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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。 

１ 

１．平成26年度予算が閣議決定しました 

 平成25年12月24日、平成26年度予算が閣議決定されました。農林水産関係予

算のうち食料産業局関係の概要については、次のとおりです。 

                          〔 〕内は前年度予算額 

 (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 

１）  農林漁業成長産業化ファンドの本格展開 

 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。                   

 (株)農林漁業成長産業化支援機構を通じ、
生産・流通・加工等の産業間が連携した取組
について、資本の提供と経営支援を一体的に
実施します。 

【150億円（財投資金）〔350億円〕】 

ア ６次産業化ネットワ－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がネ 
 ットワ－クを構築して行う６次産業化等の 
 取組を推進するため、都道府県段階で６次  
 産業化プランナ－等を配置し、農林漁業者 

２）  ６次産業化支援対策 

 等による新商品開発・販路開拓、六次産業 
 化・地産地消法等の認定者による施設整備  
   等を支援します。 

イ 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－トするため、６次産 
   業化中央サポ－トセンタ－を設置するとと  
 もに、情報交換会やセミナ－等の開催、事 
   例情報の収集・提供等を行います。 
      また、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 
        する人材の育成を行います。 

       【26.8億円〔36.2億円〕】 
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４）  学校給食における地産地消の推進 [新規]  

２ 

 (2) 日本食・食文化魅力発信 

 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。 

１） 日本食・食文化普及推進総合対策    

ア 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 
  料理学校や海外給食事業者等と連携した  
 メニュ－開発による日本産食材の活用促進、   
 海外主要都市での日本食文化週間の実施、  
 海外ジャ－ナリスト等を活用した日本食・ 
 食文化の魅力発信等の取組を行います。 

 ② 国内向けプロジェクト 
  国内の各地において、消費者や食関係者  
 等を対象とした日本食・食文化に係るセミ  
 ナ－・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るイベン 
 トの実施等の取組を行います。                     

【11.4億円の内数〔－〕】 

   ＜各省との連携＞ 

 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 

２） 日本の食魅力再発見・利用促進事業   

ア 地域の農林水産物の活用促進 

 ○学校給食における地場食材の利用拡大 

  現場の創意工夫を生かし、学校給食の食  
 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支援します。 

【15.2億円〔－〕の内数】 
 

   ＜各省との連携＞ 
  文科省のス－パ－食育スク－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 

イ 全国レベルでの国産農林水産物・食品の 
  消費拡大 

 ○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。 
       【15.2億円の内数〔－〕】 

３）  医福食農連携の推進 [新規] 

ア 医福食農連携コンソ－シアム整備等支援   

 医学・農学等の関係者や食品産業事業者等
による医福食農連携に関するコンソ－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。                          

           【4.1億円〔－〕】 

イ 介護食品普及支援 

 介護食品を広く国民に普及させるためのシ 
ンポジウムの開催や、地域の関係者が連携し   
        た介護食品の提供システム 
        の構築等に向けた取組を支 
        援します。    

     【0.3億円〔－〕】 

イ 日本食・食文化の普及支援事業   

 海外の料理学校における日本食講座の開設、
海外主要都市での日本食レストランウィ－ク
の実施、海外の外食事業者団体等が主催する
見本市への出展等の取組を支援します。              

【11.4億円の内数〔－〕】 



  

１） 輸出戦略実行事業 [新規] 

 「国別・品目別輸出戦略」の効果的な実施
に向け、オ－ルジャパンの輸出促進の司令塔
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輸出戦略等につい
て議論を行います。また、司令塔の下で、品
目別輸出団体による輸出拡大方針を作成し、
実効性のある産地間調整やマ－ケティング戦
略を実現し、輸出拡大を図ります。 

                        
【1.5億円〔－〕】 

   ＜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   
 省及び観光庁との連携 

 「国別・品目別輸出戦略」に沿った取組を推進するた 
 め、オ－ルジャパンでの戦略実行委員会を創設 

２） 輸出倍増プロジェクト 

 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－
ト体制を強化するとともに、農林漁業者や食
品事業者等が行うジャパン・ブランドの確立
に向けた取組や産地間連携の取組等を支援し
ます。また、輸出拡大に必要な調査等を実施
します。                        

【18.0億円〔17.5億円〕】 

   ＜各省との連携＞ 

 外務省及び経済産業省との連携 

 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－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－ト体制を強化 

４） 輸出対応型施設の整備  

ア 食肉・青果関連の施設整備 [新規] 

   輸出青果物の長期保存が可能な低温貯蔵施
設やイスラム圏向けのハラ－ル対応型食肉処
理施設等の整備を支援します。 

【優先枠30億円〔－〕】 

イ 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 

  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、出荷の過程で輸出先
国のHACCP基準等を満たす荷捌き所や岸壁
等の整備を推進します。 

