
参考資料２

平成２３年度の実施状況等及び

平成２４年度以降の取組予定について（概要）



１

○プロジェクト１ ：

地域資源を活用した６次産業化
【連携府省】 ： 内閣官房、内閣府、総務省、文科省、厚労省、経産省、国交省、環境省

【 ２３年度の主な実施状況 】 【 ２４年度以降の主な取組内容 】

・ 食ビジョン策定後、６次産業化の事業計画として７２３件を認定。経産省と連携し、農商工等連
携促進法の事業計画として食ビジョン策定後、 ９４件を認定（いずれも２４年３月末現在）。

・ 食ビジョン策定後、農林水産省、文部科学省、経済産業省が連携し、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（２３年度）。

・ ６次産業化事業者への成長資本の提供やハ
ンズオン支援(経営支援)を一体的に実施する
ため、国及び民間の出資により農林漁業成長
産業化ファンド（仮称）を創設予定（３０，０００
百万円【財投資金】）。

・ 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、各省連携して
支援を実施。

実施地域における具体的取組事例 ～１～ 実施地域における具体的取組事例 ～２～

アスパラガス擬葉粉末
を使ったロールケーキ

農業者は、新商品（アスパラ擬葉を用いたスイーツ）の
原料を安定供給するため、アスパラガス擬葉栽培専用畑
を確保するほか、運搬の効率化と劣化を防ぐため、洗浄・
乾燥・保冷の一次加工を行い、加工品については、連携す
る中小企業者（食品製造業）等の既存販路を活用しながら
販路の拡大することを計画。

農商工等連携促進法に基づく事業計画の認定を受け、
６次産業化推進整備事業によるハード事業等を用いて売
上高増加、耕作面積の拡大、販売品目の増加を見込む。

北海道における未利用資源を利用した農商工連携

地域イノベーション戦略推進地域の選定
～奈良県植物機能活用地域等24地域を共同選定～

農林水産省・文部科学省・経済産業省で
は、地域イノベーションの創出に向けた主体
的かつ優れた構想を持つ地域を「地域イノ
ベーション戦略推進地域」として共同で選定
しています。

23年度は、植物機能に関する研究開発と
その利活用促進を図る「奈良県植物機能活
用地域」等、全国24地域について共同で選
定し、支援プログラムが開始されています。

DATA
地域イノベーション戦略推進地域
（23年度選定地域） 24地域
うち、国際競争力強化地域 ９地域

研究機能・産業集積
高度化地域 15地域

福岡県における「あまおう」を利用した６次産業化

ＪＡ福岡市が生産したいちご「あまおう」を使用して、
コスメティック商品を開発。さらに、新たな販売ルート
を構築し、広く一般消費者を対象に新たな「博多じょ
うもんさん」ブランドを確立させることにより付加価値
を取り込み、農業経営の改善を見込む。



２

○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
【連携府省】 ： 内閣官房、内閣府、総務省、外務省、文科省、厚労省、経産省、国交省、環境省

【 ２３年度の主な実施状況 】 【 ２４年度以降の主な取組内容 】

・ 日本食文化をユネスコ無形文化遺産に登録するため、文化庁、外務省等と連携して「日本食文
化の世界無形遺産登録に向けた検討会」を開催。文化審議会における審議を経て、２４年３月に

ユネスコに申請。

・ 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、
地域の食文化等をコンテンツとした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
（観光地域づくりプラットフォーム支援事業（２７１百万円の内数））。

・ 地域における食文化の活用を本格的に推し
進めるため、関係府省と連携し「食文化」を活
用した地域活性化を目的としたマニュアルを作
成するための検討を開始。

・ 「食」をテーマとして２０１５年に開催予定のミ
ラノ国際博覧会において、我が国の優れた農
林水産物や食品、食文化の魅力を効果的に発
信するための検討を開始（ミラノ国際博覧会政
府出展委託事業（３０百万円））。

実施地域における具体的取組事例 ～１～ 実施地域における具体的取組事例 ～２～

地域の食材・食文化を伝えていく雪国A級グルメプロジェクト

雪国観光圏（新潟、長野、群馬にまたが
る広域観光圏）において、「観光地域づくり
プラットフォーム支援事業」を活用して地域
伝統の食材・調理法・食文化を伝えていく
ための取組を実施。

