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Ⅰ 農林漁業・農山漁村
その可能性その可能性



 農山漁村は 農林水産物をはじめバイオマス 土地 水など様々な地域資源を豊富に有し 今後の経済成

１ 農林漁業・農山漁村のポテンシャルを活かす

 農山漁村は、農林水産物をはじめバイオマス、土地、水など様々な地域資源を豊富に有し、今後の経済成
長へ向けた希少資源として、わが国の最大の強みのひとつ。

 しかし、１次産業と２次・３次産業の価値連鎖を結合する仕組みの弱さゆえ、そのポテンシャルが活かされ
ていない状況。な 状況。

 農林漁業者と他産業との新たな連携を構築し、生産・加工・販売・観光等が一体化したアグリビジネスの展
開や、先端技術を活用した新産業の育成、再生可能エネルギーの導入等により、農山漁村にイノベーショ
ンを起こし、農林漁業を成長産業化する必要。これにより、日本を元気にする。
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２ 「食」の新たな可能性
(１) 新食品 －難消化性デンプンを含む米ー

事事業業化化事事業業化化

○研究成果の概要

研研究究開開発発研研究究開開発発

新品種の育成

普普及及拡拡大大普普及及拡拡大大

・デンプン特性･構造の解明
・動物実験による機能性解析

平成２１年平成２１年

新需要創造対策による支援

・難消化性米品種（wx/ae米）を
育成。

権利化

平成２２年～平成２２年～

新需要創造対策による支援

地区推進事業

・wx/ae米の遺伝的背景の検証と品種
特性の解析

新需要創造対策による支援

全国推進事業

wx/ae稲

難消化性米
｢アミロモチ｣
→品種登録申

権利化
・「難消化性の米穀
及び難消化性デンプ
ン」→特許登録
・「高脂血及び内臓
脂肪予防食品」

→特許出願中

○原料安定供給体制の確立
・ 栽培マニュアルの作成
・機能性成分の分析

地区推進事業

（品種と収量の保証 ）

・wx/ae米の機能性試験
（機能の明確化 付加価値の付与）wx/ae米の特徴

請中
（九州大学）

→特許出願中
（大阪府立大学、

(有)IPE、（九州大学））

・ wx/ae米の栽培実証

生産農家
契契
約約 民間企業

・製粉法の検討と炊飯米としての
可能性の評価
（主食としての米の調理、
最適製粉法の確立）

・wx/ae米に含まれるすべての
デンプンが難消化性であるため、
低ｶﾛﾘｰ食品の開発が可能

糊化温度が高くゲル化しやす

・２１年度栽培面
積：２０ａ

（山梨県富士吉
田市ほか）

↓

・民間企業による
機能性を活かした
新商品開発

・wx/ae米と米粉を用いた新規加工
食品の試作
（加工特性と市場調査）

・糊化温度が高くゲル化しやす

いにもかかわらず、物性を制御
しやすい

・動物実験、ヒト試験により、血

↓
山梨県笛吹市、新
潟県上越市、滋賀
県近江八幡市等
へ拡大

糖値・脂質関連の機能性を確認

・ナッツ様の独特の香りがあり、
米飯としての利用も可能

へ拡大

実施主体：WX/AE米推進協議会実施主体：大阪府立大学
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(２) 新素材

高メチル化カテキン茶

メチル化カテキンを多く含む茶の新

カキタンニン

西条柿のエキスを粉末化した

品種「べにふうき」の機能性を活かし

た入浴剤、ボディソープ、ベビーパウ

ダ ト

西条柿 キ を粉末化 た

柿の実エキス及びドリンク剤を

商品化。悪酔い防止サプリメン

ダー、ローションティッシュ、ペット

ボトル飲料等が商品化。

ト、スキンケア商品を開発中。

粉末剤

β-ｸﾘﾌﾟﾄｷｻﾝﾁﾝ高含有新食品・新素材

うんしゅうみかんの果汁加工

桜花抽出物サクラポリフェノール

ヤエザクラの花の抽出物に含

残渣に含まれるβ－クリプトキ

サンチンを活かしたドリンク

まれるサクラポリフェノールの

機能性を活かした食品素材、化

剤・サプリメント用粉末剤が商

品化。オーラルスキンケア・美

白化粧品等を開発中

ウンシュウミカン粉末
製品

粧品原料等が商品化 。台湾やタ

イなど海外への普及も検討中。

白化粧品等を開発中。

3
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野生鳥獣肉（ジビエ）の食文化

（３）野生鳥獣肉（ジビエ）の有効活用

野 鳥獣 （ ） 食野生鳥獣肉（ジビエ）の食文化

ジビエとは狩猟によって捕獲された野生鳥獣肉のことで、フランスやベルギーなどの欧州各国の食文化
を語るには欠かせない食材であり、食肉店の店頭やマルシェではウサギやシカが吊されている様子を
日常的に見る とが きます また 日本 も古来から タギがシカやク やイノシシを獲り 鍋など日常的に見ることができます。また、日本でも古来から、マタギがシカやクマやイノシシを獲り、鍋などで
食されていた歴史がありますが、近年、国産ジビエを取り入れたフランス料理店や、ジビエを原料とした
特産品などが注目されています。
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ジビエ活用の事例

北海道南空知郡南富良
野町 南富フーズ(株)

島根県美郷町長野県茅野市
オーベルジュエスポワール

エゾシカの食害が問題に
なる中 地元食品メ カ 捕獲したイノシシを「山くじ

ジビエや野菜等地元食材
だわ たオ ベ ジなる中、地元食品メーカー

が狩猟者からシカを買い
取り、処理加工。精肉と加
食品（缶詰等）は町内

捕獲したイノシシを「山くじ
ら」として、町主導で地域
ブランドを創出。町最大の
イベントである産業祭で山

にこだわったオーベルジュ
（宿泊施設を伴うレストラ
ン）を経営。オーナーシェ

工食品（缶詰等）は町内
の飲食店、道の駅等に販
売。商工会、料理店、農

イベントである産業祭で山
くじら大鍋を振る舞うなど、
積極的にＰＲ。県内や都
内の山陰食材にこだわる

フは長野県内各地で地域
食材を活用したメニュー
作りや料理講習会を多く

家が連携して地域ブランド
づくりを推進し、2008年に
「なんぷエゾカツカレー」

内の山陰食材にこだわる
居酒屋をアンテナショップ
としている。

作りや料理講習会を多く
手がける。

なんぷ ゾカツカ 」
が誕生。

× × ×
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３ 農山漁村のポテンシャル 健康・医療
(1) 農業と健康

