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１ 農山漁村の所得増大対策
【３，７４３（３,６３９）百万円】

対策のポイント
農山漁村の所得や雇用の増大、地域活力の向上を図るため、農林漁業成長

産業化ファンドを本格始動するとともに、農林漁業者と多様な業種の事業者

、が連携して行う地産地消等の取組に必要な施設整備や新商品開発・販路開拓

知的財産を活用した新しいビジネスモデルの構築等の取組を支援します。

＜背景／課題＞

・農山漁村の所得や雇用を増大 地域活力の向上 地域の農林水産物や資し、 を図るため、

する源を活用した地産地消、高付加価値化、６次産業化、農商工連携等の取組を推進

ことが必要です。

・このため、 、農林漁業者と食品事業者、流通農林漁業成長産業化ファンドによる出資

多様な業種の事業者との連携、ネットワークの構築等を通じて、業者、観光業者等の

。このような取組の面的な拡大を図ります

政策目標

６次産業の市場規模の拡大

（ ）約１兆円(22年度) → ３兆円(27年度) → １０兆円(32年度)

＜主な内容＞

１．農林漁業成長産業化ファンドの本格始動 ３５,０００百万円(財投資金)

（H24、25の総契約規模１,１００億円）

新たに設立される 、農林水産物等の株式会社農林漁業成長産業化支援機構を通じて

特色を活かしつつ、１次産業から２次・３次産業を通じて消費者までのバリューチェ

ーンを築く事業活動に対し、 します。資本の提供と経営支援を一体的に実施

出資 ２５,０００百万円（産投出資）

融資（劣後ローン） １０,０００百万円（産投貸付）

事業実施主体：(株)農林漁業成長産業化支援機構

２．６次産業化支援対策 ３，７４３（３，６３９）百万円

（１）６次産業化ネットワーク活動交付金 ２，１７２（－）百万円

地域における農林漁業者と食品事業者、流通業者、観光業者等の多様な事業者と

のネットワーク構築 取組を通じた地産地消、６次産業化等の取組を推進するため、

を先導する人材の育成・派遣 プロジェクトの調査・検討、プ、ネットワークによる

しまロジェクトに必要な機械・施設整備や新商品開発・販路開拓等の取組を支援

す。

交付率：都道府県への交付率は定額（事業実施主体へは事業費の１／２ ２／３ 定額）、 、

事業実施主体：都道府県、市町村、民間団体等
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（２）６次産業化支援事業 １，４４３（３,６３９）百万円

経営の発展段階に即した個別相談等６次産業化に取り組む農林漁業者等に対し、

を実施するための体制整備 農林漁業者等による新商品開発や販路を行うとともに、

します。また、六次産業化・地産地消法等により認定された農開拓等の取組を支援

農林水産物の加工・販売のた林漁業者等が、当該事業計画を推進するために必要な

します。めの機械・施設、生産機械・施設等の整備を支援

補助率：１／２、２／３、定額

事業実施主体：民間団体等

（３）知的財産の総合的活用の推進 １２８（－）百万円

知的財産を活用した地域活性化の新たなビジネスモデルの構築、知的財産の発掘

、海外における我が国地名等の第三者による商標・保護・活用等による新事業創出

登録の防止、農産物のＤＮＡ品種識別技術の実用化等の取組を支援します。

補助率：１／２、定額

事業実施主体：民間団体等

お問い合わせ先：

１の事業 食料産業局総務課 企画室ファンド

（０３－６７４４－１５１９（直 ））

２(1)、(2)の事業 食料産業局産業連携課 （０３－６７３８－６４７３（直 ））

２(3)の事業 食料産業局新事業創出課（０３－６７３８－６１６９（直 ））



２ 農林水産物の輸出対策
【１,７５５（１，０５３）百万円】

対策のポイント
・ 独立行政法人日本貿易振興機構（ＪＥＴＲＯ）への補助等を通じて、輸
出に取り組む事業者等に対し川上から川下に至る総合的なビジネスサポート
を強化するほか、輸出拡大に必要な調査等を行います。

・ 国内外の市場を目指して、現場発の発想で国産農林水産物・食品とこれ
に関連する多様なモノ・サービスとを結びつけるなどし、地産地消の推進、
国産消費の拡大、輸出の促進等の取組を行うほか 「食」がテーマのミラノ、
国際博覧会出展への取組を推進します。

＜背景／課題＞
・国内の食の市場が縮小する中、日本の には、2009年340兆円が雇用・所得を守るため

2020年に680兆円に拡大 世界の食のマーケ〔ATカーニー社試算〕するといわれている
ットを目指した 輸出の拡大や、国内企業の海外展開が必、日本産農林水産物・食品の

