
皆様から頂いた農山漁村の活性化に関する主なご意見等について 
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 皆様から頂いた農山漁村の活性化に関する主なご意見等について ＜資料-1＞ 
 今年度（平成 19 年度）の取り組みが可能な事業等について ＜資料-2＞ 

 農林水産省では、今村副大臣を本部長とする農山漁村活性化推進本部において、「みず

ほの国・防人
さきもり

応援隊」による現地での意見交換、関係団体との意見交換、ホームページ

によるアイデア募集を行ってきたところです。 
 この中で、多くの方々から貴重なご意見やアイデアを頂だき、まことにありがとうござい

ました。頂いたご意見等につきましては、今後の施策への反映について検討してまいりま

す。 
 今回、皆様から頂いた農山漁村の活性化に関する主なご意見やアイデアについてご紹介
させていただきますとともに、農山漁村の活性化に関する農林水産省の事業等で、今年

度（平成 19 年度）の取り組みが現在でも可能な事業等を併せてご紹介いたしますので、
それぞれの事業等の内容をご確認いただき、ご活用いただければと考えています。 



○農山漁村を活性化させるために頂いたご意見について

ご意見を頂くために設けた場

１．「みずほの国・防人応援隊」による農山漁村の現地における意見交換（資料１－１）

・今村農林水産副大臣をはじめとする省幹部による意見交換：全国９カ所

・農村振興局課室長等による意見交換：全国１２カ所

２．関係団体との意見交換（資料１－２）

第１回農山漁村活性化推進本部幹事会における農林水産業関係９団体と
の意見交換

３．一般公募「農山漁村を元気にするアイデア、募集します」（資料１－３）

個人、組織より寄せられた約５００件のアイデア

頂いたご意見の分類マップ

地域コミュニティ
の活性化

地域経済の活
性化

地域力の発掘

その他

みずほの国・防人
応援隊

関係団体 一般公募

中山間地域等直接支払
制度に関するもの

農地・水・環境保全向上
対策に関するもの

文化の伝承に関す
るもの

地域資源の掘り起こし
に関するもの

ボランティアや企業の
活用に関するもの

農山漁村活性化プロジェ
クト支援交付金など制度
に関するもの

交流施設等の整備に関
するもの

学生など多様な主体の
呼び込みに関するもの

都市住民の農山漁村への
呼込みに関するもの

加工・流通・販売に関す
るもの

交流施設等の整備に関す
るもの

人材の育成に関するもの 人材の育成に関するもの 人材の育成に関するもの

団体間交流に関するもの 省庁連携に関するもの

※頂いたご意見のうち、主なも

のをカテゴリー毎に分類

バイオマス、輸出促進
に関するもの

森林資源・水産資源の活
用に関するもの

森林の整備・保全に関
するもの

資料１



資料１－１

「みずほの国・防人応援隊」により頂
いたご意見の概要

日程・市町村名・出席者

日 程 市町村名 出張者

１０月１２日（金） 秋田県横手市 今村副大臣

１０月１５日（月） 岐阜県郡上市 今村副大臣
ぐ じ ょ う し

１０月１９日（金） 宮崎県西都市 今村副大臣
さ い と し

１０月１９日（金） 兵庫県豊岡市 農村振興局長

１０月２０日（土） 広島県世羅町 総括審議官
せ ら ち ょ う

１０月２２日（月） 北海道増毛町 今村副大臣
ま し け ち ょ う

１０月２６日（金） 静岡県御前崎市 総括審議官

１０月２６日（金） 愛媛県久万高原町 技術会議事務局長
く まこうげんちょう

１０月２６日（金） 石川県珠洲市・能登町 農村振興局長
す ず し



Ⅰ 地域コミュニティの活性化に関するご意見
（中山間地域等直接支払い制度）

・奥地では農地の荒廃が進んでおり、将来の集落の維持について懸念され

るため、歯止めをかける施策について要望。

（農地・水・環境保全対策）

・大変ありがたい制度ではあるが、２３年度で終了と聞いており心配する

声が上がっている。

