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食・「食を生み出す農山漁村の資源や環境」に携わる方のために 

 「食料産業レタ－」は、食料産業行政が目指す方向性や、具体的な施策、新たなビジネスの種等に関する
情報を継続的に提供していきます。同時に、皆様からも、「食料産業レタ－」の内容や食料産業行政へのご
意見を頂戴しながら、双方向での情報交換ができるツ－ルとして育てていきたいと考えております。 
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１．食品ロスについてもう一度考えよう！ 
  ～食品ロス削減WTのとりまとめ結果～ 
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（1）検討経過 

 我が国で年間1,700万トン発生する食品廃棄物の中には、まだ食べられるのに
捨てられている「食品ロス」が500～800万トン含まれると推計されています。 

袋に入ったまま廃棄される食料品等。もったいないですね。 

農林水産省の補助事業により発足した「食品ロス削減のための商慣習検討ワー
キングチーム」は、平成25年３月の中間とりまとめに基づき、 

 
 
 
 

を行い、本年3月、平成25年度のとりまとめを行いました。 

② 賞味期限及び表示の見直し等による食品ロス削減に向けた検討 

① 卸売業・小売業の多くで取引条件として設定されている納品期限の見直し・ 
    再検討に向けたパイロットプロジェクトの実施 



２ 

 平成２５年８月から半年程度､特定の地域で飲料･菓子の一部品目の店舗の納品期限
を現行より緩和（賞味期間の３分の１ → ２分の１以上）する実証事業を実施し､それ
に伴う返品や食品ロス削減量等の効果を測定しました。 

 プロジェクトの最終報告では、 
●製造業・・・納品期限緩和により未出荷廃棄量が削減できる可能性 
●卸売業・・・納品期限切れや返品が減少する傾向 
●小売業・・・飲料及び賞味期間180日以上の菓子について、店頭廃棄の増 
       加等の問題はみられない 
といった効果が確認されました。 

 ③パイロットプロジェクトの結果を受けて～食品ロス削減のためにできること～ 

 農林水産省では、引き続
き、賞味期限の延長及び表示
方法の見直し（賞味期限が
３ヶ月超の品目について年月
表示化）、ロゴマーク「ろす
のん」を活用した食品ロス削
減国民運動やフードバンク活
用の推進等により、食品ロス
の削減に取り組むこととして
います。 

 この結果を用いて推計した食品ロス削減効果は約４万トン(約87億円相当)となり、
納品期限の緩和により相当の食品ロス削減の効果が見込まれることから、今後は納品
期限の緩和を推奨するとともに、飲料・菓子以外の食品における効果の検証等を行う
こととしています。 

 ②パイロットプロジェクトにおける検証結果 

（２）とりまとめ結果の概要 

 ①パイロットプロジェクトの概要 



・パイロットプロジェクト最終報告書はこちらから  
  ⇒ http://www.jora.jp/biomas_sougouriyou/pdf/140326file04.pdf 
・平成25年度ＷＴとりまとめはこちらから 
  ⇒ http://www.jora.jp/biomas_sougouriyou/pdf/140326_press_file02.pdf 

 食品ロス削減国民運動を盛り上げていくため、関係省庁等連絡会
議（６府省）において、ろすのんのテーブルトップとチラシを作成
しました。 
 ぜひ、社員食堂やオフィス等でご活用ください。ご希望の方は、
以下のお問い合わせ先まで。 

テーブルトップ（三角柱） チラシ 

ろすのんのテーブルトップとチラシができました！ 

（お問い合わせ先） 
  農林水産省 食料産業局 バイオマス循環資源課 食品産業環境対策室 食品リサイクル班 
     電 話(03)6738-6477(直通)、ＦＡＸ(03)6738-6552  

外食編 買い物編 

 買い物編と外食編の  

 ２種類があります。 

３ 

（３）食品ロス削減シンポジウムが開催されました 

 ３月２６日、農林水産省及びバイオマス資源総合利用推進協議会の共催で「食品ロ
ス削減シンポジウム」をイイノホール（東京都千代田区内幸町）で行い、約300名が
参加しました。 
 シンポジウムでは、食品ロス削減ＷＴのとりまとめ結果の発表のほか、消費者庁阿
南長官からは「食品ロス削減に関する意見交換会「取りまとめ」の紹介」と題する講
演、パネルディスカッションでは「食品ロス削減に向けて」というテーマで活発な意
見交換が行われ、皆でできることから食品ロス削減を進めていくことを確認しました。 

