・実践キャリア・アップ戦略の推進（23百万円）

【文科省】
・成長分野等における中核的専門人材養成の
戦略的推進（519百万円）
・イノベーション成長戦略実現支援プログラム
（2,000百万円）
・植物科学研究事業（1,136百万円）
・海洋生物資源確保技術高度化（278百万円）
等

【厚労省】
・農林業等就職促進支援事業（327百万円）
農業雇用改善支援事業（103百万円）

　　…各府省ＨＰでのリンク等【内閣府、総務省、文科省、厚労省、農水省、経産省、国交省、
環境省】

・実践キャリア・アップ戦略の一環として、食の分野における実践的な職業能力を有する者の
育成【内閣府、農水省】

　　…人材情報の一括検索に向けた連携【農水省、経産省】

　研究開発の推進

　事業化の推進

・地域イノベーションの創出に向けた取組（事業化の取組も含む）に対する支援に農水省が新
たに参画【文科省、農水省、経産省等】

・独法や大学等研究機関の研究開発の推進および成果の共有のための情報交換等を実施
【文科省、農水省、経産省】

（２）６次産業化に向けた研究開発および事業化の推進

・農業雇用改善支援事業（103百万円）
・林業就業支援事業（760百万円）

【農水省】
・未来を切り拓く６次産業創出総合対策（14,410
百万円の内数）
・多様な農業者向け制度金融（16,256百万円の
内数）
・食と地域の交流促進対策交付金（1,973百万
円）　　　　　　　　　　　　　　等

【経産省】
・中小企業人材対策事業のうち農商工連携人
材育成事業（890百万円の内数）
・新事業活動促進支援補助金（農商工等連携
型）（3,824百万円の内数）

【国交省】
・地域資源・新しい公共を活用した観光・地域活
性化の推進関連事業（69百万円）
・半島・離島等の条件不利地域における工業用
機械等に係る特別償却制度の新設・拡充・延長
・観光地域づくりプラットフォーム支援事業（542
百万円の内数）

【環境省】
・エコツーリズム総合推進事業（112百万円）

育成【内閣府、農水省】

・６次産業化に取り組む農林漁業者等に対して事業化に向けた新商品の開発・ 販路開拓、必
要な施設整備等を支援【農水省】

・農商工連携、半島振興や滞在型観光の振興に取り組む地域を支援【農水省、経産省、国交
省】

・事業者からの相談へ対応するため地方局の担当窓口の情報を共有【厚労省、農水省、経産
省】
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プロジェクト２：再生可能エネルギーの導入拡大のための連携

関連事業・予算等

（１）スマートビレッジの育成

【総務省】
・グリーンＩＣＴ推進事業（450百万円）

【農水省】
・バイオマス・再生可能エネルギー利活
用総合対策（7,192百万円）
・森林・林業・木材産業づくり交付金（木
質バイオマス利用促進整備）（1,610百
万円の内数）
・地域材供給倍増事業のうち木質バイ

・地域におけるバイオマス電力・熱等の生産・利用に関する取組（電力の固定価格買取制度の
導入、施設整備等）の推進【農水省、経産省】

・ガス事業者へのバイオガス利用目標の設定等に関する検討成果の共有【農水省、経産省】

　地域に豊富に存在する再生可能エネルギーを高度に生産・利用し、安定的な食料生産、快適で安心な作業・生活環境を実
現する農山漁村（スマートビレッジ）の育成を目指し、技術的課題の検討等に関する連携を強化。
　また、バイオマス活用推進基本計画、エネルギー基本計画を踏まえ、国産バイオ燃料の本格供給、バイオマス利活用技術
の早期実用化等のための連携の強化を検討中。

取組内容（検討中）

・農山漁村地域における次世代エネルギー・社会システムの実現に向けた技術的課題の検
討・共有、政策連携の実施【総務省、農水省、経産省】

地域材供給倍増事業 うち木質 イ
オマス利用システムの構築等（1,153百
万円の内数）
・農山漁村地域整備交付金（150,000百
万円の内数）

【経産省】
・次世代エネルギー・社会システム実証
事業（18,200百万円）

・農業用水等を活用した小水力発電の推進【農水省】

【農水省】
・バイオマス関連技術実用化促進調査
事業（51百万円）
・バイオ燃料地域利用モデル実証事業
（2,792百万円）

【環境省】
・バイオ燃料導入加速化事業（3,993百
万円）

　　　　　　　※研究開発等予算は次欄参照

・余剰農産物、規格外農産物等を用いたバイオエタノール製造・流通等の大規模実証【農水省】

・セルロース系原料を用いたバイオエタノール生産技術の実用化のための連携【農水省、経産
省】

・バイオエタノールの混合率の向上に向けた技術的課題等の調査・検討【農水省、環境省】

（２）国産バイオ燃料の本格供給に向けた連携の強化

2



関連事業・予算等

（３）バイオマス等再生可能エネルギー利活用技術の早期実用化に向けた連携の強化
【文科省】
・環境・エネルギー科学研究事業（うち
バイオマスエンジニアリング研究）
（710百万円）
　
【農水省】
・地域活性化のためのバイオマス利用
技術の開発（1,634百万円）
・ソフトセルロース活用技術確立事業
（454百万円）