【103.9億円〔129.4億円〕】 

６） ミラノ国際博覧会政府出展委託事業 

 2015年ミラノ国際博覧会への政府出展に
向け、我が国の「食」に関する様々な取組を
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、運営計画の策定等の
開催準備等を実施します。  

【11億円〔6.1億円〕】 

   ＜各省との連携＞ 

 経済産業省及び国土交通省との連携 

 ミラノ国際博覧会における日本館の出展準備 

 (3) 輸出の拡大などグロ―バルな「食市場」の獲得 

 「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－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。 
 また、食産業のグロ－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－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。 

３ 

３） 食品産業グロ－バル展開インフラ整備事業 

 食品産業の海外展開に向けて、各国の食品
の規格基準・規制等に係る情報の収集・共有
化を行います。また、海外の食品ビジネスに
精通した人材の確保・活用等を支援します。                       

【2.0億円〔0.6億円〕】 

   ＜各省との連携＞ 

 経済産業省所管のク－ル・ジャパン推進機構と連携 
 して食産業のグロ－バル展開を推進 

５） 日本食・食文化普及推進総合対策【再掲】 

 料理学校や海外給食事業者等と連携したメ
ニュ－開発による日本産食材の活用促進を図
るとともに、海外主要都市での日本食レスト
ランウィ－クの取組等を支援します。  

【11.4億円〔 － 〕】 



  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事業構想から 
運転開始に至るまでに必要なサポ－ト、課題
の克服方法等の共有を図るためのワ－ク
ショップの開催等を通じ、再生可能エネルギ
－を活用して農山漁村の活性化に取り組もう
とする者にとっての共通のプラットフォ－ 
ムの構築を支援します。 

 【0.3億円〔0.2億円〕】 

１） 地域における活動への支援 

 (4) 農山漁村活性化再生可能エネルギ－総合推進事業 

 地域主導で再生可能エネルギ－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。 

 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、 
 漁業協同組合、土地改良区等）が行う事業  
          構想の作成、導入可能性調査、   
        地域の合意形成、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。                     

【1.7億円〔1.5億円〕】     

   ＜各省との連携＞ （環境省） 

 地域のニ－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 

地域のためにも、再生可能エネルギ－
発電事業に取り組みたい！でも、電気が
売れるようになるまでのハ－ドルが 

高そうだなあ・・・ 

２） ワンストップ窓口の設置及びワ－クショップ
の開催 

１） 地域バイオマス産業化支援事業 

 ア 地域段階の取組 

  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。                     

【0.2億円〔0.2億円〕】 

イ 全国段階の取組 

  バイオマス産業都市等のネットワ－ク化と
普及のための活動（デ－タベ－ス構築、連 
絡協議会、シンポジウムの開催等）を支援し
ます。   

【0.1億円〔0.1億円〕】 

２） 地域バイオマス産業化整備事業 

 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）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。                        

【9.8億円〔12.5億円〕】 

   ＜各省との連携＞ 

 ７府省との連携（内閣府、総務省、文科省、農水省、 
 経産省、国交省、環境省） 

 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。 

 (5) 地域バイオマス産業化推進事業 

 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。 

６） 輸出促進のための植物防疫対策 

 輸出先国で登録されていない農薬等の国内
での使用を低減する防除技術の確立や輸出解
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、輸出に
必要な検疫事項を産地等へ情報提供するとと
もに、集荷地等での輸出検疫を行うことによ
り、産地等の輸出への取組を支援します。 

【1.8億円〔0.7億円〕】 
【20.5億円〔21.0億円〕(交付金)の内数】  

７） 家畜衛生総合対策 

 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、牛白血病等の家畜の伝染性疾
病の清浄化対策を支援するとともに、野生動
物を対象とした伝染性疾病の監視を行います。
また、検査証明書の電子化対応等により検査
手続を迅速化します。 

【55.2億円〔53.5億円〕の内数】 

４ 
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 (6) 食品ロス削減等総合対策事業 

１） 食品ロス削減国民運動の展開  [新規] 

 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－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－プ構築等を推進します。 

 関係府省との連携の下、食品流通における
３分の１ル－ルなどの商慣習見直しのパイ
ロット事業を展開するとともに、消費者行動
の変革やフ－ドバンク活動の強化、外食にお
けるドギ－バッグ(持ち帰り容器)普及等を総
合的に実施することにより、消費段階も含め
たフ－ドチェ－ン全体で食品ロス削減国民運
動（NO-FOODLOSS PROJECT)を展開し
ます。 

【0.5億円〔－〕】 

 ◆３分の１ル－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 

◆フ－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－カ－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 

