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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。 
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１．「地理的表示」を知的財産として登録・保護 

  地理的表示法が成立しました！ 

（1）地理的表示保護制度とは 

 地域で育まれた伝統と特性を有する農林水産物・食品のうち、品質等の特性が産
地と結び付いており、その結び付きを特定できるような名称（地理的表示）が付さ
れているものについて、その地理的表示を知的財産として国に登録することができ
る制度です。 

地理的表示のイメージ   例：○○干柿（※架空の農産物） 

１ 

と   し 

 平成26年６月18日に「特定農林水産物等の名称の保護に関する法律」（地理的
表示法）が成立しました（公布：６月25日）。 



 登録された団体が、産品の明細書に合致するよう適切に品質管理を行っている
と認められた場合、生産者は登録された地理的表示を使用することができます。 
 その際、その産品には、地理的表示に加えて、地理的表示であることを示す統
一マ－クを付けることになります。 

（３）地理的表示保護制度がもたらす効果 

 平成27年６月までに制度の運用が開始されます。今後、できるだけ早い段階
で、具体的な内容についてお示ししたいと考えています。 

１）  地理的表示の登録 

（２）地理的表示法の概要 

 農林水産物・食品の生産・加工業者の団体は、「その産品の生産地や満たすべき
品質等の基準を記載した明細書」と「団体の品質管理の方法」を定めた上で、登録
の申請を行い、農林水産省において適切な手続を経て登録されます。 
 

※ 酒類については、既存の法律（酒類業組合法）で登録されます。 

２）  地理的表示の使用 

３）  不正表示の取締り 

 登録された品質等の基準に満たないものに地理的表示が使用されている場合な
ど、不正使用が発見された場合、農林水産省が表示の除去を命ずるなど、取締り
を行います。 

生産・加工業者 

農林水産大臣 
※１ 明細書作成 

※ 手続の透明性・公平性も確保 
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※２ 複数の団体を登録することも可能。地域のブランド協議会等を含む。  

生産・加工業者 

生産・加工業者 

 この法律では、１）地理的表示を生産地や品質等の基準とともに登録し、２）
その基準を満たす産品に使用を認め、３）地理的表示の不正使用を国が排除しま
す。 

［フロー図 ③］ 

［フロー図 ①、②］ 

［フロー図 ④、⑤］ 

地理的表示法についての詳しい内容は、下記URLからご覧いただけます。 
 ⇒ http://www.maff.go.jp/j/shokusan/sosyutu/GI/chiri_teki_hyouji_hou.html ２ 

① 生産者利益（地域の知的財産）の保護 
            農林水産物等の適切な評価・財産的価値の維持向上  

② 需要者利益の保護 
            高付加価値の農林水産物等の信用の保護・需要の確保  



２．特定農産加工法が平成31年６月30日まで 
  延長されました 

 農産加工品等の関税引下げ等による経営環境の変化に対処するため、国内の特
定農産加工業者（※）が行う経営改善措置等について、株式会社日本政策金融公
庫等による長期低利融資や税制上の特例（事業所税の特例等）の措置を講ずるも
のです。 

１） 法の有効期限の延長 
  特定農産加工業者の経営の改善を引き続き促進するため、法の有効期限を 
 ５年間延長（平成３１年６月３０日まで）します。 
 
２） 報告徴収に係る罰金額の引上げ 
    報告の徴収に係る罰金額の上限を１０万円から３０万円に引き上げます。 

３ 

（１）特定農産加工法とは 

（２）特定農産加工法の改正の概要 

特定農産加工法については、以下のURLをご参照ください。 
 ⇒ http://www.maff.go.jp/j/shokusan/sanki/tokutei_nousanho/index.html 
 
【お問合せ先】 農林水産省食料産業局食品製造卸売課 ０３－６７４４－０４８０ 

 
 

・計画承認 
 ①経営改善計画         １４９件 
 ②事業提携計画              ６４件 
    計            ２１３件 
 
・融資 
   ２２９件         ７１０億円 
 
・税制 
 ①国税    特別償却 
       ６５件         ３９６百万円 
 ②地方税 事業所税 
      １２２件     １７９百万円 

  ＜参考＞平成２６年６月現在の貸付条件 
・貸付利率：２．７億円まで  年０．６５～０．８５％ 
        ２．７億円超   年０．８０～１．００％ 
・償還期限：１５年以内（うち据置期間３年以内） 