・物品購入には見積書を３社から取るなどの指導を受けているが、このよ

うに事務処理に係る手続きなどが煩雑であり、手続きを簡素化すべき。

また、手続きに関してはパソコンやデジカメを使用しなければならない

が、高齢者にはパソコンやデジカメを使用できない者がおり、対応が困

難である。

・環境保全のための支援交付金の単価が安すぎる。価値に見合う額にして

欲しい。

・営農活動支援については、北海道では農薬や化学肥料の半減は困難なの

で、特例等検討すべき。

Ⅱ 地域経済の活性化に関するご意見
１．都市住民の呼び込み

（制度に関するもの）

・農山漁村活性化プロジェクト支援交付金を実施する際に、積雪地帯のた

め冬期の予算の執行が困難である。交付金の弾力的な運用を願いたい。

・子ども農山漁村交流プロジェクトに取り組み地域の活性化を図りたい

が、受入に当たっての備品購入などの制度資金を組んでもらいたい。

・子ども農山漁村交流プロジェクトのモデル地区は県で１つと聞いている

が、数地区で実施してもらいたい。

（施設整備に関するもの）

・観光果樹園を運営しているが、トイレなどのバリアフリー化など、高齢

者や身障者へ配慮した施設の整備をお願いしたい。

・町内にある空き家を利用した加工施設や農家民宿の整備に助成をお願い

したい。

・団体旅行から個人客へと旅行の形態が変化してきており、個人客のニー

ズに応じた設備投資が経済的に困難である。

・交流人口の増加に伴い、トイレや飲料水などの施設が必要。このための

支援をお願いしたい。

（呼び込みに関するもの）

・修学旅行の受入のためには関係機関の協力が必要である。

・農山村体験活動を実施しているが （活動に従事する）若いスタッフの、



、 、雇用が活動期間である夏季のみであり 他の時期に雇用機会がないため

定住へとつながらない。

・漁家民宿を通じて交流を促進するために情報発信をしたい。そのための

ホームページ作成など（ＩＴ化等）への助成制度をお願いしたい。

・韓国や東南アジアとの交流を行っているが、こうした交流を通した視察

や研修の機会を増やしたい。そのような仕組みづくりに対する支援がほ

しい。

２．加工・流通・販売（６次産業化）

（技術の育成等に係るもの）

・女性による農産物の加工に取り組みたいので国の支援を要望したい。

・販売戦略を展開するためには、個々の農家ごとではなく、農業従事者の

ネットワーク作りが必要である。

（ハード整備に係るもの）

・直売所で農産物の加工品を売ることにより、農産物の付加価値を上げる

ことが可能であり、農産物加工施設を支援してもらいたい。加工施設や

直売所の設置に係る支援

３．その他

（森林の整備・保全や森林資源の利活用に関すること）

・森林の果たす役割は重要であるので、間伐等の森林整備・保全を進めて

欲しい。

・緑の雇用担い手対策事業について少なくとも３年の継続をお願いした

い。

・林業用機械購入の際の助成制度の充実をお願いしたい。

・加工材として木材の付加価値を高め出荷するための設備投資に支援して

もらいたい。

・燃料の価格高騰対策等しいたけ栽培を続けられるための対策を検討して

欲しい。

（漁船の燃料価格高騰に関すること）

・漁船の燃料代が高騰して経営を圧迫しているため、国は緊急的に燃料代

補助等の対策を打つべきである。

Ⅲ 農山漁村の地域力の発掘に関わるご意見
・すばらしい指導者がいるからこそ、地域活性化を進めることができる。

このような指導者の育成が必要である。

（注）この他に寄せられました、直接、農山漁村の活性化に該当しないご意



見につきましては、関係部局に伝達しており適宜施策等へ反映すること

としています。



資料１－２

関係団体より頂いたご意見の概要

ご意見を頂いた場：第１回農山漁村活性化推進本部幹事会

幹事会の開催日：平成１９年１０月２２日

ご意見を頂いた関係団体：

・全国農業協同組合中央会

・全国農業会議所

・全国土地改良事業団体連合会

・全国森林組合連合会

・ 社）全国木材組合連合会（