２）  新たな食品リサイクルル－プの構築  [新規] 

 食品廃棄物のバイオガス化により再生可能
エネルギ－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－プの
構築のための計画づくり、メタン消化液、
CO2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。 

【0.2億円〔－〕】 

   ＜各省との連携＞ 

 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－ 
 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－プの構築を推進 

４）  食品産業の地球温暖化・省エネルギ－ 
   対策促進事業 

 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－ドチェ－ンの改善につ
なげ、食品関連事業者による地球温暖化・省
エネルギ－対策を普及促進する取組を支援し
ます。                        

【0.2億円〔－〕】 

３）  食品産業リサイクル状況等調査委託事業 

 食品リサイクル法、容器包装リサイクル法
等に基づく点検指導等の効率化を図るための
デ－タベ－スの整備及びリサイクルの状況に
関する調査等を実施します。 

【0.3億円〔－〕】 

 (7) 食品産業の強化 

 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－チェ－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。 

１）  クラウド活用型食品トレ－サビリティ・システム 
    確立委託事業 [新規] 

 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を図
るため、食品事業者毎の既存の食品トレ－サ
ビリティ・システムを生かしつつ、消費者が 

    ＜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 

真に求める農林水産物・食品の情報について、
ビックデ－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
仕組みを構築するためのグランドデザインの
検討を行います。                          

【0.3億円〔－〕】 

５ 

   ＜各省との連携＞ 
 
６府省の連携（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
府省が連携し、官民をあげて食品ロス削減国民運動
（NO-FOODLOSS PROJECT）を展開 

http://www.sozaidas.com/sozai/010302denki/010302denki046-trans.png


２）  食品の品質管理体制強化対策事業 

３）  食料品アクセス環境改善対策事業  [新規] 

 国産食品の安全と国際的な信頼の向上を図
るため、国内の食品製造事業者の衛生・品質
管理体制の強化を図るとともに、 
HACCP等の国際標準の導入促 
進に係る取組を支援します。                          

【2.4億円〔2.6億円〕】 

 地域の関係者が市町村等と連携して設置・
運営する企画検討会が、当該地域における食
料品アクセス環境の改善に向けた方策を策定
する取組を支援します。                         

【0.1億円〔－〕】 

６） 食料品バリュ－チェ－ン構築支援事業 

 バリュ－チェ－ンの優良事例の整理及び促
進方策の検討のほか、商品情報の共有化等が
可能となる流通ＢＭＳを導入するための検 
討・検証や、食品表示の実態調査を踏まえた
原料・商品規格書のガイドラインの検討・普
及等を支援します。                         

【0.4億円〔0.6億円〕】 

７） 卸売市場間ネットワ－ク形成推進事業 

 複数の卸売市場の関係業者が策定する「卸
売市場連携計画」に基づき、ネットワ－ク間
で共同利用する卸売市場内外の物流施設にお
いて、低温保管倉庫や低温配送施設等を新た
にリ－ス方式により導入する場合にリ－ス料
の一部を支援します。 

【0.2億円〔0.2億円〕】 

４） 国際標準化推進委託事業 

 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
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国際標準の原
案作成に関する検討等を行います。                          

【0.2億円〔0.3億円〕】 

５） 災害に強い食品サプライチェ－ン構築事業 

 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、災害時でも機能
するサプライチェ－ンの構築に向けた食品事
業者等による連携・協力体制の構築とその実
証を支援します。                         

【0.3億円〔0.3億円〕】 

 (8) 成長産業化のための政策シ－ズの構築 

 農林漁業の成長産業化に必要な政策シ－ズを構築するため、市場ニ－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。 

１）  緑と水の環境技術革命プロジェクト事業 

 食料産業分野におけるイノベ－ションの創
出を促進するため、農林漁業者や異業種・異
業態の事業者間の連携による市場ニ－ズに即
した新商品等の創出を支援するほか、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。                         

【2.7億円〔3.6億円〕】 

2）  知的財産の総合的活用の推進 

 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、知的財産マネジメント
の普及やその能力を持った人材の育成、地理
的表示を活用した付加価値向上への取組、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、海外における知的財産の侵
害対策強化等の取組を支援します。                         

【1.5億円〔1.3億円〕】 

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] 

 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）の取組をモデルに、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備等を推進します。                          

【0.2億円〔－〕】 

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 

 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「東アジア植物品種保護 
フォ－ラム」の会合を開催するとともに、植
物新品種の審査基準の作成などに関する協力
活動を実施します。                         

【0.3億円〔0.4億円〕】 
６ 



 ア 輸出戦略実行事業 

   輸出戦略の速やかな実行に向け、オ－ル 
 ジャパンでの輸出拡大に向けた司令塔を担  
 う、輸出戦略実行委員会を前倒しで立ち上  
 げ、委員会における実行 
 の方向性・体制について 
 議論を開始します。 
 
