
Ⅳ 需要と供給をつなぐバリューチェーンの構築
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農機の自動走行システム アシストスーツ かんきつ新品種（ブラッドオレンジ）

ロボット・ＩＣＴ 強みのある農産物

機能性成分で
あるアントシアニ
ンを多く含み、
果肉が 赤色の
かんきつ品種

Ⅳ 需要と供給をつなぐバリューチェーンの構築

○ 農林漁業成長産業化ファンドの出資決定件数は75件。総合化事業計画の認定は2,100件超え。
○ マーケットインの発想の下、今後成長が期待される７分野を中心に更なる６次産業化を推進。

１ これまでの取組実績等

 次世代施設園芸拠点で得られた知見を活用し、地域資源（エネ
ルギー、土地、人材等）を活かした施設園芸を全国に展開

 飼料用米給与による畜産物の魅力向上など現場の課題を解決す
る研究開発と速やかな現場移転、更なる「強み」の開発と普及

 農林漁業者が主体となり、あるいは地方中堅・中小食品企業と
積極的に連携して行う取組のうち今後成長が期待される７分野
（①加工・直売、②輸出、③都市農村交流、④医福食農連携、⑤地産地消、
⑥ＩＣＴ、⑦バイオマス・再生可能エネルギー）を中心に支援

 ロボット、ＩＣＴの活用による生産性の飛躍的向上及び多様
な人材が活躍できる環境づくり、強みのある農林水産物の開
発・普及（３年間で100の取組を創出。現在39件産地化）

 機能性表示の推進支援
（131件が届出書類提出済）
サプリメント形状の加工食品が69件
その他加工食品が60件、生鮮食品2件
（27年11月10日時点）

 六次産業化・地産地消法に基づく総合化事業計画の認定が
2,100件超

【総合化事業計画の認定件数と内訳（累積）】

農畜産物関係
1,863

林産物関係
96

水産物関係
162

 農林漁業成長産業化ファンドの出資決定件数は平成27年11月
10日現在で75件（計画ベースで約1,200名の雇用見込み）

【出資決定の件数（累積）】

 本年６月の地理的表示法施行を受け、国内外の
市場において、ＧＩマークによる差別化を図り、
地域特産品の輸出を促進

２ 新たな取組

75
53

8

0

2,1212,061
1,811

1,321

709

平成24年度 平成25年度 平成27年度
（平成27年11月10日現在）

平成26年度

平成25年度平成24年度平成23年度 平成27年度
（平成27年11月10日現在）

平成26年度

 高品質な国産原料ぶどうの生産とこれを使ったワイン
（いわゆる日本ワイン）を醸造するワイナリーの設立を
推進するとともに、捕獲鳥獣の食肉（ジビエ）の需要も創出

べにふうき緑茶【届出済】→
（ハウスダストやほこりに
よる目や鼻への影響を和ら
げる「メチル化カテキン」

←三ヶ日みかん【届出済】
（骨の健康を保つ
「β-クリプトキサンチン」）
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サブファンドからA-FIVE
に対する相談案件約300件

＋
A-FIVEによる直接投資の
検討



（１）① 農林漁業と他産業との「連携」のパターン ～「６次産業化」の位置づけ～

①市場取引型

② 契 約 型

農林漁業者は市場取引の大量物流ネットワークを活用し効
率的に収益を得られる可能性。（ただし、市場に出荷するだけ
なので、加工・販売業者へ提供される生産物の付加価値の
情報は限定。）

農林漁業者は契約栽培により、加工・販売業者と安定した取
引ができる。（ただし、加工・販売業者に販売するだけなので、
生産物の付加価値を直接消費者に訴えることができない。）

③農商工連携

農林漁業者と中小企業者が新商品や新サービスの開発・
販路拡大等のため連携する取組。加工・販売業者が主導す
る取組が多い。（27年７月現在の認定計画659件のうち農林
漁業者が代表のものは43件）

バ
リ
ュ
ー
チ
ェ
ー
ン
の
結
合
密
度

④６次産業化 付加価値向上を目指し、農林漁業者による、生産と加工・販
売の一体化等に向けた取組。ただし、新商品・新サービスの
開発や販路拡大等に課題があり、事業規模拡大が難しい。

⑤６次産業化
ファンド活用型

農林漁業者が主体となり、他産業と連携して事業展開する
６次産業化事業体（合弁会社）を創出。このために必要な成
長資本を供給する官民ファンドを創設。

農林漁業者が自らの産品の価値を消費段階まで確実に届
けるためのバリューチェーン（付加価値を繋いでいく仕組）を
形成。

消
費
者

６次産業
化事業体
（新設）

融合

加工・
販売業者

消
費
者

農林漁業成長産業化ファンド

加工・
販売業者

農林漁業者

加工・
販売業者

加工・
販売業者

市場

農林漁業者
加工・
販売領域

農林漁業者

農林漁業者

農林漁業者

１ バリューチェーンの構築による農林水産物等の付加価値向上

○ 農林漁業者が他産業の事業者と連携するに当たっては、利益の拡大を目指し、生産される農林水産物の価
値、農林漁業経営や産地の事業展開能力に応じて、最適なパターンを選択する必要。

