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１ ６次産業化等による農林水産物・食品の
高付加価値化等の推進

】【３，１１６（３，６１５）百万円

対策のポイント
農山漁村の所得や雇用の増大を図るため、農林漁業成長産業化ファンドを本格展

開するとともに、医福食農連携など多様な異業種との連携強化による６次産業化の

取組等を支援します。

＜背景／課題＞

農山漁村の所得や雇用の増大 ６・ を図るためには、地域の農林水産物や資源を活用した

することが必要です。次産業化、農商工連携、地産地消の取組を推進

６次産業・ 日本再興戦略」においても、農林水産業を成長産業にする重要施策として「

が位置づけられているところです。化の推進

農林漁業成長産業化ファンドによる出資 医福食農連携など農林漁業者・このため、 や、

と多業種の事業者とのネットワーク形成、これらの者のサポート体制の構築等を支援

します。

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展開 （財投資金）１５，０００百万円
、生産・流通・加工等の産業間が連携（株）農林漁業成長産業化支援機構を通じ

した取組について、 します （出資契約等に必資本の提供と経営支援を一体的に実施 。

要な政府保証枠として財投資金とは別に３５０億円を措置）

（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 ２，６８０（３，６１５）百万円

（１）６次産業化ネットワーク活動交付金
地域の創意工夫により、農林漁業者と食品事業者・流通業者等の多様な事業者

都道府県段がネットワークを構築して行う６次産業化等の取組を推進するため、

階で６次産業化プランナー等を配置し、農林漁業者等による新商品開発・販路開

します。拓、六次産業化・地産地消法等の認定者による施設整備等を支援

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

事業実施主体：都道府県、市町村、民間団体等

［平成26年度予算の概要］



［平成26年度予算の概要］

（２）６次産業化の支援体制等の構築［新規］
６次産業化に取り組む農林漁業者等を全国的な視点からサポートするため、６

次産業化中央サポートセンターを設置 情報交換会やセミナー等のするとともに、

、事例情報の収集・提供等を行います。開催

多様な分野に精通し、新たな６次産業化ビジネスを自ら創出する人材のまた、

を行います。育成

委託費、補助率：定額

委託先、事業実施主体：民間団体等

３．医福食農連携の推進［新規］ ４３５（－）百万円

（１）医福食農連携コンソーシアム整備等支援［新規］ ４０５（－）百万円
医福食農連携に関するコンソ医学・農学等の関係者や食品産業事業者等による

ーシアムが、食と健康の因果関係を科学的に調査・分析するための取組等を支援

します。

補助率：定額、１／２以内

事業実施主体：民間団体等

（２）介護食品普及支援［新規］ ３０（－）百万円
シンポジウムの開催 地域の関係者介護食品を広く国民に普及させるための や、

を支援します。が連携した介護食品の提供システムの構築等に向けた取組

補助率：定額、１／２以内

事業実施主体：民間団体等

（関連対策）

．学校給食における地産地消の推進［新規］４

１，５１８（－）百万円の内数日本の食魅力再発見・利用促進事業[新規]

