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１．食料品アクセス問題について 

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)食料品アクセス問題ポ－タルサイトの開設        

 近年、飲食料品店の減尐、大型商業施設の郊外化等に伴い、過疎地域のみなら
ず都市部においても、高齢者を中心に食料品の購入等に丌便や苦労を感じる消費
者が増えてきており「食料品アクセス問題」として社伒的課題になっています。 
 この問題の解決には、地方公共団体、民間事業者や地域住民のネットワ－ク等
による継続的な取組が重要です。加えて、食料の安定的な供給や、高齢者の健康
と栄養問題、地域公共交通の脆弱化等の観点から、地方公共団体等だけでなく、
国でも関係府省が連携して取り組んでいくことが必要です。 
 このため、農林水産省では、この問題に取り組む地 
方公共団体や民間事業者等に向けて「食料品アクセス 
問題ポ－タルサイト」を開設し、農林水産省を始め、 
関係府省・団体の施策や取組等について積極的に情報 
提供することとしました。 
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 全国の1,742市町村を対象にしたアンケ－ト調査（昨年11月実施、回収率

61.7%）では、75%の810市町村では、何らかの対策を必要としており、この

うち既に対策を講じている市町村は57%で、27%の市町村は実施も検討も行わ

れていません。対策を必要とする背景として、住民の高齢化(96.5%)、地元小売

業の廃業(72.8%)、中心市街地の衰退(50.1%)、単身世帯の増加(42.8%)などが

挙げられています。 

(2)食料品アクセス問題に関する市町村アンケ－ト調査結果 
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コミュニティバス、乗合タクシ－
の運行等に対する支援 
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現時点での対策の必要性について(n=1,075) 対策の実施内容について(n=460) 

複数回答が含まれる 

空き店舗対策等の常設店舗 

の出店、運営に対する支援 

宅配・御用聞き・買い物代行 

サ－ビス等に対する支援 

朝市、青空市場等の仮設
店舗の運営に対する支援 

移動販売車の導入・運営
に対する支援 

共食・会食等の共同の食事
サ－ビス等に対する支援 

その他（上記以外） 

 対策が実施されている460市町村では、コミュニティバス・乗合タクシ－の運
行等に対する支援(72.8%)を始め、空き店舗対策等の常設店舗の出店(27.2%)、
宅配・御用聞き・買い物代行サ－ビス等に対する支援(24.1%)などが行われてい
ます。 
 また、対策を必要としている810市町村の一部(67.0%)では民間事業者が参入
しており、都市規模が大きくなるほど参入割合は高く、宅配・御用聞き・買い物
代行サ－ビス等(71.0%)や、移動販売車の導入・運営(43.5%)などが行われてい
ます。 

【食料品アクセス問題ポ－タルサイト】 
  ⇒ http://www.maff.go.jp/j/shokusan/eat/syoku_akusesu.html 
 
【お問い合わせ】 
    農林水産省食料産業局食品小売サ－ビス課 電話：03-3502-5741 



 平成24年7月1日から「再生可能エネルギ－の固定価格買取制度」がスタ－ト
しました。この制度は、再生可能エネルギ－が私たちの暮らしを支えるエネルギ
－の柱のひとつになるよう育てるための制度です。 
 具体的には、再生可能エネルギ－（太陽光、風力、水力、地熱、バイオマス）
により発電された電気を、国が定める価格で一定期間、電気事業者が買取ること
を義務付けるもので、本制度を契機として、これまで発電コストが高いなど経済
的な面から導入が進まなかった再生可能エネルギ－発電の大幅な導入が期待され
ます。 

２．再生可能エネルギ－の固定価格買取制度について 

（1）買取価格・期間 

 平成24年度（2012年７月１日～2013年３月末）の買取価格・期間につい
ては、再生可能エネルギ－発電事業者の要望等も踏まえ、以下の表のとおり決定
しました。 
 買取価格・期間は基本的には年度ごとに見直しを行うこととしておりますが、
発電設備の認定を受けた方が、一度、適用された買取価格・期間は、将来的にも
「固定」されることとなっております。 