【経産省】
・戦略的次世代バイオマスエネルギー
利用技術開発（1,580百万円）
・バイオマスエネルギー等高効率転換
技術開発事業（2,570百万円）
セル 系 タノ ル革新的生産シ

・バイオマス熱利用やバイオガス利用に関する研究開発、藻類、セルロース系原料からの低コ
スト・高効率バイオ燃料製造技術の開発等に関する情報共有【内閣府、文科省、農水省、経
産省】

・大学等におけるバイオマス利活用技術の研究促進、研究開発動向に関する情報共有【文科
省、農水省】

取組内容（検討中）

・セルロース系エタノール革新的生産シ
ステム開発事業（2,420百万円）
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プロジェクト３：「食文化」を軸とする観光・産業・文化政策の連携

関連事業・予算等

【内閣府】
・地域活性化伝道師を通じた新たな食文化
の創造
・食育推進ボランティア表彰経費（3百万円）

【文科省】
・成長分野等における中核的専門人材養成
の戦略的推進（519百万円）
・文化行政調査研究（「くらしの文化」に係る
実態調査）（9百万円）

【農水省】
・未来を切り拓く６次産業創出総合対策
（14,410百万円の内数）
・食と地域の交流促進対策交付金（1,973百
万円）

・食文化の継承等の取組をサポートする人材の育成【内閣府、文科省、農水省、経産省】

・地域独自の食材の発掘や、それらを活用した商品・料理等の開発【農水省、国交省】

（１）地域の多様な食文化の発掘、継承、創造

   農林水産物を単なる食べ物ではなく、それに関連する文化的要素と結びつけ、「食文化」として新たに価値付け。このため、
国内での食文化に根ざした「本物」の農林水産物作りと海外における食文化発信、観光における食文化の強調等、各省連携
で総合的に取り組むことを検討中。

取組内容（検討中）

・地域食材を活用した特徴ある料理等の知的財産化への取組等への支援【農水省、経産省】

・「食文化」活用サポートマニュアルの作成、地域組織を活用した支援施策の紹介・相談【関係省庁】

・地域食文化の実態把握、情報発信【文科省、農水省、国交省】

（２）観光や関連他産業との結び付きの強化

・地域の食品関連事業者やホテル・レストランなどの業務需用者とのビジネスマッチング【農水
省、経産省】

（３）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・食品と食器等を組み合わせ、国内外への販路開拓活動を促進【農水省、経産省】

・訪日観光プロモーションとして食を中心とする我が国食文化の積極的な活用【外務省、農水
省、経産省、国交省】

万円）
・知的財産戦略・ブランド化総合事業のうち
食文化活用・創造事業（203百万円の内数）
・輸出倍増サポート事業（836百万円）
・輸出倍増リード事業（287百万円）

【経産省】
・地域団体商標冊子作成費・地域ブランド実
態調査旅費（7百万円）
・新事業活動促進支援補助金（農商工等連
携型）（3,824百万円の内数）
・クールジャパン戦略推進事業（1,920百万
円の内数）

【国交省】
・半島地域振興対策事業（48百万円）
・地域資源・新しい公共を活用した観光・地
域活性化の推進関連事業（69百万円）
・訪日旅行促進事業（ビジット・ジャパン事
業）（8,867百万円の内数）
・観光地域づくりプラットフォーム支援事業
（542百万円の内数）
・半島・離島等の条件不利地域における工
業用機械等に係る特別償却制度の新設・拡
充・延長

【環境省】
リズ 総合推進事業（ 百 円）

・食文化を核とした地域づくりに向けて、グリーン・ツーリズム等の都市農村交流施策、農商工
連携施策、観光地域施策、エコツーリズム施策を総合的に活用【農水省、経産省、国交省、環
境省】

・エコツーリズム総合推進事業（112百万円）
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関連事業・予算等