 老人医療費と６５歳以上の有業率、農業者率の関係をみると、有業率が高い県（長野、山梨等）は総じて一人当たり老人
医療費が低い傾向。また、農業者率が高い県（鳥取、長野、岩手等）は、一人当たり老人医療費が低い傾向にある。
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農業者・非農業者の総コレステロール

男性65‐69歳

199 1
mg/dl

女性65‐69歳

208 0
210.0 
212.0 
214.0 
216.0 
218.0 

208.1 

215.0 
216.6 

208.5 

215.9 11.3 

9.7 
0.5 

5.3 5.3 10.9 
12.3 8.3 25 

27 

29 
山梨県

東京都
静岡県

福井県
岩手県

鳥取県 192

194

196

198

200

191.3

199.5
197.5

190.9

199.1

196.1

初年度
4年後

202.0 
204.0 
206.0 
208.0 4.9 9.1 8.5 6.8 

10.2 7.2 8.1 
7.8 7.1 9.1 5.1 1.2 8.0 7.7 7.5 9.5 8.7 0.5 

2 37 4

21 

23 
有
業
率

鹿児島県

鳥取県

初年度
4年後

186

188

190

192

2.3 7.4 
3.7 2.2 

4.2 4.7 
2.3 17 

19 

徳島県上勝町の事例

松森ら「農村における高齢化と農作業が有する高齢者の疾病予防に関する検討」
畑地農業2009･606号

資料：老人医療費は、厚生労働省「平成18年度老人
医療事業報告」。有業率と農業者率は 総務省 （株）いろどり（上勝町出資の第三セクター）

15 
60 70 80 90 100 110 

老人医療費 万円

徳島県上勝町の事例
・人口約2000人。高齢化率(65歳以上の人口比率)は約50％。
・徳島県24市町村中，最も平均年齢が高い高齢化地域。林野率は85％。
・一人当たりの老人医療費は62万6922円と県内最低。県内1位との格差は31万円。

医療事業報告」。有業率と農業者率は、総務省
「平成19年度就業構造基本調査」。

注1) 図中の数値と球の大きさは農業者率(%)
2) 有業率と農業者率はそれぞれ65歳以上人口に
占める有業者数，農業就業者数の割合。

株 勝 資 第
・野山の木の葉や草花が，高級料亭の盛りつけなどに使用
される「つまもの」として多く利用されていることに着目し、
全国の料亭に出荷する事業を実施。
・平均年齢70歳の約190人が，この事業に参加。

「いろどり」の商品 6



 農林水産物・食品の機能性成分や生物が有する機能の解明・活用技術の開発等を推進。それらを活用

(2) 医療に貢献する原材料

＜生物機能を活用した医療分野への展開＞

農林水産物 食品の機能性成分や生物が有する機能の解明 活用技術の開発等を推進。それらを活用
して、疾病予防等に貢献する「新たな農林水産業」を創出。高齢化が進む中、今後の医療費増加の抑制
にも寄与。

＜農林水産物・食品の機能性成分の活用＞ ＜生物機能を活用した医療分野への展開＞

我が国の研究機関が、外来遺伝子をカイコに導入し、タ
ンパク質を生産する技術を開発（2000年）・権利化

＜農林水産物・食品の機能性成分の活用＞

農林水産物等の機能性成分に関する科学的エビデン
スの蓄積

活用活用
農学（生産）、医学（疫
学･機能解析）、工学（計
測）の連携

細胞

遺伝子組換えカイコ等の生産する絹糸等を用いて、人
工血管、軟骨・角膜再生用素材、創傷被覆材等の開発・
実用化を推進

・個々の健康状態に応じた食生活の実現
・機能性を活用した抗アレルギー食品等の
高品質な食品の開発

標的細胞での

作用機構を解明

遺伝子組換え
カイ

閉鎖系施設で
の飼育風景

食品成分や機能性成分の

▼機能性成分について有用性の科学的な実証

標的細胞機能性成分農産物 消化・吸収

開発中の人
工血管

医療用素材
（イメージ）

カイコ の飼育風景

食 機
作用を活用した生活習慣病

等の予防

血管 （イメ ジ）
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(3) 森林の癒し効果

 森林浴が人にもたらす生理的効果について研究が進められた結果、森林は都市よりもリラックス効果を
もたらすことや森林浴により免疫機能が活性化することが科学的に解明。

 科学的データを基に、森林の癒し効果を客観的に評価し、健康増進に活用する取組が各地で行われて
おり それぞれの地域の特色を活かしたプログラムやツアーの提供が行われているおり、それぞれの地域の特色を活かしたプログラムやツア の提供が行われている。

0 5
（μg/dl） ストレスホルモン濃度の比較

森林浴の生理的効果 森林の癒し効果を活用した取組事例

0.2
0.3
0.4
0.5
（μg ）

山形県小国町にある「ブナの森温身平」は、飯豊・朝日連峰の麓、磐梯朝日国

立公園内に位置しており、ブナ原生林を中心とした自然環境を背景に、平成18

年、日本初の森林セラピー基地として認定。

林内には 子供からお年寄りまで安全に森林浴を楽しむことができる なだらか

0
0.1

森林 都市
※森林環境（ブナ林）と都市環境における人の唾液中のスト
レスホルモン濃度 資料：独立行政法人森林総合研究所

林内には、子供からお年寄りまで安全に森林浴を楽しむことができる、なだらか

で道幅の広いメインロードや、自然地形をそのまま活かした道など総延長5.5km

の散策路が延び、目的や体力に応じてルート選択が可能。

山の民（マタギ）が 生活文化の解説や

20

25

30
(%)

レスホルモン濃度 資料：独立行政法人森林総合研究所

ＮＫ細胞活性の変化
山の民（マタギ）が、生活文化の解説や

森林散策の案内をするなど、地域特有の

取組を実施。

同基地内の滞在施設では、天然温泉

0

5

10

15

森林浴前 1日後 2日後 7日後 30日後

同基地内の滞在施設では、天然温泉

が楽しめるとともに、地元産の食材を活か

した健康食が提供されており、地域の観

光振興にも貢献。
散策路（山形県小国町）森林浴前 1日後 2日後 7日後 30日後

※森林浴による人の免疫機能の向上（NK細胞とは、ガン細
胞やウィルスから体を守る免疫細胞の一種）。

資料：日本医科大学 李卿

散策路（山形県小国町）

出典：平成22年度・23年度森林・林業白書
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 農林漁業者等による農林漁業及び関連事業の総合化並びに地域の農林水産物の利用の促進に関する

