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１．農山漁村における再生可能エネルギ－電気  
 の発電の促進に関する法律案の概要について 

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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(1)法案の意義  

       ～再生可能エネルギ－発電による農山漁村の活性化～ 

 東京電力福島第一原子力発電所の事敀を契機に、再生可能エネルギ－の導入に

よる分散型エネルギ－システムへの転換を行うことが国の重要課題となっていま

す。 

 また、本年７月から、一定の価格と期間で再生可能エネルギ－電気の買取りを

行う制度（固定価格買取制度）が始まることから、農山漁村の土地、水、バイオ

マスといった豊富な地域資源を活用した発電事業により、地域の所得が向上し、

農山漁村の活性化に結びつけることが期待されます。 

 しかしながら、農山漁村にある農林地等は食料供給や国土保全、地域社会の維

持・発展に重要な役割を果たしていることから、無計画に発電設備が整備される

場合、農林漁業に必要な農林地等が失われ、その役割が損なわれる恐れがありま

す。 
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 このため、農山漁村において農林漁業の健全な発展と両立した再生可能エネル

ギ－電気の発電を促進することにより、農山漁村の活性化を図るとともに、エネ

ルギ－供給源の多様化に貢献するための制度を創設します。 

 本法案では、国の基本方針に基づき、市町村が再生可能エネルギ－発電設備を

整備する区域、農林漁業の健全な発展に資する取組等について定めた基本計画を

作成することができます。 

 基本計画に従って再生可能エネルギ－発電設備の整備を行う方は、市町村の認

定を受けることにより、各種規制の許可等のワンストップサ－ビス、農林地の権

利移転を促進するための計画の対象となります。 

(2)法案の概要 

エコ・ワールドくずまき風力発電所（岩手県葛巻町） 



(3)農林漁業と両立した再生可能エネルギ－の導入の事例 
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○ 酪農地帯の集落全体における太陽光発電の導入 

○ 農業のための作業道の整備と併せた風力発電設備の設置 

＜概要＞ 
・酪農地帯の100戸余りの農家
で太陽光発電設備を設置。 

・発電した電気は畜舎内で使用。 
・太陽光発電を活用して生産し
た牛乳を「エコ牛乳」として
アピ－ル。 

＜効果＞ 
・酪農家の電力経費の削減。 
・エネルギ－の地産地消。 
・当該地域のブランドイメ
－ジの向上。 

＜概要＞ 
・丘陵地帯に風車を設置して風
力発電を行い、得られた電気
を売電。    

・地権者の農家は売電収入の一
定割合を受け取る契約。 

  

＜効果＞ 
・建設前は耕作放棄地が多
かったものの、発電設備
と併せて作業道が整備さ
れ、利便性が向上したた
め、農作物の作付けが増
加。 

○ 小水力発電による土地改良施設への電気の供給 

○ 地域の未利用間伐材等を用いた木質バイオマス発電 

＜概要＞ 
・農業用水の落差を利用して発電。 
・発電した電気は土地改良施設に
供給。 

＜効果＞ 
・土地改良施設の維持管理
費の軽減に貢献。 

＜概要＞ 
・地域の林業系バイオマス資源
（間伐材、伐採木、伐根、さく
らんぼの剪定枝等）を原料とし
てガス化発電を行い、得られた
電気を売電。 

＜効果＞ 
・未利用の間伐材等を購入
することにより、地域の
森林の維持・保全、林業
経営の改善に寄与。 

 



 食品産業は、デフレ、円高の進行、国内市場の成熟等に加えて、東日本大震災や

原発事敀への対応等、困難な状況に直面しており、新たな転換期を迎えています。 

 農林水産省では、こうした状況を踏まえ、３月３０日に食品産業のあり方や展開

方向を明らかにする「食品産業の将来ビジョン」を策定しました。 

 本ビジョンでは、異業種の事業者も含めた関係者全員が連携して課題に取り組ん

でいくため、食品関連産業全体の共通の目標を掲げるとともに、その目標を実現す

るにあたっての重点課題と行政の役割について整理しています。 

２．「食品産業の将来ビジョン」の策定について 

消費者起点 

ライフスタイル提案による 

新たなマーケットの創出 

食品産業の事業活動を、単なる 
「物」の供給でなく、幅広いラ 
イフスタイルの提案として捉え、 
新たな付加価値を生む商品、サ 
ービスを開発することが重要 
な着眼点。 