【農水省】
・未来を切り拓く６次産業創出総合対策
（14,410百万円の内数）

・産地活性化総合対策事業（11,025百
万円の内数）

【国交省】
・観光地域づくりプラットフォーム支援

　地産地消など国産農産物の利用拡大に先駆的に取り組む地域のノウハウを活かし、取組を他の地域へ展開する方策につ
いて検討中。

取組内容（検討中）

プロジェクト４：戦略的なマーケティング展開のための連携（国内市場）

地産地消などにより国産農産物の利用拡大に取り組む地域の創出、展開

・各府省の所管関係施設や事業者における先駆的な取組について、各府省の協力を得て、
地場産物等の調達システムなどのノウハウ等を把握し、他の施設や事業者に同様の取組を働
きかけ【農水省】

・施設や事業者と生産サイドとの結びつけなど、地産地消等を円滑に進めるためのサポートの
仕組みの構築【農水省、国交省】

・直売所の整備や品揃えの充実などの機能の強化【農水省】

（その他のプロジェクトと一体的なプロジェクトとすることも含め検討）
観光 域 ッ 援

事業（542百万円の内数）　　このほか、
　　・国産農産物の利用拡大や朝食欠食の解消について、各府省の国民運動の連携
    　において重点的に展開（（１０）参照）
　　・各プロジェクトの取組の中で積極的な女性の活躍の促進を検討
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関連事業・予算等

　輸出促進を図る品目および国・地域を重点化するとともに、食文化等の結び付けなど各府省の施策との連携を検討中

取組内容（検討中）

【農水省】
・輸出倍増リード事業（287百万円）
・輸出倍増サポート事業（836百万円）

【経産省】
・クールジャパン戦略推進事業（1,920
百万円の内数）

【国交省】
・訪日旅行促進事業（ビジット・ジャパン
事業）（8,867百万円の内数）

（１）食文化等の結び付けを通じた各府省間の支援策の連携による相乗効果の発揮

プロジェクト５：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）

・訪日観光プロモーションとして食を積極的に活用【外務省、農水省、経産省、国交省】

・日本の食文化の輸出先として有力である地域について事業化に向けたＦＳ調査を実施【農水
省、経産省】

・農林水産物・食品と食器等を組み合わせ、国際見本市等を活用した取組を実施【農水省、
経産省】

【厚労省】
・輸出食肉・水産食品安全対策費（11
百万円）

【農水省】
・東アジア植物品種保護基盤等強化事
業（76百万円）
・知的財産戦略・ブランド化総合事業の
うち農林水産知的財産戦略総合推進
事業（203百万円の内数）

・輸出相手国政府との検疫等技術的協議を実施等【外務省、厚労省、農水省】

（２）農林水産物・食品の円滑な輸出に向けた環境整備

・東アジア地域において我が国で育成された植物新品種の保護が可能となる制度の共通化に
向けた取組を実施【外務省、農水省】

・品目および国・地域を重点化した輸出総合戦略を策定【内閣官房、外務省、財務省、厚労
省、農水省、経産省、国交省】

【農水省】
・東アジア食品産業海外展開支援事業
（155百万円）・食品産業について、投資・食品関連規制等に関する情報収集や事業展開に向けた技術的

課題の解決を支援【外務省、農水省】

（３）アジア等への投資・事業展開の推進
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関連事業・予算等

プロジェクト６：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）「生涯食育社会」の構築に向けた取組の推進

（２）各府省の既存施策との連携強化

・各世代の住民が一体となって生涯食育に取り組む地域を後押し【内閣府、文科省、厚労省、
農水省等】

・子ども農山漁村交流プロジェクトの推進【総務省、文科省、農水省】

【内閣府】
・食育理解促進経費（23百万円）

【総務省】
・地方独自の小学校の宿泊体験活動への
取組に対する特別交付税措置
・都市・農山漁村の教育交流による地域活
性化推進等事業（4百万円）

　次期食育推進基本計画での生涯食育の推進や、地域一体となった食育の取組の推進を検討中。

取組内容（検討中）

・次期食育推進基本計画の策定において、ライフステージに応じた間断ない生涯にわたる食
育の推進を図る方策を検討【内閣府】

【内閣府】
・食育調査研究等経費（27百万円）

【農水省】
・食育実践活動推進事業委託費（60百
万円）

・「早寝早起き朝ごはん」など子どもの基本的な生活習慣づくりの推進【文科省、農水省】
性化推進等事業（4百万円）

【法務省】
・自立更生促進センター運営経費の一部
　沼田町就業支援センター(47百万円)
　茨城就業支援センター(35百万円)

【文科省】
・豊かな体験活動推進事業（9,813百万円
の内数）
・子どもの生活習慣づくり支援事業（89百
万円）
・成長分野等における中核的専門人材養
成の戦略的推進（519百万円）

