
２３年度実施状況等 ２４年度以降の取組予定 関連事業・予算

・地域独自の食材の発掘、それらを活用した
商品・料理等の開発や、利用・普及に貢献し
た料理人の顕彰【農水省、国交省】

【農水省】
・日本の食文化の振興に尽力した料理人等について、更なる取組と相互
の研鑽を促進するため、顕彰を行った。

【国交省】
・北海道の高品質な食品や関連する良好な景観・建築物等を一体的に活
用し、地域産業の活性化や観光振興を図るため、地域の風土・歴史に根
差した地域ブランドを創出する認証制度の構築、効果的な認証のあり方を
検討。
・市場と地域との窓口機能等を担う事業体「観光地域づくりプラットフォー
ム」の形成を促進しつつ、着地型旅行商品の企画・販売、人材育成等を行
う取組を支援。
・半島・離島地域の地域資源（食、景観、文化等）を活用した観光、農林水
産業の促進等による地域活性化活動等を支援。
・半島地域の地域活性化のための活動組織の連携（地元食材を活用した
特産品ＰＲ）等を支援。

【農水省】
・引き続き、六次産業化法に基づく措置等により、地域独自の食材を活用
した郷土料理等の開発などの６次産業化に取り組む農林漁業者等を支
援。
・引き続き、地域特有の農産物の発掘やメニュー等の開発、日本の食文
化の普及に尽力した料理人等について、更なる取組と相互の研鑽を促進
するため、顕彰を行う。

【国交省】
・北海道の高品質な食品や関連する良好な景観・建築物等を一体的に活
用し、地域産業の活性化や観光振興を図るため、地域の風土・歴史に根
差した地域ブランドを創出する認証制度について、国民へのＰＲ等、認証
に向けた環境整備を行う。
・引き続き、市場と地域との窓口機能等を担う事業体「観光地域づくりプ
ラットフォーム」の形成を促進しつつ、着地型旅行商品の企画・販売、人材
育成等を行う取組を支援。
・引き続き、半島・離島地域の地域活性化のための活動組織の連携等を
支援。

【農水省】
・６次産業総合推進事業（1,445百万円）

【国交省】
・観光地域づくりプラットフォーム支援事業（246
百万円の内数）
・地域資源・新しい公共を活用した観光・地域活
性化の推進関連事業（38百万円の内数）
・半島地域振興対策事業（37百万円の内数）

・地域食材を活用した特徴ある料理等の知的
財産化への取組等への支援【農水省、経産
省】

【農水省】
・郷土料理等の知的財産化への取組を支援するため、以下の取組を実
施。
　--地域食材を活用した特徴ある料理等の知的財産化の事例等の先進
的な
　　取組を調査し、知的財産面における課題・対策等を体系的に整理・分
析し
　　作成したガイドラインの改定の取組を支援。
　--12地区における創作料理の開発の提案を採択。
　--昨年採択した16地区の創作料理の開発に取組では、約100品目を開
発。
　　商標等知的財産権について８件を出願し、うち４件が登録。

【経産省】
・冊子「地域団体商標2011」を関係者に配布し、組合及び地方自治体に制
度活用を促し、地域ブランドの権利化を支援。
・（財）食品産業センター主催の「６次産業化プランナー等人材育成研修
会」において、特許庁協力名義使用及び「知的財産権」の講師を４回にわ
たり派遣。

【農水省】
・引き続き、地域の食材を活用した特徴的な料理等について、地域団体商
標、意匠等知的財産権の取得を目指す取組を支援。

【経産省】
・冊子「地域団体商標2012」を作成し、組合及び地方自治体に制度活用を
促し、地域ブランドの権利化をセミナー等を通じ支援。
・引き続き、農産品ブランドの研修会等があれば協力名義使用及び講師
派遣に協力する。