・全国漁業協同組合連合会

・ 社）全国漁港漁場協会（



Ⅰ 地域コミュニティの活性化に関するご意見
（文化の伝承）

・木材、森産物（きのこ、木の葉・実、蔓など）を使った伝統加工・細工

の継承や再生。

Ⅱ 地域経済の活性化に関するご意見
１．都市住民の呼び込み

（制度に関するもの）

・農山漁村活性化のためのモデル地域を選定し、３～５年で独り立ちさせ

るような総合的な施策を講じ、そこで得たノウハウを他の地域へと展開

する。

（施設整備に関するもの）

・都市部の住民を農山漁村に受け入れるための施設や漁村体験など交流・

学習活動のための施設への助成

（呼び込みに関するもの）

・関東、中部、近畿など都市地域に比較的近い農山漁村では、多くの地域

で交流のための取組が既に実施されており、地域の人々が生き生きとし

て参加できる交流メニューに重点として展開すべき。ただし、あまりや

りすぎると地域住民の参加意欲の減退がおこる可能性がある。

・都市地域から遠い農山漁村では、時間距離等の面からハードルがあるこ

とから、時間・距離短縮のハード面の整備や交流資源(文化、伝統技能

・細工、民話など)の掘り起こしを行う必要がある。

・全国の漁村情報のデータベース化強化と、都市部への周知･ＰＲ体制の

確立、都市部ニーズの漁村側への提供等、都市と漁村双方の情報受発信

システムの構築

・さかなの美味しい食べ方教室等を漁村部、都市部（農山村部）双方で開

催するための支援

・浜から都市部への出前講座（親子料理教室等）開催に対する支援

２．加工・流通・販売（６次産業化）

・地産地消の推進が必要

３．その他

・ 産直の家」に見られるような、消費地と連携した木材の利用や木材残「

さの有効活用

Ⅲ 農山漁村の地域力の発掘に関わるご意見
（人材の育成）

・自然体験活動にとどまらず、まちづくりや都市漁村交流、水産加工、販



売、起業等、様々な分野における人材育成を実施。

・地域資源の再評価・掘り起こし活動、交流事業の展開などにより、新た

なコミュニティの復活に取組んでいる地域や団体が見受けられ、これら

への支援が必要。

・漁協女性部や青年部が農山漁村活性化のための研修会、視察、情報交換

等を行う際の支援を強化。

・地域活性化に向けて困っている漁村（浜）へ出向き、小規模な講座や研

修、ミニシンポ、ワークショップの開催等により、漁村地域の活化に向

けた住民意識の醸成を図るとともに漁村が抱える課題を解決するなどの

取組を展開。

・子育て中の女性が気軽に相談できるコミニュケーションの場づくりへの

支援。

Ⅳ その他のご意見
・ 農」と「魚」のコラボレーションへの支援「

（注）この他に寄せられました、直接、農山漁村の活性化に該当しないご意

見につきましては、関係部局に伝達しており適宜施策等へ反映すること

としています。



資料１－３

一般公募により頂いたご意見の概要

応募手法：農林水産省ホームページを通じたメール、電話、 、FAX
郵送

応募期間：平成１９年１０月３日～１０月１９日

応募総数：約５００人（組織も含む）



Ⅰ 地域コミュニティの活性化に関するご意見
（地域資源の掘り起こし）

、 、 「 」 、・高齢者から昔の生活 食事 お祭りなど農山漁村の お宝 を聞き出し

地域住民に配布・啓発する。

・伝統芸能、伝統文化の復活や盛り上げの支援

・農山漁村の文化を都市住民に伝承する「技術伝承員制度」の創設

（ボランティアの活用）

・学生ボランティアやＮＰＯ法人等に対する情報提供、交通費などの支援

・ニート、フリーター、ホームレス、ネット難民などの農山漁村への派遣

・学生ボランティアが生産・販売、農家研修、耕作放棄地を開墾する制度

を創設し、補助を行う

（企業の活用）

・企業の農村へのＣＳＲ活動を推進するなど、企業の力を活用する。

Ⅱ 地域経済の活性化に関するご意見
１．都市住民の呼び込み

（施設整備に関するもの）

・交流施設、療養施設、滞在施設などを設置。

・農地付き別荘の販売、農機具、漁船、釣り竿などの貸出等と地元農業者

