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59 都市農村共生・対流総合対策
【２，７５０（２，１００）百万円】

対策のポイント
観光・教育・福祉等と連携した都市と農山漁村の共生・対流等を推進し、

農林水産業やそれを担う地域の振興を図ります。

＜背景／課題＞
・農山漁村においては、人口の減少・高齢化等に伴い、地域コミュニティの活力が低下
し、地域経済が低迷する一方、都市住民においては、付加価値の高い観光・教育・福
祉等へのニ－ズが増大するとともに、地域の絆を重視する傾向が生じています。

・このため、集落が市町村、ＮＰＯ等多様な主体と連携した豊かな自然や｢食｣を活用し
た地域の手づくり活動や市町村が中心となった地域資源を活用する取組を支援して、
都市と農村の共生・対流や地域経済の活性化を総合的に推進し、農林水産業やそれを
担う地域の振興を図る必要があります。さらに、人口減少社会に対応し、「交流」か
ら「移住・定住等」への発展を目指す取組を推進します。

政策目標
都市と農村の共生・対流等を通じて、平成29年度までに、全国での交流人

口を1,100万人まで増加させることなどにより、所得・雇用の増大を実現

＜主な内容＞
１．都市農村共生・対流総合対策交付金 【２，０００（２，１００）百万円】
（１）集落連携推進対策

農山漁村の持つ豊かな自然や｢食｣を観光･教育･福祉等に活用した､都市と農山漁
村の交流に資する地域の手づくり活動を支援します。

補助率：定額（１地区当たり上限800万円 等）
事業実施主体：地域協議会、農業法人、ＮＰＯ 等

（２）人材活用対策
農山漁村の持つ豊かな自然や「食」を観光･教育･福祉等に活用する地域の手づ

くり活動の推進のため、地域外の人材や意欲ある都市の若者を長期的に受け入れ
る取組を支援します（総務省と一体的に｢地域おこし協力隊｣を運用。)。

補助率：定額（１地区当たり250万円 ）
事業実施主体：地域協議会、農業法人、ＮＰＯ 等

（３）施設等整備対策
農山漁村のもつ豊かな自然や「食」を観光･教育･福祉等に活用する地域の手づ

くり活動に必要な拠点施設の確保のため、空き家、廃校等の補修等を支援します。
補助率：１／２等 （１地区当たり上限2,000万円 等）

事業実施主体：地域協議会、農業法人、地域協議会の構成員(市町村等) 等
（４）広域ネットワーク推進対策

都市と農山漁村の共生・対流を広域的に推進するため、全国及び都道府県単位
で人と情報のネットワークを構築し、関係省庁の連携の下、都市と農山漁村のニ
ーズのマッチング、アドバイザー等の派遣、情報の受発信等の取組を支援します。

補助率：定額
事業実施主体：都道府県、民間団体、ＮＰＯ等

※ 重点対策として､連携プロジェクト（子ども農山漁村交流､「農」と福祉の連携､農
観連携）を実施。

２．山村活性化支援対策 【７５０（ － ）百万円】
特色ある豊かな地域資源を有する一方、人口減少や高齢化が著しい山村における

所得・雇用の増大に向け、薪炭・山菜等の未利用資源等の潜在力を再評価し活用す
る取組を山村活性化支援対策として支援します。

補助率：定額（１地区当たり上限1,000万円）
事業実施主体：市町村等

お問い合わせ先：
１の事業 農村振興局都市農村交流課 （０３－３５０２－５９４６）
２の事業 農村振興局中山間地域振興課 （０３－３５０２－６００５）

［平成27年度予算の概要］
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都市農村共生・対流総合対策

○ 実施主体 ： 地域協議会、農業法人､NPO 等
○ 実施期間 ： 上限２年
○ 補助率 ： 定額 上限800万円/地区

中山間地域等の小規模･高齢化集落を含む地区
上限900万円/地区

（旧小学校区単位）

・地域活性化や暮らしの安心の活動に必要な集落連合体による体制
整備、自立的活動の後押し

集落連携推進対策

＋ 施設等整備対策

＋ 人材活用対策

広域ネットワーク推進対策

○ 実施主体 ： 民間団体、ＮＰＯ、都道府県等
○ 実施期間 ： 5年間
○ 補助率 ： 定額

・地域を越えた人材の活用、優良事例の情報受発信

（全国・都道府県単位）

・外部人材・都市の若者の長期受入と活動の支援、実践研修の実施
※総務省と一体的に「地域おこし協力隊」を運用

○ 実施主体：地域協議会､農業法人､ＮＰＯ 等
○ 実施期間：上限３年
○ 補助率 ： 定額 (上限250万円/地区)

・ 空き家､廃校等の補修等

○ 実施主体 ： 地域協議会、農業法人、地域協議会の構成員(市町村)等
○ 実施期間 ： 上限２年
○ 補助率 ： １/２等 (上限2,000万円/地区 等）

・ 人口の減少・高齢化、集落機能の低下

・ 農業所得の減少

・ 社会インフラの老朽化

・ 廃校等遊休資源の増加

・ 美しい農村資源の保全・継承が困難化

・ 都市との交流に関心

農山漁村の現状

・農山漁村へ訪問することへの関心

・農山漁村での子ども体験学習への関心

・農業園芸活動の心身へのリハビリ効果

・団塊世代等の農山漁村への定住希望

・若者の農業への関心

・美しい農村景観から得られるやすらぎ

消費者・都市住民のニーズ

都市と農山漁村
の共生・対流
を強力に推進

いやし・やすらぎ、
新たなライフスタイル

のニーズ

所得・雇用の増大、
活性化の必要

○写真等

子どもを中心に
世代が触れ合う

送り手側（学校）
を中心に支援【活
動支援、情報提
供等】

文 科 省

地方の自主性に
基づく取組を中
心に支援【地方
財政措置等】

総 務 省

受入側(農山漁

村)を中心に支援

（モデル地区の

整備支援、情報

提供等）

農 水 省

小 学 校 農山漁村農山漁村における
農林漁業体験・宿泊体験

重点対策としての主な連携プロジェクト

子ども農山漁村交流プロジェクト

○子供の農山漁村での宿泊によ
る農林漁業体験や自然体験活
動等を推進

・体験プログラムや安全対策
の充実などの受入体制づくり、
宿泊・体験施設の整備等

「農」と福祉の連携プロジェクト

○高齢者や障害者、生活困窮者
等を対象とした福祉農園の拡
大・定着を推進

・福祉・農業関係者を対象と
した研修会の開催、農業専門
家の派遣、福祉農園の開設・
整備等 高齢者生きがい農園

子供の体験学習

【平成2７年度予算概算決定額：２,７５０（２,１００）百万円】

○ 農山漁村においては、人口の減少・高齢化等に伴い、地域コミュニティの活力が低下し、地域経済が低迷。一方、都市住民においては、
付加価値の高い観光・教育・福祉等に対するニーズが増大。

○ このため、観光・教育・福祉との連携プロジェクト等を重点対策として位置づけ、集落が市町村、ＮＰＯ等多様な主体と連携する
集落連合体による地域の手づくり活動や市町村が中心となって地域ぐるみで特色ある地域資源を活用する取組を支援。

○ また､人口減少社会に対応し､人を呼び込む魅力ある農山漁村づくりを進め、｢交流｣から｢移住･定住等｣への発展を目指す取組を推
進。その際､都市の若者の受入れや地域と大学･企業との連携などを通じ､地域外の人材の活用を推進。

農観連携プロジェクト

○グリーン・ツーリズムと他の
観光の組合せや、訪日外国人
旅行者の農山漁村への呼び込
みを推進

・受入体制の整備､広域観光周
遊ル－ト開発、プロモ－ショ
ンの推進等

農家での交流

都 市 農 村 共 生 ・ 対 流 総 合 対 策

山村活性化支援対策

・山村の所得・雇用の増大に向け、地域の農林水産物等の域内消費の
拡大や域外への販売促進等に必要な組織・体制づくり、域内人材の育
成、取組の試行実践等を支援

都市農村共生・対流総合対策交付金

○ 実施主体 ： 市町村等
○ 補助率 ： 定額 (上限１,000万円/地区）

【２，０００（２，１００）百万円】

【７５０（ ― ）百万円】
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60 農山漁村活性化プロジェクト支援交付金
【６，１５０（６，５４０）百万円】