【農水省】
・知的財産戦略・ブランド化総合事業のうち食文
化活用・創造事業（118百万円の内数）

【経産省】
・地域団体商標等出願等支援事業費（６百万
円）
・地域ブランド実態調査旅費（１百万円）

「食」に関する将来ビジョン　「Ⅲ 今後取り組むべき施策の方向」　　23年度実施状況等及び24年度以降の取組予定について

プロジェクト２ 「食文化」を軸とする観光・産業・文化政策の展開

取組内容

（１）地域の多様な食文化の発掘、継承、創造



２３年度実施状況等 ２４年度以降の取組予定 関連事業・予算取組内容

・食文化の継承等の取組をサポートする人材
の育成【内閣官房、内閣府、文科省、農水
省、経産省】

【内閣官房】
・地域活性化伝道師を通じた新たな食文化の創造の支援を行った。

【内閣府】
・食育推進ボランティア表彰を実施し、他の地域においても食育活動を推
進する上で参考となり得るような先進的な取組をしている10の個人・団体
を表彰。

【農水省】
・地域の郷土料理等を活用した６次産業化に取り組む農業者等を支援す
るため、以下の取組を実施。
　--222人の６次産業化プランナーと契約
　--556人のボランタリー・プランナーを任命
　--709件の総合化事業計画を認定

【内閣官房】
・引き続き、地域活性化伝道師を通じた新たな食文化の創造の支援に努
める。

【内閣府】
・引き続き、食育推進ボランティア表彰を実施し、他の地域においても食育
活動を推進する上で参考となり得るような先進的な取組をしている個人・
団体を表彰。

【農水省】
・引き続き、六次産業化法に基づく措置等により、地域独自の食材を活用
した郷土料理等の開発などの６次産業化に取り組む農林漁業者等を支
援。

【経産省】
・日本料理の修業制度（国内外）等による訪日促進の仕組み作り。

【内閣官房】
・地域活性化伝道師を通じた新たな食文化の創
造

【内閣府】
・食育推進ボランティア表彰経費（３百万円（食
育理解促進経費の内数）)

【農水省】
・知的財産戦略・ブランド化総合事業のうち食文
化活用・創造事業（118百万円の内数）

【経産省】
・クールジャパン戦略推進事業（920百万円の内
数）

・地域食文化の実態把握、情報発信【文科
省、農水省、国交省】

【農水省】
・関係事業と連携し、地域の郷土料理等について都市部への情報発信を
行うとともに、農山漁村を観光などの場として活用するグリーン・ツーリズ
ムなどの取組を支援。
・地域食材を活用した特徴ある料理等の知的財産化の事例等の先進的な
取組を調査し、知的財産面における課題・対策等を体系的に整理・分析し
作成したガイドラインのＨＰ等を通じた情報発信を支援。

【国交省】
・市場と地域との窓口機能等を担う事業体「観光地域づくりプラットフォー
ム」の形成を促進しつつ、着地型旅行商品の企画・販売、人材育成等を行
う取組を支援。
・半島・離島地域の地域資源（食、景観、文化等）を活用した観光、農林水
産業の促進等による地域活性化活動等を支援。
・半島地域の地域活性化のための活動組織の連携（地元食材を活用した
特産品ＰＲ）等を支援。

【農水省】
・地域食文化の継承を促進するため、シンポジウム等のあらゆる機会を捉
えて情報発信を実施。
・引き続き、関係事業府省と連携し、地域の郷土料理等について都市部へ
の情報発信を行うとともに、農山漁村を観光などの場として活用するグ
リーン・ツーリズムなどの取組を進める。

【文科省】
・引き続き、文化芸術の振興に関する基本的な方針（第３次基本方針）の
下にあり得べき施策の企画・立案に向け，地域食文化の実態把握や情報
発信等の調査研究を行う。

【国交省】
・引き続き、市場と地域との窓口機能等を担う事業体「観光地域づくりプ
ラットフォーム」の形成を促進しつつ、着地型旅行商品の企画・販売、人材
育成等を行う取組を支援。
・引き続き、半島地域の地域活性化のための活動組織の連携等を支援。
・引き続き、半島・離島地域の地域資源（食、景観、文化等）を活用した観
光、農林水産業の促進等による地域活性化活動等を支援。

