
資料１－２

平成２３年度実施状況等及び平成２４年度
以降の取組予定について



２３年度実施状況等 ２４年度以降の取組予定 関連事業・予算

【内閣官房】
・地域活性化統合事務局のHPにおいて、地域活性化伝道師の人材情報
について提供しており、各省等が持つ専門家等人材情報とのリンクを設
定した。

【総務省】
・全国各地で地域活性化に取り組んでいる人材等を登録しているデータ
ベースの登録者を充実させた（平成22年度：155名⇒平成23年度：206
名）。

【厚労省】
・農林漁業への就職を促進するため、ハローワーク内に「農林漁業就職
支援コーナー」を設置し、職業相談・職業紹介等を実施。
・農業法人等における雇用管理改善の推進により、求職者の就業・定着
を促進するため、農業法人等に対し雇用管理に関する相談・助言・指導
等を実施する。
・林業労働者確保のため、林業求職者に対して基本的な知識の講習や実
習を行う林業就業支援講習を実施するとともに、林業事業体に対して雇
用管理に関する相談・助言・指導等を実施する。

【農水省】
・農水省ＨＰにて、農山漁村の6次産業化に関する「人材情報」として、総
務省、国交省をはじめ、様々な人材情報ＨＰへのリンク一覧を作成し、人
材情報の共有を図った。

【経産省】
・農商工連携人材育成事業の研修を修了し、様々な分野で活躍している
専門家のリスト（人材リスト）をHPで公表し、農水省の人材情報HPにもリ
ンクを貼り付け、人材情報の共有を図った。

【内閣官房】
・引き続き、地域活性化統合事務局のHPにおいて、地域活性化伝道師の
人材情報提供及び各省等が持つ専門家等人材情報とのリンク運用を行
う。

【総務省】
・人材等のデータベースをより有効なものにするため、登録者の見直し及
び新規登録を行う。また、関係府省と情報共有を図る。

【厚労省】
・引き続き、左記のとおり農林漁業における就職促進及び雇用管理改善
についての取組を実施する。

【農水省】
・引き続き、ボランタリー・プランナー、６次産業化プランナー等の育成・拡
充を図り、６次産業化に取り組む農林漁業者等をサポートする。また、プラ
ンナー等を登録制とし、多様な人材が柔軟なサポート活動を実施予定。

【経産省】
・23年度の農商工連携人材育成事業の研修修了者のほか、農商工等連
携支援事業により育成された人材の情報を追加するなど、引き続き、人材
情報の充実を図る。

【環境省】
・引き続き、エコツーリズムによる地域活性化を図るため、地域コーディ
ネーターを活用したプログラム、ネットワークづくりなどに主体的に取り組
む地域を支援するとともに、地域におけるエコツーリズムガイドやコーディ
ネーターなどの人材の育成を行う。

【総務省】
・外部専門家紹介事業（53百万円の内数）

【厚労省】
・農林業等就職促進支援事業（312百万円）
・農業雇用改善推進事業（77百万円）
・林業就業支援事業（430百万円）

【農水省】
・６次産業総合推進事業（1,445百万円）

【経産省】
・新事業活動促進支援補助金（農商工等連携
支援事業）（2,001百万円の内数）

【環境省】
・地域コーディネーター活用事業（72百万円）
・エコツーリズムガイド育成事業（36百万円）

【環境省】
・地域の自然や生きものなどの生物多様性を保全しつつ、活用するエコ
ツーリズムを推進するため、地域コーディネーターによるプログラムや
ルールづくり、ネットワークづくりなどに主体的に取り組む地域を支援し
た。また、自然に関する知識や経験などを備え、その大切さや魅力を伝え
る人材の育成を行った。

「食」に関する将来ビジョン　「Ⅲ 今後取り組むべき施策の方向」　　23年度実施状況等及び24年度以降の取組予定について

プロジェクト１ 地域資源を活用した６次産業化

取組内容

（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
　　…各府省ＨＰでのリンク設定 （既に作業中）
　　【内閣官房 府、総務省 、文科省、厚労省、農
　　　水省、経産省 、国交省、環境省】
　　…人材情報の一括検索に向けた連携
　　【農水省、経産省】
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２３年度実施状況等 ２４年度以降の取組予定 関連事業・予算取組内容

・実践キャリア・アップ戦略の一環として、6次産
業化人材の育成・確保
【内閣府、文科省、農水省】

【内閣府】
・実践的な職業能力の育成・評価について、具体的な評価基準、評価方
法、育成プログラム等について検討。

【文科省】
・６次産業化等成長分野における中核的専門人材を産学官連携の下で
養成するため、「成長分野等における中核的専門人材養成の戦略的推
進」事業を実施中。

【農水省】
・ボランタリー・プランナー、６次産業化プランナー等、農林漁業者等が６
次産業化に取り組むに当たって相談可能な人材の育成・確保を行い、ＨＰ
にて公表した（平成24年２月末時点でボランタリー・プランナー556名、６次
産業化プランナー222名、６次産業化サポート人材130名）。

【内閣府】
・実践キャリア・アップ戦略は、「東日本大震災からの復興の基本方針」に
も盛り込まれ、復興に役立つ人材を育成するものであることから、育成プ
ログラムの実施とキャリア段位の（レベル）の認定を、被災地において先
行的、重点的に実施し、制度の立上げを図る。

【文科省】
・６次産業化人材の育成など、成長分野等における中核的専門人材を産
学官連携の下で養成するため、専修学校等において職業実践的な教育
の質の向上・保証の仕組みや、社会人等の実践的な職業能力を育成する
効果的な学習体系の構築に向けたカリキュラムの開発・実証や取組成果
の評価等を行う「成長分野等における中核的専門人材養成の戦略的推
進」事業を平成24年度当初予算案として計上中。

【農水省】
・引き続き、ボランタリー・プランナー、６次産業化プランナー等の育成・拡
充を図り、６次産業化に取り組む農林漁業者等をサポートする。また、プラ
ンナー等を登録制とし、多様な人材が柔軟なサポート活動を実施予定。

【内閣府】
・実践キャリア・アップ戦略の実施に必要な経費
（580百万円）

【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　(479百万円)

【農水省】
・６次産業総合推進事業（1,445百万円）

・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。）に対する支援を連携して実
施 に農水省が新たに参画【文科省、農水省、経
産省等】

【文科省】
・地域イノベーションの創出に向けた地域主導の優れた構想を持つ地域
を、経産省、農水省と３省共同で選定し、関係府省の施策と連携して支援
するシステムを構築。文科省では知的財産の形成や人材育成等を重視し
た支援を実施。

【農水省】
・文科省・経産省と連携し、産学官等の参画機関が連携して持続的・発展
的なイノベーションの創出に取り組む「地域イノベーション戦略推進地域」
を全国24地域選定。

【経産省】
・研究開発を起点とした新事業、新産業創出による地域経済の活性化を
図るため、地域の中小企業をはじめとする産学官の研究開発リソースを

適に組み合わせた研究体による研究開発を支援する地域イノベーショ
ン創出研究開発事業を実施。

【文科省】
・引き続き、産学官が連携し、地域の強みや特性を活かしたイノベーション
の創出を支援。

【農水省】
・引き続き、文科省・経産省と連携し、産学官等の参画機関が連携して持
続的・発展的なイノベーションの創出に取り組む「地域イノベーション戦略
推進地域」を選定し、地域イノベーション戦略に基づく研究計画について
は、「新たな農林水産政策を推進する実用技術開発事業」の採択審査に
おいてポイント加算を実施。

【経産省】
・地域の資源や技術を活かした新事業、新産業創出による地域経済の活
性化を図るため、地域の中小企業をはじめとする産学官のリソースを 適
に組み合わせた共同研究体による実証研究を支援する。

【文科省】
・地域イノベーション戦略支援プログラム（9,346
百万円の内数）

【農水省】
・新たな農林水産政策を推進する実用技術開
発事業（3,820百万円）

【経産省】
・地域イノベーション創出実証研究補助事業
（277百万円）

・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】

【文科省】
・植物のゲノム解析やDNAマーカー探索等により、健康機能成分であるア
ントシアニンの高蓄積に関係すると考えられる遺伝子を発見するなど付
加価値を高めた食物の開発の進展に寄与する研究等を実施。
・海洋生物の生理機能を解明し革新的な生産につなげる研究開発や、海
洋生物の正確な資源量予測を行うための生態系を総合的に解明する研
究開発を行うことを目的とする「海洋生物資源確保技術高度化」を開始。

【農水省】
・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】
・引き続き、植物のゲノム解析やDNAマーカー探索等により、高付加価値
の食物開発、作物の収量増加、環境ストレス耐性・耐病性のメカニズム解
明等の進展に寄与する研究を実施。
・平成23年度に開始した研究開発を継続。

【農水省】
・引き続き、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】
・植物科学事業　1,133百万円　（独立行政法人
理化学研究所運営費交付金）
・海洋生物資源確保技術高度化（140百万円）

（２）６次産業化に向けた研究開発および事業化の推進

研究開発の推進研究開発の推進
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２３年度実施状況等 ２４年度以降の取組予定 関連事業・予算取組内容

・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】

【農水省】
・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（平成22年法律第67号）に基づき、
723件の事業計画を認定（平成24年３月末時点）。
・６次産業総合推進事業により、151件の農林漁業者等が行う新商品開発
等の取組を支援したほか、全国５カ所で商談会を開催し６次産業化に取り
組んだ際の販路開拓を支援。また、47件の６次産業化のための施設整備
への支援を実施（平成24年３月末時点）。

【農水省】
・農林漁業者の経営の発展段階に応じて、①加工・販売施設等の整備、
②地域における農林漁業者等へのサポート体制の強化、③新商品の開
発・販路開拓の支援、③農林漁業成長産業化ファンドによる成長資本と経
営支援の提供に取ri組むとともに、④地方公共団体等とのさらなる連携も
図り、総合的に農林漁業者の取組を支援する。

【農水省】
・農林漁業成長産業化ファンド（仮称）の創設
（20,000百万円【産投出資】、10,000百万円【産
投貸付】）
・６次産業総合推進事業（1,445百万円）
・６次産業化推進整備事業（2,194百万円）
・食と地域の交流促進対策交付金（1,364百万
円）

・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 （既に作業中）【 厚労省、農
水省、経産省】

【農水省】
・経産省と連携し、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（平成20年法律第38号）に基づき、490件の事業計画を
認定（平成24年３月末時点）。
・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（平成22年法律第67号）に基づき、
723件の事業計画を認定（平成24年３月末時点）。

【経産省】
・新事業促進支援補助金（農商工等連携型）により、中小企業者と農林漁
業者が連携して行う新事業活動（試作品開発や販路開拓等）の支援を実
施した。
・被災地域をはじめとした地域において、商工業の技術・ノウハウと農業と
の連携のための実用化事業を実施。

【国交省】
・市場と地域との窓口機能等を担う事業体「観光地域づくりプラットフォー
ム」の形成を促進しつつ、着地型旅行商品の企画・販売、人材育成等を
行う取組を支援。
・半島・離島地域の地域資源（食、景観、文化等）を活用した観光、農林水
産業の促進等による地域活性化活動等を支援。

【農水省】
・農林漁業者の経営の発展段階に応じて、①加工・販売施設等の整備、
②地域における農林漁業者等へのサポート体制の強化、③新商品の開
発・販路開拓の支援、③農林漁業成長産業化ファンドによる成長資本と経
営支援の提供に取り組むとともに、④地方公共団体等とのさらなる連携も
図り、総合的に農林漁業者の取組を支援する。

【経産省】
・引き続き、新事業促進支援補助金（農商工等連携型）により、中小企業
者と農林漁業者が連携して行う新事業活動（試作品開発や販路開拓等）
の支援を行う。
・被災地域をはじめとした地域において商工業の技術・ノウハウと農業の
連携によって、双方の成長・発展を図るためのシステム実証に加え、出口
となる消費者のニーズを捉えた収益性の高い枠組みの実証を実施する。

【国交省】
・引き続き、市場と地域との窓口機能等を担う事業体「観光地域づくりプ
ラットフォーム」の形成を促進しつつ、着地型旅行商品の企画・販売、人材
育成等を行う取組を支援。
・引き続き、半島・離島地域の地域資源（食、景観、文化等）を活用した観
光、農林水産業の促進等による地域活性化活動等を支援。

【農水省】
・農林漁業成長産業化ファンド（仮称）の創設
（20,000百万円【産投出資】、10,000百万円【産
投貸付】）
・６次産業総合推進事業（1,445百万円）
・６次産業化推進整備事業（2,194百万円）

【経産省】
・新事業活動促進支援補助金（農商工等連携
型）（2,001百万円の内数）
・先端農業産業化システム実証事業（500百万
円）

【国交省】
・観光地域づくりプラットフォーム支援事業
（246百万円の内数）
・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（38百万円の内数）

事業化の推進事業化の推進
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２３年度実施状況等 ２４年度以降の取組予定 関連事業・予算

・地域独自の食材の発掘、それらを活用した
商品・料理等の開発や、利用・普及に貢献し
た料理人の顕彰【農水省、国交省】

【農水省】
・日本の食文化の振興に尽力した料理人等について、更なる取組と相互
の研鑽を促進するため、顕彰を行った。

【国交省】
・北海道の高品質な食品や関連する良好な景観・建築物等を一体的に活
用し、地域産業の活性化や観光振興を図るため、地域の風土・歴史に根
差した地域ブランドを創出する認証制度の構築、効果的な認証のあり方を
検討。
・市場と地域との窓口機能等を担う事業体「観光地域づくりプラットフォー
ム」の形成を促進しつつ、着地型旅行商品の企画・販売、人材育成等を行
う取組を支援。
・半島・離島地域の地域資源（食、景観、文化等）を活用した観光、農林水
産業の促進等による地域活性化活動等を支援。
・半島地域の地域活性化のための活動組織の連携（地元食材を活用した
特産品ＰＲ）等を支援。

【農水省】
・引き続き、六次産業化法に基づく措置等により、地域独自の食材を活用
した郷土料理等の開発などの６次産業化に取り組む農林漁業者等を支
援。
・引き続き、地域特有の農産物の発掘やメニュー等の開発、日本の食文
化の普及に尽力した料理人等について、更なる取組と相互の研鑽を促進
するため、顕彰を行う。

【国交省】
・北海道の高品質な食品や関連する良好な景観・建築物等を一体的に活
用し、地域産業の活性化や観光振興を図るため、地域の風土・歴史に根
差した地域ブランドを創出する認証制度について、国民へのＰＲ等、認証
に向けた環境整備を行う。
・引き続き、市場と地域との窓口機能等を担う事業体「観光地域づくりプ
ラットフォーム」の形成を促進しつつ、着地型旅行商品の企画・販売、人材
育成等を行う取組を支援。
・引き続き、半島・離島地域の地域活性化のための活動組織の連携等を
支援。

【農水省】
・６次産業総合推進事業（1,445百万円）

【国交省】
・観光地域づくりプラットフォーム支援事業（246
百万円の内数）
・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（38百万円の内数）
・半島地域振興対策事業（37百万円の内数）

・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】

【農水省】
・郷土料理等の知的財産化への取組を支援するため、以下の取組を実
施。
　--地域食材を活用した特徴ある料理等の知的財産化の事例等の先進
的な
　　取組を調査し、知的財産面における課題・対策等を体系的に整理・分
析し
　　作成したガイドラインの改定の取組を支援。
　--12地区における創作料理の開発の提案を採択。
　--昨年採択した16地区の創作料理の開発に取組では、約100品目を開
発。
　　商標等知的財産権について８件を出願し、うち４件が登録。

【経産省】
・冊子「地域団体商標2011」を関係者に配布し、組合及び地方自治体に制
度活用を促し、地域ブランドの権利化を支援。
・（財）食品産業センター主催の「６次産業化プランナー等人材育成研修
会」において、特許庁協力名義使用及び「知的財産権」の講師を４回にわ
たり派遣。

【農水省】
・引き続き、地域の食材を活用した特徴的な料理等について、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。

【経産省】
・冊子「地域団体商標2012」を作成し、組合及び地方自治体に制度活用を
促し、地域ブランドの権利化をセミナー等を通じ支援。
・引き続き、農産品ブランドの研修会等があれば協力名義使用及び講師
派遣に協力する。

【農水省】
・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（118百万円の内数）

【経産省】
・地域団体商標等出願等支援事業費（６百万
円）
・地域ブランド実態調査旅費（１百万円）

「食」に関する将来ビジョン　「Ⅲ 今後取り組むべき施策の方向」　　23年度実施状況等及び24年度以降の取組予定について

プロジェクト２ 「食文化」を軸とする観光・産業・文化政策の展開

取組内容

（１）地域の多様な食文化の発掘、継承、創造
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２３年度実施状況等 ２４年度以降の取組予定 関連事業・予算取組内容

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

【内閣官房】
・地域活性化伝道師を通じた新たな食文化の創造の支援を行った。

【内閣府】
・食育推進ボランティア表彰を実施し、他の地域においても食育活動を推
進する上で参考となり得るような先進的な取組をしている10の個人・団体
を表彰。

【農水省】
・地域の郷土料理等を活用した６次産業化に取り組む農業者等を支援す
るため、以下の取組を実施。
　--222人の６次産業化プランナーと契約
　--556人のボランタリー・プランナーを任命
　--709件の総合化事業計画を認定

【内閣官房】
・引き続き、地域活性化伝道師を通じた新たな食文化の創造の支援に努
める。

【内閣府】
・引き続き、食育推進ボランティア表彰を実施し、他の地域においても食育
活動を推進する上で参考となり得るような先進的な取組をしている個人・
団体を表彰。