【農水省】
・食育実践活動推進事業費（223百万円）
・日本型食生活推進事業（294百万円）
・食と地域の交流促進対策交付金（1,973
百万円）　等

・刑務所出所者等に対する農業訓練、農業法人等での実践的研修【法務省、農水省】
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関連事業・予算等

プロジェクト７：医療、介護、福祉との連携

　健康・長寿社会の実現に向けた農林水産物・食品等の機能性の解明や、医療等の分野と食・農が結びつく新たなビジネス
展開のための取組を検討中。

・医食農連携の具体的展開方向の検討等により、医食農連携の事業化を促進【農水省】

【農水省】
・未来を切り拓く６次産業創出総合対策
（14,410百万円の内数）
医食農連携促進基礎調査事業（平成

取組内容（検討中）

(例）糖尿病－オスモチン（ジャガイモ、トマト等）、脂質代謝異常－ケルセチン（ホウレンソウ等）

・新たな成分に係る食品の機能性表示についての可能性を検討【内閣府（消費者庁）】

（２）新たなビジネス展開

【農水省】
・農林水産物・食品の機能性等を解析・
評価するための基盤技術の開発（500
百万円）

【内閣府（消費者庁）】
・食品の機能性評価モデル事業（83百
万円）

（１）科学的証拠（エビデンス）の蓄積

・農林水産物・食品等の疾病予防機能の解明に向けた研究開発【農水省】

・食事や農業の要素を取り入れた健康づくり成功モデルの先進事例を普及【厚労省、農水省】

・福祉関係者等と連携して農業法人等における障害者就労のモデル実証を実施【農水省】

・医食農連携促進基礎調査事業（平成
22年度）（10百万円）
・障害者就労支援事業（146百万円）
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プロジェクト８：農山漁村コミュニティの再生、地域活性化に向けた連携

関連事業・予算等

（１）「交流」に着目した取組への支援と各府省の関連施策との連携

・食をはじめとする豊かな地域資源を活かした集落ぐるみによる都市農村交流を促進し、雇
用・定住の促進にもつながる取組を支援する交付金を要求【農水省】

・地域資源を活用した雇用・定住促進策、新たなビジネス創出等の各省庁の地域活性化施策
と連携した支援の実施【右・下に掲げる省庁】

　（観光、教育・文化、環境　等　）

【総務省】
・地方独自の小学校の宿泊体験活動
への取組に対する特別交付税措置
・都市・農山漁村の教育交流による地
域活性化推進等事業（4百万円）
・地域ＩＣＴ利活用広域連携事業（4,724
百万円）

【文科省】
・豊かな体験活動推進事業（9,813 百
万円の内数）

取組内容（検討中）

　農山漁村コミュニティ再生、地域活性化については、特に「交流」の促進による地域活性化に重点を置き、新たな交付金とし
て約２０億円を概算要求。各府省の関連施策との連携強化等も含め、幅広い連携を検討中。

【厚労省】
・農林業等就職促進支援事業（327百万円）
・農業雇用改善推進事業（103百万円）
・林業就業支援事業（760百万円）

【農水省】
・食と地域の交流促進対策交付金（1,973百万円）
・山村活性化総合推進事業のうち、山村再生総合
対策事業（94百万円）

【国交省】
・集落活性化推進事業（400百万円）
・地域資源・新しい公共を活用した観光・地域活性
化の推進関連事業（69百万円）
・半島地域振興対策事業（48百万円）
・半島・離島等の条件不利地域における工業用機械
等に係る特別償却制度の新設・拡充・延長
・観光地域づくりプラットフォーム支援事業（542百万
円の内数）
・訪日旅行促進事業（ビジット・ジャパン事業）（8,867
百万円の内数）

【環境省】
・生物多様性の保全・活用による元気
な地域づくり事業（1,500百万円の内
数）
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関連事業・予算等

・地域活性化人材情報の一元化の検討（プロジェクト１における「人材の情報共有等」とも連
携）【内閣官房、総務省、農水省、国交省等】 【総務省】

・地域おこし協力隊、集落支援員の取
組に対する特別交付税措置

【農水省】
「田舎で働き隊」（食と地域の交流促進
対策交付金）（1,973百万円の内数）

【国交省】
・訪日旅行促進事業（ビジット・ジャパン
事業）（8,867百万円の内数）

【環境省】

・エコ・ツーリズムの事例集の作成に当たり、郷土料理や直売所等のコースを組み入れるなど、
グリーンツーリズムの要素を盛り込むことを連携して検討【農水省、国交省、環境省】