取組では、地産地消、食の安心、高品質
等にこだわり、地域の旅館、飲食店、食品
加工会社が一体となって「雪国食ブランド」
の確立に取り組んでいる。

DATA
雪国A級グルメ認定旅館認定数：７店
雪国A級グルメ認定飲食店認定数：６店
雪国A級グルメ認定加工食品認定数：18品

沖縄の伝統食材を使った新しい食文化の創造と活用の発信
～ぬちゆくいプロジェクト～

沖縄食文化推進協議会では、「食文化活
用・創造事業」を活用し、スローフードな伝統
的食文化を継承・発展させ、沖縄食材を使っ
た創作料理の開発や認定マーク・ロゴの商標
登録、沖縄食文化推進イベントなどを実施。

これらの活動を生産者と料理人とのコラボ
レーションで行うことにより、新しい食材の流
れを生み出し、創造的な沖縄の食文化の定着
を推進。

DATA
伝統食材を用いた料理の開発数：17品
地域固有の食材を利用している
認定推奨店舗数：38店舗認定
推奨店の売上：約10％増（22年度比）
イベント(４回）来場者数：約400人
「ぬちゆくい」の図形商標登録：H23.8.5

１．美味しさ
私たちは、沖縄の食材についてよく学び、その
良さを活かした美味しい創作料理をつくります。

２．おもてなし
私たちは、温かい沖縄の心を大切にして、細や
かな心づかいとサービスを心がけます。

３．食の安全
私たちは、食材の安全と信頼をいつも大切にし
ます。

４．環境
私たちは、身のまわり、店内の隅々まで常に清
潔に保つよう努力します。

５．継承と発展
私たちは、沖縄の食の伝統を受け継ぎながら、
新しい沖縄料理の発展をめざします。

ぬちゆくいマインド

(c) Jiyujin & Zen Inc.



３

○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
【連携府省】 ： 内閣官房、外務省、財務省、厚労省、経産省、国交省

【 ２３年度の主な実施状況 】 【 ２４年度以降の主な取組内容 】

・ 福島第一原発事故の影響による輸出の落ち込みからの回復のため、有識者による「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た。

・ 輸出国・日本としてのプレゼンスを高め、輸出の回復を図るため、海外の国際見本市にジャパ

ンパビリオンを設置した。

・ 農林水産物・食品の輸出額を２０２０年
までに１兆円水準とするため、ジャパン・
ブランドの下での戦略的マーケティング
等、輸出戦略を着実に実行する。

実施地域における具体的取組事例 ～１～

日本食品展in香港の開催

最大の輸出先である香港において、日
本産品の信頼と輸出の回復を図るため、
日本食に特化した展示・商談会と一般消
費者向けの日本食・食品のPRをするため、
日本食品展を開催。

福島県の霊山太鼓ショーやクッキング
デモなど、様々なイベントを通じて日本文
化・日本食品の魅力をPR。

鹿野農林水産大臣も、出展者への激
励等を行った。

DATA
イベント名称：日本食品展in香港

開催期間：2012年3月2日～3月4日
来場者数：約1.8万人（当初目標１万人）

日本からの出展社数 41社
来場バイヤー数 のべ148社（※）
商談件数 のべ368社（※）

（※）速報値

実施地域における具体的取組事例 ～２～

花の国際見本市におけるジャパン・パビリオンの設置

ドイツ・エッセン市における世界最大
級の花の見本市において、ジャパン/パビ
リオンを設置。

26の生産者が切り花、鉢物を出展。特
に、切り花の展示数は昨年の50点から
250点に増加。

開催期間中にジャパン・パビリオンを
訪れた人数は3,002人（パンフレット配布
数ベース）であり、前年比146％）。

DATA
イベント名称：IPMエッセン

開催期間：2012年1月24日～1月27日
来場者数：約6万人
日本の商談件数：242件

うち商談成立数：９件
商談見込み数：23件
商談継続数：102件



４

○プロジェクト４ ：

「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
【連携府省】 ： 内閣官房、内閣府、総務省、文科省、厚労省、経産省、国交省、環境省