【農水省】
・引き続き、六次産業化法に基づく措置等により、地域独自の食材を活用
した郷土料理等の開発などの６次産業化に取り組む農林漁業者等を支
援。

【経産省】
・日本料理の修業制度（国内外）等による訪日促進の仕組み作り。

【内閣官房】
・地域活性化伝道師を通じた新たな食文化の創
造

【内閣府】
・食育推進ボランティア表彰経費（３百万円（食
育理解促進経費の内数）)

【農水省】
・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（118百万円の内数）

【経産省】
・クールジャパン戦略推進事業（920百万円の内
数）

・地域食文化の実態把握、情報発信【文科
省、農水省、国交省】

【農水省】
・関係事業と連携し、地域の郷土料理等について都市部への情報発信を
行うとともに、農山漁村を観光などの場として活用するグリーン・ツーリズ
ムなどの取組を支援。
・地域食材を活用した特徴ある料理等の知的財産化の事例等の先進的な
取組を調査し、知的財産面における課題・対策等を体系的に整理・分析し
作成したガイドラインのＨＰ等を通じた情報発信を支援。

【国交省】
・市場と地域との窓口機能等を担う事業体「観光地域づくりプラットフォー
ム」の形成を促進しつつ、着地型旅行商品の企画・販売、人材育成等を行
う取組を支援。
・半島・離島地域の地域資源（食、景観、文化等）を活用した観光、農林水
産業の促進等による地域活性化活動等を支援。
・半島地域の地域活性化のための活動組織の連携（地元食材を活用した
特産品ＰＲ）等を支援。

【農水省】
・地域食文化の継承を促進するため、シンポジウム等のあらゆる機会を捉
えて情報発信を実施。
・引き続き、関係事業府省と連携し、地域の郷土料理等について都市部へ
の情報発信を行うとともに、農山漁村を観光などの場として活用するグ
リーン・ツーリズムなどの取組を進める。

【文科省】
・引き続き、文化芸術の振興に関する基本的な方針（第３次基本方針）の
下にあり得べき施策の企画・立案に向け，地域食文化の実態把握や情報
発信等の調査研究を行う。

【国交省】
・引き続き、市場と地域との窓口機能等を担う事業体「観光地域づくりプ
ラットフォーム」の形成を促進しつつ、着地型旅行商品の企画・販売、人材
育成等を行う取組を支援。
・引き続き、半島地域の地域活性化のための活動組織の連携等を支援。
・引き続き、半島・離島地域の地域資源（食、景観、文化等）を活用した観
光、農林水産業の促進等による地域活性化活動等を支援。

【文科省】
・文化行政調査研究（「くらしの文化」に係る実態
調査）（24百万円の内数）

【農水省】
・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（118百万円の内数）
・食と地域の交流促進対策交付金（1,364百万
円）

【国交省】
・観光地域づくりプラットフォーム支援事業（246
百万円の内数）
・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（38百万円の内数）
・半島地域振興対策事業（37百万円の内数）

・「食文化」を活用した地域活性化を目的とし
たマニュアル 「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【関係府省】

【農水省】
・「食文化」を活用した地域活性化を目的としたマニュアルの基礎とするた
め、日本の食文化について整理したテキストブックを作成（平成24年3月予
定）

・「食文化」を活用した地域活性化を目的としたマニュアルの作成に向けた
検討の開始

 ・食文化に関する民間有識者を交えた議論
 の場を本年11 月に立ち上げ、食文化の概
 念、地域活性化に向けた方策、人材の育成
 や普及・啓発手法等の検討を開始【内閣府、
 外務省、文科省、農水省、経産省、国交省】
（平成22年度で終了）
・日本食文化のユネスコ無形文化遺産登録
に向けた取組の推進【外務省、文科省、農水
省】

【農水省】
・平成22年度の検討結果を受け、平成23年７月に日本食文化のユネスコ
無形文化遺産登録に向けた専門家による検討会を立ち上げ（農林水産省
のほか、外務省、文化庁、厚生労働省、観光庁、経済産業省が参画）。同
年11月に検討結果を取りまとめ、平成24年３月にユネスコへ登録申請。
・日本食文化のユネスコ無形文化遺産登録提案の状況や地域の食文化
等に関する情報を発信する「食文化応援レター」を開始。

【農水省】
・日本食文化の保護と継承を目的とし、無形文化遺産登録の取組を題材
とした広報活動を行う。
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２３年度実施状況等 ２４年度以降の取組予定 関連事業・予算取組内容

・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】

【農水省】
・関係事業と連携し、地域の郷土料理等について都市部への情報発信を
行うとともに、農山漁村を観光などの場として活用するグリーン・ツーリズ
ムなどの取組を支援。

【経産省】
・新事業促進支援補助金（農商工等連携型）により、中小企業者と農林漁
業者が連携して行う新事業活動（試作品開発や販路開拓等）の支援を実
施した。

【国交省】
・市場と地域との窓口機能等を担う事業体「観光地域づくりプラットフォー
ム」の形成を促進しつつ、着地型旅行商品の企画・販売、人材育成等を行
う取組を支援。
・北海道の高品質な食品や関連する良好な景観・建築物等を一体的に活
用し、地域産業の活性化や観光振興を図るため、地域の風土・歴史に根
差した地域ブランドを創出する認証制度の構築、効果的な認証のあり方を
検討。
・半島・離島地域の地域資源（食、景観、文化等）を活用した観光、農林水
産業の促進等による地域活性化活動を支援。

【環境省】
・地域の自然や生きものなどの生物多様性を保全しつつ、活用するエコ
ツーリズムを推進するため、地域コーディネーターによるプログラムや
ルールづくり、ネットワークづくりなどに主体的に取り組む地域を支援した。
また、自然に関する知識や経験などを備え、その大切さや魅力を伝える人
材の育成を行った。

【農水省】
・引き続き、関係事業省庁と連携し、地域の郷土料理等について都市部へ
の情報発信を行うとともに、農山漁村を観光などの場として活用するグ
リーン・ツーリズムなどの取組を進める。

【経産省】
・引き続き、新事業促進支援補助金（農商工等連携型）により、中小企業
者と農林漁業者が連携して行う新事業活動（試作品開発や販路開拓等）
の支援を行う。

【国交省】
・引き続き、市場と地域との窓口機能等を担う事業体「観光地域づくりプ
ラットフォーム」の形成を促進しつつ、着地型旅行商品の企画・販売、人材
育成等を行う取組を支援する。
・北海道の高品質な食品や関連する良好な景観・建築物等を一体的に活
用し、地域産業の活性化や観光振興を図るため、地域の風土・歴史に根
差した地域ブランドを創出する認証制度について、国民へのＰＲ等、認証
に向けた環境整備を行う。
・引き続き、半島・離島地域の地域資源（食、景観、文化等）を活用した観
光、農林水産業の促進等による地域活性化活動を支援。

【環境省】
・引き続き、エコツーリズムによる地域活性化を図るため、地域コーディ
ネーターを活用したプログラム、ネットワークづくりなどに主体的に取り組
む地域を支援するとともに、地域におけるエコツーリズムガイドやコーディ
ネーターなどの人材の育成を行う。
・エコツーリズム推進法に定められている国の責務である全体構想の認
定・周知、技術的助言、情報の収集、広報活動等を他の所管省庁と連携
して実施する。

【農水省】
・食と地域の交流促進対策交付金（1,364百万
円）
・地域ブランド活用観光促進事業(118百万円の
内数）

【経産省】
・新事業活動促進支援補助金（農商工等連携
型）（2,001百万円の内数）

【国交省】
・観光地域づくりプラットフォーム支援事業（246
百万円の内数）
・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（38百万円の内数）

【環境省】
・地域コーディネーター活用事業（72百万円）
・エコツーリズムガイド育成事業（36百万円）
・エコツーリズム総合推進事業（30百万円）

・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
【農水省、経産省】

【農水省】
・６次産業総合推進事業により、151件の農林漁業者等が行う新商品開発
等の取組を支援したほか、全国５カ所で商談会を開催し６次産業化に取り
組んだ際の販路開拓を支援。

【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
ネスマッチングを促進するため、農水省外食産業室との情報交換を実施。

【農水省】
・引き続き、新商品の開発や販路開拓の支援に取り組むとともに、地域に
おける農林漁業者等へのサポート体制を強化強化する。

【経産省】
・引き続き、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を促進するため、農水省外食産業室との情報交
換を実施。

【農水省】
・６次産業総合推進事業（1,445百万円）

（２）観光や関連他産業との結び付きの強化
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２３年度実施状況等 ２４年度以降の取組予定 関連事業・予算取組内容

・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】

【農水省】
・シンガポールでの観光博やニューヨークでのレストラン＆フードショウに
おいて、観光や食器等と組み合わせた日本産品のプロモーションを実施。

【経産省】
・クール・ジャパン海外戦略事業において、シンガポール、米国で食のプロ
ジェクトを実施した。
　--シンガポール：東北の産品をメニュー化してカフェ業態でテストマーケ
　　ティング
　--米国：日本の食文化をストーリーとして売り込んだ（そば屋を起点）

【農水省】
・香港において大規模な日本産品のＰＲイベントを実施し、食品等に限ら
ず、観光や食器等のコーナーも設置して日本食を総合的にＰＲ。
・食の安全や食文化等をテーマとして2015年に開催されるミラノ国際博覧
会において、日本の食品や食文化の魅力を効果的に発信するため、その
基本計画を策定。

【経産省】
・海外進出形態別（日本料理、大衆的食文化、加工品、農産品等）海外展
開勉強会を実施
・クール・ジャパン海外戦略事業として、食のプロジェクトを推進
・海外展開事業における農水省との連携（産品：農水省、食器・調理機器
等：経産省）

【農水省】
・輸出拡大リード事業（318百万円）
・輸出拡大サポート事業（912百万円）
・ミラノ国際博覧会政府出展委託事業（30百万
円）

【経産省】
・クールジャパン戦略推進事業（920百万円の内
数）

・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】

【外務省】
・在外公館が海外の観光展や食の見本市、日本関連イベントにブースを
出展し、日本の食文化を含む日本の魅力を海外に発信。

【農水省】
・関係事業と連携し、地域の郷土料理等について都市部への情報発信を
行うとともに、農山漁村を観光などの場として活用するグリーン・ツーリズ
ムなどの取組を支援。

【経産省】
・クール・ジャパン海外戦略事業において、韓国で食を中心としたＥＣサイ
トを展開し、当該サイトと旅行サイトを連動させて訪日に繋げるテストマー
ケティングを実施

【国交省】
・韓国、中国など海外各国において訪日観光プロモーションを行う際に、
広告クリエイティブや日本の魅力の一つとして、日本食を紹介。

【外務省】
・引き続き、在外公館が海外の観光展や食の見本市、日本関連イベントに
ブースを出展し、日本の食文化を含む日本の魅力を海外に発信。

【農水省】
・引き続き、関係事業府省と連携し、地域の郷土料理等について都市部へ
の情報発信を行うとともに、農山漁村を観光などの場として活用するグ
リーン・ツーリズムなどの取組を進める。

【経産省】
・日本料理の修業制度（国内外）等による訪日促進の仕組み作り

【国交省】
・引き続き、海外各国において訪日観光プロモーションを行う際に、広告ク
リエイティブや日本の魅力の一つとして、日本食を紹介していく予定。

【外務省】
・在外公館による観光展等出展事業（５百万円）

【農水省】
・食と地域の交流促進対策交付金（1,364百万
円）

【経産省】
・クールジャパン戦略推進事業（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）
（4,927百万円の内数）

・平成23年5月に取りまとめられたクールジャ
パン官民有識者会議提言に基づき取組を実
施 （本年11月立ち上げ）における議論の一環
 として、食文化の海外展開の具体策について
 の検討を開始【内閣官房、総務省、外務省 、
 文科省、農水省、経産省、国交省】

【関係府省】
・クールジャパン官民有識者会議における議論の一環として、外食を起点
とした戦略地域への集中展開やプラットフォーム組織の活用等、食文化の
海外展開の具体策についての検討し、検討結果を平成23年５月に取りま
とめ。

【内閣官房】
・本取りまとめ及び知的財産推進計画に沿って、クールジャパンを活用し
た日本ブランド復興キャンペーンの一環として、世界各国において、日本
食の体験などにより日本の食の魅力を発信するイベントを実施。

【外務省】
・日本食を含むクールジャパン各分野の専門家・総合プロデューサー等を
重点拠点国・地域に派遣し、講演、セミナー、デモンストレーション等を実
施することにより、クールジャパンの発信・売り込みを強化。

【関係府省】
・平成23年５月に取りまとめられたクールジャパン官民有識者会議提言に
基づき取組を実施。

【内閣官房】
・引き続き、地域活性化統合事務局のHPにおいて、地域活性化伝道師の
人材情報提供及び各省等が持つ専門家等人材情報とのリンク運用を行
う。

（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
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２３年度実施状況等 ２４年度以降の取組予定 関連事業・予算

・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【外務省、農
水省、経産省】
 （2011年２月に米国で開催される国際食品見本
 市にて、農林水産省と経済産業省の共同パビリ
 オンを設置予定）

【農水省】
・シンガポールでの観光博やニューヨークでのレストラン＆フードショウに
おいて、観光や食器等と組み合わせた日本産品のプロモーションを実
施。レストラン&フードショウにおいては、経産省と共同し、我が国農林水
産物・食品と食器等を組み合わせたプロモーションを実施（80団体が出
展）。
・農林漁業者等による海外販売促進活動や産地PR等を支援。

【経産省】
・クール・ジャパン海外戦略事業において、シンガポール、米国で食のプ
ロジェクトを実施。

【農水省】
・引き続き、関係府省と連携し、農林水産物・食品と関連分野を組み合わ
せ、国際見本市等を活用した取組を検討。

【経産省】
・クール・ジャパン戦略推進事業の海外プロジェクトにおいて、農水省との
連携を検討する（産品：農水省、食器・調理機器等：経産省など）。

【農水省】
・輸出拡大リード事業（318百万円）
・輸出拡大サポート事業（912百万円）
・農産物等輸出回復事業（238百万円）
ほか

・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取組を実施【農水省、
経産省】

【農水省】
・農林漁業者等による海外販売促進活動や産地PR等を支援。

【農水省】
・「農林水産物・食品輸出戦略検討会」の提言を踏まえ、「ジャパン・ブラン
ド」の確立に向けたマーケティング活動やPRの実施などを強力に支援。

【農水省】
・輸出拡大リード事業（318百万円）
・輸出拡大サポート事業（912百万円）
・農産物等輸出回復事業（238百万円）

・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】

【外務省】
・在外公館が海外の観光展や食の見本市、日本関連イベントにブースを
出展し、日本の食文化を含む日本の魅力を海外に発信。

【経産省】
・韓国で食を中心としたＥＣサイトを展開し、当該サイトと旅行サイトを連動
させて訪日に繋げるテストマーケティングを実施。

【国交省】
・韓国、中国など海外各国において訪日観光プロモーションを行う際に、
広告クリエイティブや日本の魅力の一つとして、日本食を紹介。

【外務省】
・引き続き、在外公館が海外の観光展や食の見本市、日本関連イベント
にブースを出展し、日本の食文化を含む日本の魅力を海外に発信。

【国交省】
・引き続き、海外各国において訪日観光プロモーションを行う際に、広告ク
リエイティブや日本の魅力の一つとして、日本食を紹介していく予定。

【外務省】
・在外公館による観光展等出展事業（５百万円）

【国交省】
・訪日旅行促進事業（ビジット・ジャパン事業）
（4,927百万円の内数）

・現地の在外公館とも連携した海外プロモーショ
ン活動の実施【外務省、財務省、農水省】

【外務省、財務省】
・在外公館や国際会議におけるレセプション等各種政府行事等におい
て、国産酒類（日本酒・国産ワイン等）を積極的に活用。

【外務省、財務省】
・引き続き、在外公館や国際会議におけるレセプション等において、国産
酒類の活用を継続。

「食」に関する将来ビジョン　「Ⅲ 今後取り組むべき施策の方向」　　23年度実施状況等及び24年度以降の取組予定について

プロジェクト３ 我が国農林水産物・食品の輸出促進による海外展開　

取組内容

（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
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２３年度実施状況等 ２４年度以降の取組予定 関連事業・予算取組内容

・品目及び国・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】

【内閣官房、外務省、財務省、農水省、経産省、国交省】
・原発事故による輸出の落ち込みを挽回し、再び拡大させていくため、「農
林水産物・食品輸出戦略検討会」を開催し、輸出戦略の立て直しに向け
た提言を取りまとめ。

【外務省】
・震災・原発事故に起因する風評被害解消のため、在外公館施設等を活
用した日本ブランドのＰＲ活動を実施。

【財務省、農水省】
・原発事故を受け、各国から求められている輸出証明書の発行体制を整
備。

【内閣官房、外務省、財務省、農水省、経産省、国交省】
・「農林水産物・食品輸出戦略検討会」の提言を受け、「ジャパン・ブラン
ド」の確立に向けた活動の支援などを通じて輸出戦略を再構築し、輸出額
１兆円目標に向かって官民一体となって取り組む。

【外務省】
・在外において海外産業界向けの復興経済に係る説明会を開催予定。
・復興に係る我が国の取組を世界各地の関係者に紹介し、農産物等の輸
出回復・増進に繋げていくための国際ワークショップを被災地等で開催予
定。

