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１．日本再興戦略
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が閣議決定されました

６月14日に、第三の矢としての我が国の新たな成長戦略が閣議決定されまし
た。ここでは、農林水産業を成長産業にするための具体的な戦略について、日本
再興戦略の本文（抜粋）とともに、そのポイントをご紹介します！

二．戦略市場創造プラン

テ―マ１：国民の「健康寿命」の延伸
○食の有する健康増進機能の活用

・ いわゆる健康食品等の加工食品及び農林水
産物に関し、企業等の責任において科学的根
拠をもとに機能性を表示できる新たな方策に
ついて、今年度中に検討を開始し、来年度中
に結論を得た上で実施する。
検討に当たっては、国ではなく企業等が自
らその科学的根拠を評価した上でその旨及び

機能を表示できる米国のダイエタリ―サプリ
メントの表示制度を参考にしつつ、安全性の
確保も含めた運用が可能な仕組みとすること
を念頭に行う。
・

食の有する健康増進機能の解明・評価や、
健康増進機能を有する食材・食品の開発・普
及促進を図る。
【戦略本文Ｐ61より抜粋】

ここがポイント!!
☆

農林水産省では、「攻めの農林水産業」の実現に向け、関係団体からの声に基づき規制緩和
を求めています。同日に閣議決定された「規制改革実施計画」でもいわゆる健康食品の機能性
表示を容認する新たな方策を検討し、2014年度に結論を得ることが示されました。

＜制度の現状と課題＞
現行では、保健機能を有する成分を含む加工食品や農林水産物は、特定保健用食品等の場合
を除き機能性表示をすることができません。表示が認められるようになれば、付加価値の高い
農林水産物・加工食品の需要拡大が期待できます。

１

二．戦略市場創造プラン

テ―マ４：世界を惹きつける地域資源で稼ぐ地域社会の実現
○農商工連携等による６次産業化の推進
・ 農林漁業成長産業化ファンドの本格展開や、
異業種連携等の促進により６次産業化を推進
する。

また、海外での遺伝資源獲得の円滑化や知
的財産権の侵害対策等、我が国の種苗産業の
共通課題の解消を総合的に推進するための取
組体制を整備する。

・ 異業種との連携による地域における消費拡
・ 健康に着目した食の市場拡大による健康長
大や学校給食等における利用拡大等の取組と
寿社会の実現と国内需要・市場拡大、福祉・
ともに、多様な事業者からなる協議会が主体
教育・観光等と連携した都市と農村の交流の
となる「食のモデル地域」を本年中に設け、
拡充等を図るため、食の科学的知見の体系化
国産農林水産物の利用拡大に向けた取組を推
に向けた産学官の体制整備、食習慣と健康の
進する。
関連性の調査等を来年度から実施する。また、
食育を国民運動として推進するため、農林漁
・ 再生可能エネルギ―を活用した農林漁業の
業体験を経験した国民の割合を５年後に35%
発展を図る取組を推進するための枠組みの構
とすることを目標として食や農林水産業への
築等を進めつつ、今後５年間に約 100地区
理解増進を図る。
で地域のバイオマスを活用するなど産業化と
エネルギ―導入を重点的に推進する。
・ 新品種・新技術の開発・普及や知的財産の
保護と積極的な活用により「強み」のある農
【戦略本文Ｐ81～82より抜粋】
畜産物の創出を進め、年内に品目ごとの新品
種・新技術の開発・保護・普及の方針を策定・
＜関連情報＞バイオマス産業都市
公表する。
→本レタ―Ｐ７

ここがポイント!!
☆ ６次産業化の推進に当たっては、食品産業をはじめとする異業種との新結合により、第１
次産業の価値を大きく高めながら消費者につないでいくことが重要です。食料産業局では、
上記の取組とともに、以下の政策にも果敢に取り組みます。

① 農林漁業成長産業化ファンドの本格展開（Ａ-ＦＩＶＥの活用）
25年６月28日現在までに全国21のサブファンド（総額500.22億円）への出資を決
定しています。

② 医食農連携等多様な業種との連携強化
介護食品等機能性の高い食品市場の環境整備、バリュ―チェ―ンが連動した医食農連携
の推進と食生活環境の改善、医療関連ビジネスの育成等に取り組みます。

