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食品流通合理化促進事業
【１，２４０（－）百万円】

対策のポイント
食品の流通構造の合理化を図るため、直接販売の取組や輸出拠点構築等を支

援するとともに、物流改革のためのＩＣＴシステムや必要な設備の導入、物

流情報の「見える化」の取組を支援します。

＜背景／課題＞

・食品の流通・販売においては、生産者と消費者双方がメリットを受けられる流通構造

を確立するため、生産者が直接販売するルートの拡大や、ＩＣＴを活用したサプライ

チェーンの合理化に取り組む輸出拠点構築等が必要です。

・また、物流においては、トラックドライバー不足等から物流費の高騰や輸送手段の確

保が困難となる状況にある中で、関係者が連携し、物流改善・効率化を図ることや更

なる物流高度化に向けた新たな技術・方式の実用化を促進するとともに、物流インフ

ラ等の有効活用が図られるよう物流関連情報を入手しやすい環境を整備することが必

要です。

政策目標
○６次産業化の市場規模の拡大

（5.5兆円（平成27年度）→10兆円（平成32年度））

○農林水産物・食品の輸出額を拡大

（7,502億円（平成28年）→１兆円（平成31年））

＜主な内容＞

１．食品流通合理化・新流通確立事業
流通業者等による生産情報の実需者への提供や代金決済の円滑化など直接販売の

促進、ＩＣＴの活用等によるサプライチェーンの合理化に取り組む輸出拠点構築等

のための調査・実証、設備導入の取組を支援します。

補助率：定額、１／２

事業実施主体：民間団体等

２．食品等物流改革高度化事業

（１）物流業務改革促進支援事業
生産者や流通業者による一貫パレチゼーションの取組やＩＣＴを活用したトラ

ックの予約受付システム等の導入のほか、新たな船舶輸送体制の構築等の新たな

流通技術・方式の実証を支援します。

（２）花き物流システム高度化・転換実証支援事業
複数の産地、流通業者、小売業者等の幅広い関係者が参画し、流通に用いる台

車の統一や共同出荷輸送等の流通システム転換に向けた社会実験の取組を支援し

ます。

補助率：定額、１／２

事業実施主体：民間団体等

［平成30年度予算概算要求の概要］
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［平成30年度予算概算要求の概要］

３．食品流通の「見える化」機能強化事業
流通ルートの「見える化」サイトのシステムを拡張し、生産者が選択した流通業

者への出荷に利用可能な物流業者の情報や、農協、卸売市場等の有する物流関連施

設等の利用条件、帰り便の空き状況等の物流関連情報を「見える化」する取組を支

援します。

補助率：定額

事業実施主体：民間団体等

お問い合わせ先：

１、２（１）及び３の事業

食料産業局食品流通課 （０３－３５０２－５７４１）

２（１）及び（２）の事業

生産局園芸作物課 （０３－６７４４－２１１３）
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強い農業づくり交付金
【２９，０００（２０，１７４）百万円】

対策のポイント
国産農畜産物の安定供給のため、生産から流通までの強い農業づくりに必

要な産地基幹施設の整備等を支援します。

＜背景／課題＞
生産基盤の整備により、農業の収益力等を強化・ 強い農林水産業」を実現するため、「

することが喫緊の課題です。
このため、 する・ 消費者・実需者の需要に応じて、国産農畜産物を安定的に生産・供給

する必要があります。産地体制等を構築

政策目標
（ （ ））○指定野菜の加工・業務向け出荷量を39％増 平成37年度 対平成25年度比

（80万１千トン（平成25年度）→111万６千トン（平成37年度 ））
（ （ ））○１中央卸売市場当たりの取扱金額を８％増 平成32年度 対平成25年度比

（585億円（平成25年度）→632億円（平成32年度 ））

＜主な内容＞
１．産地の収益力の強化

高付加価値化や生産コストの低減など、産地の収益力強化や合理化を図る取組に
産地基幹施設等の整備や再編を支援 。必要な します

集出荷・処理加工施設等の再編合理化、次世また 「攻めの農業」の実現に向け、、
代型大規模園芸施設や生産性向上等の技術習得に必要な温室の整備、中山間地域の
競争力強化、水田における高収益型農業への転換 優先枠を設置することについて、

します。により、積極的に支援
本交付金による生産基盤の整備を通さらに、産地の持続・発展性の確保に向け、

等の します。じた担い手の育成・確保 取組を推進
〔優先枠の例〕

・コスト低減に向けた乾燥調製施設等の再編
・高度環境制御技術と地域エネルギー等を活用した次世代型大規模園芸施設や生産

性向上・規模拡大の技術習得に必要な温室の整備
・都道府県が作成する中山間地域の地域別振興計画に基づき行う取組に必要となる

産地基幹施設等の整備
・水稲から園芸作物に転換するための集出荷施設の整備

等

２．食品流通拠点整備の推進
産地・消費地での共同配送等に必要食料の安定的な供給体制等を確保するため、

します。なストックポイント、機能高度化を図る卸売市場施設等の整備を支援

交付率：都道府県へは定額（事業実施主体へは事業費の１／２以内等）
事業実施主体：都道府県、市町村、農業者の組織する団体等

お問い合わせ先：
１の事業 生産局総務課生産推進室 （０３－３５０２－５９４５）
２の事業 食料産業局食品流通課 （０３－６７４４－２０５９）

［平成30年度予算概算要求の概要］
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食品産業イノベーション推進事業
【２００（－）百万円】