【外務省】
・日本ブランドのPR事業（当初予算（８百万円）、
復旧・復興予算（20百万円））

・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】

【厚労省】
・食品の輸出に際し、要求される食品衛生上の要件について、輸出相手
国との個別協議を実施。
　--平成22年度以降、食肉についてベトナム、水産物についてベトナム
　　及び韓国向けの証明書の発行手続を整備。現在20の国及び地域
　　向けの衛生証明書の発行手続を整備済み。
・関係府省の行う輸出促進施策について、食品衛生上の技術的側面から
協力を実施。

【厚労省】
・引き続き、食品の輸出に際し、要求される食品衛生上の要件について、
輸出相手国との個別協議を実施。
・引き続き、関係府省の行う輸出促進施策について、食品衛生上の技術
的側面から協力を継続。

【厚労省】
・輸出食肉・水産食品安全対策費（８百万円）

・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】

【農水省】
・東アジア地域における植物新品種保護制度の整備に向けて、技術協
力、人材育成等の協力活動と、今後、東アジア地域で有効と考えられる
仕組みの検討のための欧州品種庁調査や、UPOVの技術作業部会等を
実施。

【農水省】
・これまでの活動に引き続き、受入研修や専門家の派遣を実施するととも
に、UPOVが定める国際基準に準じた栽培試験に必要な条件の整備、栽
培試験作物の各地域への集約化に向けた取組への支援。

【農水省】
・東アジア植物品種保護基盤等強化事業（57百
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】

【農水省】
・我が国の食品産業が、東アジア各国への投資を検討するに当たって必
要となる情報の収集整理・提供、研修会等の開催、及び技術的課題に向
けた取組の実施（国内での活動）。
・東アジア主要都市にて海外連絡協議会を設置し、進出企業個々の努力
だけでは解決することの難しい課題解決に向けた検討及び現地人スタッ
フを対象とした研修会の開催。

【農水省】
・引き続き、我が国の食品産業が、東アジア各国への海外投資・事業展
開をする上で必要となる情報の収集整理・提供の実施（国内での活動）。
・引き続き、東アジア主要都市にて海外連絡協議会を開催し、各種情報
の収集と提供の実施、及び進出企業個々の努力だけでは難しい課題解
決に向けた検討（各国における食品等の規格・基準等含む。）を行う。

【農水省】
・東アジア食品産業海外展開支援事業（76百万
円）

（３）アジア等への投資・事業展開の推進

（２）農林水産物・食品の円滑な輸出に向けた環境整備
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２３年度実施状況等 ２４年度以降の取組予定 関連事業・予算

・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
る交付金を要求し、各省の地域活性化施策
との連携方策を検討【農水省】

・都市農村交流を促進する食と地域の交流促進対策交付金を創設し、各
府省の地域活性化施策との連携に配慮の上、地域の取組を支援した（地
区数：約630か所）。
・振興山村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
の活用の促進のため、各都道府県等と連携し、事業者等に対して制度の
周知浸透に努めた。

・引き続き、食と地域の交流促進対策交付金により、各省の施策と連携を
図りつつ、地域の取組を支援する。
・引き続き、振興山村の条件不利地域における工業用機械等に係る特別
償却制度の周知及びその活用の促進に努める。

【農水省】
・食と地域の交流促進対策交付金（1,364 百万
円）
・振興山村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
・６次産業総合推進事業（うち食品流通円滑化
対策検討費）（10百万円）

・地域資源を活用した都市農村交流や雇用・
定住の促進、新たなビジネス創出等の各省
の地域活性化施策と連携した支援の実施
【総務省、文科省、厚労省、農水省、国交省、
環境省】

【総務省】
・地方独自の小学校の宿泊体験活動への取組を支援し、都市・農山漁村
の教育交流による地域活性化を推進するため、以下の取組を実施した。
 --学校及び受入れ関係者を対象とした研修を開催（56名参加）
 --12府県12市町村を訪問し、意見交換及び現地調査を実施
 --地方セミナーを２か所で開催

【文科省】
・農水省が指定するモデル地域等において、自然体験活動等を行う小学
校の取組に対する補助を実施。23年度は40校を指定。

【厚労省】
○農林業等就職促進支援事業
・農林漁業への就職を促進するため、全国47か所のハローワーク内に、
「農林漁業就職支援コーナー」があり、職業相談・職業紹介等を実施。
○農業雇用改善推進事業
・農業法人等における雇用管理改善の推進により、求職者の就業・定着を
促進するため、農業法人等に対し雇用管理に関する相談・助言・指導等を
15県で実施。
○林業就業支援事業
・林業労働者の確保のため、林業求職者に対して基本的な知識の講習や
実習を行う林業就業支援講習を31都道府県で実施するとともに、林業事
業体に対して雇用管理に関する相談・助言・指導等を47都道府県で実施。

【農水省】
・各府省の食と地域の交流促進対策交付金関連事業担当者に対して、農
水省関連事業の内容に関する情報等を提供し、施策の連携が図られるよ
う努めた。

【総務省】
・引き続き、地域資源を活用した都市農村交流の取組を支援するため、関
連事業担当者間において、情報共有を図り、取組推進に努める。

【文科省】
・引き続き、農水省が指定するモデル地域等において、自然体験活動等を
行う小学校の取組に対する補助を実施。

【厚労省】
・引き続き、左記事業による農林漁業における就職促進及び雇用管理改
善についての取組を実施。

【農水省】
・引き続き、食と地域の交流促進対策交付金及び関連事業担当者間にお
いて、事業内容等を共有し、施策の連携が図られるよう努める。

【国交省】
・引き続き、市場と地域との窓口機能等を担う事業体「観光地域づくりプ
ラットフォーム」の形成を促進しつつ、着地型旅行商品の企画・販売、人材
育成等を行う取組を支援。
・集落活性化推進事業を引き続き実施する予定。
・引き続き、半島・離島地域の地域資源（食、景観、文化等）を活用した観
光、農林水産業の促進等による地域活性化活動等を支援。
・引き続き、半島地域の地域活性化のための活動組織の連携等を支援。

【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（１百万円）

【文科省】
・豊かな体験活動推進事業（学校・家庭・地域の
連携協力推進事業8,516百万円の内数）

【厚労省】
・農林業等就職促進支援事業（312百万円）
・農業雇用改善推進事業（77百万円）
・林業就業支援事業（430百万円）

【農水省】
・食と地域の交流促進対策交付金（1,364 百万
円）

【国交省】
・観光地域づくりプラットフォーム支援事業（246
百万円の内数）
・集落活性化推進事業（340百万円）
・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（38百万円の内数）
・半島地域振興対策事業（37百万円の内数）

【国交省】
・市場と地域との窓口機能等を担う事業体「観光地域づくりプラットフォー
ム」の形成を促進しつつ、着地型旅行商品の企画・販売、人材育成等を行
う取組を支援した。
・地域間交流の活発化等による交流・定住の促進を図る集落活性化推進
事業について、23年度は10件の事業に対して補助を行った。
・半島・離島地域の地域資源（食、景観、文化等）を活用した観光、農林水
産業の促進等による地域活性化活動等を支援。
・半島地域の地域活性化のための活動組織の連携（交流促進に向けた半
島間連携等）等を支援。

【環境省】
・地域の自然や生きものなどの生物多様性を保全しつつ、活用するエコ
ツーリズムを推進するため、地域コーディネーターによるプログラムや
ルールづくり、ネットワークづくりなどに主体的に取り組む地域を支援した。
また、自然に関する知識や経験などを備え、その大切さや魅力を伝える人
材の育成を行った。

【環境省】
・引き続き、エコツーリズムによる地域活性化を図るため、地域コーディ
ネーターを活用したプログラム、ネットワークづくりなどに主体的に取り組
む地域を支援するとともに、地域におけるエコツーリズムガイドやコーディ
ネーターなどの人材の育成を行う。
・エコツーリズム推進法に定められている国の責務である全体構想の認
定・周知、技術的助言、情報の収集、広報活動等を他の所管省庁と連携
して実施する。

【環境省】
・地域コーディネーター活用事業（72百万円）
・エコツーリズムガイド育成事業（36百万円）
・エコツーリズム総合推進事業（30百万円）

「食」に関する将来ビジョン　「Ⅲ 今後取り組むべき施策の方向」　　23年度実施状況等及び24年度以降の取組予定について

「交流」を軸とした農山漁村コミュニティの再生・地域活性化

（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

取組内容

プロジェクト４
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２３年度実施状況等 ２４年度以降の取組予定 関連事業・予算取組内容

・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】

【総務省】
・地域の活性化及び定住・定着に資する取組を支援するため、以下の取
組を実施した。
 --自治体による地域の活性化及び定住・定着に資する取組に要する経
費について、地方交付税措置の見直し（対象経費の範囲を拡大）
 --地域おこし協力隊、集落支援員を対象とした研修を３回開催（延べ144
名参加）
 --地域おこし協力隊、集落支援員に取り組む（予定を含む。）自治体職員
向け研修を開催（97名参加）

【農水省】
・農水省の「田舎で働き隊」と総務省の「地域おこし協力隊」の実施状況を
情報共有する等により効果的に事業を実施。

【総務省】
・引き続き、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、関連事業担当者間において、情報共有を図り、効果的な取組
推進に努める。

【農水省】
・引き続き、総務省と連携し、効果的に事業を実施。

【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】
・食と地域の交流促進対策交付金（1,364 百万
円の内数）

・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、国交省等】
・人材情報の提供を行い、プロジェクト１における「人材の情報共有等」とも
連携を図った。

【内閣官房（地域活性化統合事務局）】
・地域活性化統合事務局のHPにおいて、地域活性化伝道師の人材情報
について提供しており、各省等が持つ専門家等人材情報とのリンクを設定
した。

【農水省】
・関係省庁等に登録されている地域活性化に関する人材情報について、
総勢203名の人材情報を取りまとめるとともに、ＨＰのリンクを設定し、農水
省ＨＰで公開することにより、情報の一元化を図った。

【総務省、国交省等】
・引き続き、人材情報の提供を行うとともにプロジェクト１における「人材の
情報共有等」とも連携を図っていく予定。

【内閣官房（地域活性化統合事務局）】
・引き続き、地域活性化統合事務局のHPにおいて、地域活性化伝道師の
人材情報提供及び各省等が持つ専門家等人材情報とのリンク運用を行
う。

【農水省】
・引き続き、人材情報の更新を実施。

・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】

【農水省】
・国交省と連携し、グリーン・ツーリズム関係者からなる連絡推進会議を開
催し情報共有を行った。また、国交省のビジット・ジャパンと連携し、インバ
ウンドのマッチングを行った（モデル的な受入地区数：４か所）。

【国交省】
・ビジット・ジャパン地方連携事業（地域と国が共同実施）の教育旅行の誘
致事業では、農業体験なども視察の行程に含むなど、農山漁村の活性化
にもつながる内容としている。

【農水省】
・引き続き、国交省と連携し、取組を推進。

【国交省】
・引き続き、視察相手先のニーズも踏まえつつ、海外に向けて、農業体験
など多様な日本の魅力の紹介を行っていく予定。

【農水省】
・食と地域の交流促進対策交付金（1,364 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）
（4,927百万円の内数）

（２）農山漁村における各府省の既存施策の連携の強化
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２３年度実施状況等 ２４年度以降の取組予定 関連事業・予算取組内容

・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【総務省、文科
省、農水省】

【総務省】
・地方独自の小学校の宿泊体験活動への取組を支援し、都市・農山漁村
の教育交流による地域活性化を推進するため、以下の取組を実施した。
 --学校及び受入れ関係者を対象とした研修を開催（56名参加）。
 --12府県12市町村を訪問し、意見交換及び現地調査を実施。
 --地方セミナーを２か所で開催。

【文科省】
・農水省が指定するモデル地域等において、自然体験活動等を行う小学
校の取組に対する補助を実施。H23年度は40校を指定。

【農水省】
・総務省、文科省と連携し子どもの農山漁村交流体験を推進するため、農
山漁村における受入体制の整備（地区数：約40地区）、関係者に対してシ
ンポジウム等の普及啓発活動の実施や、円滑な推進を図るためのマニュ
アル等の作成に対する支援を実施。

【総務省】
・引き続き、地域資源を活用した都市農村交流の取組を支援するため、関
連事業担当者間において、情報共有を図り、取組推進に努める。

【文科省】
・引き続き、農水省が指定するモデル地域等において、自然体験活動等を
行う小学校の取組に対する補助を実施。

【農水省】
・引き続き、総務省、文科省と連携し、取組を推進。

【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（１百万円）

【文科省】
・豊かな体験活動推進事業（学校・家庭・地域の
連携協力推進事業8,516百万円の内数）

【農水省】
・食と地域の交流促進対策交付金（1,364 百万
円の内数）

・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】

【農水省】
・環境省、国交省と連携し、モデル地区（２地区）のエコツーリズムとグリー
ン・ツーリズムの融合プログラム開発及び事例集の作成について、情報提
供等による支援。

【環境省】
地域の自然や生きものなどの生物多様性を保全しつつ、活用するエコ
ツーリズムを推進するため、地域コーディネーターによるプログラムや
ルールづくり、ネットワークづくりなどに主体的に取り組む地域を支援した。
また、自然に関する知識や経験などを備え、その大切さや魅力を伝える人
材の育成を行った。

【農水省】
・引き続き、国交省、環境省と連携し、取組を推進。

【環境省】
・エコツーリズム推進法に定められている国の責務である全体構想の認
定・周知、技術的助言、情報の収集、広報活動等を他の所管省庁と連携
して実施する。

【環境省】
・エコツーリズム総合推進事業(30百万円)

・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
 「買い物弱者応援マニュアルver.1.0」地方自
治体や民間事業者が買い物支援事業を行う
際に参考にできる「買い物弱者応援マニュア
ル」を関係省（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】

【農水省】
・買い物弱者対策マニュアル作成に向けた研究会が設立（経産省）され、
農水省他関係省は情報提供等による連携を図った。

【経産省】
・平成23年５月には、平成22年12月に公表した地方自治体や民間事業者
が買い物支援事業を行う際に参考にできる「買い物弱者応援マニュアル」
に、新たに先進事例を加えた追補版となる「買い物弱者応援マニュアル
Ver.2.0」を公表するとともに、国及び地方自治体が実施している支援策に
ついて紹介した。
　加えて、平成24年３月には、平成24年度予算等で国及び地方公共団体
が実施する買い物弱者対策関連支援事業等を取りまとめ、HPにて公表し
た

【農水省】
・引き続き、経産省と連携し、取組を推進。

【経産省】
・必要に応じて「買い物弱者応援マニュアル」の改訂や、国及び地方公共
団体の支援事業等の取りまとめ等、ニーズを踏まえて検討する。

・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 研究実証事業を踏まえた今
後の方策の検討【農水省、経産省】

【農水省】
・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の
ワーキンググループが設立（経産省）され、農水省は情報共有を行う等に
より連携を図った。

【経産省】
・離島や僻地等を含む７地域における情報システムを活用した見守りサー
ビス（安否確認等）の持続可能性についての検討、検証を実施。
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２３年度実施状況等 ２４年度以降の取組予定 関連事業・予算取組内容

・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】

【内閣府】
・平成23年３月31日策定の第２次食育推進基本計画において、生産者と
消費者との交流の促進を図るとともに、環境と調和のとれた農林漁業の
活性化等が図られるよう、適切な取組を行うこととされている。
・平成22年12月17日策定の第３次男女共同参画基本計画に「活力ある農
山漁村の実現に向けた男女共同参画の推進」を重点分野の一つとして位
置づけ、各地域で説明会（12回開催）を行うなどにより、推進を図った。

【農水省】
・「男女共同参画基本計画」、「食育推進基本計画」及び「観光立国推進基
本計画」の計画本文に、農山漁村の活性化に関する施策について明記さ
れた。

【内閣府】
・引き続き、第２次食育推進基本計画に基づき、施策を総合的かつ計画的
に推進。
・継続的に第３次男女共同参画基本計画の推進を図ることで、「活力ある
農山漁村の実現に向けた男女共同参画の推進」についても、推進を図
る。

【農水省】
・引き続き、農山漁村の活性化に関する施策展開が、各種基本計画等に
位置づけられるよう努める。

【内閣府】
・食育推進経費（食育に関する施策を総合的・計
画的に推進するために必要な経費）(41百万円)
・食育推進基本計画
・男女共同参画基本計画

【国交省】
・観光立国推進基本計画

（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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２３年度実施状況等 ２４年度以降の取組予定 関連事業・予算

 

・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】

【総務省】
・ICTによるCO2削減のベストプラクティスモデル及び環境影響評価手法を
国際標準化するために、福岡県北九州市（八幡東地区）において、コミュ
ニティ内のエネルギーマネジメントシステムのための通信基盤（スマート
ネットワーク）の信頼性とセキュリティの確保及び家庭やビルのエネル
ギーの見える化を行い、環境負荷軽減への貢献度を検証した。

【経産省】
・次世代エネルギー技術実証事業及びスマートコミュニティ構想普及支援
事業において農山漁村地域の案件を採択した。

【総務省】
・引き続き、ICTによるCO2削減のベストプラクティスモデル及び環境影響
評価手法の国際標準化を推進する。

【経産省】
・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を行うため、次世代エネルギー技術実証事業及びス
マートコミュニティ構想普及支援事業を実施。