【講演する阿南消費者庁長官】          

【パネルディスカッションの様子】          

 テーブルトップやチラシの画像は、消費者庁のホームページからもダウンロードが
可能です。⇒ http://www.caa.go.jp/adjustments/index_9.html 

ろすのん 
食品ロス削減国民運動 

キャラクター 

ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ：東京情報大学 牛久保学長 
パネリスト：５名 
 ・東京家政学院大学 上村副学長 
 ・江崎グリコ(株)理事 永井ｸﾞﾙｰﾌﾟ渉外部長 
 ・(株)イトーヨーカ堂加工食品部 
          井出ｼﾆｱﾏｰﾁｬﾝﾀﾞｲｻﾞｰ 
 ・（公財）流通経済研究所 石川主任研究員 
 ・農林水産省 長野食品産業環境対策室長  



 東日本大震災の発生や近年の食品流通に関する状況の変化をふまえ、食品流通構
造改善促進法（平成３年法律第59号）に基づく、食品の流通部門の構造改善を図るため
の『第５次基本方針』を本年４月に策定しました。 
 食品産業事業者の皆様におかれましては、本基本方針をふまえて作成する構造改
善計画について、農林水産大臣から認定を受けた場合には、低利融資制度等のメ
リット措置がございますので、ぜひご活用ください。 

２．食品の流通部門の構造改善を図るための基本方針 
  を策定しました 

（1）食品流通構造改善促進法とは 

 食品の流通部門の構造改善を促進するための措置を講ずることにより、食品に係る流通機構の合理化と 
流通機能の高度化を図り、あわせて一般消費者の利益の増進と農林漁業の振興に資することを目的とする。 

目 的 

第３次：平成14年４月８日策定 
     平成16年10月１日変更 
第４次：平成19年４月12日策定 
第５次：平成26年４月22日策定 

構造改善計画の策定 

（株）日本政策金融公庫の 
 低利融資制度 

資金の貸付け 

その他の支援措置 

税制上の措置 

国税：土地の譲渡所得の 
   特別控除  

食品流通構造改善促進機構による支援事業 
 ① 債務保証事業 
 ② 食品流通構造改善緊急対策事業 

 ① 食品生産製造等提携事業 
  ア．食品生産製造提携事業 
  イ．食品生産販売提携事業 
 ② 卸売市場機能高度化事業 
 ③ 食品販売業近代化事業 
 ④ 食品商業集積施設整備事業 
 ⑤ 新技術研究開発事業 

