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 ～農林漁業・食品産業の更なる成長産業化に向けて～ 

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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 平成24年を迎え、食料産業局一同謹んで新春のご挨拶を申し上げます。 
 昨年は、東日本大震災をはじめ、集中豪雨や台風など多くの災害に見舞
われました。災害で亡くなられた皆様のご冥福をお祈り申し上げますとも
に、被災された方々に改めて心よりお見舞い申し上げます。 
 さて、昨年9月に「食」や「食を生み出す農山漁村の資源や環境」に関
連する産業を幅広く所管する食料産業局が発足し、４ヶ月が経過しまし 
た。この間、喫緊の課題である6次産業化の推進、農林水産物・食品の輸
出戦略の立て直し、再生可能エネルギ－の推進等に全力で取り組んできま
した。また、食品産業の将来ビジョンについて、本年3月の取りまとめに
向けた議論を再開しました。 
 更には、現在、我が国農林漁業の成長産業化を実現させるための官民共
同のファンドの立ち上げに向けた制度整備や、食料供給や国土保全と両立
する形での再生可能エネルギーの供給を促進するための制度について、次
期通常国会への法律案の提出に向けて検討を進めています。 
 本年も農山漁村にイノベ－ションを起こし、農林漁業・食品産業の更な
る成長産業化に向けた施策を鋭意展開してまいります。よろしくご指導・
ご協力をお願い申し上げます。 

新年のごあいさつ 

海外での「日本産フェア」開催の様子 
礼受牧場ウィンドファーム 

         （北海道留萌市） 

６次産業化ロゴマーク 



 農林漁業 
 成長産業化 
 ファンド 

（仮称）  

１.平成24年度予算概算決定の概要 

（1）農林漁業成長産業化ファンド（仮称）の創設                         
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 ６次産業化に取り組む農林漁業者等が事業展開を図る上で、資本力の弱
さや異業種との連携の難しさが障害となっています。 
 農林水産物の加工・販売、農山漁村の環境・資源を活かした観光・商品
化、小水力発電等に取り組む６次産業化事業者への成長資本の提供やハン
ズオン支援を一体的に実施するため、国及び民間の出資により農林漁業成
長産業化ファンド(仮称)を創設します。 
 ファンドの運用については、地域における農林漁業の成長産業化の取組
を推進するため、公募により選定された地域ファンドに対し、ファンド及
び地元企業、地方公共団体等から出資を行い、地域ファンドが６次産業化
事業者に出資を行うことを基本とします。 
                      【200〔0〕億円 】産投出資 
                      【100〔0〕億円 】産投貸付 

 平成24年度農林水産予算概算決定のうち、食料産業局関係のポイントは
次のとおりです。 〔 〕内は前年度予算額 
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（2）農山漁村の６次産業化の推進     

 農林漁業の成長産業化を実現させるため、以下について取り組みます。
また、補助事業の予算の1割程度を「女性起業家枠」として設定します。  
 ① 地域における農林漁業者等へのサポ－ト体制強化 
   ６次産業化の先達・民間の専門家（ボランタリ－・プランナ－、 
   6次産業化プランナ－等）による、ＩＴ活用や輸出を含めた経営の   
  発展段階に即した個別相談や、課題解決に向けた実践研修会を実施 
  するとともに、新商品開発や販路開拓等、農林漁業者等の取組を支 
  援します。  
              【６次産業総合推進事業 14〔16〕億円】   
 ② 加工・販売施設整備関連予算の抜本見直し 
   農山漁村の活性化に資する６次産業化を推進するため、実施主体 
  を六次産業化法等の認定事業者等に限定するとともに、事業の一元 
  メニュ－化等の見直しを行い、農林漁業者等の加工・販売施設整備 
  等を支援します。 
               【６次産業化推進整備事業 22〔15〕億円】 

 
○ ６次産業化を進めるためには、加工、流通、マ－ティング、経営管理等 
 のノウハウが必要であるが、農林漁業者等は事業規模や手許資金の制約 
 等から、そのような人材を確保することが困難。 
 
   （現預金平均） 
    農林業：15百万円 
    食料品：73百万円 
    全産業：57百万円 
                                                                財務省「法人企業統計」（平成21年度調査）より算出 

（3）農山漁村における再生可能エネルギ－の導入促進             

 東京電力福島第一原発の事故を契機として、再生可能エネルギ－による
自立・分散型のエネルギ－供給システムの実現を図ることが喫緊の課題と
なっています。 
 このため、農山漁村において、農林漁業者等の参画を得た再生可能エネ
ルギ－発電事業の実施に向けた地域調整の円滑化等への支援（ソフト事
業）や電気の供給モデルの構築に必要な施設整備（ハ－ド事業）への支援
を行います。 
 【農山漁村再生可能エネルギ－供給モデル早期確立事業 ５〔０〕億円】 