学校給食の食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に向けて、

材として地場産農林水産物を安定的に生産・供給するモデル的な取組を文部科学省

します。と連携しつつ支援

補助率：定額

事業実施主体：市町村、民間団体等

＜各省との連携＞

○文部科学省 ・文部科学省のスーパー食育スクール事業において、学校給食

での地場産農林水産物の利用に係る食育効果の検証等を行

い、成果を普及

お問い合わせ先：

１、２、４の事業 食料産業局産業連携課 （０３－６７３８－６４７３）

３の（１）の事業 食料産業局食品小売サービス課外食産業室

（０３－３５０２－８２６７）

３の（２）の事業 食料産業局食品製造卸売課

（０３－６７４４－２２４９）



２－１ 日本食・食文化魅力発信プロジェクト[新規]
【 】２，６５８（－）百万円

対策のポイント
国内外における国産農林水産物・食品の市場拡大に向け、国内外において

日本食・食文化の普及・拡大に係る取組や、学校給食等における国産農林水

産物・食品の消費拡大に向けた取組を推進します。

＜背景／課題＞

平成32年のオリンピック・パラリンピックの東京開催や和食のユネスコ無形文化遺産・

。登録 世界各国の日本に対する注目度は高まってきていますが決まったこと等を受け、

日本食・食文化の魅力を国内に発信 国民・このような機会を捉え、 することを通じて、

が和食の素晴らしさを再認識 訪日外国人旅行者等に対しするとともに、増えつつある

ことにより、国産農林水産物・食品の消費拡大に繋げる和食の深い魅力を広く伝える

ことが重要です。

海外に向けて日本食・食文化の魅力を発信することで、国産農林水産・また、併せて、

にも資することとなります。物・食品の輸出拡大

国内外において・このため、国内外における国産農林水産物・食品の市場拡大に向け、

日本食・食文化の普及・拡大に係る取組や、学校給食等における国産農林水産物・食

します。品の消費拡大に向けた取組を推進

政策目標
○農林水産物・食品の輸出額を拡大

（4,497億円（平成24年）→１兆円水準（平成32年 ））

○国産農林水産物・食品の消費を拡大

（平成25年度から平成29年度までに売上向上率10％向上）

＜主な内容＞

１．日本食・食文化普及推進総合対策

（１）日本食・食文化の世界的普及プロジェクト

① 海外向けプロジェクト

メニュー開発による日本産食材の活用料理学校や海外給食事業者等と連携した

、海外主要都市での 、海外ジャーナリスト等を活用し促進 日本食文化週間の実施

た の取組を行います。日本食・食文化の魅力発信等

② 国内向けプロジェクト

日本食・食文化に係る国内の各地において、消費者や食関係者等を対象とした

セミナー・シンポジウムの開催 栄養バランスに優れた日本食を国内へ普及させ、

等の取組を行います。るイベントの実施

委託費

委託先：民間団体等

＜各省との連携＞

○外務省 ・外務省所管のJICAが主催する国内外の研修等において、我が国の農林

水産物・食品に関する取組についてのプログラムを実施し、日本食・

食文化を普及する人材を育成。
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（２）日本食・食文化の普及支援事業

