
「食のモデル地域構築計画」の認定に関するＱ＆Ａ

１ 食のモデル地域構築計画認定関係

（問１－１）

「食のモデル地域構築計画」の認定を受けるにはどのような手続が必要ですか。

（答）

「食のモデル地域構築計画」の認定を受けるためには、「食のモデル地域構築

計画公募要領」に基づき、所定の様式により当該計画を作成し必要書類等を添付

の上、農林水産省食料産業局食品小売サービス課外食産業室に応募していただく

ことが必要です。

応募のあった当該計画は、地域振興や農林水産業・食品産業全般に見識を有す

る外部有識者で構成される「食のモデル地域構築計画選定委員会」による選定を

経て、農林水産大臣が認定をします。

（問１－２）

地産地消モデルタウン事業で既に作成している「地産地消推進計画」や六次産業

化・地産地消法第４１条に基づく「促進計画」を、「食のモデル地域構築計画」

と位置づけることは可能ですか。

（答）

「食のモデル地域構築計画」は、「地産地消推進計画」や六次産業化・地産地

消法第４１条に基づく「促進計画」とは別に策定をしていただく必要があります。

（問１－３）

地域の観光協会が実施している取組を、「食のモデル地域構築計画」の内容とす

ることはできますか。

（答）

「食のモデル地域構築計画」の内容は、「食のモデル地域構築計画公募要領」

に定める作成主体（以下「協議会」という。）が実施する取組である必要があり

ます。そのため、地域の観光協会が協議会に構成員として参画し、協議会の活動

として実施するものであれば、当該計画の内容とすることができます。

（問１－４）

「食のモデル地域構築計画」の公募要領では、計画期間は原則５年間となってい

ますが、３年の計画とすることはできますか。

（答）

「食のモデル地域構築計画」に記載した内容を着実に実施し、地域の食に関す

る課題を解決するためには、一定期間の継続的な取組が必要になると考えており、

計画期間を５年と設定したところです。
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（問１－５）

「食のモデル地域育成事業実施要領」の第３で定められている「総合型」、「産

品中心型」の事業を希望する場合、「食のモデル地域構築計画」に記載する必要

がありますか。

（答）

食のモデル地域育成事業の活用を希望する場合は、「食のモデル地域構築計

画」を作成していただく際に、「３ その他」に参考として活用予定の事業タイプ

を記載していただくこととしています。

（問１－６）

「食のモデル地域構築計画」を計画期間中に見直すことは可能ですか。また見直

しをした場合には農林水産大臣の認定は取消しになりますか。

（答）

「食のモデル地域構築計画」の取組内容をより具体的な計画として補足するよ

うな見直しであれば、計画の修正は可能です。

また、やむを得ない理由で、当該計画の取組内容を変更する必要が発生した場

合は、農林水産省食料産業局食品小売サービス課外食産業室までご相談ください。

（問１－７）

「食のモデル地域構築計画」認定は、どのような流れでいつ頃大臣の認定が行わ

れるのでしょうか。

（答）

応募のあった「食のモデル地域構築計画」は、地域振興や農林水産業・食品産

業全般に見識を有する外部有識者で構成される「食のモデル地域構築計画選定委

員会」が、「食のモデル地域構築計画公募要領」第６の４の選定ポイント（①食

のモデル地域としての取組体制、②「食のモデル地域構築計画」の内容・全体構

想、③地域全体への波及効果・継続性、④その他特筆すべき事項）による審査・

選定を行った後、農林水産大臣が認定します。

なお、大臣認定は７月末を目処に調整中です。

２ 「食のモデル地域実行協議会」関係

（問２－１）

「食のモデル地域構築計画」の公募に応募する際、「食のモデル地域実行協議会」

が既に設立されていなければ応募出来ないのですか。

（答）

「食のモデル地域構築計画」は「食のモデル地域実行協議会」が作成主体とな

りますので、協議会は当該計画作成時点では設立されていることが必要となりま
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す。