【 ２３年度の主な実施状況 】 【 ２４年度以降の主な取組内容 】

・ 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
携に配慮しつつ、地域の取組を支援（地区数：約６３０か所）（食と地域の交流促進対策交付金 （１,７０３百万
円））。

・ 子どもの農山漁村体験の取組を推進する「子ども農山漁村交流プロジェクト」について、総務省及び文科
省と連携し、受入体制の整備（地区数：約４０地区）、学校関係者等への普及啓発活動等を支援。

・ 農村地域の活性化を担う人材を育成・確保するための「田舎で働き隊」について、地域協力活動を推進す
る「地域おこし協力隊」（総務省）との連携を図る観点から、同省との情報共有等を実施。

・ 「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」の本文に、農山漁村の
活性化に関する施策について明記。

・ 引き続き、各府省と連携し、都市と農村
の交流を促進するための地域ぐるみの多
様な取組を支援（食と地域の交流促進対
策交付金（１,３６４百万円））。

・ 引き続き、関係府省との情報共有等によ
り連携強化を推進。

実施地域における具体的取組事例 ～２～

山・里・海まるごと！自然と遊ぼう魚津体験（魚津の食と地域
の交流促進協議会（富山県魚津市））

魚津の食と地域の交流促進協議会は、
ニューツーリズム体験プログラムの開発等
を通じ、宿泊者、観光旅行者等の交流人口
の拡大に取り組んでいる。

○ 主な活動内容
（体験プログラムの開発）

旅行者のニーズの把握
農業･漁業体験等の多様なニューツー

リズム体験プログラムの開発。

（観光庁との連携）

富山湾・黒部渓谷・越中にいかわ観光
圏協議会が行うニューツーリズム体験プ
ログラムのプロモーション等に係る経費
を観光庁が補助。

実施地域における具体的取組事例 ～１～

子どもたちとの交流と感動によって、やましろ地域をもっと熱く
元気に（やましろ体験交流協議会（山口県岩国市））

やましろ体験交流協議会は、県を代表する清流
など豊かな地域資源を活用し、「子ども農山漁村
交流プロジェクト」による子どもの体験交流に取り
組んでいる。

○ 主な活動内容
（受け入れ体制の質向上）

体験交流にかかるインストラクターの質の向
上や農林漁業体験民泊業者の拡大。

体験交流にかかるプログラムや衛生･安全対
策の充実。

（文部科学省との連携）
やましろ体験交流協議会において小学校が

行う宿泊体験に要する経費を文部科学省が補
助。

沢登り体験

神楽体験



５

○プロジェクト５ ：

再生可能エネルギーの導入拡大
【連携府省】 ： 内閣府、総務省、文科省、経産省、環境省

【 ２３年度の主な実施状況 】 【 ２４年度以降の主な取組内容 】

・ 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（２４年２月閣議決
定）。

・ 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（２３年８月成立）。
・ 被災地域において再生可能エネルギーの導入可能性調査の実施、小水力・太陽光発電設備

等を整備（農山漁村再生可能エネルギー導入事業（３次補正））。
・ 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等を支援（バイオ

燃料生産拠点確立事業ほか）。
・ 稲わら等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（バイオマスエネルギー等高効率転換技術開発事業ほか）。

・ 法律成立後、具体的に地域での取組を
推進。

・ 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。

・ 農林漁業者等の参画を得た再生可能
エネルギーの活用モデル構築等への支
援、国産バイオ燃料の事業化に向けた
取組や草本、木質、微細藻類からバイオ
燃料を製造する技術開発等を実施。

実施地域における具体的取組 ～１～ 実施地域における具体的取組 ～２～

農山漁村再生可能エネルギー法案 府省横断のバイオマス事業化戦略検討チームの発足

＜バイオマス政策の課題＞
様々な利用技術について、到達レベルの横断的な評価がなされていない等の課題。

＜対応＞
バイオマス活用推進会議の下に府省横断の「バイオマス事業化戦略検討チーム」を発足

（平成24年２月）。本年夏前までに、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
略を取りまとめる予定。