対策のポイント
ＩＣＴ・ロボット・ＡＩ技術の活用実証や、経営者等の生産性向上に対す

る意識向上を目的とした研修会等により、食品産業におけるイノベーション
を創出し、食品製造業から外食・中食産業に至る食品産業全体の生産性向上
を推進します。

＜背景／課題＞
・食品製造業は、原料の均質性・安定性に限界があり、規模のメリットが発現されにく

く、制約が大きい産業であるため、他の産業と比較して労働生産性が低い状況にあり
ます。

・外食・中食産業は、調理や盛りつけなど人手を要する工程が多いことや、正規就労者
の就業時間が他産業と比べ長時間に及ぶ割合が高いことから、労働生産性が低い状況
にあります。

・他方、 は、従来にないスピーＩＣＴ、ロボット、ＡＩ（人工知能）等による技術革新
生産性向上を推進するドとインパクトで進行しており、この技術革新を的確に捉え、

があります。必要
中小・小規模食品事業者 生産性向上や働き方改革等を通じた労働環境の・特に、 では、

となっています。整備等に関する取組が課題

政策目標
○平成33年度に食品製造業の労働生産性の伸び率を年3.0％とする
○平成32年度に飲食サービス業の労働生産性の伸び率を年3.0％とする

＜主な内容＞
１．モデル実証の支援
（１）革新的技術活用実証事業

ＩＣＴ・ロボッ人手不足の解消や生産コスト低減、経営管理能力向上のための
など、革新的な技術のト・ＡＩ技術の導入、業務の共同化等による生産効率向上

活用実証を支援します。

（２）業種別業務最適化実証事業
汎用性の高い仕入・発注・会計のシステム化や既存の機械等を活用しながら、

や などを通して、外注化による付加価値向上 専門家の工場診断による生産性向上
業務の高度化を実施する取組を支援します。

２．研修会等の開催
経営者の生産性向上に対本事業による実証・調査結果も活用し、従業員のほか、

。する意識改革を目的とした研修会 業界内で横展開等の開催や する取組を支援します

３．先進・優良事例等の調査
ＩＣＴ・ロボット・ＡＩ等の新たな技術を活用して生産性向上を図る取組や、外

食・中食産業の業務の効率化・合理化を図る取組、原材料・資材等の共同調達・輸
送・保管等により生産性や災害時の危機対応能力の向上を図る取組、災害時の損害
抑制等のためのレジリエンス獲得などの先進・優良事例調査等を支援します。

補助率：定額、１／２
事業実施主体：民間団体等

お問い合わせ先：
外食・中食産業関係

食料産業局食文化・市場開拓課 （０３－６７４４－７１７７）
食品製造業関係

食料産業局食品製造課 （０３－６７４４－２２４９）

［平成30年度予算概算要求の概要］
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食品の品質管理体制強化対策事業
【１８９（１６９）百万円】

対策のポイント
食品の安全性向上を図り、HACCPの制度化に対応できるようにするため、国

内の食品事業者の人材育成等の取組を支援するとともに、食品事業者団体に

よる手引書の作成を支援します。

＜背景／課題＞

・食品の安全と消費者の信頼を確保することは、食品産業の持続的な発展に不可欠です。

しかし、食中毒による被害は依然として発生しており、HACCPの導入により食品事業

者の衛生・品質管理の強化を図っていく必要があります。

・HACCPの制度化が予定されている一方で、中小零細規模の事業者のHACCP導入率は大規

模事業者に比べてまだ低い状況にあり、食品事業者のHACCP制度化への対応を早急に

進める必要があります。

・このため、HACCP導入に向けた人材育成や手引書の作成等を推進する必要があります。

政策目標
食品製造事業者におけるHACCPの考え方に基づく衛生管理を実施している事

業者の割合

（29％（平成28年度）→80％（平成33年度））

＜主な内容＞

１．衛生管理計画等作成のための人材育成等（拡充）
各食品事業者が作成を求められる「衛生管理計画」を円滑に作成・運用できるよ

うに、危害要因データの収集・提供や食品事業者の品質管理担当者等の人材育成を

支援します。

２．HACCP指導者養成研修等の開催（拡充）
食品事業者がHACCPを導入・運用する際に製造等の現場の実態に即した必要な助言

等が得られるよう、HACCPの導入・運用を適切に指導できる人材の養成を支援します。

３．マネジメント体制構築等に関する研修会等の開催
国際的に通用する企業の社会的責任（CSR）に関するマネジメント体制の構築に携

わる人材を育成するための研修会等の開催を支援します。

４．HACCP手引書等作成（拡充）
食品・業態ごとに、それぞれの特性に応じてHACCPの制度化に対応できるよう、最

新の知見を取り入れた食品・業態に即した危害要因分析や衛生管理のモデルプラン

等を含むHACCP手引書を作成することを支援します。

補助率：定額

事業実施主体：民間団体等

[お問い合わせ先：食料産業局食品製造課 （０３－３５０２－５７４３）]