（平成26年度補正予算 １,８５０百万円）

対策のポイント
農山漁村活性化法に基づき市町村等が作成した定住・交流促進のための活

性化計画の実現に向けて、施設整備を中心とした総合的な取組を支援します。

＜背景／課題＞
・高齢化や人口減少が都市に先駆けて進行している農山漁村においては、小規模集落が
増加するなど集落機能が低下しつつあります。

・農山漁村の活性化を推進するためには、地域で受け継がれてきた豊かな資源を活用し、
農林漁業者等のニーズを踏まえて、地域の創意工夫と主体的な取組によるきめ細やか
な条件整備への支援が必要です。

政策目標
○全国250市町村において、定住、交流に資する農山漁村の活性化に向けた新
たな取組を創出（平成24～28年度）

○地域間交流拠点の整備による交流人口の増加（平成30年度までに500万人）

＜主な内容＞

１．生産基盤及び施設の整備：定住等の促進に資する農林漁業の振興を図るための
生産基盤及び施設の整備を支援します。

２．生活環境施設の整備：定住等を促進するための集落における生活環境施設の
整備を支援します。

３．地域間交流拠点等の整備：地域間交流の拠点となる施設等の整備を支援します。

交付率：都道府県及び市町村へは定額

（事業実施主体へは事業費の１／２以内等）

事業実施主体：都道府県、市町村、農林漁業者等の組織する団体等

【連携プロジェクト】

○ 子ども農山漁村交流プロジェクト
子どもの農山漁村での宿泊による農林漁業体験や自然体験活動等を推進するた

め、受入側の宿泊体験施設・教育農園等の整備を支援します。

○ 「農」と福祉の連携プロジェクト
高齢者や障害者、生活困窮者等を対象とした福祉農園の拡大・定着に向けて、高

齢者の生きがい等を目的とする農園等の整備を支援します。

○ 農観連携プロジェクト
グリーン・ツーリズムと他の観光の組合せや、訪日外国人旅行者を農山漁村へ呼

び込むための受入側の農家民宿、伝統文化継承施設等の整備を支援します。

○ 空き家・廃校活用交流プロジェクト
農山漁村に賦存する空き家・廃校等の地域資源を活用し、田舎暮らし希望者の受

け皿や集落拠点の核となる多機能な施設の整備を支援します。

［お問い合わせ先：農村振興局農村整備官 （０３－３５０１－０８１４）］

［平成27年度予算の概要］
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事業実施主体

都道府県、 市町村、 農業協同組合、
土地改良区、 漁業協同組合、 森林
組合、 ＮＰＯ法人、 農林漁業者等の
組織する団体、ＰＦＩ事業者 等

農山漁村活性化プロジェクト支援交付金
○農山漁村活性化法に基づき市町村等が作成した定住・交流促進のための活性化計画の実現に向けて、施設整備を中心とした総合

的な取組を支援。
○人口減少社会を踏まえ、地域コミュニティ・集落を再生し、人を呼び込む魅力ある農山漁村の構築を図るため、連携プロジェクトを実
施し、福祉・教育・観光等と連携した都市と農山漁村の共生・対流を推進。

農林水産物集出荷貯蔵施設

区画整理、農業用用排水路、育
苗施設、農林水産物処理加工・
集出荷貯蔵施設 等

簡易給排水施設、防災安全施設、
農山漁村定住促進施設 等

廃校・廃屋等改修交流施設、農
林漁業体験施設、地域連携販売
力強化施設 等

生産基盤及び施設

農林漁業の振興を図る生産基
盤・生産施設の整備を支援

良好な生活の場である農山漁
村の生活環境整備を支援

都市住民の一時的・短期的滞在
等の交流拠点の整備を支援

農林水産省

計画主体
（都道府県又は市町村）

①

活
性
化
計
画

の
提
出 ②

交
付
金
の

交
付

④ ③

事
業
完
了

の
報
告

交
付
金
の

配
分

生活環境施設 地域間交流拠点 資源の有効利用等

簡易給排水施設

地域連携販売力強化施設

資源の有効利用を確保するた
めの施設の整備を支援

自然・資源活用施設

遊休農地解消支援、自然・資源
活用施設、リサイクル施設、集
落拠点強化施設 等

○地域の創意工夫等による活性化計
画の策定・提出

○計画主体に対して、定額（事業実
施主体へは事業費の１／２以内等）
の交付金を交付

○地域の実情に応じて複数年（５年
以内）の計画策定が可能

○地域独自の提案メニューも支援

交付金の流れ

交付金の特徴 交付金対象施設

【平成２７年度予算概算決定額：６,１５０（６,５４０）百万円】

○子どもの農山漁村での宿泊による農林漁業体験や自然体験活動等を推進
・受入側の宿泊体験施設・教育農園等の整備を支援

○高齢者や障害者、生活困窮者等を対象とした福祉農園の拡大・定着を推進
・高齢者の生きがい等を目的とする農園等の整備を支援

連携プロジェクト

○グリーン・ツーリズムと他の観光の組合せや、訪日外国人旅行者を農山漁村への呼び込みを推進
・受入側の農家民宿、伝統文化継承施設等の整備を支援

子ども農山漁村交流プロジェクト

「農」と福祉の連携プロジェクト

○農山漁村に賦存する空き家・廃校等の地域資源の活用を推進
・田舎暮らし希望者の受け皿や集落拠点の核となる多機能な施設の整備を支援

空き家・廃校活用交流プロジェクト

農観連携プロジェクト

廃校・廃屋等改修交流施設農林水産物処理加工施設

リサイクル施設

浄水施設

柿の集出荷施設

味噌加工施設

農産物直売施設

宿泊体験施設

堆肥化施設廃屋利用の一定期間宿泊施設

農山漁村定住促進施設

木質
バイオマス
ボイラー
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日本食・食文化魅力発信プロジェクト
【 】２，３６２（２，６５８）百万円

（平成26年度補正予算 ３００百万円）

対策のポイント
国内外における国産農林水産物・食品の市場拡大に向け、国内外において

日本食・食文化の普及・拡大に係る取組や、民間事業者や学校給食等におけ
る国産農林水産物・食品の消費拡大に向けた取組を推進します。

＜背景／課題＞
平成32年のオリンピック・パラリンピックの東京開催や「和食」のユネスコ無形文化・
遺産登録 世界各国の日本に対する注目度は高まってきていが決まったこと等を受け、
ます。

日本食・食文化の魅力を国内に発信 国民・このような機会を捉え、 することを通じて、
が日本食の素晴らしさを再認識 訪日外国人旅行者等に対するとともに、増えつつある