認定後 

（２）第５次基本方針の策定の背景 

農林水産政策パッケージの策定 
（第４次基本方針策定以後） 

第５次基本方針の策定（平成２６年４月２２日） 

４ 

食品流通関連の施策を反映 食品流通の災害対策等を中心に反映  新たに確認された課題とその対応等 
について明記 

「農林水産業・地域の活力創造プラン」 

 農林水産業・地域の活力創造本部（本

部長：総理）が、政策改革のグランドデザ
インとして策定（平成２５年１２月１０日）。 

「食品産業の将来ビジョン」 

 食料・農業・農村基本計画に基づき、農

林水産省が食品産業の将来方向を示す
ものとして策定（平成２４年３月３１日）。 

「卸売市場整備基本方針」 

 卸売市場法に基づき、農林水産大臣が

卸売市場の整備を図るための基本方針と 
 して策定（平成２２年１０月２６日）。 

東日本大震災の発生 
（平成２３年３月１１日） 

食品流通に関する状況の変化 
（第４次基本方針策定以後） 

「総合施策物流大綱」の閣議決定 
（平成２５年６月２５日） 

 
 政府における物流施策や物流行政の指針
を示すものであり、今後の物流施策の方向
性と取組等を明記。 
 
Ⅰ 産業活動と国民生活を支える効率的 
 な物流の実現 

連携による物流効率化等について記載。 
Ⅱ さらなる環境負荷の低減に向けた取組 

輸配送共同化の促進等について記載。 
Ⅲ 安全・安心の確保に向けた取組 

物流における災害対策等について記載。 

食品業界ヒアリングの実施 
（平成２５年１０月～11月） 

 
 最近の食品流通に係る意見聴取のため、
卸売市場業界、食品小売業界等の２９団
体・企業から聞き取りを実施。 
 
＜主な課題＞ 
○ 週末に食品販売が集中する現状に卸
売市場が対応していくことが必要。 

○ 食品取引での３分の１ルールの見直し
はメリットが大きいので推進が必要。 

○ 一部の需要先で福島県産食品を避け
る動きが続いており、国の指導が必要。 

第４次基本方針の策定（平成１９年４月１２日） 

 基本方針は、食品の流通部門の構造改善の基本的方向を示すものであり、 
農林水産大臣が食料・農業・農村政策審議会の意見を聴いて、おおむね 
５年ごとに食品の特性に応じた流通の対象を勘案して策定 

基本方針 
第２次：平成９年５月27日策定 
     平成11年９月27日変更 
     平成12年８月４日変更 
         

第１次：平成３年11月29日策定 
         



５ 

（１）６次産業化を通じたバリュー 
   チェーンの構築 
 食のバリューチェーンの構築を図るため、
農林水産物の持つ価値をよく知る農林漁業
者による、医療、福祉分野等様々な異業種
と連携を図る６次産業化の取組を推進する。 

１．流通機構の合理化のための構造改善 

第５次基本方針の概要は、次のとおりです。   

第１ 食品の流通部門の構造改善の基本的な方向 

（１）食の安全及び消費者の信頼の 
   確保等に資する取組 
 東京電力福島第一原子力発電所事故の発
生に伴う食品中の放射性物質について、的
確な検査の実施や情報発信等により消費者
の理解の促進を図るとともに、生産過程に
おける農薬の適正管理、加工食品の製造工
程における食品事故のリスク低減、イスラ
ム圏からの訪日外国人旅行客向けのハラー
ルフードへの対応を推進する。 

１．食品生産製造等提携事業 
 
２．卸売市場機能高度化事業 
 
３．食品販売業近代化事業 
 
４．食品商業集積施設整備事業 
 
５．新技術研究開発事業    

２．流通機能の高度化のための構造改善 

第２ 構造改善事業の実施に関する基本的な事項 

（２）流通の各段階におけるコスト 
   縮減 

（３）多元的な流通経路の形成 

（４）情報ネットワーク化の推進 
 原産地やアレルギー物質等の商品情報を
消費者に正しく効率的に伝達するため、ク
ラウド等の情報技術の活用による流通工程
での受発注の電子等を推進する。 

（２）食品情報の適切な提供の推進 

（３）安定的な食品提供サービスの 
   確保 
 大規模な自然災害等不測の事態が発生し
た際の食料供給を確保するため、食品産業
事業者等が事業継続を図るための体制の整
備を推進する。また、高齢者の増加や食品
小売店の減少等により増加しつつある、食
品の購入に係る不便や苦労の改善を図る。 

※下線部は、第４次基本方針からの主な変更内容   



６ 

１．公正な取引関係の確保 
 

２．個人情報の保護 
 

３．環境問題への取組 
   レジ袋の有償提供等による容器包装廃棄物の 
   排出抑制、いわゆる３分の１ルールの見直し 
   に向けた取組推進等による食品廃棄物等の発 
   生抑制等を図る。 
 

４．地域環境との調和 

（３）多元的な流通経路の形成 
 卸売市場について、週末に食品販売が集
中する現状に対応できる市場施設の整備や、
消費者ニーズに応える商品づくりのための
情報受発信機能の強化等を進めるとともに、
生産者による直売所やインターネットを通
じた直接販売等を推進する。 

（４）情報ネットワーク化の推進 
 電子商取引の広域展開、クラウドを活用
した農林水産物・食品情報の利活用システ
ムの構築、フード・コミュニケーション・
プロジェクト（ＦＣＰ）の普及を推進する。 

第４ 食品の流通部門の構造改善に際し配慮すべき重要事項 

２．流通機能の高度化のための構造改善の促進 

（１）食の安全及び消費者の信頼の確 
   保等に資する取組 
 卸売市場における低温卸売場等の整備、
食品製造事業者によるＨＡＣＣＰ（危害分
析重要管理点）の導入、被災地産食品に係
る消費者とのリスクコミュニケーション、
ハラール対応の食肉処理施設の整備、ト
レーサビリティの普及等を推進する。 