［平成30年度予算概算要求の概要］
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海外需要創出等支援対策事業
【 （３，２１９）百万円】４，８５０

対策のポイント
「農林水産業の輸出力強化戦略」等の着実な実施に向け、戦略的なマーケテ

ィングの強化、輸出に取り組む事業者等に対する商談マッチング、新たな販路
開拓支援などを行い、国産農林水産物・食品の輸出を促進します。

＜背景／課題＞
・平成28年５月に「農林水産業・地域の活力創造本部」において 「農林水産業の輸出、

力強化戦略 （以下「輸出戦略」という ）が取りまとめられたところであり、当戦略」 。
に基づく各種取組を着実に実行していくことが重要です。

官民一体となって「輸出戦略」に基づき商流確立・拡大 輸出に取り・このため、 に向け、
組む事業者に対するきめ細やかなサポート 品目別輸出団体等によるオールジャに加え、

が必要です。パンの輸出促進に対する支援

政策目標
農林水産物・食品の輸出額を拡大

（7,502億円（平成28年）→１兆円（平成31年 ））

＜主な内容＞

１．戦略的輸出拡大サポート事業 ３，２９４（１，６０１）百万円
Ｊ海外における日本産農林水産物・食品の需要創出の取組を更に強化するため、

、売りＦＯＯＤＯによる戦略的に取り組む国・地域と品目の組み合わせの絞り込み
込むべきメッセージを明確にした を支援します。マーケティング戦略の策定・実行

国内外の商談会及び海また、ＪＥＴＲＯによる輸出への総合的な支援としての、
外見本市への出展支援 商談会等に参加する事業者等へのセミナーの開催、輸出に、

の取組を支援します。関するアドバイス等
補助率：定額

事業実施主体：ＪＥＴＲＯ

２．品目別等輸出促進対策事業 ９２７（９５３）百万円
輸出戦略に基づき実行性のある取組を進めるため、 下で検輸出戦略実行委員会の

オールジャパンで取り組む活動討した品目別取組方針に基づき、品目別輸出団体が
を支援 具体的な輸出拡大が見込まれる分野・テーマに関する販路開するとともに、

します。拓等の取組を支援
委託費、補助率：定額、１／２

委託先、事業実施主体：民間団体等

３．食文化発信による海外需要創出加速化事業 ６２９（６６５）百万円
国産農林水産物・食品の輸出を促進するため、トップセールス、海外における日

本食・食文化の普及を担う料理人等の育成、海外レストランにおける日本産食材の
を支援します。活用推進等の取組

委託費、補助率：定額

委託先、事業実施主体：民間団体等

お問い合わせ先：
１、２の事業 食料産業局輸出促進課 （０３－６７４４－７１７２）
３の事業 食料産業局食文化・市場開拓課 （０３－６７４４－０４８１）

［平成30年度予算概算要求の概要］
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輸出環境整備推進事業
【７７６（２９３）百万円】

対策のポイント
諸外国の輸入規制の緩和・撤廃等の輸出環境整備のため、政府間交渉に必要

な情報・データの収集等を実施するとともに、自ら輸出環境の整備に取り組む

事業者を支援します。

＜背景／課題＞

・平成28年５月に「農林水産業・地域の活力創造本部」において 「農林水産業の輸出、

力強化戦略」が取りまとめられたところであり、当戦略に基づく各種取組を着実に実

行していくことが重要です。

・ として、原発事故に伴って導入された諸外国の輸入規制の緩輸出環境整備に向けた取組

和・撤廃等の や、現行では輸出先国で使用政府間交渉に必要となる科学的データの収集

輸出環境課題の解決に取り組む民間団体が認められていない既存添加物の登録申請等の

が重要です。等への支援

政策目標

農林水産物・食品の輸出額を拡大

（7,502億円（平成28年）→１兆円（平成31年 ））

＜主な内容＞

１．政府間交渉のための情報収集分析等 １４１（１００）百万円
日本産農林水産物・食品の輸入規制等原発事故に伴って導入された諸外国における

の緩和・撤廃を図るため、政府間交渉に必要となる情報・科学的データの収集・分析

を行うとともに、日本の農林水産物・食品についての現地視察を行うために外国政等

府の規制担当行政官を我が国に招聘します。

委託費

委託先：民間団体等

２．輸出環境課題の解決に向けた支援 ６３４（１９３）百万円
既存添加物や、日本で利用可能な農薬等の使用が米国日本産食品に多く含まれる

等で認められるために行うデータ収集等、自ら輸出環境の整備に取り組む事業者へ

を行います。の支援

補助率：定額、１／２以内

事業実施主体：民間団体等

［お問い合わせ先：食料産業局輸出促進課 （０３－３５０１－４０７９）]