③ 新品種・新技術の開発・普及、知的財産の保護と積極的な活用
育成者権と商標権の組み合わせ等の戦略的な知的財産の活用による農産物の保護等を総
合的に推進します。

④ 国産農林水産物の消費拡大
国産農林水産物の消費拡大に向けたモデル地域作りとともに、新たな仕組みを検討しま
す。

⑤ 農山漁村における再生可能エネルギ―の活用
農地上に支柱を立てて営農を継続するタイプの太陽光パネルを一時転用許可の対象にす
るなど、取組を推進するための枠組みを構築します。
２

日本の「食文化・食産業」を海外展開
（Made BY Japan）する。

○国別・品目別輸出戦略の策定
・

日本食を特徴付けるコンテンツ
（水産物、日本酒などのコメ・コメ
加工品、牛肉、青果物等）の輸出拡大を図る
観点から、品目別の農林水産物・食品の輸出
額に係る数値目標、輸出環境の整備等に係る
目標を年内に設定する。
植物検疫などの輸出に必要な手続を卸売市
場で行うことにより、スピ―ディ―な輸出を
実現するとともに、産地間連携による日本の
農林水産物を年間を通じて安定的に供給でき
る体制の構築を実現する。

・ 国別・品目別輸出戦略の策定、ビジネス環
境の整備、出資による支援等を通じて、日本
の農林水産物・食品を輸出 （Made IN
Japan）する。
・

上記の食産業のグロ―バル展開の実現に向
け、官民共同による意見交換の場の設置、専
門知識や経験を持つ人材を確保・活用する仕
組みの構築、フ―ドシステム全体の海外展開
を図る取組を来年度から実施する。

・

また、｢食」がテ―マの「2015 年ミラノ
国際博覧会」等への出展を通じ、我が国農林
水産業・食関連産業の強みや日本食・食文化
の魅力を発信する。

・

・

日本の食品の安全・安心を世界に発信する
ため、海外の安全基準に対応するHACCP
（危害分析・重要管理点）システムの普及を
図る観点から、マニュアルの作成や輸出
HACCP 取得支援のための体制の整備を来
年度までに実施するとともに、輸入手続の際
に提出を求められることがある自由販売証明
書の発行体制を今年度中に構築する。

○食文化、食産業のグロ―バル展開
・ 日本食材と世界の料理界とのコラボレ―
ションの促進や、日本食の普及を行う人材
育成等を通じ、日本食材の活用を推進
（Made FROM Japan）する。
・ ビジネス環境の整備、人材育成、知的財産
の侵害対策、出資による支援等を通じて、

○新技術による農林水産物の高機能化、
生産・流通システムの高度化

・ 高い生産技術を持つ篤農家の知恵を人材育
成や収益向上等、多面的に利活用する新たな
生産方式の構築を2016 年までに達成する
とともに、農場から食卓までをデ―タでつな
ぐトレ―サビリティ―・システムの普及によ
るバリュ―チェ―ンの構築に取り組む。これ
らのIT 利用技術により、生産された農産物
と当該技術の海外展開を2017年度以降成長
軌道に乗せる。
【戦略本文Ｐ82～83より抜粋】
＜関連情報＞HACCP→本レタ―Ｐ4～６
輸出促進→本レタ―Ｐ8～10

日本再興戦略については、以下のＵＲＬをご参照下さい。
http://www.kantei.go.jp/jp/headline/seicho_senryaku2013.html

ここがポイント!!
☆ 需要のフロンティアの拡大に向け、日本の食文化の普及に取り組みつつ、日本の食産業の海
外展開と日本の農林水産物・食品の輸出促進を一体的に展開（ＦＢＩ戦略）することにより、
グロ―バルな「食市場」（今後10年間で340兆円から680兆円に倍増）の獲得を目指します！

日本の食の海外展開「F・B・I」戦略
Made FROM Japan ：日本食材が世界を席巻
 世界一のレストランとされた“エル・ブリ”が“ゆず”の魅力を発見 → 世界中のシェフがメニュ―化
 世界料理人サミットG９で“くず”注目 → “ゆず”に続く気配
 中華料理の高級食材として輸出されるホタテ（189億円）、乾燥なまこ（106億円）