等による指導。

・地元材を用いたオートキャンプ場や漁村型クラインガルテンを設置。

・農山漁村の景観の良いところに地元の食材を用いた農家レストランを開

設する。

（学生の呼び込みや教育関係との連携）

・農家を里親として都市部の小学生等を受け入れる里親制度の創設。

・農村地域に設備とカリキュラムを充実した学校を設立したり、又は、地

方国立大学キャンパスを里山に移転。

・全国の小学生や中学生を対象に農山漁村への体験学習（義務教育化）を

実施したり、大学に地域づくり等のカリキュラムを組み込む。

（呼び込みに関するもの）

・芸術家、クリエーター等を呼び込むことにより、地域の文化の向上が期

待される。

・農林水産業を体験する機会の提供、間伐材の伐採体験

・ 全国貸農園促進運動 「故郷に帰ろう・故郷を守ろう」などと題して「 」、

キャンペーンを展開

・農家民宿の借り手である都市住民と貸し手である農山漁村の住民との使

用貸借契約によるメンバー制ファームイン

・農山漁村への交通手段等への支援

・都市住民が田舎で過ごす際の税制を優遇する。



、 、・農山漁村が有する資源を活かしたマラソン大会 水田を使った稲アート

農山漁村をテーマにした舞台や小説の募集、親子絵画・フォトコンテス

ト、小学校の近くの田んぼを遊田地とした地域ぐるみのイベントなどを

実施する。

・農山漁村をＰＲするため、インターネットやテレビを用いて、農山漁村

の良さ、農林水産業に関する知識、農山漁村の日常生活を発信する。ま

、 。た 各市町村で作成しているＨＰを統合したポータルサイトを構築する

２．加工・流通・販売（６次産業化）

（直販所）

・直売所を拠点とした活性化については、地元の食材を活かした高品質な

農産物を取扱い、単なる加工販売だけでなく、地元商店の出店や情報発

信・コミニュケーションの場として活用する。

・直売所の設置は、跡地や空き家等を使って初期投資を下げる工夫をし、

直売所までの交通手段を確保することが必要である。

（加工）

・過剰生産作物のフリーズドライ製法による乾燥野菜として商品化

・余剰米を利用した米粉製品（スパゲッティ、カップ麺）等を開発。

・食品残さを利用して、醤油やソースなど付加価値の高い商品を開発。

・新商品の開発にあたっては、地元企業と連携する

・地元農産品の販売所を統合し、一次加工のバックヤードを共有化。

・耕作放棄地や休耕田を買い取ったり又は廃村を開拓村とし、そこで自給

自足を行ったり、生産・加工・流通・販売をトータルに実施する総合事

業体の創設

（流通）

・自治体、農協・漁協、各団体が協力し、生産・加工・販売まで一貫する

システムの構築が必要。

・施設等整備よりも、ブランド化、販売網の開発、新商品の開発などへの

支援が必要。

・フードマイレージ社会構築のためのビジネスモデルへの支援が必要。

（販売）

・インターネット活用による直販への助成等（海外販売のための翻訳サポ

ートシステムなど）のほか、規格外農産物等の消費拡大のための支援が

必要。

・農林水産物のブランド化については、フランスのＡＯＣ（原産地呼称統

制）等を導入する。

・タレントを含む委員会で新ブランド商品等を開発し全国展開する。

（消費）

・地産地消を徹底する。

・コメを広く普及宣伝し、パッケージの多様化や少量販売等により、消費



しやすくする工夫が必要。

３．その他

（バイオマスの利活用）

・コメ、甜菜、間伐材などを利用してバイオエタノールの生産を進めるべ

き

（農林水産物等の輸出促進）

・相手国のニーズに応じた生産を行うべき

Ⅲ 農山漁村の地域力の発掘に関わるご意見
（人材の育成）

・地域活性化のリーダーとなる者やアドバイザー育成のための支援

・市町村に、都市部や諸外国が求める農山漁村の特産品を的確に把握しう

るエキスパート、農山漁村が有する環境や文化の保全に関するエキスパ

ートを配属

・県内の若者の交流を推進し、農山漁村への意識を高める

、 、 「 」 、・農林水産 商工 観光まで含めた総合的な 地域活性化法人 を設立し

