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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．平成27年度予算概算要求の概要 

１ 

 ８月29日、農林水産省は、平成27年度予算の概算要求を提出しました。食料産
業局関係の要求の主なポイントは次のとおりです。  〔 〕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 
 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積極的
に活用するとともに、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。 

１）  農林漁業成長産業化ファンドの積極的活用 

 (株)農林漁業成長産業化支援機構を通じ、
生産者が主体となって流通・加工業者等と連
携する取組に対して、資本の提供と経営支援
を一体的に実施します。 

【１50億円〔１50億円〕（財投資金）】 

  また、地方公共団体が主体となって、農
林漁業、商工、金融、試験研究機関等の関
係機関が参画したプラットフォームを構築
して地域ぐるみで６次産業化の取組を行う
場合、新技術の実証、新商品の開発等の取
組、加工機械等の整備に対して支援します。 

２）  ６次産業化支援対策 

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
品製造・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等による施設整備
等を支援します。 

イ ６次産業化の支援体制等の構築 

    ６次産業化に取り組む農林漁業者等の事 
業を総合的にサポ―トするため、６次産業
化中央サポ―トセンタ―を設置し、高度な
専門性を有した民間の専門家（６次産業化
プランナー）の選定・派遣を行うとともに、
情報交換会やセミナー等の開催、事例情報
の収集・提供、新商品開発に必要な事業化
可能性調査等を行います。 

    また、農山漁村地域において新たな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。 

        【41.9億円〔26.8億円〕】 
  

 



３）  医福食農連携の推進 

２ 

関連対策）  学校給食における地産池消の推進 

 学校給食における地場産農林水産物の利用
拡大及び定着に向けて、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文部科学省と連携しつつ
支援します。 

【2.0億円〔2.5億円〕】 

ア 医福食農連携コンソーシアム整備等支援 

    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ーシ
アムを形成し、食と健康の因果関係を科学
的に調査・分析するとともに、国民の健康
に寄与する食品開発を円滑にする取組等を
支援します。 

   ＜各省との連携＞ 

 文部科学省のスーパー食育スクール事業において、
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 介護食品普及支援 

    「新しい介護食品」の愛称や考え方等を
広く国民に普及させるためのシンポジウム
の開催やインターネット等を活用した普及
活動、地場産介護食品の商品開発及び開発
した食品の提供システム確立に向けた取組
を支援します。 

        【5.1億円〔4.4億円〕】 

 

 知的財産の保護・活用により、農林水産業の成長産業化を推進するため、地理的
表示保護制度の活用、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）  知的財産の保護・活用 

（２）地理的表示等の知的財産の保護・活用 

ア 地理的表示保護制度推進事業【新規】 

    地理的表示保護制度の普及啓発に係る情
報提供や、登録申請に係る産地からの相談
を一元的に受け付ける相談窓口を整備しま
す。   

        【1.1億円〔－〕】 

イ 知的財産発掘・活用推進等 

    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に関する普及活
動と人材育成、知的財産を活用した新たな
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。 

        【1.0億円〔1.5億円〕】 

 

２）  植物新品種の保護・強化 

ア 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 

    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〔 0.2億円〕】 

イ 東アジアにおける植物品種保護強化・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
フォーラム」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。 

        【 0.4億円〔0.3億円〕】 

 



３ 
（３）日本食・食文化魅力発信プロジェクト 

１）  日本食・食文化普及推進総合対策 

 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、民間事業者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。 

(ｱ) 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
ナー・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。 

(ｲ) 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
メニュー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、
海外ジャー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。 

        【11.4億円〔9.8億円〕】 

   ＜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・食品の利用促進 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

イ 全国レベルでの国産農林水産物・食品の
利用促進 

     

ア 日本食・食文化の世界的普及プロジェクト 

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
ィークの実施、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。 

ウ 日本食の海外出店等の支援の推進【新規】 
 

    海外の主要都市において、日本の外食産
業の海外進出を支援するテストキッチン・
マーケティング事業、サービス産業ミッシ
ョンの派遣、商圏マップの拡充・更新、 
「和食」の魅力を伝えることを目的とした
日本招聘プログラム、多言語やハラールに
対応可能な「和食」グローバル化に向けた
人材育成等を実施します。 

  また、外食企業の海外展開を後押しでき
るように、海外の料理学校において日本食
メニュー講座を開設します。企業の海外進
出に当たっての現地における日本食材の調
達ルート及びニーズ、コールドチェーン等
のボトルネック、現地で求められる後方支
援についてJETRO等と連携した調査を実
施します。 

 

 