実績（平成２０～２４年度） 

特定農産加工法のスキ－ム 

特定農産加工業者の経営の改善 

特定農産加工業を営む事業者 

都道府県知事の承認  

 

・（株）日本政策金融公庫 
 等による長期低利融資 
 
・所得・法人税の特別償却  
 （３０％） 
 
・事業所税の課税標準の特例 

支援措置 

経営改善計画 
（新商品・新技術の利用等） 

事業提携計画 
（生産等の共同化、合併等） 

 

・（株）日本政策金融公庫 
 等による長期低利融資 
 

支援措置 

かんきつ果汁製造業、非かんきつ果汁製造業、
パインアップル缶詰製造業、こんにゃく粉製造
業、トマト加工品製造業、甘しょでん粉製造業、
馬鈴しょでん粉製造業、米加工品製造業、麦加
工品製造業、乳製品製造業、牛肉調製品製造業、
豚肉調製品製造業 

（※）特定農産加工業種： 

 「特定農産加工業経営改善臨時措置法」（特定農産加工法）は、平成26年６月
30日までの有効期限とされておりましたが、特定農産加工業者を取り巻く環境は、
依然として厳しい情勢にあることから、５年間の延長が決まりました（公布：６
月11日）。 
 特定農産加工業は国産農産物の重要な販路であることから、今後、計画承認要
件の追加を行うことにより、特定農産加工業者の地域農産物の利用促進につなげ
ていきます。 



 産業連携ネットワ－クでは、６月19日に、農観
連携を推進する上での課題を検証し、先進事例か
ら課題解決の糸口を探り、ノウハウの共有を図る
ことを目的に「農観連携交流会」を開催しました。 

        「農観連携交流会」が開催されました 

事例発表者の紹介 

４ 

【（株）ＪＴＢ総合研究所の発表】 

【フードバレーとかち推進協議会の発表】 

発表者 

・農村振興局農村政策部都市農村交流課   ・観光庁観光地域振興部観光地域振興課 

・株式会社JTB総合研究所             ・フードバレーとかち推進協議会 

・一般社団法人雪国観光圏                             ・ NPO法人遠野山・里・暮らしネットワーク 

・株式会社農林漁業成長産業化支援機構 

 農家民宿や農家レストラン・カフェ、コミュニティカフェ、産
直機能の充実等、グリーン・ツーリズムの拠点づくり、教育
旅行やワーキングホリデーの受入れを中心に取組を進め、 

土地の人が地元の魅力を再認識し、誇れるまちであると認
識することを事業目標に掲げ、市民が主役となったツーリズ
ムを推進している。 

 その姿勢は「無理をしない」、「自ら楽しむ」、「体験より体
感を」のスローガンに表れている。 

 事業主体 

 

 取組概要 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 取組の成果  
 「遠野グリーン・ツーリズム研究会」を中核として地域内の
多様な団体が連携し、“立ち寄り農家プロジェクト”など地域
の魅力を体感できる活動を多様に展開している。 
 平成25年は教育旅行や農村体験を組み込んだ自動車免
許教習合宿、東北ツーリズム大学、ワーキングホリデー、乗
馬体験等を通じて年間1,000名超の交流人口を創出している。 

ＮＰＯ法人遠野山・里・暮らしネットワーク                    
（岩手県遠野市）      （平成15年3月設立） 

体験よりも体感を重視 

  農家レストラン 

  「夢咲き茶屋」 

炭焼き職人体験 

子どもの体験型
修学旅行を受入 

外国人旅行者との触れあい 

３. 報告 

 事例発表では、「サ－ビスに付加価値を付けることが
重要であり、無理をせずに楽しんで取り組むことに心掛
けている」といったお話があり、会場からは多くの質問
が出され、農観連携を進める上での乗り越えるべき課題
とその対応方策を共有することができました。 
 次回は、９月初旬に医福食農連携に関する交流会を開
催する予定です。 

交流会にて発表いただいた事業者等の取組内容については、下記URL（産業連携ネットワークHP）から
ご覧いただけます。⇒ http://www.maff.go.jp/j/shokusan/sanki/kouryu26.html 