なお、地域内の農林水産物の利用拡大や販売促進等を目的に、都道府県や市町

村を構成メンバーに含む協議会が既に設置されている場合、その協議会が要件を

満たせば当該計画の作成や「食のモデル地域育成事業」への応募が出来ます。

（問２－２）

３つの市町村にまたがる「食のモデル地域実行協議会」を設立する場合で、主た

る市町村は１つで、他の２つの市町村では農林水産物を供給する役割を担うよう

な協力体制にあるケースでも、それぞれの市町村は構成メンバーとして参画する

必要がありますか。

（答）

「食のモデル地域構築計画」はモデル地域の範囲を計画対象区域として明記し

ていただくこととしており、地域としての一体的取組を推進するため、地域の行

政も協議会の構成員となることを要件としています。

複数市町村にまたがる取組で、当該複数市町村をモデル地域として記載する場

合は、関係市町村も協議会の構成員となっていただく必要があります。

（問２－３）

「食のモデル地域実行協議会」の構成メンバーとなる都道府県又は市町村からの

参加者は、首長でないといけないのでしょうか。

（答）

都道府県又は市町村から協議会に参加する者は、首長である必要はありません。

なお、参加する者は、「食のモデル地域構築計画」の策定に当たって、その内容

を判断できる部課長級の者又はその許可等を得た職員が望ましいと考えておりま

す。

（問２－４）

都道府県域の「食のモデル地域実行協議会」を設立しようとする際に、生産者団

体が計画作成主体の当該協議会事務局となることは可能ですか。（生産者団体の

会長を協議会の代表者とする場合も含む）

（答）

都道府県が構成員となっているほか、事業の実施に必要な規約等が定められ、

事業手続に係る不正を未然に防止する仕組みが設けられている協議会であれば、

「食のモデル地域構築計画」の作成主体となることが可能であり、これらの要件

を満たしたものであれば、生産者団体が協議会の事務局となることができます。

なお、計画作成主体が事業実施主体として「食のモデル地域育成事業」を実施

する場合、他の事業と会計については必ず独立させ、当該補助金を明確に区分し

て管理する必要があります。
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（問２－５）

「食のモデル地域実行協議会」は、「食のモデル地域構築計画公募要領」の第４

の作成主体の要件を満たしていれば、既存の組織でも作成主体になることは可能

ですか。

（答）

地域内の農林水産物の利用拡大や販売促進等を目的に、都道府県や市町村を構

成メンバーに含む協議会が既に設置されている場合、その協議会が要件を満たせ

ば「食のモデル地域構築計画」を作成し、当該構築計画や事業への応募が出来ま

す。

（問２－６）

「食のモデル地域実行協議会」に行政（都道府県又は市町村）が必須の構成員と

なっているのはなぜですか。

（答）

「食のモデル地域構築計画」は異業種との連携を推進し、国産農林水産物の消

費拡大に向けたモデル地域づくりを行うため、モデル的な取組を行う地域を農林

水産大臣が認定するものです。

したがって、地域としての一体的な取組を推進するため当該モデル地域の行政

に参画していただくこととしています。

（問２－７）

「食のモデル地域実行協議会」に医療・介護施設関係者は必ず構成員とする必要

がありますか。また、「様々な業種の事業体が構成員となっていること」とあり

ますが、構成員数に基準はあるのでしょうか。

（答）

協議会の構成員となる「様々な業種の事業体」について、都道府県又は市町村

以外の関係者については制約はなく、また定量的な基準も設けていませんので、

医療・介護施設関係者を必ずしも構成員とする必要はありませんが、地域食材の

消費拡大を図るため、新規需要の拡大等を行う上で必要な業種の事業体が構成員

となっていることが必要です。

なお、異業種との連携の強化等を通じ地域食材の消費拡大に取り組む上で必要

な事業体が構成員となっているかについては、「食のモデル地域構築計画」及び

「食のモデル地域育成事業」の選定・審査において、計画の実行可能性等の観点

から評価されることになります。

（問２－８）

「食のモデル地域実行協議会」の事務局はどのような組織や人が担えば良いので

しょうか。

（答）
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協議会の事務局については、計画を適正に管理進行していくための管理能力や