○ ６次産業化の連携パターンは、自らの経営判断で新たな事業展開を図ろうとする意欲を持つ農林漁業経営
にふさわしい連携の在り方。
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産業連携課



② 顧客ニーズを踏まえたバリューチェーンの構築

加工 流通・販売
農林水産物

の生産

消費者・
市場

消費者・市場のニーズ、
加工等のニーズを踏ま
え、
・ 加工適性のある作物
の生産に転換

・ 作物の品質を高めるた
めの生産方式の改善

など

＜１次＞ ＜２次＞ ＜３次＞

消費者や市場は、何
を求めているか（市場
リサーチ、ターゲット
の明確化など）

消費者・市場のニーズを
踏まえ、
・ 商品の品質を改善する
ための新たな加工技術
の導入

・ 安全・安心な商品を製
造するためのＨＡＣＣＰ
の導入 など

消費者・市場のニーズを
踏まえ、
・ 販売手法・ルート（スー
パー、ＪＡ、直売所、道の
駅など）を確定

・ 商品のPR手法 （原料
原産地表示など）を検討

など

○ ６次産業化に取り組む際には、生産、加工から流通・販売に至るまでのバリューチェーンを構築し、消費者や
市場のニーズを踏まえつつ、流通・加工業者等のアイデア・ノウハウも活かしながら、農林水産物の生産をはじ
め、加工、流通・販売のそれぞれの段階において、付加価値を高める工夫をすることが重要。
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・ 総合化事業計画を策定して国の認定を受け、総合化事業を実施
・ 農林漁業者等以外の者（促進事業者）による取組を総合化事業計画に

位置付けることも可

・ 総合化事業計画を認定し、各種の支援を実施

農林漁業の経営改善に関する
認定要件

次の２つの指標の全てが満たされること

ア） 農林水産物等及び新商品の売上高
が５年間で５％以上増加すること

イ） 農林漁業及び関連事業の所得が、事
業開始時から終了時までに向上し、終
了年度は黒字となること

農林漁業者及びその組織する団体

総
合
化
事
業
計
画
の
認
定
の
申
請

総
合
化
事
業
計
画
の
認
定

農林水産大臣

支

援

○ 各種法律の特例措置
・ 農業改良資金融通法等の特例 （償還期限及び据

置期間の延長等）
・ 野菜生産出荷安定法の特例 （指定野菜のリレー

出荷による契約販売に対する交付金の交付）
等

○ ６次産業化ネットワーク活動交付金
・ 新商品開発、販路開拓等に対する補助
・ 新たな加工・販売等へ取り組む場合に必要な施設

設備に対する補助

○ ６次産業化プランナーの派遣
・ 中央・都道府県段階に６次産業化プランナーを配
置し、６次産業化に取り組む農林漁業者等に対して新
商品の販路開拓や加工技術の習得等に関するアドバ
イスを実施

○ 農林漁業成長産業化ファンド
・ 農林漁業者等が主体となって、流通・加工業者等

と連携して取り組む６次産業化の事業活動に対し、
出資等を実施

注：総合化事業計画のほか、研究開発・成果利用事業計画の認定制度（認定件数24件）もあり。

＜主な支援策＞

（２） 六次産業化・地産地消法の概要（６次産業化関係）
（法律の公布日：平成22年12月３日、施行日：平成23年3月1日）

○ 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を促進するため、農林漁業者及びその組織する団体（これらの者
が主たる構成員又は出資者となっている法人を含む。）が主体的に行う新事業の創出等の取組に対して支援を行う法律。

○ 農林水産大臣は、農林漁業経営の改善を図るために農林漁業者等が行う総合化事業について、計画の認定を行い、各種
法律の特例の対象とすることにより支援。

○ このほか、補助金や農林漁業成長産業化ファンドによる出資等を措置し、農林漁業者等に対する６次産業化プランナーの派
遣や６次産業化ネットワーク活動交付金、農林漁業成長産業化ファンド等により、新商品開発や加工・販売施設等の整備等を
支援。
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＜総合化事業とは、以下のいずれかに該当するもの＞
・ 自らの生産に係る農林水産物等をその不可欠な原材料として用いて行う新商品開発、生産又は需要の開拓
・ 自らの生産に係る農林水産物等について行う新たな販売の方式の導入又は販売の方式の改善
・ これらを行うために必要な生産の方式の改善