(4) 観光 －景観や自然環境、文化等の多面的機能の活用ー

 農林漁業者等による農林漁業及び関連事業の総合化並びに地域の農林水産物の利用の促進に関する
基本方針において、農家民宿等のグリーン・ツーリズムのための施設の年間延べ宿泊者数を、平成３２年
に１０５０万人にする目標を設定

６次産業化からの観光事例

【秋田県】株式会社秋田ニューバイオファーム

 平成７年から農業生産、農産物加工・販売、

観光に取り組む農業経営体数の推移

取 組 2005年 2010年

多面的機能の評価

農業 農村が有す

日本学術会議による評価額

 平成７年から農業生産、農産物加 販売、
観光農園やレストランなどの多角経営を展開

 ハーブを核としたまちづくりを推進

貸農園・体験農園等 4,023 5,840

観光農園 7,579 8,768

農家民宿 1,492 2,006

農業・農村が有す
る保健休養・やす
らぎ機能

23,758
億円

森林の保養効果
22,546

アジアを中心とする海外からの観光客のｸﾞﾘｰﾝﾂｰﾘｽﾞﾑへの取込み

農家レストラン 826 1,248
森林の保養効果

,
億円

※多面的機能の評価額の一部を抜粋

【岡山県】有限会社くぼ観光農園
 岡山のぶどう狩り・栗拾い・市民農園のほか、
キャンプまで田舎を満喫できる観光農園

 旅行代理店への売り込みにより、現在来客の
７割が県外からのツア 客

アジアを中心とする海外からの観光客のｸ ﾘ ﾝﾂ ﾘｽ ﾑ の取込み

00

150
訪日中国人観光客の推移

日本の食の
美味しさの認知 輸出促進

７割が県外からのツアー客

0

50

100

(万人)

日本の農山漁村の
魅力の認知

グリーン・ツー
リズムの促進
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 農山漁村の生物資源（バイオマス）の活用により、農山漁村の活性化、新産業創出、地球温暖化防止を推進

４ 環境への貢献 （１） バイオマスの活用

 農山漁村の生物資源（ イオマス）の活用により、農山漁村の活性化、新産業創出、地球温暖化防止を推進

 2020年の目標： ①約2600万トン（炭素量換算）のバイオマス活用、②約5000億円規模の新産業創出

③全都道府県及び600市町村でバイオマス活用推進計画を策定

 これまでの取組：国産バイオ燃料・製品（ｴﾀﾉｰﾙ、ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ燃料、ガス、ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ）の技術開発・実証・事業化を推進

バイオマス活用推進基本計画
（H22.12閣議決定）

北海道バイオエタノ ル（株）

1.バイオエタノール（約3万KLを生産）

バイオエタノール事業採択地区

2.バイオディーゼル燃料（約2万KLを生産）

富山県富山市

北海道帯広市
（年間210KL程度製造）
ご 収集車（ 台） プさ ぽ

設置場所 ： 北海道上川郡清水町
（ホクレン清水製糖工場内）

施設能力 ： 1.5万KL／年

北海道バイオエタノール（株）
（ホクレン、JA道中央会 等)

 

富山県富山市
（年間250KL程度製造）

ごみ収集車等（約120台）
にB100利用

宮城県塩釜市
（年間330KL程度製造）

ごみ収集車（２台）、コープさっぽ
ろ（約300台）、コカコーラ（４台）
の配送者にB100及びB5利用

原 料 ： 余剰てん菜、規格外小麦

オエノンホ ルディングス（株） 福島県いわき市

（年間330KL程度製造）
水産加工業共同組合員の配送車、
市公用車、循環バス等（約190台）
にB100利用

オエノンホールディングス（株）

設置場所 ： 北海道苫小牧市
（合同酒精（株）苫小牧工場）

施設能力 ： 1.5万KL／年
原 料 ： 非食用米

福島県いわき市
（年間500KL程度製造）
トラック等（計16台）にB100利用

【B100、B20、B5とは】
軽油へのＢＤＦ燃料の混合率を示
す。

京都府京都市
（年間1,500KL程度製造）
○ごみ収集車（約160台）にB100、市バ
ス（93台）にB20利用
○市内BDF製造会社は欧州航空会社に

全国農業協同組合連合会
（ＪＡ全農）

す。
B100 ：100％BDF
B20 ： 20％BDF
B5  ： 5％BDF

【バイオエタノールが３万KLあれば…】
約100万台の自動車をバイオエタノールを3％含む燃料（E3）にすることができる

○市内BDF製造会社は欧州航空会社に
バイオジェット燃料の原料として販売

前
提

設置場所 ： 新潟県新潟市
（コープケミカル新潟工場内）

施設能力 ： 0.1万KL／年
原 料 ： 非食用米

･年間走行距離：10,000km、燃費：10km/L。

･自動車１台当りの必要なガソリン1,000L/年を バイオエタノールを3％含む燃料（E3）で

賄うと、 1台当たり30L/年のバイオエタノールが必要。

･バイオエタノール3万KL÷30L＝約100万台。

約100万台の自動車をバイオエタノ ルを3％含む燃料（E3）にすることができる。
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4.木質ペレット3.バイオガス
安全性や利便性の点からペレットストーブでの利用も増加傾向
にあり、灯油や重油の代替燃料となるため、原油価格高騰対
策として効果を発揮、温室効果ガスの排出削減にも寄与

家畜排せつ物や生ごみ等をガス化し、熱や電力として利用し
たり、余剰電力を売電

士幌町バイオガスプラント（南地区） ～北海道士幌町～

・乳用牛の家畜排せつ物（6,570トン/年）をメタン発酵し、発生し
たメタンガスを利用して発電 電力は 主に施設内で利用し 一

・未利用の間伐材を含む林地残材等を原料とするペレットを役場敷
地内のボイラーで燃料として活用し、同敷地内の多目的施設や
消防庁舎の暖房等の熱源として利用

～北海道足寄町～とかちペレット協同組合

・発酵残渣である消化液について
は、自家ほ場に還元及び周辺農家

たメタンガスを利用して発電。電力は、主に施設内で利用し、
部売電。

消防庁舎の暖房等の熱源として利用。

、 場 周 農
に販売。

鹿追町環境保全 タ 北海道鹿追町

【ペレット製造施設】 【ボイラーを導入した施設の外観及びペレットボイラー】

鹿追町環境保全センター

・家畜ふん尿の適正処理、生ゴミや集落排水汚泥等の有効活用
を図るため、バイオガスプラント、堆肥化施設を整備し、既存の
汚泥処理施設と併せて「環境保全センター」を設置

