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６次産業化等の推進

◆目標： ６次産業化の市場規模を２０２０年までに１０兆円に拡大
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４ 新品種・新技術による我が国農業の「強み」の発掘・強化

品質やブランド力などの「強み」のある農畜産物を日本各地に生み出すため、品目別に推
進の基本方向等を方針として年内に策定 【今後３年間で新たに「強み」のある農畜産物を
100以上創出】

２ 地域資源を活かした再生可能エネルギーの導入促進

農林漁業と調和を図りながら、地域の資源を再エネ発電に活用し、地域の発展につなげるため、「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案」を臨時国会に提出 【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2018年度に全国100地区実現】

７府省が共同で選定し連携支援するバイオマス産業都市の構築や、新たな食品リサイクルシステムの構築、小水力発電等の
導入促進のための技術支援や規制緩和など、関係府省とも連携

参考資料ｐ７

参考資料ｐ８、９

大規模に集約された施設園芸クラスターの形成を目指し、エネルギー供給から生産、調
整・出荷までを一気通貫して行う次世代施設園芸拠点の整備を推進

ICT・ロボット技術の導入により、超省力・高品質生産等を達成する新たな農業（スマート農
業）の実現等に向けた検討

３ 生産・流通システムの高度化

参考資料ｐ10

参考資料ｐ11

参考資料ｐ12

これまでにない製パン適性
を持つ小麦「ゆめちから」
を開発し、食品企業と連携
したマーケティングで普及

産官学が一体で開発した
「ゆめちから」パン

施設園芸団地の
視察（オランダ）

１ 多様な事業者と連携した６次産業化の取組支援

参考資料ｐ５

参考資料ｐ６

農林漁業成長産業化ファンド（Ａ－ＦＩＶＥ）の本格展開などにより、６次産業化を推進 【2013年度中に全都道府県をカバーする、
約50のサブファンド設立を目標】 ※10月現在で33のサブファンドを決定

機能性食品やIT・ロボット技術による高労働効率システムの開発など、重要研究分野の選択と研究開発資金の集中



国内外の需要拡大等
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産学官が連携して、βークリ
プトキサンチンの機能性研究
を行い、その研究成果を活か
して食品企業が商品化
（25年３月販売開始）

β-クリプトキサンチンを多く含むみかんジュース

世界の料理界で日本食材の活用推進（Made FROM Japan）、日本の「食文化・食産業」 の海外展開 （Made BY Japan）、
日本の農林水産物・食品の輸出（Made IN Japan）、の取組を 一体的に推進

「国別・品目別輸出戦略」（25年８月公表）に基づき、国別・品目別の輸出環境整備優先事項を選定し、着実に実施

卸売市場や産地等で輸出検疫を行うことにより、商品の補充をその場で可能とするなど、輸出検疫の利便性を向上

２ 食文化・食産業のグローバル展開 参考資料ｐ13

参考資料ｐ18

◆目標： 農林水産物・食品の輸出額を２０２０年までに１兆円に拡大

高齢者にも食べやすいリング状のうどん麺

地場産農林水産物を利用した学校給食

１ 新たな国内ニーズへの対応

参考資料ｐ17

参考資料ｐ15

医療・福祉分野と食品・農業分野の「医福食農連携」（注）を推進

学校給食における地場産農林水産物の利用拡大・定着に向けた安定供給体制の
構築等

需要が拡大している加工・業務用野菜の増産に向け、安定生産等に必要な作柄安定技術
や、新技術・機械化の導入支援 【今後10年間で加工・業務用野菜の出荷量５割増】

参考資料ｐ16

参考資料ｐ18

関係省庁と連携し、科学的根拠を元に機能性を表示できる新たな方策を検討

日本食と健康に関する科学的知見を確立するなど、環境を整備
介護食品の潜在的なニーズに対応するため、「これからの介護食品をめぐる論点」（25年７

月公表）を踏まえた「介護食品」の定義の明確化や、利用者のニーズに応えた介護食品の
提供方法の検討など

産地側と漢方メーカー側の情報交換・共有を促進し、漢方の原料となる薬用
作物の安定供給を実現

参考資料ｐ14

（注）福祉分野との連携が含まれることを明示するため「医食農連携」を「医福食農連携」に変更。



関係府省の協力が必要な事項
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介護食品

「これからの介護食品をめぐる
論点」を整理（25年７月）

①定義の明確化、②高齢者の栄養に関
する理解の促進、③提供方法、④普及、
⑤利用に向けた社会システムの構築

農水省：介護食品の潜在的なニーズ
に対応するため、「介護食品」の定
義の明確化や利用者等のニーズ
に応えた介護食品の提供方法の
検討等

厚労省：薬用植物の栽培技術
確立及び漢方のエビデンス
確立に向けた研究、薬用植
物資源（種苗）の収集・保存

薬用作物

地域ごとに「薬用作物の産地化
に向けた説明会」を開催済み

生産者側・実需者側の個別協
議を実施しているところ

農水省：薬用作物の生産拡大に
向けた課題の解決方法につい
て、厚生労働省と連携して関係
者からの意見聴取等を実施

機能性表示

規制改革実施計画（25年6月）に基づき、平成25年
度検討、平成26年度結論・措置

消費者庁：科学的根拠をもとに機能性を表示できる
新たな制度を検討

厚労省：食品の安全性確保、薬事法による規制との
整理等の観点から連携

農水省：農林水産物等の需要拡大及び消費者の適切
な商品選択に資するため、表示ニーズの把握、科学
的根拠の蓄積等を行うとともに、消費者庁の検討に
併せて、当省においても制度化に向けた論点を整理