連携
Made IN Japan
日本の農林水産物・食品を輸出

Made BY Japan
日本の「食文化・食産業」の海外展開

 国別・品目別輸出戦略を策定し、日本
食を特徴づけるコンテンツの輸出拡大
 ビジネス環境の整備
 出資による支援（A-FIVEの活用）

 ビジネス環境の整備
 人材育成(進出企業の協働による人材バンク創設)
 出資による支援(ク―ルジャパンファンドの活用)

３

２．６次産業化の推進に丌可欠な
衛生･品質管理の基盤整備を支援します！
～ＨＡＣＣＰ（ハサップ）支援法が改正されました～

(１)HACCP支援法改正の背景
HACCP支援法（食品の製造過程の管理の高度化に関する臨時措置法）は、
食品の安全性の向上と品質管理の徹底への社会的な要請に応えて、食品製造
業界全体にHACCPの導入を促進するため、平成10年に制定されました。
同法制定以降、HACCPの導入を推進し、大手企業（販売金額50億円以上)
の導入率は7割となっていますが、食品製造業界の大宗を占める中小事業者に
ついてはHACCPの導入が伸び悩んでいる状況（23年度は27％）です。
この要因として、中小事業者が直面する以下の実態があります。
① HACCPで必要となる専門チームの編成や恒常的な監視・記録体制の
構築のための従業員の確保が困難
② 昨夏の浅漬けによるO157集団食中毒事件など、近年の食品事故のほとんどは、
一般的衛生管理の対応に抜け漏れがある等、HACCP導入の前段階の洗浄・殺菌等
の施設や体制の整備（高度化基盤整備）に十分に取り組めていないことに起因

EU、米国をはじめ、HACCPを衛生基準として求める国際的動向がある中
で、輸出促進のためには、輸出先国が求めるHACCPに対応できるよう、輸
出環境の整備が課題となっています。

(２)基盤整備への支援を始めます

～改正法のポイント～

以上のような課題に対応し、中小事業者の食品の安全性向上の取組を後押しするた
め、以下を内容とするHACCP支援法の改正を行いました（平成25年6月17日成立、
同月21日公布）。

①

HACCP導入に必要な施設整備を金融支援（長期低利融資）の対象と
する現行制度に加え、その前段階の衛生・品質管理の基盤の整備（高度
化基盤整備※）のみに取り組む場合も新たに支援の対象化。
※ 高度化基盤整備の具体的内容としては、いわゆる一般的衛生管理に関する事項や、工場における衛生・品質管理の
取組を円滑に実施できるような食品事業者のあり方（コンプライアンス、従業員への衛生教育等）について、食品の種
類ごとにその製造実態に即して具体的な取組事項を定める予定。

②

①のように、HACCP導入に一気に取り組むのではなく、中小の食品
事業者が経営実態に応じて段階を踏んだ取組を着実に進められるよう、
本法の有効期限を平成35年6月30日まで（10年間）延長。なお、施行
後5年を目途として施行状況を確認し、適切にHACCP導入を推進。

４

③ HACCP義務付け等の国際的動向を踏まえ、「国が定める基本方針は
HACCP導入が輸出促進に資することとなるよう配慮して定める」旨を
法律上明記。

(３)改正HACCP支援法のイメージ
HACCPシステム
危害分析

継続的な監視・記録

HACCPシステムの導入

従業員教育、
コンプライアンスの
徹底等

・技術的知識が不足
・コスト転嫁が困難

高度化基盤整備
施設・設備の整備

手洗い施設

従業員の衛生管理

食品製造設備の
保守管理

スパイラル式
野菜洗浄機

空調機、冷蔵庫の導入

殺菌水供給装置
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( )

実施しなければならない事項
・HACCPチームの編成
・危害要因、管理基準等の科学的分析
・重要管理点での継続的な監視・記録 等

中小企業には困難
・人材確保が困難

低温室等の
自動温度記録
器・警報機

(４)是非、ご活用ください！
HACCPの導入は、①食品の安全性の向上のみならず、②科学的根拠に基づ
く継続的な工程管理を通じ、企業の倒産にもつながりかねない食品事故の未然
防止に貢献するほか、③自社の企業価値、製品のイメージの向上にも寄不する
ものです。 HACCP導入状況実態調査（平成23年度）の結果では、HACCP導入効果（複数回答）として、品質・安全性の
向上（95.1%）、従業員の意識の向上（77.7%）、企業の信用度やイメージの向上（67.7%）等と回答。

