
６次産業化等と農林水産物・食品の輸出拡大

平成25年12月

（資料４）



FBI戦略による輸出拡大（１）
食文化・食産業のグローバル展開

○ 日本の食文化の普及に取り組みつつ、日本の食産業の海外展開と日本の農林水産物・食品の輸出促進を
一体的に展開することにより、グローバルな「食市場」（今後10年間で340兆円から680兆円に倍増）を獲得。

○ このため、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。

日本の「食文化・食産業」の海外展開
（Made BY Japan）
① ビジネス環境の整備
② 人材育成
③ 出資による支援

日本の農林水産物・食品の輸出
（Made IN Japan）

国別・品目別輸出戦略の実行
（全国協議会の枠組みを活用した検証・見直しを実施）

日本食文化の普及
日本食の普及を行う人材育成、

メディアの効果的活用等を各省連携して実施

世界の料理界で日本食材の活用推進
（Made FROM Japan）
日本食材と世界の料理界とのコラボレーション
※世界中のシェフが日本のゆずをメニュー化
※中華料理の高級食材として輸出されるホタテ
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FBI戦略による輸出拡大（２）
農林水産物・食品の国別・品目別輸出戦略

農林水産物・食品の輸出額を
2020年までに1兆円規模へ拡大
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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

・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

１１月現在で、
３４のサブファンドへの
出資を決定
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新たな国内ニーズへの対応（１）
医福食農連携、地域の農林水産物の利用促進等

１ 日本食と健康に関する学術的・科学的知見の蓄積・普及を通じ、医福食農連携を推進。
２ 介護食品に対する理解の醸成と適切な提供システムの構築を図るため、検討会議を立ち上げ具体的な方策を議論。
３ 学校給食に対する安定供給体制の構築等を実施し、地域の農林水産物の活用を促進。

① 日本食と健康に関する科学的エビデンスの確立 ② 介護食品の認知度の向上等による市場規模の拡大
③ 4,400億円の市場をもつ学校給食での国産農林水産物の需要拡大（使用割合目標： 80％（平成27年度 ））

ポイント

◆目指す姿：新たな国内ニーズへの対応による食産業の市場規模拡大

医福食農連携の推進

具体的な取組：医福食農連携、学校給食など新たな国内ニーズに対応した取組展開

地域の農林水産物の活用促進

食品等の有効成分と人体内での作
用の解明研究

日本食の健康への効果を踏まえたメ
ニュー開発、食育処方の推進等によ
る市場規模の拡大

日本食の健康への効果を海外へア
ピールすることを通じて輸出を促進

日本食と健康の因果関係について
の科学的エビデンスの確立

【これからの介護食品をめぐる論点】
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

課題の解決に向け検討会議で検討

利用者等のニーズに応えた介護

食品の提供方法の検討

介護食品に対する認知度の向上

◆介護食品の市場規模の拡大 ◆医福食農連携推進環境の整備

健康長寿社会
の実現が必要

高齢化社会
の到来

食育の
推進

地域の食文化
の継承

介護食品の潜在的なニーズに
対応し、市場規模を拡大

【内閣府、文科省との連携】
学校給食における需要拡大に向けた取組実施。

学校給食における地場産農林水産物の
利用拡大及び定着

学校給食に対する国産農林水産物を安定的に
供給する体制構築
児童への食育効果など科学的な効果検証

◆学校給食における国産農林水産物の需要拡大
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◆「食のモデル地域」の育成等

「食のモデル地域」における商品開発・販路開拓・
人材育成等の支援

地域で生産・加工される農林水産物の消費
拡大、モデル地域の取組の全国への横展開



地域資源を活かす再生可能エネルギーの活用（１）
農山漁村再生可能エネルギー法

○ 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。

○ 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。

○ 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」（農山漁村再生可能エネルギー法案）
を臨時国会に提出し、11月15日に成立、11月22日公布。

○ 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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地域資源を活かす再生可能エネルギーの活用（２）
バイオマスの活用促進

１ 地域のバイオマスを活用した産業化と再生可能エネルギーの創出を目指すバイオマス産業都市の構築を推進。
２ 食品廃棄物のバイオガス化や、余熱等の未利用資源の積極的活用による「新たな食品リサイクルシステム」を構築。