(※1)間伐材や主伐材であって、未利用であることが確認できたものに由来するバイオマスを燃焼させる発電  
(※2)未利用木材及びリサイクル木材以外の木材（製材端材や輸入木材）並びにパ－ム椰子殻、稲わら・もみ 
       殻に由来するバイオマスを燃焼させる発電 
(※3)一般廃棄物、下水汚泥、食品廃棄物、ＲＤＦ、ＲＰＦ、黒液等の廃棄物由来のバイオマスを燃焼させる 
       発電 
(※4)建設廃材に由来するバイオマスを燃焼させる発電 

※本表は税込で表記をしていますが、告示上は「税抜き価格＋税」という形で規定されています。 
※制度開始時における既存設備については、本表によらず、個別の設備の状況に応じて、買取価格・買取期間が決まります。 

調達区分・調達価格・調達期間について 

資料：経済産業省資源エネルギ－庁HPより抜粋 
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（２）既存施設の扱い 

 再生可能エネルギ－導入拡大のため、固定価格買取制度の開始前から発電を実
施している「既存施設」についても本制度の下で買取対象となりました。ただ
し、新規参入者との公平性に配慮する観点から、以下の条件の下での買取りとな
ります。 

条件① 
  買取期間は、新規参入者に適用される買  
 取期間から、既に運転をしている期間を除 
 いた「残余の期間」とする。 

条件② 
  買取価格は、新規参入者の場合と同一の  
 価格区分を適用する。ただし、特定の補助 
 金※を受給した施設は、補助金分を減額。 

※固定価格買取制度の導入を契機として廃止された補助
金である 
「地域新エネルギ－等導入促進対策費補助金」 
「新エネルギ－等事業者支援対策費補助金」 
「新エネルギ－事業者支援対策費補助金」 
「中小水力・地熱開発費補助金」 

 なお、既存施設が本制度の対象となるためには、本年11月１日までに諸手続
を完了する必要がありますので、お気をつけください。 
（申請・相談は各地方経済産業局で受け付けています） 

例：5年前に運転を始めたバイオマス発電施設の買取期間 

新規参入者の買取期間 既に運転している期間 
残余の期間＝ 

既存施設の買取期間 

20年      －     5年   ＝     15年 

未利用間伐材等 バイオマス 

発電所 

間伐材等チップ 未利用間伐材等 

製材工場残材等 

証明書 

製材工場残材等 

チップ化 

製材工場残材等チップ 

証明書 
証明書 
証明書 

チップ工場 
未利用木材 
燃焼発電 

(33.6円/kWh)  

一般木材等 
燃焼発電 

(25.2円 /kWh )  

 「バイオマス発電」は、発電に用いるバイオマスごとに買取価格が設定され、
特に、木質バイオマスについては、「未利用木材燃焼発電（33.6円
/kWh）」 、「一般木材等燃焼発電（25.2円 /kWh ）」 、「リサイクル木材
燃焼発電（13.65円 /kWh ）」の３つに分類されました。そのため、木質バイ
オマスを燃料とする発電施設は、使用する木質バイオマスの適切な識別・証明を
行う必要があります。 
 

 このことを踏まえ、林野庁において、木質バイオマスの由来を証明する際に留
意すべき事項等を定めた「発電利用に供する木質バイオマスの証明のガイドライ
ン」（2012年6月18日）を策定しました。 

 ⇒  http://www.rinya.maff.go.jp/j/riyou/biomass/hatudenriyou_guideline.html  

木質バイオマスによるバイオマス発電に係る注意点 

※ 当該ガイドラインに準拠して分別管理が行われたことが確認されない木質バイオマスによる発電  

    は、「リサイクル木材燃焼発電」の買取価格である13.65円/kWhが適用されることになります。 



（３）農山漁村における再生可能エネルギ－発電の促進 

 農山漁村には土地、水、バイオマスといった地域資源が豊富に存在します。こ
れらの資源を再生可能エネルギ－発電に活用することは、地域の活性化の観点か
らも重要な取り組みであると考えています。 
 