農林水産省では、25年度予算において、高度化基盤整備として取り組むべき
事頄の具体的内容を食品の種類ごとに検討し、現場の皆様にとって分かりやす
く整理した上で普及を図ることとしています。
また、今後、各地域ごとのブロック会議の開催等を通じ、ＨＡＣＣＰ支援法
の改正内容や高度化基盤整備の徹底等について、食品事業者等の関係者の皆様
に周知していく予定です。
食品の安全性確保は食品事業者の責務であり、そのために最も重要なことは、
安全性向上に向けた毎日の継続的かつ地道・着実な取組です。
食品事業者の皆様におかれましては、本法に基づく融資や予算事業による研
修、専門家による実地指導等を活用してHACCPの前段階の取組である高度化
基盤整備にまず取り組んでいただき、将来的にはHACCPの導入を目指してい
ただきたいと考えています。
【お問合せ先】 農林水産省食料産業局食品企業行動室
０３－３５０２－５７４３

５

HACCP（ハサップ）とは
原材料の受入れから最終製品までの各工程ごとに、微生物による汚染、金属
の混入などの危害を分析（ＨＡ）した上で、危害の防止につながる特に重要な
工程（ＣＣＰ）を継続的に監視・記録するシステムです。
科学的根拠に基づくシステムの導入により問題のある製品の出荷を未然に防
止でき、最終製品における食品安全の確保を図ることが可能となります。
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※重要管理点
(CCP)の例

温度の管理

異物の検出

継続的な監視・記録

ＨＡ （Hazard Analysis）

ＣＣＰ（Critical Control Point）

危害要因の分析 微生物、異物など

重要管理点 殺菌工程における温度、時間など

改正HACCP支援法に基づく支援のイメージ
食品製造事業者が、HACCP導入
の前段階の衛生・品質管理の基盤の
整備（高度化基盤整備）又は
HACCPを導入するための施設・設
備の整備を行う際、指定認定機関に
「高度化基盤整備計画」又は「高度
化計画」を提出し、認定を受けると、
(株)日本政策金融公庫の長期低利融資
を受けることができます。
貸付条件
貸付金利:2.7億円まで 0.85～1.05%
(H25.6.19時点)
2.7億円超
1.00～1.20%
償還期限:15年以内（うち据置期間3年以内）

○金融支援（HACCP資金貸付）のお問い合わせ
株式会社日本政策金融公庫 本店 営業推進部食品産業グループ
TEL:03-3270-5492（直通）

厚生労働大臣・農林水産大臣
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高度化計画または
高度化基盤整備計画
高度化基準に沿った工場の
新設・改修、運用体制の整備計画
ＨＡＣＣＰに対応した工場
及び運用体制の整備
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食品の種類ごとの指定認定機関
（一社）日本食肉加工協会〔食肉製品〕