各省庁の施策や情報を組合せて実施

・農山漁村全般に精通した者を長期研修で育成し、国家資格を付与する制

度の創設

・官民供出の人材育成ファンドを創設し、地方に設置する地域活動センタ

ーに官民の若手人材を派遣し、住民参画の下で地域活性化計画を実行

Ⅳ その他のご意見
・地域にある伝統食やレシピを知的財産として保護し、ビジネス化する。

・活性化対策を立てるには農山漁村に赴いて意見を聴くこと大事。

・常時このような意見を募集すべき。

・農林水産省の職員が現場を知るべき。

、 。・農山漁村の基盤整備が必要であり そのためには各府省との連携が必要

（注）この他に寄せられました、直接、農山漁村の活性化に該当しないご意

見につきましては、関係部局に伝達しており適宜施策等へ反映すること

としています。



資料－２

平成19年度の取り組みが可能な農山漁村の活性化に関する事業

事業名 事業概要
リンク先又は
お問い合せ先

備考

農山漁村活性化プロジェクト支援交付金

　地方自治体が地域の自主性と創意工夫により、定住者や滞在者の
増加などを通じた農山漁村の活性化を図る計画を作成し、国は、そ
の実現に必要な施設整備を中心とした総合的取組を交付金により支
援します。

http://www.maff
.go.jp/nouson/k
asseika/index.h
tm

平成19年度の受付期間は
１１月３０日（金）ま
で。

広域連携共生・対流等整備交付金
　広域連携共生・対流等推進交付金等による都道府県を越えた広域的な
連携の先導的取組を実現するために必要な施設等の整備について支援
します。

http://www.maff
.go.jp/nouson/k
oufukin/index.h
tml

強い農業づくり交付金
（産地競争力の強化に係る取り組み）

　「強い農業づくり」に向け、地域が抱える①産地競争力の強化、
②担い手の育成・確保や担い手への農地の利用集積等の地域農業の
構造改革、③安全・安心で効率的な流通システムの確立等の課題解
決に向けた取組を支援する。

http://www.maff
.go.jp/soshiki/
nousan/seisanta
isaku/index.htm
l

地産地消モデルタウン事業
　農業、学校給食、商工、観光業等が一丸となり、地域全体で地産
地消に取り組む「地産地消モデルタウン構想」の実現に向けた協議
会活動や広報活動、拠点施設の整備を支援します。

http://www.maff
.go.jp/soshiki/
nousan/seisanta
isaku/h190806/i
ndex.html

離島漁業再生支援交付金

・離島の水産業・漁村が、環境・生態系の保全、国境監視、海難救
助などの多面的機能を有していることを踏まえ、本土に比べて消費
地への出荷等の面において不利な条件にある離島において、漁場の
生産力の向上等の漁業再生活動に取り組む漁業集落を対象として、
交付金の交付による活動への支援を行います。
・国は活動支援のために要する経費の財源に充てるため、都道府
県が資金を積立てるのに要する経費を交付します。（資金造成）
・交付先である漁業集落には、都道府県より市町村を通じ交付され
ます。

http://www.jfa.
maff.go.jp/rito
u/top.htm

食の安全・安心確保交付金
（生鮮農産物の安全性の確保）

食品安全ＧＡＰの取組の推進による農産物の安全性確保
・都道府県等におけるＧＡＰ推進検討会の開催、各都道府県版
　ＧＡＰマニュアルの策定
・生産者等を対象とした研修会の開催、産地でのＧＡＰ策定・
　実践する者の育成・確保
・ＧＡＰ実証産地の設定　等

http://www.maff
.go.jp/syohi_an
zen/gap/page3.h
tm

漁船漁業構造改革総合対策事業
　漁船更新が進まず生産体制が脆弱化した漁船漁業について緊急に
構造改革を進めるため、省エネ・省人型の代船取得や収益性重視の
経営への転換を促進する漁船漁業構造改革対策を実施します。