 貴重な観光資源である農山漁村の魅力と近年多様化する観光需要を結びつける
ため、平成26年１月に農林水産省と観光庁が「農観連携の推進協定」を締結し
ました。農山漁村では農林漁業者と観光事業者等の連携による６次産業化が進展
しつつある中、旅行者が地域ならではの魅力を楽しめるような取組の促進が求め
られています。 



      「日本食・食文化が切り拓く 

       健康長寿産業シンポジウム」が開催されました 

医福食農連携による新たな市場開拓を目指して 

国内はもとより海外においても高齢化が進んでおり、特にアジアでは今後20

年間で高齢者人口が2倍になるとの予測もあり、食を通じた健康長寿の実現は世

界的な関心事と考えられている中、健康食としての日本食が世界的に注目されて

います。 

パネルディスカッションの様子 

主催者挨拶する山口外食産業室長 

農林水産省では、健康長寿と食に関する市場が拡大していくことを見据え、平

成26年度から「医福食農連携コンソ－シアム整備等支援事業」に取り組んでい

ます。この事業では、健康長寿者の食ビッグデ－タ解析や機能性成分の体内での

作用の解明等の科学的知見を活用し、エビデンスを支える医学分野等と食品・農

業分野が連携する取組を支援し、日本の食産業が健康長寿産業として国内外で発

展していくことを目指しています。 

医福食農連携による新たな市場開拓の気運を高めていくため、6月27日に、

「日本食・食文化が切り拓く健康長寿産業シンポジウム～慶應義塾における百寿

総合医学研究と食育イニシアチブ～」（主催：農林水産省）を開催しました。当

日は、食品企業や学術機関の研究者約200名が参加し、参加者も含めて活発な意

見交換が行われました。 

今後、2015年の「食料」をテ－マとしたミラノ万博や2020年オリンピッ

ク・パラリンピック東京大会等、日本食・食文化を世界へ発信する機会が控えて

います。こうした機会に「健康食としての日本食」をアピ－ルできるよう、エビ

デンスに基づく食品・サ－ビス開発に取組やすい環境を整え、今後も医福食農連

携の取組を広めていきます。 

日本食・食文化が切り拓く健康長寿産業シンポジウム概要 

日 時 ： 平成26年６月27日（金） 15時～19時 

場 所 ： 慶應義塾大学三田キャンパス 北館ホール 

内 容 ： セッション１ 

「健康寿命延伸産業振興に向けた政府の取組」 

内閣官房健康・医療戦略室 藤本康二 参事官 

「健康長寿社会実現のためのサービス産業の方向性と課題」 

セコム医療システム（株） 布施達明 代表取締役社長 

セッション２ 

「疫学研究から見た日本人の食生活の特徴と長寿 
 ：国際比較とコホート研究の知見から」 

慶應義塾大学医学部  岡村智教  教授 

パネルディスカッション：「健康長寿延伸のための食育戦略」 

セッション３、４ 

「スロージョギング健康法」 

福岡大学スポーツ科学部  田中宏暁  教授 

「腸内細菌による免疫モデュレーション」 

（独）理化学研究所  本田賢也 チームリーダー （当時） 

進行：慶應大 武林亨教授 登壇者：山口室長、布施社長、岡村教授 
             慶應大 吉村公雄講師、新井康道講師 

４. 報告 

５ 



 真庭市は、中国山地のほぼ中央、岡山県の
北部に位置し、北端は鳥取県に隣接、北部は
大山隠岐国立公園を擁する蒜山高原、中央部
には神庭の滝や湯原温泉郷、南部には行政・
商工業の中心エリアがあります。 

    

     「バイオマスを生かした杜市づくり真庭！」       

                   ～中国四国農政局～ 

 

５．地方 
    だより 

 中国四国農政局から、バイオマス産業都市に決定した岡山県真庭市の「バイオ

マスツア－真庭」を紹介します。 

６ 

 「バイオマスツア－真庭」の取組が評価され、
平成20年に「農商工連携８８選」に選ばれ、
また、平成21年には「新エネ大賞」を受賞し
ました。 

 真庭市では、今後も、バイオマス資源を生かしながら、発電事業、有機廃
棄物資源化、産業観光拡大に向けた取組を推進し、魅力あるまち「真庭バイ
オマス産業杜市」をめざしていきます。 