【総務省】
・ICT分野における低炭素社会促進事業（189百
万の内数）

【経産省】
・次世代エネルギー技術実証事業（2,781百万
円）
・スマートコミュニティ構想普及支援事業（280百
万円）

・地域におけるバイオマスによる発電 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】

【農水省】
・原料供給からバイオ燃料の製造、流通まで、地域で一体となった技術実
証への支援等を行った。また、これまでの技術実証の分析・評価を実施し
た。
・稲わら等のソフトセルロース系原料の収集・運搬からバイオ燃料製造・利
用まで、技術確立のための支援を行った。
・関係府省と連携し、「バイオマス事業化戦略検討チーム」を立ち上げ、バ
イオマス利用技術の横断的な評価と事業化に向けた戦略を検討。
・被災地において再生可能エネルギー導入可能性調査を実施するととも
に、小水力・太陽光発電設備等の再生可能エネルギー供給施設を整備し
た。

【経産省】
・「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置
法」が平成23年８月に成立。これに基づき、平成２４年７月から再生可能エ
ネルギーの固定価格買取制度を開始。
・再生可能エネルギーの固定価格買取制度の平成24年７月の開始に向
け、特にバイオマスの扱いについて、関係省庁と連携しながら制度の詳細
設計を行った。
・平成23年度予算において、再生可能エネルギー熱利用加速化支援対策
費補助金を講じ、バイオマスを含む再生可能エネルギーを活用した熱利
用設備の導入促進を図った

【農水省】
・これまでの実証で明確となった事業化に向けた課題を克服し、地域にお
ける国産バイオ燃料の生産拠点を確立するための取組等を支援。
・引き続き、稲わら等のソフトセルロース系原料の収集・運搬からバイオ燃
料製造・利用までの技術確立に向けた取組を支援。
・引き続き、「バイオマス事業化戦略検討チーム」での検討を進め、24年夏
前までに戦略を取りまとめる予定。
・農山漁村に豊富に賦存する土地、水、風、熱、生物資源等のエネルギー
源を有効活用し、地域主導で再生可能エネルギーを供給する取組を推進
する。

【経産省】
・引き続き、再生可能エネルギーに係る固定価格買取制度の平成24年７
月からの開始に向け、制度の詳細設計を行う。
・平成24年度予算においても、再生可能エネルギー熱利用加速化支援対
策費補助金に40億円を計上。引き続き、再生可能エネルギー熱利用設備
の導入促進を図る。

【農水省】
・バイオ燃料生産拠点確立事業（2,200百万円）
・耕作放棄地利用型バイオディーゼル燃料実証
事業（10百万円）
・森林資源活用型ニュービジネス創造対策事業
（100百万円）
・ソフトセルロース利活用技術確立事業（400百
万円）
・農山漁村再生可能エネルギー供給モデル早期
確立事業（500百万円）

【経産省】
・再生可能エネルギーの固定価格買取制度（平
成24年7月施行予定）
・再生可能エネルギー熱利用加速化支援対策費
補助金（4,003百万円）

・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】

【経産省】
・ガス事業者のバイオガス利用に関しては、エネルギー供給構造高度化
法（平成21年７月成立、同年８月施行）に基づいて、平成22年11月に示さ
れた基本方針・判断基準に基づき、利用促進に努めた。

【経産省】
・引き続き、ガス事業者のバイオガス利用の促進に努める。

・農林漁業者の参画を得た再生可能エネル
ギー電気の導入促進【農水省】

【農水省】
・被災地において再生可能エネルギー導入可能性調査を実施するととも
に、小水力・太陽光発電設備等の再生可能エネルギー供給施設を整備し
た。
・農山漁村に存在する資源を活用し、農山漁村が有する食料供給や国土
保全の機能を損なわないような適切な土地・資源利用等を確保しながら、
地域主導で再生可能エネルギーの供給を促進する取組を推進し、農林漁
業の振興と農山漁村の活性化を一体的に進める制度について検討し、
「農山漁村における再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律
案」を閣議決定（平成24年２月）

【農水省】
・農山漁村に豊富に賦存する土地、水、風、熱、生物資源等のエネルギー
源を有効活用し、地域主導で再生可能エネルギーを供給する取組を推進
する。
・引き続き、農山漁村における再生可能エネルギー供給促進のための法
制度について、制度の詳細設計を行うとともに、法律成立後、具体的に地
域での取組を推進。

【農水省】
・農山漁村再生可能エネルギー供給モデル早期
確立事業（500百万円）
・農山漁村における再生可能エネルギー電気の
発電の促進に関する法律案

「食」に関する将来ビジョン　「Ⅲ 今後取り組むべき施策の方向」　　23年度実施状況等及び24年度以降の取組予定について

プロジェクト５ 再生可能エネルギーの導入拡大

取組内容

（１）スマートビレッジの育成
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２３年度実施状況等 ２４年度以降の取組予定 関連事業・予算取組内容

・農業用水等を活用した小水力発電の推進
【農水省】

【農水省】
・農業水利施設を活用した小水力等発電施設の整備を促進するため、施
設導入に必要な各種協議調整等のソフト面、技術開発、施設整備等の
ハード面の双方から支援した。

【農水省】
・引き続き、農業水利施設を活用した小水力等発電施設の整備を促進す
るため、施設導入に必要な各種協議調整等のソフト面、技術開発、施設
整備等のハード面の双方から取組を行いつつ、小水力発電の導入を積極
的に推進する。

【農水省】
・小水力等農村地域資源利活用促進事業（700
百万円）

・農山漁村地域における再生可能エネル
ギーの導入に向けた課題の抽出・整理、克
服方法の検討の実施【農水省、環境省】

【環境省】
・農水省との連携事業として、地域調和型エネルギーシステム推進事業を
実施し、農山漁村地域における再生可能エネルギーの導入に向けた調
査・実証を行う。

【環境省】
・地域調和型エネルギーシステム推進事業（農
林水産省連携事業）（130百万円）

・余剰農産物、規格外農産物等の国産バイ
オマスを用いたバイオエタノール製造・流通
等の大規模実証等【農水省、環境省】
 ・国産バイオエタノールの需要拡大に向けた
 技術的課題等の調査・検討【農水省】
 （平成23年度で終了）

【農水省】
・原料供給からバイオ燃料の製造、流通まで、地域で一体となった技術実
証への支援等を行った。また、これまでの技術実証の分析・評価を実施し
た。
・関係府省と連携し、「バイオマス事業化戦略検討チーム」を立ち上げ、バ
イオマス利用技術の横断的な評価と事業化に向けた戦略を検討。

【環境省】
・関係府省と連携を図りつつ、沖縄・首都圏・近畿圏等において、国産サト
ウキビ等を用いたバイオエタノール及びバイオエタノール混合ガソリン
（E3）の製造・流通等の大規模実証を実施した。

【農水省】
・これまでの実証で明確となった事業化に向けた課題を克服し、地域にお
ける国産バイオ燃料の生産拠点を確立するための取組等を支援。
・引き続き、「バイオマス事業化戦略検討チーム」での検討を進め、24年夏
前までに戦略を取りまとめる予定。

【環境省】
・引き続き、関係府省と連携・情報共有を図りつつ、バイオエタノール及び
バイオエタノール混合ガソリン（E3）の製造・流通等の大規模実証等を実
施する予定。

【農水省】
・バイオ燃料生産拠点確立事業（2,200百万円）
・耕作放棄地利用型バイオディーゼル燃料実証
事業（10百万円）
・森林資源活用型ニュービジネス創造対策事業
（100百万円）

【環境省】
・バイオ燃料本格普及事業（981百万円）

・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、環境省】

【農水省】
・稲わら等のソフトセルロース系原料の収集・運搬からバイオ燃料製造・利
用まで、技術確立のための支援を行った。
・関係府省と連携し、「バイオマス事業化戦略検討チーム」を立ち上げ、バ
イオマス利用技術の横断的な評価と事業化に向けた戦略を検討。

【経産省】
・セルロース系バイオ燃料の実用化に向け、コスト低減やエタノール変換
の高効率化等に資する研究開発を行った。
・「バイオマス活用推進基本計画」（平成22年12月17日閣議決定）を踏ま
え、農水省や環境省等の関係府省と連携を図った。

【環境省】
・関係府省と連携を図りつつ、沖縄・首都圏・近畿圏等において、国産サト
ウキビ等を用いたバイオエタノール及びバイオエタノール混合ガソリン
（E3）の製造・流通等の大規模実証を実施した。

【農水省】
・引き続き、稲わら等のソフトセルロース系原料の収集・運搬からバイオ燃
料製造・利用までの技術確立に向けた取組を支援。
・引き続き、「バイオマス事業化戦略検討チーム」での検討を進め、24年夏
前までに戦略を取りまとめる予定。

【経産省】
・引き続き、関係府省・関係機関と連携しつつ、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に向けて、セルロース原料の栽培か
らエタノール製造まで一気通貫した工程の確立を目指す。

【環境省】
・引き続き、関係府省と連携・情報共有を図りつつ、バイオエタノール及び
バイオエタノール混合ガソリン（E3）の製造・流通等の大規模実証等を実
施する予定。

【農水省】
・ソフトセルロース利活用技術確立事業（400百
万円）

【経産省】
・バイオマスエネルギー等高効率転換技術開発
事業（1,950百万円）
・セルロース系エタノール革新的生産システム開
発事業（1,250百万円）
・戦略的次世代バイオマスエネルギー利用技術
開発事業（2,000百万円）

【環境省】
・バイオ燃料本格普及事業（981百万円）

（２）国産バイオ燃料の本格供給に向けた 農山漁村における各府省の既存施策の連携の強化
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２３年度実施状況等 ２４年度以降の取組予定 関連事業・予算取組内容

・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、環境省】

【文科省】
・植物バイオマスの効率的生産から、植物バイオマスを原料とした化成品
材料及び燃料等の革新的なプロセスの確立、高機能なバイオプラスチック
の創生等に関する課題解決型基礎研究を進めた。
・大学・研究機関等のネットワークを構築することで、光合成機能等に係る
基礎基盤研究や二酸化炭素の固定・資源化による排出削減のためのバ
イオマスの量的利活用を促進する研究・教育等を一体的に推進した。

【農水省】
・稲わら等作物の非食用部や木質バイオマスから、低コスト・高効率にバ
イオ燃料を生産する技術開発を推進。

【環境省】
・関係府省と情報共有を図りつつ、未利用資源及び廃棄物系バイオマス
の収集・活用技術に関する実証研究等について実施した。

【文科省】
・引き続き、バイオマスエンジニアリングに関する課題解決型基礎研究を
推進する。
・引き続き、大学や企業等を繋ぐネットワークを築き、研究開発と専門人材
の育成を推進する。

【農水省】
・地産地消によるバイオ燃料の生産を進め、農山漁村における新産業の
創出に向け、草本、木質、微細藻類からバイオ燃料を製造する技術等を
開発。

【環境省】
・引き続き、関係府省と連携・情報共有を図りつつ、未利用資源及び廃棄
物系バイオマスを中心に、バイオエタノール生産技術の実用化のための
技術開発・実証研究を実施する予定。

【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）（58,076百万円の内数）
・大学発グリーン・イノベーション創出事業（1,709
百万円の内数）

【農水省】
・農山漁村におけるバイオ燃料等生産基地創造
のための技術開発（600百万円）

【環境省】
・地球温暖化対策技術開発等事業（競争的資
金）（うちバイオマス・循環資源低炭素化技術開
発分野）（6,000百万円の内数）

（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

・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、環境省】

【内閣府】
・国が主体的に進めていく先駆的なモデルとして社会還元加速プロジェク
トを位置づけ、環境・エネルギー問題等の解決に貢献するバイオマス資源
の総合利活用を関係府省・官民の連携の下で推進するために、平成23年
度には社会還元加速プロジェクト（バイオマス資源総合利活用）タスク
フォースを３回（予定）実施し、進捗状況のフォローアップと推進方策の検
討を行った。

【文科省】
・植物バイオマスの効率的生産から、植物バイオマスを原料とした化成品
材料及び燃料等の革新的なプロセスの確立、高機能なバイオプラスチック
の創生等に関する課題解決型基礎研究を進めた。
・大学・研究機関等のネットワークを構築することで、光合成機能等に係る
基礎基盤研究や二酸化炭素の固定・資源化による排出削減のためのバ
イオマスの量的利活用を促進する研究・教育等を一体的に推進した。

【農水省】
・稲わら等作物の非食用部や木質バイオマスから、低コスト・高効率にバ
イオ燃料を生産する技術開発を推進。
・原料供給からバイオ燃料の製造、流通まで、地域で一体となった技術実
証への支援等を行った。また、これまでの技術実証の分析・評価を実施し
た。
・稲わら等のソフトセルロース系原料の収集・運搬からバイオ燃料製造・利
用まで、技術確立のための支援を行った。
・関係府省と連携し、「バイオマス事業化戦略検討チーム」を立ち上げ、バ
イオマス利用技術の横断的な評価と事業化に向けた戦略を検討。

【経産省】
・バイオマスを液体燃料・ガス等の形態で低コストかつ高効率で利用すべ
く、油分を生産する微細藻類の有力種の選定や、ガス精製技術の効率化
等に資する研究開発を行なった。
・「バイオマス活用推進基本計画」（平成22年12月17日閣議決定）を踏ま
え、農水省や環境省等の関係府省と連携を図った。

【環境省】
・関係府省と情報共有を図りつつ、未利用資源及び廃棄物系バイオマス
の収集・活用技術に関する実証研究等について実施した。

【内閣府】
・24年度は、当該プロジェクトの 終年度にあたることから、タスクフォース
を2～3回開催し、バイオマス資源総合利活用の進捗に関する 終評価を
行う予定である。

【文科省】
・引き続き、バイオマスエンジニアリングに関する課題解決型基礎研究を
推進する。
・引き続き、大学や企業等を繋ぐネットワークを築き、研究開発と専門人材
の育成を推進する。

【農水省】
・地産地消によるバイオ燃料の生産を進め、農山漁村における新産業の
創出に向け、草本、木質、微細藻類からバイオ燃料を製造する技術等を
開発。
・これまでの実証で明確となった事業化に向けた課題を克服し、地域にお
ける国産バイオ燃料の生産拠点を確立するための取組等を支援。
・引き続き、稲わら等のソフトセルロース系原料の収集・運搬からバイオ燃
料製造・利用までの技術確立に向けた取組を支援。
・引き続き、「バイオマス事業化戦略検討チーム」での検討を進め、24年夏
前までに戦略を取りまとめる予定。

【経産省】
・引き続き、関係府省・関係機関と連携しつつ、セルロース系原料や微細
藻類を有効利用する次世代技術の研究開発を行う。

【環境省】
・引き続き、関係府省と連携・情報共有を図りつつ、未利用資源及び廃棄
物系バイオマスを中心に、バイオエタノール生産技術の実用化のための
技術開発・実証研究を実施する予定。

【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）（58,076百万円の内数）
・大学発グリーン・イノベーション創出事業（1,709
百万円の内数）

【農水省】
・農山漁村におけるバイオ燃料等生産基地創造
のための技術開発（600百万円）
・バイオ燃料生産拠点確立事業（2,200百万円）
・ソフトセルロース利活用技術確立事業（400百
万円）
・耕作放棄地利用型バイオディーゼル燃料実証
事業（10百万円）
・森林資源活用型ニュービジネス創造対策事業
（100百万円）

【経産省】
・バイオマスエネルギー等高効率転換技術開発
事業（1,950百万円）
・セルロース系エタノール革新的生産システム開
発事業（1,250百万円）
・戦略的次世代バイオマスエネルギー利用技術
開発事業（2,000百万円）

【環境省】
・地球温暖化対策技術開発等事業（競争的資
金）（うちバイオマス・循環資源低炭素化技術開
発分野）（6,000百万円の内数）

16



２３年度実施状況等 ２４年度以降の取組予定 関連事業・予算

・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【農水省】

【農水省】
・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（環境保全型農業直接支援対策）を実施。

【農水省】
・引き続き、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する直接支援を実施。

【農水省】
・環境保全型農業直接支援対策（2,644百万円）

・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】

【農水省】
・生物多様性に配慮した農林水産物であることをあらわす「生きものマーク」
の取組を収録したガイドブックを用いて、農林水産業と生物多様性の関係
について国民理解を促進。

【環境省】
・生物多様性に配慮した農産物認証制度の調査結果の活用を検討。

【農水省】
・引き続き、イベント等を通じて「生きものマーク」の取組等について紹介
し、生物多様性の保全に配慮した農林水産業の取組について、国民理解
を図る。

【環境省】
・引き続き、生物多様性に配慮した農産物認証制度の調査結果の活用を
検討する。

【環境省】
・愛知目標の実現に向けたCOP10主要課題検
討調査（90百万円の内数）

・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
組みの整備等【農水省、国交省、環境省】

【農水省、国交省、環境省】
・地域における多様な主体の連携による生物の多様性の保全のための活
動の促進等に関する法律（平成22年法律第72号。以下「生物多様性地域連
携促進法」という。）を平成23年10月に施行。

【農水省】
・NPO等の民間団体による森林づくり活動等について、活動フィールドの紹
介、人材育成等を実施。
・活動組織が地域共同で行う農地、水路等の資源の日常の管理と水質保
全、生態系保全などの農村環境の向上に資する活動等を支援した。
・漁業者や地域住民等による藻場・干潟等の保全活動を支援するとともに、
技術的サポート等を行った。

【国交省】
・社会資本整備分野での先進的・効果的な取組を調査し、取組の必要性や
効果的取組の普及のためのパンフレットを作成した。また、セミナーの実施
により、地方公共団体、民間事業者、ＮＰＯ等への普及を図った。

【農水省】
・関連機関と連携し、必要に応じて地域連携保全活動計画の策定等に協
力。
・引き続き、NPO等による森林づくり活動等の取組について各種支援を行
う。
・引き続き、活動組織等による農村環境の向上に資する活動を支援すると
ともに、水質・土壌・地域環境の高度な保全活動等を、取組の内容に応じ
て追加的に支援。
・引き続き、漁業者や地域住民等による藻場・干潟等の保全活動を支援
するとともに、保全活動の優良事例の普及や技術的サポート等を行う。