（２）食品情報の適切な提供の推進 
「外食における原産地表示に関するガイド
ライン」等に基づく原料原産地の表示、不
当景品類及び不当表示防止法のガイドライ
ン等による理解促進を通じた表示の適正化、
食事バランスガイドの普及を通じた食育活
動等を推進する。 

（３）安定的な食品提供サービスの 
   確保 
 自然災害等に備えた食品産業事業者の事
業継続計画（ＢＣＰ）の策定・改善、食品
産業事業者等による協力・連携体制の構築、
高齢者等が食品を円滑に購入するための地
域の実情に応じた継続的な取組を推進する。 

食品流通構造改善促進法に基づく第５次基本方針については、以下のURLをご参照ください。 
 ⇒  http://www.maff.go.jp/j//shokusan/ryutu/soumu/pdf/ryutu_kihon.pdf 

（２）流通の各段階におけるコスト 
   縮減 
 中央拠点市場とその周辺市場の流通ネッ
トワーク構築等による効率的な卸売市場流
通の実現、紛失防止システムの確立等を通
じた通い容器の普及、食品産業事業者によ
る流通ＢＭＳ（流通ビジネスメッセージ標
準）の導入等を推進する。 

１．流通機構の合理化のための構造改善の促進 

（１）６次産業化を通じたバリュー 
   チェーンの構築 
 農林漁業成長産業化ファンドの活用等に
より、農林漁業者と、食品産業、医療、福
祉等の異業種事業者が共同で新たな合弁事
業体を形成し、互いにリスクとリターンを
共有する新たなビジネスモデルの構築を推
進する。 

第３ 食品の流通部門の構造改善の促進に関する重要事項 



 平成25年12月にまとめられた「新品種・新技術の開発・保護・普及の方針」
に基づいて、「強み」のある農林水産物・食品を保護するため、知的財産の総合
的な活用方策を取りまとめ、公表しました。 

３．地域ブランド強化のために 
 ブランド強化マニュアル（戦略的知的財産活用マニュアル）の策定 

マニュアルの主な内容 

７ 

 １．ブランド保護のための戦略的知的財産活用 
         ～ ９のポイント ～ 
 ２．農林水産物のブランド化に活用できる知的財産権 
 ３．複数の知的財産の活用 
 ４．参考資料 

複数の知的財産（特許権と商標権）を活用した事例 
（空飛ぶパンプキン） 

商標権の例 
（商品のマーク・ブランド） 

育成者権の例 
（植物新品種の育成） 

特許権の例 
栽培技術・ノウハウや 

独自の資材 

品種登録 
シャインマスカット 

  多面体メロンの栽培方法、 
四角いメロン栽培用型枠 

意匠権の例 
 美しい外観、 

 使い勝手の良い外観 

【特許権】 
かぼちゃの空中栽培法 

【商標権】 
空飛ぶパンプキン 

スイカ 

商標登録 
ラー麦 

＋ 

 本マニュアルは、農林水産物・食品の生産等に携わる方を対象に、農林水産
物・食品のブランド戦略の展開を支援するために活用が期待される知的財産権に
ついて、それぞれの特徴を実際に活用されている事例を交えて解説しています。 

 また、育成者権で保護されない在来品種について商標権を活用してブランドの
保護を図っている事例や、ブランド名を永続的に保護するために育成者権と商標
権など複数の知的財産を戦略的に活用している事例など、今後のブランド戦略に
役立つポイントを事例を上げて紹介しています。関係者の皆様がブランド戦略を
検討する際の一助となれば幸いです。 

戦略的知的財産活用マニュアルは、下記URLからご覧いただけます。 
 ⇒ http://www.maff.go.jp/j/kanbo/tizai/brand/b_data/index.html 



 