です。要
川上から川下に至る総合的なビジ・輸出額を倍増させ１兆円水準を達成するためには、

ネスサポート体制の下で、輸出に取り組む事業者の裾野を広げる 多くの輸とともに、
。出機会を創出していくことが重要です

・ とあわせて、東京電力福島第一原子力発電所主要輸出先国等におけるマーケティング
諸外国における輸入規制について、科学的なデータ等に基づく事故に伴い導入された

です。緩和・撤廃の働きかけが必要
国産農林水産物・食品の消費を拡大していくためには、様・国内外の市場を目指して、

々なモノ・サービスと結びつけるなど、現場の発想と多様な面からの関心を捉えつつ
があります。進めていく必要

政策目標
農林水産物・食品の輸出額を拡大
（4,511億円（平成23年）→１兆円水準（平成32年 ））

＜主な内容＞

１．輸出倍増プロジェクト １，１４８(１，０２３)百万円
事業者発掘から商談支援まで、 との連携強化を通輸出を飛躍的に拡大するため、 JETRO

するとともに、輸出拡じた、川上から川下に至る総合的なビジネスサポート体制を構築
大に必要な調査等を実施します。

委託費、補助率：定額

事業実施主体：JETRO、民間団体等

２．ミラノ国際博覧会政府出展への取組促進 ６０７(３０)百万円
「食」がテーマの2015ミラノ国際博覧会出展 日本館・展示物の設計・建築のため、

します。（制作 、行催事・広報活動の計画策定等を実施）
委託費

委託先：JETRO
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（関連対策）

３．日本の食を広げるプロジェクト ３，９８４（－）百万円
、食に対する多様な関心の高まりを活用して国産農林水産物の消費拡大を図るため

国内外の市場を目指して、 国産農林水産物・食品とこれに関現場発の自由な発想で
地産地消、国産消費の拡大、連する多様なモノ・サービスとを結びつけるなどし、

輸出の促進等の取組を行います。

委託費、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：
１の事業 食料産業局輸出促進グループ （０３－３５０２－３４０８(直)）
２の事業 食料産業局食品小売サービス課外食産業室

(０３－６７４４－０４８１(直)）
３の事業 大臣官房政策課食ビジョン推進室 (０３－６７３８－６１２０(直))



３ 再生可能エネルギーの大々的な展開
【３，０１４（６９２）百万円】

対策のポイント
農山漁村に豊富に賦存する土地、水、風、熱、バイオマス等のエネルギー

源を活用した環境にやさしく災害に強いまちづくり・むらづくりの構築等を

支援します。

＜背景／課題＞

メリットが地域・地域の資源を活用した再生可能エネルギーの導入を図ることは、その

されることを通じて することが期待されます。に還元 地域活性化に寄与

・農山漁村に豊富に存在する土地、水、風、熱、バイオマス等の資源を活用した再生可

地域の農林漁業の発展を促進 農山漁能エネルギーを最大限活用することにより、 し、

につなげていくことが重要です。村の活性化

政策目標
○再生可能エネルギーを活用して地域の農林漁業の発展を図る取
組を５年後に全国100地区実現

○小水力等発電の再生可能エネルギーの導入に向けた計画作成を
平成28年度までに約1,000地域で着手

○2020年に約2,600万炭素トンのバイオマス利用と約5,000億円規
模の新産業創出

＜主な内容＞

１．農山漁村再生可能エネルギー導入等促進対策 １，１７５（６９２）百万円
（１）農山漁村活性化再生可能エネルギー総合推進事業 １６５（－）百万円

農林漁業者等が主導して行う農山漁村の資源を活用した再生可能エネルギー発電

事業の取組について、 に必要と事業構想（入口）から運転開始（出口）に至るまで

なる様々な手続や取組を総合的に支援します。

補助率：定額

事業実施主体：地方公共団体、民間団体

（２）小水力等再生可能エネルギー導入推進事業 １，０１０（６９２）百万円

小水力等発電施設の計画的整備を促進するため、ポテンシャルの高い地点を明ら

かにする 概略設計、各種法令に基づく協とともに、小水力等発電施設の整備に係る

の取組を支援します。議等

補助率：定額

事業実施主体：地方公共団体、民間団体等
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２．地域バイオマス産業化推進事業 １，２８０（－）百万円
（１）地域バイオマス産業化支援事業 ３０（－）百万円