～北海道鹿追町～ 木質ペレット工場の分布

区分 H19 H20 H21
総生産量

木質ペレットの生産量

総生産量
(千t)

30 36 51

施設数

(施設)
47 63 75

1工場当たり

・これにより、地域のバイオマス資源
を活用し、消化液や堆肥として農地
還元する循環型農業を実現。また、
製造されるガスや熱を環境保全セン

：木質ペレット工場 平成２１年度末：７５施設（林野庁調べ）

1工場当たり

生産量(t)
637 578 676

製造されるガスや熱を環境保全セン
ターや畜舎、温室ハウス、自動車等
で地域利用。
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(２)再生可能エネルギーを生み出す

太陽光発電により得られた電気を農業用
施設に供給している例（Ａ県Ｂ市）

最大発電出力：200kW

地域の未利用間伐材等を用いた
木質バイオマス発電の例（Ｃ県Ｄ市）

最大発電出力：2,000kW

農林業のための作業道の整備を併せて
行った風力発電の例（Ｅ県Ｆ市）

最大発電出力：42,900kW

農地法面を活用した太陽光発電設備
を設置し 得られた電気を県が所有す

（今後、600kWに拡張予定）

＜取組概要＞

◆ １日60トンの地域の林業系バイオマス資
源（間伐材 伐採木 伐根 さくらんぼの

最大発電出力：2,000kW

＜取組概要＞

◆ 丘陵地帯に風車43基を設置して風力
発電を行い、得られた電気を売電。

最大発電出力：42,900kW

＜取組概要＞

◆

を設置し、得られた電気を県が所有す
る育苗施設、農業用ポンプ施設等に供
給するとともに、余剰分を売電。

農村地域における低炭素社会の実現を
図るとともに、施設を活用した都市農村

◆

源（間伐材、伐採木、伐根、さくらんぼの
剪定枝等）を原料としてガス化発電を行
い、得られた電気を売電。

未利用の間伐材等を購入することにより、
地域の森林の維持・保全、林業経営の

◆

発電を行い、得られた電気を売電。

建設前は耕作放棄地が多かったもの
の、発電所と併せて作業道が整備さ
れ、利便性が向上したため、地元農
家による大根、かぶ、ごぼうの作付け

◆

図るとともに、施設を活用した都市農村
交流を併せて促進。 改善に寄与。 が増加。

地権者の農家は売電収入の一定割合
を受け取る契約。

◆

農地法面に設置した太陽光パネル
施設外観

育苗施設 チップ化した原料発電機
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Ⅱ ６次産業化でⅡ ６次産業化で
食・健康・環境をつなぐ食 健康 環境をつなぐ



６次産業化に取り組む狙い

・１次産業（農林漁業者）は、構造的に価格決定権を持たず、農林漁業者が生産した１０兆円の農林水産物は、２次・３次産業の農 農 農
価値連鎖（バリューチェーン）を経て、１００兆円で消費。
・６次産業化によって１次産業と２次・３次産業との価値連鎖を結合し、６次産業の持つポテンシャルを拡大。

これまでの１次産業

農林漁業者による主体的な
価値連鎖の取組みの課題

•他産業とのマッチングコストの
大きさ

１次産業
（農林水産業）

約10兆円
２次産業

（関連製造業）
３次産業

（流通 飲食業）

約90兆円
これまでの１次産業

大きさ
•農林漁業者の過小資本性

etc.

 農山漁村は、様々な地域資源（バイオマス、水等）の宝庫。農山漁村は、様々な地域資源（バイオマス、水等）の宝庫。

約10兆円 （関連製造業） （流通・飲食業）

１次産業と２次・３次産業の
バリューチェーン結合が弱い。

農 漁村 、様 な 域資源（ オ 、水等） 庫。農 漁村 、様 な 域資源（ オ 、水等） 庫。
 健康、安全、安心など生命を司る１次産業への関心や期待の高まり。健康、安全、安心など生命を司る１次産業への関心や期待の高まり。

６次産業の持つポテンシャルは非常に大きく６次産業の持つポテンシャルは非常に大きく、１次産業の生産額は１０兆円規模だが、２次・３次産業による付加価値によっ
て、消費段階では１００兆円規模に至る。

６次産業の持つポテンシャル

＋＋2020１次産業 約約100100兆円兆円
＋＋2020～～

3030兆円兆円

１次産業
（農林水産業）

約10兆円
２次産業

（関連製造業）
３次産業

（流通・飲食業）

約90兆円

価値価値連鎖連鎖

約約 兆兆

国内外の国内外の
新市場創出へ
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１．６次産業化の新展開 （１）経営の発展段階に応じた支援

 ６次産業の市場規模を現行（１兆円）から10年後には10兆円規模に。
 そのため、農林漁業者等の発展段階に応じ、補助、融資、ファンドによる支援を効率的・効果的に実施。

６次産業化の
事業拡大 さらなる

経営発展
６次産業化
への着手

事業拡大
経営発展へ

生産基盤
の確立

の着手

地域の農林漁業を先導し、雇

ファンド活用で
目指したい姿

の確立

６次産業化

農林漁業
成長産業化ファンド

地域の農林漁業を先導し、雇
用機会の創出と所得向上に
よって農山漁村を活性化する
「地域の元気印」となる会社
を育てる

補助金 制度融資

６次産業化
支援施策

１次産業

約約100100兆円兆円
90兆円

＋＋
2020年率

＜食料産業の持つポテンシャル＞

補助金・制度融資

14

10兆円 ２次産業 ３次産業
価値連鎖価値連鎖
1010兆円兆円

2020
兆
円
兆
円

年率
１．８％
の成長

経済成長率：名目3%、実質2%
「日本再生のための戦略に向けて」
（23年8月5日閣議決定)