３ 



（4）輸出戦略の立て直し             

（5）新産業創出        

 我が国の農林水産物・食品に対する安全神話から脱却し、新たな信頼の
獲得を図るため、HACCP、GLOBALG.A.P.等国際的に通用する品質・安全管
理体制の強化に取り組むとともに、「ジャパンブランド」の国家戦略的マ
－ケティングの再構築を図るため、国内におけるマ－ケティング体制の整
備やアジアにおける展示・販売拠点の構築、日本食文化祭典の開催等の取
組を支援します。 
                【輸出拡大プロジェクト 1３〔12〕億円】 

◆農林水産物等の輸出額１兆円目標の実現 
◆農林水産物等の信頼を回復し、輸出を再び拡大させるため、 
    輸出戦略を立て直す 
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① 新たな事業の創造 
      農山漁村の豊富な資源と他産業の持つ革新的技術との融合により、農  
   山漁村における新産業を創出するため、技術シ－ズの事業化可能性を調  
   査するほか、事業化が見込まれる新技術やバイオマスなどの未利用資源  
   高度利用のための実証等の取組を支援します。 

藻類 

木質バイオマス 

バイオ燃料 

ナノカ－ボン 

(億円) 

② 高付加価値化に向けた知的財産の創造・保護・活用 
  農林水産業や食品産業の体質強化、農山漁村の活性化を図るため、地  
   域ブランドの創造及び保護、東アジア地域での植物品種保護制度の整備   
   推進、農業用植物遺伝資源へのアクセス改善等の取組を支援します。 
               【新産業創出対策事業 44〔５７〕億円】  
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２ .平成23年度第４次補正予算案の概要 

 12月20日、平成23年度第４次補正予算案が閣議決定されました。今
般の4次補正においては、食と農林漁業の再生をいち早く進める観点か 
ら、24年度概算要求をしている事業のうち、早急に取り組むことができ
ると考えられるものについて措置しています。 
 食料産業局関係のポイントは次のとおりです。  

（1）農山漁村６次産業化緊急対策推進事業                   

 農林漁業を成長産業化させるため、農山漁村の6次産業化を進めるほか、
「ジャパンブランド」の再構築等による輸出戦略の立て直し、「イノベ－
ション」による新産業の創出等の取組を推進します。 
 ① 6次産業化推進整備事業                                        【54億円】 
   6次産業化を推進するために必要な農林水産物の加工機械・施設、 
  生産機械・施設の整備を支援します。  

農林漁業者自らが農林水産物の 
加工に取り組む 

農山漁村の６次産業化を推進
し、農山漁村の雇用確保と所得
向上を目指す 

農林漁業者が新たな加工や連携のために 
農林水産物の生産に取り組む 

農林漁業者と食品産業事業者が連携し、
新商品の事業化に取り組む 

① 農山漁村における再生可能エネルギ－の導入促進 
   【農山漁村再生可能エネルギ－供給モデル早期確立事業  ２億円】 
② 輸出農林水産物・食品の信頼回復のための情報発信 
                 【農産物等輸出回復事業 2億円】 
③ 物流機能の回復・強化 
 ・被災した地方卸売市場の復旧 
               【卸売市場施設災害復旧事業  ２億円】 
 ・災害に強い食料供給システムの構築 
                        【食料の供給機能強化推進事業  0.25億円】 

（6）東日本大震災からの復旧・復興対策   

５ 



（開催予定期間 
      ：2015年5月～10月） 

 ② 緑と水の環境技術革命プロジェクト事業                    【26億円】 
   「緑と水の環境技術革命総合戦略」の重点分野に位置づけられる技 
  術等のうち、事業化が見込まれる新技術の実証施設の整備を支援しま 
  す。 
 ③ 卸売市場施設緊急整備対策                                      【25億円】 
   農林漁業者の所得の向上を図るため、高度な機能を有する卸売市場 
  を整備する取組として、中央卸売市場における生鮮食料品等の品質・ 
  鮮度保持のための卸売市場の低温化などの卸売市場の施設の改良、造 
  成又は取得に対し支援します。 
 ④ 農産物等輸出拡大緊急対策事業                                  【３億円】 
  ア）品目別団体を通じた我が国の食品の輸出拡大事業 
    品目別の団体が、海外において消費者や流通業者等を対象に、我 
   が国の農産物や食品のセミナ－を開催し、我が国の農産物等の安全 
   性や魅力等について広く紹介を行い、輸出の拡大を図る取組を支援 
   します。 
  イ）海外外食事業者を通じた我が国の食品の輸出拡大事業 
      外食事業者の団体等が、海外の外食事業者等を日本に招へいし、 
         地域の生産者等の取組等を紹介することや、我が国の農産物・食品  
   の安全性や魅力等についてのセミナ－を開催し、輸出の拡大を図る 
   取組を支援します。 
   ⑤ ミラノ国際博覧会政府出展事業              【0.2億円】 