(ｱ) 食のモデル地域の育成 

    地域で生産・加工される国産農林水産物
・食品の消費拡大を推進するため、「食の
モデル地域」における商品開発、販路開拓、
人材育成等を支援します。 

(ｲ) 地域の取組の全国展開 

    食のモデル地域等での消費拡大の動きを
全国的に拡大するため、商談会の開催や消
費拡大促進フェア等の取組を支援します。 

(ｳ) 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文部科学省と
連携しつつ支援します。 

【4.6億円〔6.8億円〕】 

 

(ｱ) 国産農林水産物・食品の消費拡大に向
けた国民運動の推進 

    民間事業者等における優れた取組の各地
での表彰や中食・外食事業者の取組を促進
するための情報発信をするとともに、国民
運動統一ロゴマークの活用の促進を図るこ
と等により、国産農林水産物・食品の消費
拡大を推進します。 

(ｲ) 全国的な消費拡大のためのイベントの
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。 

(ｳ) 新たな米需要創出 

    新たな米加工技術（ゲル化技術）等の利
用による米の新商品・サービスの開発、提
供を支援し、簡便化志向、健康志向等の消
費者ニーズに対応した新たな需要を創出し
ます。 

【11.1億円〔8.4億円〕】 

 

 【1.6億円〔1.6億円〕】 

 【1.0億円〔－〕】 



（４）輸出の拡大などグローバルな「食市場」の獲得 

 「国別・品目別輸出戦略」の着実な実施に向け、輸出戦略実行委員会を指令
塔とし、品目別輸出団体や日本貿易振興機構（JETRO）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・食文化の普及や、「食」がテ―マのミラノ
国際博覧会での出展を行います。 

１） 輸出戦略実行事業 

 「国別・品目別輸出戦略」の効果的な実施
に向け、輸出戦略実行委員会を司令塔とし、
輸出関連事業者等の参加の下、主要な品目毎
の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〔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、国土交通省及び観光庁と連携し、「国別・品目別
輸出戦略」に沿ったオールジャパンでの取組を推進す
るため、戦略実行委員会を設置し、議論。 

３） 輸出総合サポートプロジェクト 

 事業者発掘から商談支援、輸出相談窓口の
ワンストップ化、マーケティング拠点の設置
等、JETROを通じ、輸出に取り組む事業者
に対し、継続的かつ一貫したビジネスサポー
ト体制を強化します。                        

【14.6億円〔10.0億円〕】 

   ＜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。 

２） 輸出戦略の実行に向けた輸出促進体制の
強化 

 「国別・品目別輸出戦略」に沿って、ジャ
パン・ブランドの確立を目指す品目別輸出団
体の育成、産地間連携の促進、輸出環境整備
の取組への支援等を実施します。                      

【9.7億円〔7.0億円〕】 

４） グローバル・フードバリューチェーン戦略の
推進  【新規】 

 食のインフラシステムの輸出に向け、官民
協議会を設置し、重点国におけるフードバ
リューチェーン構築のための調査・取組を支
援します。                      

【2.5億円〔－〕】 

６） 国際農産物等市場構想推進事業  【新規】 

 国際空港近辺の卸売市場から青果物・花き
等を輸出する構想に関し、輸出の実現に向け
た調査、推進計画の策定等を支援します。ま
た、卸売業者や仲卸業者等が輸出対応型の品
質管理高度化設備を導入する取組を支援しま
す。                       

【1億円〔－〕】 

５） 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。                       

【1.1億円〔2.0億円〕】 

   ＜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。 

４ 



５ 

   ＜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。 

９） 日本食・食文化普及推進総合対策 

 料理学校や海外給食事業者等と連携したメ
ニュー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
ランウィークの取組や日本食の海外出店の支
援の推進等を支援します。 

【13.9億円〔11.4億円〕】 

７） 輸出対応型施設の整備  

ア 水産物の施設整備の支援  

 (ｱ)  水産物輸出倍増環境整備対策事業  

  【新規】 

     ＨＡＣＣＰ認定を促進するため、水産
加工施設の改修整備、海域等モニタリン
グ等への支援、水産庁によるＥＵ向けＨ
ＡＣＣＰ認定の体制整備等を実施します。 

【23.9億円〔―〕】 

 (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 

  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。 

【139.0億円〔103.9億円〕】 

イ 青果物・食肉関連の施設整備の支援 
  （強い農業づくり交付金で実施） 

   輸出青果物の長期保存が可能な低温貯蔵
施設や米国、ＥＵ等向けの牛肉輸出に対
応した食肉処理施設等の整備を支援しま
す。 

【優先枠30億円〔30億円〕】 
 
  

 