【国交省】
・引き続き、セミナーを実施するとともに、地域連携保全活動協議会の設
置やデータベースの構築等により情報提供の仕組みを構築する。

【環境省】
・生物多様性地域連携促進法に基づく地域連携保全活動計画の作成、計
画作成及び活動実施に向けた体制づくりの支援を行う。併せて、活動に
関する情報を発信する。

【農水省】
・日本を森林で元気にする国民運動総合対策
事業（108百万円）
・農地・水保全管理支払交付金（24,695百万円
の内数）
・環境・生態系保全対策（395百万円）

【国交省】
・生物多様性保全推進経費（12百万円）

【環境省】
・地域生物多様性保全活動支援事業（211百万
円の内数）
・地域連携保全活動推進費（14百万円）

・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の利活用方策
等の検討や による里地・里山保全等特徴的な
取組事例等についての情報発信 にを実施 関す
 る連携の構築【農水省、国交省、環境省】

【農水省】
・地域住民が主体となって里山林の再生に取り組む全国６カ所の実践地域
において、里山林再生地域指針を作成するための支援を行った。

【国交省】
・国交省ＨＰで生物多様性保全のための取組の情報発信を行った。

【環境省】
・里地里山保全活用行動計画の推進を図るための各種方策について専門
家による検討会を開催し取りまとめたほか、地域の関心に応じた特徴的な
取組みを検索可能とした事例集を作成し、全国の関係機関や団体等に発
信した。

【農水省】
・引き続き、地域住民が主体となった里山林再生の取組を支援。
・里山林再生の取組を全国に広げるための実践的なマニュアルの検討と
作成に取り組む。

【国交省】
・引き続き、国交省ＨＰで生物多様性保全のための取組の情報発信を行
う。

【環境省】
・引き続き、特徴的な取組事例等の情報発信や研修会などの技術支援を
行うとともに、多様な主体の参加促進や自然資源の利活用などの検討を
行い、里地里山の保全活用の促進を支援。

【農水省】
・森林総合利用推進事業（29百万円）

【環境省】
・里地里山保全活用行動推進事業（24百万円）

「食」に関する将来ビジョン　「Ⅲ 今後取り組むべき施策の方向」　　23年度実施状況等及び24年度以降の取組予定について

プロジェクト６ 農林水産分野の有する環境保全機能を支える仕組みの構築

取組内容

（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

（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
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２３年度実施状況等 ２４年度以降の取組予定 関連事業・予算取組内容

・COP10 での生物多様性の持続可能な利用
に関する決議を踏まえ、（農業などによる）二
次的自然環境における自然資源の持続可能
な利用・管理を推進するためのSATOYAMAイ
ニシアティブの理解・普及を促進【農水省、国
交省、環境省】

【農水省】
・地域住民が主体となって里山林の再生に取り組む全国６か所の実践地域
において、里山林再生地域指針を作成するための支援を行った。

【国交省】
・国交省ＨＰで生物多様性保全のための取組の情報発信を行った。

【環境省】
・SATOYAMAイニシアティブの理念に基づいた具体的な取組を国際的に進
めていくため、COP10期間中に設立されたSATOYAMAイニシアティブ国際
パートナーシップを通じて、参加団体間の情報共有や協力活動の推進を
行った。

【農水省】
・農林水産分野における生物多様性保全に関する取組について、積極的
に情報発信を行う。
・里山林再生の取組を全国に広げるための実践的なマニュアルの検討と
作成に取り組む。

【国交省】
・引き続き、国交省ＨＰで生物多様性保全のための取組の情報発信を行
う。

【環境省】
・引き続き、SATOYAMAイニシアティブの理念に基づいた具体的な取組を
国際的に進めていくため、SATOYAMAイニシアティブ国際パートナーシッ
プを通じて、参加団体間の情報共有や協力活動の推進を行う。

【農水省】
・森林総合利用推進事業（29百万円）

【環境省】
・SATOYAMAイニシアティブ国際パートナーシッ
プ実施事業（160百万円）

・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】

【農水省】
・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
開発を実施。

【農水省】
・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
の開発を実施。

【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（1,282百万円）

・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】

【農水省】
・環境保全型農業の生物多様性保全についての取組効果を把握するため
の指標生物を選抜し、それらを用いた評価手法を開発するとともに、その成
果をマニュアルとして公表した。

（平成23年度で終了）

・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】

【文科省】
・海洋生物の生理機能を解明し革新的な生産につなげる研究開発や、海洋
生物の正確な資源量予測を行うための生態系を総合的に解明する研究開
発を行うことを目的とする「海洋生物資源確保技術高度化」を開始した。

【農水省】
・魚種交替及びクラゲ類の大発生を予測する技術、ウナギの完全養殖技術
を開発するとともに、赤潮等の発生を微生物相の変化から予測するための
微生物解析を進めた。
・科学的知見に基づく適切な資源管理に必要な、TAC（漁獲可能量）対象魚
種等我が国周辺水域の主要魚種の資源調査・資源評価等を実施した。
・科学的知見に基づく適切な資源管理に必要な、公海や外国排他的経済水
域及び我が国周辺水域において漁獲されるかつお・まぐろ類、さけ・ます類
等の国際漁業資源について、資源調査、資源評価等を実施した。

【文科省】
・引き続き、平成23年度に開始した研究開発を継続。

【農水省】
・引き続き、微生物解析による赤潮等の漁業被害の早期発生予測、発生
抑制技術の開発を進めるとともに、天然資源に依存しない持続的な養殖
生産技術の開発に取り組む。
・引き続き、我が国周辺水域の主要魚種の資源調査・資源評価等を実施
する。
・引き続き、国際漁業資源における資源調査・資源評価等を実施する。

【文科省】
・海洋生物資源確保技術高度化（140百万円）

【農水省】
・海洋微生物解析による沿岸漁業被害の予測・
抑制技術の開発（113百万円）
・天然資源に依存しない持続的な養殖生産技
術の開発（320百万円）
・我が国周辺水域資源評価等推進事業（1,400
百万円）
・国際資源評価等推進事業（1,100百万円）

・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・確保等【農水省、環境省】

【農水省】
・鳥獣被害防止特別措置法により市町村が作成する被害防止計画に基づく
狩猟免許取得や捕獲技術の講習会の開催を支援するとともに、市町村に
おける鳥獣被害対策実施隊の設置を推進した。

【環境省】
・生態系や農林水産業に被害を及ぼす野生鳥獣の保護管理に係る人材の
育成、確保及びその活用のため、人材登録事業や研修等を実施した。

【農水省】
・左記取組について、24年度においては、市町村における鳥獣被害対策
実施隊の設置が促進されるよう支援を重点化し、実施する。

【環境省】
・生態系や農林水産業に被害を及ぼす野生鳥獣の保護管理に係る人材
の育成、確保及びその活用のため、人材登録事業や研修等を実施すると
ともに、新たに地域ぐるみでの捕獲のモデル事業等を実施する。

【農水省】
・鳥獣被害防止総合対策交付金（9,500百万円）
・東日本大震災農業生産対策交付金（2,899百
万円の内数）
【環境省】
・鳥獣保護管理総合対策事業（486百万円の内
数）

（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
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２３年度実施状況等 ２４年度以降の取組予定 関連事業・予算取組内容

・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】

【農水省】
・農林水産分野の温室効果ガス排出削減に資する国内クレジット制度等を
推進した。また、温室効果ガス排出量データの調査、ツール作成等、農林
水産物に係る排出量を把握するための環境を整備した。

【経産省】
・農林漁業者の低炭素設備導入を促す国内クレジット制度を推進し、ソフト
支援等の各種支援を行った。

【環境省】
・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
支援のため、以下の取組を実施。
　--オフセット・クレジット(J-VER)制度における認証プロセス支援を実施
　　し、排出削減プロジェクトからのクレジット創出の早期化を可能にした。
　--地方発カーボン・オフセット認証取得支援事業を行い、合計15件の
　　取組を採択。

【農水省】
・引き続き、温室効果ガス排出削減に向けて、農林漁業者と企業が一体と
なった取組を推進する。

【経産省】
・引き続き、農林漁業者の低炭素設備導入を促す国内クレジット制度を推
進し、ソフト支援等の各種支援を行う。

【環境省】
・引き続き、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
なった取組の支援を行う。

【農水省】
・農林水産分野における地球環境対策推進手
法開発事業（41百万円の内数）

【経産省】
・国内排出削減量認証・取引制度基盤整備事
業（605百万円）

【環境省】
・カーボン・オフセット及びオフセット・クレジット
(J-VER)制度の推進事業（910百万円）

・生物多様性保全面からみた農林漁業等の経
済評価手法の開発及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】
・農林水分野における生物多様性保全に関する経済的評価を行い、民間か
らの支援の仕組みを構築するため、国内外の事例調査を実施し、評価方法
等の検討を実施。
・企業やNPO等の民間団体による森林づくり活動について、活動フィールド
の紹介、人材育成等を実施。
・企業など民間主導の「美しい森林づくり推進国民運動」の支援を実施。

【環境省】
・生物多様性民間参画パートナーシップ立ち上げ後の活動成果や今後の計
画を有識者により議論したアドバイザリーボード（2011年８月に第１回を開
催）の運営等に協力。

【農水省】
・前年度の調査・検討結果を踏まえ、日本の農林水産業の実情に適した
経済的評価の算出方法や具体的な民間による支援の方法について検討
する。
・引き続き、企業やNPO等の民間団体が実施する森林づくり活動につい
て、各種支援を行う。
・生物多様性保全に取り組む農林漁業者に対し支援を行う民間事業者等
と意見交換を行う。

【環境省】
・引き続き、一次産業も含めたパートナーシップへの参画促進、各参画機
関の取組内容の情報共有促進等の事業に協力。

【農水省】
・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(12百万円)
・日本を森林で元気にする国民運動総合対策
事業（108百万円)

【環境省】
・愛知目標の実現に向けたCOP10主要課題検
討調査（90百万円の内数）

（４）農山漁村における環境保全機能発揮のための取組を市民・企業等が支える仕組みの構築に向けた連携の強化
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２３年度実施状況等 ２４年度以降の取組予定 関連事業・予算

・農林水産物・食品等の機能性に関する研究
の情報提供【厚労省、農水省】
　(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（タマネギ
等）、生活習慣病予防等－タンニン類（茶、リ
ンゴ）

【農水省】
・農林水産物・食品成分の疾病予防機能の科学的エビデンスの獲得手法
や機能性成分を多く含む品種の開発に向け研究（平成23～25年度までの
３か年計画）に着手した。

【農水省】
・引き続き、農林水産物・食品成分の疾病予防機能の科学的エビデンスの
獲得手法や機能性成分を多く含む品種の開発研究を推進する（平成25年
度まで）。

【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（380百万円）

・漢方を含む統合医療の利用実態の把握、生
産現場に対する生薬の品質保持等に資する
研究成果の提供、品質安定化・作業省力化に
必要な栽培技術の指導【厚労省、農水省】

【厚労省】
・生薬の品質保持等に資する研究の実施。
・（薬用植物の栽培・育種に係る技術、科学的・生物学的評価に関する研
究活動を行うとともに、）栽培・保存している薬用植物について、各研究機
関に種苗の供給や栽培技術の指導などを実施。

【農水省】
・厚労省で実施している漢方の安定供給及び持続的品質保持に係る研究
等の情報収集を実施した。

【厚労省】
・生薬の品質保持等に資する研究等を実施。
・引き続き、（薬用植物の栽培・育種に係る技術、科学的・生物学的評価に
関する研究活動を行うとともに、）栽培・保存している薬用植物について、
各研究機関に種苗の供給や栽培技術の指導などを行う。

【農水省】
・厚労省が行った研究成果を参考にしつつ、生産振興につながる情報を
生産現場へ提供する機会を設け、産地からの要望によっては厚労省に協
力を求めていく。

【厚労省】
・厚生労働科学研究費（46,500百万円）の内数

・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 ）】

【消費者庁】
・新たな成分に係る食品の機能性の表示についての可能性を検討するた
め、食品の機能性評価モデル事業を実施。

【消費者庁】
・平成23年度の事業結果を踏まえ、新たな成分に係る食品の機能性の表
示の在り方について検討。

「食」に関する将来ビジョン　「Ⅲ 今後取り組むべき施策の方向」　　23年度実施状況等及び24年度以降の取組予定について

プロジェクト７ 医療、介護、福祉と食、農の連携

取組内容

（１）科学的証拠（エビデンス）の蓄積
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２３年度実施状況等 ２４年度以降の取組予定 関連事業・予算取組内容

・民間企業が主体となって医食農連携の具体
的な展開方向を議論する検討会への参画【厚
労省、農水省】
・医食農連携の事業化の促進に向けた連携
方法の検討【厚労省、農水省】

【厚労省】
・医食農連携グランドデザイン策定支援事業の検討会に参加。

【農水省】
・医食農連携に関与する多様な主体（医療関係者、農業者、食品製造業
等）間で共有可能なグランドデザインを作成するため、医食農連携の新た
な視点・枠組みについて検討を行った。

【厚労省】
・医食農連携グランドデザイン策定調査事業の検討会等に参加。

【農水省】
・事業化の促進へ向けたグランドデザインについて、引き続き、先行的事
業の実施等によりグランドデザインの具体化、支援措置等の検討を行う。

【農水省】
・６次産業総合推進事業のうち医食農連携グラ
ンドデザイン策定調査費（12百万円）

・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】

【厚労省】
・高齢者が健康づくりや生きがい目的で農作業を行う等の取組を進めるた
めモデルの作成について、農水省に助言等の協力。

【農水省】
・高齢化社会等に対応した新たな農業・農村モデルとして、高齢者が健康
づくりや生きがい目的で農作業を行う等の取組を進めるためのモデルを
作成。

・福祉関係者等と連携した農業法人等におけ
る障害者就労モデルの実証と優良事例の普
及【厚労省、農水省】

【厚労省】
・障害福祉サービス事業所（就労系）における農業分野の取組について、
都道府県障害保健福祉担当部署が農業担当部署と連携して情報提供等
を行う取組を推進するとともに、普及啓発を行った。

【農水省】
・福祉施設と農業生産法人との連携による施設外就労、福祉施設の農業
参入等のモデル実証を行うとともに、農水省HPに障害者就労のページを
作成し、優良事例等の情報を提供。

【厚労省】
・厚労省・農水省双方のHPを活用し、障害者就労の優良事例等の提供・
拡充及び障害福祉サービス事業所（就労系）における農業分野の取組に
ついて普及啓発を実施。また、新たな工賃向上計画による農業の専門家
の技術指導等による工賃向上への取組を支援する。

【農水省】
・引き続き、農業分野において障害者が安定して就労しうるモデルづくりを
推進するとともに、福祉・医療現場において農村高齢者が農作業指導を
行う仕組みづくりをモデル的に実施。

【農水省】
・女性・高齢者等活動支援事業のうち障害者就
労支援事業・農村高齢者活動支援事業（200百
万円の内数）

（２）新たなビジネス展開

21



２３年度実施状況等 ２４年度以降の取組予定 関連事業・予算

・次期食育推進基本計画に基づき、世代区分等
に応じた具体的な食育の内容を提示する「食育
ガイド」（仮称）の作成、都道府県・市町村による
食育の中核人材の育成の促進等により生涯に
わたるライフステージに応じた間断ない食育を
推進【内閣府】

【内閣府】
・ライフステージに応じた間断ない食育を推進するため、一人ひとりの国
民が自ら食育に関する取組が実践できるように、世代区分等に応じた具
体的な取組を提示する「食育ガイド」（仮称）の作成を進めた。

【内閣府】
・引き続き、第２次食育推進基本計画に基づき、子どもから成人、お年寄
りまで、生涯にわたって一人ひとりが食育の取組を実践する「生涯食育社
会」の構築を目指す。

【内閣府】
・食育調査研究等経費（19百万円）（食育推進
経費の内数）

・男女共同参画社会づくり、ワーク・ライフ・バラ
ンス等を推進する取組との連携による食育の普
及、各世代ごとの食生活の課題を踏まえた啓発
手法の検討・普及【内閣府、農水省】

【内閣府】
・平成22年12月17日策定の第３次男女共同参画基本計画に「男性、子ど
もにとっての男女共同参画」を重点分野の一つとして位置づけ、その中に
ワーク・ライフ・バランスとの連携や、食育の推進を盛り込んでいる。平成
23年度では、各地域で説明会を行うなどにより、推進を図った。
・内閣府主催の男女共同参画社会づくりに向けての全国会議や、地方共
催事業などで、食育に関する広報資料を配付し、推進を図った。

【農水省】
・「生涯食育社会」の構築に向け、子育て世代を対象とした行動変容に結
びつく効果的な食育の取組手法の検討や情報提供を行うとともに、若者
を中心とした消費者に対し、食について考える機会を提供する「マジごは
ん計画」を推進した。

【内閣府】
・継続的に第３次男女共同参画基本計画の推進を図ることで、食育につ
いても、推進を図る。
・引き続き、内閣府主催の男女共同参画社会づくりに向けての全国会議
や、地方共催事業などで、食育に関する広報資料を配付し、推進を図る。

【農水省】
・引き続き、「生涯食育社会」の構築に向け、各世代ごとの食生活上の課
題を踏まえた啓発手法の検討を行うとともに、若者を中心とした消費者に
対し、食について考える機会を提供する「マジごはん計画」を推進する。

