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１．基本的な考え方 

 

（１）中長期ビジョン策定の経緯 

ベトナムでは、国土の約８割が農林水産業に利用されているほか、農村人口が総人口の約７割を占めるなど、農林水産業が主要産

業の一つとなっている。しかしながら、生産性・品質の低さや、コールドチェーン等の流通体制が未整備である等の課題により、そ

の潜在力を十分に活かしきれていない状況にある。 

このような中、日越農業協力対話第１回ハイレベル会合において、日越両国は、経済協力と民間企業の投資の連携を通じて、農業

生産から加工、流通、消費に至るフードバリューチェーンを構築していくための中長期ビジョンを策定することを確認した。中長期

ビジョンでは、フードバリューチェーンの構築だけでなく、気候変動への配慮、高度人材の育成の各開発課題に重点的に取り組むモ

デル地域を設定し、５年間（2015 年～2019 年）の具体的な行動計画等を策定しており、これに基づき、ベトナム側の自主的取組と

日本側の経済協力や民間投資を着実に実施することで、ベトナム農林水産業の包括的発展に大きく寄与した。 

 

（２）中長期ビジョン（フェーズ１：2015年～2019年）に基づくこれまでの取組 

フードバリューチェーンの構築（生産性・付加価値の向上、食品加工・商品開発、流通改善・コールドチェーン）、気候変動への配

慮、高度人材の育成の各分野の行動計画に基づき取組を推進した。 

 

行動計画 フードバリューチェーンの構築 気候変動への配慮 高度人材の育成 

生産性・付加価値の向上 食品加工・商品開発 流通改善・コールドチェーン 

モデル地域 ゲアン省 ラムドン省 ハノイ・ホーチミン等 

大都市近郊 

中部高原地域 

及びメコンデルタ 

カントー大学等 

主な課題 貧困率が比較的高く、農業

生産性の向上が課題 

 

高品質な園芸作物産地

として有名で、日本企業

の進出も多いが、６次産

業化の取組が課題 

大都市の消費者ニーズに応

じた新鮮な農産品のサプラ

イチェーンの確立が課題 

国内最大の農業地帯で

あるが、塩水遡上など

気候変動の影響が課題 

フードバリューチェーン

の各段階でのキャパシテ

ィビルディングの強化が

課題 

主な取組 ・老朽化した灌漑施設を改

修 

・市場開拓に必要な情報デ

ータベース構築や契約農

業促進を支援する組織

（AMPF）を設立 

・安全な野菜の生産体制を

構築 

 

・日本式高度選果機を試

験導入 

・我が国農業法人等が国

内外の需要に応じた

高付加価値農産物を

生産 

・主要作物のﾌﾞﾗﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ

やｱｸﾞﾘﾂｰﾘｽﾞﾑのﾌﾟﾛﾓｰ

ｼｮﾝ活動を支援 

・冷蔵冷凍倉庫の建設や低

温流通体制構築に向けた

民間投資を促進 

・検査・農産食品品質コンサ

ルティングセンターの整

備事業を開始 

・農産物・食品の規格・認証

に係る共同調査を実施 

・塩水遡上を抑制する

ためのインフラ整備

を実施 

・流域保全林の造林整

備、地域住民の森林

管理能力を強化 

・フードバリューチェー

ンに関する寄付講座を

開設し、日本企業等か

ら講師を派遣 

・研究能力強化のための

専門家派遣、留学生の

受入、大学と民間企業

との連携向上を支援 
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（３）ベトナム政府の現状認識 

① 生産性・付加価値の向上 

  (1)農地が狭小・分散しており、小規模農家が多い、(2)農薬・肥料等の適正利用、機械化の推進、収穫技術の向上、(3)農業組

合などの組織が未発達、(4)品質による価格差がなく、質より量を重視、(5)安全な農林水産物の普及、(6)気候変動に対応した

農業インフラの整備等フードバリューチェーンにおける生産段階に課題が抽出された。 

② 食品加工・商品開発 

  (1)農産物の品質・量の確保が不安定、(2)付加価値向上に対する意識が低く、加工品が少ない、(3)食品の衛生管理のための

制度、人材、施設などが発展途上等生産体制の高度化、人材育成等に課題が抽出された。 

③ 流通改善・コールドチェーン 

  (1)道路や低温倉庫、低温輸送車などのインフラ整備が不十分、(2)常温流通が主流で、生鮮野菜の品質低下やロスが発生、(3)