（参考１） 総合化事業計画の認定状況 （平成27年11月10日現在）
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（１）地域別の認定件数

（２）総合化事業計画の認定件数の多
かった都道府県（件数）

（３）総合化事業計画の事業
内容の割合（％）

（４）総合化事業計画の対象農林水産物
の割合

※複数の農林水産物を対象としている総合
化事業計画については全てをカウント。

（参考）年度ごとの認定件数（累計）の推移

平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度

709 1,321 1,811 2,061

北海道 118

兵庫県 101

長野県 91

宮崎県 81

熊本県 76

地域
総合化

事業計画 うち
農畜産物関係

うち
林産物関係

うち
水産物関係

北海道 119 111 4 4

東北 332 302 11 19

関東 357 322 17 18

北陸 105 100 1 4

東海 181 155 14 12

近畿 365 334 11 20

中国四国 242 191 11 40

九州 366 298 26 42

沖縄 54 50 1 3

合計 2,121 1,863 96 162

加工 19.9

直売 2.6 

輸出 0.3 

レストラン 0.1 

加工・直売 68.8

加工・直売・レストラン 6.6 

加工・直売・輸出 1.6 

野菜

31.9%

果樹

18.4%米

11.7%

畜産物

11.5%

水産物

5.8%

豆類

4.8%

林産物

4.2%

その他

4.0%

麦類

2.2%

茶

2.0%
そば

1.6%
花き

1.4% 野生鳥獣

0.4%



（参考２） 六次産業化・地産地消法の認定総合化事業計画の進捗状況

○ 総合化事業計画の認定事業者を対象に、毎年度、事業計画の進捗状況及び売上状況について調査を実
施。

○ 認定事業者の経営状況をみると、６次産業化関連の売上高は、申請時から１年間の取組で19％、２年間は
28％、３年間では43％増加。

（総合化事業計画の進捗状況） （認定事業者の売上状況）

注：平成26年３月末時点で事業を開始していた事業者を対象に調査を実施。対象業者となる
1,729事業者のうち、1,698事業者（98.2%）の事業計画の進捗状況及び売上状況を把握し集
計（ただし、売上状況については、農林漁業及び関連事業以外の事業を実施している事業
者は除く）。

（平均値、百万円）

申請時 １年後 対申請時比 申請時 ２年後 対申請時比 申請時 ３年後 対申請時比

個　人 19 21 111% 27 33 122% 39 46 118%

法　人 138 147 107% 146 175 120% 122 161 132%

全体 106 114 108% 113 135 119% 96 124 129%

個　人 12 13 108% 15 19 127% 18 23 128%

法　人 53 63 119% 70 88 126% 63 92 146%

全体 42 50 119% 54 69 128% 49 70 143%

経営全体

６次化
関連

１年間の取組 ２年間の取組 ３年間の取組
売上高
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① 株式会社農林漁業成長産業化支援機構法の概要

（法律の公布日：平成24年９月５日、施行日：平成24年12月３日）
（３） 農林漁業成長産業化ファンド

36

○ 農林漁業者が主体となって、農林水産物等の特色を活かしつつ、新商品の開発、新たな販売の方式の導入、新役務の開
発、再生可能エネルギーの開発等を行い、国内外における新たな事業分野を開拓する事業活動等に対し、資金供給等の支
援を行うことを目的とする株式会社を設立するための法律。

○ （株）農林漁業成長産業化支援機構（A-FIVE）は、官民ファンドとして、６次産業化事業体に対し、サブファンドを経由した間接
出資や、A-FIVEによる直接出資・融資（資本性劣後ローン）により支援を実施。



H27.8.3現在

三菱東京ＵＦＪ銀行(20)

東北の以下の４行と連携
青森銀行、秋田銀行、
岩手銀行、山形銀行

ＪＡグループ(100)

２．大手金融機関中心
のサブファンド

３．その他のサブファンド

エー・ピーカンパニー(10)

ぐるなび(10)

１．地方金融機関中心の
サブファンド

主な出資金融機関等(ファンド総額 単位:億円)
(A-FIVE出資分含む)

北洋銀行(30)

北海道銀行(30)

七十七銀行(20.2)

千葉県内

11金融機関(20)

静岡銀行(5)

伊予銀行(20)

第四銀行(5)

八十二銀行(10)

愛媛銀行(20)

西京銀行(10)

西日本シティ銀行(20)

大分銀行(20)

肥後銀行(10)

十八銀行(10.02)

三井住友銀行(20)

百五銀行(5)
紀陽銀行(10)

常陽銀行(10)

広島銀行(10)
埼玉りそな銀行(5)