【内閣府】
・第３次男女共同参画基本計画

【農水省】
・食育実践活動推進事業委託費（36百万円）

「食」に関する将来ビジョン　「Ⅲ 今後取り組むべき施策の方向」　　23年度実施状況等及び24年度以降の取組予定について

プロジェクト８ 全ての世代、様々な立場の人々が参加する「生涯食育社会」の構築

取組内容

（１）次期食育推進基本計画に基づく「生涯食育社会」の構築
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２３年度実施状況等 ２４年度以降の取組予定 関連事業・予算取組内容

・地域の実情に応じた食育活動の支援、食育推
進に関するボランティアに対する表彰等各世代
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】

【内閣府】
・食育推進ボランティア表彰を実施し、他の地域においても食育活動を推
進する上で参考となり得るような先進的な取組をしている10の個人・団体
を表彰。
　また、関係者の協力の下、食育推進全国大会を静岡県三島市において
開催し、２日間で約51,000人の来場を得た。

【厚労省】
・平成16年３月に「保育所における食育に関する指針」を示し、食育の取
組の推進を図った。
・平成21年４月に施行された新たな保育所保育指針において、「健康な生
活の基本としての「食を営む力」の育成に向け、その基礎を培うことを目
標とする」と位置づけられ、毎日の生活や遊びの中で食育の実践が行わ
れている。
・平成23年５月に自治体あて通知を発出し、子どもの健康づくりのための
食育等を推進している。

【農水省】
・地域の実情に応じた食育の実践を推進するため、全国28の都道府県及
び３つの政令指定都市を通じ、①食育総合展示会等の開催、②食育推進
リーダーの育成及び活動の促進、③食育推進協議会の開催といった地域
の食育活動に対して支援した。
・健全な食生活を送るために必要な知識を普及し、実践に結びつける広
域的・先進的な活動を行う民間７団体に対して支援した。

【内閣府】
・引き続き、食育推進ボランティア表彰を実施し、他の地域においても食
育活動を推進する上で参考となり得るような先進的な取組をしている個
人・団体を表彰。
　また、食育推進全国大会を神奈川県横浜市において開催予定。

【厚労省】
・引き続き、平成16年３月に示された「保育所における食育に関する指針」
に基づき、食育の取り組みの推進を図る。
・引き続き、保育所保育指針に基づき、毎日の生活や遊びの中で食育の
実践を行う。

【農水省】
・地域の実情に応じた食育の実践を推進するため、都道府県を通じ、地域
の食育活動に対して支援する。
・企業、学校、消費者団体等が連携して取り組む食育の実践等を促進す
るための広域的、先進的な活動を支援する。

【内閣府】
・食育理解促進経費（22百万円）
  食育の理解を国民に促進していくための経費
（食育推進経費の内数）

【農水省】
・食育実践活動推進事業費（76百万円）
・消費・安全対策交付金（2,606百万円の内数）
等

・「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】

【文科省】
・「早寝早起き朝ごはん」全国協議会と連携を図りながら、全国的な普及
啓発等の取組を行った。
・家庭教育支援の推進に関する検討委員会において「子どもの生活習慣
づくり支援分科会」を設置し、これまでの施策の検証や今後の啓発資料の
検討等を行った。

【農水省】
・食品産業等と連携した朝食欠食の改善のためのキャンペーン（めざまし
ごはんキャンペーン）の取組を展開。

【文科省】
・引き続き、「早寝早起き朝ごはん」全国協議会と連携を図りながら、全国
的な普及啓発等の取組を行う。
・作成した企業や働く親向けパンフレット等を活用し、企業等への普及啓
発を図る。

【農水省】
・食品産業等と連携した朝食欠食の改善による米消費拡大の取組を実
施。

【文科省】
・子どもの生活習慣づくり支援事業（30百万円）

【農水省】
・日本型食生活推進事業（159百万円）

・栄養教諭を中核とし、学校と家庭や地域が連
携する食育の取組の支援【文科省】

【文科省】
・栄養教諭を中核とした食育推進のための実践的な取組について全国で
展開する事業を実施するとともに、食育推進のための体制整備等を支援
する退職栄養教諭・学校栄養職員等からなる食育支援者を配置した。
・現職の学校栄養職員が円滑に栄養教諭免許状を取得できるようにする
ための講習会を開設した。

【文科省】
・引き続き、栄養教諭を中核とした食育推進のための実践的な取組につ
いて全国で展開する事業を実施するとともに、食育推進のための体制整
備等を支援する退職栄養教諭・学校栄養職員等からなる食育支援者を配
置する。
・引き続き、現職の学校栄養職員が円滑に栄養教諭免許状を取得できる
ようにするための講習会を開設する。

【文科省】
・栄養教諭育成講習事業（１百万円）
・栄養教諭を中核とした食育推進事業（80百万
円）

・給食の時間をはじめ学校教育活動全体で取り
組む食育の推進、小～中学校での継続した指
導のための食生活学習教材の作成・配布【文科
省】

【文科省】
・児童生徒が自らの食生活を考え、食に関する実践力を身に付けることが
できるようにするため、小学校低学年から継続した食に関する指導を行う
ための学習教材を作成し、配布した。

【文科省】
・児童生徒が自らの食生活を考え、食に関する実践力を身に付けることが
できるようにするため、小学校低学年から継続した食に関する指導を行う
ための学習教材を作成し、配布する。

【文科省】
・食生活学習教材の作成・配布（63百万円）

（２）地域の全ての人々が参加する様々な取組の推進
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２３年度実施状況等 ２４年度以降の取組予定 関連事業・予算取組内容

・地場産物の利用促進に向けた活動の支援や
活用事例の収集・提供、地産地消を推進する人
材の育成・活動支援、学校給食や保育所給食、
社員食堂等での地場産物の活用の推進【文科
省、厚労省、農水省等】

【文科省】
・各地域における地場産物を活用した学校給食のメニュー開発コンテス
ト、調理員を対象とした調理講習会の開催など地場産物の活用促進につ
ながる事業や、地場産物の活用率が大きく改善された地域等の取組に関
する調査研究を行った。
・学校給食に関する個別指導への対応など、学校給食を取り巻く行政上
の課題に対応するための調査研究を行った。

【農水省】
・地産地消優良事例の収集・提供、人材を育成するための講習会の開催
及び人材派遣への支援、地産地消給食等メニューコンテストを実施。

【文科省】
・引き続き、各地域における地場産物を活用した学校給食のメニュー開発
コンテスト、調理員を対象とした調理講習会の開催など地場産物の活用
促進につながる事業を行う。
・引き続き、学校給食に関する個別指導への対応など、学校給食を取り巻
く行政上の課題に対応するための調査研究を行う。

【農水省】
・引き続き、地産地消推進のための施策を実施。

【文科省】
・学校給食における地場産物の活用促進事業
（20百万円）
・学校給食の現代的課題に関する調査研究（８
百万円）

【農水省】
・産地活性化総合対策事業（5,288百万円の内
数）
・６次産業化総合推進事業(711百万円の内数)
・６次産業化推進整備事業(2,194百万円の内
数)

・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】

【総務省】
・地方独自の小学校の宿泊体験活動への取組を支援し、都市・農山漁村
の教育交流による地域活性化を推進するため、以下の取組を実施した。
 --学校及び受入れ関係者を対象とした研修を開催（56名参加）。
 --12府県12市町村を訪問し、意見交換及び現地調査を実施。
 --地方セミナーを２か所で開催。

【文科省】
・農水省が指定するモデル地域等において、自然体験活動等を行う小学
校の取組に対する補助を実施。H23年度は40校を指定。

【農水省】
・食と地域の交流促進対策交付金において、子ども農山漁村交流プロ
ジェクトを推進するため、子どもの農山漁村交流体験の受入体制整備を
支援（実施地区数：約40か所）。

【総務省】
・引き続き、地域資源を活用した都市農村交流の取組を支援するため、関
連事業担当者間において、情報共有を図り、効果的な取組の推進に努め
る。

【文科省】
・引き続き、農林水産省が指定するモデル地域等において、自然体験活
動等を行う小学校の取組に対する補助を実施。

【農水省】
・食と地域の交流促進対策交付金において、子ども農山漁村交流プロ
ジェクトを推進するため、子どもの農山漁村交流体験の受入体制整備を
支援。

【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（１百万円）

【文科省】
・豊かな体験活動推進事業（学校・家庭・地域
の連携協力推進事業8,516百万円の内数）

【農水省】
・食と地域の交流促進対策交付金（1,364百万
円の内数）

・国民の健康増進を図るための基礎資料として
国民健康・栄養調査を実施【厚労省】

【厚労省】
・国民の健康の増進の総合的な推進を図るための基礎資料として、H23
年11月に国民健康・栄養調査を実施。

【厚労省】
・引き続き、国民の健康増進を図るための基礎資料として、国民健康・栄
養調査を実施

【厚労省】
・国民健康・栄養調査委託費（222百万円）

・食育についての栄養士への教育、食生活改善
推進員や食育推進リーダーの養成等への支援
【厚労省、農水省】
・生活習慣病の予防のため食生活の改善が必
要な者への保健師・管理栄養士等による支援
【厚労省】

【農水省】
・地域の実情に応じた食育の実践を推進するため、全国28の都道府県及
び３つの政令指定都市を通じ、①食育総合展示会等の開催、②食育推進
リーダーの育成及び活動の促進、③食育推進協議会の開催といった地域
の食育活動に対して支援した。

【農水省】
・地域の実情に応じた食育の実践を推進するため、都道府県を通じ、地域
の食育活動に対して支援する。

【農水省】
・消費・安全対策交付金（2,606百万円の内数）

・一口30 回以上噛むことを目標とした「噛ミング
30（カミングサンマル）運動」【厚労省】

【厚労省】
・食育支援を含め、歯科疾患の予防管理、高齢者や在宅療養者への診療
等に対応できるよう、歯科衛生士養成施設の教員に対する講習会を実
施。

【厚労省】
・食育支援を含め、歯科疾患の予防管理、高齢者や在宅療養者への診療
等に対応できるよう、歯科衛生士養成施設の教員に対する講習会を引き
続き実施する。

【厚労省】
・予防・在宅歯科医療等対応教員養成講習会
（３百万円）
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２３年度実施状況等 ２４年度以降の取組予定 関連事業・予算取組内容

・環境教育・環境学習データベースにおける食
育に関する情報の発信【農水省、環境省】

【環境省】
・環境教育・環境学習データベースに、農林水産省や自治体の食育に関
する取組を掲載している。

【環境省】
・引き続き、食育に関する情報を環境教育・環境学習データベースに掲載
し、情報発信を行う。

【環境省】
・環境教育・環境学習データベース総合整備事
業（22百万円の内数）

・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】

【法務省】
・沼田町就業支援センター及び茨城就業支援センターにおいて、就農意
欲のある刑務所出所者等に対し、地域の農業者等への委託により農業訓
練を実施し、農業分野への就労による円滑な社会復帰を支援している。

【農水省】
・刑務所出所者の農業分野での就業支援について協力。

【法務省】
・引き続き、就業支援センターにおいて刑務所出所者等に対して農業訓練
等を実施し、円滑に社会復帰できるよう支援を行う。

【農水省】
・引き続き、左記の取組を推進。

【法務省】
・就業支援センター運営経費（76百万円）

【農水省】
・新規就農総合支援事業（13,574百万円の内
数）

・少年院における食に関する体験活動、伝統的
な食文化に対する理解の促進など食育に配慮し
た指導の充実【法務省】

【法務省】
・少年院において食に関する体験活動（野菜等の栽培・収穫体験）、伝統
的な食文化に対する理解の促進（食育講話・各種行事）など食育に配慮し
た指導を実施。

【法務省】
・引き続き、少年院における食に関する体験活動、伝統的な食文化に対
する理解の促進など食育に配慮した指導の充実に努める。
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２３年度実施状況等 ２４年度以降の取組予定 関連事業・予算

○各府省の国民運動の連携について、順次具体的な取組を実施。

（具体的な取組例）
　
【イベントへの相互出典等】
・内閣府主催の男女共同参画社会づくりに向けての全国会議や、地方共
催事業などで、フード・アクション・ニッポン、食育、イクメンプロジェクト等
各関連府省の取組に関する広報資料を配布し、推進を図った。
・文科省「早寝早起き朝ごはん」全国協議会と連携を図りながら、全国的
な普及啓発等の取組を行った。
・家庭教育支援の推進に関する検討委員会において「子どもの生活習慣
づくり支援分科会」を設置し、これまでの施策の検証や今後の啓発資料の
検討等を行った。
・厚労省「健康日本２１全国大会」を開催し、健康づくりに関する情報交換
や交流の場とするなど、普及啓発を推進。
・厚労省「イクメンプロジェクト」関連イベントでフード・アクション・ニッポン
の広報資料を配布。
・環境省「チャレンジ25キャンペーン」の一環として、朝型生活にチャレンジ
(朝チャレ！)を普及し、その中で朝食への旬の食材の利用の推進やレシ
ピ紹介を実施。
・朝チャレ！の個人・団体チャレンジャーを募集し、啓発ツールの利用によ
る呼びかけの推進。
・環境省「WARM BIZキャンペーン」における、フード・アクション・ニッポン
のブース出展及び北海道食材と米粉を使用した料理の提供。
・ビジット・ジャパン事業において、在外公館が海外の観光展や食の見本
市、日本関連イベントにブースを出展し、日本の食文化を含む日本の魅力
を海外に発信。

【農水省等】
・今後とも、フード・アクション・ニッポンなど各府省の国民運動の一環とし
て実施するイベント、WEBサイト等での連携、各府省及び各府省所管施
設の給食事業者によるフード・アクション・ニッポンの推進パートナーへの
登録の働きかけ等を進め、相乗効果を発揮しつつ、国民一人ひとりの積
極的な取組を促す。

【農水省等】
・海外を含めた消費者、産業界、外国政府等幅広い層の参加を得て、供
給・需要サイドの新しい関係を踏まえたジャパンブランドの再構築に資す
る取組として「食と農林漁業の祭典（仮称）」を各府省連携の下、開催する
予定。

【内閣府】
・第３次男女共同参画基本計画

【文科省】
・子どもの生活習慣づくり支援事業（30百万円）

【厚労省】
・健康日本２１（国民が一体となった健康づくり
運動：110百万円）
・イクメンプロジェクト（男性による積極的な育児
の推進：14百万円）

【農水省】
・フード・アクション・ニッポン、めざましごはん
キャンペーン（米など国産農産物の消費拡大：
718百万円）
・農産物・食品の輸出促進（・輸出拡大リード事
業（318百万円）、・輸出拡大サポート事業（912
百万円）、・農産物等輸出回復事業（238百万
円））

【国交省】
・訪日旅行促進事業（ビジット・ジャパン事業）
（4,927百万円の内数）

【環境省】
・CO2削減アクション推進事業（203百万円）

・韓国、中国など海外各国において訪日観光プロモーションを行う際に、
広告クリエイティブや日本の魅力の一つとして、日本食を紹介。
・国交省「ビジットジャパン事業」の一環で実施した「ＶＩＳＩＴ　ＪＡＰＡＮトラベ
ルマート2010」において、訪日した来場者への農水省「フード・アクション・
ニッポン」のパンフレットの配布等を実施。
・農水省「フード・アクション・ニッポン」の音楽イベントa-nation（愛媛、名古
屋、大阪、東京会場）において、文科省「早寝早起き朝ごはん」、環境省
「チャレンジ25」、厚労省「すこやか生活習慣国民運動」のパネル等を設
置。
・農水省「フード・アクション・ニッポン」の取組「こども食料セッション」の実
施にあたり、文科省「早寝早起き朝ごはん」参加児童より、「こども食料大
使」を推薦。

・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
・男女共同参画【内閣府】
・早寝早起き朝ごはん【文科省】
・健康日本21【厚労省】
・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。
・男女共同参画【内閣府】
・早寝早起き朝ごはん【文科省】
・健康日本21【厚労省】
・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】
③「食文化」に着目し、国産農産物の輸出促進
や旅行者誘致を一体として推進
・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】
・ビジット・ジャパン事業【外務省、国交省】
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】
・早寝早起き朝ごはん【文科省】
・イクメンプロジェクト【厚労省】
・フード・アクション・ニッポン【農水省】

「食」に関する将来ビジョン　「Ⅲ 今後取り組むべき施策の方向」　　23年度実施状況等及び24年度以降の取組予定について

プロジェクト９ 「食」に関する将来ビジョンの実現に向けた国民運動の展開

取組内容

（１）各府省が展開する国民運動との相互連携
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２３年度実施状況等 ２４年度以降の取組予定 関連事業・予算取組内容

 現在までの連携の実施状況
・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〕

【WEBサイトの相互リンク】
・農水省「フード・アクション・ニッポン」と、文科省「早寝早起き朝ごはん」、
厚労省「イクメン」、環境省「チャレンジ25キャンペーン」
・農水省「めざましごはんキャンペーン」と、文科省「早寝早起き朝ごは
ん」、環境省「チャレンジ25キャンペーン」
・国交省と連携し、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。

・各府省の職員一人ひとりによる国民運動の宣
言の推進【厚労省、農水省、環境省等】
〔宣言を有する国民運動〕
イクメンプロジェクト（厚労省）の「イクメン宣言」、
「イクメンサポーター宣言」
フード・アクション・ニッポン（農水省）の「アクショ
ン宣言」
チャレンジ25 キャンペーン（環境省）の「チャレン
ジ宣言」
・各府省所管施設の給食事業者によるフード・
アクション・ニッポンの推進パートナーへの登録
の働きかけ【農水省、各府省】