経理能力等を有している必要があります。そのため、業務の実施に必要な人員体

制等が整備されていることが重要です。

（問２－９）

「食のモデル地域実行協議会」の構成員に地域外の人を入れても良いのでしょう

か。

（答）

協議会の構成員は、都道府県や市町村の担当者の他、新規需要の拡大等を行う

上で必要な業種の事業体関係者等を想定していますが、地域食材の消費拡大を図

るために必要な者であれば、対象地域内の関係者に限定する必要はありません。

（問２－10）

地域によってはメンバー構成が少ないケースもありますが、「食のモデル地域実

行協議会」には多くのメンバーが入らないといけないのですか。

（答）

協議会の構成員となる「様々な業種の事業体」について、対象地域内の関係者

に限定する必要はなく、また定量的な基準も設けていません。地域食材の消費拡

大を図るため、新規需要の拡大等を行う上で必要な業種の事業体が構成員となっ

ていることが必要です。

なお、地域食材の消費拡大に取り組む上で必要な構成員となっているかについ

ては、「食のモデル地域構築計画」及び「食のモデル地域育成事業」の審査・選

定において、計画の実行可能性等の観点から評価されることになります。

３ 対象とする地域、農林水産物(地域食材）の範囲等

（問３－１）

地域の定義はあるのですか。

（答）

「食のモデル地域構築計画」では、モデル地域の範囲である計画対象地域を明

確に記載していただくこととしています。計画対象地域は、地域としての一体的

な取組や効果の検証が可能な都道府県や市町村域等の区域で設定していただく必

要がありますが、都道府県や市町村をまたぐ複数の区域や市町村合併前の旧市町

村区域など市町村の一部でも設定可能です。

（問３－２）

「食のモデル地域構築計画」における「計画対象地域」と「食のモデル地域育成

事業」に応募する際の「事業対象地域」は同じでなければならないのでしょうか。

（答）
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食のモデル地域育成事業は「食のモデル地域構築計画」の認定を受けたモデル

地域の取組を支援するものであるため、モデル地域の範囲となる「計画対象地

域」と「事業対象地域」は同一である必要があります。

（問３－３）

地域食材の範囲は決まっていますか。県外産も含めてよいのでしょうか。

（答）

「食のモデル地域構築計画」では、モデル地域の範囲である計画対象地域を明

確に記載していただくこととしています。地域食材は、計画対象地域で生産・製

造される農林水産物・食品に限定されます。

（問３－４）

計画対象地域の範囲について、面積的な要件はあるのですか。

（答）

応募要件として、面積的な要件は特に設けてありません。

「食のモデル地域構築計画」では、計画対象地域を明確に記載していただく必

要があります。計画対象地域は地域としての一体的な取組や効果の検証が可能な

都道府県や市町村域等の区域で設定していただく必要がありますが、都道府県や

市町村をまたぐ複数の区域や市町村合併前の旧市町村区域など市町村の一部でも

設定可能です。

（問３－５）

都道府県域を「食のモデル地域構築計画」の対象地域とする「食のモデル地域実

行協議会」が当該計画に応募している場合に、同都道府県内の市町村域を当該計

画の対象地域とする協議会もこれに応募することはできますか。

（答）

都道府県域を「食のモデル地域構築計画」の対象地域とする協議会と市町村域

を対象地域とする協議会がそれぞれ独立した当該計画を作成し、これに応募する

ことは可能です。

ただし、認定後両者が同じ年度で、「食のモデル地域育成事業」に採択された

場合、二重補助とならないよう取組内容を明確に区分し、類似の活動の補助の重

複を避ける等適切に事業を執行する必要があります。

このため、事業対象地域が重複する協議会は、双方の意向や取組内容等を踏ま

えて当該事業を実施するなど、農林水産省の指導の下、必要な調整をとっていた

だく場合があります。

（問３－６）

「食のモデル地域実行協議会」が地域食材を加工する際に、香辛料等の国産品が

無い又は入手が困難な材料が必要な場合、輸入品を使っても問題ないでしょうか。

（答）
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「食のモデル地域構築計画」は、国産農林水産物の消費拡大を促進するための

認定計画であることから、国産品の使用が多い方が望ましいですが、その入手が

困難な場合等の状況においては、輸入品の使用も可能です。ただし、可能な限り

は国産農林水産物の使用に努めていただきたいと考えます。

（問３－７）

加工品の場合、県内の地場農畜産物を他県で加工する場合も含めてよいでしょう

か。

（答）

地域食材の消費拡大方策として、他の地域の加工場等に出荷することを「食の

モデル地域構築計画」の取組内容とすることは問題ありません。

ただし、単に二次産業、三次産業の事業体に出荷するということではなく、多

様な事業体やモノ・サービスと結合することによって、農林水産業で産出された

価値（バリュー）が消費者まで伝達される取組であることが必要です。

（問３－８）

地域の国産農林水産物、又は地元の食材を使った「うどん」や「米粉パン」とい

った加工食品の販売促進をしたいといった場合でも「食のモデル地域構築計画」

の対象となるのでしょうか。

（答）

国産農林水産物及びその加工品も含めて、米、小麦等の特定の産品を中心とし

た消費拡大を図る場合、産品中心型（計画対象地域の主たる国産農林水産物を中

心に地域食材の消費拡大の取組を行う事業）の対象となります。

４ 食のモデル地域育成事業との関連

（問４－１）

「食のモデル地域構築計画」の認定を受けないと、「食のモデル地域育成事業」

に応募することができないのですか。また、認定を受けるにはどのような手続が

必要ですか。

（答）

「食のモデル地域育成事業」の事業実施主体は、「食のモデル地域構築計画」

を作成し、農林水産大臣の認定を受けていることが応募の要件となっています。

このため、当該計画の認定を受けた者でなければ、当該事業へ応募することがで

きません。

ただし、平成２５年度については、問４－２のとおりです。

また、手続については、問１－１のとおりとなっています。
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（問４－２）