ポイント

・地域の特色を活かしたバイオマス産業を軸とした、環境にやさしく
災害に強いまち・むらづくりを推進

・原料調達から利活用まで経済性が確保されたシステムを構築

・分別の粗い食品廃棄物でも利用可能なリサイクル手法としてのバ
イオガス化を推進

・余熱等、これまで利用が図られていない資源の積極的活用等

地域での資源循環、
自立エネルギー、
農業・農村所得の向上

廃棄物収集業者による
分別収集･運搬

小売、外食、
旅館などが販
売・利用

リサイクラーによる
メタン発酵

農業者が液肥・た
い肥利用

小売、外食、旅館など

リサイクラー

農林漁業者等

【２槽パッカー車】

事業者による
分別排出

バイオガスの
エネルギー利用

【ボイラー燃料】

【バイオガス利用】

バイオガスと消化液
（肥料）利用による
ブランド化

◆目指す姿：バイオマスを活用した地域循環産業創出と地域活性化
① 2018年までに全国で約100地区でバイオマス産業都市を構築
② 食品廃棄物等を活用した再生可能エネルギーの創出と農産物の高付加価値化

バイオマス産業都市の構築 新たな食品リサイクルシステムの構築

◆具体的な取組：バイオマス産業都市の構築を推進、新たな食品リサイクルシステム構築を推進
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【７府省の連携】 ７府省（内閣府、総務省、文部科学省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省）が共同で地域を選定し施策のマッチング等により連携支援。特に、
食品リサイクルについては、廃棄物行政を所管する環境省と連携し、新たな食品リサイクル・ループの構築を推進。



「強み」を支える〈Support〉4

「強み」のあ
る農畜産物
を日本各地
に次々と生
み出す

「強み」を活かす〈Utilize〉

１ 我が国の「強み」である技術力を活かした新たな品種や技術の開発・普及を進め、実需者等と連携して、品質やブランド力な
ど「強み」のある農畜産物を日本各地に続々と生み出す。

２ 品目別に推進の基本方向等を方針として年内に定め、各産地の取組を加速化することで、今後３年間で新たに
「強み」のある農畜産物を100以上創出する。

1 2「強み」を生み出す〈Breed〉 3

① 今後３年間で新たに 「強み」のある農畜産物が100以上創出
② ６次産業化の推進、輸出・消費拡大につなげるとともに、加工・業務用向け生産による国産シェア拡大、多収性
安定品種などによる低コスト・安定生産を実現

 オランダの取組をモデルとした種苗会社を支援する体制の整
備

 海外遺伝資源の戦略的収集による育種素材の確保

 埋もれている品種や技術の発掘  品種供給の鍵となる種苗の機動的な供給体制の整備

「強み」を守る〈Protect〉
実需者・産地と連携したマーケットイン型育種への
転換、DNAマーカーによる育種のスピードアップにより、
地球温暖化等の生産環境の変化に対応しつつニー
ズに応えた優れた品種等を次々と生み出す

埋もれた品種の発掘や新品種の導入、ＩＣＴ等の
新技術の活用による栽培・品質管理の高度化、生
産現場における革新的な技術体系の実証研究など
により、「強み」を活かした産地を全国に形成

育成者権、商標権等の知財を組み合わせる
など知財の戦略的な保護により産地の「強み」
を保護

ラーメン用小麦を開発し、
産地・ラーメン業界が一
体となって知財によるブ

ランド展開

品種開発から産地化まで一連の取組を戦略的に推進するためのコンソーシアムを各地に形成

実需者研究機関

種苗・ＩＣＴ等の民間企業

生産者・産地

行政・普及

◆目指す姿：「強み」のある農畜産物が創出されることにより以下を実現

ポイント

ＩＣＴの導入による高品質・高収量のトマト栽培

実需者（製粉・製パン企業
等）と連携したパン用小麦
「ゆめちから」の開発

具体的な取組：「強み」のある農畜産物の産地づくりにむけた一連の取組を支援 （B-Upsプロジェクト）

新品種・新技術による我が国農業の「強み」の発掘・強化
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品目別の「強み」のある農畜産物づくりの方向（例）