グローバル起点 

グローバルな観点 

での競争力強化 

国内外での企業統合や企業間連 
携を通じ、事業の水平展開、垂 
直展開等を具体化して、収益性 
が高く、効率のよい経営を実現 
することは、事業基盤強化とし 
て、重要な着眼点。 

地域起点 

自らが立地する地域の魅力を 

フル活用した事業展開 

地域に根差して事業活動を展開 
してきた食品産業事業者が、自 
らの強みを明確にし、独自性を 
発揮することによって付加価値 
を高めようとする際に、重要な 
着眼点。 

  食品産業が期待される役割を持続的に担っていくためには、異業種との連携の下、

イノベ―ションを誘発して新たな付加価値を生み出すとともに、生産者と消費者と

の絆を強める架け橋として、資源循環から始まるバリュ―チェ―ンの形成に貢献す

ることが重要です。 

  その際、食品産業が目指すべき基本的な方向は、国内市場の深耕とアジア等の海

外需要の取込を、「消費者」「地域」「グロ―バル」の３つの視座の組み合わせに

より戦略的に実施することです。そして、将来的には、①海外市場を開拓し、グロ

―バル化を進める企業群の形成、②独創的な食・サ―ビスを提供し、国内需要を拡

大する企業活動の活性化という２つが並存する状況が望まれます。 

(2) 食品産業の持続的発展に向けた共通の目標 

 本ビジョンでは、官民共通の目標として、「食品関連産業全体の市場規模の拡大」
と「農林漁業の成長産業化」にかかる２つの目標を設定しました。 

 ① ６次産業の市場規模：１兆円（2010年）→10兆円（2020年） 
 ② 農林水産物・食品の輸出額：4,500億円（2011年）→１兆円（2020年） 
 ③ 農林水産業を基盤とした新事業の創出：６兆円（2020年） 

１ 食品関連産業全体の市場規模にかかる目標 

２ 農林漁業成長産業化の目標 

食品関連産業の国内生産額 95.7兆円（2009年）→120兆円（2020年） 

(1) 食品産業の目指すべき方向 
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（単位：兆円） 

(3)食品産業の持続的発展に向けた具体的取組 

 

 

○ 農林漁業者をパ－トナ－とする新たな事業の立ち上げ 

○ 健康・長寿社会に向けて、医療、福祉、教育、観光、ＩＴ等関連異業種の事業者と連携 

 ・製造：医食農連携による健康・介護市場への対応、アジア等の中・高所得層向けの商品開発 

 ・流通：惣菜、調理食品、有機農産物等の高付加価値商品や、ネット販売等の新サ－ビスの提供 

 ・外食： 薬膳レストラン等の新業態の出店や、新メニュ－の開発・販売による朝食市場等の回復 

○ 原料等調達の安定化・多角化、生鮮用や加工用等の用途別ニ－ズに適合した規格の拡充 

○ 食品中の放射性物質への対応や風評被害対策の実施、ＨＡＣＣＰ手法等の導入促進 

○ 食品廃棄物等の発生抑制目標の設定、過剰在庫や返品等の原因となる商取引慣行の改善 

○ 研究・商品開発力の強化、研究の共同化、外部資源の活用  等 

 

