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「食」の将来ビジョン策定に向けた意見 
 

～食の総合産業の確立について～ 
北海道経済連合会 

 

■北海道の農水産業をベースとした「食」は、他の地域と比べて優位性があり

更に大きく成長・飛躍することによって我が国の発展に貢献する分野である。

そこで北海道では、本年設立した「食クラスター連携協議体」を推進母体と

して、高付加価値化の推進、マーケティング及び販売の促進、企業誘致など

道外からの投資促進等のプロジェクトを幅広い連携･協働により推進してい

くこととした。（14ページの「参考：北海道の食の総合産業の確立に向けた食クラスター活動の本

格始動」を参照） 

 

■本活動は、生産だけでなく加工・製造機械の製作・流通・販売を通じて消費

者に届くまでのフードチェーン全体に繋がる活動であり、一次･二次･三次産

業に亘る「食の総合産業」の確立を通じて北海道経済を牽引し、延いては国

の新成長戦略の目指すところの「食料自給率 50%を達成する」「農山漁村に 6

兆円規模の新産業を創出する」「2017 年までに農林水産物・食品の輸出額を現

在の 2.2 倍の 1兆円を目指す」の実現に貢献する取り組みである。 

 

■また本活動は、北海道の強い経済の実現に向けて「産学官金」挙げてオール

北海道で取り組む地域発の新成長戦略でもある。 

 

■そこで、以下に述べる意見･提案が国の「食の将来ビジョン」の中に反映され、

府省間連携を密にした総合支援体制の下、具体化していくことを期待する。 

平成 22 年 7月 1日 

「食」の将来ビジョン検討本部 
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なお本文中、～1,2 などの数字は、別冊「関連資料集」の該当ページを示す 

 

１．食産業の基盤強化 

「食の将来ビジョン」を具体化するためには食の根幹を担う農業および漁業の

基盤強化は必須のテーマであり、以下の支援措置が必要である。 

 

1-1.農業 

引き続き、前回会議で提案した下記「7つの支援措置」が必要である。 

①主業農家や優良農家への優遇措置 

②畑作の輪作体系の維持・確立に向けた支援 

③地域農業の発展に向けた営農規模の大規模化や集約化への支援 

④飼料の自給率向上への支援 

⑤耕地対策として生産基盤整備（暗きょ排水･区画整理･水利施設等）への支援 

⑥品種改良等の試験研究への支援 

⑦新規就農者の育成環境の整備 

 

1-2.漁業 

下記の「5つの支援措置」が必要である。 

①漁業生産拠点である漁港関連施設や海岸保全施設の整備 

②水産物の品質管理を高度化する衛生管理型漁港の整備 

③沿岸水域の高度な利用を図るための養殖用岸壁の整備 

④高齢者や女性漁業者が生き生きと安心して働ける漁港施設の整備（防風・防

雪柵整備） 

⑤水産動植物の生息環境となる藻場・干潟などの保全と創造 

 

 

２．食の総合産業の確立 

2-1.生産段階における高付加価値化の促進 

2-1-(1) 消費者ニーズに応える品種の開発および栽培技術の確立 

「6次産業化」による付加価値の向上は農山漁村を基盤としつつも、そこだけで

生み出されるものではなく、地域の産学官金全体で生み出していく認識が重要

である。したがって生産段階においては、消費者ニーズとしての“用途に適し

た又は供給期間の拡大”に応える品種の開発と栽培技術の確立を促進すべきで

ある。 

この点北海道内では、一次産業サイドの「6 次産業化」への取組のほか、地域の

意  見 
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産学官の連携による以下のような取り組みに着手しており、今後の実用化と普

及に向けた更なる支援が必要である。 

 

【主な取り組み例】 

(1)市場ニーズに応える品種の開発 

①パスタ用の国産小麦は加工性が輸入物より劣るため従来から輸入に頼ってい

ることから、パスタ市場の要望に応えてパスタに適した国産小麦の開発に着手

している。 

パスタ用の加工特性に優れた（蛋白が多く且つ腰が強い）「北海 259 号」を昨

年度試験的に植え付けた。本年 7月に収穫予定であり、新商品を開発するプロ

ジェクトを推進中である。（道、北農研、南るもい農協、製粉企業、製麺企業） 

②菓子業界の要望に応えて、スイーツに適した薄力粉用の北海道産小麦の品種

開発に着手している。（北見農業試験場） 

 