・農山漁村での体験活動の教育課程上の位置付けや教育効果の一層の周知を図るなど、学
校が子どもの農山漁村交流体験に取り組みやすくなる方策の検討【文科省、農水省】

・ビジット・ジャパン事業の具体的な取組に向けた地方支分部局間での連携【農水省、国交
省】

（２）　農山漁村における各府省の既存施策の連携の強化

・都市住民が地域活性化の担い手として農村地域に定住・定着できるよう、「田舎で働き隊」と
地域おこし協力隊等との連携【総務省、農水省】

取組内容（検討中）

【環境省】
・エコツーリズム総合推進事業（112百
万円）

【内閣府】
・男女共同参画基本計画、食育基本計
画

【国交省】
・観光立国推進基本計画

・農山漁村コミュニティ再生、地域活性化に関する施策展開を各種基本計画等に位置付ける
ことを検討【内閣府、農水省、国交省】

・情報システムを活用した「医療・介護等関連分野における規制改革・産業創出調査研究事業
（地域見守り創出調査研究事業）」の農山漁村での調査研究事業を踏まえた今後の方策の検
討【農水省、経産省】

・農山漁村等における買い物弱者対策の観点から、地域生活インフラ再構築に向けた官民連
携ガイドラインを関係府省（総務省、厚労省、農水省、経産省、国交省）で連携して策定【経産
省】

（３）　各府省所管の基本計画等における農山漁村からの視点の強化
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プロジェクト９：農山漁村の環境保全に向けた連携

関連事業・予算等取組内容（検討中）

（１）地球温暖化対策、生物多様性保全に貢献する農林漁業生産活動の推進

【農水省】
・環境保全型農業直接支援対策（[所要
額]4,807百万円）

（２）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

【農水省】
・山村活性化総合推進事業のうち、森

・地球温暖化防止や生物多様性保全に効果の高い営農活動に取り組む農業者等に対して直
接支援する予算を要求【農水省】

・生物多様性の保全に貢献する農法による農産物の消費者への普及【農水省、環境省】

　農林漁業・農山漁村が有する地球温暖化対策、循環型社会の形成、生物多様性の保全等に貢献する機能を最大限引き出
すため、生物多様性の保全等に資する農業生産活動への支援を強化。また、農林水産分野のこうした機能の評価等に関す
る技術開発、市民・企業等によって農林水産分野の機能発揮が支えられる仕組みの構築に向け、幅広い連携を検討中。

・農山漁村における多様な主体の連携による生物多様性保全活動の促進に関する法的枠組
みの整備【農水省、国交省、環境省】

【文科省】
・海洋生物資源確保技術高度化（278
百万円）

【農水省】
・気候変動に対応した循環型食料生産
等の確立のための技術開発（1,461百
万円）
・農業に有用な生物多様性の指標及び
評価手法の開発（55百万円）
・メタゲノム解析による沿岸漁場モニタリ
ングと漁業被害の予測・抑制技術の開
発（143百万円）
・鳥獣被害緊急対策事業（10,001百万
円）

【環境省】
・鳥獣保護管理に係る人材育成事業
（43百万円）

村 化総 森
林総合利用推進事業（45百万円）

・農林水産分野における温室効果ガスの排出削減技術・吸収機能向上技術の開発、温暖化
の進行に適応した農林水産物の生産安定技術・品種の開発【農水省】

・農業に有用な生物多様性の指標と評価手法の開発【農水省】

みの整備【農水省、国交省、環境省】

・里地里山保全活用行動計画の策定・取組展開、バイオマスなどの自然資源活用による里
地・里山保全等特徴的な取組の情報発信に関する連携の構築【農水省、環境省】

・海洋生物資源の適切な管理のための資源量調査、発生量の予測・制御技術の開発【文科
省、農水省】

・農林漁業に被害を及ぼす野生鳥獣の捕獲に係る担い手の育成・確保【農水省、環境省】

（３）農林水産分野の環境保全機能を一層発揮させるための技術開発等に関する連携の強化

（43百万円）
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関連事業・予算等取組内容（検討中）

（４）農山漁村における取組を市民・企業等が支える仕組みの構築に向けた連携の強化

・温室効果ガス排出削減に向けた、農林漁業者と企業が一体となった取組等の支援【農水
省、経産省、環境省】

・生物多様性保全面からみた農林漁業等の経済評価手法の開発および民間による活動支援
を促進する仕組みの構築【農水省】

・経済界が中心となって生物多様性保全に関する民間参画について、情報共有や経験交流
に取り組む「生物多様性民間参画パートナーシップ」に協力【農水省、環境省他】

【農水省】
・地球環境総合対策推進事業（30百万
円）
・農林水産分野における地球環境対策
推進手法開発事業（のうち生物多様性
保全推進調査事業）（15百万円）
・山村活性化総合推進事業のうち、社
会的協働による山村再生対策構築事
業（265百万円）