卸売市場が未発達等新鮮な農産品のサプライチェーン確立に係る課題が抽出された。 

④ 消費・市場開拓 

  (1)市場予測能力が低く、消費者ニーズに対応できていない、(2)ブランド化の推進、輸出の促進、(3)観光との連携などによ

る新たな付加価値の創造等キャパシティビルディング強化に係る課題が抽出された。 

⑤ 地方行政機関のニーズ 

  (1)日本企業との連携促進、(2)農産物販売拡大等ベトナム側の取組支援、(3)先進的な農業や食品加工に関する技術移転、(4)

日本からの支援により始まったベトナム国内の一村一品（One Commune One Product）運動の更なる発展等のニーズがあった。 

 

（４）日本企業の支援ニーズ 

① 農業生産・農業資材 

  ベトナムにおける農業生産は、日本とは農業生産基盤の整備状況や生育環境が大きく異なり、参入リスクが高いため、農業生

産企業からは農業生産基盤の整備、農業資材販売企業からは栽培実証の支援ニーズが高い。 

② 加工・製造、流通・輸出、小売・外食 

  加工・製造、流通・輸出、小売・外食では、原料となる農産物の仕入先として地元の産地開拓の必要性が高いが、ニーズを満

たす信頼に足る生産者組織が存在せず、自身で栽培指導から行う場合が多く、非常に時間と労力を要することから、同企業から

は、生産者の組織作り、生産技術指導等、生産者の能力を開化させる支援ニーズがある。 

③ 物流 

  コールドチェーン物流を提供できる企業からは、人材教育、物流団地形成等の支援ニーズがある。 

④ 人材 

  日本における農業の担い手として、技能実習生等、外国人材（特にベトナム人材）が求められている。 
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（５）現行ビジョンの成果・課題等を踏まえた今後の方向性（まとめ） 

日本ベトナム両国は、中長期ビジョン（フェーズ１：2015 年～2019 年）に位置付けられた取組を進めてきたが、ベトナム政府の

政策や日系企業動向を踏まえると、以下のような取組を課題解決に向けて進めていく必要がある。 

① 農業関連インフラの整備継続 

  依然として、農業関連インフラ（灌漑施設、加工施設、流通アクセス、市場環境等）の整備が不十分。今後は発展する経済規

模に見合った物流を確保できるよう、フードバリューチェーン構築に向けたインフラ整備を引き続き進めていくことが必要。 

② モデル地域の取組連結性の強化 

  モデル地域で実施された取組は、設定された課題に対応しているものの、成果の拡張性が乏しい傾向。今後はフードバリュー

チェーンにおける生産、製造・加工、流通、消費の各段階の連結性を強化していくことが必要。 

③ フードバリューチェーンの全体像を見据えた取組の実施 

  フードバリューチェーンの構築はモデル地域内のみで完結するものではない。ベトナムにおいて目指すべきフードバリューチ

ェーンは、各地域の特色や環境条件等を活かして、各工程で付加価値を生み出し、需要に見合った生産・流通体制を確立し、農

産物等の品質・安全の向上、生産者の所得改善、民間投資、地域振興に繋げていくことが重要。今後はフードバリューチェーン

の全体像を見据えて取組を実施していくことが必要。 

④ 日本の民間投資の拡大 

  ベトナムの各地方省レベルでは、日本の先進的技術の導入による農業振興、現地の人材採用が望まれていることから、日本の

民間企業への期待や果たす役割は大きい。そのため、①～③の取組において地方省との連携を更に緊密にし、より日本の民間企

業の投資拡大に繋がる環境づくりを支援していくことが必要。 

⑤ 日越双方の農業振興に資する人材育成 

  ベトナムの農業振興に重きを置いた従来型の高度人材育成に加え、日本の農業現場で活躍する農業人材の育成や、日本で技能

を取得したベトナム人材を日越双方の農業現場で更に活用できる環境整備を支援することが必要。 

⑥ 他の地域への展開シナリオ 

  モデル地域における取組の成果を、ベトナム政府及び事業者自身により、他の地域に展開していくシナリオが必要。 

 