（２）６次産業化の進捗状況と今後の対応方向

 ６次産業化の市場規模を、現行（１兆円）から平成２７年度までに３兆円に拡大することを目標

６次産業化の進捗状況 今後の対応方向

農林農林漁業成長産業化漁業成長産業化ファンドのファンドの
本格始動本格始動

ファンドを通じた地域の６次産業化等の取

○平成２２年度： 六次産業化法の成立
○平成２４年度： 株式会社農林漁業成長産業化支援機構法の成立

６次産業化ネットワークの６次産業化ネットワークの
構築構築

第５回認定
（平成２４年１０月）

１，０７８件

第１回認定
（平成２３年５月）

２５１件
総合化事業計画
認定件数

ファンドを通じた地域の６次産業化等の取
組に対する資本の提供及び経営支援。

構築構築

農林漁業と流通業、食品製造業、観光業、
輸出業等がネットワークを形成し、多様な
業種と連携して行う新商品開発や販路開
拓、施設整備等の取組を支援。

（平成２４年１０月）

１，３１３人

プランナーの人数
（６次産業化プランナー、
ボランタリー・プランナー）

（平成２４年３月）

７７７人
６次産業化サポ トセンタ を

個々の農林漁業者の個々の農林漁業者の
６次産業化の取組への支援６次産業化の取組への支援

拓、施設整備等 取組を支援。

６次産業化の先達であるボランタリー・プ
６次産業化
関連事業予算

（平成２２年度）

２２億円

（平成２４年度）

３６億円

６次産業化サポートセンターを
全都道府県に設置（平成２３年度～）

＜平成２５年度概算要求額＞新商品開発

６次産業化の先達であるボランタリ プ
ランナー等による経営の発展段階に即し
た個別相談や、新商品開発や販路開拓、
加工・販売施設の整備等に対する支援。

（平成２２年度）

６３品目
（平成２３年度）

３４４品目

関連事業予算
（当初）

２２億円 ３６億円
（他、財投資金３００億円）
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８４億円
（他、財投資金３５０億円）

新商品開発
件数 ６３品目 ３４４品目



農林漁業者の声 出 資補助金 融資制度 お

（３） 出資による支援の必要性

• 販売先の開拓が進まない

• ２次・３次側の力が強く、農
産物の価格が抑えられて

農林漁業者の声

• 既存の補助金や融資制度と併用でき、運転資金、人件費
にも対応可能

• 財務体質が強化され、民間資金の呼び水になる

出 資補助金、融資制度にお
いては次の点が課題

産物の価格が抑えられて
しまう

• 事業拡大には資本増強が
必要

• 運転資金や人件費にも活

財務体質 強化され、民間資 呼び水 なる

自由度の高い資金を供給し、民間の創意工夫に対応［補助金］

• 運転資金や人件費
の手当不可

用できる自由度の高い資
金が必要

等 ～企業誘致から企業立地へ～

 農山漁村の強みを生かし 農林漁業者（JA等を含む）と地

の手当不可
• 使途限定あり
• 裏負担が発生

• 大型の施設整備が
困難

• 農山漁村において雇用の

市町村の声

 農山漁村の強みを生かし、農林漁業者（JA等を含む）と地
元を中心とした２次・３次の企業とが合弁で地域の雇用に
結びつく事業を行う際に、農山漁村に不足している資本
力を出資によって補い、企業の立地を促進

困難

• 農山漁村において雇用の
場を確保しようとしても企
業誘致が進まない

• 誘致した企業も円高等に
より、海外移転し、雇用の

［融資］

• 償還負担が発生

 農林水産物や生産活動の価値を２次・３次につなぎ、大き
く高めていく取組を支援することで、農林漁業が持つ潜在
的な成長力を顕在化させ、農山漁村における所得と雇用
を拡大より、海外移転 、雇用

見通しが立たない

• 地元産品で地域興しをした
いが、資本力が弱く、大き
な展開が望めない

等

し、経営を圧迫
• 借入可能額に限界
• 使途限定あり

を拡大

新しい地域興しの取組を推進し、地域の雇用を創出す
るとともに、地域の農林漁業の発展を後押し

等
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（４） (株)農林漁業成長産業化支援機構の概要

商 号 株式会社 農林漁業成長産業化支援機構

英 名
Agriculture, forestry and fisheries Fund corporation for Innovation, 
Value‐chain and Expansion Japan  (A‐FIVE)

取 締 役 堀 紘取 締 役
会 長 堀 紘一

代表取締役 大多和 巖表
社 長 大多和 巖

主 た る
事 務 所 東京都千代田区大手町（予定）事 務 所

平成25年２月上旬開業予定。
今年度内に１０～１５のサブファンドを組成する見通し。
官民計 400億円規模

来年度は さらに３５ ４０のサブファンドの追加組成を目指す来年度は、さらに３５～４０のサブファンドの追加組成を目指す。
官民計1200億円規模 （累計： 1600億円規模）

17



農林漁業成長産業化ファンドによる資金供給の流れ
• 国と民間の共同出資によって、（株）農林漁業成長産業化支援機構を設立。
農林漁業者と他産業の事業者が連携し 共同出資する会社が支援対象• 農林漁業者と他産業の事業者が連携し、共同出資する会社が支援対象。

• 国は、機構の支援基準を定める他、出資・融資について認可を与えることで、機構へのガバナンスを確保。

農（
貸付

直接出資

（株）農林漁業
成長産業化支援機構

間接出資

対象事業者

国

６

（六
次
産

民間等
地方自治体、農業団体、
金融機関、地元企業等

出

林
漁
業
者

主
た
る
経
営出資

農林水産物等
貸付 成長産業化支援機構

＜機構の３大業務＞
①出資

体的

（産業投資）
６
次
産
業
化
事

産
業
化
法
の
認地域フ ンド又は

出資

出資

出
資

営
者
）

出資

サブファンド

支援対象事業
活動支援団体

① 資
②融資
③マッチング

一体的

民間等

金融機関

事
業
体

認
定
事
業
者

地域ファンド又は
テーマファンド

経営支援

出資

６次産業化
パートナー
企業

技術、販路、
ノウハウ

• 出資期間は最長１５年間
• 地域ファンドは 同地域に複数設

・６次産業化事業体を支援
するファンドに、50%を上
限に出資

・指導、監督、政策趣旨に
沿わない案件に対する拒

※１ ※２

金融機関
食品企業等

者
）

企業
出資

• 地域ファンドは、同地域に複数設
立される場合も想定出資

資本性劣後ローン（無担保・無保証）

沿わない案件に対する拒
否権を保持
・２０年間の時限組織

※１ ファンド設立時に機構が出資約束（コミット）する際、また資本性劣後ローンを実行する際には、農林漁業者の意見聴取等を行う。
※２ 当該ファンドは、投資事業有限責任組合法（ＬＰＳ法）に基づく、投資事業有限責任組合を想定（それ以外は個別相談）。
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支援対象事業者の資本結合による戦略的提携

• 農林漁業者と２次・３次産業の事業者（パートナー企業）が、６次産業化事業に取組むため、共同で出資された事業者
• 農林漁業者の主体性が確保されている（農林漁業者の議決権がパートナー企業出資分を超えている）事業者
• 「六次産業化・地産地消法」の計画認定の取得が要件