(2)供給期間の拡大を目指した品種の開発 

①通年需要のあるスイーツ用イチゴは、夏場はほぼ全面的に輸入に頼っている。

国産イチゴの通年安定供給に向けた四季成りイチゴの品種開発と栽培技術の

確立に取り組んでいる。～1 

② カボチャは 8～11 月を除き輸入物に頼っている。カボチャの供給期間の拡大

に向けて長期貯蔵しても食味など品質を落とさない品種の開発に取り組んで

いる。今年度からは、開発した品種の特性試験や地域適応性調査などに着手し

た。（民間種苗メーカー、行政、公設試験研究機関）～2 

また、長期貯蔵技術開発の面からも、省エネで且つ食味向上も期待できる雪氷

エネルギーによる貯蔵方式の開発にも取り組んでいる。（農協、民間研究会、

加工機器メーカー等） 

③供給期間が 8～10 月に限定されていた「地場産焼きとうもろこし」市場への

早期出荷（6～7 月出荷）を目指したスイートコーンの品種改良。 

 

 

2-1-(2) 高機能性食品等を求める消費者ニーズへの対応 

北海道には機能性を有する農林水産物が豊富にあり、それを利用して新たな機

能性食品の開発を進めている中小企業が多数ある。これらの取り組みは生産現

場における農水産物の高付加価値化を図る上で効果が期待されることから、研

究開発および商品開発に向けた更なる支援が必要である。 

 

【高機能性食品開発の主な取り組み例】 

①アロニア、ハスカップ、シーベリー等の小果実を利用した機能性食品の開発

に取り組んでいる。また搾汁残渣をペースト、顆粒、パウダー化にして商品

開発に有効活用する道を探索中である。（食品メーカー、北海道立食品加工研

究センター（以下、食加研という）） 
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②道産馬鈴薯原液（馬鈴薯磨砕汁）に含まれる満腹感を持たせる機能性成分の

鮮度保持、量産化及び低コスト化に取組んでいる。（食品加工メーカー、農協） 

③米粉を活用した高齢者向けの新規食品素材の開発。パンや麺類以外の米粉の

新たな用途開発に向けて、北海道米の各品種別の米粉特性を分析し、高齢者

用の機能性補助食品素材を開発している。（米粉用途開発研究会） 

④北海道産高機能性タマネギ「さらさらレッド」（血液さらさら）の普及および

更なる研究開発。品種改良により機能性成分（血液さらさら）ケルセチンを

多く含む玉ねぎを開発し商品化している。今後、サプリメント等の高付加価

値商品の開発を目指している。（大学発ベンチャー企業） 

⑤亜鉛含有量が通常の 2.5 倍の大豆栽培法の確立による商品の開発。種苗メーカ

ー、豆卸企業では、両者が共同で開発した「海藻エキス肥料」で栽培すること

により亜鉛含有量を 2.5 倍（8mg/100g）にまで高めることに成功した。亜鉛は

イソフラボンと同様の働きをするばかりではなく、妊婦の流産対策や子供の成

長に不可欠であり、また味覚・臭覚・視力・脳力を良くするという効果もあり、

その商品化（豆菓子、水溶性きな粉粉末等の開発）に向けて取り組んでいる。

（種苗メーカー、豆卸企業） 

 

 

2-1-(3) 食に関する先端研究の推進 

我が国の食関連産業が国際競争に勝ち残り、持続的発展を成し遂げるためには、

大学等の“知”を活用しながら 5～10 年先を見通した先端的研究を重点的に実

施し、早急に成果を挙げ実用化していく必要がある。また、高齢化の急速な進

展や成人病の蔓延等により、人々の健康への関心は年々高まってきている。 

北海道ではこれらのニーズに応えるため、(独)産業技術総合研究所北海道セン

ターにおいて世界初の「完全密封型遺伝子組換え植物工場」を設置し、農産物

（イチゴ、ジャガイモ、イネ）にワクチンなど医薬品原材料を生産させる技術

に関する研究が行われている。研究成果に対し、国内外から高い関心が寄せら

れている。 

また北海道大学北キャンパスにおいては、道産農林水産物からの新たな機能性

素材の探索、機能性評価システムの開発やバイオマーカーの発見などを行う研

究開発を推進中である。これらの取り組みの推進について、府省間連携を密に

した支援が期待される。 

 