日本食講座の開設 日本食レストラン海外の料理学校における 、海外主要都市での

、海外の外食事業者団体等が主催する の取組を支ウィークの実施 見本市への出展等

援します。

補助率：定額

事業実施主体：民間団体等

２．日本の食魅力再発見・利用促進事業

（１）地域の農林水産物の活用促進

① 食のモデル地域の育成

地域で生産・加工される国産農林水産物・食品の消費拡大を推進するため 食、「

のモデル地域」における商品開発、販路開拓、人材育成等を支援します。

② 地域の取組の全国展開

食のモデル地域等での消費拡大の動きを全国的に拡大するため、商談会の開催

や消費拡大促進フェア等の取組を支援します。

③ 学校給食における地場食材の利用拡大

学校給食の食材として地場産農林水産物を安定的に現場の創意工夫を生かし、

します。生産･供給するモデル的な取組を文部科学省と連携しつつ支援

補助率：定額、１／２

事業実施主体：市町村、協議会、民間団体等

＜各省との連携＞

○文部科学省 ・文部科学省のスーパー食育スクール事業において、学校給食で

の地場産農林水産物の利用に係る食育効果の検証等を行い、成

果を普及。

（２）全国レベルでの国産農林水産物・食品の消費拡大

① 全国的な消費拡大のためのイベントを実施

生産者と消費者、日本と世界の絆を深め、我が国の農林水産業・食品産業、農

山漁村がもつ素晴らしい価値を発信するための様々なイベントを実施します。

② 食料自給率向上に向けた取組

食料自給率の維持向上のため、異業種（医療・福祉、観光等）とも連携しつつ

国産農林水産物の消費拡大を図る取組を推進します。

委託費

委託先：民間団体等

お問い合わせ先：

１ ２（２）①について 食料産業局食品小売サービス課外食産業室、

（ ）０３－６７４４－０４８１

、 （ ）２(１)① ②について 生産局穀物課 ０３－３５０２－７９５０

（ ）２(１)③について 食料産業局産業連携課 ０３－６７４４－１７７９

（ ）２(２)②について 大臣官房食料安全保障課 ０３－６７４４－２３５２

［平成26年度予算の概要］



２－２ 輸出の拡大などグローバルな「食市場」の獲得
【２１，７４９（２０，９３２）百万円の内数】

対策のポイント
・ 「国別・品目別輸出戦略」の着実な実施に向けた司令塔機能を設置し、日

本貿易振興機構（JETRO）への補助等を通じたオールジャパンでの輸出促進

体制の下で、国産農林水産物・食品の輸出を促進します。

・ 同戦略に基づき、諸外国の規制へ対応するため、動植物検疫協議に資する

調査などを実施するとともに、輸出先国の求める衛生条件を満たす施設等を

整備するなど、輸出対応型生産体制を強化し、輸出環境を整備します。

・ 食産業のグローバル化に向け、人材育成や環境整備を図るとともに、日本

食文化の普及や 「食」がテーマのミラノ国際博覧会出展に向けた準備を行、

っていきます。

＜背景／課題＞

今後10年間で倍増するグローバルな「食市場」の獲得に・ 日本再興戦略」において、「

向け、2020年に農林水産物・食品の輸出額を１兆円とすることを目指し 「国別・品、

こととしています。目別輸出戦略」を策定する

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・このため、 ）

・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 JETRO等とも連携を深めつつ 一体的に推進する） 、 、 こととしています

ミラノ国際博覧会への政府出展 関係省庁が連携し、国民各層、関・また、 については、

。係企業・団体等の理解と協力を得て、官民一体となって準備を進めます

政策目標
農林水産物・食品の輸出額を拡大

4,497億円（平成24年）→１兆円（平成32年）

＜主な内容＞

１．輸出戦略実行事業［新規］ １５２（－）百万円

オールジャパンの輸出促進の「国別・品目別輸出戦略」の効果的な実施に向け、

輸出戦司令塔を設置し、輸出関連事業者等の参加の下、輸出を巡る状況等を踏まえた

略等について議論 品目別輸出団体による輸出拡大を行います。また、司令塔の下で、

、 し、輸出拡大を方針を作成し 実効性のある産地間調整やマーケティング戦略を実現

委託費図ります。

委託先：民間団体等

＜各省との連携＞

○内閣官房、外務省、国税庁、厚生労働省、経済産業省及び観光庁

・ 国別・品目別輸出戦略」に沿った取組を推進するため、オールジャパンでの「

戦略実行委員会を創設
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２．輸出倍増プロジェクト １，７９９（１，７４８）百万円

JETROとの連携強化を通じた事業者発掘から商談支援に至る総合的なビジネスサポ

ート体制を強化 農林漁業者や食品事業者等が行うジャパン・ブランするとともに、

ドの確立に向けた取組や産地間連携の取組等を支援 輸出拡大に必要します。また、

委託費、補助率：定額、１／２な調査等を実施します。

委託先、事業実施主体：JETRO、民間団体等

＜各省との連携＞

○外務省及び経済産業省

・新興市場開拓に向けて、在外公館等とも連携してテストマーケティングを実施
するとともに、経済産業省所管のJETRO等と連携しながら、事業者発掘から商談
支援までの総合的なビジネスサポート体制を強化