食品産業事業者の重点課題 

 ○ 農林漁業成長化ファンド（仮称）の創設、プランナ－等による発展段階に即した経営支援 

 ○ 国家戦略的マ－ケティング（ジャパンブランドの確立）等新たな輸出戦略に基づく輸出の促進 

 ○ 複数県のバックアップ体制構築等、災害時でも機能する食品のサプライチェ－ン対策の推進 

 ○ 海外に依存する原料等の安定的な調達の支援、食料品アクセス問題への対応 

 ○ 農林水産物・食品中の放射性物質の的確な検査実施、基準値内は安全であることの理解促進 

 ○ 取引慣行ガイドラインの周知徹底、我が国の技術や基準・規格等の国際標準化への貢献 

 ○ 食品廃棄物等の再生利用等の推進等、地球環境問題への対応奨励、バイオマスの利活用推進 

 ○ プラットフォ－ムの構築による共通課題の標準化・技術開発等の推進、優良事業者の表彰 等 

行政の果たすべき役割 

＜2020年における食品関連産業全体の市場規模＞ 

※数値は平成21年度の速報値を基に年率２％程度の経済成長（実質）を続けることを前提に設定 

→ http://www.maff.go.jp/j/press/shokusan/ryutu/120330.html 

食品産業ビジョンの詳細については下記URLでご確認ください。 



 地理的表示の保護制度は、地域の自然的特性を活かした方法や伝統的な方法に

よって作られ、固有の品質・特徴を持つ産品の名称を保護し、地域ブランドの信

用を高める制度です。本制度はヨ―ロッパやアジアの国々でも既に導入されてお

り、農山漁村の活性化に効果をあげているとされています。 

 我が国にも、歴史や伝統、自然的特性等に裏づけされた品質・特徴を持つ農林

水産物や食品が数多く存在しています。これらの産品の高付加価値化・ブランド

化を一層促進し、農山漁村の活性化を図るためには、地理的表示の保護制度の導

入が必要です。 

 こうした状況の下、総理及び関係閣僚を構成員として昨年10月に開催された

「食と農林漁業の再生推進本部」において、我が国に地理的表示の保護制度を導

入することが正式な政府の取組に位置づけられました。 

 これを踏まえ農林水産省では、本年３月に、食品産業や生産者団体の代表、知

財の専門家等の有識者からなる「地理的表示保護制度研究会」を設置し、農林水

産物、食品を対象とした地理的表示保護制度の導入に向けた検討を開始したとこ

ろです。研究会報告は夏頃を目途にとりまとめる予定です。 

３．地理的表示保護制度研究会の設置について 

地理的表示保護制度研究会の詳細及び各回の資料は下記URLでご確認ください。 

 → http://www.maff.go.jp/j/shokusan/tizai/other/gikenkyu.html 
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４ .松蔭高等学校（神戸市） 「 Blue Earth Project 」  

  の皆さんが鹿野大臣を表敬訪問  
                 
 平成24年3月26日、神戸市の松蔭高等学校「 Blue Earth Project 」の女子
学生達が、鹿野農林水産大臣を表敬訪問し、食品ロスの削減や食料自給率向上の
ために、規格外農産物等の活用について意見交換を行いました。 

【Blue Earth Projectとは】 
「女子高生が社会を変える」をキャッチフレ－ズ
に、食料問題、地球温暖化、水、貣困等地球上の
諸問題に対して、人にも自然にもやさしい社会の
実現に向けて、身近なアクションを街に出て行き
呼びかけていく活動です。   

  松蔭高校は、兵庨県神戸市灘区の中高一貫私立女子高等学校です。1995年の
阪神・淡路大震災の際に、避難所生活を続ける学生が、避難所でいきいきとボラ
ンティア活動を行っているのを同校の教諭が知り、高校生が社会に貢献すること
で社会を変えていく原動力となるようなプロジェクトの立ち上げを考えました。 
 当初は、単なる社会体験活動が中心でしたが、その後森林保全を学ぶ機会が契
機となり、2008年から「 Blue Earth Project 」として環境問題に取り組む活
動を開始しました。さらに、環境と密接に関わりがあり、身近な問題である食料
問題に取り組み、世界の水事情、食料自給率、食品ロス削減をテ－マに、課題解
決に向けて女子高生ならではの明るく楽しいアイディアとイベントを考え、活動
してきました。 
 これまでの実績が評価され、｢フ－ド・アクション・ニッポンアワ－ド2011｣
で優秀賞を受賞したり、テレビ・ラジオ・新聞等さまざまなメディアで活動が紹
介されています。  

 被災地復興支援活動にも取り組み、仙台の
高校生と連携し、東北の食材を使った米粉パ
ンを販売して、その収益でお米を買って仮設
住宅の一人暮らしの高齢者に届けました。 