【具体的な研究拠点整備】 

①(独)産業技術総合研究所北海道センターにおける「第一植物工場」の研究継

続と「第二植物工場（本格生産施設）」の設置計画の実現。～3-1、3-2 

遺伝子組換え技術を利用して植物による医薬品の生産など、世界初となる最先

端研究を実施中で、すでに動物レベルで歯周病を治療するインターフェロン含

有イチゴやジャガイモによるトリインフルエンザワクチンの生産技術を開発

済みである。この取り組みは、国が進める「新成長戦略」（グリーン・イノベ
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ーション＆ライフ・イノベーション）にも合致し、製薬企業・食品企業・農業

関係企業等との共同研究体制により更なる生産技術の高度化が期待できるこ

とから、本格生産施設となる第二植物工場の建設と研究加速化について、府省

間連携を密にした支援体制が必要である。（本件は経済産業省「先進的植物工

場整備補助事業」の候補として高く評価され採択されていたにもかかわらず事

業仕分けで何故かこれのみ執行停止され、北海道の衝撃は大きい） 

②北海道大学北キャンパスでは、文部科学省の知的クラスター創成事業「さっ

ぽろバイオクラスター構想“Bio－S”」事業を展開中。（H19～23 年度） 

道産食材の健康機能性に関する新たな評価システムの開発やバイオマーカー

の発見、「ヒト介入試験」のモデル実施など先端的な研究が行われており、本

研究終了後もこのような研究が継続的に実施されるよう要望する。 

 

 

2-2.加工段階における高付加価値化の促進 

2-2-(1) 食品の加工度向上 

現在北海道では、食品企業の大部分を占める中小企業を中心に、農水産物の高

付加価値化に精力的に取り組んでいるところである。 

その開発支援の一環として、食加研では農林水産省や（社）食品需給研究セン

ターの協力を得て、食品開発の「戦略構想書」を策定した。また本年 4 月から

は、全国で初めて「一次・二次・三次分野」の道立試験研究機関を統合し、中

小企業における高付加価値化商品の開発に対する支援体制を整備したところで

ある。 

北海道内では、これら試験研究機関等との連携により商品開発のスピードアッ

プを狙った以下のような取り組みが行われており、今後、加工技術の開発と実

用化及び食品評価技術の確立などに対する更なる支援が必要である。 

 

【試験研究機関との連携：主な取り組み例】 

①素材の持つ食味を逃がさない画期的な食品加工技術として食加研、道内の食

品加工メーカーならびに機械製造企業が共同で取り組んでいる「次世代過熱

水蒸気技術」は、高齢化などにより家庭での調理機会が減っていることを踏

まえ、惣菜等の中食市場など向けに「美味しくて手頃な価格の商品」を供給

しようとするものである。また、この技術により更なる食味向上と賞味期限

延長の効果も期待できる。この普及促進には技術の更なる改良と商業規模の

開発に対する支援が必要である。すでに加工メーカーの強い要望により一部

商品生産化している。～4-1、4-2、4-3 

②食品加工メーカーでは、地場の発酵菌に短期熟成発酵技術を活用して高品質

の商品（発酵生ハム等）を開発中である。 

③製糖企業、酒造メーカーでは、操作性に優れ且つ持ち運びが容易な酒造用乾

燥酵母を利活用して味噌の色調改善に役立てるほか、酒やパン等の食品開発

中である。 
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④乳業メーカーでは菓子業界の要望に応えて、濃縮後に低温で乳酸菌を殺菌し

たヨーグルトの用途開発に取り組んでいるほか、公設試験研究機関と共同で

ヨーグルトの保存性に優れたフリーズドライ化を研究開発中である。 

⑤菓子メーカーや乳業メーカーでは、北海道産の健康機能に優れた乳酸菌を用

いて子牛用代用乳や豆乳ヨーグルトなどを開発・普及中である。 

⑥味覚センサーによる食品の味覚評価のための定量化技術、及びこれによる食

品の香気特性評価システムを開発中である。 

 