３．食品産業グローバル展開インフラ整備事業 １９８（６４）百万円

各国の食品の規格基準・規制等に係る情報の収集食品産業の海外展開に向けて、

を行います。また、 等を・共有化 海外の食品ビジネスに精通した人材の確保・活用

委託費、補助率：定額支援します。

委託先、事業実施主体：民間団体等

＜各省との連携＞

○経済産業省 ・経済産業省所管のクール・ジャパン推進機構と連携して食産業の

グローバル展開を推進

４．輸出対応型施設の整備 １３，３９０（１２，９３９）百万円

（１）食肉・青果関連の施設整備

（強い農業づくり交付金で実施） 優先枠３，０００（－）百万円

輸出青果物の長期保存が可能な低温貯蔵施設等 イスラム圏向けのハラール対応や、

の整備を支援します。型食肉処理施設

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

（２）国産水産物の消費・輸出拡大を図るための高度衛生管理型漁港の整備

１０，３９０（１２，９３９）百万円

我が国水産物の輸出を積極的に推進するため、水揚げから荷捌き、出荷の過程で

を推進します。輸出先国のHACCP基準等を満たす荷捌き所や岸壁等の整備

補助率：10/10（うち漁港管理者1/3等 、１／２等）

事業実施主体：国、地方公共団体等

５．日本食・食文化普及推進総合対策 １，１４０（－）百万円

料理学校や海外給食事業者等と連携したメニュー開発による日本産食材の活用促

を図るとともに、 し進 海外主要都市での日本食レストランウィークの取組等を支援

委託費、補助率：定額ます。

委託先、事業実施主体：民間団体等

＜各省との連携＞

○外務省 ・外務省所管のJICAが主催する国内外の研修等において、我が国の農林

水産物・食品に関する取組についてのプログラムを実施し、日本食・

食文化を普及する人材を育成



６．ミラノ国際博覧会政府出展委託事業 １，１００（６０７）百万円

我が国の「食」に関する様々な取組2015年ミラノ国際博覧会への政府出展に向け、

を発信するための日本館建築、展示物製作、行催事・広報活動の実施、運営計画の策

委託費定等の開催準備等を実施します。

委託先：JETRO

＜各省との連携＞

○経済産業省及び国土交通省 ・ミラノ国際博覧会における日本館の出展準備

７．輸出促進のための植物防疫対策

輸出促進のための植物防疫対策事業 １８０（６９）百万円

消費・安全対策交付金 ２，０４８（２，０９６）百万円の内数

の国内での 輸輸出先国で登録されていない農薬等 使用を低減する防除技術の確立や

。 、出解禁協議等において必要となる国内病害虫情報の収集等の取組を支援します また

するとともに、 を行輸出に必要な検疫事項を産地等へ情報提供 集荷地等での輸出検疫

うことにより、 します。産地等の輸出への取組を支援

委託費、交付率：定額（１／２以内)

委託先、事業実施主体：都道府県、市町村、民間団体等、植物防疫所

８．家畜衛生総合対策 ５，５２４（５，３５２）百万円の内数

牛白血病等の家畜の伝染畜産物を輸出する際の相手国からの要求等に応えるため、

するとともに、 を性疾病の清浄化対策を支援 野生動物を対象とした伝染性疾病の監視

行います。また、 します。検査証明書の電子化対応等により検査手続を迅速化

委託費、補助率：定額、１／２

委託先、事業実施主体：民間団体等、動物検疫所

（関連対策）

９．食品の品質管理体制強化対策事業 ２３６（２５５）百万円

国内の食品製造事業者の衛生・国産食品の安全と国際的な信頼の向上を図るため、

を図るとともに、 に係る取組を支品質管理体制の強化 HACCP等の国際標準の導入促進

補助率：定額、１／２以内援します。

事業実施主体：民間団体等

お問い合わせ先：
１～３の事業 食料産業局輸出促進グループ （０３－３５０２－３４０８）
４（１）の事業 生産局総務課生産推進室 （０３－３５０２－５９４５）
４（２）の事業 水産庁計画課 （０３－３５０２－８４９１）
５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）
６の事業 ミラノ国際博覧会チャレンジ本部事務局 （０３－６７４４－２０１２）
７の事業 消費・安全局植物防疫課 （０３－３５０２－５９７６）
８の事業 消費・安全局動物衛生課 （０３－３５０２－５９９４）
９の事業 食料産業局企画課 （０３－３５０２－５７４３）
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３－１ 農山漁村活性化再生可能エネルギー導入等促進対策
【１，１３８（１，１７５）百万円】

（25年度補正予算 １００百万円）

対策のポイント
地域主導で再生可能エネルギーを供給する取組を推進し、そのメリットを

地域に還元させることを通じて、地域の農林漁業の発展を促進します。

＜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資源を活用した再生可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地域の農林漁業の発展を促進 農山漁村の活性化
要です。

・また、農山漁村における再生可能エネルギーを活用した取組を将来更に広げるために
は、関係府省とも協力して、地域づくりの運動につなげていくなどの取組を進めてい
くことが重要です。

政策目標
○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

○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

＜主な内容＞

１．農山漁村活性化再生可能エネルギー総合推進事業 ２０４（１６５）百万円
（１）地域における活動への支援 １７３（１５０）百万円

（ 、 、発電事業に意欲を有する農林漁業者やその組織する団体 農業協同組合 森林組合
が行う事業構想の作成、導入可能性調査、地域の合意漁業協同組合、土地改良区等）