【経産省】
・国内排出削減量認証・取引制度基盤
整備事業（1,020百万円）

【環境省】
・カーボン・オフセット推進事業（300百
万円）
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プロジェクト１０：「食」に関する将来ビジョンを実現するための国民運動

関連事業・予算等取組内容（検討中）

「朝」「健康」「食文化」「こども」といった視点から、各府省の国民運動の相互の連携強化による相乗効果の発揮に向け、具体
的な連携内容を検討し、順次実施中。

　　・男女共同参画【内閣府】

　　・早寝早起き朝ごはん【文科省】

【文科省】
・「早寝早起き朝ごはん」国民運動（子
どもの生活習慣づくり支援事業：89百万
円）

【厚労省】
・健康日本２１（国民が一体となった健
康づくり運動：97百万円）
・イクメンプロジェクト（男性による積極
的な育児の推進：34百万円）

【農水省】

　・各府省の国民運動の連携により、以下の視点で情報発信等を効果的に展開

　・・・パンフレット・ポスターの相互利用やブースの相互出展、Ｗｅｂサイトでの相互リンク等

①　「朝」に着目し、朝食欠食の改善やＣＯ２の削減、国産農産物の消費拡大を一体的に推進

（１）各府省が展開する国民運動との相互連携

　　・健康日本２１【厚労省】（併せて朝食欠食の背景等について調査）

　　・フード・アクション・ニッポン、めざましごはん【農水省】

　　・チャレンジ25キャンペーン「朝チャレ！」【環境省】

②　「健康」に着目し、健康増進や国産農産物の消費拡大を一体として推進。

【農水省】
・フード・アクション・ニッポン、めざまし
ごはん（米など国産農産物の消費拡
大：1,346百万円）
・農産物・食品の輸出促進（輸出促進
リード事業：287百万円、輸出倍増サ
ポート事業：836百万円）

【国交省】
・訪日旅行促進事業（ビジット・ジャパン
事業）（8,867百万円の内数）

【環境省】
・チャレンジ25キャンペーン　「朝チャ
レ！」CO2排出量を削減する新たなライ
フスタイルの提案

　　・フード・アクション・ニッポン、めざましごはん、夏ベジ、鍋ほか 【農水省】

　　・早寝早起き朝ごはん【文科省】

　　・健康日本２１【厚労省】

　　・男女共同参画【内閣府】
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　　・ビジット・ジャパン事業【外務省、国交省】

　　・早寝早起き朝ごはん【文科省】

　現在までの連携の実施状況（準備中を含む）

　　・WEBサイトの相互リンク

③　「食文化」に着目し、国産農産物の輸出促進や観光客誘致を一体として推進

　　・フード・アクション・ニッポン【農水省】

　　・農産物・食品の輸出促進、フード・アクション・ニッポン、農山漁村の郷土料理百選【農水
省】

④　「こども」に着目し、夫婦協力した育児や子どもの国産農産物の消費拡大を一体として推進

　　・男女共同参画【内閣府】

　　・イクメン・プロジェクト【厚労省】

【農水省】
・「食と地域の『絆』づくり」表彰

（２）地域ぐるみで農業に取り組む枠組みの推進

・消費者、農業者等の関係者の結びつきにより、農業・農村を支える「絆」の形成
や、各府省の政策課題も含め地域の課題解決に資する取組を喚起するため、先導的な
取組の把握、推進方策の検討を実施【農水省】

　　 WEBサイトの相互リンク
　　　〔フード・アクション・ニッポンと早寝早起き朝ごはん、イクメン、チャレンジ２５キャンペーン〕
　　　〔めざましごはんと早寝早起き朝ごはん、チャレンジ２５キャンペーン〕
　　・イベントでのパネル出展等の相互協力
　　　〔フード･アクション･ニッポンと男女共同参画、早寝早起き朝ごはん、イクメン、
　　　 健康日本２１、チャレンジ２５キャンペーン〕
　　　〔めざましごはんと早寝早起き朝ごはん〕
　　・WEBサイトで外国人向けに多言語での郷土料理百選を紹介
　　　〔ビジット・ジャパン事業と郷土料理百選との共同企画〕
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プロジェクト１１：総合的な食料安全保障の確立

関連事業・予算等

【文科省】
・海洋生物資源確保技術高度化
（278百万円）
・独立行政法人宇宙航空研究開発
機構運営費交付金（126,056百万
円の内数）
・地球観測システム研究開発費補
助金のうち
①全球降水観測/二周波降水レー
ダ（GPM/DPR）　（3,776百万円）
②水循環変動観測衛星（GCOM-