ことにより、国産農林水産物・食品の消費拡大に繋し日本食の深い魅力を広く伝える
げることが重要です。

海外に向けて日本食・食文化の魅力を発信することで、国産農林水産・また、併せて、
にも資することとなります。物・食品の輸出拡大

政策目標
○農林水産物・食品の輸出額を拡大

（5,505億円（平成25年）→１兆円（平成32年 ））
○国産農林水産物・食品の消費を拡大

（平成25年度から平成29年度までに売上向上率10％向上）

＜主な内容＞
１．日本食・食文化普及推進総合対策 １，１１３（１，１４０）百万円

（平成26年度補正予算 ３００百万円）
（１）日本食・食文化の世界的普及プロジェク ９５７（９８４）百万円ト

① 国内向けプロジェクト
日本食・食文化に係るセ国内の各地において、消費者や食関係者等を対象とした

ミナー・シンポジウムの開催 日本食を国内へ普及させるイ、栄養バランスに優れた
等の取組を行います。ベントの実施

② 海外向けプロジェクト
メニュー開発による日本産食材の活用促料理学校や海外給食事業者等と連携した

進 日本食文化週間の実施 日本食・、海外主要都市での 、海外メディア等を活用した
の取組を行います。食文化の魅力発信や料理人の人材育成等

委託費
委託先：民間団体等

＜各省との連携＞
○ 外務省 ・外務省所管のＪＩＣＡが主催する国内外の研修等において、我

が国の農林水産物・食品に関する取組についてのプログラムを
実施し、日本食・食文化を普及する人材を育成

（２）日本食・食文化の普及支援事業 ７０（１５６）百万円
日本食講座の開設 日本食レストラン海外の料理学校における 、海外主要都市での

の取組を支援します。ウィークの実施等
補助率：定額

事業実施主体：民間団体等

［平成27年度予算の概要］

5



［平成27年度予算の概要］

（３）日本食の海外出店等の支援の推進［新規］ ８６（－）百万円
有力商業施設への海外の主要都市において、日本の外食産業の海外進出に向け、

するとともに 和出店希望企業の派遣や仮店舗出店を支援 商圏マップの拡充・更新、 「、
食」の魅力を伝えることを目的とした します。日本招聘プログラム等を支援

、また企業の海外進出に当たっての現地における日本食材の調達ルート及びニーズ
コールドチェーン等のボトルネック、現地で求められる後方支援に係る調査を支援
します。

補助率：定額
事業実施主体：民間団体等

２．日本の食魅力再発見・利用促進事業 １，２４９（１，５１８）百万円
（１）全国レベルでの国産農林水産物・食品の利用促進

８３２（８３８）百万円
① 国産農林水産物・食品の消費拡大に向けた国民運動の推進

優れた取組の表彰 中食・外食事業者の取組を促進するた民間事業者等における や
を行うとともに、 を図ること等めの情報発信 国民運動統一ロゴマークの活用の促進

により、 します。国産農林水産物・食品の消費拡大を推進
② 全国的な消費拡大のためのイベントの実施

我が国の農林水産業・食品産業、農山生産者と消費者、日本と世界の絆を深め、
します。漁村がもつ素晴らしい価値を発信するための様々なイベントを実施

③ 新たな米需要創出
簡便化志向、健康志向等の消費者ニーズに対応した新たな需要を創出するため、

米の新商品・サービスの開発、提新しい米加工技術（ゲル化技術）等の利用による
します。供を支援

委託費、補助率：定額
委託先、事業実施主体：民間団体等

（２）地域の農林水産物・食品の利用促進 ４１８（６８０）百万円
① 食のモデル地域の育成

地域で生産・加工される国産農林水産物・食品の消費拡大を推進するため 「食、
のモデル地域」における します。販路開拓、人材育成、商品開発等を支援

② 地域の取組の全国展開
、商談会の開催や消費拡大地域における消費拡大の動きを全国的に拡大するため

します。促進フェア等の取組を支援
③ 学校給食における地場食材の利用拡大

学校給食の食材として地場産農林水産物を安定的に生現場の創意工夫を生かし、
します。産･供給するモデル的な取組を文部科学省と連携しつつ支援

補助率：定額、１／２
事業実施主体：市町村、協議会、民間団体等

お問い合わせ先：
１ ２(１)②について食料産業局食品小売サービス課外食産業室、

（ ）０３－３５０２－８２６７
（ ）２(１)①について 大臣官房食料安全保障課 ０３－６７４４－２３５２
（ ）２(１)③、２(２)①、②について生産局穀物課 ０３－３５０２－７９５０
（ ）２(２)③について 食料産業局産業連携課 ０３－６７４４－１７７９
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○ 平成32年の東京オリンピック・パラリンピックの開催や「和食」のユネスコ無形文化遺産登録が決まったこと等を受け、
世界各国の日本に対する注目度は高まってきている 

○ このため、日本食・食文化の一層の理解深化と農林水産物・食品の輸出促進に向けて、国内外において日本食・食
文化の普及・拡大に係る取組を総合的・戦略的に推進 

 
 

  

 
 

○農林水産物・食品の輸出額を拡大 ○国産農林水産物・食品の消費を拡大 

○ 海外の料理学校における日本食講座の開設 等 

○ 海外主要都市での日本食文化週間の実施 
○ 海外主要都市での日本食レストランウィークの実施 等 

○ 日本食の海外出店等の支援 等 

 
 

○ 食のモデル地域における販路開拓、人材育成、商品開発 
○ 消費拡大の動きを全国的に拡大するための商談会の開催や 
 消費拡大促進フェア 
○ 地場農林水産物を学校給食に安定的に生産・供給するモデル

づくり 

○ 民間事業者等における優れた取組の表彰、中食・外食事業
者の取組を促進するための情報発信等の実施、国産農林水産
物・食品の消費拡大のための国民運動統一ロゴマークの活用
の促進 

○ 全国的な消費拡大のためのイベントの開催 
○  米のゲル化技術（米を攪拌し、柔らかいゼリー状から硬い

かまぼこ状までさまざまな堅さに加工する技術）等を利用し、
新たな米の需要を創出 

 

○ 消費者や食関係者等を対象とした日本食・食文化に係るセミ
ナー・シンポジウムの開催 等 

○ 外国人旅行者への国産食材使用料理店等のPR 等 

日本食・食文化魅力発信プロジェクト 【平成２７年度予算概算決定額：2,362（2,658）百万円】 
                   （平成２６年度補正予算：300百万円） 
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食と観光との連携による地域食材魅力発信事業食と観光との連携による地域食材魅力発信事業

● 観光業界の企業や団体等と連携し、地域食材や

国産食材を活用した食品の消費拡大に資する

地域の取組を、全国的な取組に拡大します（※）。

● 地域食材を活用した食の魅力や意義を消費者

に普及啓発することにより、食と観光との連携に

よる国産農林水産物の消費拡大を推進します。

問合せ先：「日本の食でおもてなし」事業問い合わせ窓口…担当：牟田・西田
TEL：03‐6737‐9273  FAX：03‐6737‐9264  E‐mail: omotenashi@bwt.jtb.jp

事業概要
① 国内の宿泊事業者、飲食事業者、製造事業者等の各観光事業者に

「日本の食でおもてなしパートナー」としての参加呼びかけ及び参加施設で
のポスターやのぼり等の設置。

② 新聞・旅行雑誌・SNS等メディアを活用した消費者への本取組や「日本の
食でおもてなしパートナー」の取組のＰＲ。

③ 「日本の食でおもてなしパートナー」の取組や施設を検索できるWEB上の
地図を公表（11／1～）。

④ 宿泊客・施設利用者向けの地域食材利用促進プレゼントキャンペーンの
展開（11／1～） 。

⑤ 商談会への出展や産地と観光事業者をつなぐ連携会議の開催等により、
新たな連携や取組の創出をサポート。

（本事業のイメージキャラクターには、昨年に引き続き、女優の木村佳乃さんが就任。）

≪スケジュール≫
・10月27日…記者発表会
・10月下旬～12月下旬…新聞、雑誌等での情報発信
・11月～ 「日本の食でおもてなしパートナー」の取組や施設の地図をWEB上で公表
・11月～2月末…宿泊施設等における地域食材利用促進プレゼントキャンペーン

※ 本取組は、農林水産省の食料自給率向上に向けた
取組「フード・アクション・ニッポン」の取組の一貫として、
実施しているものです。（正式事業名「食と観光との連
携による地元食材魅力発信事業」。通称：「日本の食で
おもてなし事業」）

国産農林水産物の消費拡大に繋げるため、食と観光とが連携し、地域の旬の食材で旅を
美味しく楽しくする取組を推進します。

観光庁も「日本の食でおもてなし事
業」を応援しています！→詳細は 日本の食でおもてなし で検索
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67 森林・山村多面的機能発揮対策
【２，５００（３，０００）百万円】