形成、事業体の立ち上げ、資金計画の作成等の取組を支援します。

補助率：定額

事業実施主体：民間団体、地方公共団体

（２）ワンストップ窓口の設置及びワークショップの開催
３１（１５）百万円

事業構想か発電技術・法令・制度等を習得するための研修会や個別相談の実施など
ら運転開始に至るまでに必要なサポート、課題の克服方法等の共有を図るためのワー

を通じ、再生可能エネルギーを活用して農山漁村の活性化に取りクショップの開催等
組もうとする者にとっての を支援します。共通のプラットフォームの構築

補助率：定額

事業実施主体：民間団体

＜各省との連携＞
○環境省 ・地域のニーズや特性を活かした地域協働による低炭素地域づくりのた

めの計画策定や設備導入等を支援
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２．小水力等再生可能エネルギー導入推進事業 ９３４（１，０１０）百万円
（25年度補正予算 １００百万円）

（１）小水力等発電の調査設計等への支援 ５７３（８７５）百万円
小水力等発電施設の整備に係る適地選定、概略設計、各種法令に基づく協議等の

を行います。取組への支援

補助率：定額、１／２以内

事業実施主体：地方公共団体、民間団体等

（２）土地改良区等技術力向上支援［新規］ ２００（－）百万円
土地改良区等の技術力向上のための研修会や専門小水力等発電施設の導入に係る

を行います。技術者派遣による現地指導等の取組への支援

補助率：定額

事業実施主体：民間団体

（３）省エネ型集落排水施設実証への支援 １６１（１３５）百万円
省エネ機器等の農業集落排水施設の老朽化や維持管理費の増加に対応するため、

を行います。活用による更新整備技術の実証の取組への支援

補助率：定額

事業実施主体：民間団体

お問い合わせ先：
１の事業 食料産業局再生可能エネルギーグループ （０３－６７４４－１５０７）
２の事業 農村振興局農村整備官 （０３－６７４４－２２０９）



３－２ 地域バイオマス産業化推進事業
【１，００５（１，２８０）百万円】

対策のポイント
地域のバイオマスを活用した産業化を推進し、環境にやさしく災害に強い

まち・むらづくりを目指すバイオマス産業都市の構築を支援します。

＜背景／課題＞
・地域バイオマスの産業化のためには、関係事業者・自治体等の連携により、経済性の

ある原料収集から製造・利用までの する必要があります。一貫システムを確立
地域の特色を活かしたバイオマス産業を軸とした・７府省(※)が共同で地域を選定し、

環境にやさしく災害に強いまち・むらづくりを目指すバイオマス産業都市の構築を連
します。携して支援

(※)内閣府、総務省、文科省、農水省、経産省、国交省、環境省

政策目標
○平成29年度までに約100地区でのバイオマス産業都市の構築
○平成32年までに約5,000億円規模のバイオマス関連産業の創出

＜主な内容＞
１．地域バイオマス産業化支援事業 ２６(３０)百万円
（１）地域段階の取組 １８(２１)百万円

バイオマス産業都市の構築を目指す地域（市町村・企業連合等）による構想づ
くりを支援します。

（２）全国段階の取組 ８(９)百万円
バイオマス産業都市等のネットワーク化と普及のための活動（データベース構

築、連絡協議会、シンポジウムの開催等）を支援します。

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 ９７９(１，２５０)百万円
７府省による選定地域におけるプロジェクトの推進に必要な施設整備を支援しま

す。

補助率：１／２以内
事業実施主体：民間団体等

＜各省との連携＞
○７府省

・７府省が共同で地域を選定し、各府省の施策のマッチング等によりバイオマス産業
都市の構築を連携して支援。

お問い合わせ先：
食料産業局バイオマス循環資源課（０３－６７３８－６４７９）
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３－３ 食品ロス削減等総合対策事業［新規］
【１０５（－）百万円】

対策のポイント
食品産業の体質強化と地域活性化に向けて、商慣習の見直し等の食品ロス

削減国民運動を展開するとともに、エネルギー利用と高付加価値農業を推進
する新たな食品リサイクルループ構築等を推進します。

＜背景／課題＞
・我が国では、消費者の過剰購入・食べ残し、食品流通におけるいわゆる３分の１ルー

本来食べられるのに廃棄される「食品ロス」がル(※)等の商慣習などが原因となり、
しています。世界で約９億人の人々が栄養不足状態にある中年間500～800万トン発生