（公社）日本缶詰協会〔容器包装詰常温流通食品〕（公社）日本炊飯協会〔炊飯製品〕

TEL:03-3444-1772 FAX:03-3441-8273

（一社）大日本水産会〔水産加工品〕

TEL:03-5256-4801 FAX:03-5256-4805

（公財）日本乳業技術協会〔乳及び乳製品〕

TEL:03-3585-6985 FAX:03-3582-2337

全国醤油工業協同組合連合会〔醤油製品〕
TEL:03-3666-3286 FAX:03-3667-2216

TEL:03-3264-1921 FAX:03-3264-1569

（一社）日本冷凍食品協会〔冷凍食品〕
TEL:03-3541-3003 FAX:03-3541-3012

（公社）日本給食サービス協会〔集団給食用食品〕（一社）日本弁当サービス協会〔弁当〕
TEL:03-3254-4614 FAX:03-3254-4667

TEL:03-5289-7470 FAX:03-5289-7472

（一財）日本食品分析センター〔ドレッシング類〕 （一社）全国清涼飲料工業会〔清涼飲料水〕
TEL:03-3270-7300 FAX:03-3270-7306

TEL:03-3469-7131 FAX:03-3469-7002

（一社）日本ソース工業会〔ウスターソース類〕
TEL:03-3639-9667 FAX:03-3639-9669

（一社）日本パン工業会〔パン〕
TEL:03-3667-1976 FAX:03-3667-2049

６

全国乾麺協同組合連合会〔乾めん類〕
TEL:03-3666-7900 FAX:03-3669-7662

全日本漬物協同組合連合会〔農産物漬物〕
TEL:03-3253-9797 FAX:03-3253-9798

（公社）日本べんとう振興協会〔大量調理型主食的調理食品〕
TEL:03-3356-1575 FAX:03-3356-1817

TEL:03-3590-1589 FAX:03-3590-7498

全国味噌工業協同組合連合会〔味噌〕
TEL:03-3551-7161 FAX:03-3551-7168

（一社）日本惣菜協会〔惣菜〕
TEL:03-3263-0957 FAX:03-3263-1325

（公財）日本食品油脂検査協会〔食用加工油脂〕
TEL:03-3669-6723 FAX:03-3669-1019

（一財）全国調味料・野菜飲料検査協会〔食酢製品〕
TEL:03-3639-9668 FAX:03-3639-9669

全国菓子工業組合連合会〔菓子製品〕
TEL:03-3400-8901 FAX:03-3407-5486

全国製麺協同組合連合会〔生めん類〕
TEL:03-3634-2255 FAX:03-3634-1930

３．バイオマス産業都市の第一次選定が決定しました
(1)バイオマス産業都市について
バイオマス産業都市とは、地域のバイオマスの原料生産から収集・運搬、製
造・利用までの経済性が確保された一貫システムを構築し、地域のバイオマス
を活用した産業創出と地域循環型のエネルギ―の強化により、地域の特色を活
かしたバイオマス産業を軸とする環境にやさしく災害に強いまち・むらづくり
を目指す地域です。

(2)第一次選定について
平成25年３月22日から４月26日までのバイオマス産業都市第一次募集期間
中に応募のあった地域について、有識者で構成するバイオマス産業都市選定委
員会が、構想の審査及びヒアリングを行った上でとりまとめた選定地域推薦案
を踏まえ、６月11日に開催された７府省（内閣府、総務省、文部科学省、農林
水産省、経済産業省、国土交通省、環境省）の担当副大臣・政務官で構成する
バイオマス活用推進会議に
おいて、７府省が共同で８
つの地域を第一次選定地域
として決定しました。今後、
地域の準備状況等を踏まえ
つつ、本年中を目途に第２
次募集を行う予定です。
（６月14日 認定授与式の様子）

(３)第一次選定地域
北海道十勝地域（十勝管内19市町村）、北海道下川町、北海道別海町、
宮城県東松島市、茨城県牛久市、新潟県新潟市、愛知県大府市、香川県三豊市
しもかわちょう

北海道下川町
べつかいちょう

・木質地域熱利用・発電
・ヤナギ・ススキ利用

北海道別海町
・バイオガス発電・熱利用
（家畜排せつ物、水産廃棄物等）

にいがたし

とかち

新潟県新潟市

北海道十勝地域（19市町村）

・バイオガス発電・熱利用
（下水汚泥、食品残さ等）
・木質ペレット、バイオディーゼル

・バイオガス発電・熱利用（家畜排せつ物等）
・木質熱利用・発電、ＢＤＦ

ひがしまつしまし

宮城県東松島市

み とよ し

香川県三豊市

・バイオガス発電･熱利用（食品残渣等）
・木質発電

・堆肥化・固形燃料化（食品残渣等）
・竹資源利用

うし く し

茨城県牛久市
・広域連携バイオディーゼル
・生ごみ堆肥化、木質
おお ぶ し

愛知県大府市
・バイオガス発電･熱利用
（食品廃棄物、し尿等）

７

４．農林水産物・食品の国別・品目別輸出戦略案
に関する地方ブロック会議を開催しました
農林水産物・食品の輸出促進に当たっては、安倍総理から林農林水産大臣に
対して、その対策の強化を検討すべく指示があり、これを受けて農林水産省内
に設置された攻めの農林水産業推進本部の下で、国別・品目別輸出戦略案が検
討されてきたところです。
農林水産省は、農林水産物・食品の国別・品目別輸出戦略案について、農林
水産物等輸出促進全国協議会の地方ブロック協議会を開催し、現場の皆様と意
見交換を行いました。
今後は、現場の意見を踏まえて戦略案のブラッシュアップを行うこととして
います。
農林水産物・食品の輸出促進のための具体的戦略