べつかいちょう

北海道別海町

宮城県東松島市

茨城県牛久市

愛知県大府市

北海道下川町
しもかわちょう

うし く し

ひがしまつしま し

新潟県新潟市
にい がた し

香川県三豊市

・バイオガス発電・熱利用
（下水汚泥、食品残さ等）

・木質ペレット、バイオディーゼル

おお ぶ し

・バイオガス発電・熱利用
（家畜排せつ物、水産廃棄物等）

・バイオガス発電･熱利用（食品残渣等）
・木質発電

・広域連携バイオディーゼル
・生ごみ堆肥化、木質

・バイオガス発電･熱利用
（食品廃棄物、し尿等）

・木質地域熱利用・発電
・ヤナギ・ススキ利用

と か ち

北海道十勝地域（19市町村）

・バイオガス発電・熱利用（家畜排せつ物等）
・木質熱利用・発電、ＢＤＦ

み とよ し

・堆肥化・固形燃料化（食品残渣等）
・竹資源利用

北海道釧路市
・バイオガス発電・熱利用
（家畜排せつ物、食品・水産系廃棄物）

・木質バイオマス発電、ペレット（林地残材等）
・バイオディーゼル（廃食用油）

くし ろ し

北海道興部町
おこっぺ ちょう

・バイオガス発電
（家畜排せつ物、食品・水産系廃棄物）

・木質バイオマス発電（林地残材）

宮城県南三陸町

静岡県浜松市
はままつ し

みなみさんりくちょう

・バイオガス発電・熱利用
（食品廃棄物、下水汚泥）
・木質ペレット（林地残材等）

・木質バイオマス発電・熱利用
（間伐材等）

・バイオガス発電
（食品廃棄物、下水汚泥）

三重県津市
つ し

・木質バイオマス発電・熱利用
（林地残材等）

・バイオガス発電・熱利用、固形燃料化
（有機性汚泥・食品廃棄物）

・固形燃料化（間伐材、下水汚泥等）

岡山県西粟倉村
にし あわ くら そん

島根県奥出雲町

・木質ペレット、炭材
（林地残材等）

・木質バイオマス熱利用
（林地残材等）

岡山県真庭市
・木質バイオマス発電（林地残材等）
・バイオディーゼル（廃食用油等）
・堆肥化（食品廃棄物等）

ま にわ し

おく いずも ちょう

一次選定地域 ８地域
（H25.6月）

二次選定地域 ８地域
（H26.３月）

 地域のバイオマスの原料生産から収集・運搬、製造・利用までの経済性が確
保された一貫システムを構築し、地域のバイオマスを活用した産業創出と地域
循環型のエネルギ―の強化により、地域の特色を活かしたバイオマス産業を軸
とする環境にやさしく災害に強いまち・むらづくりを目指す地域です。 

     バイオマス産業都市の第二次選定決定！ 

(1)バイオマス産業都市とは 

(３)第二次選定地域 

(2)第二次選定について 

北海道釧路市、北海道興部町、宮城県南三陸町、静岡県浜松市、三重県津市、

島根県奥出雲町、岡山県真庭市、岡山県西粟倉村 以上８市町村 

４月９日 認定授与式の様子 

 平成25年11月29日から平成26年１月８日までのバイオマス産業都市第二
次募集期間中に応募のあった地域について、有識者で構成するバイオマス産業
都市選定委員会が、構想の審査及びヒアリングを行った上で取りまとめた選定 

８ 

地域推薦案を踏まえ、３月28日に７
府省が共同で８地域を第二次選定地域
として決定しました。 
 これにより、第一次選定と合わせて、
平成25年度の選定地域数は16地域に
なりました。 

○バイオマス産業都市の選定地域 
 （平成25年度末現在） 

４. 報告 

 平成30年までに約100地区のバイオマス産業都市の構築を目指し、関係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
し支援を行っています。 



 農業生産法人である有限会社シュシュ
（長崎県大村市）は、市内の農家が地域農
業の活性化と農業後継者の育成を目指して
設立されました。同社が運営する「おおむ
ら夢ファームシュシュ」では、農産物直売
所やアイス工房、農業体験、レストラン、
農産物加工などの6次産業に取り組んでお
り、年間49万人が訪れる地域農業と都市
住民との交流の拠点となっています。 

    

       観光農業で感動を！後継者には希望を！       

                      ～九州農政局～ 

 

５. 地方 
   だより 

 九州農政局から、農家8戸が共同で直売所、農産加工販売、農家レストランな

どに取り組んでいる事例を紹介します。 

９ 

大村湾を一望する「おおむら夢ファームシュシュ」の外観 

 長崎空港から車で15分。大村湾を一望する標高100mに位置する福重地区
は、約40年前からなし狩りやぶどう狩りなどの観光農業に取り組んでいまし
た。収穫時期は沢山のお客さんで賑わうものの収穫期以外は来訪者がないため、
一年中お客さんに来てもらえる取り組みを研究することから始めました。 