対策のポイント
森林の有する多面的機能の発揮に向け、地域住民等による森林の保全管理

活動等の取組への支援を充実・強化します。

＜背景／課題＞

・森林の有する多面的機能を発揮するためには、適切な森林整備や計画的な森林資源の

利用が不可欠ですが、林業の不振、山村地域の過疎化・高齢化により地域住民と森林

との関係が希薄化し、適切な森林整備等が行われていない箇所が見られます。

・このため、地域住民等による共同活動への支援策を充実・強化することが必要です。

政策目標

全国800地域で地域の特性に応じた森林の保全管理や山村活性化の取組を推

進（平成26年度～28年度）

＜主な内容＞

１．森林・山村多面的機能発揮対策交付金 ２，４８５（２，９８５）百万円
地域住民、森林所有者、自伐林家等が協力して行う、以下の取組を支援します。

また、活動組織に対する安全講習の開催など地域協議会の機能強化を支援します。

① 地域環境保全タイプ
集落周辺の美しい里山林を維持するための景観保全・整備活動、森林内に侵入

したモウソウチク等の竹林の伐採・除去や利用に向けた取組

② 森林資源利用タイプ
広葉樹等の森林資源をしいたけ原木等に活用することを目的とした樹木の伐採、

玉伐り、搬出等

③ 教育・研修活動タイプ
森林を利用した環境教育や研修活動

④ 森林機能強化タイプ
事業の円滑な実施に必要な路網や歩道の補修・機能強化、鳥獣害防止施設の改

良等

⑤ 機材及び資材の整備
上記①、②及び④の活動の実施に必要な機材及び資材の整備

補助率：定額

事業実施主体：地域協議会

２．森林・山村多面的機能発揮対策評価検証事業 １５（１５）百万円
１による活動の成果について評価・検証するとともに、各地域協議会、活動組織

等を集めてそれらの活動内容の報告・意見交換会を開催します。

委託費

委託先：民間団体

［お問い合わせ先：林野庁森林利用課 （０３－３５０２－００４８）］

［平成27年度予算の概要］
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地域住民、森林所有者、自伐林家等が協力して実施する里山林の保全、森林資源の利活用、森林環境教育・研修活動など、以下の
取組を支援。

地域環境保全タイプ 森林資源利用タイプ

しいたけ原木などとして
利用するための伐採活動

（16万円/ha）

国

地域協議会：都道府県、市町村、学識経験者、関係団体等で構成

支援対象となる活動組織の活動内容例

【交付金】

活動組織：地域住民、森林所有者、自伐林家等で構成

教育・研修活動タイプ

〔事業の内容〕

森林の有する多面的機能の発揮には、適切な森林整備や計画的な森林資源の利用が不可欠だが、地域住民と森林との関わりが希
薄化し、適切な森林整備等が行われていない箇所が見られる。

森林整備実施の合意がとれ
た森林を活動組織に紹介

・補助率 : 定額 ・１活動組織当たりの交付上限額 : ５００万円

森林のマッチング

活動組織が必要とする安全
研修等を実施

活動組織が必要とする資機
材の貸し出しを実施

安全研修等の実施 資機材貸与

森林機能強化タイプ

路網の補修・機能強
化等

（1千円/ｍ）

機材及び資材の整備：教育・研修活動タイプを除く上記活動の実施に必要な機材及び資材の整備（1/2以内）

交付金の管理、活動組織の持続的な体制を支援

森林・山村多面的機能発揮対策
【平成27年度予算概算決定額 ２，５００（３，０００）百万円】

背
景

事
業

評価検証事業受託者：民間団体

上記の活動の評価・検証等

森林環境教育の実践
（5万円/回：年度内の

上限12回）

里山林景観を維持
するための活動
(16万円/ha)

侵入竹の
伐採・除去活動
（38万円/ha）

地域協議会、活動組織等を集めた報告・意見交換会活動の成果の評価・検証
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19 森林・林業再生基盤づくり交付金
【２，７００（２，２００）百万円】

対策のポイント
森林の整備・保全の推進、林業・木材産業の健全な発展と木材利用の推進

を図るため、高性能林業機械の導入や木造公共建築物の整備等を支援します。

＜背景／課題＞
・戦後造林した人工林が本格的な利用期を迎える中、この資源を整備･保全しながら活
用することにより、森林・林業の持続的な発展と公益的機能の発揮を図ることが重要
です。

・このため、森林資源を活かした成長分野の創造に向け、木材利用の拡大・促進、森林
から消費者までをつなぐ需要に応じた木材流通体制の構築、木材を安定供給できる効
率的な森林の整備・保全といった取組を進め、林業の成長産業化を実現していくこと
が必要です。

政策目標
○素材生産量に占める高性能林業機械を使用した生産量の割合の向上
（約５割（平成23年度）→約７割（平成31年度））

○木質バイオマス利用量
（121万㎥（平成25年度）→600万㎥（平成32年度））

＜主な内容＞
１．木材利用の拡大

木造公共建築物や木質バイオマスの供給・利用を促進する施設など木材利用の拡
大に資する施設の整備を支援します。

＜各省との連携＞
○ 文部科学省 ・地域材を活用して木造の学校施設を整備する場合等に、補助単

価のかさ上げを実施

２．木材製品の安定的・効率的な供給体制の構築
価格・量・品質面において安定的・効率的な供給ができるサプライチェーンを構

築するため、民有林と国有林の連携を盛り込むなどした広域流通型の構想や、山元
と地域に根付いた加工工場等の連携による地域循環型の構想の実現に必要な木材加
工流通施設の整備を支援します。
平成27年度は、地域材を活用したＣＬＴ等の新たな製品の安定供給に必要な木材

加工流通施設の整備を支援します。

３．林業の効率的かつ安定的な経営基盤の確立
円滑な森林整備・林業生産コストの低減を図るため、高性能林業機械の導入等を

支援します。また、山村地域の経済振興に重要な役割を果たす特用林産物の生産基
盤の整備等を支援します。

４．森林保全の推進等
森林の有する多面的機能を持続的に発揮していくため、森林環境教育や林業体験

学習の場の整備、森林病害虫や野生鳥獣による森林被害及び林野火災の防止等によ
る森林資源の保護、山地災害に対する地域の防災体制の強化等を支援します。

交付率：都道府県へは定額（事業実施主体へは事業費の１／２、１／３等）
事業実施主体：地方公共団体、民間団体

［お問い合わせ先：林野庁経営課 （０３－３５０２－８０５５）］

［平成27年度予算の概要］
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ハーベスタ

○ 林業の効率的かつ安定的な
経営基盤の確立

● 高性能林業機械等の導入
● 特用林産物の生産基盤の整備
■ 林業担い手等の育成・確保、林業労働安全衛生の推進

小中学校と連携した防災講座

林業担い手の安全指導

特用林産物の
生産基盤の整備
（ほだ場の造成）

森林学習歩道

○ 木材製品の安定的・効率的な
供給体制の構築

ストックヤード 木材処理加工施設

●ハード事業、■ソフト事業 ※ハード事業は、市町村広域連携支援でも取組可能

木質バイオマスボイラー ＣＬＴ建築物

防護柵の設置

木造公共建築物 内装木質化

○木材利用の拡大
● 木造公共建築物等の整備
● 木質バイオマスの供給・利用を促進する施設の整備

● 安定取引構想等の実現に必要な木材加工流通
施設の整備

● 地域材を活用したＣＬＴ等の新たな製品の安定供
給に必要な木材加工流通施設の整備

■ 森林病害虫や野生鳥獣による被害
防止、森林資源の保護
■ 山地災害に対する地域の防災体制
の強化
● 森林環境教育、体験学習の場の
整備

○ 森林保全の推進等

ＣＬＴ加工施設

ＣＬＴ

森林・林業再生基盤づくり交付金
【平成２７年度予算概算決定額 ２，７００（２，２００）百万円】

林業の成長産業化の実現
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66 新たな木材需要創出総合プロジェクト［新規］
【１，６８９（－）百万円】

対策のポイント
新たな地域材需要の創出のための製品・技術の開発・普及促進や、建築物

・木材製品・木質バイオマス等の各分野での木材利用を幅広く拡大するとと
もに、これらの需要に応えうる地域材の安定的・効率的な供給体制の構築等
を図ります。

＜背景／課題＞
・戦後造成した人工林が本格的な利用期を迎える中、「森林・林業基本計画」に基づい
て国産材の利用拡大を図るためには、鉄筋コンクリート造・鉄骨造が主流となってい
る中高層建築物等における木質の新たな製品・技術の開発や一般的な建築材料として
の普及を国土交通省と連携して進めることが必要です。