 

2-2-(2) 未利用資源の有効利用 

未利用資源は資源の少ない我が国にとって貴重な資源であり、これまで廃棄し

ていたものを“もったいない”という日本人特有の感性で再利用していくとい

う取り組みが必要である。 

現在北海道内では、産学官金の連携・協働により以下のような取り組みが進ん

でおり、これらの研究開発、技術開発ならびにマーケティングに対する支援が

必要である。 

 

【主な取り組み例】 

①サケ完全利用技術の開発。サケ皮コラーゲンによる化粧品などの素材開発、

生殖巣の抗酸化機能性評価と機能性食品開発に取り組んでいる。（食品加工企

業、機械メーカー、漁協、水産試験場、食加研） 

②風味の良い道産魚醤油製造技術の確立および関連商品の開発。現在道内では

24 商品が開発されており、今後、更なる開発が期待されている。（道内各地の

漁協、水産加工企業ならびに食加研の共同開発） 

③亜臨界水を使ったホタテ香味調味料の開発。高温且つ高圧の亜臨界環境の下

でホタテ煮汁を処理し、優れた香味を有する調味料を開発している。（漁協、

食品加工企業、北海道立工業試験場） 

④サケ鼻軟骨由来の非変成Ⅱ型コラーゲンを使った健康食品素材の開発および

その販路の開拓。従来の鮭皮コラーゲンよりも純度の高いコラーゲンの精製

と乾燥方法を開発した。今後、その量産体制の確立と商品化に取り組むこと

としている。（道内ベンチャー企業） 

⑤このほか北海道の未利用資源には、イカゴロ、ビート滓、とうもろこし残渣、

ヒトデ、昆布の根（ガニアシ）、廃鶏内臓など多数あり。これらの機能性評価

と新商品の開発に取り組んでいる。 

 

 

2-3.流通及び販売段階における高付加価値化 

2-3-(1) 食品の鮮度保持流通技術の高度化及びその普及 

北海道は首都圏などの大市場から遠隔地にあるが、今後、国内はもとより更に

遠隔である東アジア市場への食の進出を強化する計画である。したがって、食
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品の新鮮さと食味を損なわない食の流通技術の開発は重要な課題である。 

そのため、冷凍および低温物流による食品の鮮度保持輸送装置の開発とシステ

ムの商用化が欠かせない。「6次産業化」の中でも販売促進に向けた課題として、

これらの取り組みの推進や普及に対する支援措置が必要である。 

 

【主な取り組み例】 

①微粉砕氷による野菜鮮度保持輸送技術の開発。（流通企業、機械製造企業、試

験研究機関で研究中） 

②酸化しない「窒素氷」による水産品の鮮度保持輸送技術の普及。（釧路製氷メ

ーカー、試験研究機関などで実用化） 

③ホタテ貝殻カルシウムを活用した抗菌素材の開発。（苫小牧化学メーカー、工

業試験場、食加研で開発中） 

 
 
2-3-(2) 通年出荷を可能にする技術開発や施設整備 

北海道の農産物の出荷は秋口に集中する。その中でもニンジンやカボチャなど

については、道産品が秋口に出回った後の冬から春にかけて国内市場全体が外

国産のもので賄われている。これを国産化し食料自給率向上に貢献するために

は、通年出荷を可能にする必要がある。 

この点北海道では、雪氷エネルギーを活用した取り組みが進展している。すな

わち、これらの施設を利用することによって、秋に大量に収穫される馬鈴薯や

タマネギなどの野菜を貯蔵して鮮度を端境期まで維持する低コストの「需給調

整用貯蔵」が可能になる他、低温熟成による食味の向上（澱粉糖化）などの効

果も見られる。また雪氷エネルギーは、二酸化炭素を排出しないクリーンな石

油代替エネルギーであり、現在国が目指している低炭素社会の実現にも貢献で

きる技術である。 

これらの取り組みの本格的な実施に向けては、技術開発や施設整備に対する支

援が必要である。 

 