［平成30年度予算概算要求の概要］
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新たな種類のＪＡＳ規格調査委託事業
【９０（４５）百万円】

対策のポイント
戦略的なＪＡＳ規格・認証の制定・活用の推進により、我が国の食品産業・

農林水産業の競争力の強化を図ります。

＜背景／課題＞
・海外市場では、取引に必要な情報や信頼性については、看板や経験則が重視される国

内市場とは異なり、規格・認証により担保することが求められます。
我が国の産品・事業者に適し、さらに有利に働く規・市場のボーダーレス化に対応し、

格・認証を制定、活用するなど、規格・認証に戦略的に対応することが、食品産業・
です。農林水産業の競争力強化にとって重要

、「 」（ ） 、・ＪＡＳについては 平成29年６月９日 閣議決定 等において未来投資戦略2017
日本産のアピール力を強化するため、日本農林規格（ＪＡＳ）を戦略的に制定・活用

輸出力強化に向け、規格・認するとともに、その国際規格化を進めるとされるなど、
です。証を戦略的に進めていくことが必要

政策目標
○農林水産物・食品の輸出額を拡大

（7,502億円（平成28年）→１兆円（平成31年 ））
○新たなＪＡＳ規格を平成32年度までに20以上制定する

＜主な内容＞
１．国際的な規格・認証の動向の調査・分析

国際的な規格・認証について、戦略的な合意形成手法、優位性発揮につながった
海外の成功事例、我が国の強みのアピールに活用できる国際規格等を調査・分析し、
規格・認証の国際戦略樹立と輸出力強化につなげます。

２．評価・測定方法の規格化推進
我が国産品・事業者の優位性発揮につながる評価・測定方法について情報収集し、

優先的にＪＡＳ規格化すべきものを選定の上、データ収集や妥当性評価を行い、規
格の制定につなげます。

３．高付加価値化ＪＡＳ開発
、 、ＪＡＳ規格・認証の制定・活用が有効な産品等の掘り起こし 必要なデータ収集

検討会開催による業界調整・規格素案の作成を行い、産地・事業者等からの発意に
よる規格の制定につなげます。

４．体制強化に向けた人材育成
関係者の規格・認証への意識づけや能力向上を図るため、規格・認証に関する研

修資料を作成し、業界団体、事業者等を対象とする規格・認証に関する研修会、国
際規格を作成でき国際会議等で通用する専門家を育成する研修会を開催します。

５．ＪＡＳ規格・認証の国際化の推進（拡充）
国際化を目指すＪＡＳ規格・認証について、海外との折衝、調整等を行い、ＩＳ

Ｏ規格やＣｏｄｅｘ規格の制定等につなげます。

委託費
委託先：民間団体等

［お問い合わせ先：食料産業局食品製造課 （０３－６７４４－２０９８ ］）

［平成30年度予算概算要求の概要］
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日本発食品安全管理規格策定推進事業 [拡充]
【１４０（１００）百万円】

対策のポイント
国際的に通用する日本発の食品安全管理規格・認証スキーム等の策定、普

及を推進し、食品安全の取組の向上と食品産業の競争力向上を目指します。

＜背景／課題＞

食品産業が急速にグローバル化 国際的に通用する・ する中で、世界の民間取引では、

HACCPを含む食品安全管理規格による認証を取得することが求められるようになって

。います

我が国の農林水産物・食品の輸出を伸ばし、世界における競争・このような状況の中、

力を強化していく 国内の食品関係事業者が国際的に通用する食品安全管理ためには、

規格の認証を取得しやすい環境を整備 食品安全の取組を標準化するこするとともに、

を図る必要があります。とで食品安全確保に要するコストの最適化

また、国際標準化のプロセスへ参画していくためには、食品安全管理の知見を有し、・

していく国内外で活躍する人材、国際的なルールメイキングに参画できる人材を育成

必要があります。

日本発の食品安全管理規格・認証スキーム、ガイドラインの普及、充実及・このため、

となっています。び人材育成の支援を推進することが課題

政 策 目 標
○農林水産物・食品の輸出額を拡大

（7,502億円（平成28年）→１兆円（平成31年 ））

○規格、ガイドラインを平成30年度までに5つ以上策定する

※規格、ガイドラインは、フードチェーンの複数の分野で順に作成していく

＜主な内容＞

１．日本発食品安全管理規格、認証スキーム文書、ガイドライン等の策定の推進

国際的に通用する 日本の食文化や企業文化に適用しやすい、日本発の食とともに、

や するため、次の取組を支援します。品安全管理規格 ガイドラインの策定等を推進

（１）規格、認証スキーム文書、ガイドライン等の作成

（２）認証を実施するための関係機関等との調整

２．国際標準化の推進（拡充）

ものとなるよう、国際承認に向けた交渉規格・認証スキーム等が国際的に通用する

等の対応を支援します。

３．規格・認証スキーム活用の拡大

日本発食品安全管理規格と認証の仕組みの信頼性を向上させるとともに、国内外へ

されるよう、次の取組を支援します。普及

（１）規格・認証スキームの普及と審査員・監査員を増やす取組の推進（拡充）

（２）認証のモデル的実施

［平成30年度予算概算要求の概要］
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［平成30年度予算概算要求の概要］