 国際博覧会条約に基づき開催されるミラノ国際博覧会において、我
が国の農業と食品産業の健全な発展のため、我が国の官民による食に
関する取組状況等を広く出展、公開するための基本構想策定に必要な
取組を支援します。 

我が国の食品や食文化の魅力を効果的に発信 

１）食の安全、保全、品質のための科学技術
２）農業と生物多様性のための科学技術 
３）農業食物供給チェ－ンの革新 
４）食育 
５）より良い生活様式のための食 
６）食と文化 
７）食の協力と開発 

■７つのサブテ－マ 

『地球に食料を、生命にエネルギ－を』 

Feeding the Planet , 

  Energy for Life 

■テ－マ 

ミラノ万博 
『我が国の食と農林漁業の再生のための

基本方針・行動計画』 

競争力・体質強化 

成長産業化推進にむけた、
ジャパンブランドの再構築 

＜主な内容＞ 

○基本構想策定  
       （コンセプト確定） 
  委員会開催    
  海外事情調査等 

補助率：定額 実施主体：民間団体等 

６ 
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（2）農山漁村における再生可能エネルギ－の導入緊急対策事業 

 農山漁村には再生可能エネルギ－の生産に利用可能な資源が豊富に存在
するものの、具体的な導入可能性が明らかになっていないことにより取組
の開始に支障がある状況にあります。 
 また、国産バイオ燃料の原料調達から製造・販売に至る技術・利用体系
を構築し、事業化を実現していくことが課題となっています。 
 このため、上記の課題を解決するために必要な以下の取組を支援しま 
す。  
   ① 農山漁村再生可能エネルギ－導入可能性調査支援事業    【４億円】 
   農山漁村の資源を活用した再生可能エネルギ－を供給する取組を推  
  進するため、農山漁村における再生可能エネルギ－の具体的な導入可 
  能性を調査する取組を支援します。 
 ② バイオ燃料生産拠点確立事業                                   【25億円】 
   これまでの実証で明確となった事業化に向けた課題（原料調達、温 
  室効果ガス削減、製造コスト削減、販売）を早急に克服し、地域にお 
  ける国産バイオ燃料の生産拠点を確立するための取組を支援します。 

3 . 農林水産物・食品輸出の拡大に向けて  

 昨今の円高や昨年３月の東京電力福島第一原発事故により、日本産農林
水産物・食品の輸出に落ち込みが生じており、今後、我が国農林水産物・
食品への信認を回復し、輸出額を拡大していくためには、東京電力福島第
一原発事故の影響や円高等の課題を踏まえた戦略を再構築することが必要
です。 
 このため、今後の我が国農林水産物・食品の輸出戦略立て直し等に関す
る提言をとりまとめるための「我が国農林水産物・食品の輸出戦略検討
会」を平成23年10月7日から４回開催してきました。 
 今般、平成23年11月25日に開催した第４回検討会において、農林水
産物・食品輸出戦略検討会による提言「農林水産物・食品輸出の拡大に向
けて」がとりまとめられました。 
 当該提言及び検討会の検討経緯については、以下のホ－ムペ－ジに掲載
しています。 

【我が国農林水産物・食品の輸出戦略検討会について】 
 
http://www.maff.go.jp/j/shokusan/export/e_senryaku/h23_kentoukai.html 
 

７ 



農林水産物・食品輸出の拡大に向けて  （2011年11月25日 農林水産物・食品輸出戦略検討会とりまとめ） 

目指すべき姿 

 輸出の拡大による我が国の農林水産業・食品産業の経営基盤の発展・強化 

農林水産物・食品の輸出額一兆円水準を実現（2020年までに※） 

         
      
       原発事故の影響への対応 
 

国と民間が協力して、粘り強く、タイムリ－に、誠実・丁寧に対応 

1.ジャパン・ブランドの確立と輸出促進体制の整備 
 
2.日本ならではのスト－リ－を重視 
 
3.事業者支援の充実、サポ－ト体制の強化 

      
 