【農水省等】
・各府省所管施設で食堂を経営する給食事業者の個別訪問等により、
フード・アクション・ニッポンの推進パートナーへの登録を働きかけたことに
より、給食事業者８社が推進パートナーに登録。また、働きかけを行った
給食事業者においては、店舗におけるメニューへの食料自給率表示等の
取組や、米粉等の導入等の具体的な展開も一部で開始された。

【農水省等】
・今後とも、フード・アクション・ニッポンなど各府省の国民運動の一環とし
て実施するイベント、WEBサイト等での連携、各府省及び各府省所管施
設の給食事業者によるフード・アクション・ニッポンの推進パートナーへの
登録の働きかけ等を進め、相乗効果を発揮しつつ、国民一人ひとりの積
極的な取組を促す。

（２）各府省による率先した国民運動の実践
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２３年度実施状況等 ２４年度以降の取組予定 関連事業・予算取組内容

・消費者、農業者、企業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】

【農水省】
・農山漁村における活性化の先進的な取組について、全国の優良事例を
表彰する「食と地域の『絆』づくり」表彰を通じて把握した。今後、モデル的
取組として全国へ発信。
・農業と消費者の新たな結びつきについて、先導的な取組等の収集・分析
等を行った。

【農水省】
・引き続き、「食と地域の『絆』づくり」表彰を継続し、先進的取組を把握す
るとともに、農山漁村の活性化のモデルとして啓発普及を推進する。

【農水省】
・「食と地域の『絆』づくり」表彰

・各府省の所管関係施設や事業者における地
産地消の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】

【農水省】
・地産地消先進事例調査の結果を公表。
・直売所間のネットワーク構築のための支援を実施。
・直売所等の施設整備支援を実施。

【国交省】
・市場と地域との窓口機能等を担う事業体「観光地域づくりプラットフォー
ム」の形成を促進しつつ、着地型旅行商品の企画・販売、人材育成等を行
う取組を支援した

【農水省】
・引き続き、地産地消推進のための施策を実施。

【国交省】
・引き続き、市場と地域との窓口機能等を担う事業体「観光地域づくりプ
ラットフォーム」の形成を促進しつつ、着地型旅行商品の企画・販売、人
材育成等を行う取組を支援する。

【農水省】
・産地活性化総合対策事業（5,288百万円の内
数）
・６次産業化総合推進事業(711百万円の内数)
・６次産業化推進整備事業(2,194百万円の内
数)

【国交省】
・観光地域づくりプラットフォーム支援事業（246
百万円の内数）

（３）地域ぐるみで農業を支える取組等の推進
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２３年度実施状況等 ２４年度以降の取組予定 関連事業・予算

・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】

【農水省】
・肥料原料に係る情報を把握するために、以下の取組を実施。
--肥料原料の産出企業の動向等に関する情報について、在外公館から
　13件の情報収集。
--海外情報誌（Green Markets）から肥料原料に関する情報収集及び
　在外公館へ情報提供。

【農水省】
・引き続き、肥料原料に関する情報について、在外公館等を通じた情報収
集を実施。

・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】

【国交省】
・社会資本整備総合交付金による下水汚泥のコンポスト設備等の整備支
援及び、「リン資源化の手引き」（平成22年３月策定）等、リン資源化に係
る情報の提供・周知によるリン資源化の推進。

【国交省】
・引き続き、社会資本整備総合交付金による下水汚泥のコンポスト設備等
の整備支援及びリン資源化に係る情報の提供・周知によるリン資源化の
推進するとともに、下水汚泥等からの低コストリン回収・リン資源化技術の
実証事業を実施する。

【国交省】
・下水道事業関係費（5,900百万円）の内数（「日
本再生重点化措置」要望額を含む。）
・社会資本整備総合交付金（1,400,000百万円）
及び地域自主戦略交付金の内数

・肥料原料の新たな輸入相手国の探索【外務
省、農水省、経産省】

【農水省】
・肥料原料の新たな輸入相手国の探索のために、以下の取組を平成24年
３月末までに実施予定。
--輸入原料安定確保調査等事業（実施主体：みずほ情報総研）におい
　て、リン鉱石及びカリ鉱石の有望な産出国に関する文献調査及び
　我が国への輸出可能性等の現地調査（２か国）を実施予定。

「食」に関する将来ビジョン　「Ⅲ 今後取り組むべき施策の方向」　　23年度実施状況等及び24年度以降の取組予定について

プロジェクト１０ 総合的な食料安全保障の確立

取組内容

（国内生産における不安要因）
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２３年度実施状況等 ２４年度以降の取組予定 関連事業・予算取組内容

・異常気象（高温、冷害、渇水、豪雨等）に係る
情報収集、気候変動に係る地球観測及び予測
精度の向上【内閣府 、総務省、文科省、農水
省、国交省、環境省等】

【内閣府】
・「地球観測の推進戦略」（平成16年12月27日）に沿って、地球観測の推
進、地球観測体制の整備、国際的な貢献策等の事業の進捗状況につい
て、関係府省・機関からの報告に基づいて、「平成22年度の我が国におけ
る地球観測実施計画」のフォローアップを行った。

【文科省】
・複数の人工衛星の観測データを元に作成された全球降雨マップにより、
世界の降雨状況を準リアルタイムで把握するなど、異常気象や気候変動
に関する情報収集や予測精度向上に向けた研究開発等を行った。
・海洋生物の生理機能を解明し革新的な生産につなげる研究開発や、海
洋生物の正確な資源量予測を行うための生態系を総合的に解明する研
究開発を行うことを目的とする「海洋生物資源確保技術高度化」を開始。

【農水省】
・国内の農業生産への影響が見込まれる気象情報を気象庁から入手し、
農業生産者への技術指導に活用するため、省内の関係部署に情報提供
した。
・地球観測推進に関する関係府省・機関連絡会議において、地球温暖化
分野の観測ニーズ・観測実施計画の取りまとめ、観測施設の共同利用・
観測データの流通の促進、機関間・分野間連携の促進等の実施。
・地球観測データの統合化に関する連絡調整会議において、地球観測情
報利活用のための連携プラットフォームの構築等を実施。

【国交省】
・世界の異常気象の発生状況について、全球異常気象監視速報による情
報提供を引き続き実施するとともに、国内の２週間先までの顕著な高温・
低温に関する情報として、異常天候早期警戒情報の提供を実施。
・温室効果ガスやオゾン層等の常時観測を継続するとともに、海洋気象観
測船による北西太平洋域における海洋中の二酸化炭素関連物質の高精
度観測及び航空機による北西太平洋域の上空における温室効果ガス観
測を実施。

【環境省】
・「公的統計の整備に関する基本計画」に基づき、気候変動の影響に関す
る知見を収集・整理・蓄積し、気候変動影響統計データベースに取りまと
めた。
・温室効果ガス観測技術衛星「いぶき」（GOSAT）による高精度な地球環
境観測を実施し、炭素循環メカニズムの解明、気候変動予測の高度化に
つながる知見を提供した。
・気候変動の要因や影響の長期的、国際的なモニタリング研究を実施し
た。
・環境研究総合推進費を活用し、気候変動の影響評価・適応に関する研
究を行った。

【内閣府】
・引き続き、「平成23年度の我が国における地球観測実施計画」のフォ
ローアップを行う。

【文科省】
・気候変動リスク管理に必要となる基盤的情報の創出に向けて、気候変
動の確率的予測技術の開発や、精密な影響評価技術の開発を推進する
とともに、気候変動リスク評価を実施。
・降雨・降水状況等のより高頻度・高精度な把握や、気象予報精度、長期
気候変動予測精度の向上にむけ、人工衛星や観測センサの開発・運用を
引き続き実施する。
・平成23年度に開始した研究開発を継続。

【農水省】
・引き続き、気象庁との連携を密にし、国内の農業生産への影響が見込ま
れる気象情報について、農業生産者への技術指導に活用するため、省内
の関係部署に情報提供する。
・地球観測推進に関する関係府省・機関連絡会議において、地球温暖化
分野の観測ニーズ・観測実施計画の取りまとめ、観測施設の共同利用・
観測データの流通の促進、機関間・分野間連携の促進等の実施する予
定。
・地球観測データの統合化に関する連絡調整会議において、地球観測情
報利活用のための連携プラットフォームの構築等を実施する予定。

【国交省】
・引き続き、世界の異常気象に関する情報や２週間先までに予測される国
内の異常天候（高温・低温）に関する情報を提供するとともに、顕著な異
常気象が発生した際には、より詳細な情報をタイムリーに提供する。ま
た、異常天候早期警戒情報について、大雪に関する情報提供を開始す
る。
・引き続き、温室効果ガスやオゾン層の観測等の定常的な実施及び気候
予測モデルを用いた地球温暖化予測情報の提供を行う。

【環境省】
・引き続き、「公的統計の整備に関する基本計画」に基づき、気候変動の
影響に関する知見を収集・整理・蓄積し、気候変動影響統計データベース
を運用する。
・地球温暖化の観測・予測及び影響評価に関する統合レポートを作成す
る。
・引き続き、温室効果ガス観測技術衛星「いぶき」（GOSAT）による高精度
な地球環境観測を実施し、炭素循環メカニズムの解明、気候変動予測の
高度化につながる知見を提供するとともに、後継機のセンサー開発を行
う。
・引き続き、気候変動の要因や影響の長期的、国際的なモニタリング研究
を実施する。
・環境研究総合推進費を活用し、気候変動リスク管理戦略の構築のた
め、地球物理学的リスク評価、気候変動による水・食料・健康等の社会的
リスク評価等を行い、これらの総合解析を行うことにより、地球規模の気

【文科省】
・気候変動リスク情報創生プログラム（835百万
円）
・独立行政法人宇宙航空研究開発機構運営費
交付金（119,758百万円の内数）
・地球観測システム研究開発費補助金（11,007
百万円）
・海洋生物資源確保技術高度化（140百万円）

【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（1,282百万円）

【国交省】
・気候変動対策業務（74百万円）の内数
・気候変動観測・監視業務（959百万円）の内数

【環境省】
・気候変動影響評価・適応推進事業（299百万
円の内数）
・温室効果ガス観測技術衛星「いぶき」による地
球環境観測事業（120百万円）
・いぶき（GOSAT）観測体制強化及びいぶき後
継機開発体制整備（1,352百万円）
・地球環境保全試験研究費（270百万円）
・環境研究総合推進費（5670百万円の内数）
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２３年度実施状況等 ２４年度以降の取組予定 関連事業・予算取組内容

・農業用水等の安定的な供給の確保に向け、農
業水利施設のライフサイクルコストを低減する
補修等の保全管理を推進。この推進に必要な
ストックマネジメント技術に関する情報を共有
【内閣府、厚労省、農水省、国交省】

【農水省】
・これまでに各府省で共有した情報等も踏まえ、農業水利施設のライフサ
イクルコストを低減する補修等の保全管理を推進するため、以下の取組を
実施。
--国営造成施設等の基幹的水利施設を対象に、早期からの機能診断
　及び機能保全対策の実施が可能となる事業を創設し、取組を推進。
--老朽施設の更新等の農業水利施設の整備をきめ細かく実施する
　取組を推進。
--農地・農業用水等の資源の基礎的な保全管理活動に加え、老朽化
　が進む農地周りの水路等の長寿命化のための取組に対して支援を
　実施。

【農水省】
・引き続き、左記の取組を推進するとともに、新たに以下の取組を実施。
--国営造成施設の突発事故に対する二次被害の軽減、防止のための迅
速な応急対策を行う事業を創設。
--地域コミュニティを活用した水路等の保全管理、長寿命化等の高度な
取組を支援するとともに、広域で地域資源の保全管理を行うなど集落を支
える体制を強化。

【農水省】
・農業農村整備事業（212,939百万円の内数）
・農業体質強化基盤整備促進事業（22,000百万
円）
・農山漁村地域整備交付金（9,614百万円の内
数）
・農地・水保全管理支払交付金のうち向上活動
支援交付金（6,175百万円）

・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】

【農水省】
・新型インフルエンザ等の発生時においても、国民への食料供給が維持
できるよう、食品産業事業者の事業継続能力の向上を図った。

【農水省】
・新型インフルエンザ等の発生時においても、国民への食料供給が維持
できるよう、食品産業事業者間の連携による事業継続能力の向上を図
る。

【農水省】
・不測時の食料供給能力向上対策事業（22百
万円）

・メーカー・卸・小売の情報共有等を通じた、加
工食品等の安定供給【経産省】

【経産省】
・緊急時における消費財の円滑な供給・調達に資するよう、消費財に関す
る各企業の在庫・販売情報等を集約し、災害時に政府・自治体等が必要
な情報を確認できる情報システムを構築する。

【経産省】
・ライフライン物資供給網強靱化実証事業（800
百万円）

・食品関係事業者等との連携による非常時の食
料安定供給体制の構築【農水省】

【農水省】
・緊急時における円滑な食料供給を可能とする物流拠点の在り方等につ
いて、検討及び情報共有を図った。
・食品業界団体等との緊急連絡体制を整備し、「緊急災害時対応食料供
給体制整備調査」結果の活用等と併せ、被災地内外への食料安定供給
体制を構築した。

【農水省】
・被災地等に対する他地域からのバックアップ体制の在り方等、災害に強
い食品のサプライチェーン構築に向けた支援を実施する。
・食品製造事業者、加工食品卸売業者等の共同・連携による被災地の物
流拠点の構築を推進する。
・被災地等に向けた食料・物資等の円滑な調達・供給を担う「食料・物資
支援チーム」体制を整備、関係各府省とも連携した上で、全国の食品関係
事業者等の協力の下、応急食料等の支援体制を構築する。

【農水省】
・食料の供給機能強化推進事業（25百万円）
・食料の物流拠点機能強化等推進事業(1,721
百万円)

・港湾等の物流インフラの確保【農水省、国交
省】

【農水省】
・国土交通省が行う「国際バルク戦略港湾」の選定（平成23年５月）及び当
該港湾の整備に向けて、配合飼料の生産量といった畜産関連の基礎デー
タ等を国土交通省に提供する等、情報共有を図った。

【国交省】
・「国際バルク戦略港湾」として、穀物の拠点港（鹿島港、志布志港、名古
屋港、水島港、釧路港）を平成23年５月に選定した。

【農水省】
・引き続き、畜産関連の基礎データ等を提供する等により、国土交通省と
の情報共有を図り、両省の連携を推進する。

【国交省】
・食糧等の安定的かつ安価な供給を目的とする「国際バルク戦略港湾」に
おいて、港湾施設の整備、埠頭運営の効率化、制限の緩和等の総合的な
対策を推進する。

【国交省】
・港湾整備事業（273,300百万円の内数）

（流通・加工・消費面における不安要因）
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２３年度実施状況等 ２４年度以降の取組予定 関連事業・予算取組内容

・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】

【文科省】
・干ばつや農業被害、穀物の作付・生育状況及び収量予測、漁場の把握
等に活用するため、人工衛星の観測データを関係機関等に提供した。

【農水省】
・文科省とともに、JAXAが主催する「平成23年度食料安全保障分野の地
球観測衛星利用研究会」を通じて、地球観測データ等を活用した水稲等
収量予測及び作付面積把握、耕作適地選定の手法について検討中。

【文科省】
・穀物の作付け・生育状況、干ばつなどによる農業被害や漁場のより高精
度な把握に向け、人工衛星や観測センサの開発・運用を引き続き実施し、
世界の食料供給動向の把握に貢献する。さらに、JAXAが主催する「食料
安全保障分野の地球観測衛星利用研究会」を通じて農水省とともに衛星
データ利用の検討を続け、平成24年４月に開催される｢GEOSS（全球地球
観測システム）アジア太平洋シンポジウム｣の農業分科会等、国際的な枠
組みにおいても、衛星データの食料安全保障分野での利用について議
論・調整を行う。

【文科省】
・独立行政法人宇宙航空研究開発機構（JAXA）
運営費交付金（119,758百万円の内数）
・地球観測システム研究開発費補助金（11,007
百万円）

・海外の食料需給動向等についての情報収集
体制の整備【外務省、農水省】

【農水省】
・海外現地コンサルタントを活用した現地の食料事情のリアルタイムの動
きの把握。
・現地の動きに即時に対応した職員による現地調査の実施。
･国民へのわかりやすい情報提供（世界全体の食料需給･価格動向の分
析結果の作成･提供）の実施。

【農水省】
・海外の食料需給動向等についての情報収集体制の整備については、引
き続き以下の取組を実施
--海外現地コンサルタントを活用した現地の食料事情のリアルタイムの
　動きの把握。
--現地の動きに即時に対応した職員による現地調査の実施。
--国民へのわかりやすい情報提供（世界全体の食料需給･価格動向の
　分析結果の作成･提供）の実施。
--穀物等需要が増大している中国について、情報収集の拡充。

【農水省】
・世界食料需給動向等総合調査・分析関係費
(66百万円)

・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。併せて国際的な行
動原則の策定等を推進し、これに沿った責任あ
る国際農業投資を促進【外務省、財務省、農水
省 、経産省】
・海外規制当局との取引情報の交換等による商
品先物市場の取引の監視、透明化【農水省、経
産省】
・事業者の価格変動等に対するリスクヘッジの
ニーズに応えるため上場商品の多様化、取引
時間の延長等により商品先物市場の機能を強
化【農水省 、経産省】

【財務省】
・世界銀行が実施する責任ある農業投資（RAI）原則の有効性の実証のた
めの事業に対し、資金拠出を行った。

【外務省、農水省】
・「食料安全保障のための海外投資促進に関する指針」に基づき、民間企
業に対し農業投資に係る情報提供を実施。また、FAO、G20等の国際的枠
組みにおいて責任ある国際農業投資のための行動原則策定支援、FAO
への拠出による国際農業投資促進のためのガイダンス策定作業を実施。