４．食品安全管理の規格認証等について国内外で活躍する人材育成のための産官

学連携体制づくり（拡充）

食品安全管理の産官学が連携して、教育の体制やデータベースを構築することで、

国内外で活躍する人材、国際的なルールメイキングに参画できる人材の知見を有し、

を推進します。育成

補助率：定額

事業実施主体：民間団体等

＜各省との連携＞

○ 厚生労働省

・規格・認証スキーム等の普及・推進に当たって国内規制との整合性の観点から連携

し、国内の食品安全の取組の向上を推進

［お問い合わせ先：食料産業局食品製造課 （０３－６７３８－６１６６ ］）

10



地理的表示保護制度活用総合推進事業
【２５１（１７４）百万円】

対策のポイント
地理的表示（ＧＩ）保護制度の活用を進めるため、ＧＩの登録申請等を支

援するとともに、海外における模倣品等調査や、ＧＩの外国との相互保護の

実現に向けた海外における知的財産の保護・侵害対策を支援します。

＜背景／課題＞

・地理的表示（ＧＩ）保護制度は、地域で育まれた伝統を有し、その高い品質等の特性

が生産地と結びついている農林水産物・食品の名称を知的財産として保護する制度で

あり、平成27年６月から運用が開始され、平成29年８月末時点で39産品が登録されて

います。

・海外では日本の農林水産物の模倣品等が相次いで確認されており、我が国農林水産物

のブランド価値の低下が懸念されています。ＧＩ保護制度は国際的な知的財産保護制

度であり、我が国でＧＩとして登録されることにより海外においても日本の農林水産

物の高い価値が保護され、農林水産物の輸出促進につながることが期待されます。

政策目標
農林水産物・食品の輸出額を拡大

（7,502億円（平成28年度）→１兆円（平成31年 ））

＜主な内容＞

１．地理的表示保護制度活用促進事業[拡充] １７９（１２１）百万円

（１）地理的表示保護制度推進（継続）

ＧＩ保護制度の活用を進めるため、ＧＩ登録申請に向けた相談に対応する支援

窓口を設置するとともに、ＧＩ登録申請に当たって必要となる調査の実施等を支

援します。

（２）知的財産・地域ブランドビジネス化支援（継続）

ＧＩを活用した地域ブランド化等を促すため、全国のＧＩ産地・ＧＩ産品を流通

、 。関係者や消費者等に紹介する展示会等を開催し 制度の普及・活用を推進します

（３）地理的表示海外保護・侵害対策（新規）

、海外における我が国のＧＩ保護を進めるため、外国へのＧＩ登録申請の支援

我が国の登録ＧＩ産品の名称等が不正に使用された場合の 、外侵害対策への支援

真正な日本のＧＩ産品を海外実需者等に周知するための国とのＧＩ協力のための

を行う。展示会の出展への支援

補助率：定額、１／２以内

事業実施主体：民間団体等

［平成30年度予算概算要求の概要］
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［平成30年度予算概算要求の概要］

２．海外知的財産保護・監視委託事業[継続] ６０（４０）百万円

日本のＧＩ産品等の保護のため、海外における模倣品の調査、商標登録等の状況

を調査し、都道府県等関係機関と共有することで、海外における知的財産侵害対策

の強化を図ります。

委託費

委託先：民間団体等

３．地理的表示産品情報発信委託事業[継続] １１（１２）百万円

ＧＩの外国との相互保護の実現に資するとともに、海外での販売促進に役立てる

、 、 、ため 日本のＧＩ登録産品の情報を 日本語及び英語等多言語で海外の政府関係者

国内外の流通関係者や消費者等にわかりやすく発信し、日本のＧＩの知名度向上を

図ります。

委託費

委託先：民間団体等

[お問い合わせ先：食料産業局知的財産課 （０３－６７３８－６３１７）]
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植物品種等海外流出防止総合対策事業［拡充］
【５００（８３）百万円】