  イ  輸出総合サポ－トプロジェクト事業の 
   うち緊急輸出対策事業 

    市場が急速に拡大すると見込まれる新興  
   市場に早急に商流を確立するため、JETRO 

    による海外商談会及び海外見本市出展等  
   を支援します。 
 

  ウ  輸出拡大推進委託事業のうち輸入規制 
     対策緊急調査 

      諸外国の放射性物質に関する輸入規制の 
   緩和に向けた課題等を早期に解決するため、  
   必要なデ－タの収集・整理等を行います。 

【2.0億円】 

 ア  日本食･食文化に係る戦略的情報発信 
      の検討 

     世界各国からの注目度が高まる当面の最 
  大イベント“オリンピック・パラリンピッ 
  ク東京大会”に向け、日本食・食文化に係 
  る戦略的情報発信の方向性を定めます。   

 イ  日本食・食文化ポ－タルサイトの開設 

   国内外の消費者や食関係者等が日本食・  
  食文化の情報に常時どこからでもアクセス 
  できる、各国言語に対応したポ－タルサイ  
  トを開設します。 

 ウ  国内向け魅力訴求活動 

     日本人の日本食・食文化に対する理解向  
  上を図るとともに訪日外国人客への魅力訴   
  求にも資するよう、消費者や食関係者等を 
  対象としたセミナ－・シンポジウムの開催  
  等による情報発信を行います。 

 エ  海外向け魅力訴求活動等 

   海外における日本の高品質な農林水産    

  物・食品の魅力訴求や海外市場開拓のため、  
  メディアを活用した情報発信、海外外食事 
  業者等を招聘した産地勉強会、外交機会等  
  を活用した官民合同協議会の開催・調査等 
  を行います。 

【3.0億円】 

 
２．平成25年度補正予算が閣議決定しました 
 平成25年12月12日、平成25年度補正予算が閣議決定されました。農林水産関

係補正予算のうち食料産業局関係の概要については、次のとおりです。 

 六次産業化・地産地消法及び農商工等連携
促進法により認定された農林漁業者等が、食
品事業者、流通業者、観光業者等の多様な事
業者と「６次産業化ネットワ－ク」を構築し
て取り組む加工・販売施設等の整備に対して
支援を行います。 

【19.9億円】 

（１） 地域活性化のための６次産業化等の推進 

（２） 日本食・食文化の魅力発信と輸出の促進 

 （３） 東日本大震災からの復旧・復興 
                    （復興庁計上） 

 福島県産農産物等に対する正しい理解の促
進により、国内外の市場におけるブランド力
を回復し取引を活発化させるための各種取組
を支援します。 

【16.0億円〔3.0億円※〕】 
  ※このほか、24補正予算で13億円を措置 

７ 

  ６次産業化ネットワ－ク活動整備交付金 

 1) 日本食・食文化魅力発信プロジェクト 

  2) 輸出促進緊急対策事業 

  3)  卸売市場を通じた効率的な流通システ  
       ムの確立 

   生鮮食料品等の円滑かつ安定的な流通や国
産農水産物の輸出促進等を図るため、国際空  
港・港に近い卸売市場を通じた、効率的な物 
流ネットワ－クの構築、海外市場までの一貫 
したコ－ルドチェ－ン化等に向けた施設整備 
を支援します。 

【110.1億円の内数】   



３．農山漁村再生可能エネルギ－法が成立しました！ 

 平成25年11月15日に、「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－電気の発電の促進に関する法律」（農山漁村再生可能エネルギ－
法）が成立しました。 

 農山漁村においてバイオマスや水などの地域資源を活用した再生可能エネル  
  ギ－発電の導入を促進することは、地域の活性化につながる取組として重要で   
  す。 

   一方、農山漁村における再生可能エネルギ－発電は、農林漁業の健全な発展  
  に必要な農林地等を確保しつつ、市町村や発電事業者、農林漁業者等の関係者  
  の密接な連携の下に、地域の活力の向上や持続的発展を図りながら促進される 
  必要があります。 

   このため、「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 
  の発電の促進に関する法律案」を臨時国会に提出し、11月15日に成立、11月  
  22日に公布されました。 

(1) 基本理念 
 
 ① 農山漁村における再生可能エネルギ－電気の発電の促進は、地域の関係者 
  の相互の密接な連携の下、当該地域の活力の向上及び持続的発展を図ること    
  を旨として行われなければならないこと。 
 