みずほ銀行(100)（注）

東北の以下の４行と連携(20)
荘内銀行、北都銀行、
みちのく銀行、東北銀行

足利銀行等栃木県内10金融機
関と連携(20)

宮崎銀行(10)

佐賀銀行(5)

トマト銀行(10)

中国銀行(5)

みなと銀行(10)

百十四銀行(5)

阿波銀行(10)

香川銀行､ 徳島銀行(5)四国銀行(10)

愛知県内９金融機関(10.8)

山陰合同銀行(10)

鹿児島銀行(10)

琉球銀行(5)

福岡銀行(20)

滋賀銀行(5)

京都府内
４金融機関(10)

福島県内８金融機関等(20)

但馬銀行(2)

福井銀行(10)

東和銀行(10)

北越銀行(5)

北日本銀行(5)

53サブファンド
総額750.02億円

(うちA-FIVE分375.01億円)

山梨中央銀行(5)

南都銀行(5)

群馬県上野村(10)

十六銀行(5)

北陸銀行他
２金融機関(2)

注 地域金融機関との連携による複数のサブファンド設立を想定する中で、100億円の支援決定を受けており、その一部としてサブファンドを組成。サブファンド数は２とカウント。 3

② サブファンドの設立状況
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H27.11.10現在③ 出資案件の地域別出資決定状況

38

（注） 所在地については、６次産業化事業体の所在地

○４７都道府県中で３１道都県（ ）から７５案件が組成黄色



○ 近年の農林水産業・食品産業のグローバル化を踏まえたビジネスモデルの構築とそれを支える知的財産マ
ネジメントの重要性を強調。

○ 戦略の実施期間は平成31年度までの概ね５年間。ＰＤＣＡで随時点検し、必要に応じて戦略の見直しを実
施。

２ 「農林水産省知的財産戦略２０２０」（平成27年５月28日公表）

○海外において我が国の地名が商標登録される問題
への対応を徹底

日本側の異議申し立てに
より無効とされた例

【真正品】
AJI-NO-MOTO

【模倣品】
NINJA-DE-MOTO

○食品産業の海外における侵害対策、技術流出
防止対策を強化

【模倣品】【真正品】

知的財産の侵害事例（パッケージデザイン等の模倣）

○海外からの知的財産権収入の拡大

・ 知的財産権を戦略
的に活用すること
により、海外からの
特許収入等の拡大
を目指す。 0

40
80

120
160

1 2

我が国食品企業の海外からの特許収入等の推移

116億円

159億円

2010年 2013年
ハラルマークの模倣
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○ 地理的表示とは、農林水産物・食品等の名称で、その名称から当該産品の産地を特定でき、産品の品質等
の確立した特性が当該産地と結び付いているということを特定できるもの。

○ この名称を知的財産として保護する地理的表示保護制度の運用を平成27年6月1日より開始。今後、国内外
の市場においてＧＩマークによる差別化を図ることで我が国の地域特産品の輸出を促進。

３ 地理的表示保護制度の活用

④ 生産者は登録された団体への加入等により、
「地理的表示」を使用可。

③ 不正な地理的表示の使用は行政が取締り。

② 基準を満たすものに「地理的表示」の使用を認
め、GIマークを付す。

① 「地理的表示」を生産地や品質等の基準ととも
に登録。

産品の特性

○自然的な特性

気候・風土・土壌 等

○人的な特性

伝統的な製法
地域伝統の文化・行事 等

○品質

特別に糖度が高い
もっちりとした食感

○社会的評価・評判
市場で高値で取引
農林水産大臣賞受賞

○その他

きれいな飴色
小ぶりで食べやすい

○○地域と

産品の特性が結び
付いた商品の名称
の表示。

○○干柿

“
主
と
し
て
帰
せ
ら
れ
る
”

＝
結
び
付
き
が
あ
る

地理的表示

○ 地域共有の財産として、地域の生産者全体
が使用可能。

○ 訴訟等の負担なく、自分たちのブランドを守る
ことが可能。

○ 産品の品質について国が「お墨付き」を与え
る。

○ 品質を守るもののみが市場に流通。
○ GIマークにより、他の産品との差別化が図ら

れる。

地理的表示保護制度の大枠と効果

制度の大枠 効 果

生産地

▶地理的表示の登録を受けた産品にGI
マーク貼付

主要な輸出先国においてGIマークを
商標登録

▶地理的表示保護制度を有する国との
間でGIを相互保護

▶真の日本の特産品の海外展開に寄与
▶農林水産物・食品の輸出促進

▶輸出先国で我が国の真正な特産品で
あることを明示し、差別化

輸出促進への寄与地理的表示（GI:Geographical Indication）
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