【主な取り組み例】 

①北海道内には、雪氷エネルギーを活用した施設が 63 か所ある。そのうちの 20

か所が農産物貯蔵に関するものであり、通年出荷、食味向上ならびに省エネ

などを目指した取り組みが全道広く展開されているところである。主なもの

は、沼田町の利雪型ライスファクトリー、穂別町や厚真町の野菜貯蔵施設な

どがある。今後、北海道として体系立てた取り組みが必要である。～5-1、5-2 

②前述 2-1-(1)の“イチゴ”と“カボチャ”（供給期間拡大に向けた事例） 
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2-3-(3) 地域の農水産物等を活用した機能性食品の販売について、国が定める

一定の要件下で有用性情報等を表示できる仕組みの整備 

北海道内の食資源などを活用した北海道のバイオ産業（機能性食品・化粧品分

野・医療・医薬分野なども含む）の売上高は、この 10 年で 4.4 倍に増加し、約

460 億円に達する成長産業である。 

機能性食品の普及拡大に関して、現在我が国で健康への効能および効果を表示

出来るものとしては「特定保健用食品」（通称「トクホ」）などがある。この特

定保健用食品の許可取得には 2 億円から 7 億円ともいわれている多大な費用と

数年にわたる期間が必要で、資金力に乏しい中小企業にとっては、その負担が

極めて大きく利用困難な制度となっている。 

北海道内には、下記のとおり海外では認められ世界的な賞を受賞している企業

もあり、今後、健康面での効能・優位性を「地域内店頭表示」などにより消費

者に伝える手段、制度の創設が期待される。 

 

【主な取り組み例】 

①株式会社アミノアップ化学 

免疫賦活作用を有した世界的にも認められている「AHCC」を製造および販売し

ている。「AHCC」は 2002 年の「全米ニュートラコン賞」を受賞。 

②株式会社スリービー 

保湿および抗アトピー性皮膚炎効果のある高純度セラミドの抽出、精製ならび

に製品販売をおこなっている。 

 

 

2-4.輸出の促進 

2-4-(1) アジアなど成長性の高い海外市場への対応 

国の新成長戦略では、「2017 年までに農林水産物・食品の輸出額を現在の 2.2 倍

の 1 兆円を目指す」という目標を掲げており、北海道も目標の達成に大きく貢

献していきたいと考えている。また人口減少などにより今後国内市場が縮小す

る中にあって、農水産物および加工食品の輸出は経済活性化にとって大きな意

味を持つ。しかしながら現状北海道では、次のような課題がある。 

  

課題①：現地でのマーケティング不足 

現地における需要や流通網が十分に把握できていないことから、輸送する製

品の貨物量が少なくコンテナが埋まらないために混載輸送とならざるを得

ない。この結果、混載通関手続きの長期化など非効率な輸送対応に留まって

いる。 

課題②：国内中継地を経由した物流ルート 

現状は本州経由の輸出が多く、海外直接便と比べて輸送に時間を要する。こ

のため、劣化しやすい生鮮品については輸出品目が制限される。また積み替

えによるダメージ及び振動による品質劣化のリスクが高くなる。 
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これらの課題を解決して輸出拡大につなげていくためには、下記の支援が必要

である。 

 

【具体的な支援策】 

①マーケティングのための実証事業（現地における需要、流通及び販売調査等）

への支援 

②詳細な物流実態調査への支援 

③新たな輸出道産品（注）の発掘調査ならびに販路確立のための事業への支援 

 

（注）輸出道産品の候補としては、次の品目が考えられる 

・フレッシュ牛乳、乳製品 

・バームクーヘン、ロールケーキ、チーズケーキ、ゼリーなどのスイーツ 

・牛乳卵（ソフトクリームやカスタードクリームの原料）、生クリーム、パン生地な

どの半加工品   

・道産原料を使用した生麺や菓子パン  

・酒類等 

 

 

2-4-(2) 中国および EU への農水産食品の手続き簡素化や規制緩和 

現在北海道では、鮭やホタテなど水産物の輸出が多い。今後は農産物や加工食

品の輸出拡大にも取り組むこととしており、中国や EU への輸出に係わる手続き

の簡素化や検疫協議の促進など、以下の点についての国の支援が必要である。 

 
【具体例な支援策】 

①対中国輸出水産食品の衛生証明書発行手続きの簡素化（加工食品に対する試

験成績書の有効期限の設定） 

②生鮮農産物輸出について、日中政府間の検疫議定書の早期締結による中国側

輸入制限の解除（現状はナシとリンゴのみ、米は数量制限あり） 

③EU ハサップ施設認定取得に関する支援（施設基準の明確化等） 

 