10） ミラノ国際博覧会政府出展委託事業 

 平成27年ミラノ国際博覧会への政府出展
を通じ、日本の農林水産業、日本食や日本食
文化に詰め込まれた様々な知恵や技が、人類
共通の課題解決に貢献するとともに、多様で
持続可能な未来の共生社会を切り拓くという
日本館のメッセージが確実に発信できるよう、
運営事務、展示管理、行催事・広報活動等を
実施します。 

【8億円〔11億円〕】 

   ＜各省との連携＞ 

 経済産業省及び国土交通省と連携し、ミラノ国際博
覧会における日本館の出展。 

関連対策） 
 食品の品質管理体制強化対策事業 

 食品製造事業者の衛生・品質管理体制を強
化するため、高度化基盤整備の推進とＨＡＣ
ＣＰの導入促進を図るための人材育成に対す
る支援を行うとともに、高度化基盤整備の普
及・定着に係る取組に対する支援及びＨＡＣ
ＣＰ導入後のフォローアップを行います。 

８） 輸出促進に資する動植物防疫体制の整備 

 輸出先国からの要求に応えるため、牛白血
病等の家畜の伝染性疾病の清浄化対策や国内
病害虫情報の収集等を支援します。また、輸
出検疫情報の産地、販売業者、訪日外国人等
への提供等の実施により、国産農産物の輸出
やお土産としての持ち帰りを推進するととも
に、畜産物の検査証明書の電子化対応により
検査手続を迅速化します。 

【5.3億円〔4.0億円〕】  

関連対策） 
 輸出用ＧＡＰ等普及推進事業  【新規】 

 食品安全等に配慮した農業生産工程管理を
通じて生産された農産物が国際的に通用する
仕組みを検討するとともに、産地でのＧＡＰ
の質の向上やＩＣＴ導入により負担軽減を図
る取組を支援します。 

【3.5億円〔2.1億円〕の内数】  

 加えて、海外への輸出の際に取引先から求
めれる基準を満たすＨＡＣＣＰ導入を促進さ
せるための助言・指導や研修会の実施に対す
る支援を行います。 

【2.1億円〔2.4億円〕】  



（５）食品産業の強化 

 食品産業の市場規模の拡大を図るため、食品産業の基盤の強化・国際化を図
るとともに、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） 食品の品質管理体制強化対策事業 

 食品製造事業者の衛生・品質管理体制を強
化するため、高度化基盤整備の推進とＨＡＣ
ＣＰの導入促進を図るための人材育成に対す
る支援を行うとともに、高度化基盤整備の普
及・定着に係る取組に対する支援及びＨＡＣ
ＣＰ導入後のフォローアップを行います。 
 加えて、海外への輸出の際に取引先から求
められる基準を満たすＨＡＣＣＰ導入を促進
させるための助言・指導や研修会の実施に対
する支援を行います。 

【2.1億円〔2.4億円〕】 

２） 国際標準化推進委託事業 

 食品安全マネジメントに関する国際標準ス
キームの策定及び普及を行います。 

【0.2億円〔0.2億円〕】 

３） クラウドを活用した食品情報システム現地
実証委託事業 

 平成26年度に策定するクラウドを活用し
た食品情報システムを構築するためのグラン
ドデザインに基づき、現地実証実験を行いま
す。 

【0.2億円〔0.3億円〕】 

４） 食料品アクセス環境改善対策事業 

 食品流通業者と市町村等の地域の関係者が
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〔0.1億円〕】 

５） 食品サプライチェーン強靭化総合対策事業
【新規】 

 首都直下地震や南海トラフ地震等の大規模
災害時においても、食品流通に係る事業を維
持又は早期に回復させることを目的とした食
品産業事業者による連携・協力体制の構築を
促進するための支援をします。 

【0.2億円〔－〕】 

６） 加工食品バリューチェーン構築支援食品表
示円滑化事業 

 栄養成分表示への対応が困難と想定される
中小零細食品産業事業者等を対象に、栄養成
分表示を作成できる計算ソフトを開発し、そ
の操作に関する説明会の開催を支援します。 

【0.4億円〔 0.4億円〕】 

（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  

 製造業者・卸売業者・小売業者等が連携して取り組む商慣習の見直し等の食品
ロス削減国民運動の展開と併せて、再生利用が進まない川下における食品廃棄物
等の再生利用の取組等を推進します。 

 関係府省との連携の下、個別企業等では解
決が困難な商慣習等の見直しに向けたフード
チェーン全体の取組への支援や、フードバン
クの認知度向上のための活動や信頼性向上の
ための取組への支援等を総合的に実施するこ
とにより、食品ロス削減国民運動（NO-
FOODLOSS PROJECT）を展開します。 