（６）新型コロナウイルス感染拡大と農業・食品産業への影響と今後の方向性 

ベトナムでは、早期の外国人入国停止、外出制限措置等を講じ、新型コロナウイルス感染拡大防止に着手した。他方、感染拡大防

止のため、人や物の移動に大きな制限が課せられたことで、国内外のフードサプライチェーンへの影響が発生した。 

① 発生した課題 

(1)ベトナム国内の食料需給見通しの再検討とコメ輸出の契約一時留保、(2)ベトナム産農産物の輸出停滞及び価格低下、(3)
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外食店舗の売上げ落ち込み及びデリバリーサービスの増加、(4)技能実習生の往来停止（日本の農業生産分野における労働力不

足）、(5)ベトナム向け農林水産物・食品輸出及び投資に関する商談等の停止等が発生。 

② 課題への対応策 

このため、(1)食料需給見通しに必要な生産・流通情報収集体制の整備、国内生産体制の強化、(2) 出荷先の多様化、原材料

調達での企業・農家連携、農産物の有効活用・品質保持、品種改良による収穫時期の延長、(3)オンライン、テイクアウト販売、

デリバリーサービスの充実、ICTを含む市場ニーズに応える生産管理・収穫技術の普及、（4）外国人雇用確保に資する人の交流

促進、(5)ベトナム政府や民間企業も含めた両国間の情報共有や情報発信の強化等の対策が必要。 

 

（７）フードバリューチェーン構築推進のための新たな中長期ビジョンの策定 

中長期ビジョン（フェーズ１：2015 年～2019 年）に位置付けられた取組の実施により、従来の生産や加工、流通、販売の方法を

踏襲するだけでなく、多様な人材を取り込みつつ、新たな仕組みの構築や手法の導入等に取り組んでいくことが重要であるという認

識が芽生えてきた。ベトナム国内でも新たな価値の創出や市場を開拓する取組が始まりつつあるが、現状ではベトナム農林水産業の

発展を力強く牽引しているとは言えず、これまでの取組で明らかになった課題に対応し、新型コロナウイルス感染症による情勢変化

を十分に踏まえ、新しい芽を大きく育てて、持続可能なものとしていく必要がある。 

こうした観点から、日越農業協力対話第５回ハイレベル会合において、日越両国の取組の指針となる新たな中長期ビジョン（フェ

ーズ２：2020 年～2024 年）を策定した。両国の政府及び民間企業の連携の下、フードバリューチェーンの構築に資する取組を総合

的かつ計画的に推進していく。 

なお、中長期ビジョンは、モデル地域における取組の進展等に伴う新たな課題に応じ、適宜、更新されるものであり、日越両国政

府により継続的に行われる日越農業協力対話において、その内容について議論を行う。 

 

 

２．中長期ビジョン（フェーズ２：2020年～2024年）における取組方針 

 

これまでの取組で明らかになった課題及び新型コロナウイルス感染症による情勢変化を十分に踏まえ、以下の取組を今後両国間で重

点的に実施する方針。 

 

（１）優先的取組の重点化 

① 農業関連インフラの整備 

・かんがい施設の整備の他、持続可能な漁業・森林経営や塩水遡上対策など環境や気候変動の影響、感染症（新型コロナウィル

ス含む）の影響を緩和する体制を強化し、高付加価値な農作物の生産・販売に寄与する取組を実施。 
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・単に施設整備や機材供与を行うだけでなく、民間企業との連携や、それらを適切かつ効率的に利用していくための運用・管理

能力の向上なども併せて実施。 

② 民間企業の投資促進 （先進的技術の導入） 

・民間企業の投資を促進に併せて、フードバリューチェーンにおける生産、製造・加工、流通、消費の各段階に先進的技術を導

入し、それぞれの結びつきを強化。 

・日本の企業が進出しやすい環境を両国で整備。 

③ 農業振興政策・戦略策定支援及び人材育成 

・フードバリューチェーンの構築に向けたベトナム中央政府の政策、戦略の改善を支援するとともに、ベトナム地方政府と日本

の地方自治体及び中小企業との連携による取組を推進。 

・日本でのつながりや経験を活かせるよう、日本とベトナム両国の農業を担う人材を育成。 

 

 