・また、同時に、公共建築物や住宅等での地域材の利用や、木質バイオマスの拡大等、
各分野での取組を効果的に進めることが必要です。

・一方で、これまでの地域材の供給体制では、一定の出荷量が確保できず、大型製材工
場等の需要に対応できない状況にあることから、これを転換し、需要に応じた品質、
数量の地域材を安定的・効率的に供給する体制の構築が求められています。

・また、国際的な木材取引においては森林認証材が標準となりつつあり、将来の輸出も
念頭に森林認証材の普及を図ることも重要です。

政策目標
○国産材の供給・利用量の増加
（2,175万㎥（平成25年度）→3,900万㎥（平成32年度））

○木質バイオマス利用量の増加
（121万㎥（平成25年度）→600万㎥（平成32年度））

＜主な内容＞
１．ＣＬＴ（直交集成板）等新たな製品・技術の開発・普及

４８６（－）百万円
（１）ＣＬＴに関する建築基準の整備等の促進

ＣＬＴの建築基準の整備等に必要な強度データ、長期挙動データ、接合部デー
タの収集、ＣＬＴの利用拡大に向けたＣＬＴ施工マニュアル等の整備の取組を行
います。

（２）中高層建築物等に係る技術開発等の促進
中高層建築物等の木造化に向けた木質耐火部材の開発、長伐期化に伴って大径

化したスギ等の利用拡大に向けた住宅分野等における新たな製品・技術の開発の
取組を行います。また、ＣＬＴ建築等新たな製品・技術を活用した建築物の実証、
ＣＬＴ等の新たな製品に対応した加工機械の開発・普及の取組を支援します。

（３）木材を利用した建築物の建設に携わる担い手の育成等の促進
中高層建築物等への木材利用を促進するため、木材を利用した建築物に携わる

設計者等の担い手を育成する取組を支援します。また、木造建築物等の健康面へ
の効果や省エネ性能の定量化に向けた調査等の取組を行います。

＜各省との連携＞
○ 国土交通省 ・ＣＬＴを用いた建築物の一般的な設計法を確立するための研究

開発を実施

２．地域材利用促進 ９６０（－）百万円
（１）公共建築物等の木造化等の促進

公共建築物等の木造化・内装木質化に向けた設計段階からの技術支援等を行い
ます。

＜各省との連携＞
○ 文部科学省 ・地域材を活用して木造の学校施設を整備する場合等に、補助単

価のかさ上げを実施

［平成27年度予算の概要］
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（２）新規分野における木材利用の促進
工作物・土木分野等における全国的な実証、働きかけ、ワークショップ等を通

じた木材利用推進の取組を支援します。
（３）木づかい協力業者による木材利用の促進

工務店等と川中及び川上の関係者で構成する「木づかい協力業者グループ」が
実施する地域材の利用拡大に向けたモデル的な取組を支援します。

（４）木づかい・森林づくり活動の全国的な展開
木づかいや森林づくりに対する国民の理解を醸成するための幅広い普及啓発、

木育等の取組を支援します。
（５）木質バイオマスの利用拡大

地域密着型の小規模発電や熱利用など木質バイオマス（竹を含む。）のエネルギー
利用及びセルロースナノファイバー等のマテリアル利用の促進に向け、サポート
体制の構築及び技術開発等を支援します。

（６）海外での地域材利用
海外での地域材の利用技術の普及・向上のため、モデル建築における日本産木

材の利用・展示等を行う取組を支援します。
（７）合法木材の普及促進

合法木材を普及促進するため、合法木材の国内外での調査や普及などの取組を
支援します。

３．地域材の安定的・効率的な供給体制の構築
安定供給体制構築への支援 ２１５（－）百万円
広域的な原木の安定供給に向けた、民有林と国有林が広域に連携した協議会の開

催及びストックヤードの整備等による構想の実現に向けた取組を支援するとともに、
ＣＬＴ等に利用するラミナ等の安定供給に向けた中小製材工場の連携等を盛り込ん
だ地域循環型の構想の実現に向けた取組を支援します。

（関連対策） （森林・林業再生基盤づくり交付金にて実施）
構想に基づく施設整備への支援 ２，７００（２，２００）百万円の内数
ＣＬＴの製造施設やストックヤード等の木材加工流通施設の整備を支援します。

４．森林認証・認証材普及促進対策 ２７（－）百万円
（１）森林認証材の供給体制の構築

森林認証（FM認証・CoC認証）の取得を促進するため、都道府県単位で森林所有
者と素材生産から製品の加工・流通にいたるまでの関係者による協議会等を設置
し、認証取得に向けた合意形成や、認証取得に必要な事前の現地調査、認証材の
分別管理マニュアルの作成等を支援します。

（２）森林認証・認証材の普及促進
各地域に設置される協議会間の連絡調整や取組状況のとりまとめ等を行うとと

もに、国内において森林認証・認証材を普及させるために必要な情報を各協議会
に提供します。また、各地域での取組結果等をもとに普及資料の作成を行います。

補助率：定額、１／２
※１及び４の一部は委託

事業実施主体：国、民間団体

お問い合わせ先：
１、３及び４（１）の事業

林野庁木材産業課 （０３－３５０２－８０６２）
２の事業 林野庁木材利用課 （０３－６７４４－２２９６）
４（２）の事業 林野庁計画課 （０３－６７４４－２３００）

［平成27年度予算の概要］
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新たな木材需要創出総合プロジェクト［新規］

林業の成長産業化を実現するため、新たな製品・技術の開発・普及や、建築物・木材製品・木質バイオマス等の各分野での木材利用を幅
広く拡大することで、新たな木材の需要を創出するとともに、これらの需要に応えうる地域材の安定的・効率的な供給体制の構築等に対
して総合的に支援。

戦後造成した人工林が本格的な利用期を迎える中、豊富な森林資源を循環利用し、林業の成長産業化を実現するためには、幅広い分野で、新たな
木材の需要拡大に積極的に取り組む必要。

・工作物、土木等新規分野での
木材利用の実証・普及

・木質バイオマスのエネルギー及び
マテリアル利用に向け、

相談窓口の設置、技術開発等

・木づかい、森林づくり活動の
全国的な展開

・輸出の促進、合法木材の
普及に向けた調査・普及等

・公共建築物等の木造化・内装
木質化に向けた設計段階から

の技術支援等

【平成27年度予算概算決定額 １，６８９（－）百万円】

背景

実施内容

地域材利用促進 【９６０（－）百万円】

・工務店等による地域材の
モデル的な利用の促進

・ＣＬＴの建築基準整備に
必要な強度データ収集等

・ＣＬＴを用いた建築物の実証

・木質耐火部材の開発

・設計士等の人材育成
・木造建築物等の健康面への
効果や省エネ性能等調査

・加工機械の開発・普及

ＣＬＴ（直交集成板）等新たな製品・技術の開発・普及
【４８６（－）百万円】

・住宅分野等における新たな
製品・技術の開発

・民有林と国有林の連携した協議会の設置や広域原木流通構
想に基づく取組への支援

【広域流通型】

【地域循環型】

協
定

・ＣＬＴ等のラミナ等供給に向けた中小製材工場の連携や
山元と地域の加工工場等が連携した体制構築への支援

地域材の安定供給体制の構築 【２１５（－）百万円】

森林認証・認証材の普及促進 【２７（－）百万円】

大型木造建築物等へ
の地域材の利用等・国内の森林認証・認証材の普及のため、認証

取得に向けた関係者の合意形成への支援等

生産物
流通認証

森林管理
認証
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○ 都道府県段階の推進体制については、これまで、都道府県ごとに地方農政局、地域センター等が主体的な役割を担い
つつ推進体制の整備に努めてきたところであるが、平成27年度からは、名称を「６次産業化・地産池消推進協議会」に改
め、財務局、運輸局、農業法人協会、普及組織なども構成員に追加することにより推進体制を強化（事務局は都道府県
が担当し、農政局等が支援）。 

 

○ 推進協議会の中で、都道府県の農林水産業及び６次産業化の現状・課題、６次産業化の取組方針、今後（５年後程
度）の売上等の目標等を内容とした「都道府県６次産業化戦略」を策定し、関係機関が連携して推進。 

 