【0.4億円〔 0.5億円〕】 

◆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―等から引き取り、福祉施設等へ
無償提供するボランティア活動 

   ＜各省との連携＞ 

 「食品ロス削減関係者省庁等連絡会議」を構成する
６府省（消費者庁、内閣府、文科省、農水省、経産省、
環境省）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。 ろすのん 

食品ロス削減国民運動 
キャラクター 

６ 



７ 

 食品廃棄物のバイオガス化により、分別の
負担の削減を図りつつ、再生可能エネルギ―
創出と農業生産の高度化に寄与する食品リサ
イクルル―プの計画づくり等の活動を支援し
ます。 
 また、リサイクルループ構築を加速するた
め、近隣住民の理解や協力を得るための取組
やメタン発酵消化液を肥料として利用する農
業者の参画を促進する取組等を支援します。 

【0.3億円〔 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、新た
な食品リサイクルループの構築を推進。 

◆メタン発酵消化液とは 
   有機物をメタン発酵処理し、バイオガスをとった後
に残る肥料成分を多く含む液体 

（７）農山漁村活性化再生可能エネルギー導入等促進対策 

１） 農山漁村活性化再生可能エネルギー総合
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。 

ア 地域における活動への支援 

    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。   

        【1.9億円〔1.7億円〕】 

 イ ワンストップ窓口の設置及びワークショ
ップの開催 

  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〔0.3億円〕】 
 

 
    ＜各省との連携＞ 
 

 環境省との連携し、地域のニー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。 

２）  新たな食品リサイクルル―プの構築  

  農業用施設等での再生可能エネルギーの自
家利用や営農継続型太陽光発電等の農山漁村
における新たな再生可能エネルギーの取組に
ついて、農林漁業者の所得向上につなげるた
めのデータ収集や課題克服手法の検討を実施
します。 

 【0.3億円〔－〕】 
 

２） 農山漁村活性化再生可能エネルギー新課
題対応調査委託事業 【新規】 

３） 小水力等再生可能エネルギー導入推進事業 

ア 小水力等発電の調査設計等への支援  

     小水力等発電施設の整備に係る適地選
定、概略設計、各種法令に基づく協議等
の取組への支援を行います。 

【5.4億円〔5.7億円〕】 

イ 土地改良区等技術力向上支援 

   小水力等発電施設の導入に係る土地改良
区等の技術力向上のための研修会や専門
技術者派遣による現地指導等の取組への
支援を行います。 

【2.2億円〔2.0億円〕】 

ウ 省エネ型集落排水施設実証への支援 

   農業集落排水施設の老朽化や維持管理費
の増加に対応するため、省エネ機器等の
活用による更新整備技術の実証の取組へ
の支援を行います。 

【1.8億円〔1.6億円〕】 
 

 



８ 

２） 地域バイオマス産業化整備事業 

 バイオマス産業都市として選定された地域
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。                        

【12.8億円〔9.8億円〕】 

   ＜各省との連携＞ 

 ７府省（内閣府、総務省、文科省、農水省、経産省、
国交省、環境省）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。 

（８）地域バイオマス産業化推進事業 

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。                     

 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。 

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。   

【0.3億円〔0.3億円〕】 

※ 25補正予算で16.0億円を措置 

関連対策） 
 技術でつなぐバリューチェーン構築のための
研究開発のうち地域バイオマス資源を活用した
バイオ燃料及び化学製品の製造技術の開発 

 バイオ燃料製造に適した資源作物や微細藻
類の育種・栽培技術等の開発をするとともに、
林地残材から石油代替燃料や高付加価値な化
学製品を製造する技術等の開発を行います。                        

【2.5億円〔2.7億円〕】 

（９）東日本大震災からの復旧・復興（復興庁計上） 

 東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う福島県産農産物等に対する風評を払拭
し、ブランド力を回復させるための戦略的かつ効果的なＰＲ活動等を支援します。 

 福島県産農林水産物等について、産地と連
携しつつ出荷時期に合わせて戦略的かつ効果
的にＰＲを行うことにより、福島県産農林水
産物等に対する正しい理解を促進し、ブラン
ド力を回復する事業を実施するため、「福島
県原子力被害応急対策基金」に造成します。                        

【17.6億円〔－〕】 

 福島発農産物等戦略的情報発信事業 

平成27年度農林水産予算概算要求の概要については、以下のＵＲＬをご参照ください。 
 ⇒ http://www.maff.go.jp/j/budget/2015/index.html 