【文科省】
・文化行政調査研究（「くらしの文化」に係る実態
調査）（24百万円の内数）

【農水省】
・知的財産戦略・ブランド化総合事業のうち食文
化活用・創造事業（118百万円の内数）
・食と地域の交流促進対策交付金（1,364百万
円）

【国交省】
・観光地域づくりプラットフォーム支援事業（246
百万円の内数）
・地域資源・新しい公共を活用した観光・地域活
性化の推進関連事業（38百万円の内数）
・半島地域振興対策事業（37百万円の内数）

・「食文化」を活用した地域活性化を目的とし
たマニュアル 「食文化」活用サポートマニュア
 ルの作成、地域組織を活用した支援施策の
紹介・相談【関係府省】

【農水省】
・「食文化」を活用した地域活性化を目的としたマニュアルの基礎とするた
め、日本の食文化について整理したテキストブックを作成（平成24年3月予
定）

・「食文化」を活用した地域活性化を目的としたマニュアルの作成に向けた
検討の開始

 ・食文化に関する民間有識者を交えた議論
 の場を本年11 月に立ち上げ、食文化の概
 念、地域活性化に向けた方策、人材の育成
 や普及・啓発手法等の検討を開始【内閣府、
 外務省、文科省、農水省、経産省、国交省】
（平成22年度で終了）
・日本食文化のユネスコ無形文化遺産登録
に向けた取組の推進【外務省、文科省、農水
省】

【農水省】
・平成22年度の検討結果を受け、平成23年７月に日本食文化のユネスコ
無形文化遺産登録に向けた専門家による検討会を立ち上げ（農林水産省
のほか、外務省、文化庁、厚生労働省、観光庁、経済産業省が参画）。同
年11月に検討結果を取りまとめ、平成24年３月にユネスコへ登録申請。
・日本食文化のユネスコ無形文化遺産登録提案の状況や地域の食文化
等に関する情報を発信する「食文化応援レター」を開始。

【農水省】
・日本食文化の保護と継承を目的とし、無形文化遺産登録の取組を題材
とした広報活動を行う。



２３年度実施状況等 ２４年度以降の取組予定 関連事業・予算取組内容

・食文化を核とした地域づくりに向けて、グ
リーン・ツーリズム等の都市農村交流施策、
農商工連携施策、観光地域施策、エコツーリ
ズム施策を総合的に活用【農水省、経産省、
国交省、環境省】

【農水省】
・関係事業と連携し、地域の郷土料理等について都市部への情報発信を
行うとともに、農山漁村を観光などの場として活用するグリーン・ツーリズ
ムなどの取組を支援。

【経産省】
・新事業促進支援補助金（農商工等連携型）により、中小企業者と農林漁
業者が連携して行う新事業活動（試作品開発や販路開拓等）の支援を実
施した。

【国交省】
・市場と地域との窓口機能等を担う事業体「観光地域づくりプラットフォー
ム」の形成を促進しつつ、着地型旅行商品の企画・販売、人材育成等を行
う取組を支援。
・北海道の高品質な食品や関連する良好な景観・建築物等を一体的に活
用し、地域産業の活性化や観光振興を図るため、地域の風土・歴史に根
差した地域ブランドを創出する認証制度の構築、効果的な認証のあり方を
検討。
・半島・離島地域の地域資源（食、景観、文化等）を活用した観光、農林水
産業の促進等による地域活性化活動を支援。

【環境省】
・地域の自然や生きものなどの生物多様性を保全しつつ、活用するエコ
ツーリズムを推進するため、地域コーディネーターによるプログラムや
ルールづくり、ネットワークづくりなどに主体的に取り組む地域を支援した。
また、自然に関する知識や経験などを備え、その大切さや魅力を伝える人
材の育成を行った。

【農水省】
・引き続き、関係事業省庁と連携し、地域の郷土料理等について都市部へ
の情報発信を行うとともに、農山漁村を観光などの場として活用するグ
リーン・ツーリズムなどの取組を進める。