取組内容（検討中）

（国内生産における不安要因）

・肥料産出国、肥料消費国における肥料需給動向の把握【外務省、農水省、経産省】

・下水汚泥等からのリン等の再資源化手法の確立と再資源化された肥料の安全性等の確保
【農水省、国交省】

・遺伝資源の確保【文科省、農水省】

（流通・消費面における不安要因）

（１）各府省の既存施策との連携強化

　国内生産面、流通消費面、国際的な食料の供給面に存在するリスクに対応するため、①情報の収集・分析の強化、②多角
化によるリスクの分散等の対処策を検討中（別紙２参照）。

（２）新たなリスクに応じた各府省との連携の検討

・別紙２の考え方に基づき、新たなリスクやその対処策について検討。

②水循環変動観測衛星（GCOM
W）（11,545百万円）
③気候変動観測衛星（GCOM-C）
（3,100百万円 ）

【農水省】
・生産環境総合対策事業（1,012百
万円の内数）
・農業生物資源ジーンバンク事業
（6,941百万円の内数）
・食料供給力強化に資する国際的
枠組み検討事業（FAO拠出金）（８
７百万円）

（国際的な食料の供給不安要因）

・地球観測衛星や現場観測等のデータ等の活用による穀物生産および生物資源の動向・収
量把握を通じた世界の食料供給動向の把握【文科省、農水省】

・海外農業投資について、重点化すべき農産物や地域を明確化しつつ支援【外務省、財務
省、農水省、経産省】

（流通 消費面における不安要因）

・新型インフルエンザ等新型感染症発生時の食品関係事業者への衛生用品の供給等【内閣
官房、厚労省、農水省】
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《 国 内 》

「本物 の発掘 発展 再創造

《 海 外 》

食文化を軸とする輸出促進《 観 光 》

「食文化」を軸とする観光・産業・文化政策の展開 （別紙１）

「本物」の発掘、発展、再創造

国産食材を出来る限り使用し、日本国内でしか育成・
推進できない地域の宝である「本物」を発掘し、それ
らを各府省連携の下、重点的に支援

【施策案】

食文化を軸とする輸出促進

日本食文化を軸とする農産物等の輸出を促進

【施策案】

・農林水産物・食品を重点化した輸出拡大支援【農水

《 観 光 》

地域食文化を活用した観光

食と観光の連携により、
「本物」を味わう機会を提供

【施策案】

・6次産業化予算を活用し、地域独自の食材の発掘、商
品開発、販路開拓など地域ビジネスの展開を支援【農水
省】

・農商工連携を活用し、地域食材を利用した特徴ある料

・農林水産物・食品を重点化した輸出拡大支援【農水
省】

・農林水産物・食品と食器、調理器具、家電をパッ
ケージとし、経済成長が見込まれるアジア等を中心
に輸出を支援
【農水省、経産省】

【施策案】

・地域の食文化を活用した観光振興
【農水省、経産省、国交省】

地域の食品関連事業者やホテル レストランなど
理など「本物」づくりを支援【農水省、経産省】

・半島・離島等の条件不利地域における地域独自の食の
発掘を支援【国交省】

・食文化の継承等の取組をサポートする人材の育成【内
閣府、文科省、農水省、経産省】

【農水省、経産省】

・「クールジャパン戦略」により、アニメ、ゲームなどの
ポップカルチャーや、若者ファッションなどとともに健
康でおいしい日本食の輸出を促進
【外務省、農水省、経産省】

・地域の食品関連事業者やホテル・レストランなど
の業務需要者とのビジネスマッチングの促進【農水
省、経産省】

・エコツーリズム施策へ郷土料理など食文化の要素
の盛り込み【農水省、国交省、環境省】

〔観光客が訪 前に期待した と〕 平成2 年農林水産物等輸出実績
閣府、文科省、農水省、経産省】

〔観光客が訪日前に期待したこと〕
外国観光客が訪日前に期待することのトップは

「日本の食事」
① 料理人による発掘

平成21年農林水産物等輸出実績
（左）国・地域別内訳、（右）品目別内訳

コンラッドホテル東京の元日本料理統括料理長
齋藤章雄氏は、「地域食材、地域料理を用い、
その地区の活性化を目指す」というテーマで
全国の自治体や組合と連携し活動。

香港
991億円
(22.2%)

アジア

北米
782億円
(17 5%)

米国
731億円
(16.4%)

ヨーロッパ
317億円
(7.1%)

EU
242億円
(5.4%)

総額
4 454億円

総額
4 454億円

加工食品
1,225億円
(27.5%)