①地域段階の取組

地域のバイオマスを活用した産業化と地産地消型エネルギーの強化によりバイオ

マス産業を軸としたまちづくり・むらづくり（バイオマス産業都市）を目指す地域

（市町村・企業連合等）による計画づくりを支援します（７府省が共同で地域を選

定・連携支援 。）

②全国段階の取組

地域段階の取組を効果的に進めるため、事業可能性調査を行うとともに、専門家

による市町村等の計画づくりを支援します。

地域バイオマス産業化支援事業のうち

（１）地域段階の取組 ２１(－)百万円

（２）全国段階の取組 ９(－)百万円

補助率：定額

事業実施主体：民間団体等

（２）地域バイオマス産業化整備事業 １，２５０（－）百万円

計画に位置づけられたプロジェクトの推進に必要な施設整備や地域循環型燃料の

地産地消の取組を支援します。

補助率：１／２以内

事業実施主体：民間団体等

３．木質バイオマス産業化促進 ５５９（－）百万円
木質バイオマスの利用促進を図るため、全国的な調査・サポート体制の構築、実証

プラントの整備、技術開発等を支援します。

補助率：定額

事業実施主体：民間団体等

お問い合わせ先：

１の(1)事業 食料産業局再生可能 （０３－６７４４－１５０７（直 ）エネルギーグループ ）

（ （ ））１の(2)事業 農村振興局農村整備官 ０３－６７４４－２２０９ 直

（ （ ））２の事業 食料産業局バイオマス循環資源課 ０３－６７３８－６４７９ 直

３の事業 林野庁木材利用課 （０３－６７４４－２２９６（直 ））

３の事業 林野庁研究・保全課 （０３－３５０１－５０２５（直 ））



４ 食品産業の強化 [新規]
【４８６（－）百万円】

対策のポイント

食品産業の海外展開や国内事業基盤の強化を図るとともに、農林漁業と食

品産業の連携によるバリューチェーン（価値連鎖）の形成や、災害時でも機

。能するサプライチェーンの構築等食品産業の強化に向けた取組を支援します

＜背景／課題＞

、 （ 、 ）・ 我が国最大の産業分野の１つ農業・食料関連産業は 国内生産額の11％ 95.3兆円

であり、その させ、 となって潜在的成長力を顕在化 市場規模の拡大を図ることが急務

います。

・このため、我が国経済の急速なグローバル化の流れに、食品産業が対応し、持続的に

急成長する新興国等の市場への海外展開を推進 国発展していくため、 するとともに、

を図る必要があります。際的に通用する品質管理体制の強化等の国内基盤の強化

生産者と消費者との絆を強める架け橋として １次産業で生み出・また、食品産業が、 、

された価値を２・３次産業へつなぎ、消費者へ提供 バリューチェーンするといった、

することが求められています。の形成に貢献

政策目標

食品関連産業の市場規模の拡大

（95.3兆円（2009年度） → 120兆円（2020年度 ））

＜主な内容＞

１．食品産業グローバル革新支援事業 ３７０（－）百万円

海外展開を行う食品産業事業者が法律等の中小企業等支援スキームの活用等により

や、食品産業事業者の を支援します。取組 国内での基盤強化のための取組

（１）海外展開活動推進事業 ５３（－）百万円

情報の収集・提供 研成功事例等の必要な 、人的資源の充実等体制強化のための

や現地での課題解決に向けた 等について支援します。修会開催 ネットワーク構築

（２）グローバル革新条件整備事業 ３１７（－）百万円

衛生管理・品質管理の基盤とな①食品の品質管理体制を強化するための取組（

、食品製造業者の 等）を推進するととる事項の整備・普及 ＨＡＣＣＰ導入の支援

もに、②国際標準化の推進（我が国の食品産業の実態に即した国際標準原案の作

成検討等 、③食品規格等の統一・調和を図るための調査・普及等を行います。）

委託費、補助率：定額、１／２以内

委託先、事業実施主体：民間団体等
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２．食料品バリューチェーン構築支援事業 ６０（－）百万円