米

麦

豆類

野菜

果樹

畜産物

国産麦の需要フロンティアの開拓

○ ラー麦（福岡県のラーメン向け品種）のよう
な各地域の特色のある麺・粉物等と結びつい
た品種の開発・導入

○ 実需者からの評価を栽培管理に反映し、収

量・品質を向上・安定化

実需者の期待に応える国産豆類の
生産拡大

○ 使い慣れた主要品種の欠点をピンポイントで
改良し、高位・安定生産に資する品種へ転換

○ 実需と連携して、収量が安定し、加工適性や
価値ある特徴を持った品種を開発・導入

加工・業務用にターゲットを定めた
低コスト野菜生産の拡大

○ 加工・業務用需要向けの大型規格・多収品種、
低コスト機械化・流通システムの開発・導入

○ 伝統的野菜や機能性成分等に着目した野菜品
種の導入

茶

病害虫に強い、実需の求めるいも生産への転換（いも）

研究機関、製糖企業と連携した新品種・新技術での生
産の安定化（さとうきび、てんさい）

○ 病害虫や気候変動に強い品種を開発・導入

○ 省力化栽培、エチレン貯蔵等の新技術を活用した、生産安
定化対策の推進

日本の品種開発力を活かした国産シェア
奪還と輸出拡大

○ 国産シェアの奪還と輸出の拡大のため、国内外
のニーズに対応した品種を開発

○ 耐病性、日持ち性などの形質を持った花を研究
機関が提供するなどして、民間・個人育種家の
品種開発を支援

花き

「おいしさ」が消費者に伝わる畜産物づくりと効率的
生産によるコスト削減

○ 脂肪交雑だけでなく、オレイン酸などの訴求点（「おいし
さ」）の明確化・見える化
○ ICTや遺伝子情報の活用による生産の高度化
○ 飼料コストを下げる品種及び生産技術の開発・導入

おいしい、食べやすい、健康によい
で国産果実の需要を拡大

○ 良食味で食べやすい、機能性成分高含有の新
品種、加工適性に優れる新品種等の育成

○ 鮮度保持、加工等技術の開発
○ 機能性成分の解明と成果の普及

中食・外食用、非主食用にも
対応した多角的生産へのチャレンジ

○ 単収700kgを超える多収品種・技術の開
発・導入等による中食・外食用需要に応え
る低コスト生産へのチャレンジ

○ 新規需要米、加工用米の超多収専用品種・
超低コスト生産技術の開発・導入

実需者に信頼される国産そばの生産・需要拡大

○ 収量の向上・安定化に資する品種・技術の導入
○ 製粉適性や新たな価値を訴求できる特徴をもった新品種の
開発・導入

そば

いも
さとうきび・てんさい
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国民の健康志向や輸出先のニーズなどに応じた
茶生産による需要回復

○ 生産性向上のため、「やぶきた」以外の品種の開発・導
入で作期を分散

○ 需要拡大のため、低カフェイン技術の導入や機能性成分
を多く含む新品種の開発・導入



「強み」の発揮に向けた農業分野でのイノベーション

ロボット技術、ＩＣＴの導入による超省力・高品質生産等を実現する
新たな農業（スマート農業）を実現

4

●DNAマーカーにより育種の大幅な
スピードアップを実現
（従来育種１２年→４年）

●DNAマーカー育種を公設試、大学や
種苗会社など国内の育種家が利用で
きるよう支援

●篤農家の匠の技をICTによりデータ化し、新規
就農者の技術継承に活用。

●現場のビッグデータ等を分析、生産にフィード
バックさせ、品質・栽培・飼育管理を高度化。

データ蓄積データ提供

匠の技

DNAマーカー育種、ロボット技術、ＩCＴ等の新技術を活用して、他産業との連携等により農業分野でのイノベーションを実現する。

自動走行できるトラクター

世界をリードするイネゲノム
解析等の研究成果

活用

病害抵抗性のDNAマーカー
での系統選抜

DNAマーカーによる
育種のスピードアップ

ロボット、ICTなどの
先端技術

農業への
本格導入

●無人化・自動化による省力化・規模拡大を実現
●圃場の状況などに応じたきめ細かな管理により収
量・品質の向上を実現

●ノウハウの継承や作業の軽労化により誰でも安心し
て取り組める農業を実現

連携

農業者

研究機関

大学

ICTベンダー

農機・資材
メーカー

ロボットの
先行業界

ICTでの農業生産の変革ロボット実用化へのステップアップ

●先行する他産業とも連携して、実用化に必要な
安全確保等の検討。

●先行的に実現可能なものから現地実証等を実施。

果菜類の無人収穫システム

病気に強い 病気に弱い

・ ロボット技術利用で先行する企業やIT企業等の協力を得て、スマート農業の将来像や
実現に向けたロードマップ、ロボット技術の安全性確保策等について検討を行う研究
会を平成25年11月に立ち上げ。

ポイント
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