① バイオマス利用技術の到達レベルの横断的な評価と研
究開発・実証・事業化に向けた技術の選択と集中（ロード
マップ）の在り方

② 事業化に向けた原料調達から変換・販売までの一貫体
系の構築のための戦略

③ 新たなエネルギー政策・地球温暖化対策の展開方向を
踏まえた日本型バイオマス活用のビジネスモデル構築の
ための戦略

○ 検討チームの検討事項

2～4月 検討チームの立上げ
関係者からのヒアリング
（関係府省、研究機関、企業、地方自治体
等）

4～5月 論点整理、取りまとめに向けた討議

6月頃 バイオマス活用推進専門家会議から意見
聴取・取りまとめ
バイオマス活用推進会議に提言

○ 検討スケジュール

主な内容

１．農林漁業の健全な発展と調和のとれた
再生可能エネルギー電気（太陽光、風力、
水力、地熱、バイオマス等）の発電の促
進に関する計画制度

２．法律に基づく手続きの簡素化
（農地法、森林法、漁港漁場整備法等の
許可等のワンストップ化）

３．所有権移転等促進計画
（農林地の所有権の移転等を促進するた
めの計画を市町村が公告することにより
権利移転の効果）

農林漁業の健全な発展と調和のとれた再
生可能エネルギー電気の発電の例

［風力発電の売電益により間伐を推進］

［太陽光発電で酪農家の電力経費を削減］

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



６

○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
【連携府省】 ： 文科省、経産省、国交省、環境省

【 ２３年度の主な実施状況 】 【 ２４年度以降の主な取組内容 】

・ 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行う
直接支援を実施（環境保全型農業直接支援対策（２９０９百万円））。

・ 生物多様性地域連携促進法を２３年１０月に施行するなど、多様な主体の連携による生物多様
性保全活動を支援。

・ 経産省及び環境省と連携の上、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
制度を実施。

・ 農林水産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（生物多様性保全推進
調査事業（１３百万円））。

・ 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。

・ 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（環境保全型農
業直接支援対策（２６４４百万円））。

・ 左記の法に基づく地域連携保全活動計画を
作成する市町村に対し、必要に応じて環境省
及び国交省と連携・支援。

・ 引き続き、経産省及び環境省と連携の上、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を推進。

・ 農林水産分野における生物多様性保全活動
に対する民間からの支援の方法について検討
（生物多様性保全推進調査事業（１２百万円））。

実施地域における具体的取組事例 ～１～ 実施地域における具体的取組事例 ～２～

生きものマークの取組

A重油焚き加温機 ヒートポンプ

大分県玖珠郡のバラ農園では、経産省、環境省及び当省が連携の上、実施している国内
クレジット制度を活用し、ハウスの暖房にヒートポンプを導入し、A重油焚き加温機と併用する
ことにより、二酸化炭素の排出を削減する取組を実施。

バラ農園（売り手）

クレジット

クレジット代金
（CO2排出削減）

企業（買い手）

バラ農園におけるヒートポンプ導入によるCO2削減事業環境保全型農業直接支援対策
農業者等が、化学肥料・化学合成農薬を原則５割以上低減する取組とセットで、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場合に支援（国の支援額：4,000
円/10a）。

名称：コウノトリの舞
取組地域：豊岡市

概要：コウノトリも棲める豊かな自然環境を取り戻す
ため、環境に配慮した方法で栽培されている米
などの農作物に対して認証。

農地周辺で暮らす生きものの生息環境を保全する取組を行い、その対象となる生きもの
の名前等を冠したブランド農産物などが各地で生産。

生きものマークガイドブック
農水省ＨＰで公開

冬期湛水の取組 カバークロップの取組
（写真：れんげ）



７

○プロジェクト７ ：

医療、介護、福祉と食、農の連携
【連携府省】 ： 消費者庁、厚労省

【 ２３年度の主な実施状況 】 【 ２４年度以降の主な取組内容 】

・ 厚労省と連携し、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（医食農連携グランドデザイン策定支援事業（２０百万円）。