 

2-4-(3) 輸入原材料を活用した高付加価値化 

国内では入手困難な原材料については、国内加工技術による輸入原料の高付加

価値化など幅広い取り組みも必要である。 

現在北海道では、これらの輸入元の東アジア諸国に対する技術指導と加工技術

の供与などを計画中であり、このような取組は国際協調にも寄与することから

進展に向けた国の支援は有効である。 
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【取り組み例】 

①スイーツ原料の安定調達（通称「カカオプロジェクト」） 

スイーツ用チョコレートの主原料であるインドネシア産のカカオの調達が難

しくなってきている。これは、インドネシアはカカオの主要な生産国である

が世界的な需要拡大とインドネシアにおける発酵技術が低いため日本向けの

良質カカオの生産量が限定されていることによる。（アメリカの 2級品市場向

けが主である） 

そこで本プロジェクトは、インドネシアのカカオ生産現場に食加研や北海道

大学の有する高度な発酵技術を導入し品質向上を図ろうとするものである。

これにより、我が国や北海道へのチョコレート原料の安定調達に資するとと

もに、北海道産のミルクとカカオの融合を図ることにより道内で新たな商品

を開発していく。さらにインドネシアの経済発展にも貢献できる。～6 

 

 

2-5.コーディネーターの確保と連携・協働の促進 

2-5-(1) コーディネーターの確保 

食クラスター活動の強化のために、今年度北海道では「食クラスター連携協議

体」の下にコーディネーターを確保した。コーディネート活動は、研究開発、

技術、国内販売、海外販売等の多岐分野に亘るため、コーディネート機能の強

化に向けたコーディネーターの質と量の確保に対する支援の拡充が必要である。 

 

【支援方策】 

①コーディネーター確保に係る事業予算の拡充 

 
2-5-(2) 総合コーディネート体制の整備 

北海道における食クラスター活動の強化は、農林水産省などが進めようとして

いる「6次産業化」をはじめとする各種施策の具体化に大いに貢献しようとする

ものである。 

この活動の実効性を高めて行くためには、多岐分野と道内各地域に亘る食クラ

スター活動を束ねて総合的且つ効果的に推進する仕組みを早急に整備する必要

があり、食クラスター連携協議体事務局が行う総合コーディネート活動に対す

る支援が必要である。 

 

【主な総合コーディネート活動】 

①各地域・企業・大学・試験研究機関・参画団体等とのネットワークの構築に

よる効果的な情報交流や連携調整 

②食の総合産業化に向けた仕組みづくり、市場性および産業技術化の可能性調

査、検討会 

③課題の共有化と解決方策の総合的な協議 

④新たなコーディネーターの育成研修 



11 
 

2-6.食の総合拠点化 

2-6-(1) 地域の特性を活かした食の総合拠点化への取り組み 

我が国の食産業の持続的発展と国際競争力の向上のためには、食の「生産→加

工→流通→販売」までの産業連関、競争力のある食品や加工技術等の開発を支

援する大学や試験研究機関との連携、さらにはそれらの連携をコーディネート

する人材や組織がひとつのエリア内に集積した研究開発型地域拠点を整備する

ことが効果的である。 

道内各地域における地域の知恵と工夫を最大限活かした食の拠点づくりの動き

に向けては、「規制の特例措置」「税制・財政・金融上の支援措置」「法人税の措

置」などについて国と一体となって進めて行く必要があり、現在そのあり方に

ついて検討している。～7 

 

【取り組み例】 

①札幌市近郊の江別市周辺では酪農学園大学や食加研を核に食品加工企業を集

積させる「（仮称）RTN フード・ヒルズ構想」を検討中である。 

②畑作・酪農の一大産地である十勝地域の帯広市周辺では帯広畜産大学や十勝

食品加工技術センターなどを核とした「フードバレーとかち構想」が提唱さ

れている。 

③函館市周辺では、北海道大学水産学部を核に水産資源を活用した「函館国際

水産・海洋都市構想」を推進中である。 

④北海道大学北キャンパスにおいては、「北大リサーチ&ビジネスパーク構想」

が軌道に乗っており、食と健康に関するライフサイエンス分野に関する先端

的研究が展開されている。 

 