【６次産業化事業体】 戦略的連携構築の

農林漁業者出資分
（主たる経営者）

６次産業化パートナー
企業出資分＞

議決権のある株式構成

借入金

事
業
に

戦略的連携構築の
実現！

（主たる経営者）
（Ａ％）

企業出資分
（Ｂ％）＞

サブファンド出資分

借入金に
必
要
な
資
金 サブファンド出資分

（上限５０％）

出資

資本金

成長資金＋農林水産物供給
成長資金＋販路,ノウハウ

供給

・高品質生産

サブファンドの場合
（地域ファンド又はテーマファンド）

農林漁業者

販売ネ トワ ク

６次産業化
パートナー企業

民間等

地方自治体、農業
団体、金融機関、
地元企業等

成長資本と経営支援の一体提供

出資

成長資金＋農林水産物供給
供給

・高品質生産

・大規模供給能力

・トレサビリティ対応力

㈱農林漁業成長

・販売ネットワーク

・マーケティング力

・物流ノウハウ

出資
(50％以下)

・生産者グループ形成力

etc.

㈱農林漁業成長
産業化支援機構 ・ＩＴ技術

etc.
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ファンドを活用した想定事例① 農産物の機能性に着目した加工品の製造・販売

農業生産者 （菓子メーカー傘下）農業 産者
グループ・組合

（菓 傘 ）
健康食品メーカー

生産 加工技術・
販路提供

出資出資

マッチング

地域・テーマファンド

合弁事業体（健康食品の製造・販売）

出資

出資出資 地域 テ マファンド

• 生産者グループが、加工に適した生姜を適期安定供給。
• 健康食品メーカーの技術を用い、生姜の機能性に着目した清涼飲料
水、菓子タブレット等を製造。
健康食品メ カ 親会社である 菓子メ カ の販売網等を活用し 国

合弁事業の概要

生姜ジュース、菓子タブレット生姜の適期安定供給 コンビニ、薬局

• 健康食品メーカー親会社である、菓子メーカーの販売網等を活用し、国
内販売を実施。

販売 販売

ファンド活用による効果（メリット）

• 生姜ジュースのヒットにより、原材料の生姜の供給ニーズが高まり、農家の生産規模が拡大。地域の所得拡
大と雇 創出が期待される

農業生産者
グ プ 組合 大と雇用創出が期待される。

• 原材料の安定供給や産地の特定により、新たな商品開発や差別化された商品の供給が可能に。他社との比
較優位によって収益の拡大を見込む。

グループ・組合

（菓子メーカー傘下）
健康食品メーカー 20



ファンドを活用した想定事例② 農山漁村の持つ価値を活用した観光事業

農業生産者 ・旅行会社

グループ・組合 ・宿泊事業者

・食事の提供
・農業体験

・都市から
の集客
・観光事業出資出資

マッチング

地域・テーマファンド

出資

農
・農家屋

観光事業
のノウハウ

出資出資

合弁事業体（農家民宿のオペレーション）

• 地域の農業生産者グループと、旅行会社、宿泊事業者が連携して、農
家民宿のオペレーションを行う事業体を設立。

• 農業者は地元食材使用の食事の提供や農業体験、宿泊事業者は接客、
旅行会社はツア 企画と集客を受け持ち それぞれのノウ ウを活用し

合弁事業の概要

旅行会社はツアー企画と集客を受け持ち、それぞれのノウハウを活用し
た高品質のサービスにより差別化。

観光ツアー

提供 農業体験
農家民宿
観光ツア

観光ツアー

ファンド活用による効果（メリット）

• 旅行会社や、宿泊事業者のノウハウを活用し、観光事業に参画が出来る。地元の食材、農業体験の場や、農
家屋の提供をすることで所得向上 地域の雇用拡大が見込まれる

農業生産者
グループ・組合

観光ツアー

家屋の提供をすることで所得向上、地域の雇用拡大が見込まれる。

• 地域の農業者の協力を得ることで、都市のニーズにマッチした、農業体験等の魅力的なツアーの企画が可能
となり、他社との比較優位による収益の拡大が見込まれる。

グル プ・組合

旅行会社
宿泊事業者
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ファンドを活用した想定事例③ ジビエを活用した観光事業

農業者･狩猟者
グ プ

・旅行会社
・宿泊事業者

グループ・組合
宿泊事業者
・飲食業

ジビエの
処理加工

都市から
の集客

観光事業出資出資

マッチング

地域・テーマファンド

出資安定供給

観光事業
のノウハウ

出資出資

合弁事業体（ジビエツーリズムの展開）

• 地域の農業者等と、旅行会社、宿泊事業者、レストランが連携して、ジビエ
ツーリズムを展開する事業体を設立。

• 農業者等はジビエの処理加工や農家民宿、宿泊事業者や飲食業者が

合弁事業の概要

農業者等はジ の処理加 や農家民宿、宿泊事業者や飲食業者が
オーベルジュ（宿泊施設を伴うレストラン）を設立、旅行会社はツアー企画
を受け持ち、高品質のサービスを展開する。

農家民宿 観光ツアー

提供

農家民宿
オーベルジュ

観光ツアー

ファンド活用による効果（メリット）

• 旅行会社や、宿泊事業者のノウハウを活用し、容易に観光事業に参画が出来る。ジビエの処
理加工や農家民宿により所得向上 地域の雇用拡大が見込まれる

農業者･狩猟者
グループ・組合 理加工や農家民宿により所得向上、地域の雇用拡大が見込まれる。

• 地域の農業者等の協力を得ることで、都市のニーズにマッチした、魅力的なツアーの企画が
可能となり、他社との比較優位による収益の拡大が見込まれる。

グル プ・組合

旅行会社
宿泊事業者
飲食事業者
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 「食」 「農」と医療等が結びつき新たなビジネスの展開を推進するなど 医食農連携に向けた施策の展開

２ 更なるチャレンジ （１）医食農連携の探求

 「食」、「農」と医療等が結びつき新たなビジネスの展開を推進するなど、医食農連携に向けた施策の展開
により、健康・長寿社会を構築。

 農林水産業を“医食農”という切り口からアプローチし、「6次産業化」の次世代のビジネスモデルを形成す
るための「医食農連携グランドデザイン」を検討・策定。

「賢食民度」向上運動 食のスマートデザイン
次世代の6次産業化
モデルの形成

・健康長寿・未病対応に必要な栄養と
バランスに関する正しい知識の普及
・消費者の理解と適切な食品表示理解
の進展度を「賢食民度」と定義して、国

・3.11以降、消費者は日常品と防災品
を融合した商品・サービスを求めるよ
うになった
・いつもの「食」がもしもの病気を防ぐ

・消費者・生活者の「健康・長寿」を中
心として、生産・加工・流通の事業者
と消費者の3活動の相互連携
・従来の6次産業化に「消費者の視の進展度を 賢食民度」と定義して、国