・ 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（障害者
就労支援事業（１２９百万円の内数））。

・ 厚労省の協力を得て、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（２４年３月）。

・ 事業化の促進へ向けたグランドデザインにつ
いて、更に先行的事業の検討・実行促進支援
等を行う。

・ 農林水産物・食品の機能性についての科学
的エビデンスの獲得手法等を２５年度までに
開発する。

・ 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。

実施地域における具体的取組事例 ～１～ 実施地域における具体的取組事例 ～２～

医食農連携による食品のブランド化や
ビジネスモデルの構築

「医食農連携グランドデザイン策定支援事業」

では、グランドデザインを策定するため、ワーク
ショップを開催し「香川県の産官学による医食農
連携」などについて検討・実行促進支援を行った。

ワークショップの中では、糖尿病予防作用等が

あるとされている機能性素材（希少糖）による医
薬品や、機能性食品への応用開発による食品の
ブランド化、ビジネス展開の可能性検討などの提
案があり、精査・指導を行った。

こういった取組について、今後も、ビジネスモデ

ルになるよう支援・指導を行っていくこととしてい
る。

希少糖を使用したお菓子

DATA
名称：農業生産法人 ㈱桃源
所在地：島根県出雲市
耕作面積：1.7ｈａ
従業員数：20名
受入障害者数：11名

農業分野における障害者就労の推進

「障害者就労支援事業」を活用し、農業生産
法人の㈱桃源は、ＮＰＯ法人のぽんぽん船（障
害福祉サービス事業所）と連携し、同ＮＰＯ法人
に登録する障害者の施設外就労を受け入れて
いる。

障害者は、トマトの収穫、出荷調製などの作
業を行っており、作業環境を整備し、作業の幅
が広がるとともに、受け入れる障害者数も増加
している。

農業生産法人側にとって障害者は欠かせ
ない存在となり、直売所を通じて障害者が
関わった農産物であることを消費者へア
ピールし販売している。



８

○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
【連携府省】 ： 内閣府、総務省、法務省、厚労省、文科省、環境省

【 ２３年度の主な実施状況 】 【 ２４年度以降の主な取組内容 】

・ 第２次食育推進基本計画が２３年３月３１日に決定。内閣府が各省と連携し、生涯食育の推
進のため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）の作成を進める
とともに、内閣府、総務省、文科省、厚労省、農水省など各府省の連携により、食育推進全国
大会の開催、子ども農山漁村交流プロジェクトの展開等を実施。

・ 各府省において、生涯食育社会の構築に向け、地域や学校等において食育を推進する人材
の育成確保、地場産物の活用推進等の具体的な取組を実施（食育実践活動推進事業（１９５百
万円）他）。

・ 生涯にわたるライフステージに応じた間
断ない食育を推進するため、引き続き各
府省において、所管分野における食育の
実践、人材確保等のための環境づくりを
進める。

・ 引き続き、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」を民間と連携して推進す
る。

実施地域における具体的取組事例 ～１～ 実施地域における具体的取組事例 ～２～

DATA
①小学校等での体験者数

小学校(５校) ： 400名（東京、神奈川）
地域イベント ：2,000名（東京、大阪）

②指導者研修会への参加者数
教育関係者 ： 50名（北海道、東京）
酪農家等 ： 150名（北海道、東京、大阪）

食といのちの学び支援全国協議会では、「食育
実践活動推進事業」を活用し、酪農教育ファーム活
動を通じた食育を展開。

① 酪農家が牛とともに小学校等へ出向き、牛
に触れることで「命」や「食」を考え、生産者の
話を聞くことで「職業」を知る機会を提供。

② 酪農体験学習を支援する酪農家や教育関
係者の資質向上を図り、食育指導者を育成
するための研修会を開催。

食の生産現場で「食」と「いのち」を学ぶ
～ひろがれ酪農教育ファーム～

食育推進全国大会の開催
～ふじのくに食育フェア2011～

生涯食育社会の構築を目指す第２次食
育推進基本計画に基づき、食育月間である
６月に全国大会を開催。

23年度は、内閣府、静岡県、三島市の共
催により、消費者庁、文部科学省、厚生労
働省、農林水産省など関係府省が連携し、
食育について国民への直接的理解促進を
図ることを目的として実施。