 
国家戦略的なマ－ケティング 

【戦略２】  

1.グロ－バルスタンダ－ドの追求 
 
2.ジャパン・ブランドの保全・向上 
 
3.貿易実務上のリスクへの対応 

1.ファンドの創設など輸出支援スキ－ムの構築 

 

2.輸出の拡大・高度化に向けたビジネス・モ

デルの構築 

     
 
 
ビジネスとしての輸出を支える仕組みづくり 

 

1.世界無形遺産への登録  

 
2.観光など他分野、他産業との連携  
 
3.文化発信機能の強化    
 
4.世界に誇れる人材の顕彰・育成   
              
         

      
     海外での日本の食文化の発信  

輸出戦略の具体像 

【戦略３】  

【戦略５】  

【戦略１】  

 農林水産物・食品の輸出に関するご相談・ご質問等については、農林
水産省食料産業局輸出促進グル－プ（直通：03-3502-3408）で受
け付けています。 
 また、当省「輸出促進対策ホ－ムペ－ジ」内に、以下のとおり地方農
政局等及び都道府県庁の輸出担当窓口を掲載していますので、農林水産
物・食品の輸出に関するご相談・ご質問等がございましたら、最寄りの
輸出担当窓口にご連絡下さい。 

【輸出促進対策ホ－ムペ－ジ】 

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

【農林水産物・食品の輸出担当窓口一覧】 

http://www.maff.go.jp/j/export/meibo.html 

      
  確かな安全性・品質の確保と貿易実務上の 
   リスク等への適確な対応 

農林水産物・食品の輸出担当窓口について   

【戦略４】  

※目標達成時期については、「日本再生の基本戦略」（平成23年12月24日閣議決定）にて決定。 
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4 .米先物取引の試験上場に関する 
         シ－ズンレポ－トについて 
 農林水産省では、72年ぶりに米先物取引の試験上場が開始されたこと
を踏まえ、取引が開始された平成23年8月8日～11月末までの取引価格
の動向、取引量の動向、取引参加者の状況等の情報を収集・整理した「米
先物取引の試験上場に関するシ－ズンレポ－ト」を取りまとめ、12月13
日に公表しました。 
 これまでの米先物市場の動向につきましては、概ね小幅な値動きが続い
ており、極端な価格の乱高下等は生じていません。 
 なお、本レポ－トは、今後は、原則として、４半期ごとに取りまとめ、
農林水産省のHP（商品先物取引）に掲載していく予定です。 
 
 http://www.maff.go.jp/j/shokusan/syoutori/dealing/index.html 
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 アナアオサは、生活排水が流れ込む河口付近で比較的浅い湾内に繁茂し
ています。近年、長崎県大村湾に大量繁殖し、海底へのヘドロ堆積の原因
となっており、漁業者は、漁獲高が激減して 
死活問題となっているほか、付近の住民は悪 
臭の発生により、沿岸の環境問題になってい 
ることから、その処理方法を検討していまし 
た。 
 平成21年から長崎海洋環境研究会（平成 
23年１月に「NPO法人長崎海洋環境研究会」 
として認可）が、長崎総合科学大学、地元漁 
協や地元企業等と連携し、アナアオサの肥料化、鶏飼料化を行うことに成
功しました。 
 アナアオサの肥料化については、平成21年度海洋技術開発研究委託事
業（長崎県産業振興事業団）により、有機完熟堆肥化の研究を行い、商品
化した肥料を平成22年６月から販売を始め、平成22年度の販売数量は
75トン、200万円を売り上げました。 
 アナアオサの鶏飼料化については、平成22年度産炭地域活性化基金事
業(長崎県産炭地域振興財団）により、鶏100羽づつに慣用飼料とアナア
オサ入りの飼料による比較飼育試験を行い商品化に成功し、23年度はサ
ンプル出荷を行っています（試作用の設備のため尐量生産）。 
 現状では、自然環境の変化により、アナアオサの発生量が異なってくる
ため、商品化の計画が難しいことや、現在アナアオサ回収作業を漁業者が
手作業で行っているため、回収効率が悪く、回収費用が掛かかることが課
題となっています。 
 また、今後予定している鶏飼料の本格販売に向けて、アナアオサの回収  
            装置の開発やアナアオサの水洗、脱水、乾燥、 
            粉末化を行うための製造体制を構築するなど販 
            売体制の整備・強化を図っていく必要がありま 
            す。 
             今後は、回収装置の開発を進め、肥料化の販 
            売を県内中心に行い、年間600トンの販売を目 
            指したいと考えています。 