民的な運動として提案
いつもの 食」がもしもの病気を防ぐ
・「いつもの便利、もしもの備え、たまに
の贅沢が生活を豊かにする。」運動の
提案

従来の6次産業化に 消費者の視
点」、「グローバルな観点」、「リサイク
ル視点」を組み込んだ新しい6次産業
化モデルの提案
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（2）バイオマス利活用に向けた取組

 バイオマスは持続的に再生可能な資源であることから、これをエネルギー源又は製品の原材料として利用
することは、地球温暖化の防止や循環型社会の形成に大きく貢献。

 地域のバイオマスを活用したグリーン産業の創出と地域循環型エネルギーシステムの構築のためにバイオ
マス事業化を推進し 関係省庁連携の下 ９月に「バイオマス事業化戦略」を策定

バイオマス活用の現状と課題 バイオマス事業化戦略

マス事業化を推進し、関係省庁連携の下、９月に「バイオマス事業化戦略」を策定。

平成24年２月に７府省合同の「バイオマス事業化戦略検討
チーム」を設置し、９月に「バイオマス事業化戦略」を策定。

【バイオマス活用推進基本計画(H22年12月閣議決定)】

■バイオマスの活用の促進に関する施策についての基本的な方
針、国が達成すべき目標、技術の研究開発に関する事項等に
ついて定める計画。

（１）多種多様なバイオマス利用技術の到達レベル、実用化の見
通し等を評価した「技術ロードマップ」を作成。（概ね２年ごと
に見直し）

事業化戦略の概要
いて定める計画。

■2020年に約2，600万トン（炭素換算）のバイオマス活用等の
目標達成に向けて関係府省が連携し施策を推進。

農山漁村
の活性化

産業の発展
及び国際競

地球温暖化防
止及び循環型バイオマスの

活用の促進
（２）技術ロードマップに基づく技術とバイオマスの選択と集中によ
る事業化の推進。

【技 術】
メタン発酵・堆肥化、直接燃焼、固体燃料化、液体燃料化

の活性化
争力の強化 社会の形成活用の促進

【課題】
【バイオマス】
木質、食品廃棄物、下水汚泥、家畜排せつ物

（３）具体的には、①技術戦略、②出口戦略（需要創出）、③入口
戦略（原料調達）、④個別重点戦略（木質、食品廃棄物、下

【課題】

（１） 震災・原発事故を受け、地域資源を活用した自立・分散型エ
ネルギーの供給体制の強化が課題。

（２） 多種多様なバイオマス利用技術がある中で、どのような技術
とバイオマスを利用すれば事業化を効果的に進められるかが 戦略（原料調達）、④個別重点戦略（木質、食品廃棄物、下

水汚泥、家畜排せつ物、バイオ燃料）に加え、地域循環型エ
ネルギーシステム構築に向けたバイオマス産業都市の
構築を提示。

明らかでない。
（３） バイオマス事業化にあたっては、原料確保、適切な技術の選
択、販路確保等が課題。
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～ バイオマス産業を軸とした
環境にやさしく災害に強いまちづくり・むらづくり ～

バイオマス事業化戦略の策定（９月６日）

（参考）バイオマス産業都市の構築

① 多種多様なバイオマス利用技術の到達レベルの評価と実用
化見通しを整理した「技術ロードマップ」を策定

バイオマス事業化戦略の策定（９月６日）
（７府省の政務会議）

① 震災・原発事故を受け、地域資源を活用した自立・分散型
エネルギーの供給体制の強化が課題。

現状と課題

② 技術とバイオマスの選択と集中による事業化の推進
技術・・・・・・・・メタン発酵・堆肥化、直接燃焼、固形燃料化、液体燃料化
バイオマス・・・木質、食品廃棄物、下水汚泥、家畜排せつ物等

③ 地域のバイオマスを活用した産業化を目指すバイオマス産

② 多種多様なバイオマス利用技術がある中で、どのような技
術とバイオマスを利用すれば事業化を効果的に進められる
かが明らかでない。

③ バイオマスを活用した事業化は 広く薄く存在する資源の確 ③ 地域のバイオマスを活用した産業化を目指すバイオマス産
業都市の構築（バイオマスタウンの発展・高度化）

日本再生戦略改革工程表(抜粋)

③ バイオマスを活用した事業化は、広く薄く存在する資源の確
保、適切な技術の選択、販路確保等の課題。

バイオマス産業都市の構築と連携支援

バイオマス活用推進会議
（関係７府省の担当政務で構成）

日本再生戦略改革工程表(抜粋)
(平成24年７月31日閣議決定)

（１）Ⅰ 環境の変化に対応した新産業・新市場の創出 ～グリーン成長戦略～

2012年度に 2013年度までに 2014年度までに 2015年度までに 2020年までに （関係７府省の担当政務で構成）

バイオマス産業都市選定委員会(仮称)
(バイオマス、ファイナンス等の専門家から構成）

※７府省：内閣府、総務省、文科省、農水省、経産省、国交省、環境省

2012年度に
実施すべき事項

2013年度までに
実施すべき事項

2014年度までに
実施すべき事項

2015年度までに
実施すべき事項

2020年までに
実現すべき成果目標

再生可能エネルギー
導入拡大に寄与・バイオマス利用技術の開発・確立、地域のバイオマスを活用した産業の創出とまちづくりの推進

再生可能エネルギーの普及拡大・産業化

①バイオ 事業化プ （事業計画 収支見直し等）

バイオマス産業都市推進計画
（市町村・企業連合等）

提案 選定 連携支援
（１）Ⅱ 食と農林漁業の再生 ～農林漁業再生戦略～

2012年度に
実施すべき事項

2013年度までに
実施すべき事項

2014年度までに
実施すべき事項

2015年度までに
実施すべき事項

2020年までに
実現すべき成果目標

①バイオマス事業化プラン（事業計画、収支見直し等）
②地域経済効果（雇用創出、所得増加等）
③目標：産業創出規模､ｴﾈﾙｷﾞｰ自給率､ﾊﾞｲｵﾏｽ利用率等

・バイオマス利用技術の開発・確立、地域のバイオマスを活用した産業の創出とまちづくりの推進

「国民全体で農業・農
村を支える社会」の実
現

「『食』に関する将来ビ
ジョン」の改訂

「『食』に関する将来ビジョン」の着実な実施
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（3）再生可能エネルギーの推進 再生可能エネルギーの最大導入可能量