 平成8年、ビニールハウスの小さな農産物直売所からスタートし、その翌年
には付加価値の高い農業を目指しアイスクリーム工房をオープンしました。
オープン初日には1,000人以上が集まる盛況ぶりで、その後事業に勢いが増し、
平成10年には (有)かりん（現在の有限会社シュシュ）の設立となりました。 

 総額4億円を投じた拠点施設「おおむら夢ファー
ムシュシュ」は平成12年にオープン。店自慢の人
気メニューであるジェラートは、地元産牛乳や卵で
作られ、消費拡大はもちろんのこと、規格外農産物
の有効活用に結びつき生産者からも大変喜ばれてい
ます。 

 今、農業や農村は、高齢化や後継者不足に嫁不足といった深刻な問題を抱え
ています。シュシュでは農業研修生の受け入れや婚活イベントなど、後継者育
成や嫁不足の解消にも取り組んでいます。 
 観光農業でお客様に感動を！そして夢のある農業で後継者に希望を！「消費
者を巻き込んで農業のファンを増やす」シュシュの夢は広がるばかりです！ 

ぶどう棚の下で食事ができ、郷
土料理をはじめ地元の食材を
使った多数のメニューを提供、夜
には大村産の和牛や豚肉が人
気の焼肉レストランとして賑わう。 

 農産物直売所の増設、パン工房の建設、地元の牛
乳と卵で作ったプリンの販売に続き、平成21年に
は農産物加工場をスタートし、大村市特産の黒田五
寸人参をはじめとした農産物をジュースやジャムな
どに加工し、シュシュで販売する地産地消を重視し
た6次産業の取り組みを実践しています。 

「ぶどう畑のれすとらん」の内観 



 いきなりですが、皆さんの朝食はごはん食です
か？パン食ですか？ 
 
 我が家では、都会育ちでお米嫌いだった妻の影響
下で10年前まで朝食はパン食でした。 
 
 しかし、長女が小学生半ばになった頃、「ごは
んって不味いし嫌い」、「おかずだけ食べればいい
でしょ」と大騒ぎになり、今はなき食糧庁でごはん
食推進運動をしていた私も考えました。ごはんは誰
にとっても美味しいのか？それとも自分の家族が味 

 このコ－ナ－では、食料産業局の幹部職員から、仕事のことや最近気になっ 
ていることなどについて、ざっくばらんに発信していきます。 

    

           食べものの好き嫌いって何でしょう 
                               ～大坪 正人 食品小売サービス課長～  

 

６. 幹部の  
    つぶやき 

盲なのか、美味しいごはんを食べた経験がないのか？と。とりあえず、その
日以降、朝食はごはん食にすること、炊飯は私が担当することを宣言しまし
た。家計的に銘柄米は買えないので、その代わり新しい炊飯器を買い、米の
研ぎ方や水量、蒸らし、ほぐし方もいろいろ試しました。結局わかったのは、
単純ですが、炊きたてのごはんが美味しいということ。毎日、夜帰宅後洗米
し、朝食直前に炊きあがるようセットしています。当初は文句を言っていた
家族も徐々に慣れ（あきらめ？）、今日のごはんは旨いとか、産地や銘柄は
なんだろうとか話題にするようになり、しばらくすると妻も味噌汁を作って
くれるようになりました。それが今日までなんとか続いています。 
 
 かつて赴任していた豪州では日本とは違いハンバーガー店に多数のお年寄
りも入っていました。どの国でも小さい頃から食べ慣れた味覚は続くのだな
と感じた記憶があります。 
 
 ご承知のとおり昨年12月に「和食；日本人の伝統的な食文化」がユネス
コの無形文化遺産に登録され、2015年には「食」をテーマとするミラノ博
で日本館が出展、2020年には東京オリンピックが開催されます。日本や日
本食への関心が高まる中、当課でも日本食の魅力を発信し、日本食の良さを
わかってもらう取組を根気強くしていきたいと思います。 
 