（１）バリューチェーン新展開構築事業 １５（－）百万円

、 、バリューチェーンの新展開を図るため するとともに優良事例を体系的に整理

ことにより、バ融資制度の活用を含む促進方策を検討し、その普及・啓発を行う

リューチェーン構築を促進する取組を支援します。

（２）流通過程情報伝達促進事業 １６（－）百万円

生鮮食料品流通における取引業務の効率化や、バリューチェーンの形成に必要

流通ＢＭＳ（流通ビジネスメッセージ標準）な商品情報の共有化が可能となる、

を行います。を導入するための関係者による検討、効果の検証

（３）加工食品製造・流通指針策定事業 ２９（－）百万円

新たな食品表示制度への円滑な移行を図るため、 や、特に対応表示の実態調査

健康食品等の表示のあり方を含めた食品の表示ガイドラインの検討が遅れている

を行います。・普及、ＩＴ技術を活用した適正表示のためのシステム構築の検討

補助率：定額

事業実施主体：民間団体等

３．災害に強い食品サプライチェーン構築事業 ３４（－）百万円

、 （ ）近い将来 首都直下型地震及び南海トラフ地震の発生が懸念される地域 ３箇所

食品事業者等によにおいて、災害時でも機能するサプライチェーンの構築に向けた

及び を支援します。る協定の締結 同協定に基くバックアップ体制等の実証

補助率：定額

事業実施主体：民間団体

４．卸売市場間ネットワーク形成推進事業 ２２（－）百万円

「卸売市場連携計画」に基づき、ネットワ複数の卸売市場の関係業者が策定する

ーク間で共同利用 低温保管倉庫や低温配送する卸売市場内外の物流施設において、

する場合にリース料の一部を支援します。施設等を新たにリース方式により導入

補助率：１／２以内

事業実施主体：民間団体等

お問い合わせ先：

０３－○○○○－○○直 ）1(1)、(2)のうち③の事業 ）

食料産業局輸出促進グループ （０３－６７４４－１５０２（直 ））

食料産業局食品小売サービス課 （０３－３５０２－５７４１（直 ））

０３－○○○○－○○直 ）1(2)のうち①、②の事業 ）

食料産業局企画課 （０３－３５９１－８６５４（直 ））

０３－○○○○－○○直 ）2(1)(3)、4の事業 ）

食料産業局食品製造卸売課 （０３－３５０２－８２３７（直 ））

０３－○○○○－○○直 ）2(2)、3の事業 ）

食料産業局食品小売サービス課 （０３－３５０２－７６５９（直 ））



５ 産業化のための政策シーズの構築

【４５８(１，５２２）百万円】

対策のポイント

農林漁業の成長産業化に必要な政策シーズを構築するため、市場ニーズに

即した新商品の創出、人材育成、植物新品種の活用等を支援します。

＜背景／課題＞

地域の農林水産物や資源を活用した革新的な・農林漁業の成長産業化を図るためには、

新事業の創出、６次産業化、農商工連携等の取組の推進に必要な各種施策の共通基盤

することが必要です。となる政策シーズを構築

政策目標

農林漁業の成長産業化に必要な政策シーズ構築による６次産業

化の市場規模拡大への貢献

（約１兆円（22年度）→３兆円（27年度）→10兆円（32年度 ））

＜主な内容＞

１．緑と水の環境技術革命プロジェクト事業 ３６１（１，３８７）百万円

農林漁業者と異業食料産業分野におけるイノベーションの創出を促進するため、

するほか、機能性成分種との連携による市場ニーズに即した新商品等の創出を支援

を活用した商品化等、ＡＩ（アグリインフォマティクス）システムの実用化を支援

します。

補助率：定額、２／３、１／２、ほか委託費

事業実施主体：民間団体等

２．新事業創出人材育成事業 ３９（６３）百万円

農林水産業及び農山漁村に由来する資源の画期的な活用方法の創出等、農林水産

分野における を行新事業を創出するための人材育成プログラムを活用した人材育成

うとともに、同プログラムの全国の大学や企業等への普及を支援します。

委託費

委託先：民間団体等

［平成25年度予算の概要］



［平成25年度予算の概要］

３．東アジアにおける植物品種の保護強化・活用促進事業 ４５（－）百万円

するための協力活動の推東アジア各国における品種保護制度の整備・充実を促進

進、植物新品種育成者が共同で行う海外での育成者権侵害への対応、品種登録の審

査に必要な審査基準案の作成及び登録品種の標本・ＤＮＡ保存等の取組を実施しま

す。

東アジア包括的植物品種保護戦略事業 ２６（－）百万円

東アジア包括的育成者権侵害対策強化事業 ９（－）百万円

種苗特性分類調査委託費 ４（－）百万円

登録品種の標本・ＤＮＡ保存等事業 ５（－）百万円

委託費

委託先：民間団体等

４．海外植物遺伝資源アクセス円滑化事業 １３（１６）百万円

海外遺伝資源の収種苗業者等が行う新品種育成に不可欠である、野菜や花き等の

するとともに、野菜や花き等の海外遺伝資源の収集集、特性評価及び保存等を実施

に係る により、 を支援し「モデル契約」の検討 海外遺伝資源へのアクセスの円滑化

ます。

委託費

委託先：民間団体等

[お問い合わせ先：食料産業局新事業創出課 ０３－６７３８－６１６９ 直 ]（ （ ））


