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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】   