水産物

水産物
1,724億円
(15.8%)

水産調整品
475億円
(10.7%)

農産物

「JNTO訪日外客訪問地調査2009」から抜粋

《 情報発信・市場参入》
資料：財務省貿易統計を基に農林水産省作成

② 外国人に人気の「昔の日本」
岐阜県高山市には、今も残る古い町並みや
お寺、地元食材を求めて多くの外国人旅行
者が毎年訪れる。写真は、陣屋前朝市を
訪れる外国人旅行者。

③ 地域独自の食材を使った料理
《 韓食世界化の推進について 》

台湾
585億円
(13.1%)

中国
465億円
(10.4%)

韓国
458億円
(10.3%)

タイ
181億円
(4.1%)

シンガポール

124億円
(2.8%)

ベトナム
119億円
(2.7%)

アジア
3,145億円
(70.6%)

(17.5%) 4,454億円 4,454億円

畜産品
351億円
(7.9%)

穀粉等
195億円
(4.4%)

野菜・果実等
164億円
(3.7%)

その他
702億円
(15.8%)

水産物
(調整品除く)
1,250億円
(28.1%) 林産物

93億円
(2.1%)

農産物
2,637億円
(59.2%)

注１ ： Ｎは、インタビュー回答者数。
注２ ： 「日本食」および「日本の食事」は日本で提供されている食事全般を示す。

・産学官連携による海外向け商品開発の促進
【農水省】

・地域食文化の実態把握【文科省、農水省】

・「ビジット・ジャパン事業」や「クールジャパン戦略」等
により 我が国食文化の情報発信

福岡県では、全国に先駆けラーメン用小麦品種
の開発に挑戦。平成19年度に福岡のラーメンに
最適な品種を開発。麺にした時、色が明るく、コシ
が強い、ゆで伸びしにくいなど福岡のストレートな
細麺に合った特性を備えている。

④ 離島の食材の発掘
「くさや」とは 伊豆諸島に400年前から伝わる

《 韓食世界化の推進について 》

李明博大統領は、韓国料理の世界化を主要課題の一つとして推進。
国内の基盤強化とともに、海外対策に力を入れている。

○ 海外対策の例
・ 技術開発の促進
・ 海外への食材供給システムの構築
・ 高級イメージの構築、映画や有名料理人によるＰＲ、

により、我が国食文化の情報発信
【外務省、農水省、経産省、国交省】

我が国の経済・文化・地域の振興

「くさや」とは、伊豆諸島に400年前から伝わる
発酵食品の干物で、独特の臭いと風味を有する
保存食品。近年は体によい食品として関東地方を
中心に出荷されている。

メニューや調理方法の標準化
・ 国際映画祭、国際行事での韓国料理・食文化の普及
・ 世界的韓国料理ブランドの育成



（別紙２）

総合的な食料安全保障の検討方向について（案）

１ 検討の対象とするリスクの考え方
（１）食料供給におけるリスクとして、不測時の食料安全保障マニュアルに

おいては、異常気象や突発的な事故等を想定。
（２）今後は、これに加え、生産面だけでなく流通面における供給の減少や

価格高騰、肥料等の生産資材といった生産の前段階、将来的に食料供給
に影響を及ぼす恐れといったリスクのうち、国民生活に不安を与える恐
れがあるものについて対象化。

（３）新たなリスクについては、「特定の品目の供給が、平時の供給を２割
以上下回ると予測される場合」という、不測時の食料安全保障マニュア
ルの考え方を踏まえ、検討の対象とする。

新たなリスク
以上のような考え方に基づき、当面、次のようなリスクを想定。

（１）国内生産における不安要因
・肥料等生産資材の供給
・地球温暖化
・農業用水の確保

（２）流通・消費面における不安要因
・流通の混乱（新型インフルエンザ等新型感染症等緊急事態）

（３）国際的な食料の供給不安要因
・国際的な食料需給に係る新たな動き（各国の海外農業投資の進展、
バイオ燃料向け需要増加、大幅な価格変動）

２ 新たなリスクへの対処策の検討
新たなリスクの低減やセーフティネットの構築を図る観点から以下の対

策を検討。
①情報の収集・分析の強化
②多角化によるリスクの分散等
その上で、要すれば新たなリスクについて、不測時の食料安全保障マニ

ュアルで必要となるセーフティネットを位置付ける。

３ その他
（１）上記の新たなリスクの程度には及ばないが、物流インフラ面、貧困問

題、食料品店へのアクセスなどの食料供給におけるリスクについても取
り扱いを検討。

（２）アジア全体の食料安全保障と我が国の食料安全保障との関係について
も留意する必要。
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