     食料産業が目指す国際標準戦略！ 

９ 

【お問合せ先】  
 農林水産省食料産業局企画課（食品企業行動室） ０３－６７４４－２３９７ 
 
「食料産業における国際標準戦略検討会」の資料や議事概要、報告書等はホームページで確認 
できます。 ⇒ http://www.maff.go.jp/j/shokusan/kikaku/kokusai/siryou1.html 

２. 報告 

（１）背景 

（２）課題 

 世界の食市場が新興国を中心に拡大し、食品
の生産・製造・流通のグローバル化が一段と進
展している中で、食品の安全や信頼確保がいま
だかつてないほど全世界において重要となって
きています。 
 このような中で、食品安全・信頼確保の取組
を世界で統一的に管理する動きが強まっており、
世界的なHACCPの義務化の流れとともに、取
引先にFSSC22000 等のGFSI （世界食品
安全イニシアティブ）承認規格の認証を求める
動きも増加しています。 

 日本の食品業者が生産等のグローバル化や輸出を促進し、国内外から評価され
るためには、 
 ・ 国内における食品安全への取組の向上 
 ・ 国際的な取引において劣後しないよう、国際標準となっているHACCPの

認証を中小企業者でも受けやすくすることによるHACCP導入率の増大 
などを行っていくことが必要です。 

 農林水産省では、食品安全等に係る取引上の国際標準について、
本年５月から５回にわたり「食料産業における国際標準戦略検討
会」で議論を進め、８月８日に検討会の報告書を公表しました。 

（３）今後の戦略 

 食品関係事業者の皆さんの協力を得ながら、次のことを官民連携しスピード感を
持って進めていく考えです。 

※1  

※2 

※ GFSI ： Global Food Safety Initiative 

        （世界食品安全イニシアティブ） 
  

 2000年に、グローバルに展開する食品事
業者（世界70カ国、約400社）が集まり、食品
安全の向上と消費者の信頼強化のためのス
キーム承認機関として発足。 

 現在、GFSI が承認している規格・承認ス
キームはFSSC22000（オランダ食品安全認
証財団）、SQF（全米食品マーケティング協
会）、BRC（英国小売協会）など、欧米・豪州
発の規格９つ。なお、中国がChina HACCP 

の承認を申請中。 

 一方、我が国の食料産業では、HACCPの導入率が中小の食品事業者で３割弱
にとどまっており、今後、我が国の食料産業の競争力を強化するためにも、国際
標準化や認証の分野において日本が主導していくことが重要となってきます。 

※ 

※1  

 ① 中小事業者も取得しやすく、かつ、国際的に通用する日本発の食品安全
マネジメントに関する規格・認証スキームの構築 

 ② HACCP等の知識の普及等による人材育成 
 ③ 海外への情報発信の推進 



6次産業化と地域経済活性化に向けた取組の報告 

     「６次産業化」をテーマに 
      地域活性学会の研究大会が行われました！ 
３. 報告 

◆地域活性学会とは◆ 「地域農業の6次産業化と地域経済の活性

化」をテーマに、地域活性学会第6回研究大会

が開催され、農林水産省から岩瀬忠篤次長

（農林水産研究所兼食料産業局）が来賓の挨

拶とセッションⅠのコメンテーターとして出

席しました。 

地域活性学会とは、地域活性化
の取組支援を目的とし2008年に設
立されました。研究者、各種民間団
体、自治体等が連携し、より実践的
な政策提言・地域活性化の取組支援
を行っています。 

セッションⅠの事例の「夢民村」のほか、「教

育ソーシャルファーム」としてワイン製造をコア

に農業経営の多角化に取り組む北海道上富良野町

の有限会社「多田農園」（多田繁夫社長）、エゾ

シカの肉を有効活用するとともに、オホーツクの

ブランド化を目指している株式会社「知床エゾシ

カファーム」（富田勝将社長）を訪問する機会が

あり、北海道における「多様な6次産業化」の今

後の更なる展開が期待されます。 

多田農園のにんじんジュース 

 6次産業化の事例として、企業及び大学における取組の 
事例が紹介されました。 
 ・「夢民村、六次化の挑戦」 
    （株）北海道夢民村代表取締役 島 秀久  氏 
 

 ・「浜の母さんの想い」 
    昆布森漁業協同組合女性部部長 能登 環  氏 
 

 ・「佐賀大学における農業版MOT教育と6次産業化を担う人材育成」 
    佐賀大学大学院農学研究科 五十嵐 勉  教授 
 

 ・「東京農業大学における地域人材養成～オホーツクものづくり・ 
   ビジネス地域創成塾を中心に～」 東京農業大学 菅原 優  助教授 

第６回研究大会 概要 

夢民村の直売カフェ「Muu」 

10 

HACCP対応のエゾジカ加工施設 

開催日：平成26年７月５日（土）  場所：東京農業大学オホーツクキャンパス 

内 容：基調講演「日本の食文化と地域活性化」講師：小泉 武夫 (東京農業大学名誉教授)  