（２）これまでの取組の深化 

① モデル地域における取組の深化 

・中長期ビジョン（フェーズ１：2015年～2019年）に位置付けられた開発課題に関する取組を継続して実施。 

・モデル地域におけるこれまでの取組成果を踏まえ、フードバリューチェーンの構築が期待できる取組を柔軟に検討。 

② 日越両国担当当局の連携強化 

・農林水産物・食品の輸出入の促進について、動植物検疫協議等は両国担当当局が連携して対応。 

・過年度に署名した規格・認証の活用に向けた協力覚書、コメのバリューチェーンの発展に向けた協力覚書、植物品種の保護に

係る審査協力に関する協力覚書、今般署名するかんがい排水分野の技術交流に関する協力覚書、水産分野に関する協力覚書等

に基づく両国担当当局の連携強化と効果発現を追求。 

・日本企業の参入の際、障害になる規制の撤廃等に対して、両国担当当局は連携して対応。 

 

 

３．具体的な取組（行動計画） 

 

現時点の具体的な取組（行動計画）は、以下のとおり。なお、今後、日越両国は、毎年開催する日越農業協力対話幹事会で行動計画

の進捗状況を確認するとともに、必要に応じて行動計画を見直すこととする。 

 

（１）農業関連インフラの整備 
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（灌漑施設の整備、機械化の推進） 

日本側の取組 ベトナム側の取組 

・フードバリューチェーン構築を目指して、老朽化した灌漑施

設を改修するための事業を実施する（有償資金協力）。 

・小規模灌漑施設の整備を通じ、園芸農業への転換や、農業の

機械化の促進し、干ばつ等の気候変動に対応して節水灌漑を

推進するため、取水から末端排水に至る水管理システム（パ

イプライン化、水田汎用化等）の技術の導入・普及すること

を検討する(P)。 

・灌漑施設や供給される農業用水を効率的に利用するため、農

民参加型水管理手法を普及させる。 

・民間企業によるサービスを活用し、農業の労働生産性の向上

及び農産物の品質向上のため、農業の機械化を促進する。 

・気象情報や幹線水路や末端水路における水需要と供給のバ

ランスを取り、節水灌漑（間断灌漑やパイプライン化など）

や節水につながる農業（作物転換、水田汎用化）を推進する。 

（流通体制の整備） 

日本側の取組 ベトナム側の取組 

・道路インフラ等を整備することによって流通環境を改善す

る（有償資金協力）。 

・集出荷施設を整備し、効率的な流通システムを構築する（技

術協力、有償資金協力及び民間連携）。 

・冷凍冷蔵倉庫の量的・質的な整備を進め、付加価値の高い農

作物等（日本からの輸入品を含む）について、より高度な温

度管理ができる流通体制を整備する。 

・日本の事例を参考に卸売市場の整備を行う。 

（環境・気候変動への配慮、災害防止・被害低減） 

日本側の取組 ベトナム側の取組 

・塩水遡上防止施設を建設する事業を実施し、農業用水の塩分

上昇を抑制する（有償資金協力）。 

・節水灌漑、水田汎用化技術を導入、促進することを検討する

(P)（再掲）。 

・塩水遡上による影響を緩和するため、塩水遡上の影響を受け

る地域に適した作物生産体系を検討する。 

・メコン川デルタ地域において、気候変動対応（塩水遡上防止）

のため、灌漑システムの現代化と効果的な水利用を行う。 

・海岸保全林や流域保全林の造林に関する事業を実施し、防災

及び保全林の質・量の向上のため、森林政策や REDD+(森林減

少・劣化による排出の削減等）に関する能力向上を図る（有

償資金協力）。 

・持続的な森林管理体制の構築を図る（技術協力）。 

 