 ② 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当たっては、地 
  域の農林漁業の健全な発展に必要な農林地並びに漁港及びその周辺の水域の   
  確保を図るため、これらの農林漁業上の利用と再生可能エネルギ－電気の発 
  電のための利用との調整が適正に行われなければならないこと。 
 
(2) 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－電気の発電の促進 
  に関する計画制度 
 
 ① 国の基本方針に基づく市町村の基本計画の策定 

 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－発電の促進に
よる農山漁村の活性化に関する方針、再生可能エネルギ－発電設備整備区
域、農林漁業の健全な発展に資する取組等に関する事項、基本計画の作成
及び実施に関する協議会等について規定 

 ② 市町村の基本計画に基づく再生可能エネルギ－発電設備整備計画の認定 
    発電設備の種類・規模、再生可能エネルギ－発電設備の整備と併せて行 
       う農林漁業の健全な発展に資する取組の内容等について規定 

 
８ 

○ 農山漁村再生可能エネルギ－法について 

○ 農山漁村再生可能エネルギ－法の概要 



  当法律は、本年の春を目途に施行される予定となっていますが、法律の内容につ 
 いてあらかじめご理解いただくとともに、国の基本方針等の策定に向けて、現場の 
 ご意見を伺うため、１月下旬から各地方農政局等のブロックにおいて説明会を順次

開催しております。関心のある方はどなたでもご参加いただけます。詳しくは以
下のホ－ムペ－ジをご覧ください。 

  ⇒   http://www.maff.go.jp/j/press/shokusan/soumu/140110.html 

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ー電気の 

      発電の促進に関する法律の特徴（農業関係） 

（法律の狙い） 

 農村地域の資源を農業との調和を図りながら再エネ発電に活用し、
売電収益の地域還元や再エネ電気の地域利用等を通じ、農業・農村
の所得向上等による地域の活性化に結び付ける仕組み。 

（基本的枠組み ２）－再エネ発電設備の立地を誘導－ 

 優良農地の確保に支障を生じないよう、市町村が基本計画で定め
る区域（再生利用が困難な荒廃農地等に設定）に再エネ発電設備の
立地を誘導する仕組み。 

（基本的枠組み １）－協議会等による地域主導の計画制度－ 

 市町村、発電事業者、農業者等の関係者から構成される協議会の
設置等を通じ、地域主導による計画的な再エネ発電設備の整備を推
進する仕組み。 

（基本的枠組み ３）－発電設備整備と併せて農業振興の取組を実施－ 

 発電事業者は、再エネ発電設備の整備と併せ、農業の健全な発展
に資する取組について設備整備計画に記載して実施する必要。市
町村は事業者に対し、取組の実施について指導・助言。 

(3) 認定を受けた設備整備計画に係る特例措置 
 
 ① 農地法、酪肉振興法、森林法、漁港漁場整備法、海岸法、自然公園法及び 
      温泉法に基づく許可又は届出の手続のワンストップ化 
 ② 市町村による所有権移転等促進計画の作成・公告による農林地等の権利移 
      転の一括処理 

(4) その他 
 
 ① 国・都道府県による市町村に対する情報提供、助言その他の援助  
 ② 計画作成市町村による認定設備整備者に対する指導・助言 

９ 



太陽光発電を活用した酪農経営による生乳の
ブランド化 
        【北海道・浜中町農業協同組合】 

＜設備＞ 
・   太陽光発電設備  計1,050kW 
＜概要＞ 
・   農業協同組合が主体となり、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。余剰分は売電。 
・ 太陽光発電を活用して生産した生乳を「エコ牛

乳」としてアピ－ル。 
＜効果＞ 
・   酪農家の電力経費の削減。 
・   エネルギーの地産地消と 
 CO２の排出削減。 
・   ブランドイメージの向上。 

＜太陽光発電＞ 

風力発電の売電益による間伐の推進 
【高知県・梼原町】 

＜設備＞ 
・ 風力発電設備 600kW×２基 
＜概要＞ 
・   町が風力発電所を設置。全量売電し、町の環境基
金へ積み立て。 
・   基金積立金により、風車の売電益の一部を使い、

間伐を行った森林所有 
 者に町独自の交付金の交付やペレット向け間伐材の

搬出費用の助成を実施。 
＜効果＞ 
・   地域の森林の適正管理。 
 

＜風力発電＞ 

未利用材を活用した木質バイオマス発電によ
る林業振興 
                       【福島県・グリーン発電会津】 

小水力発電による土地改良区の維持管理費負
担の軽減 
              【栃木県・那須野ヶ原土地改良区連合】 

＜設備＞ 
・   小水力発電設備  計1,000kW 
＜概要＞ 
・   農業用水路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。余剰分は売