【財務省】
・平成23年度の事業を継続実施（平成25年度終了予定）。

【外務省、農水省】
・引き続き、民間企業に対する農業投資に係る情報提供、FAO、G20等の
国際的枠組みにおいて責任ある国際農業投資のための行動原則策定支
援、FAOへの拠出による国際農業投資促進のためのガイダンスを策定す
る。

・貧困・飢餓が喫緊の課題であるアフリカにおけ
るコメ生産倍増、イモ・マメ類の生産性向上【外
務省、農水省】

【外務省】
・途上国において、コメ（ネリカ等）やイモ・マメ類の優良品種の開発・普及
や農民参加型水管理の普及等を実施。

【農水省】
・西アフリカで、国連世界食糧計画拠出事業を通じた農民参加型小規模
水田開発のほか、イモ・マメの品種や栽培技術改良のための研究開発等
を実施。

【外務省】
・引き続き、ODAにより、アフリカにおけるコメ生産倍増、イモ・マメ類の生
産性向上、地球温暖化の緩和やその適応に寄与する農業技術等の海外
協力の推進を支援。

【農水省】
・引き続き、ＯＤＡにより、アフリカにおけるコメ生産倍増、イモ・マメ類の生
産性向上、地球温暖化の緩和やその適応に寄与する農業技術等の海外
協力の推進を支援。

【農水省】
・ＯＤＡを通じた世界の食料安全保障や地球的
規模の課題等への対応（3,066百万円の内数）

・地球温暖化の緩和やその適応に寄与する農
業技術等の海外協力の推進【外務省、農水省】

【外務省】
・途上国において、コメ（ネリカ等）やイモ・マメ類の優良品種（耐候性品種）
の開発・普及や農民参加型水管理の普及等を実施。

【農水省】
・諸外国において、気候変動に適応するため、高精度なモデルを活用した
水や土壌の地域的な変化の予測等を支援。

【外務省】
・引き続き、ODAにより、地球温暖化の緩和やその適応に寄与する農業技
術等の海外協力の推進を支援。

（国際的な食料の供給不安要因）
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２３年度実施状況等 ２４年度以降の取組予定 関連事業・予算

【内閣府（食品安全委員会）】
・リスク評価機関の機能強化については、的確かつ迅速なリスク評価を実
施するため、専門調査会の専門性を強化し、標準的な事務処理期間制度
（タイムクロック制）を実施するとともに、評価ガイドラインの策定に向けた
検討等を行った。

【内閣府（食品安全委員会）】
・リスク評価機関の機能強化については、継続的に取組を実施予定。

【厚労省】
国民の健康への悪影響を未然に防止するため、科学的知見に基づき食品
の安全性向上のための様々な取組を実施。
・食品、添加物等に係る規格基準の設定等、以下の取組を実施。
　--生食用食肉に係る規格基準の設定（平成23年10月１日施行）。
　--食品中の残留農薬等に係る基準値設定（ポジティブリスト導入時に新
たに基準値を設定した758品目のうち平成23年12月末現在141品目につい
て見直し済み）。
　--国際汎用添加物の指定（46品目のうち、平成23年12月末現在15品目
が未指定）。
　--安全性に問題がある又は使用実態のない既存添加物53品目につい
て、既存添加物名簿から消除（平成23年５月施行）。
・ＢＳＥ（牛海綿状脳症）対策の開始から10年が経過したことから、最新の
科学的知見に基づき、対策全般の再評価を行うこととし、食品安全委員会
にＢＳＥ対策の再評価について諮問。

【厚労省】
食品の安全性向上のため引き続き以下の取組を実施。
・食品、添加物等に係る規格基準の設定等を実施。
・食品中の残留農薬 等に係る基準値設定を推進。
・国際汎用添加物の指定を推進。
・食品中の汚染物質等の対策等を推進。
・食品安全委員会の評価等を踏まえ、ＢＳＥ対策の見直しを推進。

【厚労省】
・残留農薬、食品汚染物質、容器包装等の安全性の
確保（1,099百万円）

【農水省】
・「平成23年度食品の安全性に関する有害化学物質及び有害微生物の
サーベイランス・モニタリング年次計画」を作成・公表し、当該計画に基づき
計画的に汚染実態等の調査を実施(平成23年４月)。
・優先的にリスク管理の対象とする有害微生物のリストを見直し、平成24
年度から５年間を対象とした有害微生物のサーベイランス・モニタリング中
期計画を策定中。
・食品の安全性を向上させるため、営農指導者や生産者を対象とした実施
指針等を作成・普及。
①国民の主要なカドミウム摂取源であるコメに関するカドミウム対策を一層
推進するため、生産段階における対策を取りまとめた「コメ中のカドミウム
濃度低減のための実施指針」(平成23年８月)。
②乾燥調製施設や貯蔵施設でのコメのカビ汚染を防ぐ対策を取りまとめた
「米のカビ汚染防止のための管理ガイドライン」（平成24年２月）。
③生鮮野菜を衛生的に保ち、食中毒を防ぐための「栽培から出荷までの野
菜の衛生管理指針」(平成23年６月)。
④畜産物の安全性を向上させるため、牛肉及び鶏肉の生産農場への食中
毒菌の侵入やまん延を防ぐ対策をとりまとめたハンドブック（平成23年８
月)。
・農薬登録に必要な試験方法の見直しのためのデータを収集するととも
に、都道府県等が行う農薬の適正使用・管理を徹底するための取組を支
援。

 【農水省】
・「平成24年度食品の安全性に関する有害化学物質及び有害微生物の
サーベイランス・モニタリング年次計画」を作成・公表し、引き続き計画的に
汚染実態等の調査を実施。
・より多くの生産者が衛生管理や汚染物質の低減に取り組めるよう、食肉
及び野菜の衛生管理指針や汚染物質低減の指針を引き続き普及。
・農薬登録に必要な試験方法の見直しのためのデータを収集するととも
に、都道府県等が行う農薬の適正使用・管理を徹底するための取組を引
き続き支援。

【農水省】
・有害化学物質・微生物リスク管理基礎調査事業
（277百万円）
・消費・安全対策交付金（2,606百万円の内数）
・食の生産資材安全確保対策事業（605百万円）

「食」に関する将来ビジョン　「Ⅲ 今後取り組むべき施策の方向」　　23年度実施状況等及び24年度以降の取組予定について

（別表） 「視点４：食の安全と消費者の信頼の確保という視点」に関連する施策

取組内容

（１）食品の安全性向上

・リスク評価機関の機能を強化【内閣府（食
品安全委員会】

・国民の健康への悪影響を未然に防止す
るため、一次生産から消費にわたって、科
学的根拠に基づき適切な措置を実施【厚
労省、農水省】
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２３年度実施状況等 ２４年度以降の取組予定 関連事業・予算取組内容

『原発事故への対応』 【厚労省】
・食品中の放射性物質への対応としては、平成23年３月の原発事故の発
生を受け、速やかに食品中の放射性物質に関する暫定規制値を設定する
とともに、地方自治体において適切な検査が実施されるよう支援。さらに、
より一層食品の安全と安心を確保するため、暫定規制値に代わる食品中
の放射性物質に係る基準値を設定（平成24年４月施行）。

【厚労省】
・引き続き、都道府県等による食品中の放射性物質の検査体制充実を支
援。
・新たに設定した基準値について、食品の汚染状況や摂取状況の調査を
実施。

【厚労省】
・食品中の放射性物質対策の推進（717百万円【復
興枠】）

【農水省】
・厚労省に協力し、食品の安全確認のための放射性物質の検査体制の充
実等を支援。
・生産される畜水産物が食品の暫定規制値を超えないようにするための目
安として、飼料中の放射性物質に関する暫定許容値を設定(平成23年８月
１日)。暫定規制値に代わる食品中の放射性物質に係る基準値案をきっか
けに、これまでに収集・蓄積したデータを活用し、飼料の暫定許容値の改
訂。
・放射性物質の管理方針の作成に資するため、定点を定め、農地土壌中
の放射性物質を経時的にモニタリング。
・農地土壌の汚染拡大を防止し、食品衛生法上問題のない農畜水産物の
生産を確保するために、肥料の原料汚泥、肥料の暫定許容値を設定(平成
23年８月１日)し、検査計画等を策定。

【農水省】
・引き続き、都道府県による食品中の放射性物質の検査体制充実を支援。
・農地土壌の定点調査を引き続き実施するとともに、腐葉土等の検査法を
開発するための調査・試験を実施。

【農水省】
・放射性物質による農畜産物等影響実態調査対策
（684百万円【復興枠】）

【農水省】
・「農業生産工程管理（ＧＡＰ）の共通基盤に関するガイドライン（以下、ガイ
ドライン）」に則したＧＡＰの導入を進めるため、指導者の育成、産地の取組
支援等を実施。

【農水省】
・関連する法令等の制定、改正等があった際には、必要に応じてガイドライ
ンの見直しを検討するとともに、引き続きガイドラインに則したＧＡＰの導入
を支援。また、津波や放射性物質の影響により生産や販売が低下した地
域において、早期に需要者や消費者の信頼を回復できるよう、震災被害
（塩害、放射性物質等）に対応したＧＡＰの導入を支援。

【農水省】
・消費・安全対策交付金（2,606百万円の内数）
・産地活性化総合対策事業（5,288百万円の内数）
・東日本大震災農業生産対策交付金（2,899百万円
の内数）

・適切な生産工程管理を図るための農業
生産指導者の育成や産地での導入等に対
する支援を充実【農水省】
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２３年度実施状況等 ２４年度以降の取組予定 関連事業・予算取組内容

【農水省】
・食品製造事業者の中小規模層における危害分析・重要管理点（HACCP）
手法の導入を加速化するため、食品の製造過程の管理の高度化に関する
臨時設置法（平成10年法律第59号）による長期低利融資を行うとともに、
低コスト導入手法の構築・普及、専門家からの助言・指導が受けられる体
制の構築、現場責任者・指導者養成のための実践的な研修の取組を支
援。また、HACCP手法の導入が困難な零細規模層に対して一般的衛生管
理を徹底させるための基礎的な研修等の取組を支援。

【農水省】
・引き続き、食品製造事業者の中小規模層における危害分析・重要管理
点（HACCP）手法の導入を加速化するため、食品の製造過程の管理の高
度化に関する臨時設置法による長期低利融資を行うとともに、輸出志向の
ある意欲的な食品製造事業者等に対し、HACCP手法導入に必要な人材
育成等の取組を支援。

【農水省】
・輸出拡大サポート事業のうち食品の品質管理体制
強化のサポート（912百万円の内数）

【厚労省】
・輸出国における衛生対策の適正化を推進するため以下の取組を実施。
　--計画的に対日輸出食品に関する制度調査を実施。
　--個別問題に係る輸出国との協議及び現地調査を実施。
・日中食品安全推進イニシアチブに基づき、平成23年11月に閣僚会議を
実施。また、同年7月及び11月に実務者レベル協議及び現地調査を実施。
・輸入時における検査命令の実施及びモニタリング検査の増加（平成22年
度：85,000件→同23年度：約86,100件）。
・検疫所における食品衛生監視員の増員（平成22年度：383人→同23年
度：393人）
・検査機器の整備及び輸入時の検査項目の拡充（平成22年度農薬530項
目→同23年度534項目等）。

【厚労省】
・輸出国における衛生対策の適正化を推進するため、制度調査を実施。
・日中食品安全推進イニシアチブに基づき、食品安全分野における交流及
び協力を推進。
・輸入時における検査命令の実施及びモニタリング検査の増加（平成23年
度：86,100件→同24年度：約89,900件）
・検疫所における食品衛生監視員の増員（平成23年度：393人→同24年
度：399人）及び検査項目の拡充

【厚労省】
・輸入食品の監視体制等の強化（1,831百万円）

【内閣府（食品安全委員会）】
・生産者、食品事業者、消費者等の関係者とのリスクコミュニケーションに
ついて、食品健康影響評価等に係る意見交換会を開催したほか、ホーム
ページやパンフレット等を通じて情報提供を実施。

【消費者庁】
・食の安全・安心を確保するための施策について、消費者に身近な地方公
共団体や消費者団体等と連携し、消費者の意識を踏まえた、消費者・事業
者・行政等の情報共有・理解促進に資する目的で、健康食品をテーマに意
見交換会を３回開催するとともに、安全啓発資料を活用した講座を全国で
30回実施。

【厚労省】
・食品の安全性に関する様々なテーマについて意見交換会を開催したほ
か、ホームページやパンフレット等を通じて情報提供を実施。

【農水省】
・消費者の食への理解を促進するため、①農水省ホームページ上に消費
者の方が安全で健やかな食生活を送るために役立つ情報を掲載するとと
もに、②全国９か所で消費者を対象として家庭における細菌性食中毒の予
防をテーマにセミナーを実施する等、食品安全に関する科学的でわかりや
すい情報の提供を実施。

【各府省】
・引き続き、消費者等への科学的でわかりやすい情報提供を実施。

【内閣府（食品安全委員会）】
・リスクコミュニケーション実施経費（26百万円）
【消費者庁】
・消費者安全施策企画推進経費（16 百万円の内
数）
【厚労省】
・食品安全に関する情報提供や意見交換（リスクコ
ミュニケーション）の推進（16百万円）

・中小の食品製造事業者におけるHACCP
（危害分析・重要管理点）の導入拡大の支
援を実施【農水省】

・輸入食品の安全性の確保のための検査・
監視体制の強化【厚労省、関係府省等】

・生産者、食品事業者、消費者等の関係者
とのリスクコミュニケーションを促進【内閣
府（食品安全委員会）、消費者庁、厚労
省、農水省、 環境省】
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２３年度実施状況等 ２４年度以降の取組予定 関連事業・予算取組内容

・事業者間の議論の場としてワークショップを随時実施するとともに、大学
等と連携、各都道府県へ展開。

・事業者間の議論の場としてワークショップを随時実施するとともに、大学
等と連携、各都道府県への展開。

【財務省】
・米トレーサビリティ法の完全施行（平成23年７月）にあわせて、酒類業者
に対し、周知徹底を図るための説明会等を実施（全国で89回、2,302人参
加）。
・米トレーサビリティ法の遵守状況を確認するため、酒類業者に対し、巡回
立入検査等を実施。

【農水省】
・米トレーサビリティ法の完全施行(平成23年７月)にあわせて、周知徹底を
図るための説明会を実施（全国で198回、7,460人参加）。
・米トレーサビリティ法の遵守状況を確認するため、米穀事業者に対し、巡
回立入検査等を実施。
・米穀等におけるトレーサビリティ制度の実施状況を踏まえつつ、米穀等以
外の飲食料品についてのトレーサビリティ制度について検討。

【財務省】
・米トレーサビリティ法の遵守状況を確認するため、引き続き、酒類業者に
対し、巡回立入検査等を実施。

【農水省】
・米トレーサビリティ法の遵守状況を確認するため、引き続き、米穀事業者
に対し、巡回立入検査等を実施。
・米穀等におけるトレーサビリティ制度の実施状況を踏まえつつ、米穀等以
外の飲食料品についてのトレーサビリティ制度について検討。

【消費者庁】
・食品表示に関して、消費者の信頼確保に向けた以下の取組を実施。
--食品表示一元化検討会を開催し、本年６月を目途に報告書を取りま
　とめ予定。
--原料原産地表示の拡大に関し、消費者委員会の意見を踏まえ、食品
　表示一元化検討会の中で検討。
--栄養成分表示検討会を開催し、栄養表示の義務化に向けた報告書
　を取りまとめ、公表。それを踏まえ、食品表示一元化検討会の中で検討。
--特定保健用食品の表示に関するQ&Aを公表。

【消費者庁】
・食品表示一元化検討会報告書を本年６月を目途に取りまとめ予定。
・食品表示に関する一元的な法律について、平成24年度中の法案提出を
予定。

【消費者庁】
・食品表示適正化推進等経費（195百万円の内数）

・食品関係事業者の自主的な企業行動規範等の策定を促すなど食品関係
事業者のコンプライアンス（法令の遵守及び倫理の保持等）確立のための
各種取組を全国各地における研修会の実施を通じて促進。

・引き続き、食品関係事業者の自主的な企業行動規範等の策定を促すな
ど食品関係事業者のコンプライアンス（法令の遵守及び倫理の保持等）確
立のための各種取組を全国各地における研修会の実施を通じて促進。

【農水省】
・輸出拡大サポート事業のうち食品の品質管理体制
強化のサポート（912百万円の内数）

・食品の品質管理や消費者対応等に関す
る情報の提供を促し、これらが取引先や消
費者に適正に評価される機会を増大【農水
省】

・米穀等の取引等の記録の作成・保存及
び産地情報伝達に関する制度の徹底を図
るとともに、その他の飲食料品への拡充を
検討【 内閣府（消費者庁 ）、財務省、農水省
等】

・食品表示の一元的な法体系の在り方の
検討【 内閣府（消費者庁 ）】
・加工食品における原料原産地表示の義
務付けの拡大【 内閣府（消費者庁 ）】
・トランス脂肪酸を始めとする、栄養成分の
表示の在り方の検討【 内閣府（消費者庁 ）】
・健康食品の表示の在り方の検討【 内閣府
 （消費者庁 ）】

・食品関係事業者における法令遵守や企
業・社会倫理遵守といった「コンプライアン
ス」の徹底や、消費者とのコミュニケーショ
ンの強化等の自主的な取組を促進【農水
省】

（２）消費者の信頼確保
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