             アナアオサを肥・飼料に            
             ～九州農政局長崎地域センタ－～ 

５. 地方 
   だより 

 九州農政局長崎地域センタ－から、長崎県大村湾に大量繁殖し海底へのヘド
ロ堆積の原因となっているアナアオサ（藻類）を地元企業や大学等と連携し、
肥料化等に取組んでいる事例をご紹介します。 

青潮により死滅した魚介類 

人海戦術による回収風景 
        （長崎空港付近） 

ヘドロ 
発生原因 
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       新事業の創出について 
                            ～遠藤 順也新事業創出課長～  

6. 幹部の  
    つぶやき 

 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。 

 「新事業創出課」という課の名前を聞いて、皆さんはどう感じますか。
新しい事業の創出なんて、いったいどういうふうに取り組んでいるんだろ
う、そんなに簡単に新事業なんてできるのかなと思われる方もいらっしゃ
ると思います。今回、本レタ－にスペ－スをいただきましたので、本課の
業務を簡単にご紹介いたします。 
 「新事業創出課」は、この９月１日に食料産業局 
と併せて新設された部署です。前身の知的財産課は、 
育成された新品種の植物の権利の保護や地域ブラン 
ドなどの農林水産分野における知的財産の保護・活 
用を図ることを業務としておりましたが、これらに 
加えて、新事業創出課では、農山漁村・農林水産分 
野において、あまり活用されていない技術や新しい 
技術を核にして新事業を創出することを業務として 
おります。 
 従来、農林水産分野における新技術といいますと、主に大学の農学部や
農業系の試験研究機関が開発した農学分野の技術が念頭に置かれておりま
したが、当課では、それに加えて、工学、理学、医学等他分野の技術を農
山漁村・農林水産分野の資源に結びつけて新しい事業を創出することを中
心に取り組んでいるところです。 
 具体的には、新事業創出に向けて策定した「緑と水の環境技術革命総合
戦略」に位置付けられた重点６分野を中心に、技術開発段階から実用化・
商業化段階に至る間の試行・実証段階に対する支援を行っております。 

【重点６分野】 
・未利用バイオマスのエネルギ－・製品利用 
・藻類等の新規資源作物の利用 
・生物機能の高度利用 
・クロマグロ等の完全養殖 
・農林水産物の高度生産管理システム 
・超長期鮮度保持技術  

 支援対象プロジェクトとしては、医療実験用マイクロミニ豚の実用化、
ボトリオコッカス、オ－ランチオキトリウム等藻類バイオマスの活用、高
度ＬＥＤ等を活用した植物工場、ＤＮＡチップの農業分野における活用等
多岐にわたっており、今後も事業化を見据えた「エッジ」な取組を支援し
ていきたいと考えております。当課の取組にご興味のある方は是非ご連絡
ください。 

遠藤新事業創出課長 
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 食料産業レタ－をお読み頂いた方から寄せられたコメントを一部参
考までにご紹介させて頂きます。 

 食料産業レタ－編集委員会では、このレタ－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。 
   レタ－をお読みになった感想、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。  

7 . 読者の皆様からの声 

  

株式会社環境風土テクノ 

ご感想・ご意見等をお寄せください 

（敬称略） 

  地方だよりの「地域の取り組み事例」について、事業が成功す  
 るまでのエピソ－ド、苦労話など読んだ人が行動に結びつくよう 
 な具体的な内容も盛り込んで欲しい。 
  6次産業化については、いろいろな立場、職業の人が関わるの 
 で、特定の立場、職業の人を意識したコラム的な内容の掲載があ 
 れば良いと思う。 

   当社では、「食料産業レタ－」の内容に応じ、社内イントラを 
 利用して役職員に転送している。また、Ａ3サイズで印刷したも 
  のを貼り合わせ、目に付く頻度の高い応接室へ壁新聞風に掲示し 
  てみたところ、忙しくて回覧文書を読み飛ばす人も「立ち読み」 
  している。 

  

雪印種苗株式会社 
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 お問い合わせ先 
 食料産業レタ－編集委員会事務局 
                       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/ 

 「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。 
 
  http://www.maff.go.jp/j/shokusan/kikaku/letter/  
 
 ※ 平成23年12月19日から【食料産業レタ－・トップペ－ジ】   
  のURLが変更されました。お手数をおかけしますが、リンク集 
  やお気に入り登録情報などの修正をお願いします。 

メ－ル配信登録のご案内 
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