 （注） 市町村段階についても同様の推進協議会を設置し、「市町村６次産業化戦略」を策定し、地域ぐるみの６次産業化の取組を推進。 

 農林漁業の６次産業化を推進するための施策 

これまでの推進体制 

中央サポートセンター 
（６次産業化プランナー） 

連携 
情報共有 

農林漁業者 

（構成メンバー） 
経済産業局、JA中央会、商工関係団体、サブファンド等 

６次産業化推進企画委員会 

都道府県・都道府県サポート機関 
（６次産業化プランナー） 

農政局・地域センター 

ニーズ
の把握 

相談 
問い合わせ 

申請・認定 
フォローアップ 

サポート 
フォローアップ 

中央サポートセンター 
（６次産業化プランナー） 

連携 
情報共有 

農林漁業者 

（構成メンバー） 
経済産業局、財務局、運輸局、JA中央会、農業法人協会、商工関係
団体、サブファンド等 

６次産業化・地産地消推進協議会 

都道府県・都道府県サポート機関 
（６次産業化プランナー） 農政局・地域センター 

ニーズの
把握 

相談 
問い合わせ 

申請・認定 
フォローアップ 

サポート 
フォローアップ 

今後の推進体制 

（１） 推進体制の強化 

17



・６次産業化プランナー等に対する研修を実施。 

・各地の６次産業化の取組を紹介する情報誌「６チャネル」の発行等
を支援。 

・６次産業化の優良事例を収集・分析し、発表会やセミナーの開催
を支援。 

・学校給食の食材として地場産農林水産物を安定的に生産・供給する
取組等を支援。 

・農山漁村地域で、６次産業化の新たなビジネスに取り組む者を支援。 
・６次産業化事業者の販路拡大のための商談会等の
開催を支援。 

・農林漁業者と異業種の事業者が連携して行う、市場ニーズに即した新商品や新
たなサービスの創出に関する事業化可能性調査を支援。   

                                 事業計画の作成 

６次産業化への 
着手 

６次産業化の 
事業拡大 

  広域で取り組む事業者向けの支援 （※６次産業化サポート事業） 

   ６次産業化支援人材育成研修 （※６次産業化サポート事業） 

起業支援研修 （※６次産業化サポート事業） 農山漁村地域での人材育成 
（※農山漁村地域ビジネス創出人材育成事業） 商談会等開催支援 （※６次産業化サポート事業） 

６次産業化情報提供支援 （※６次産業化サポート事業） 

・６次産業化に取り組む農林漁業者等に対し、事業の発展段階に応じて６次産業化プランナーを個別に派遣し、アドバイスを実施。 

６次産業化ネットワーク活動の全国推進 
（※６次産業化サポート事業） 

学校給食における地産地消の推進 
（※日本の食魅力再発見・利用促進事業） 

・農林漁業者の起業を促進するため、６次産業分野において必要となる
ビジネスプラン策定等の知識を習得するための研修会の開催を支援。 

都道府県内で取り組む事業者向けの支援（※６次産業化ネットワーク活動交付金） 

６次産業化プランナーによる事業の発展段階に応じたアドバイス 

 意欲のある農林漁業者の皆様が主体となって６次産業化に取り組めるよう、事業の発展段階に応じた多様な支援メニューを準備。 

     【平成27年度予算概算決定額 2,684（2,680）百万円】 

 ・農林漁業者が主体となって、流通・加工業者等と連携する取組に対して出資等を実施。 

：事業者支援 ：人材育成 ：普及啓発 

【 １７７百万円 】（関連対策） 

     資本の提供と経営支援 
 【 出資枠１５０億円、貸付枠５０億円 】 

 
６次産業化・新産業の創出促進 

 
（※６次産業化サポート事業） 

（※農林漁業成長産業化ファンド） 

 （補助率：定額） 

         ６次産業化戦略・構想の策定 
・融資を活用した加工・販売施設等の整備を支援。 

 （補助率：３／１０以内、上限額１億円） 
６次産業化プランナーが、６次産業化事
業の構想、総合化事業計画の作成方法
等についてアドバイス。 

                （補助率：定額） 

・６次産業化戦略・構想の策定を支援。 
 
・新商品の開発・販路開拓等を支援。 

      （補助率：戦略あり １／２以内 戦略なし １／３以内） 

      ６次産業化の取組の戦略的な推進 （※６次産業化ネットワーク活動交付金） 

          （補助率：定額） 
・６次産業化戦略・構想の下、地域ぐるみで行う新商品開発に必要な
加工機械等の整備を支援。  （補助率：１／２以内、上限額３０百万円） 

事業の展開 

生産基盤の 
確立 

（２） 平成２7年度予算（６次産業化支援対策）の概要  
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・ 新商品の試作品やパッケージデザインを開発するための 
 資材購入費、成分分析等検査費などを支援。 
・ 流通事業者等とのマッチングができるよう、交流会や 
 ワークショップ等を開催。 

６次産業化ネットワーク活動交付金（各都道府県で実施） ６次産業化サポート事業（全国事業） 

○ ６次産業化に取り組む農林漁業者等に対する個別相談 

・ 都道府県域を超えるなど広域で事業を展開される方や、専門分野に 
 関するアドバイスが必要な方に対して、「６次産業化中央サポートセンター」 
 から６次産業化プランナーを個別に派遣します。 

○ 農林漁業者と流通業者等との商談会の開催 

・ 商談会を複数の地域で開催し、６次産業化の取組により開発された 
 新商品の販売先を探している農林漁業者と流通業者等との 
 マッチングの機会を作ります。 

○ ６次産業化プランナーを対象としたスキルアップ研修会の 
  開催 

※ 上記のほか、本事業では、６次産業化の優良事例の収集・情報提供等も 
  実施しています。 

（個別相談例） 
・マーケティング、ブランディング等の専門分野に関する 
 アドバイス。 
・ 六次産業化・地産地消法に基づく総合化事業計画の 
 策定や経営へのアドバイス。 

（参考） 平成２６年度の開催場所・日程 
      仙台市（9/4～5）、熊本市（9/24～25）、 
      旭川市（10/21～22）、長野市（11/18～19）、 
      神戸市（1/19～20） 
    

・ ６次産業化プランナーが事業者に対して的確な 
 アドバイスができるよう、 
 ① ６次産業化施策に関する知識の習得 
 ② コーチング研修 
 ③ 実践事例を活用した事業化研修 
 等を内容とした研修会を複数の地域で開催します。 

○ 六次産業化・地産地消法等の認定を受けた農林漁業者等
の皆様が、制度資金等の融資を活用して６次産業化の事業
展開に必要な加工・販売施設等の整備を行う場合、費用の
一部（３／１０以内※、上限１億円）を補助します。 

○ 農林漁業者の皆様が流通・加工業者等とネットワークを構築 
して新商品開発・製造や販路開拓等を行う場合、必要な経費
の一部※を補助します。 

※ 補助率 
  市町村の６次産業化戦略・構想あり １／２以内 
  市町村の６次産業化戦略・構想なし １／３以内 

 

※１ 交付金額については、以下の１～３の一番低い額となります。 
    １  事業費×３／１０ 
    ２  融資額 
    ３  事業費－融資額－地方公共団体等による助成額 

  例えば、5,000万円（事業費）の加工・販売施設を整備する際、
3,000万円の融資を受け、地方公共団体等から助成を受けず、
自己負担分が2,000万円の場合、事業費（5,000万円）の3/10
となる1,500万円の範囲内で交付金を支援します。 

  
   

※２ 市町村の６次産業化戦略・構想に沿って地域ぐるみで新商品開発を 
  行う場合、加工機械等の整備を１／２以内の補助率で支援します。 

○ ６次産業化プランナ－が、６次産業化の事業の構想、総合化
事業計画の作成方法等についてアドバイスします。 
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６次産業化ネットワーク活動交付金
【２，３３１(２，１３１）百万円】

（平成26年度補正予算 １,２４１百万円）
対策のポイント
農山漁村の所得や雇用の増大、地域活力の向上を図るため、地域の創意工夫

を生かしながら、多様な事業者がネットワークを構築して取り組む新商品開発
や販路開拓、農林水産物の加工・販売施設の整備等の取組及び市町村の６次産
業化戦略・構想に沿って行う地域ぐるみの６次産業化の取組を支援します。