電。 
＜効果＞ 
・   土地改良施設の維持管理費の軽減。 
 

発電機設置前の水路 水車・発電機の設置 

＜設備＞ 
・   木質バイオマス発電設備  5,700kW 
＜概要＞ 
・   地元の林業者が主体となって事業を運営。 
・   発電燃料として、未利用間伐材等による木質チッ
プを優先的に使用。 
＜効果＞ 
・   これまで山に放置されていた未利用間伐材を燃料 
 として買い取り、地域林業の活性化に寄与。 
・   発電事業、立木の間伐及び 
 運搬、木質チップへの加工等 
 のための雇用を創出。 

＜小水力発電＞ 

＜バイオマス発電＞ 

【お問合せ先】 
 農林水産省食料産業局再生可能エネルギーグループ 
            ０３－６７４４－１５０７ 

 すでに、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－発電の導 
入により、地域の活性化に結び付けている地域主導の取組が始まりつつありま 
す。農林水産省では、本法律による措置や予算措置などの活用により、このよ 
うな取組を更に推進していきます。 
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○ 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－発電の事例 



４．食品ロスを削減する取組を行っています！ 

 (1) 納品期限の見直しに関するパイロットプロジェクト  
      の中間報告資料が公表されました 

詳しい内容は下記ＵＲＬをご覧下さい。 
 ⇒  http://www.jora.jp/biomas_sougouriyou/workingteam.html 

食品ロス削減のための商慣習検討ワ－キングチ－ムと製・配・販連携協議会は
共同で、経済産業省と農林水産省のサポ－トのもと、加工食品・飲料の小売業者
への納品期限を試行的に緩和(賞味期間の1/3→1/2)し、それによる食品ロス削
減等の効果を検証する実証事業（パイロットプロジェクト）を昨年8月から実施
しています。   

このたび、事務局より中間報告資料が公表されました。 
 
主な内容としては、 

・ 納品期限を緩和することにより、メ－カ－や卸売の段階で食品ロス削減につ 
 ながる可能性が確認された 
・ 一方、小売の段階では、特に問題のなかった企業と食品ロスが増加した企業  
 に分かれた 
といったことが報告されています。 
 引き続きプロジェクトは継続され、最終報告は３月に行われる予定です。 

パイロットプロジェクトのイメ－ジ 

２ヶ月 ２ヶ月２ヶ月

製造日 納品期限 販売期限 賞味期限

メーカー

3ヶ月

返
品

納品期限切れ在庫、
返品、廃棄／転送の変化

販売期限切れ
在庫の変化

返品、未出荷
廃棄の変化

購買行動
の変化

消費者

【飲料】
アサヒ飲料、伊藤園、キ
リンビバレッジ、サント
リー食品インターナショ
ナル、日本コカコーラ

【菓子】
江崎グリコ、亀田製菓、
不二家、ブルボン、明
治、森永製菓、ロッテ

伊藤忠食品、加藤
産業、国分、コン
フェックス、昭和、高
山、トモシアホール
ディングス、ドルチェ、
ナシオ、日本アクセ
ス、ハセガワ、三井
食品、三菱食品、
山星屋

メーカー 卸 売

卸 売 スーパー

店頭での販売

店頭から撤去、廃棄
(一部値引き販売)

販売期限については、
各小売において設定

製造日 納品期限 賞味期限

3ヶ月

現

行

【スーパー】
イオンリテール、 イズ
ミヤ、イトーヨーカ堂、
東急ストア、ユニー

【コンビニ】
セブン-イレブンジャ
パン、ファミリーマート、
ローソン

スーパー等
パ
イ
ロ
ッ
ト
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

（賞味期限６ヶ月の場合）

※販売期限は小売店が商品管理の必要性から独自
に設定する店頭で商品を販売する期限のこと。
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(2) 食品ロス削減国民運動キャラクタ－の 
                                            愛称が決定しました！ 

“ろすのん”だのん。 
みんなの力で僕のことを 

広めてほしいのん。 
これからよろしくのん。 

  

○名前：ろすのん（性別 ♂） 
 ・食品ロスをなくす(non)という意味から命名 
 ・280件の応募の中から決定（平成25年12月） 
○ろすのんの口グセ：語尾に「のん」がつく 

○好きな食べ物：刺身のつま、パセリ 

○夢：食品ロスがなくなること 

○好きな言葉：残り物には福がある 
 

食品ロス削減国民運動については、下記URLを参照して下さい。 
 ⇒ http://www.maff.go.jp/j/shokusan/recycle/syoku_loss/index.html 