８

詳細については、以下のＵＲＬをご参照下さい。
⇒ http://www.maff.go.jp/j/press/shokusan/kaigai/130517.html

5. 地方
だより

秋田の日本酒を輸出しブランド化！
～東北農政局～

東北農政局より、秋田県内の酒蔵で構成される「秋田県酒造協同組合」がアメ
リカの高級レストランや酒販店向けに、清酒を輸出している取組を紹介します。
秋田県酒造協同組合では、秋田県内はもとより全
国的な日本酒の消費量減尐のため、「日本酒の国際
化」を目指し、秋田県の補助事業を活用して、平成
17、18年にアメリカのアルコ―ルマ―ケットの視
察を行いました。
参加した県内酒造業者は、アメリカにおける日本
[NYの展示会に出展]
酒の需要が大きいことを実感し、「銘醸地秋田」を
強くアピ―ルしていくことで、輸出が可能になると考え、当協同組合に「秋田
酒輸出促進協議会（ASPEC)」を立ち上げ、平成20年８月頃から、アメリカ
の高級レストランや酒販店向けに、本格的に輸出事業に取り組み始めました。
これまでの日本酒の輸出は、日本の食材を扱う商社や
会社を通じた輸出が大半を占めていましたが、当協同組合
では、直接現地のインポ―タ―（輸入業者）を活用し、日
系市場だけでなく現地の酒類専門業者へ独自の販売ル―ト
を開拓してきました。
それにより、新市場の開拓、「銘醸地秋田」の知名度の
向上・ブランド化が図られるとともに、現地において和食
だけでなくフランス料理等の様々な食文化に日本酒が浸透
してきています。
平成23年度は、東日本大震災による原発事故の風評被
[ASPECのﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ]
害対策として、原産地証明を添付し、安全性の説明に努め
たことで、前年対比で161％と大きく販売量を伸ばすことができましたが、平
成24年度は、長期にわたる円高に伴って卸売価格の大幅な値上げが実施され、
販売量は前年対比75％へと減尐してしまいました。
現在、日本酒の魅力を一層理解してもらい、色
々な料理に活用してもらえるよう、料理人のエキ
スパ―トを育成する料理学校や現地のインポ―タ
―に対して、日本酒に関するセミナ―を開催する
活動を行っています。
海外への日本酒輸出事業は、啓蒙活動が重要で
あることから、今後は海外における日本食文化の
発展と、「銘醸地秋田」の更なるブランド力の強
化を目指し、輸出事業を展開していきたいと考え
ております。

[米国のフランス料理学校での
セミナ―]

９

6. 幹部の
つぶやき

輸出のすゝめ
～小川

良介

輸出促進グル―プ長～

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。
皆さんは、輸出1兆円って達成できると思いますか？
おそらく、ほとんどの人が無理だと思っていると思います。僕は、大臣が
国会で答弁されているとおり、いろんな調査があるけど、日本食は、中華、
イタリアン、フレンチなどと並ぶ人気があり、これらの国々は、日本の10倍
以上輸出しているので、日本が現状の2倍にすることは簡単と職場で言ってい
ます。
かくいう私も、7年前、最初に1兆円目標が立てられた時、消費・安全局に
いたのですが、絶対に無理と公言していました。
そもそも、私の世代は、85年にプラザ合意(その後、
約2年間で1ドル240円から120円まで円高となりま
した。)があり、翌86年には、前川レポ―トが発表さ
れ、日本は外需に頼らずに、内需を拡大して行こう！
と叫んでいた世代ですから。しかし、時代は変わるも
んで、(ちょっと、『北の国から』の純君風に読んで
頂ければ、)これからの成長は日本にあるのではなく、
日本以外のアジアにあるわけで、でも、今の贅沢な生
小川輸出促進グル―プ長
活をやめることはできないわけで、そうすると、経済
的な成長を続けないといけないわけで、となって、輸出となるわけです（た
だ、一人当たりGDP1万ドル超で人口1億人超の国は、米国、日本、ロシア、
ブラジル、メキシコの5カ国しかなく、日本は依然として大きなマ―ケットで
す。しかし、同じ人口1億人規模の国で、平均年齢を見た場合、日本が45歳
を超えているのに対し、インドネシアやベトナムは27歳、フィリピンにい
たっては23歳です！平均年齢ですよ!?)。
じゃあ、現在の取組の継続により、達成できるかと言えば、絶対無理！で
す。どうすれば、1兆円が達成できるのか？今は、とりあえず、輸出やってみ
ませんか的な取組を行っているわけです。これ自体、新しい取組の最初には
必要だと思います。だけど考えてみて下さい。例えば、共通一次試験（セン
タ―試験と言えないところが悲しい）を受験するとします。目標は900点。
で、お試しに模擬試験を受けると思いますが、いきなり試験勉強を始める人
はいませんよね。科目別にどのくらいとりたいか目標を検討するでしょう。
その結果、捨てる科目もあれば、稼ぐ科目も決まってきます。輸出だって同
じです。まずは、何でいくら稼ぐのかを明確にして、そこに資源を集中する
ことが第一歩だと思います。私が、7年前に、絶対に1兆円は無理と確信した
のは、1兆円の内訳を国際部の御担当に問うた時に、1兆円は精神的なもので
あり、内訳はないと説明されたからです。
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あれから7年、現在、担当として、輸出戦略の策定作業中です。勿論、予算
としては平成26年度から本格対応になると思いますが、既に、方向について
は、5月17日に安倍総理がスピ―チしております。じゃ、いつやるか？○○
でしょ。