 発電電力量の約４３％という農山漁村の再生可能エネルギー供給ポテンシャルを最大限引き出し（2050年
頃）、2020年代初頭までに再生可能エネルギー比率２０％の実現に貢献

耕作放棄地等 太陽光発電 580億kWh
2 980億kWh

再生可能エネルギーの最大導入可能量に関する一試算

耕作放棄地等 太陽光発電 580億kWh

陸上風力発電 1,680億kWh
2,980億kWh

海面 洋上風力発電 720億kWh 地域経済の活性化に
寄与

4,250億kWh

森林 バイオマス発電 45億kWh

地熱発電 70億kWh
390億kWh 総電力量の43％

に相当

河川等 小水力発電 275億kWh
地域でのエネルギー
の地産地消に貢献

現行の再生可能エネルギー 880億kWh 26



【【地熱発電の課題地熱発電の課題】】 【【一般的な課題一般的な課題】】

再生可能エネルギーを推進するための課題

地熱発電

【【地熱発電の課題地熱発電の課題】】

 事業者の開発する権利
を創設すべきか。

 保安林、自然公園に関
する規制の取扱い

【【 般的な課題般的な課題】】

 変動する発電量の調節を行うスマートグリッ
ドの導入が重要。

 農山漁村に雇用と所得を生み出すため、地域
主体の発電事業を行う仕組が必要

陸上風力発電

地熱発電

【【陸上風力発電の課題陸上風力発電の課題】】

住宅地から離れた場所 設置するため

する規制の取扱い。 主体の発電事業を行う仕組が必要。

【【バイオマス発電の課題バイオマス発電の課題】】

 林地残材等のバイオマス資 住宅地から離れた場所に設置するため、
農地、耕作放棄地と林地の交換を行え
る制度の創設が必要。

 保安林、自然公園に関する規制の取扱
い

バイオマス発電

 林地残材等のバイオマス資
源への廃棄物処理に関する
規制の取扱い。

い。

【【小水力発電の課題小水力発電の課題】】

 年間を通じた安定的な水量
の確保。

太陽光発電

小水力発電

確保

 既存の水利権との調整の円
滑化。

洋上風力発電

【【洋上風力発電の課題洋上風力発電の課題】】

太陽光発電

【【太陽光発電の課題太陽光発電の課題】】

 利用すべき耕作放棄地が優良農地の間
に点在。農地の集団化・大区画化と併 【【洋上風力発電の課題洋上風力発電の課題】】

 漁場利用との調整の円滑化。

 漁港区域内での取扱い。

に点在。農地の集団化 大区画化と併
せて耕作放棄地を優良農地の周辺部に
まとめ、そこにパネルを設置できるよ
うにする仕組みが必要。

27



３ 産業連携ネットワーク ー新たなつながりのきっかけづくりー

 農林漁業・農山漁村に関心を有する多様な業種が集い、知見の共有と連携等によってイノベーションを進める
場（プラットフォーム）として産業連携ネットワークを創設。各種テーマの交流会や連携プロジェクト等を推進。

研究者二次産業
概 要

農林漁業

研究者二次産業

イノベーショ
ン

金融

農
山
漁

農
林
漁
業

【会員数】
約９３０の団体・企業・個人が参加 （平成24年11月現在）
【会員構成】
 農林水産関係（農林漁業団体、農業法人、農林漁業者等）

概 要

三次産業

新産業の創
出

アグリビジ

農山漁村
漁
村
の
活
性

ノウ
ハウ

業
の
成
長
産

農林水産関係（農林漁業団体、農業法人、農林漁業者等）

 二次・三次産業関係（経済団体、企業（食品、鉱業、建設、機械、
製造、情報通信、流通、卸売、小売、外食、観光、金融、保険、宿
泊、医療、福祉、コンサルティング等）、ＮＰＯ等）

 シンクタンク、研究機関、研究者、教育・人材関係
 行政、消費者団体、マスメディア等

産業連携ネットワーク産業連携ネットワーク

行政消費者

三次産業 アグリビジ
ネス

シンク
タンク

性
化
産
業
化

【参加方法】
ホームページ（http://www.maff.go.jp/j/shokusan/sanki/sanren.html）に
掲載の規約を確認し参加登録申込書に記入して事務局まで電子メール
（sanren_network@nm.maff.go.jp）で送付。参加費は無料。

活 動 状 況

◆多様なテーマの交流会等の開催
◆専用クラウドによる情報発信や共有化

 農業の海外進出交流会 （平成24年8月）
 農林漁業成長産業化ファンド説明会 （平成24年9月）

 人材育成、企業参入交流会（平成24年4月）
 ６次産業化クラスタ 検討交流会 （平成 年 月）

◆会員が提案する連携プロジェクトの推進 （提案プロジェクトの例）

 農林漁業成長産業化ファンド説明会 （平成24年9月）
 ＩＣＴの普及検討交流会 （平成24年9月）
 竹資源活用交流会 （平成24年9月、10月）
 企業・地域連携の地場産品活用交流会 （平成24年11月）

 ６次産業化クラスター検討交流会 （平成24年5月）
 企業の農業参入交流会 （平成24年6月）
 ＩＣＴ基盤活用交流会 （平成24年7月）

 プラント企業と生産者や肥料メーカーが連携した新技術
による有機質肥料の製造・活用プロジェクト

 生産者とメーカーが連携した有機水稲除草ロボットの
実用化プロジェクト

 食品企業と畜産法人が連携した副産物の飼料化と食
肉生産、販売プロジェクト 28



ご清聴ありがとうございました。

食料産業局ホームページ
食料産業局ホームページ

こちらにアクセス!!

農山漁村の6次産業化ページ

こちらにアクセス

http://www.maff.go.jp/j/shokusan/index.html

食料産業局公式フェイスブックページ 「食料産業レター」をメールで配信しています食料産業局公式フェイスブックペ ジ

こちらにアクセス!!

www.facebook.com/maff.shokusan

食料産業レタ 」をメ ルで配信しています

こちらにアクセス!!

http://www.maff.go.jp/j/shokusan/kikaku/letter/index.html

食料産業レター

「食料産業レター」 トップページ
食料産業局公式フェイスブックページ

29