    セッションⅠ 「６次産業化に向けた地域戦略と人財育成」 

    セッションⅡ 「活力ある自治体づくり・地域づくり」 

    セッションⅢ 「金融機関の新たな戦略と地域活性化」  

 

研究大会開会式の様子 

６次産業化と

地域経済活性化

に向けた取組の

報告 

◆６次産業化に向けた地域戦略と人財育成 

夢民村自社生産酒米を使用した日本酒 

地域活性学会第６回研究大会については、以下のホームページをご参照ください。 
 ⇒ http://www.hosei-web.jp/chiiki/taikai/140331.html 



       子どもたちに食品産業への理解を深めてもらい 

       ました！            ～ 子ども霞が関見学デー ～ 
４. 報告 

 大阪堂島商品取引所の協力をいただき、 

江戸時代の町人に扮した“ちょんまげ君” 

に、江戸時代にコメの値段を決める時や 

その値段を伝える時に使われた暗号（手 

振り、旗振り）について、実演しながら、

子どもたちに分かりやすく説明していた 

だきました。 
 

 “ちょんまげ君”が、手振りの指のか 

たちを使って出した足し算クイズでは、 

小さなお子さんから、お父さん、お母さ 

んまで、多くの方たちが楽しそうに（時 

には難しそうに）答えられていました。 
 

 子どもたちと保護者あわせて２日間で 

600人以上の方々にお越しいただき、 

手振り、旗振りの実演とあわせて、昔の 

市場でのお米の取引の様子についても、 

理解を深めていただきました。 

（１）お米の暗号大公開！！ 

【手振りの説明、足し算クイズの様子】 

 ８月６日・７日に行われた「子ども霞が関見学デー」では、子どもたちが広く社
会を知る機会として食品企業の皆様にもご協力いただき、様々な体験イベントを実
施しました。楽しみながら「食品」について学ぶ多くの親子の姿を見ることができ
ました。 
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（２）しょうゆもの知り博士の出前授業 

 今年も「しょうゆもの知り博士※」による出前

授業を行い、計6回138名の子どもたちが参加

しました。授業では、日本人にとって料理に欠

かせない調味料である醤油が、大豆、小麦、塩

などの原料から発酵によってどのように作られ

ているかを観察し、味や香りを実際に確認する

体験も交えて学習していただきました。 

※ 「しょうゆもの知り博士」について 

 日本醤油協会が協会員を対象として行う養成研修会を修了し、認定された博士です。「食育」活動の一環とし
て、全国の主に小学校を中心に、醤油ができるまでと、食の大事さを学んでいただく出前授業を行っています。 
詳細は、下のURLを参照して下さい。 
 ⇒ https://www.soysauce.or.jp/project/index.html 

【普段体験できない諸味等を父母も味見】 



 フード・コミュニケーション・プロジェクト
（FCP※）では、昨年に引き続きFCPネット
ワークにご参加の企業・団体のご協力を得て、
食品に関する各種展示や実演を行いました。 

 2日間で629名の子どもたちと保護者の方々
にご参加いただき、食の信頼に向けた食品企業
の取組への理解を深めていただきました。 

【ご協力いただいた企業・団体（五十音順）】 

イオンアグリ創造株式会社 
株式会社イクスピアリ 
株式会社ウエハラ 
花王株式会社 
キユーピー株式会社 
昭和産業株式会社 

東海漬物株式会社 
有限会社十勝スロウフード 
日清医療食品株式会社 
株式会社日清製粉グループ本社 
日本製粉株式会社 
日本海洋資源開発株式会社 

日本水産株式会社 
日本ハム・ソーセージ工業協同組合 
ネスレ日本株式会社 
株式会社不二家 
株式会社マスヤ 
理研ビタミン株式会社 
菱熱工業株式会社 

【実演：水耕栽培の実践】 

【実演：手洗い講座】 

【実演：わかめの秘密を探ろう】 

【食品企業の取組紹介】 

【実演：ぬかづけ教室】 

食品企業のキャラクターなどが集合！ 

（３）フード・コミュニケーション・プロジェクト（ＦＣＰ）  
   「食品企業のお仕事を見てみよう」 

※ ＦＣＰについて 

 食品関連事業者や地方自治体と農林水産省が「協働」で推進する「FCP」は、食品関連事業者の意欲的な取組を「見
える化」し、消費者に至るまでのフ－ドチェ－ン全体で共有し、食に対する信頼向上を図る取組です。ＦＣＰ情報共有ネッ
トワ－クは、1,6６9社の企業・団体が参加しています（H26.7月末現在）。 