城下町勝山の町並み 

工場見学 

岡山県真庭市 

木質ペレット 

と  し 

バイオマスツアーの行程（例） 

バイオマス発電プラント 

ハウスでのペレットボイラー活用 

 日本のバイオマスタウンを目指す真庭市
では、主要産業である林業・木材業の木質
系バイオマス、酪農業における家畜の排泄
物などの畜産系バイオマス、食品廃棄物・
生ゴミなどの食品系バイオマスを利活用し、
バイオマスに関する先進的な取組を行って
います。 
 「顔の見える産業観光」をコンセプトに、
平成18年に市と地元の真庭観光連盟が連
携して作りあげた「バイオマスツア－真
庭」は、地域の観光業を盛り上げる効果も
もたらしています。 

木質バイオマス供給拠点 ～ ペレット製造 ～木材を利用
した発電プラント ～ 公共施設でのペレット等の活用 ～ 
城下町散策と昼食 等 

※バイオマスツアーは、日帰り又は１泊２日を選択でき、Ａコー
ス（バイオマスをより詳しく知りたい人向け）とＢコース（バイオマ
スに興味がある人向け）があります。詳しくは、ホームページを
ご覧ください。 ＵＲＬ http://www.biomass-tour-maniwa.jp/ 

◆平成２４年度実績 
 集客：約２，５００人 
 売上：約２，０００万円 
 宿泊者数：約１，０００人 



 皆さんは、「商品先物取引」と聞いて、どのよう
なイメ－ジを持たれますか？ 
 

 「営業の人の『儲かりますから』などという甘い
言葉に乗せられて、結局大損してしまう」というイ
メ－ジを持っておられる方も多いかと思います。確
かに、商品の現物を取引するのではなく、市場の価
格変動によって生じる差額で利益を得ようとする場
合には、まさに「投機」ですから、大儲けすること
もあれば大損することもあります。また、過去にこ 

 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。 

    
       「投機の場？ それとも、事業リスクを回避できる道具？」 

                               ～星川 泰輝 商品取引グル－プ長～  

 

６. 幹部の  
    つぶやき 

ういったセ－ルスト－クで消費者を勧誘して、消費者から身ぐるみ剥ぐよう
な商売をしていた業者がいたことも確かです。 
 

 「商品先物取引」が、こういった「投機の場」としての一面を持っている
のは事実ですが、それならば、どうしてこの「商品先物取引」を農林水産省
が所管しているのでしょう？ 
 

 元来、「商品先物取引」は、ある商品について、６か月（米、小豆の場合。
大豆、とうもろこしの場合は１年）以内の将来のある日に、いくらの価格で
売買するか、をあらかじめ約束しておく取引のことです。 
 

 「今年はエルニ－ニョで冷夏になるかも」とも言われていましたが、農産
物の生産は、天候に左右されることも多く、あらかじめ予定していた数量を
生産できない（または、予定以上の数量を生産してしまう）場合も少なくあ
りません。そういった場合、収穫期の市場価格だけで取引をしていたのでは、
いくらの価格で売れる（買える）かがはっきりせず、生産者にとっても、購
入者にとっても、経営の安定を図ることが難しくなります。 
 

 こういった時に、「商品先物取引」で、将来の価格をあらかじめ決めて取
引をしておけば、（もっと儲けるチャンスは逃すかもしれませんが）とりあ
えず将来の取引価格は決まるので、計画的に経営を組み立てることが可能に
なります。 
 

 これはあくまでも一例ですが、このように「商品先物取引」を活用するこ
とで、将来の価格変動等に対する事業リスクが回避できることから、そうい
う産業インフラとして、農林水産省が農産物に関する「商品先物取引」を所
管しているのです。 
 

 今後は、農業者も優れた経営感覚をもって経営に当たることが必要となる
と思われますので、農産物の流通ル－トを検討する際の選択肢の一つとして
こういった仕組みがあることを知っていただけるよう、農業者のみならず農
産物の流通に携わる皆様への広報にも取り組んでいきたいと思っています。 

星川商品取引グループ長 

７ 



  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/ 

８ 

  
 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 

 ご活用下さい!!「６次産業化支援策活用ガイド（平成26年度７月版）」を発行しました！ 

 節電アクション2014夏～食品～のご紹介 

 「輸出戦略実行委員会」第１回会合が開催されました！ 

  中国四国農政局松山地域センターより直売所による交通弱者・買い物困難者対策の取り組み
を紹介します！第三弾 

  食品ロス削減国民運動～ろすのん普及活動・企業編～② 

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 