水産庁資源管理
部沿岸沖合課漁
船漁業対策室

水産加工資金
 水産加工品の製造又は加工の高度化及び事業基盤の強化を促進し、
食用水産加工品の安定供給を図るため、水産加工施設の改良等に必
要な資金を融通します。

http://www.afc.
go.jp/business/
busi_finance/ka
kouryutsu_yushi
seido.html

食の安全・安心確保交付金（地域における
「食事バランスガイド」等の普及・活用の促
進及び「教育ファーム」の取組への支援）

　地域の教育ファーム推進計画作成に向けた取組や優良事例の収
集・情報提供など、地域における教育ファームの取組を支援しま
す。

農林水産省消
費・安全局消費
者情報官室食育
推進班

農業経営基盤強化資金
（農林漁業金融公庫資金）

　認定農業者に対し、農業経営改善計画に即して規模拡大その他の
経営発展を図るのに必要な長期低利資金を農林漁業金融公庫から融
通します。

http://www.maff
.go.jp/j/keiei/
kinyu/sikin/ind
ex.html

経営体育成強化資金
（農林漁業金融公庫資金）

　意欲と能力をもって農業を営む者に対し、経営展開に必要な前向
き投資資金及び償還負担の軽減のために必要な長期低利資金を農林
漁業金融公庫から融通します。

http://www.maf
f.go.jp/j/keie
i/kinyu/sikin/
index.html

農業近代化資金
　農業者等に対し農業協同組合等の融資機関が貸付ける施設資金等
に対し都道府県が利子補給を行います。（農林中央金庫が貸し付け
るものに対しては国が利子補給）

http://www.maf
f.go.jp/j/keie
i/kinyu/sikin/
index.html
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事業名 事業概要
リンク先又は
お問い合せ先

備考

農業改良資金

  農業の担い手が農業経営の改善を目的として、その自主性や創意
を活かしつつ、都道府県知事から貸付資格の認定を受けた農業改良
措置（新たな農業経営部門への進出、新たな先駆的技術の導入等）
に取り組む際に必要な資金を無利子で貸し付けを行います。

http://www.maff
.go.jp/soshiki/
nousan/fukyuuka
/newsite/annai.
htm

中山間地域活性化資金
（加工流通施設）

  中山間地域内において生産される農林畜水産物の加工の増進又は
流通の合理化が図られ、中山間地域の農林漁業の振興に資すると認
められるものを営む者に対し、長期低利の資金を融通します。

農村振興局地域
整備課調査調整
班

中山間地域活性化資金（保健機能増進施設）
  中山間地域内において、農地、森林その他の農林漁業資源を公衆
の保健の用に供するための施設であって農林漁業の振興に資するも
のを設置する者に対し、長期低利の資金を融通します。

農村振興局地域
整備課調査調整
班

「遊々の森」の設定
　学校等と森林管理署等とが協定を結び、国有林の豊かな森林環境
を子どもたちに提供して、様々な自然体験や自然学習を推進しま
す。

http://www.koku
yurin.maff.go.j
p/Kokuyu_Woods_
01.html

「ふれあいの森」の設定
  自ら森林づくりを行いたいという国民の要望に応えるため、ＮＰ
Ｏ等と森林管理署等が協定を締結することにより、国有林野を森林
づくり活動や森林と親しむ活動のフィールドとして提供します。

http://www.koku
yurin.maff.go.j
p/expres/REC_fw
ood.html

法人の森林
  国有林の分収林制度を活用して、企業等が社会貢献活動の一環と
して森林づくりに参加する場を提供します。

http://www.koku
yurin.maff.go.j
p/Kokuyu_Job_Su
bmenu07.html

先端産業を活用した農林水産研究高度化事業
（緊急課題即応型研究）

　農林水産業・食品産業等の現場に密着した試験研究を提案公募方
式により推進します。
　緊急課題即応型研究は、農林水産分野における災害の発生その他
突発的な事象に対し、迅速かつ的確に対応していくため、短期間
（研究期間は当該年度内）で取り組む調査研究です。

http://www.s.af
frc.go.jp/docs/
news/koubo/high
.htm

新規用途事業等資金

　生産事業及び需給事情からみて需要の増進を図ることが特に必要
であると認められる農林畜水産物を原材料として使用する製造又は
加工の事業を営む者に対し、新規の用途の企業化・実用化及び加工
原材料用の新品種を使った製品生産の企業化・実用化に必要な資金
を融資します。