 FCPでは、多くの食品関連事業者の参加を得て勉強会を開催しています。 

是非、FCPのネットワ－クにご参加ください。 ⇒ http://www.food-communication-project.jp 

このような展示や実演がありました！ 
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     「新しい介護食品」の愛称を公募します！ ５. お知 
らせ 
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「新しい介護食品」の愛称公募については、以下のURLをご参照ください。 
 ⇒ http://www.maff.go.jp/j/press/shokusan/seizo/140811.html 
 
【お問い合せ先】農林水産省 食料産業局 食品製造卸売課 03－6744－2249 

応募の締切：平成26年９月16日（火） 

「新しい介護食品」って何？ 

 
 以下の内容を応募用紙に記載の上、郵送、ファクシミリ又はインターネットに
よりご応募ください。（応募用紙はこのページ下の青枠内のリンク先からダウンロードでき
ます。また、インターネットで応募する場合は所定の応募フォームをご利用下さい。） 

 ① 愛称案 
 ② なぜ、その愛称を提案したかの理由（簡潔に記載） 
 ③ 必要事項（氏名（ふりがな）、年齢、郵便番号、住所、電話番号、職業） 
 ＊ 採用は1点となり、同愛称複数の場合は抽選で選出します。 
 ＊ 応募作品は、自作未発表作品に限ります。 
 ＊ 採用された作品の諸権利は農林水産省に帰属します。 
 

ア）郵送の場合 
 〒１００－８９５０ 東京都千代田区霞ヶ関１－２－１ 
 農林水産省 食料産業局 食品製造卸売課 食品第３班  
 『新しい介護食品』の愛称公募係  

イ）ファクシミリの場合 
 ＦＡＸ番号：０３－３５０２－５３３６ 

ウ）インターネットの応募フォームの場合 
ＵＲＬ：https://www.contact.maff.go.jp/maff/form/416c.html 

応募方法 

 日本の高齢化の現状は、諸外国と比較しても最も高い水準にあり、今後、介護
食品のニーズは増大していくものと考えられています。しかしながら介護食品に
抱くイメージが人によって様々であったり、そもそも認知度が低いなどの課題が
あったことから、昨年より、介護関係者や学識経験者等による検討会等を立ち上
げ、検討を進めてきました。 
 その結果、これまで「介護食品」と呼ばれてきたものの範囲を「噛むこと、飲
み込むことが難しい方々の食品」だけでなく、「低栄養の予防につながる食品、
日々の生活をより快適にする食品」という広い領域として捉え、高齢者等の食の
充実につながるように「新しい介護食品」として考え方をとりまとめました。 

「新しい介護食品」の愛称を公募します！ 

 介護食品という言葉の抵抗感をなくし、親しみやすく、多くの方々に幅広く
使っていただけるように「新しい介護食品」の愛称を公募し、普及させていき
たいと考えています。「新しい介護食品」の名付け親になってみませんか？ 

「新しい介護食品」の愛称は、平成26年11月11日の「介護の日」に開催する表彰
式で発表させていただくほか、当省のホームページなどでもお知らせします。また、
今後各種イベントや店舗などでも活用させていただく予定です。 



    

     「世界基準のハーブ生産と商品開発で地域 

      の活性化を！」    ～近畿農政局～  

                    

