
Ⅵ その他施策
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ＨＡＣＣＰ
方式

継続的な監視・記録
※重要管理点(CCP)の例 異物の検出温度の管理

ＨＡ （Hazard  Analysis）
危害要因の分析 微生物、異物など

ＣＣＰ（Critical Control  Point）
重要管理点 加熱工程における温度、時間など

原材料の受入れから最終製品までの各工程ごとに、微生物による汚染、金属の混入な
どの危害を分析（ＨＡ）した上で、危害の防止につながる特に重要な工程（ＣＣＰ）
を継続的に監視・記録するシステム。

工
程
例

原
材
料

入

荷

保

管

加

熱

冷

却

包

装

出

荷

科学的根拠に基づくシステムの導入により問題のある製品の出荷を未然に防止でき、
最終製品における食品安全の確保を図ることが可能。

EUや米国をはじめ、HACCPを衛生基準として求める国際的動向がある中で、輸出
促進のためには、輸出先国が求めるHACCPに対応できるよう、輸出環境の整備が課題
となっている。

１（１） ＨＡＣＣＰ（ハサップ）とは
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Ⅰ コストへの支援 【HACCP支援法】

・法の期限を平成35年6月まで延長
・高度化基盤整備の取組への支援拡大
・輸出促進の位置付けの明確化

（１）衛生・品質管理基礎体力強化支援
・ 高度化基盤整備の徹底やHACCP導入促進のための責任

者・指導者養成研修等の開催支援
・ 高度化基盤整備の定着・普及に対する取組の支援
・ HACCPを適切に維持・運用できているかを確認し、

助言・指導を行う取組を支援

人材確保への支援

Ⅱ 人材確保・消費者理解への支援 【予算事業】

消費者理解醸成への支援

（２）輸出促進HACCP導入支援
・ 輸出対応に向けた対応を円滑化するための研修会の開催

支援
・ HACCP導入を加速度的に進展させ、輸出の促進を図るため、

製造現場に専門家を派遣し、助言・指導する取組を支援

（３）食品製造事業者の食品安全に係る情報発信支援
・ 製造現場での体験を含めた消費者セミナーの開催を支援
・ 小売現場におけるＨＡＣＣＰ等の普及の取組を支援

厚生労働大臣・農林水産大臣
基本方針

高度化基準

指定認定機関
（事業者団体）

認
定

提
出

高度化基準に沿った工場の
新設・改修、運用体制の

整備計画

ＨＡＣＣＰに対応した
工場及び運用体制の

整備

事 業 者
認
定

提
出

食品製造事業者が、HACCP導入の前段階の衛
生・品質管理の基盤の整備（高度化基盤整備）又
はHACCPを導入するための施設・設備の整備を行
う際、指定認定機関に「高度化基盤整備計画」又
は「高度化計画」を提出し、認定を受けると、
(株)日本政策金融公庫等の長期低利融資を受ける
ことができる。

貸付条件 貸付金利:2.7億円まで 0.35～0.55%
(H27.10.20時点) 2.7億円超 0.50～0.70%

償還期限:15年以内（うち据置期間3年以内）

HACCP支援法に基づく金融支援

㈱日本政策金融公
庫等による施設整
備に対する長期低
利融資

高度化計画または
高度化基盤整備計画

○金融支援（HACCP資金貸付）のお問い合わせ
・（株）日本政策金融公庫農林水産事業本部

食品産業融資グループ TEL:03-3270-5492
・沖縄振興開発金融公庫 農林漁業融資班 TEL:098-941-1840

（２） ＨＡＣＣＰの導入に向けた支援
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○ 食料供給や国土保全等の農山漁村が有する重要な機能の発揮に支障を来すことのないよう、農林地等の利用調
整を適切に行うとともに、再生可能エネルギーの導入と併せて地域の農林漁業の健全な発展に資する取組を促進
することが重要。

○ このような取組を進める枠組みを構築する「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
電の促進に関する法律」（農山漁村再生可能エネルギー法）が平成25年11月に成立。平成26年５月１日に施行。

１．基本理念

２．農林漁業の健全な発展と調和のとれた再エネ発電の促進に関する計画制度

協議会

市町村

設備整備者

農林漁業者・団体

・再エネの導入による地
域の活性化

・農林漁業の健全な発展
に資する取組

・農林漁業との土地利用
の調整

等について協議

国・都道府県

・農林漁業との調和
・農林地等の適切な利用

調整

基本方針
（国）

等の方針

基本計画
（市町村）

・発電設備の整備の内容
・農林漁業の健全な発展

に資する取組
・これらに必要な資金の

額及び調達の方法

設備整備計画
（設備整備者）

・農林漁業と調和した再エネ発電による
農山漁村の活性化に関する方針

・再エネ発電設備の整備を促進する区域
・農林地の効率的利用の確保
・農林漁業の健全な発展に資する取組 等

（各個別法の本来の許可権者が
各個別法の許可基準で判断）

地域住民、
学識経験者等

農地法、酪肉振興法、
森林法、漁港漁場整備
法、海岸法、自然公園
法及び温泉法

(1) 農地法、酪肉振興法、森林法、漁
港漁場整備法、海岸法、自然公園法
及び温泉法の許可又は届出の手続の
ワンストップ化（認定により許可が
あったものとみなす等）。