【経産省】
・引き続き、新事業促進支援補助金（農商工等連携型）により、中小企業
者と農林漁業者が連携して行う新事業活動（試作品開発や販路開拓等）
の支援を行う。

【国交省】
・引き続き、市場と地域との窓口機能等を担う事業体「観光地域づくりプ
ラットフォーム」の形成を促進しつつ、着地型旅行商品の企画・販売、人材
育成等を行う取組を支援する。
・北海道の高品質な食品や関連する良好な景観・建築物等を一体的に活
用し、地域産業の活性化や観光振興を図るため、地域の風土・歴史に根
差した地域ブランドを創出する認証制度について、国民へのＰＲ等、認証
に向けた環境整備を行う。
・引き続き、半島・離島地域の地域資源（食、景観、文化等）を活用した観
光、農林水産業の促進等による地域活性化活動を支援。

【環境省】
・引き続き、エコツーリズムによる地域活性化を図るため、地域コーディ
ネーターを活用したプログラム、ネットワークづくりなどに主体的に取り組
む地域を支援するとともに、地域におけるエコツーリズムガイドやコーディ
ネーターなどの人材の育成を行う。
・エコツーリズム推進法に定められている国の責務である全体構想の認
定・周知、技術的助言、情報の収集、広報活動等を他の所管省庁と連携
して実施する。

【農水省】
・食と地域の交流促進対策交付金（1,364百万
円）
・地域ブランド活用観光促進事業(118百万円の
内数）

【経産省】
・新事業活動促進支援補助金（農商工等連携
型）（2,001百万円の内数）

【国交省】
・観光地域づくりプラットフォーム支援事業（246
百万円の内数）
・地域資源・新しい公共を活用した観光・地域活
性化の推進関連事業（38百万円の内数）

【環境省】
・地域コーディネーター活用事業（72百万円）
・エコツーリズムガイド育成事業（36百万円）
・エコツーリズム総合推進事業（30百万円）

・地域の食品関連事業者やホテル・レストラ
ンなどの業務需要者とのビジネスマッチング
【農水省、経産省】

【農水省】
・６次産業総合推進事業により、151件の農林漁業者等が行う新商品開発
等の取組を支援したほか、全国５カ所で商談会を開催し６次産業化に取り
組んだ際の販路開拓を支援。

【経産省】
・地域の食品関連事業者やホテル・レストランなどの業務需要者とのビジ
ネスマッチングを促進するため、農水省外食産業室との情報交換を実施。

【農水省】
・引き続き、新商品の開発や販路開拓の支援に取り組むとともに、地域に
おける農林漁業者等へのサポート体制を強化強化する。

【経産省】
・引き続き、地域の食品関連事業者やホテル・レストランなどの業務需要
者とのビジネスマッチングを促進するため、農水省外食産業室との情報交
換を実施。

【農水省】
・６次産業総合推進事業（1,445百万円）

（２）観光や関連他産業との結び付きの強化



２３年度実施状況等 ２４年度以降の取組予定 関連事業・予算取組内容

・農林水産物・食品と食器等を組み合わせ、
国内外への販路開拓活動を促進【農水省、
経産省】

【農水省】
・シンガポールでの観光博やニューヨークでのレストラン＆フードショウに
おいて、観光や食器等と組み合わせた日本産品のプロモーションを実施。

【経産省】
・クール・ジャパン海外戦略事業において、シンガポール、米国で食のプロ
ジェクトを実施した。
　--シンガポール：東北の産品をメニュー化してカフェ業態でテストマーケ
　　ティング
　--米国：日本の食文化をストーリーとして売り込んだ（そば屋を起点）

【農水省】
・香港において大規模な日本産品のＰＲイベントを実施し、食品等に限ら
ず、観光や食器等のコーナーも設置して日本食を総合的にＰＲ。
・食の安全や食文化等をテーマとして2015年に開催されるミラノ国際博覧
会において、日本の食品や食文化の魅力を効果的に発信するため、その
基本計画を策定。