６．地方 
    だより 

 近畿農政局から、兵庫県姫路市でハーブの生産から加工・販売まで取り組む 

６次産業化の事例を紹介します。 

こ う で ら 

 姫路市香寺町にある(株)香寺ハーブ・ガーデンは、約30年前に創業し、農薬

や除草剤を使用しないハーブの生産と、ハーブを使ったスイーツ、ハーブ

ティー、自然化粧品等を開発・販売しています。  

販売拠点は、本店（兵庫県姫路市）のほか大
阪梅田の阪急三番街、あべのソラハ、山陽百
貨店など京阪神を中心に直営店をオープン。 

・ゆずのエッセンシャルオイル 

・ゆずの浴用剤 

・ゆずやお茶を利用したパン、クッキー、ケーキ 

 また、最近では、関西大学と連携し、ハーブの抽出技術を応用して、かいわ

れ大根から不凍タンパク質の抽出に成功しており、冷凍食材の品質保持剤、住

宅の壁紙の糊、血液・臓器の保存液への活用など様々な分野への応用が期待さ

れ、既に大手企業とも連携し実用化が始まっているものもあります。 

 近年では、地域ブランド「播磨物語」をより広く売り出すため、６次産業化

支援に関する各種施策を活用して加工・販売施設の整備を進めるとともに、 

 平成19年には、西播磨・但馬のゆずと茶

を高品質の国産ハーブと組み合わせた商品の

開発が経済産業省の「中小企業地域資源活用

プログラム」による商品開発の認定を受け、

原材料から容器に至るまで、地元の素材をで

きるだけ使用した地域ブランド「播磨物語」

の立ち上げにつながりました。 

地域ブランド「播磨物語」の例 

 今後は、地元農家とともに設立した「播磨機能性植物有機生産協議会」を核

として、高品質ハーブの生産性向上とハーブの機能性に着目した新たな食品・

自然化粧品等の開発を行うなどにより、地域の方々の新たな雇用等を通じて、

地域活性化にもつなげていきたいと考えています。 

世界最大級のオーガニック展示会｢BioFach｣に出

展するなど、欧米各国への販路拡大にも意欲的に

取り組み、今後は、世界的権威のあるドイツの規

格｢コミッションE｣に適合する品種のハーブ栽培

を目指しています。 

市内の廃校になった小学校の校舎
を新たな加工工場として整備 

開発された「播磨物語」ブランド商品 

2013年ドイツで開催された「BioFach」の出展風景 
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 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。 

    

        「食料産業局」雑感。 
                               ～ 高橋  孝雄 総務課長 ～  

 

７. 幹部の  
    つぶやき 
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 ２０１１年９月の食料産業局発足とともにスター
トしたこの「食料産業レター」も今号で第１６号と
なりました。毎号の巻末に「幹部のつぶやき」と題
した食料産業局幹部からのざっくばらんな発信が掲
載されていますが、読者の皆さんはどの程度目を通
されているでしょうか。 
  

高橋総務課長 

 これまで掲載されたものを読んでみますと、それ
ぞれが所管する業務を関連する話題に触れながら分
かりやすく紹介する、というのが基本形式のようで
す。が、ここではたと止まってしまいました。私の 

 これまで歴代幹部がつぶやいているように、食料産業局は、その発足当初か
ら、それまでの農政の延長線上にない新しい分野に取り組んでいくことを基本
コンセプトとしてきました。農林漁業者が生産する農林水産物に新たな付加価
値を付けていこう（６次産業化）、その取組を補助金や融資といった従来から
の支援手法ではない手法で支援していこう（農林漁業成長産業化ファンド）、
これまで注目されていなかった農山漁村の資源に新たな価値を見出し産業化に
つなげていこう（バイオマス、再生可能エネルギー、食品リサイクル等）等々。
これまでの３年間で法律・制度の制定を始めとして、推進のための形はかなり
整ってきていると思います。これから大事なことはこの形に魂を吹き込んでい
くことです。具体的に言えば、現場の方々にメリットを理解して頂き、積極的
に活用して頂くとともに、既に活用して頂いている方々からのご意見（使い勝
手のよい点、悪い点等）をきちんと把握し、今後の運用に活かしていくことで
す。 
  

場合、所管する業務と言っても何を紹介すればいいんだろうか。ご存じの方も
多くいらっしゃると思いますが、総務課の主な業務は局内各課のとりまとめで
あり、固有の業務があるわけではありません（そうか、だからこれまでの歴代
総務課長の掲載がないのか（ちなみにわたしは３代目です））。 ・・・そろ
そろ編集者からのお叱りの声が聞こえて来そうですので、真面目な話に切り換
えることとしましょう。 

 今号の特集のテーマは「平成２７年度予算概算要求の概要」です。これまで
述べてきた考え方を基に、各担当課が工夫を凝らした要求内容となっています。
読者の皆さんにはそれぞれのご立場から積極的な活用をご検討頂くとともに、
ご不明な点があれば積極的にお問い合わせ頂きたいとも考えています。こう
いった意見・やり取りのキャッチボールを通じて、食料産業局の施策がより充
実したものとなっていくことを願っています。 



  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/ 

  

 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 

  香港で「フード・エキスポ2014」が開催されました！ 

  ラオスで初の和食プロモーション開催！ 

  海外の政府関係者が品種保護制度を猛勉強中！ 

  安倍総理大臣「和食セミナー・料理講習会」に参加 

  FCP地域ブランチ活動 ～青森ブランチの紹介 

  食品ロス削減国民運動 ～ろすのん普及活動・企業編～③ ㈱明治の取組の紹介 

  年間通じて40.2℃でメタン発酵中 

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 
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