＜背景／課題＞
・ し、地域活力の向上を図るため、地域の農林水産物や資源農山漁村の所得や雇用を増大

を活用した していくことが必要６次産業化、農商工連携、地産地消の取組を面的に拡大
です。

農林漁業者と食品事業者、流通業者等の多・このため、地域の創意工夫を生かしながら、
します。様な事業者が連携し、ネットワークを構築して行う６次産業化等の取組を支援

市町村が、産学金官の関係者が参画した推進協議会を設置し、６次産業化戦略・・また、
します。構想に沿って行う地域ぐるみの６次産業化の取組を支援

政策目標
６次産業の市場規模の拡大
（約１兆円(22年度) → ３兆円(27年度) → 10兆円(32年度)）

＜主な内容＞
１．６次産業化ネットワーク活動推進交付金 ８１３（８３１）百万円

(１) 都道府県及び市町村段階に、行政、農林漁業、商工、金融機関等の関係機関で構
６次産業化・地産地消推進協議会を設置し、６次産業化戦略・構想を策定成される
を支援します。する取組

（２） 都道府県段階に し、６次産業化に取り組む農林漁業６次産業化プランナーを配置
者等に対する支援体制を整備するとともに、農林漁業者と食品事業者、流通業者等
の多様な事業者が参画する６次産業化ネットワークの構築に向けた推進会議の開催

新商品開発・製造、やプロジェクトの調査・検討、プロジェクトリーダーの育成、
、ワークショップの開催等の取組等について支援します。販路開拓

地域ぐるみで６次産(３) また、市町村の６次産業化戦略・構想に沿って、市町村等が
について支援を行い業化の取組を行う場合、新技術の実証、新商品の開発等の取組

ます。
交付率：都道府県への交付率は定額

（事業実施主体へは定額、１／３以内）
〔６次産業化戦略・構想に基づく取組へは１／２以内〕

事業実施主体：民間団体、地方公共団体等

２．６次産業化ネットワーク活動整備交付金 １，５１８（１，３００）百万円
(１) 六次産業化・地産地消法及び農商工等連携促進法により認定された農林漁業者等

融資を活用して６次が、２次・３次事業者とネットワークを構築し、制度資金等の
。産業化に取り組む場合に必要となる 加工・販売施設等の整備、 に対して支援します

(２) また、市町村の６次産業化戦略・構想に沿って、市町村等（六次産業化・地産地
地域ぐるみで６次産業化の取組を行消法に位置付けられた促進事業者を含む ）が。

。う場合 新商品の開発等の取組に必要となる加工機械等の整備、 に対して支援します
交付率：都道府県への交付率は定額

（事業実施主体へは（１）は３／10以内、
（２）は１／２以内）

（交付金上限額：(１)は１億円、(２)は30百万円）
事業実施主体：民間団体、地方公共団体等

（お問い合わせ先： 食料産業局産業連携課（０３－６７４４－２０６３ ））

［平成27年度予算の概要］
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６次産業化ネットワーク活動交付金 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 ＜事業者タイプ＞ 
 農林漁業者の皆様が主体となって、食品事業者等多様な事業者とネットワークを構
築して実施する６次産業化の取組を支援します。 

       各地域で６次産業化の取組を戦略的に進めるため、 
 都道府県及び市町村段階に、行政、農林漁業、商工、金融等の 
 関係機関で構成する６次産業化・地産地消推進協議会を設置し、 
 「６次産業化戦略・構想」※を策定する取組を支援します。 
 

   ※「６次産業化戦略・構想」とは、都道府県又は市町村の区域内における農林水産業及び６次産業化の現状・課題、 
       ６次産業化の取組方針、今後（５年後程度）の売上等の目標等を定めるものです。 

（戦略会議の開催） 交付率：定額 

ネットワークを
組んで６次産
業化に取り組
みたい。 

総合化事業計
画を作成したい
ので、アドバイ
スを受けたい。 

（
事
業
の
発
展
段
階
に
応
じ
て
、
６
次
産
業
化
プ
ラ
ン
ナ
ー
を
派
遣
） 

６次産業
化の 

事業構想 

事業計画 
の作成 

計画に
沿った 

事業展開 

新商品ができ
たので、販路
を開拓したい。 

 

都
道
府
県
の
サ
ポ
ー
ト
機
関 

交付率：３／10以内、交付金上限額：１億円 
※１ 六次産業化・地産地消法及び農商工等連携促進法により 
   認定された農林漁業者等が制度資金等の融資を活用して 
      行う取組が対象です。 
※２ 交付金額については以下１～３の一番低い額の範囲内と 
      します。 
    １ 事業費×３／１０ 
    ２ 融資額 
    ３ 事業費－融資額－地方公共団体等による助成額 

事業を本格的
に展開したい
ので、加工施
設等を整備し
たい。 

新商品の開発
に取り組みたい。 

交付率：１／３以内。市町村の６次産業化戦略・構想に基づく取組は１／２以内。 

 
・ 流通・加工業者等を交えた推進 
会議を開催し、ネットワークの構築 
を支援します。 
 

 
・ ６次産業化プランナーが、６次産業化 
の事業の構想、総合化事業計画の作 
成方法等についてアドバイスします。 
 

 
・ 新商品の試作品やパッケージデザインを開

発するための人件費、資材購入費、成分分
析等検査費などについて支援します。 

 
・ 新商品の消費者評価を行うために必要な

試食会等評価会の会場借料費、商談会等へ
の出展費について支援します。 

 
・ ６次産業化の事業展開に必要となる農林水

産物の加工・販売施設等の整備について支
援します。 

交付率：１／３以内。市町村の６次産業化戦略・構想に基づく取組は１／２以内。 

交付率：１／３以内。市町村の６次産業化戦略・構想に基づく取組は１／２以内。 

交付率：定額 

【平成27年度予算概算決定額 2,331（2,131）百万円】（平成26年補正予算 1,241百万円） 
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地域でまとまって取り組む６次産業化の拡大！ 

加工品が競合している
ので、新しい商品を作っ
てブランド化し、大きな
事業を展開したい・・・。 

地域資源が豊富なので、
６次産業化で地域おこし
をしたい・・・。 

 

 
 

地域の農林漁業者 市町村 

  
 地域資源を活用した６次産業化事業体を創出しやすくするため、市町村の６次産業化
戦略・構想に沿って、新しい６次産業化商品の開発等を進める地域ぐるみの６次産業化
の取組を支援します。 

○ 市町村の６次産業化戦略・構想に沿って、市町村 
 等が地域ぐるみで地域資源を活用した新商品開発等  
  を行う場合、材料費、成分分析等検査費などを支援 
  します。 
 

交付率： １／２以内 

（地域の希少品種である小
麦を活用したパンの開発） 

○ また、市町村等（六次産業化・地産地消法に位置づ 
  けられた促進事業者を含む。）が地域ぐるみで新商品 
  開発を行うための加工機械等の整備を支援します。 

＜主な支援内容＞ 

＜地域タイプ＞ 

交付率 ： １／２以内、交付金上限額：３０百万円 

でも、自分独りでやるの
は難しい・・・。 

でも、小規模な農林漁業
経営が多く、地域でまと
まって取り組んでもらい
たい・・・。 

このような地域のために、以下の支援を用意しています。 
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６次産業化サポート事業
【３２０（２９０）百万円】