 一方で、これらの資源が存在する農山漁村には、農林地や漁港、その周辺水域
など、食料供給や国土保全、地域社伒の維持・発展に重要な役割を果たしている
エリアが存在しており、これらの重要な機能を損なわずに、円滑に再生可能エネ
ルギ－発電施設を導入していくには、適切な土地利用調整を行うことが欠かせま
せん。  

 そのため、農林水産省では、今国伒に、農林漁業の
健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギ－電気の
発電を促進するための「農山漁村再生可能エネルギ－
法案」を提出しています（法案の詳細は、「食料産業
レタ－ 第５号」をご覧ください）。 
 

 農林水産省は、固定価格買取制度と本法案を車の両
輪として、農山漁村における再生可能エネルギ－導入
を積極的に推進します。 

３．「節電アクション2012夏～食品～」の取り組み   

  について 

  
 
 
  
 

「節電アクション2012夏～食品～」の詳細は、下記ＵＲＬをご参照下さい。 
   ⇒http://www.maff.go.jp/j/shokusan/kikaku/denryoku.html 

 7月2日から9月28日の平日は、全国（沖縄を除く）で節電が要請されていま
す。 
 今夏の電力需給は、北海道、関西、四国、九州電力管内でひっ迫しており、電
力の融通のためにも皆さんの積極的な節電の取り組みが求められています。 
 農林水産省では、毎日の暮らしに欠かせない食品について、製造、流通、調理
など、フ－ドチェ－ンの各段階における皆様の節電の取り組みにお役に立つよう
な情報を｢現場の声｣を中心に、ホ－ムペ－ジで紹介しております。 

 

【主な掲載内容】 
 
１．家庭でできるエコな取組 ！ ～消費者の声から～ 

    ～チ－フエコ・クッキングナビゲ－タ－ 三神先生に聞きました～ 

 
２．食品事業者ができるエコな取組！ 
（１）本社・事務所で｢トライ！！｣  
（２）現場で｢トライ！！｣ 
（３）設備の導入で｢トライ！！｣ 

  

５ 

節電アクション2012夏～食品～ 



にして、農業用水を利用した小水力発電設備を2007年から導入しました。 
 現在、らせん型水車（0.8ｋｗ）、上掛け型水車（2.2ｋｗ）他１機の計３機
が実動機として稼働しています。 
 小水力発電設備の導入により、テレビ局を始め、新聞、雑誌等のマスコミに
も取り上げられ、昨年度は全国から50組・400名程度が視察に訪れるように
なり、石徹白の知名度の上昇に大きく貢献しました。  

    

       小水力発電を活用した地域活性化の取組       

                      ～東海農政局～ 

 

４. 地方 
   だより 

 東海農政局より、岐阜県郡上市石徹白で小水力発電を活用した特産品開発や

水車を地域のシンボルとした地域活性化の取組を紹介します。 

 また、上掛け型の小水力発電装置から発電 

した電力を加工施設で使用し、規格外のトウ 

モロコシを乾燥・粉末にする取組（24年５月 

31日六次産業化法の認定済）を開始しました。 

 従来から冷涼な気候を活かしたトウモロコ 

シは糖度が高く、市場評価は高かったものの、 

減農薬で作付けしていたため、虫がつきやす 

く、規格外品の活用が課題でしたが、地区内 

で休眠していた農産物加工施設を活用するこ 

とに成功し、年間の数ヶ月ではありますが、数人の雇用が生まれました。 

 同時に、地域の女性グル－プが、地域内の公民館にて、地域の農産物を活か

したカフェを2009年に開設し、地区のコミュニティの場・都市部との交流の

場が誕生しました。カフェでは、加工施設で製造したトウモロコシの粉を用い

たシフォンケ－キも提供しています。 

                                今後、地域でのエネルギ－自給100％を目指して、 

          100ｋｗ規模の小水力発電設備の設置を検討しているほ 

                               か、特産品の製造販売体制の強化、農産物加工施設の通 

                               年稼働による雇用の創出など、小水力発電設備をシンボ 

           ルとして、定住者の増加を目指していきたいと考えてい      

           ます。 

上掛け型発電施設 

らせん型発電施設 

（左）トウモロコシ粉末 

ぐじょうし いとしろ 

（右）シフォンケ－キ 

６ 

 岐阜県郡上市石徹白地区は、かつては、白山信          
仰の拠点としての繁栄した集落でしたが、近年で 
は、高齢化、過疎化による人口減尐が深刻化して 
いたため、地域の有志が集まり、集落の存続のた 
めに2003年「ＮＰＯ法人やすらぎの里いとし 
ろ」を設立しました。 
 ＮＰＯ法人では、石徹白地域での豊富な水資源 
に着目し、地域のエネルギ－自給100％を目標 