 食料自給率向上のために米（ごはん）を食べる
ことを訴え、メニュ－開発や商品提案を行い、地
域の100以上の飲食店がタイアップしています。
2011年は食品ロスの削減をテ－マに、規格外野
菜を用いた米粉パンを商品化して、ファッション
ショ－「神戸コレクション」の特設ステ－ジで、
同世代の1万人の若い女性達にメッセ－ジを伝
え、販売しました。 

「Blue Earth Project」活動実績 http://www.shoin-jhs.ac.jp/nextstage/social/index.html 

Blue Earth Projectの主な活動事例 
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  岡田農園のある京田辺市は、京都府の南部に位置  

 し、東には木津川、西は生駒山系に挟まれる、豊か  

 な自然に囲まれた緑豊かな農村地帯で、米・野菜・ 

 果樹を栽培しています。 

  岡田農園の岡田アサコさんは、今から約15年前 

 に、会社に勤務しながら、集落の生活教室の女性グ  

 ル―プ仲間8人とテントで朝市を始め、平成14年４ 

 今まで、消費期限が短い農産物加工品が中心だったため、販売拠点も限ら

れ、消費者ニ―ズに対応しきれていなかったため、昨年からは、農園で栽培し

ている梅を使用して、長期保存が可能な梅ジャムや梅干などの農産物加工品の

試作を始めました。 

                                      今後、和歌山県のJAから指導者を招いて、梅の加                       

             工技術を高める予定です。 

   梅の加工品の販売については、岡田さんも参加す   

  る京都府内の農家女性が共同で行っている「お母さ 

  んのフ―ドマルシェ」として、京都市内の錦市場に 

  ある「まち×むらＳＴＡＴＩＯＮ「しずくや」」で 

  販売する予定です。 

    

季節のものを使用した加工品の製造・販売       

                            ～近畿農政局～ 

 

５. 地方 
   だより 

 近畿農政局より、京都府京田辺市で季節のものを使用した加工品に取り組

む、岡田農園をご紹介します。 

普賢寺ふれあいの駅 

 農産物加工品は、農園で取れる農産物を主に利用 

し、季節にあったものを製造、販売しており、中で 

も、春のイチゴ大福、秋の栗大福が人気です。 

 また、農園で収穫された米を使用し年間を通じて、 

巻き寿司を製造・販売しており、月500本程度売れ 

る人気商品となり、朝2時から作業をすることもあ 

るほどです。さらに、10月から4月には季節限定商 

品として、鯖寿司も手がけています。 

   いずれの商品も、手作りで製造しているため、消費者からは、素朴な味わい

や顔の見える商品として好評を得ています。 

人気のイチゴ大福 

好評を得ている巻き寿司 

８ 

月には、出資者100名とともに農産物直売所「普賢寺ふれあいの駅」を整備

しました。直売所では、普賢寺近辺で採れた新鮮野菜を中心に、お花、お茶、

農産物加工品などが販売されています。 

 岡田さんは会社勤めをしながら、朝７時から始まる朝市への野菜の出荷に取

り組んでいたため、朝早くからの出荷作業が段々と困難となり、出勤前に作業

を終えられる農産物加工品に取り組みました。 

→ http://www.maff.go.jp/kinki/seisaku/6zi_sangyo/club/6jiclub.html 

近畿農政局では、6次産業化の取組を応援しております。詳細は下記URLでご確認ください。 



    

           再生可能エネルギ―は「他流試合」 
                        ～信夫 隆生 再生可能エネルギ―グル―プ長～  

 