地方公共団体及び関係機関・団体等の
参加により、講演・パネルディスカッションの
ほか、行政、ＮＰＯ、企業等による参加体験
等のブースを出展。

DATA
イベント名称：食育推進全国大会

開催期間：23年６月18日～６月19日
来場者数：約５万人
出展参加団体数：約180団体



９

○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
【連携府省】 ： 内閣府、外務省、文科省、厚労省、国交省、環境省

【 ２３年度の主な実施状況 】 【 ２４年度以降の主な取組内容 】

・ フード・アクション・ニッポンをはじめとする各府省の様々な国民運動について、各府省の担当
との調整等を進め、イベントへの相互出展、ＷＥＢサイトの相互リンクなど、順次具体的な連携

の取組を実施。

・ 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、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。

・ 引き続き、各府省の国民運動について
具体的な連携の取組を実施し、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。

実施地域における具体的取組事例 ～１～ 実施地域における具体的取組事例 ～２～

各府省が展開する国民運動の相互連携
～環境省チャレンジ25 「WARM BIZ」 × 農林水産省「ﾌｰﾄﾞ･ｱｸｼｮﾝ･ﾆｯﾎﾟﾝ」～

新千歳空港内の北海道ショールームにて開催され
た環境省WARM BIZキャンペーンイベントにおいて、

フード・アクション・ニッポンがブース出展及び北海道
産の食材と米粉をたっぷり使用した「北海道白雪鍋」
を提供。

◆WARM BIZ ×フード・アクション・ニッポン 米粉倶
楽部 「1,000人鍋祭り」

24年2月5日（日）、2月11日（土・祝）の両日開催。

各府省所管施設で食堂を経営す
る給食事業者へフード・アクション・
ニッポンの推進パートナー登録の
働きかけを実施。

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、米粉等の導入など具体的
な展開も始まっている。

各府省による率先した国民運動の実践
～各府省所管施設で食堂における国産農産物等の利用拡大～

【農林水産省内食堂】

【法務省内食堂】



○プロジェクト１０ ：

総合的な食料安全保障の確立
【連携府省】 ： 内閣府、外務省、財務省、文科省、厚労省、経産省、国交省、環境省

【 ２３年度の主な実施状況 】 【 ２４年度以降の主な取組内容 】

・ 外務省、文科省、農水省、国交省等の関係省庁が連携して、気象に係る情報の収集・提供、国
際バルク戦略港湾の選定、海外農業投資に係る民間企業への情報提供、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の策定等を実施。

・ 震災・原発事故の教訓を将来に生かす観点から、これらを含む食料の安定供給に関する不安要

因（リスク）についての検証結果に基づき食料安全保障マニュアルの見直しに着手。

・ 引き続き、関係省庁と連携して左記取組
等を推進する。

・ 関係省庁と連携して、本年年夏頃を目途
に食料安全保障マニュアルを見直す。

○被災地では、震災発災当日から水、
食料等の物資が不足。

（政府対策本部は、食料約2,621万食、
飲料約794万本等を輸送。農水省に

おいても、水産庁の漁業取締・調査船
等合計10隻が支援物資を輸送。）

○被災地以外においても、スーパー等
の店舗において、食料等が一時品薄
状態。

（特に、ミネラルウォーターについては、
購入できる数量に制限を設けている
店舗があるなど、小売段階で品薄状
況が見られた。）

震災・原発事故の教訓を将来に生かす観点から、これらを含む食料の安定供給
に関する不安要因（リスク）についての検証結果に基づき本年夏頃を目途に食料安
全保障マニュアルを見直す。

【見直しの観点】
○局地的・突発的な事態に対応できるよう、新たな緊急事態の判定ﾚﾍﾞﾙを設定

○今般の震災を受けて各省庁が講じた措置を参考とし、政府全体として取り組むべ
き事項を位置付け

○関係省庁による会合を開催し、平素から取組をフォローアップ

東日本大震災の発生 食料安全保障マニュアルの見直し

東日本大震災を踏まえ、現行の農林水産省災害対策マニュアル（震災対策編）を全
面的に見直し、新たに「震災対応マニュアル」を作成。

震災対応マニュアルの作成

「我が国の食と農林漁業の再生のための基本方針・行動計画」に基づき、東日本大
震災の教訓も踏まえた「食品産業の将来ビジョン」を作成。

食品産業の将来ビジョンの作成

１０