総合食料局食品
産業企画課産業
構造班経営

食品安定供給施設整備資金（基礎素材型基盤
強化）

食品又は飼料の製造、加工又は流通の事業を営む者が実施する食料
の安定供給の確保に資する事業に対し支援します。

総合食料局食品
産業企画課産業
構造班経営

特定農産加工資金

特定農産加工業経営改善臨時措置法に基づく資金であり、農産加工
品等の輸入に係る事情の著しい変化の影響を受ける特定農産加工業
者等に対し、その経営改善を促進するため、施設及び製造機器の整
備に係る資金を融資します。

総合食料局
食品産業企画課
地域食品班

中小企業地域資源活用プログラム

中小企業地域資源活用促進法に基づき認定された、中小企業者によ
る特色ある産地技術、農林水産品、観光資源等の地域資源を活用し
た新たな商品・サービスの開発・販路開拓等の取組に対し支援しま
す。
（融資・税制・補助金）
中小企業者による地域資源を活用した新たな商品・サービスの開
発・販売等の取組に対する専門家によるアドバイスを行います。

総合食料局
食品産業企画課
地域食品班

経済産業省
(中小企業庁)
による支援

食品流通改善資金（食品生産製造提携事業）

食品流通構造改善促進法（平成３年法律第５９号）に基づく制度資
金で、原材料である農林水産物を含む食品の生産から製造又は加工
に至る一連の流通工程を改善するため、食品製造業者等及び農林漁
業者等の連携の推進に必要な食品製造施設等及び農林漁業生産施設
等の整備を図るための資金を農林金融公庫から融資します。

総合食料局
食品産業企画課
地域食品班

食品安定施設整備資金
  食品加工分野における動植物性残さを再資源化するために必要な
加工、運搬、貯蔵又は回収のための施設の整備を図るのに必要な資
金を融資します。

総合食料局食品
産業企画課食品
環境対策室食品
リサイクル班

食品安定供給施設整備資金（食品流通対策）
食品の製造又は加工の事業を営む者が食品の流通機能の高度化（食
品の製造又は加工に関するものに限る。）に必要な施設を整備する
ための資金を農林漁業金融公庫が融資します。

総合食料局流通
課流通改善班
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事業名 事業概要
リンク先又は
お問い合せ先

備考

地域経済振興事業（食品流通対策）
食品の製造又は加工の事業を営む者が食品の流通機能の高度化（食
品の製造又は加工に関するものに限る。）に必要な施設を整備する
ための資金を、日本政策投資銀行が融資します。

総合食料局流通
課流通改善班

食品流通構造改善促進法

食品流通を取り巻く諸情勢の著しい変化に対処し、食品流通部門の
各段階を通じた構造改善を図るため、農林水産大臣が定めた統一的
な方針の下に、食品流通部門の関係事業者の自主的な構造改善を促
進するとともに、金融、税制その他の支援を行うことにより、食品
の流通部門の構造改善を図ります。

総合食料局流通
課商業指導班

食品流通改善資金
（食品生産販売提携事業）

農林漁業者等と食品販売業者等が提携して、産地から小売段階まで
一貫した品質管理システムを構築する事業の実施に必要な資金を農
林漁業金融公庫が融資します。

総合食料局流通
課商業振興班

 生鮮食料品等小売業近代化貸付
生鮮食料品等の小売業の近代化・合理化に必要な設備資金を国民生
活金融公庫が融資します。

総合食料局流通
課商業振興班

食品流通改善資金（卸売市場施設・近代化施
設）

生鮮食料品等の生産及び流通の円滑化、国民消費生活の安定向上に
果たすべき卸売市場の重要な役割にかんがみ、卸売市場の施設、卸
売業者等の業務の近代化を図るための必要な施設の造成等について
長期・低利資金を農林漁業金融公庫が融資します。

総合食料局流通
課地方市場班
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