対策のポイント
海外における品種登録（育成者権取得）や侵害対応等について支援すると

ともに、品種保護に必要となる技術的課題の解決や、東アジアにおける品種

保護制度の整備を促進するための協力活動等を推進します。

＜背景／課題＞

・我が国で開発された優良な植物品種は海外の輸出市場でも高く評価されていますが、

これを継続的な輸出につなげていくためには、そのような優良品種が海外で無断栽培

海外において品種登録されないよう対策を講じることが不可欠です。このためには、

（育成者権取得） 適切な侵害対するとともに、侵害された場合には、栽培の差止め等

を行っていくことが必要となります。応

アジア各国に対し品種保護制・あわせて、植物品種保護制度が十分に整備されていない

を促す取組を行っていくことが重要です。度の整備・充実

政策目標
農林水産物・食品の輸出額を拡大

（7,502億円（平成28年）→１兆円（平成31年）

＜主な内容＞

１．植物品種等海外流出防止総合対策事業（補助） ４３４（３７）百万円

（１）海外出願支援体制の整備
海外への品種登録出願に際しての相談を一元的に受け付ける す相談窓口を設置

出願マニュアルの作成 海外での品種登録の必るとともに、主な出願先国への や、

要性について周知活動 我が国優良品種の海外流出･侵害実態調を行います。また、

。査 海外における育成者権侵害があった場合の対応支援を行うとともに を行います

（２）海外出願経費の支援
海外で品種登録出願を行うことが我が国農産物の輸出力強化につながる品種に

ついて、 します。海外における品種登録出願（育成者権取得）に係る経費を支援

（３）種苗資源の保護
我が国で古くから栽培されてきた伝統野菜等の種苗資源について、地域におい

て保存する取組を支援します。

（４）国際種子検査協会（ISTA）総会開催支援
種子検査法の国際標準の策定及び国際的な普及を目的とする国際種子協会（ISTA）

の日本での総会開催を支援します。

補助率：定額、２／３以内、１／２以内

事業実施主体：植物品種等海外流出防止対策コンソーシアム

［平成30年度予算概算要求の概要］
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［平成30年度予算概算要求の概要］

２．植物品種等海外流出防止総合対策事業（委託） ６６（４６）百万円

（１）東アジア植物品種保護フォーラムの開催
、 、東アジア各国の品種保護制度の整備・充実を支援し その国際調和を図るため

各国の政策決定者等による「東アジア植物品種保護フォーラム」の開催等を実施

します。

（２）技術的な課題の解決
海外における育成者権の保護や育成者権侵害への対応等を支える技術的な課題

について、優先度の高い課題の機動的な解決を行います。

（３）種苗産業動向調査
国内の種苗産業への参入や、海外における品種保護・活用に資するため、国内

外の種苗市場の動向や各国の種苗施策等を調査します。

委託費

委託先：植物品種等海外流出防止対策コンソーシアム

［お問い合わせ先：食料産業局知的財産課 （０３－６７３８－６４４３ ］）
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食料産業・６次産業化交付金
【２，７１９（２，１９２）百万円】

対策のポイント
６次産業化に係る市場規模の拡大に向けて、関連事業（加工・直売、バイ

オマス、食育等）を都道府県向けの交付金として集約・再編し、地域内に雇

用を生み出す取組や施設整備を支援します。

＜背景／課題＞

・６次産業化に係る市場規模を拡大するとともに、これに伴う付加価値のより多くの部

分を農村地域に帰属させるため、地域内に雇用を生み出す取組や施設整備を支援する

必要があります。

・また、都道府県の実態に応じて、柔軟にメニューの活用が可能となるような仕組みと

することが必要です。

政策目標
○６次産業化の市場規模の拡大

（5.5兆円（平成27年度）→10兆円（平成32年度））

○６次産業化のうち、加工・直売分野における市場規模の拡大

（2.1兆円（平成27年度）→3.2兆円（平成32年度））

○第３次食育推進基本計画の目標の達成

○バイオマス産業都市における新産業を400億円規模まで拡大（平成37年）

＜主な内容＞

各都道府県の実態に応じて、柔軟にメニューの活用が可能となるよう、関連事業（６

次産業化ネットワーク活動交付金、地域の魅力再発見食育推進事業、地域バイオマス利

活用推進事業）を集約・再編して新たな交付金を創設し、次の取組を支援します。

（１）加工・直売の取組への支援

（２）地産地消をはじめとした食育の推進

（３）バイオマス利活用への支援

（４）営農型太陽光発電の高収益農業の実証

交付率：都道府県へは定額

（事業実施主体へは１／２以内、１／３以内、３／１０以内）

事業実施主体：都道府県、市町村、民間団体等

お問い合わせ先：

（１）の事業

食料産業局産業連携課 （０３－６７３８－６４７３）

（２）の事業

食料産業局食文化・市場開拓課 （０３－３５０２－５７２３）

（３）及び（４）の事業

食料産業局バイオマス循環資源課 （０３－６７３８－６４７７）

［平成30年度予算概算要求の概要］
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６次産業化サポート事業
【３６９（３２０）百万円】