農林水産省の食堂でも僕の 
食べきり運動やってるのん。 

見に来てのん。 

 昨年10月より食品ロス削減国民運動キャラクタ－の愛称を募集し、審査の結 
果、「ろすのん」に決定しました。多数のご応募を頂き、厚く御礼申し上げます。
「ろすのん」と共に、引き続き、食品ロス削減国民運動の展開に取り組んで参り
ます。 
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 農林水産省の職員食堂では、ポスタ－と
テ－ブルトップ（三角柱）を設置し、職員
に食品ロス削減の取組を呼びかけています。
ポスタ－とテ－ブルトップの版下は、農林 

水産省のＨＰに掲載して
おりますので、ぜひご活
用ください。（このまま
使用する場合、利用許諾
などの手続きは必要あり 
ませんので、どんどん 
使って頂いて結構です。） 
 

農林水産省における食品ロス削減国民運動の取組を紹介します！ 

← ろすのんテ－ブルトップ（三角柱） 

↑ 農水省内の食堂で食べきり運動に取り組
む農林水産省職員 



【取組内容】 

 12月18日（水）東京コンファレンスセンタ－品川において、野村アグリプラ 
ンニング＆アドバイザリ－株式会社主催の「第1回 6次産業化推進シンポジウ 
ム」が開催されました（農林水産省後援）。 
 

 シンポジウムでは、全国の6次産業化の取組のうち優良な事例を表彰し、受賞 
者の取組内容を紹介するとともに、ネットワ－ク構築やファンドの活用に向けた
実践的な手法等について、パネルディスカッションを行いました。 
 

 6次産業化優良事例表彰では、「農業生産法人こと京都株式会社」（京都府京 
都市）が農林水産大臣賞、「株式会社庄内こめ工房」（山形県鶴岡市）、「有限
会社ひよこカンパニ－」（鳥取県八頭町）、「馬路村農業協同組合」（高知県馬
路村）、「株式会社コッコファ－ム」（熊本県菊池市）、「あしきた農業協同組
合」（熊本県芦北町）がそれぞれ食料産業局長賞を受賞しました。 

         6次産業化推進シンポジウムが 
                                          開催されました 

 
シンポジウム及び受賞者の取組内容の詳細については、下記ＵＲＬ（野村アグリプランニング
＆アドバイザリ－株式会社ホ－ムペ－ジ）からご覧いただけます。 

⇒  http://www.nomuraholdings.com/jp/company/group/napa/index.html 

 

【受賞者の記念撮影】 【授賞式の様子】 【パネルディスカッションの様子】 

【ねぎを加工した商品】 

 農林水産大臣賞受賞者の紹介（農業生産法人こと京都株式会社） 

 京都特産の九条ねぎ（青ねぎ）を食材として利用 
  しやすいようカットし、供給することで、青ねぎの 
  食習慣が少ない関東でラ－メンの食材としての需要 
  を新たに創出。 
 

 低温による鮮度管理を徹底し、カットねぎに新鮮 
  というバリュ－を付加するとともに、他のねぎ生産 
  者との連携による商品の周年安定供給を実現し、販 
  路を開拓。 

５. 報告 

 自社及び契約農家（30戸）が栽培した「九条ねぎ」を自社工場において 
  カットねぎ等に加工し、首都圏のラ－メン店(300店と独占契約)、ス－パ－、   
  百貨店などに販売。 
 

 売上高は、就農当時の400万円(平成7年)から5億9千万円(平成24年)ま 
  で拡大。 
 

 平成25年4月に、(有)トップリバ－(長野県)や(株)さかうえ(鹿児島県)と 
  連携し、統一ブランド「ベジレクト」として野菜直販事業を展開。 
 

 平成26年1月には、全国のねぎ生産者と連携し、「こと日本」を立ち上 
  げ、供給体制を強化するとともに、将来的には輸出も予定。 

【受賞のポイント】 
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 (株)あいあいファ－ムは、外食事業を展開する親会社への食材供給や事業展
開のために、平成21年に農業生産法人として設立されました。 

 同社は、今帰仁村の廃校 
を活用して食品加工、農業 
体験や直売所等を整備して 
います。また、廃校周辺の 
耕作放棄地等を利用した有 
機栽培による大豆や野菜、 
特別栽培によるパインアッ 
プルなどの生産も行ってお 
り、総面積約8.3haに約 
40品目を作付けしています。 

 自社で生産した農産物を原料とした島豆腐、ジャム、天然酵母パンやスイ－
ツ等の加工食品も製造しており、直売所等で広く販売しています。さらに、親
会社の外食事業や食事配達事業へ安定的に供給するなど、生産、加工、販売等
の一体的な取組を進めています。これら取組は、地域における耕作放棄地の解
消に寄与するだけではなく、地域の雇用を支えることで、地域活性化に大きく
貢献しています。 