厚労省：介護食品のあり方に関す
る検討会議への参加・協力等

消費者庁：介護食品のあり方に関
する検討会議への参加

内閣府：食育推進基本計画の国産農林水産

物使用割合の目標を追加 【2015年度に
国産農林水産物使用割合80％】

文科省：児童への食育効果など科学的な
効果検証

農水省：学校給食に対する国産農林水産物の
安定供給体制の構築

学校給食

学校給食における地場農林水産物使用
割合の目標達成を推進

輸出環境整備

例）

「国別・品目別輸出戦略」に基づき、輸出環境整備に係る約150の
課題を整理し、このうち、30程度の課題を優先的に実施。
 かつお節で出汁をとった日本食をＥＵで提供できるようにする。
 日本のカレールウをＥＵに輸出できるようにする。
 日本のおいしい果物をインドネシア、ベトナムに輸出できるようにする。

農水省：輸出戦略に基づいた検疫協議の推進や原発事故に伴う輸入
規制緩和の働きかけ、産地の取組支援、全体とりまとめ

厚労省：食品衛生管理措置に関する相手国政府との協議等



参考資料
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６次産業化の推進（Ａ－ＦＩＶＥの本格展開）

１ 農林漁業成長産業化ファンド（Ａ－ＦＩＶＥ）の本格展開などにより、医福食農連携など農林漁業者と多様な事業者との連携の
下で、６次産業化を推進。

２ ６次産業化の市場規模を２０２０年までに１０兆円に拡大するため、農林漁業者と様々な事業者のネットワーク化を通じた連
携促進による成功モデルの構築を重点的に推進。

【経産省との連携】
経産省による商工業者に対する農林漁業者との連携促進（農商工連携）の取組と一体的に６次産業化を推進。

Ａ－ＦＩＶＥの本格展開 多様な異業種との連携促進

① １、２、３次産業の連携によるバリューチェーンの構築を通じた農林水産物・食品の付加価値向上。
② ６次産業化の市場規模を２０２０年までに１０兆円に拡大。

ポイント

全国でサブファンドを設立 農林漁業者と多様な事業者
による６次産業化合弁事業
体の組成

異業種とのネットワーク化の推進

地域で６次産業化の取組の核となる人材確保支援

農林漁業者と多様な事業者による連携ネットワークの形
成支援

ネットワークの下での新商品開発、販路開拓の取組支援

今年度中に全国で
約５０のサブファンドを設立

食品事業者

流通業者

農林漁業者

市町村

ＪＡ

学校

病院介護事業者（取組事例 Ａ－ＦＩＶＥ出資案件）

農林漁業者

合弁事業体
（六次産業化・地産地消法の認定事業者）

パートナー企業
（加工・販売業者、その
他新たな連携事業者）

ファンドを活用した戦略的提携

◆目指す姿：６次産業化を通じた農業・農村の所得増大

◆具体的な取組：農林漁業者と様々な事業者の連携による６次産業化の取組を支援
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・地元産ぶどうのワイナリープロジェクト
・植木・盆栽グローバルプロジェクト
・沖縄車えび周年販売プロジェクト
・うなぎ再養殖・加工販売プロジェクト

10月現在で、
３３のサブファンドへの
出資を決定



６次産業化の推進 （異分野融合研究）

具体的な取組：研究プラットフォームに異分野を含む研究勢力が結集し、共同研究

１．本年８月に策定、公表した「異分野融合研究の推進について」（戦略）において、新たな育種技術、
ＩＣＴ、ロボット技術等の活用による農林水産業の強化の方向性を規定

２．医薬や理工などの異分野との連携が有効な研究を実施し、平成３０年度までに、研究課題の８０％
以上で事業化が有望な研究成果を創出

【関係府省との連携】

「異分野融合研究の推進について」（戦略）策定に、内閣府、総務省、厚労省、文科省及び、経産省が参画。異分野融合研究の具体的な推進
に当たっては、プラットフォームを関係機関の意見交換の場としているところ。

異分野融合研究プラットフォームの構築 異分野融合研究の推進例（医農連携のイメージ）

○機能性、アレルゲンフリー食品の開発やＩＣＴ、ロボット技術による高労働効率システムの開発等の
異分野融合研究の推進により、平成30年度までに研究課題の80％以上で事業化が有望な研究成果を創出

目指す姿：異分野との融合研究の推進により、技術革新を実現

ポイント
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地域資源を活かした再生可能エネルギーの導入促進（農山漁村再生可能エネルギー法案）

１ 農山漁村においてバイオマスや水などの地域資源を活用した再生可能エネルギー発電の導入を促進することは、地域の活性
化につながる取組として重要。

２ 一方、農山漁村における再生可能エネルギー発電は、農林漁業の健全な発展に必要な農林地等を確保しつつ、市町村や農
林漁業者等の関係者の密接な連携の下に、地域の活力の向上や持続的発展を図りながら促進される必要。

３ このため、「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案」を臨時国会に提出。

○ 再生可能エネルギー発電のメリットを活用して地域の農林漁業の発展を図る取組を平成30年度に全国100地区実現

◆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

ポイント

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。
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