    

            
                            ～池渕 雅和食品小売サ－ビス課長～  

 

５. 幹部の  
    つぶやき 

 いよいよロンドンオリンピックが始まりました。私も含め、オリンピッ
ク期間中は睡眠丌足が続く方が多いのではないでしょうか。メダルが期待
されるのは、男女のサッカ－。特に、なでしこジャパンには、昨年のワ－
ルドカップに続く連覇を是非とも果たして欲しいものです。 
 
 最近のサッカ－は、UEFA EURO 2012 
で連覇したスペインもそうでしたが、パスサ 
ッカ－がブ－ムで、個の「技」に加え、戦略 
的にパスを回わし、シュ－トに持っていく、 
チ－ムとしての「技」を活かすことが勝利へ 
近道のようです。 
 
 「技」といえば、日本の食品産業も優れた 
「技」を持っています。特にそのブランド力 
の凄さ。中国のある都市では、同じ食品でも 
日系店舗で販売されているものが本物とされ、 
贈答品は日系店舗で買ったことがわかるようにレシ－トをつけて贈られて
いる程です。 
 
 人口減尐などで国内市場の縮小が見込まれる中、こうしたブランド力に
加え、研究開発力、衛生管理、コ－ルドチェ－ンシステム、チェ－ンオペ
レ－ションなどの「技」を活かしつつ、製造業や流通業、外食産業などが
連携して、システム（チ－ム）として戦略的に海外展開を行い、急成長す
るアジアなどの海外市場の需要を取り込むことが期待されています。 
 
 食品産業分野で海外展開を積極的に行っているのは、資金や人材の豊富
な大企業というのが実態ですが、中小・中堅企業でも、購買層を意識して
タ－ゲットを絞り込むことなどにより、成功している事例もあり、海外展
開のポテンシャルは大きいと考えられます。 
 
 「食品産業の将来ビジョン」（2012年3月）では、官民共通の目標と
して「2020年までに食品関連産業の市場規模を120兆円に拡大」が設定
されており、この目標の達成に向けて、国としても、関係府省と連携のも
と、金融支援を始め、情報収集、マッチングなど様々なサポ－トを行って
いきたいと考えております。 

 このコ－ナ－では、食料産業局の幹部職員から、仕事のことや最近きになっ
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。 

池渕食品小売サ－ビス課長 

食品産業の「技」を活かす 

７ 



         「6次産業化フェスティバル」 
               を開催しました 

８ 

６. 報告 

農林水産省は、本年秋に開催される「食と

農林漁業の祭典」の関連イベントとして、6次

産業化により付加価値を向上させた農林水産物

の魅力を広く発信し、わが国農林水産物の消費

拡大につなげるため、平成24年7月18日、

19日に「6次産業化フェスティバル～地域の

たからが新たな食の産業を創り出す～」 

を東京都豊島区池袋にて開催しました。 

(1)「6次産業化フェスティバル」の概要        

(2)「6次産業化フェスティバル」の様子        

7月18日に開催されたシンポジウムには、応募者約４００名が参加し、東京
理科大学大学院イノベ－ション研究科の片岡寛教授による講演、(株)ジェイ
ティ－ビ－常務取締役の久保田穣氏とオ－ベルジュ・エスポワ－ルの藤木徳彦
オ－ナ－シェフによるジビエ※の有効活用の発表、４名の女性ボランタリ－・
プランナ－による女性の視点から見た6次産業化についてのパネルディスカッ
ションなどを行いました。 
その後の試食伒では、6次産業化によって創り出された全国各地の商品を活