【経産省】
・海外進出形態別（日本料理、大衆的食文化、加工品、農産品等）海外展
開勉強会を実施
・クール・ジャパン海外戦略事業として、食のプロジェクトを推進
・海外展開事業における農水省との連携（産品：農水省、食器・調理機器
等：経産省）

【農水省】
・輸出拡大リード事業（318百万円）
・輸出拡大サポート事業（912百万円）
・ミラノ国際博覧会政府出展委託事業（30百万
円）

【経産省】
・クールジャパン戦略推進事業（920百万円の内
数）

・訪日観光プロモーションとして食を中心とす
る我が国食文化の積極的な活用【外務省、
農水省、経産省、国交省】

【外務省】
・在外公館が海外の観光展や食の見本市、日本関連イベントにブースを
出展し、日本の食文化を含む日本の魅力を海外に発信。

【農水省】
・関係事業と連携し、地域の郷土料理等について都市部への情報発信を
行うとともに、農山漁村を観光などの場として活用するグリーン・ツーリズ
ムなどの取組を支援。

【経産省】
・クール・ジャパン海外戦略事業において、韓国で食を中心としたＥＣサイ
トを展開し、当該サイトと旅行サイトを連動させて訪日に繋げるテストマー
ケティングを実施

【国交省】
・韓国、中国など海外各国において訪日観光プロモーションを行う際に、
広告クリエイティブや日本の魅力の一つとして、日本食を紹介。

【外務省】
・引き続き、在外公館が海外の観光展や食の見本市、日本関連イベントに
ブースを出展し、日本の食文化を含む日本の魅力を海外に発信。

【農水省】
・引き続き、関係事業府省と連携し、地域の郷土料理等について都市部へ
の情報発信を行うとともに、農山漁村を観光などの場として活用するグ
リーン・ツーリズムなどの取組を進める。

【経産省】
・日本料理の修業制度（国内外）等による訪日促進の仕組み作り

【国交省】
・引き続き、海外各国において訪日観光プロモーションを行う際に、広告ク
リエイティブや日本の魅力の一つとして、日本食を紹介していく予定。

【外務省】
・在外公館による観光展等出展事業（５百万円）

【農水省】
・食と地域の交流促進対策交付金（1,364百万
円）

【経産省】
・クールジャパン戦略推進事業（920百万円の内
数）

【国交省】
・訪日旅行促進事業（ビジット・ジャパン事業）
（4,927百万円の内数）

・平成23年5月に取りまとめられたクールジャ
パン官民有識者会議提言に基づき取組を実
施 （本年11月立ち上げ）における議論の一環
 として、食文化の海外展開の具体策について
 の検討を開始【内閣官房、総務省、外務省 、
 文科省、農水省、経産省、国交省】

【関係府省】
・クールジャパン官民有識者会議における議論の一環として、外食を起点
とした戦略地域への集中展開やプラットフォーム組織の活用等、食文化の
海外展開の具体策についての検討し、検討結果を平成23年５月に取りま
とめ。

【内閣官房】
・本取りまとめ及び知的財産推進計画に沿って、クールジャパンを活用し
た日本ブランド復興キャンペーンの一環として、世界各国において、日本
食の体験などにより日本の食の魅力を発信するイベントを実施。

【外務省】
・日本食を含むクールジャパン各分野の専門家・総合プロデューサー等を
重点拠点国・地域に派遣し、講演、セミナー、デモンストレーション等を実
施することにより、クールジャパンの発信・売り込みを強化。

【関係府省】
・平成23年５月に取りまとめられたクールジャパン官民有識者会議提言に
基づき取組を実施。

【内閣官房】
・引き続き、地域活性化統合事務局のHPにおいて、地域活性化伝道師の
人材情報提供及び各省等が持つ専門家等人材情報とのリンク運用を行
う。

（３）我が国食文化の海外普及と新たなビジネスチャンスの拡大