３．認定を受けた設備整備
計画に係る特例措置

(2)  再エネ発電設備の円滑な整備と農
地の集約化等を併せて図るために行
う、市町村による所有権移転等促進
事業（計画の作成・公告による農林
地等の権利移転の一括処理）。

① 国・都道府県による市町村に対
する情報提供、助言その他の援助

② 計画作成市町村による認定設備
整備者に対する指導・助言

４．その他

① 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は、地域の関係者の相互の密接な連携の下に、地域の活力向上及び持続的
発展を図ることを旨として行われなければならない。

② 地域の農林漁業の健全な発展に必要な農林地並びに漁港及びその周辺の水域の確保を図るため、これらの農林漁業上の利用と再生
可能エネルギー電気の発電のための利用との調整が適正に行われなければならない。

２（１） 農山漁村再生可能エネルギー法の概要

この法律や予算措置等の活用により、2018年度において、再エネ発電を活用して地域の農林漁業の発展を図る取組を現に
行っている地区を全国100地区以上、この取組を行う検討に着手している地区が全国200地区以上存在していることを目指す

◆目指す姿：再生可能エネルギーの活用による農山漁村の活性化

再生可能エネルギーグループ
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農山漁村再生可能エネルギー法の活用の促進

＜農山漁村再生可能エネルギー法の説明会開催＞
＜農山漁村再生可能エネルギー法の基本計画作成状況＞

作成済 作成中 検討中 関心あり
10 14 33 461

（平成27年10月末現在農林水産省調べ）

・平成26年5月 農山漁村再生可能エネ
ルギー法の施行。

・～平成26年11月 全国で、92回説明
会を開催（約700市町村、約800事業
者が参加）。

・平成27年6月末現在 上記説明会と並
行し、法の説明を希望する市町村等に
出向く個別説明会等を、5５回実施
（約240市町村が参加）。

青森県
作成済：2
作成中：3

山形県
作成済：2

岩手県
作成済：1

宮城県
作成済：1

熊本県
作成済：2
作成中：1

兵庫県
作成中：1

鳥取県
作成中：2

愛媛県
作成済：1

佐賀県
作成中：1

鹿児島県
作成済：1

農山漁村の活性化に資する再生可能エネルギーの取組の加速化

＜再エネミニレターの発行＞
・市町村等に出向いて、目指す将来の
姿の説明や意見交換を実施。

＜検討会報告書に関する出前講座の実施＞

・再エネを活用して農山漁村
の活性化を図るため、全国全
ての市町村を対象に、国の施
策等の情報を提供するミニレ
ターを概ね１ヶ月ごとに（累
計７回）発行。

・農山漁村再生可能エネルギー法の活用
に関心のある市町村が、全国段階やブ
ロック段階で対面による情報交換を行う
意見交換会を実施。

＜農山漁村再生可能エネルギー法の活用に関
する意見交換会の実施＞

（２） 農山漁村再生可能エネルギー法の施行後の取組
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北海道
作成中：1

茨城県
作成中：2

山梨県
作成中：1大分県

作成中：1

宮崎県
作成中：1



（３） 農山漁村におけるエネルギーの地産地消

○ 農山漁村におけるこれまでの地産地消は、 再生可能エネルギー（電気や併せて発生する熱）について、FITを利用し
ない自家利用の取組、いわゆる「自産自消」が中心であり、発電のコスト面等の克服が課題。

これまでの地産地消の取組 ＝「自産自消」

【農山漁村における今後の再生可能エネルギーの地産地消の取組イメージ】

【具体的な推進方策】
① 電力小売全面自由化を捉えた地産地消の取組による地域内経済循環の構築
② 農山漁村再生可能エネルギー法の活用による持続的な地域主導の取組の実現

今後の地産地消の推進方向 ＝「地域産地域消」の推進

地域 域
外

資金

エネルギー

地域内
経済循環

再生可能エネル
ギー地産地消

【将来】

○ 電力小売全面自由化という新たなチャンスを捉え、エネルギーの地産地消の推進による地域内経
済循環を加速化するとともに、その取組の持続性を確保することが重要

小水力発電

バイオマス発電 太陽光発電

風力発電

農業関連施設

漁業関連施設

林業関連施設

電力供給

電力需要

熱供給

地
域
外

農林水産物・加
工品の販売

地域が主体となって
意思決定を行う
小売電気事業者

余剰電力の地域外
への売電

バイオガス発電

平成28年４月～
電力小売全面自由化
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