7. お知
らせ

ぜひ、ご活用下さい !!

６次産業化支援策活用ガイドを発行しました

農林漁業の成長産業化に役立つ支援策を広く紹介！
農林水産省では、農林漁業の成長産業化に向け、6次産業化にチャレンジす
る農林漁業者、農業法人等の方々が活用できる「6次産業化支援策活用ガイ
ド」を発行しました。
本ガイドでは、利用する方々に尐しでも見やすいものに
なるよう、知りたい情報から逆引き形式で、平成25年度
に活用できる各種支援策を中心に、6次産業化に取り組む
方々の経営発展に役立つ有益な支援策はもちろん、昨年、
利用した方々から要望が多かった「商品化する際の支援や
情報等」についても掲載しております。
本ガイドは、今後も最新の情報に更新していくこととし
ておりますので、ぜひ、ご活用下さい。
６次産業化支援策活用ガイド
「６次産業化支援策活用ガイド」については、以下のＵＲＬをご参照下さい。
⇒ http://www.maff.go.jp/j/shokusan/kikaku/katsuyou.html

家庭や職場でできる節電メニュ―を紹介しています
「節電アクション2013夏～食品～」
政府として7月１日から9月30日までの平日（8月13日から15日までを除
く）に全国（沖縄を除く）での節電をお願いしているところです。
今夏の電力需給は、具体的な数値目標は設けられていないものの、大規模な
電源脱落等が発生した場合には、ひっ迫する可能性があるため、引き続き予断
を許さない状況となっており、皆様の積極的な節電の取り組みが求められてお
ります。
農林水産省では、毎日の暮らしに欠かせない食品について、製造、流通、調
理など、フ－ドチェ－ンの各段階における皆様の節電の取り組みのお役に立つ
ような情報を｢現場の声｣を中心に、ホ－ムペ－ジで紹介しております。

節電アクション2013夏～食品～
【主な掲載内容】
１．家庭でできるエコな取組 ！

～消費者の声から～

２．食品事業者ができるエコな取組！
（１）本社・事務所で｢トライ！！｣
（２）現場で｢トライ！！｣
（３）設備の導入で｢トライ！！｣

「節電アクション2013夏～食品～」の詳細は、下記ＵＲＬをご参照下さい。
⇒ http://www.maff.go.jp/j/shokusan/kikaku/denryoku_natsu.html
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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
 農林水産省内の食堂紹介
 総理出席のもと、ポ－ランドにおいて日本食レセプションを開催！
 台湾のス－パ－に日本食を届けよう！
 産業連携ネットワ－ク交流会を開催しました！
 総理大臣官邸において日仏の首脳によるワ－キングランチを開催！
 FCPの取り組みが5周年を迎えました

こちらにアクセス!!

www.facebook.com/maff.shokusan
※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）。

ご感想・ご意見等をお寄せください
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。

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

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/
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