 さて、食品小売業界では、青果・魚介類の生鮮売場のスペースが縮小し、
総菜売場の比重が年々高まっています。様々な冷凍食品が普及し、コンビニ
チェーン、外食チェーンの急拡大で日本人全体の味覚が近づきつつあります。
昔は醤油や味噌も地域ごとのブランドがありましたが、今はそのような商品
が少なくなりました。また、大手食品メーカーでは年間1000種類の新商品
が開発されても、売り場で生き残るのは数個だとも聞きます。激しい競争で、
どの店でも同じような売れ筋商品だけが並ぶ状況です。一方で、日本各地の
農林漁業者や６次産業化事業体が地域資源を活用して新たな商品を生み出し
つつあります。農林漁業生産サイドのみならず、食品小売サービス業振興の
側面からも、このような６次産業化の取組を応援していきたいと思っていま
す。 

大坪課長 
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 農林漁業の成長産業化に向けて、６次産業化にチャレンジする農林漁業者、
農業法人等の方々に各種支援策を紹介する「６次産業化支援策活用ガイド（平
成26年３月版）を作成しました。 

     ６次産業の活性化のために      
     ～６次産業化支援策活用ガイド（平成26年３月版）の作成～ 

 本ガイドは、今後毎月内容を更新し、最新の情報に更新していきます。 

表紙 

 活用ガイドでは、例えば、次のような支援策を紹介しています。 

●６次産業化に必要な機械・施設の導入、農産物の処理加工施設等を整備 
 するには？ 
●新商品を開発し、販売先を見つける場合は？ 
●新たな事業を実施するための必要な資金を借りたい場合は？ 
●異業種と連携し、新ビジネスを始めるには？ 
●食品残さを飼料として活用したい場合は？ 
●食品廃棄物の肥飼料化事業を計画しているが、そのための資金を借りた 
 い場合は？ 
●海外での見本市への出展や商談会の開催などの販売促進、海外向けの商 
 品パンフレットを作成する場合は？               
                               など 

７. お知    
  らせ 

その他にも各種さまざまなメニューを掲載しています。ぜひご活用ください。          

ぜひ、ご活用ください！ 

「６次産業化支援策活用ガイド（平成26年３月版）」については、以下のURLをご参照ください。 
  ⇒ http://www.maff.go.jp/j/shokusan/kikaku/katsuyou.html 

内容例（11ページ） 
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  お問い合わせ先 
  農林水産省食料産業局企画課 
    
      〒100-8950  東京都千代田区霞が関１－２－１ 
            電話(03)6744-2064(直通) 

                  農林水産省ＨＰ http://www.maff.go.jp/ 
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 食料産業レタ－は、このレタ－をお読みになったご感想や食料産業行政へのご意見を皆様

から頂戴しながら、双方向での情報交換ができるツ－ルとして育てていきたいと考えており

ます。 

   ご感想、投稿、食料産業行政へのご意見等がございましたら、下記アドレスにご意見等を

入力して下さい。 

    https://www.contact.maff.go.jp/maff/form/b3b1.html 

 なお、お寄せ頂いた内容によっては、こちらからメ－ル又はお電話にてご連絡させていた

だく場合があります。  

ご感想・ご意見等をお寄せください 

メ－ル配信登録のご案内 

 「食料産業レタ－」は、電子メ－ルによる掲載ＵＲＬの配信を行っております。メ－ル配

信を希望される方は、下記アドレスから【新規配信登録】を行って下さい。 

 また、「食料産業レタ－」のメ－ル配信先の変更を希望される方は、下記アドレスから

【配信変更】を行って下さい。 

  【食料産業レタ－・トップペ－ジ】 

  http://www.maff.go.jp/j/shokusan/kikaku/letter/index.html 

フェイスブックで情報発信しております！ 

食料産業局公式フェイスブックでは、イベント情報等をタイムリ－に情報発信していきます。 
 
食料産業局フェイスブックに最近掲載された主なもの 

 ＦＣＰ地域ブランチ活動 
 第１回「食品産業もったいない大賞」表彰式が開催されました！ 
 納品期限見直しパイロットプロジェクトの結果が公表されました！ 
    種苗管理センターを一般公開します。 
    ブランド強化マニュアルを公表 

こちらにアクセス!! 

※フェイスブックのアカウントをお持ちでない方も閲覧可能です 
（ポップアップウィンドウが表示されることがありますが、「閉じる」  
 を押すと消すことができます）。 

www.facebook.com/maff.shokusan 
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