で 「もったいない」という言葉の発祥の地である我が国において食品ロス削減は喫、
緊の課題となっています。

・ は、食品小売業や外食産業など 分別が困難食品廃棄物等の再生利用率 川下に至るほど
２割程度 食品ロスの削減と再であること等から と低く、フードチェーン全体における

生利用を推進 食品ロス削減によるコスト削減を通じた食品産業の体質強化と食品し、
廃棄物のバイオガス化により再生可能エネルギーの創出と農産物の高付加価値を通じ

につなげる必要があります。た地域活性化
「食・消費者庁、内閣府、文部科学省、農林水産省、経済産業省及び環境省で構成する

品ロス削減関係省庁等連絡会議」との連携の下、商慣習見直し、消費者の意識改革等
必要があります。を進める

(３分の１ルールとは)
加工食品の製造日から賞味期限までの期間を３等分して納品期限や販売期限を設定する流

通段階の商慣習

政策目標
○食品循環資源の再生利用等実施率の目標達成（食品製造業85%、食品卸売業
70%、食品小売業45%、外食産業40%）

○食品廃棄物等を活用した再生可能エネルギーの創出と地域活性化

＜主な内容＞
１．食品ロス削減国民運動の展開 ４５（－）百万円

関係府省との連携の下 商慣習見直しのパ、食品流通における３分の１ルールなどの
するとともに、消費者行動の変革やフードバンク活動の強化、外イロット事業を展開

食におけるドギーバッグ(持ち帰り容器)普及等を することにより、消費総合的に実施
段階も含めたフードチェーン全体で （NO-FOODLOSS PROJECT）食品ロス削減国民運動
を展開します。

(フードバンクとは)
包装の印字ミスや賞味期限が近いなど、食品の品質には問題ないが、通常の販売が困難な

食品をＮＰＯ法人等が食品メーカー等から引き取って、福祉施設等へ無償提供するボランテ
ィア活動

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＞
○６府省（消費者庁、内閣府、文科省、農水省、経産省、環境省）

・ 食品ロス削減関係者省庁等連絡会議」を構成する６府省と連携し、官民をあ「
げて食品ロス削減国民運動（NO-FOODLOSS PROJECT）を展開
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２．新たな食品リサイクルループの構築 １６（－）百万円
再生可能エネルギー創出と農産物の高付加価値化食品廃棄物のバイオガス化により

する新たな食品リサイクルループの構築のための計画づくり、メタン消を同時に推進
化液、CO 及び余熱の農業利用、肥料の認証等のための活動を支援します。2

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＞
○環境省

・食品リサイクル法を共管する環境省と連携し、食品廃棄物のバイオガス化によ
り再生可能エネルギー創出と農産物の高付加価値化を同時に推進する新たな食
品リサイクルループの構築を推進。

３．食品産業リサイクル状況等調査委託事業 ３０（－）百万円
食品リサイクル法、容器包装リサイクル法等に基づく を図るた点検指導等の効率化

めのデータベースの整備及び に関する します。リサイクルの状況 調査等を実施
委託費

委託先：民間団体等

４．食品産業の地球温暖化・省エネルギー対策促進事業 １５（－）百万円
震災を契機に見直されている国民の「もったいない」意識をフードチェーンの改善

につなげ、食品関連事業者による する取組地球温暖化・省エネルギー対策を普及促進
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
（０３－６７４４－２０６６）



４ 食品産業の強化
【３７５（４２２）百万円】

対策のポイント
食品産業の基盤の強化・国際化を図るとともに、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、食料品アクセス環境の改

善等食品産業の強化に向けた取組を支援します。

＜背景／課題＞

我が国有数の産業分野の１つ 潜在的成長力を顕・農業・食料関連産業は、 であり、その

させ、 となっています。在化 市場規模の拡大を図ることが急務

、・このため、国際的に通用する食品の品質管理体制の強化や食料品アクセス環境の改善

を図る必要があります。災害対応力の強化

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（平成21年度） → 120兆円（平成32年度 ））

＜主な内容＞

１．クラウド活用型食品トレーサビリティ・システム確立委託事業[新規]