・有償資金協力の終了後、保全林管理事務所と地域住民グルー

プが共同で保全林を保全・管理できる体制を整備する。 

・日本の技術協力支援を受けて、森林政策の見直し、州政府の

能力強化、住民生活の改善に繋がる持続可能な森林管理の推

進に取り組む。また、外部資金（REDD+成果支払など）の積極

的な活用により、森林保全管理のための適切な再投資を行

う。 
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（２）民間企業の投資促進（先進的技術の導入） 

（投資機会の拡大） 

日本側の取組 ベトナム側の取組 

・官民交流フォーラムを開催し、投資環境に関する情報交換や

現地企業とのマッチングを促進する。地方政府との連携によ

る地方フォーラムの開催についても検討する（農林水産省

他）。 

・農業関連分野の民間企業支援のモデル事業を普及促進する

（民間連携）。 

・アグリビジネスジャパンデスクにアドバイザーを派遣し、日

本企業の投資促進を図る（技術協力）。 

・企業の進出を促進するため、投資環境の改善や優遇措置の検

討、規制の緩和等に取り組む。 

・農業ビジネスに関する相談窓口として農業農村開発省内に

設置したアグリビジネスジャパンデスク及び農業農村開発

省国際協力局内の持続的農業発展のための官民連携事務所

を強化するとともに、相互の連携を図る。 

（規格・認証制度の活用促進） 

日本側の取組 ベトナム側の取組 

・農産物・食品に関する規格・認証制度について、日本発の制

度の活用を促進するため、ベトナム側の理解増進に資するセ

ミナーや研修、実証事業等を実施する（農林水産省）。 

・GAPを含む安全な農産物栽培手法の普及、産地形成によって、

安全な作物栽培の振興と、農産物の信頼性の向上を図る（技

術協力）。 

・日本側の取組を踏まえ、行政関係者、農業者、食品製造事業

者、流通事業者に対する普及・啓発活動を行う。 

・農産物・食品に関する規格・認証制度を適切に運用していく

ため、ベトナム国内の体制整備を行う。 

・ワーキンググループを設置し、規格・認証制度の活用促進に際して明らかになった課題等を両国の担当者が共有し、その解

決方法について議論する（農林水産省及びベトナム農業農村開発省）。 

（先進的農業・畜産技術の導入） 

日本側の取組 ベトナム側の取組 

・日本企業等との連携のもと、低農薬または有機の農業、営農

技術の近代化や農産物の品質向上を図る（民間連携）。 

・日本の農業・畜産技術（ICT技術等を含む）を活用して、生

産性が高く、高付加価値な農産・畜産物の生産モデル（市場

を意識した品種選定、品質を確保するための生産管理・収穫

技術の向上など）の普及を図る（民間連携）。 

・質の高い農産物流通システムを構築するために民間の流通・

小売業者の投資を促進する。 

・既往の日本の技術協力の成果を活用し、低農薬または有機の

農業、安全な作物生産手法の普及、農協組織の機能強化、コ

メの短期生育品種の導入、果樹の病害防止、安全な飼料を活

用した畜産品の開発等に取り組む。 
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・また、これらの取組と合わせて、ベトナムの農業者が行う組

織づくりや食品加工技術の指導などに係る支援を検討する

（民間連携）。 

・AMPFにアドバイザーを派遣し、フードバリューチェーンの強

化を目指す（技術協力）。 

・日本の技術協力を通じてゲアン省で設立した AMPF

（Agricultural Marketing Platform）を継続して運営し、

契約に基づいて農産物の生産・流通・加工・販売を結びつけ

る制度を構築することにより、各過程の透明性、安全性、安

定性、信頼性を向上させる。 

（食品安全、衛生管理体制の充実） 

日本側の取組 ベトナム側の取組 

・ベトナム産米の安全性について、日越間の対話を行うととも

に、現地調査を実施する（農林水産省）。 

・ベトナムにおける食品安全管理体制等の強化に資する専門

家を育成するための研修を実施する（技術協力）。 

・残留農薬に関する分析技術の向上のために、分析器具及び設

備の調達に協力する（無償資金協力）。 

・ベトナム産米の安全性について、日越間の対話を行う。また、

日本側の調査実施への協力と調査結果を踏まえた安全性の

確保に努力する。 

・食品加工・流通企業の投資促進のため、食品安全法に基づく

食品衛生管理の法制度やその運用の透明性を高めるよう努

力する。 

・農産食品品質コンサルティングセンター（RETAQ：Reference 

Testing and Agri-Food Quality Assurance Centre）を建

設・運用し、衛生管理体制を充実させる。 

（遺伝資源・植物品種の保護） 

日本側の取組 ベトナム側の取組 

・種苗検査制度や植物品種保護制度に対する理解の増進と実

践的技能の習得するための研修を実施する（農林水産省他）。 

・ベトナムの栽培環境に適した品種を選抜・導入するためにベ

トナム側が開催するセミナーや研修に協力する（農林水産

省）。 

・植物品種保護制度の整備を推進し、新たな日本の品種の導入

を図るため、植物品種保護制度の重要性に対する意識啓発や

審査技術向上のためのセミナー・研修を開催する。 

・審査期間の短縮等を図るため、両国の審査担当部局に出願された植物品種の審査結果の活用を推進するとともに、東アジア

植物品種保護フォーラム（EAPVP）の枠組において、「2018 年-2027 年東アジア植物品種保護戦略」に基づく二国間を含む地

域の品種保護制度の整備や協力活動を促進する（農林水産省及びベトナム農業農村開発省）。 

・ベトナムの野菜や稲等の遺伝資源を効率的に収集し、それらの特徴を評価し、両国間で相互利用できる環境整備と共同研究

により、有用な品種の導入、作物の品種改良を推進する。また、共同研究を通じて、栽培技術や育種等に必要な技術を有す

る人材を育成する（農林水産省及びベトナム農業農村開発省）。 
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（動物衛生） 