対策のポイント
６次産業化の全国的な推進に向け、広域で６次産業化に取り組む農林漁業者

等に対する支援体制の整備、６次産業化ネットワーク活動の全国的な推進に向

けた優良事例の収集・提供及び啓発セミナーの開催等を支援します。

＜背景／課題＞

・ 地域の農林水産物や資源農山漁村の所得や雇用を増大し、地域活力の向上を図るため、

することが必要です。を活用した６次産業化の取組を全国的に推進

６次産業化に取り組む農林漁業者等をきめ細かくサポートする人材を・このため、広域で

するとともに、６次産業化ネットワーク活動の全国的な推進に向けた育成・選定・派遣

を行います。優良事例の収集・提供や啓発セミナーの開催等

政策目標

６次産業の市場規模の拡大

（約１兆円(22年度) → ３兆円(27年度) → 10兆円(32年度)）

＜主な内容＞

１．６次産業化中央サポート事業 ２４１（２７１）百万円

広域で６次産業化に取り組む農林漁業者等の各種相談に対応するとともに、専門性の

６次産業化中央サポートセンターによる６次産業化プラン高いアドバイスを行うため、

、必要となる人材の育成研修会の開催等について支援を行います。ナーの選定・派遣

補助率：定額

事業実施主体：民間団体等

２．６次産業化ネットワーク活動全国推進事業 １８（１８）百万円

情地域のモデルとなる６次産業化ネットワーク活動を全国的に展開していくため、

や 、事例発表会の開催、 とこ報交換会の開催 優良事例の収集・分析 実践モデルの作成

れを活用した啓発セミナーの開催等について支援を行います。

補助率：定額

事業実施主体：民間団体等

３．６次産業化・新産業創出促進事業［新規］ ６０（ － ）百万円

市場ニーズに即した新商品や新たな農林漁業者と異業種の事業者間の連携により、

を創出するための を行います。サービス 事業化可能性調査の実施について支援

補助率：定額

事業実施主体：民間団体等

お問い合わせ先：

１、２の事業 食料産業局産業連携課（０３－６７４４－２０６３）

３の事業 〃 新事業創出課（０３－６７３８－６３１７）

［平成27年度予算の概要］
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６次産業化サポート事業 
【平成27年度予算概算決定額 320（290）百万円】 

 ６次産業化に取り組む農林漁業者等の事業を総合的にサポートするため、６次産業化
プランナーによる個別相談、プランナーに対する研修、農林漁業者と流通業者等との商
談会を開催します。 

農林漁業者 

マーケティングや品質管理など、 
専門性の高い分野について、 
アドバイスを受けたいなぁ・・・ 

６次産業化プランナー 

６次産業化の取組で
開発した新商品の 
販売先を見つけたい 
なぁ・・・ 

６次産業化に取り組む方々を 
サポートするスキルを高めたい 
なぁ・・・ 

農林漁業者 

１．６次産業化に取り組む農林漁業者等に対する個別相談支援 

都道府県域を超えるなど広域で事業を展開される方や、専門分野に関するアドバイスが必要な方
に対して、「６次産業化中央サポートセンター」から６次産業化プランナーを個別に派遣します。 

（個別相談例） 
・六次産業化・地産地消法に基づく総合化事業計画の策定のアドバイスや 
 取組のフォローアップを行います。 
・マーケティング、ブランディング等の専門分野に関するアドバイスを行います。 

２．農林漁業者と流通業者等との商談会の開催 

商談会を複数の地域で開催し、６次産業化の取組により開発された新商品の 
販売先を探している農林漁業者と流通業者等とのマッチングの機会を作ります。 

（参考）平成２６年度の開催場所・時期 
   旭川市（10/21～22）、仙台市（9/4～5）、長野市（11/18～19）、神戸市（1/19～20）、熊本市（9/24～25） 

３．６次産業化プランナーを対象としたスキルアップ研修会の開催 

６次産業化プランナーが事業者に対して的確なアドバイスができるよう、 
① ６次産業化施策に関する知識の習得 
② コーチング研修 
③ 実践事例を活用した事業化研修 
等を内容とした研修会を複数の地域で開催します。 

※上記のほか、本事業では、６次産業化の優良事例の収集・情報提供等も実施します。 

このような方々のために、以下の支援メニューを用意しています。 

４．事業化可能性調査  
研
究 

事
業
化 

研究段階を終えた後
の事業化の前段階
を支援 

農林漁業者と異業種の連携により開発される新商
品や新たなサービスについて市場調査等を実施し、
事業化可能性の整理・分析を支援します。 支 援 
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農林漁業成長産業化ファンドの積極的活用（財投資金）

対策のポイント
農林漁業成長産業化ファンドを通じて、農林漁業者が主体となって流通・

加工業者等と連携して取り組む６次産業化の事業活動に対し、出資等による

支援を実施します。

＜背景／課題＞

・ を図るため、地域の農林水産物や資農山漁村の所得や雇用の増大、地域の活力の向上

源を活用した することが必要です。６次産業化の取組を推進

６次産業・ 日本再興戦略」においても、農林水産業を成長産業にする重要施策として「

が位置付けられているところです。化の推進

農林漁業成長産業化ファンドを通じて、農林漁業者が主体となって流通・・このため、

を実加工業者等と連携して取り組む６次産業化の事業活動に対し、出資等による支援

施します。

政策目標

６次産業の市場規模の拡大

（約１兆円(22年度) → ３兆円（27年度）→ 10兆円(32年度)）

＜主な内容＞

１．出資 出資枠１５０億円
農林水産物等を生かした新たな事業活動の開拓に取り組む６次産業化事業体（六

次産業化・地産地消法の計画認定を受けた合弁会社等）を支援するための を行出資

います。

２．貸付 貸付枠 ５０億円
出資を受けた６次産業化事業体に対する、民間金融機関等からの借入円滑化を図

るための を行います。資本性劣後ローンの貸付

事業実施主体：株式会社農林漁業成長産業化支援機構

（お問い合わせ先：食料産業局産業連携課 （０３－６７４４－２０７６ ））

［平成27年度予算の概要］
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農林漁業成長産業化ファンドの積極的活用 

 農林漁業者の皆様が主体となって、流通・加工業者等と連携して取り
組む６次産業化の事業活動に対して、出資等による支援を行います。 

【農林漁業成長産業化ファンドによる資金・支援の流れ】 

（
株
）
農
林
漁
業
成
長
産
業
化
支
援
機
構 

民 間 等 

間接出資 

ｻﾌﾞ 
ﾌｧﾝﾄﾞ 

 
パートナー
企業 
 
製造事業者 
流通事業者 
等 

直接出資 

出資 

出資 

［A-FIVE］ 対象事業者 

農 林 
 漁 業 者 

経営 
支援 

６  

次  

産  

業  

化  

事  

業  

体 

出資 

出資 

資本性劣後ローン 

出
資 

ファンド活用のメリット 
 

  出資等の期間は最長１５年間。 
 

  経営に必要な用途であれば、自
由に使用が可能（設備投資、運転
資金等）。 
 

  自己資本の充実により、更なる
民間融資等の活用が可能。 

 

• 加工用野菜、果物
の生産 

• 契約農業者への技
術指導 

ファンドを活用した６次産業化事業の例 

• カット野菜・カット
果物、サラダ等の製
造 

• 新たな販路の拡大 

出資 ６次産業化事業体 

• 加工技術や販売ノウ
ハウの提供 

• 販路の提供 

野菜の生産・供給 

野菜・果物
の供給 

ｻﾌﾞﾌｧﾝﾄﾞ 

出資 

出資 

経営支援 

●カット野菜等の製造販売事業 

連携 

技術 
提供 

契約農業者 

農 業 者 パートナー企業 

＊＊＊ファンドの出資等に関しては、全国各地にあるサブファンドにお問い合わせ下さい。＊＊＊ 
 

  サブファンドの連絡先は、http://www.a-five-j.co.jpを御覧下さい。 
   もしくは、各種検索エンジンで「A-FIVE」と検索して下さい。 

 六次産業化・地産地消法に基づく総合化事業計画を作成し、国の認定を受けた６次産業化事業体が支援の対象です。 
 ※出資にあたっては、同計画の認定とともに、サブファンド等による事業計画・資金計画等の審査が必要です。 

 このような課題を持つ農林漁業者や製造事業者等の皆様が、６次産業化に取り組み
やすくするため、ファンドによる出資等の支援を用意しています。 

 また、出資を受けた事業体は、民間金融機関等からの借入がしやすくなる、資本性劣
後ローンの利用が可能です。 

 

生産から加工品の製
造・販売まで一体的な
事業を展開したい！ 

原料を安定的に確
保できるようにして、
商品の販路拡大に
取り組みたい！ 

【出資枠 150億円  貸付枠 50億円】 
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