               併せて、農業施設や加工施設を活用して、地 
              域の小学生や県内外からの観光客等を対象とし 
              た野菜や果樹の収穫体験や、パンや島豆腐、ソ 
              －セ－ジ等の加工体験など総合的な教育ファ 
              －ムを展開しており、これら事業の先進的な取 
              組をしている三重県の農事組合法人「伊賀の里 
              モクモク手づくりファ－ム」と人事交流や情報 
              交換等を行うことで、経営の発展に役立ててい 
              ます。 

 現在、フランス発祥の「オ－ベルジュ※」をモデルとして、「健康」と「長
寿」をテ－マに地域の食文化等の浸透を図るため、農家レストランや宿泊施設
の整備を行っており、今年度中のオ－プンを目指しています。さらに、地域で
活躍できる人材を育成するため、地元大学や農業高校と連携して、インタ－ン
シップを取り入れる予定です。 

 今後は、24時間操業の国際貨物航空タ－ミナルを活用し、アジアへの農産
物等の輸出や、レストランなどアジアの主要都市への海外展開にチャレンジす
る予定です。 

    

       廃校を活用した６次産業化の取組       

                    ～沖縄総合事務局～ 

 

６. 地方 
   だより 

 沖縄総合事務局より、廃校を活用して食品加工施設、農業体験施設、直販施

設等を整備し、６次産業化に取り組んでいる事例を紹介します。 

加工施設でソ－セ－ジづくり体験 

廃校を活用した施設の全景（手前は体験農場） 

なきじんそん 

※ オ－ベルジュとは、郊外や地方にある宿泊設備を備えたレストランのこと。  
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 皆さん、つつがなく新しい年をお迎えのこと 
とお慶び申し上げます。初夢はいかがだったで 
しょうか。一年の計は元旦にあり、と新たな計 
画を立てられた方もいらっしゃるのではないで 
しょうか。 

 昨年に引き続き、私の今年のキ－ワ－ドは       
「もったいない」です。「そのものの値打ちが 
生かされず無駄になるのが惜しい」（広辞苑） 
との意味で、外国語には訳せない、私たちが大 
切にしたい日本の言葉です。 

 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。 

    

           食べものに、「もったいない」を、もう一度。 

                               ～長野 麻子 食品産業環境対策室長～  

 

７. 幹部の  
    つぶやき 

 いつでも、どこでも、おいしく食べられる便利な日本になりましたが、ま
だ食べられるのに捨てられている食品ロスがどれくらいあるかご存知でしょ
うか。その量、なんと年間500～800万トン、世界全体の食料援助量の２倍
という実に「もったいない」ことになっています。世界でまだ８人に１人が
栄養不足にある中で、食料の６割を海外に依存する私たちがまだ食べられる
食料を大量に捨てているというのは、そのうち世界のお腹を空かせた国から
叱られるのではないかと思っています。また、食べ物の生産には土地、水、
エネルギ－などの貴重な資源を使っていますので、食べずに捨てることは限 
りある資源を無駄にすることとも言えます。 

長野食品産業環境対策室長 

 10年ほど前にバイオマス政策を担当していた頃から、「大量生産・大量消
費・大量廃棄社会」から「持続可能な社会」へと転換し、美しい地球を未来
に引き継ぎたいと願ってきましたが、食品ロスの問題はまだまだ「持続可 
能」とは言えません。 

 地球温暖化問題と同様に、食品ロス削減の問題は私たち一人ひとりが
「もったいない」精神を意識して、ライフスタイルを変えていくことが大切
と考えています。例えば、冷蔵庫の中身をこまめにチェックする、食べられ
る量を注文して残さず食べる、ス－パ－では棚の前の商品から買うなど、ラ
イフスタイルの小さな転換の積み重ねが食品ロスを減らしていきます。今号
の11ペ－ジにあるように食品企業の挑戦も始まっていますし、12ペ－ジの
「ろすのん」は、これから国民運動のキャラクタ－として育てていきたいと
思っています。皆で食品ロス削減に向けた国民運動を展開して、この社会的
な課題を解決していきましょう。さらに、世界に「もったいない」精神を広
め、日本の技術や知恵で世界の食料安全保障にも貢献できればと思います。 

 お正月もお節やお雑煮をたいらげ、新年会で食べきりをした結果、体重の
微増が悩ましいところではありますが、今年も「もったいないおばちゃん」 
として「もったいない」の輪を広げていきたいと思っています。 
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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 

 品種の識別は、品種保護Ｇメンにおまかせください！ 

 日本食レセプション開催（モザンビーク） 
 ＦＣＰ地域ブランチ活動 

    「第２回ご当地！絶品うまいもん甲子園」のテレビ特番が放映されます！ 

    「リアル美味しんぼ究極と至高の対決」のテレビ特番が放映されます！ 

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 