日本側の取組 ベトナム側の取組 

・家きん及び豚のウイルス感染症防除法の開発等の越境性疾

患感染症に関する共同研究の実施を検討する（農研機構）。 

 

・共同研究を通じて、家きん及び豚のウイルス感染症防除法の開

発等の越境性疾患感染症に携わる人材育成を検討する。 

・輸出を見据え、新たな豚の品種導入及びと畜技術の向上によ

り、生産性の向上を図るとともに、非ウィルス感染症発生地域

のゾーニングを実施する。 

・増大する飼料需要に対応するとともに飼料自給率を高めるた

め、現地農家が栽培可能な生産性の高い家畜飼料用作物を導

入する。 

（水産物の高付加価値化） 

日本側の取組 ベトナム側の取組 

・日本企業が有する水産関連技術や水産インフラを輸出し、日

本型高付加価値水産バリューチェーンの構築を目指す（民間

連携）。 

・保管施設や加工施設等を併設した水産センターを設置し、水

産物の品質確保及び付加価値の向上を図る。 

・海藻類，マグロ、海洋養殖の生産性、品質、付加価値の向上

を図る。 

・漁業監視部隊（地方漁業監視支部含む）の構築と能力向上を

図る。 

・水産分野における日本の水産庁との覚書に基づく協力の促

進 

 

 

（３）農業振興政策・戦略策定支援及び人材育成 

（政策立案への協力） 

日本側の取組 ベトナム側の取組 

・ベトナム政府及び地方行政機関が、農業振興に係る政策や戦

略を立案する際に、適切な助言を行うとともに要請に応じた

支援を検討する（技術協力）。 

・日系企業からの要望を踏まえ、日系企業の参入を促進するた

・観光・農業等の地域資源の活用による都市と農村の交流を促

進し、地域の特色を活かした付加価値の高い農産物の生産・

加工を推進するとともに、農業者の生計向上を図るための政

策を推進する。 
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めの優遇措置、同参入の障害になる規制の撤廃等についてベ

トナム政府に助言を行う（技術協力）。 

・ベトナムの農業農村開発に関わる政策・方針・動向を把握し、

助言等を行う（技術協力）。 

・ベトナム農業農村開発省内の相談窓口を更に活用して、両国

間の情報共有を緊密に行ない、企業や地方政府への情報発信

を強化する（技術協力）。 

・地方行政機関が、農業振興に係る政策や戦略を策定する際に

参考にすることができるよう、既存の取組の成功事例を幅広

く共有する。 

（人材の育成・活用） 

日本側の取組 ベトナム側の取組 

・日本の農業の担い手の確保とベトナムにおける農業人材育

成の観点から、日越双方の関係機関と連携し、技能実習制度

を始めとする各種制度を活用したベトナムの若手人材の育

成を支援する（P）。 

・ベトナムのカントー大学の教育・研究能力の強化をはじめと

して、農林水産分野の成長や気候変動への配慮等への対応に

必要な高度人材の育成に協力する（有償資金協力及び技術協

力）。 

・ベトナム国立農業大学に寄付講座を開設し、日本の食関連企

業から講師を派遣して実践的な知識・技術に関する講義を提

供し、フードバリューチェーン構築に必要な高度な人材の育

成を支援する（農林水産省/民間企業）。 

・技能実習制度を始めとする各種制度により一定の技術を取

得した人材が、その技術を有効活用し、活躍できる場の提供

（日系企業を始めとする農業法人とのマッチング等）を支援

する。 

・国内外の市場ニーズに対応した付加価値の高い農作物の生

産、食品加工施設等の充実、流通体制の改善など、フードバ

リューチェーンの構築に資する政策の立案及び行政サービ

スの実施、投資環境の整備等に携わる人材の育成を図る。 

・農業分野において、大学・研究機関の教育、研究、技術移転

に係る能力を強化する。 

 

 