対策のポイント
６次産業化の取組拡大に向け、広域で６次産業化に取り組む農林漁業者等に

対する支援体制の整備、６次産業化ネットワーク活動の全国的な推進に向けた

優良事例の収集・提供及び啓発セミナーの開催等を支援します。

＜背景／課題＞

・ 農林水産物等の地域資源を活用した６次産業農山漁村の所得や雇用の増大を図るため、

することが必要です。化の取組を全国的に推進

６次産業化に取り組む農林漁業者等をきめ細かくサポートできる人材・このため、広域で

の選定・派遣、 優良事例の収集・６次産業化ネットワーク活動の全国的な推進に向けた

提供や啓発セミナーの開催等 地場食材を活用した介護食品（スマイルを行うとともに、

するための支援等を行います。ケア食）等の取組を拡大

政策目標
○６次産業化の市場規模の拡大

（4.7兆円(平成25年度) →10兆円(平成32年度)）

○６次産業化のうち、加工・直売分野における市場規模の拡大

（1.9兆円(平成25年度) →3.2兆円(平成32年度)）

＜主な内容＞

６次産業化に取り組む農林漁業者等の事業を総合的にサポートするため、以下の取組を

実施します。

１．広域で６次産業化に取り組む事業者向けの支援 １５９（１１４）百万円

広域で６次産業化に取り組む農林漁業者等の各種相談に対応するとともに、専門性の

６次産業化中央サポートセンターによる６次産業化プラン高いアドバイスを行うため、

について支援します。ナーの選定・派遣

２．商談会等開催支援 ４９（４９）百万円

６次産業化事業者の を支援します。販路拡大のため、広域の商談会等の開催

３．６次産業化ネットワーク活動の全国的な推進 １８（１８）百万円

情報地域のモデルとなる６次産業化ネットワーク活動を全国的に展開していくため、

等を支援します。交換会の開催や優良事例の収集・分析、実施モデルの作成

４．６次産業化情報提供支援 ８（８）百万円

６次産業化の関係者に対し、定期的に紹介する各地の６次産業化の取組等を調査し、

を支援します。情報誌「６チャネル」の発行等

［平成28年度予算の概要］
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５．６次産業化・新産業の創出促進 ６０（６０）百万円