「食のモデル地域構築計画」の公募締切と、「食の地域モデル育成事業」の公募

締切が同日（７/１６）となっているのですが、応募要件となる「食のモデル地

域構築計画」の認定がおりていない状況でも「食の地域モデル育成事業」に応募

できますか。

（答）

平成２５年度については、事業の初年度ということもあり、「食のモデル地域

構築計画」と「食の地域モデル育成事業」を同時並行で公募しています。そのた

め、本年度に限っては当該事業に応募する際には、当該計画へ申請中であること

が農林水産省で確認できれば当該事業への応募は可能です。

なお、申請はしたものの認定が受けれなかった場合は、それが判明した時点で

応募要件を満たさないと判断し、補助金交付候補者選定審査の対象外とします。

（問４－３）

「食のモデル地域構築計画」認定時の取組内容を一部変更して、「食のモデル地

域育成事業」に申請することは可能ですか。

（答）

「食のモデル地域構築計画」で認められた計画を実現するために「食のモデル

地域育成事業」が設けられているため、基本的に当該計画の取組内容を一部変更

して当該事業に申請することはできません。ただし、当該計画の取組内容をより

具体化するようなものであれば、計画の修正は可能です。

また、やむを得ない理由で、当該計画の取組内容を変更する必要が発生した場

合は、農林水産省食料産業局食品小売サービス課外食産業室までご相談ください。

５ 目標の設定関係

（問５－１）

「食のモデル地域構築計画」における、目標数値（平成２５年度「食のモデル地

域構築計画」応募書の２の（９））を定めるに当たって、地域食材の売上高向上

率は、「食のモデル地域構築計画」の対象地域全体で把握する必要がありますか。

（答）

「食のモデル地域構築計画」における目標としては、当該計画の対象地域全体

として把握・設定する必要があります。

また、設定の考え方については、「食のモデル地域育成事業実施要領」第６の

事業の成果目標を参考としてください。
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（問５－２）

「平成２５年度『食のモデル構築計画』応募書」の２の（９）の評価項目(指標)

として、農林水産物の高付加価値化（ブランド化）に関するものを設定すること

は出来ますか。

（答）

評価項目（指標）の設定に当たって、地域食材の利用量の向上に資するもので

ある必要があるため、農林水産物の高付加価値化（ブランド化）を目標とする場

合、ブランド化により期待される販売金額又は販売数量の増加等の効果を目標と

して設定していただきます。仮に、安全性によりブランド化を図る場合であって

も、安全性の向上を把握するための指標は、「食のモデル地域構築計画」の趣旨

から適当でありません。

６ その他全般に関すること

（問６－１）

「食のモデル地域構築計画」と「食のモデル地域育成事業」の公募スケジュール

を含めた当該事業実施までのスケジュールを教えてください。

（答）

スケジュールについては、以下のとおり予定しています。

５月23日～７月16日 「食のモデル地域構築計画」の公募

５月29日～７月16日 「食のモデル地域育成事業」の公募

７月下旬を予定 「食のモデル地域構築計画」の選定・審査

農林水産大臣による「食のモデル地域構築計画」の認定

８月中を予定 食のモデル地域育成事業の補助金交付候補者の選定

⇒ 候補者決定

〃 交付申請書・事業実施計画書の提出

〃 交付決定 ⇒ 事業実施

（問６－２）

「現場発の発想」とは、具体的にはどのような取組内容でしょうか。

（答）

「食のモデル地域構築計画」は都道府県又は市町村、農林漁業者、食品関連産

業事業者等の地域の関係者が策定した自主的な計画であり、計画の内容が生産者

や消費者からの提案に基づいたものであること等が必要です。

（問６－３）

消費拡大とは具体的にどのような取組が実施できるのでしょうか。

（答）
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農林水産大臣の認定を受けたモデル地域が「食のモデル地域構築計画」に即し

て行う、商品開発、販路開拓、人材育成、食をテーマとした地域活性化等の取組

を支援することとしています。

（問６－４）

「多様な事業体」、「モノやサービスと結合」とは、具体的にどういうことです

か。事例も交えてご教示ください。

（答）

多様な事業体やモノ・サービスとの結合について、定量的な基準は設けていま

せんが、地域食材の消費拡大を図るため、新規需要の拡大等を行う上で必要な事

業体やモノ・サービスと結合していることが必要です。

また、単に従来の仕向先と異なる二次産業、三次産業の事業体に出荷するとい

うことではなく、農林水産業で産出された価値（バリュー）が消費者まで伝達さ

れる取組であることが必要です。具体的には第２回「攻めの農林水産業推進本

部」（平成２５年３月２６日）における現場の宝の事例を参考にして下さい。