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。 

 突然ですが、私は柔道の経験者で、今でもたまに都内の道場に通い、２０歳

～５０歳台までの仲間たちと一緒に汗を流しています。一口に「柔道」と言っ

ても、人によって得意技やその入り方・タイミングが異なり、それぞれが自分

の流派を持っているかのようです。乱取りは「他流試合」の様相を呈し、虚を

付かれて投げられることもしばしば。でも、それで自分の弱点がわかり、「次

こそは」という想いで自分の技を仕掛けていきます。 
 

 さて、私の現在の任務は、「再生可 

能エネルギーの導入促進」です。「農 

林水産省が再生可能エネルギー？」と 

奇異に思われる方もいらっしゃると思 

います。実は、私も去年の夏に初めて 

この任務を聞いたとき、そう思いまし 

た。自分にとって、あるいは農林水産 

省にとっても新しい分野。今まで知り 

合う機会のなかった方々と出会い、新 

しい知見に触れ、刺激をいただくこと 

は「他流試合」そのもの。毎日が勉強です。 

 でも、その中で気づいたことがあります。農山漁村の土地、水、バイオマス

などの資源を活用するこの分野が、農林水産省の任務である「農山漁村の振

興」、さらには今後の国づくりにとって非常に重要なものであり、大きな期待

が寄せられていることを。これこそ、「他流試合」の効用です。 
 

 この期待に応えるべく、今通常国会に「農山漁村における再生可能エネルギ

―電気の発電の促進に関する法律案」を提出しました。法案の詳細は今回の号

の1～3ページをご覧いただきたいと思いますが、実は、農林水産省が培ってき

た様々な政策手法（ワザ）を磨いて、地域の農林漁業と両立する形での再生可

能エネルギ―の導入促進に活用するものとなっています。従来からのエネルギ

―関係者の皆様からは、新しい流派が出てきたように思われているのではない

でしょうか。 
 

 法案が成立し、一日も早く、実際の「他流試合」で使ってみたいと思ってい

ます。 

信夫再生可能エネルギーグループ長 

９ 

し の ぶ     た か お 

し の ぶ 



 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。 
（敬称略） 

 地産地消型の再生可能エネルギ－の推進について、環境省と貴局で連

携して進めている旨のお話を伺っております。弊社は、貴局には未だご

訪問したことがございません。この機会にご訪問させて頂き、一度、ご

担当者の方から再生可能エネルギ－について弊社でお役に立てることが

あるのかどうか、お話を伺いたく存じます。   

パナソニック株式会社エコソリュ－ションズ社 

  

 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。  

≪食料産業局再生可能エネルギ－グル－プと「農山漁村における再生可
能エネルギ－電気発電の促進に関する法律案」の概要やパナソニック株
式会社エコソリュ－ションズ社からの提言内容等について情報交換を
行った。≫ 

  

北海道函館商業高等学校 校長 

 食料産業レタ－第４号を読んで、バイオマスによるエネルギ－創出は素

晴らしいアイデアだと思いました。特に、農産物から作るバイオエタノ－

ル事業とはちがい、廃棄物を使用することは、これからのエネルギ－自給

を考える上で大切なことです。  

 また、農業の6次産業化等について、農業界だけでは効果は限定的なた

め、観光業界、流通業界やその他の1次産業も巻き込みながら、人やもの

の流れ、PR方法や地域としての取り組みなど、世界と戦える農業を目指

してください。  

 7 . 読者の皆様からの声 

ご感想・ご意見等をお寄せください 
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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/ 

メ－ル配信登録のご案内 

       「復興食イベント・フ―ド＆アクティブ 

        キャンプ」について 
８. お知らせ 

   農林水産省は、文部科学省等と共同で、「食と農林漁業の祭典」の一環とし
て、震災で様々な影響を受けた子供たちの心身のリフレッシュと「食」への理
解を深める「復興食イベント・フ―ド＆アクティブキャンプ」を開催します。
募集については、今後順次お知らせします。 

【開催期間等】 
 平成24年6月～11月、１泊２日、計10回程度（予定） 

【場所】 
 国立岩手山青尐年交流の家（岩手県）、国立花山青尐年自然の家（宮城県）、 
 国立磐梯青尐年交流の家（福島県）、国立那須甲子青尐年自然の家（福島県） 

【対象】 
 被災地に在住の幼児又は小学生のいる家族を対象として、１回当たり40人を対象と
し、無料で招待（合計400名程度）。 

【内容】 
 「料理マスターズ」受賞シェフ等が地元食材を使用したオリジナル料理を振る舞うと
ともに、トップアスリ―トの指導による運動、農林漁業体験等をテ―マに様々な体験活
動を行います。 

【参考URL】 
 詳しくは下記URLをご覧下さい。 
 http://www.maff.go.jp/j/press/shokusan/orosi/120420.html 

 「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。 

   【食料産業レタ－・トップペ－ジ】 

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