市場ニーズに即した新商品や新たな農林漁業者等と異業種の事業者間の連携により、

について支援します。サービスを創出するための事業化可能性調査の実施

６．６次産業化促進技術対策 ２６（１６）百万円

異業種連携による新商品開発の促進に寄与するため、農林漁業者等や異業種の事業者

セミナー・相談会の開催 研究者等を紹介するデータベ等が参画する や、食品の機能性の

を支援します。ースの整備

７．食材開拓フェア等開催支援 ７（７）百万円

地域食材を開拓し、外食・中食事業者等に向けた、利用広域的に利用が進んでいない

を支援します。促進のための産地懇談会や都市部での食材開拓フェアの開催

８．国産食材利活用情報提供支援 ７（７）百万円

地域食材の事例を調査 産地・食材加工情報等をとりまとめ、利用が進んでいない し、

を支援します。外食・中食事業者等に向けて情報提供を行う取組

９．地場産食材を活用した栄養改善等の取組の推進 ３４（－）百万円

地場産食材を活用した低栄養の予防を含めた栄養改善のための事業者の取組等を推進

優良事例の収集、研修会等の開催、栄養改善のための食品の普及状況等の調するため、

を支援します。査の実施やその結果等の発信

補助率：定額

事業実施主体：民間団体等

お問い合わせ先：

１～４の事業 食料産業局産業連携課 （０３－６７４４－２０６３）

５～６の事業 〃 知的財産課 （０３－６７３８－６４４２）

７～８の事業 〃 食文化・市場開拓課（０３－６７４４－７１７７）

９の事業 〃 食品製造課 （０３－６７４４－２２４９）

17



国産農産物消費拡大事業
【４６９（５２１）百万円】

対策のポイント
国産農林水産物の消費拡大を図るため、和食文化の保護・継承や日本の食

の魅力を消費者に広く普及する活動、地域の農産物等の機能性に着目した食

による健康都市づくり等の取組を推進する。

＜背景／課題＞

・今後、本格的な人口減少社会が到来するとともに、消費者と食との関わり方が多様化

する中で、食卓と農業生産現場の距離の拡大による食や農林水産業に対する国民の理

解が希薄化することで、国産農林水産物の需要の減少が進むことが懸念されています。

・また、政府における食育推進に関する調整機能を担う農林水産省として、第３次食育

推進基本計画に掲げられた「食文化の継承等に向けた食育」等の重点課題の解決に向

けた取組を推進することが求められています。

・このため、和食文化の保護・継承を図るとともに、国産農林水産物の消費拡大の取組

等を推進することが必要です。

政策目標
○第３次食育推進基本計画の目標の達成

○フード・アクション・ニッポンを通じて「国産農林水産物を意識して購入

するようになった」と回答する消費者の割合の増加

（４％（平成27年度）→12％（平成30年度））

＜主な内容＞

１．「和食」と地域食文化継承推進事業 ５４（６０）百万円
ユネスコ無形文化遺産に登録された「和食」を国民全体で保護・継承するため、

和食文化をテーマに次世代継承型の食育活動を推進するとともに、メディア等と連

携して和食文化の魅力等を効果的に発信します。

委託費

委託先：民間団体等

２．日本の食消費拡大国民運動推進事業 ２５９（２８８）百万円
生産者・食品関連事業者・団体、国が一体となって国産農林水産物の消費拡大を

推進するため、日本の食の魅力を消費者に広く普及する活動や、国産農林水産物の

利用を積極的に進める食品関連事業者等の取組を後押しするための表彰等を通じた

情報発信を実施します。

また、学校給食等へ地場産食材を安定供給する取組をはじめとした地産地消を推

進するためのコーディネーターの育成等を支援します。

委託費、補助率：定額

委託先、事業実施主体：民間団体等

［平成30年度予算概算要求の概要］
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３．健康な食生活を支える地域･産業づくり推進事業 １５６（１７３）百万円
地域の農産物等の機能性に着目して健康関連の食市場を開拓するため、食による

健康都市づくりに関する地域の取組を支援するとともに、制度活用ノウハウの情報

提供など、機能性表示食品制度等の活用を促進するための環境整備を支援します。

委託費、補助率：定額

委託先、事業実施主体：民間団体等

［お問い合わせ先：食料産業局食文化・市場開拓課（０３－６７４４－７１８５）］

［平成30年度予算概算要求の概要］
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持続可能な循環資源活用総合対策
【２５７（２３１）百万円】

対策のポイント
持続可能な循環資源の活用を図るため、バイオマスや再生可能エネルギー

の活用等を推進するとともに、食品産業における食品ロス削減などに向けた

取組を支援します。

＜背景／課題＞

・持続可能な社会を構築していくためには、経済、社会及び環境の三側面を不可分なも

のとして統合的取組により課題解決していく必要があり、国連では世界的な課題解決

のため、「持続可能な開発のための2030アジェンダ」が作成されています。

・化石資源など資源を多く輸入している我が国においては、国内に存在する循環資源に

ついて、持続的かつ効率的な利用を図っていく必要があることから、有用な活用方法

の確立と利用に係る無駄の削減を図ることが重要です。

政策目標
○６次産業化の市場規模の拡大

（5.5兆円（平成27年度）→10兆円（平成32年度））

○６次産業化のうち、バイオマス・再生可能エネルギー分野における市場規

模の拡大

（0.3兆円（平成27年度）→0.9兆円（平成32年度））

○食品廃棄物等の再生利用等実施率の目標達成

（食品製造業95％、食品卸売業70％、食品小売業55％、外食産業50％）

＜主な内容＞

１．循環資源活用対策事業

（１）循環資源活用支援事業

農山漁村における地域資源のマテリアル利用やエネルギー利用について、全国

的な普及・推進活動と併せて、自治体や農林漁業者団体等を対象に、事業計画策

定のサポートや専門家の現地指導等を行います。

また、メタン発酵消化液等の肥料利用を促進するため、協議会の設立・運営や

肥効分析、現地圃場での実証等を支援します。

補助率：定額、１／２以内

事業実施主体：民間団体等

（２）循環資源活用状況調査委託事業

食品リサイクル法や容器包装リサイクル法の円滑な執行に必要なデータベース

の整備、及び大規模スポーツ大会等のイベントでの食品ロス削減・食品リサイク

ル手法の検証を実施します。

また、全国で稼働しているバイオガス製造施設におけるメタン発酵消化液の活

用実態等を把握するための調査を実施します。

委託費

委託先：民間団体等

［平成30年度予算概算要求の概要］
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［平成30年度予算概算要求の概要］

２．食品産業環境対策事業

（１）食品ロス削減運動の展開事業

個別企業等では解決が困難な商慣習の見直しに向けたフードチェーン全体の取

組や、設立初期のフードバンク活動団体等の人材育成等の取組や青果物等生鮮食

品の取扱量の拡大に向けた取組を支援します。

また、外食産業等における、異業種（AI、IT技術）と連携した需要予測の高度

化に向けた取組を支援します。

補助率：定額、１／２以内

事業実施主体：民間団体等

＜各省との連携＞

○ ５府省（消費者庁、文部科学省、農林水産省、経済産業省、環境省）

・「食品ロス削減関係省庁等連絡会議」を構成する５府省が連携し、官民をあげ

て食品ロス削減国民運動（NO-FOODLOSS PROJECT）を展開

（２）食品産業の地球温暖化・省エネルギー対策促進

取組が遅れている中小事業者の自主的な取り組みを促進するために、エネルギ

ー等の使用状況等を測定・分析し、数値指標を基に改善に向けた具体的な助言等

を行う取組を支援します。

補助率：定額

事業実施主体：民間団体等

お問い合わせ先：

食料産業局バイオマス循環資源課 （０３－６７３８－６４７７）
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