２６（－）百万円

消費者の食品購買の変革や、農林漁業者・食品事業者等の新たな事業機会の創出等

既存の食品トレーサビリティ・システムを生かしつつ、消費を図るため、食品事業者毎の

者が真に求める農林水産物・食品の情報について、ビッグデータの取扱いに適したクラウド

上に翻訳し、統一した情報として広く利活用する仕組みを構築 グランドデザインするための

を行います。の検討

委託費

委託先：民間団体等

＜各省との連携＞

○ 総務省 情報通信技術面での課題の検討を担当

○ 経済産業省 家電産業との連携による新たな価値の創出等の観点から検討に参加

２．食品の品質管理体制強化対策事業 ２３６（２５５）百万円

国内の食品製造事業者の衛生・国産食品の安全と国際的な信頼の向上を図るため、

を図るとともに、 に係る取組を支品質管理体制の強化 HACCP等の国際標準の導入促進

援します。
補助率：定額、１／２以内

事業実施主体：民間団体等
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３．食料品アクセス環境改善対策事業[新規] ９（－）百万円

地域の関係者が市町村等と連携して設置・運営する が、当該地域におけ企画検討会

る を支援します。食料品アクセス環境の改善に向けた方策を策定する取組

補助率：定額

事業実施主体：民間団体等

４．国際標準化推進委託事業 ２０（２５）百万円

食品に関するＩＳＯ等国際標準をめぐる諸外国の情勢等を把握するとともに、関連

国際国際会議において諸外国と連携を図りながら、我が国の食品産業の実態に即した

等を行います。標準の原案作成に関する検討

委託費

委託先：民間団体等

５．災害に強い食品サプライチェーン構築事業 ２５（３４）百万円

災害時でも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において、

機能するサプライチェーンの構築に向けた食品事業者等による連携・協力体制の構築

を支援します。とその実証

補助率：定額

事業実施主体：民間団体

６．食料品バリューチェーン構築支援事業 ４４（６０）百万円

バリューチェーンの のほか、商品情報の共有化優良事例の整理及び促進方策の検討

流通ＢＭＳを導入するための検討・検証 食品表示の実態調査を踏等が可能となる や、

を支援します。まえた原料・商品規格書のガイドラインの検討・普及等

補助率：定額

事業実施主体：民間団体等

７．卸売市場間ネットワーク形成推進事業 １６（２２）百万円

「卸売市場連携計画」に基づき、ネットワー複数の卸売市場の関係業者が策定する

ク間で共同利用 低温保管倉庫や低温配送施設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。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：

１、２、４の事業 食料産業局企画課 （０３－３５０２－５７４２）

３、５、６の事業 食料産業局食品小売サービス課 （０３－３５０２－５７４１）

６、７の事業 食料産業局食品製造卸売課 （０３－３５０２－８２３７）

［平成26年度予算概算要求の概要］



５ 成長産業化のための政策シーズの構築
【４６８（５８６）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、海外における知的財産の侵害対策、種苗生産基盤の強
化、植物新品種の保護等を支援します。

＜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 ２６６（３６１）百万円

農林漁業者や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、
する種・異業態の事業者間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

ほか、機能性成分を活用した商品化や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。

委託費、補助率：定額、２／３以内、１／２以内
委託先、事業実施主体：民間団体等

２．知的財産の総合的活用の推進 （１２８）百万円１５２
知的財産マネジ農林水産物・食品の知的財産の発掘・活用等による新事業創出、

、地理的表示を活用した付加価値向上メントの普及やその能力を持った人材の育成
海外にへの取組、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、

します。おける知的財産の侵害対策強化等の取組を支援
補助率：定額、１／２以内
事業実施主体：民間団体等

３．植物新品種の育成者権保護及び種苗生産基盤等の強化・活用事業［新規］
１８（－）百万円

植物新品種の保護強化・活用促進を図り、産学官連携による「強み」のある産地
形成を促進するため、種苗輸出大国オランダの業界団体（プランタム）の取組をモ

種苗産業の共通課題の解決を可能とする体制の構築に向けて必要な環境整デルに、
します。備等を推進

委託費、補助率：１／２以内
委託先、事業実施主体：民間団体等

４．東アジアにおける植物品種の保護強化・活用促進委託事業
３２（４５）百万円

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、
各国の政策決定者による の会合を開催すると「東アジア植物品種保護フォーラム」
ともに、 などに関する協力活動を実施します。植物新品種の審査基準の作成

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 ］）

［平成26年度予算の概要］
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