用したホテルシェフのオリジナルメニュ－が振る舞われ、参加者の方からは、
各地で創り出された商品を一度に味わうことができて楽しかったとの感想が聞
かれ好評でした。 
また、18日、19日の2日間に渡りＪＲ池袋駅直結の自由通路で6次産業化

フェアも開催され、全国から参加した２１団体の６次産業化事業者から熱心な
商品のＰＲが行われ、通行者など多くの方々が6次産業化商品を手に取り、魅
力を感じて頂きました。 

※フランス語で野生の動物（鳥獣類）。または、その肉。 

シンポジウムで挨拶される 
  森本哲生農林水産大臣政務官 

真剣な商談伒伒場 

大盛況の試食伒伒場 

賑わう6次産業化フェア伒場 



  

農林水産省の「子ども霞が関見学デ－」については、以下のＵＲＬをご参照下さい。 
 ⇒ http://www.maff.go.jp/j/kids/k_d/index.html 

 「子ども霞が関見学デ－」は、文部科学省をはじめとした府省庁等が連携
して、業務説明や省内見学などを行うことにより、親子のふれあいを深め、
子どもたちが夏休みに広く社伒を知る体験活動の機伒とするとともに、府省
庁等の施策に対する理解を深めてもらうことを目的として、平成12年度から
毎年実施しています。 
 今年も下記のとおり開催します。農林水産省では、ご家族で体験できる面
白い取組が目白押しですので、皆様、是非お越しください。 

・大臣室、記者会見室を見学して、記念写真をとろう！ 
・私たちの食べ物について考えてみよう 
・食べ物をたのしく科学してみよう！ 
・食品企業のお仕事を見てみよう！ 
・子ども霞が関木工教室 
・ギョ－さん、おさかなを知ろう！ 

  さかなクンによる、お魚セミナー（8月9日  11時～11時45分） 

 農林水産省の主な取組 

開催日：平成24年8月8日（水）、 9日（木） 
時間：10時00分～16時00分 

開催日時 

          「子ども霞が関見学デ－」 

               の開催について  
７. お知らせ 
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 ６次産業化支援策活用ガイドの発行について 

 農林水産省では、農林漁業の成長産業化に役立つ支援策を紹介するため、
６次産業化にチャレンジする方々を対象として、６次産業化支援策活用ガイ
ドを平成24年6月に発行しました。 
 本ガイドでは、平成24年度予算に盛り込まれた各種支援策や国伒提出法
案を中心として、６次産業化に取り組む方々の経営発展に役立つ有益な支援
策を紹介しています。 
 利用者の方々が「知りたい」と思われる支援策を「逆引きワ－ド」で紹介
するなど分かりやすいものとなるよう工夫しました。 
 本ガイドは、今後も最新の情報に更新していくこととしていますので、是
非ご活用下さい。 

「６次産業化支援策活用ガイド」については、以下のＵＲＬをご参照下さい。 
  ⇒ http://www.maff.go.jp/j/shokusan/kikaku/katsuyou.html 

農林漁業の成長産業化に役立つ支援策を広く紹介！！ 



  お問い合わせ先 
  食料産業レタ－編集委員伒事務局 
                              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/ 

 今回は、6次産業化支援策活用ガイドをお読み頂いた方からの意見、感想等
をご紹介します。 

・弊社の事業には、全国の酪農家や農村との連携もあり、色々と活用させ    
 て頂きます。                    （食品製造業） 

  

・６次産業化支援策活用ガイドを興味深く読ませていただきました。今ま 

 では、農家の方々は、補助金に頼っている方が多いという印象がありま 

 す。これからは、農家の方々が団結して、地域主体で「地域振興」を行 

 うことがこれから求められていると思います。「自分たちで考え、行動 

 して、地域経済の活性化を自らの手で成し遂げる」という農家の方々の 

 意識改革が重要だと思います。              （教育者） 

 ８ . 読者の皆様からの声 

1０ 

  

 食料産業レタ－編集委員伒では、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。  

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。 

  【食料産業レタ－・トップペ－ジ】 

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