 

2-7.今後の食の総合産業化に向けた啓蒙活動 

今後国民全体で“食”に関心を持ち、これを国民運動に盛り上げ、延いては我

が国の食料自給率向上にも繋げて行くためには、子供たちに対する食育活動等

の推進とともに、現在食の自給率 1%の大都会の子供たちに農林水産現場の実態

を見てもらい、そこでの実習や作業体験を通して食の生産現場とそれを支える

農山漁村に対する見聞と理解を深めてもらうことが重要である。 

 

【道内の取り組み例】 

①地域プロデューサー近江 正隆氏（元 漁師、浦幌町在住）の例 ～8-1、8-2 

・“子供たちに伝えたい”をキーワードに農家や漁家での宿泊体験も含めた「浦

幌スタイル教育プログラム」を実践。さらに 2008 年からは、都会の高校修学

旅行生 50 名以上を受け入れた農家民宿プログラムを実施。（子供たちは、夜

空の下での暗闇体験や野菜丸ごと食べに大感動） 

・2009 年 1 月、十勝地域の若手農業後継者グループ「十勝おやじの背中を超え

る会」（通称：おやせな、35 名）立ち上げに参画し、日本の食料供給基地十勝
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の生産活動を東京の消費者に知ってもらい互いの理解を深めるため、「日本食

糧供給プロジェクト」を企画し東京で実施。また、おやせなのアンテナショ

ップを帯広市内に開店。 

・この間、雑誌「美味サライ」でも紹介された養殖ウニを生産する浜中町の散

布（チリップ）漁協と東京の消費者との食の交流会を実施するなど、都市と

農山漁村が共に支え合う活動を積極的に展開中。 

・今年夏に大阪から1,500人規模の高校修学旅行生を十勝地域全体で受け入れ、

農家への宿泊や農水産作業体験などを計画していたが、口蹄疫で中止。 
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まとめ 

食産業の発展のためには、国においては将来ビジョンを明示し、先導的な研究

開発の実施や必要な支援策や規制を講ずる使命があり、一方民間においては、

事業活動を主体的に且つ可能な限り自立的に行っていく必要があると考える。 

この分野の全国的な状況は、加工・流通などの各分野に中核的大企業が存在し、

高度な取り組みを行っているが、北海道など地方を見た場合、事業主体の多く

は中小企業であり、それぞれが十分な経営資源を有しているとはいえない。し

かしながら、これらの企業が他の産業や行政などと連携・協働して効果的な「バ

リューチェーン」や効率的な「サプライチェーン」の確立に積極的に取り組む

ようになれば、食に関する問題の解決や経済活性化をもたらし、我が国の発展

に貢献できると考える。 

 

したがって、国の重要施策である地域経済対策の強化という視点に立ち、また

地方自治体の経営が極めて厳しいという現実を踏まえ、北海道の産学官金のチ

ャレンジに対する広範且つきめ細やかな国の支援は極めて重要である。 

 

このような観点から、今回述べた意見・提案が国の「食の将来ビジョン」の中

に反映され、その具体化のため関連する府省間連携を密にした総合的な支援を

期待するところである。 

 

 

以上 
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参考：北海道の食の総合産業の確立に向けた本格活動の展開 

 

１．活動の目的 

 

 

 

 

 

 

 

２．推進方法 

 

 

 

・食産業は「生産・加工・機械製造・流通・商品の利活用」まで多くの企業や業種、消費

者等が関わっており、また食料自給率や食の安全・安心、地域振興などの観点からは国

や自治体の関与が大きい。さらに付加価値の高い商品開発に当たっては、大学や試験研

究機関の主体的な取り組みや協力が必要である。 

・北海道における食の総合産業の確立に向けては、上記のような活動主体・協力機関がバ

ラバラに取り組むのではなく、様々な取り組みに主体的に協力する人たちが数多く集い、

課題を解決し、他地域に比べて優位性のある“食”を更に大きく発展・飛躍させる体制

を整備することが重要である。このような観点から北海道では、産学官金の連携・協働

によるオール北海道の推進体制（食クラスター）を形成し、食の総合産業化に向けた取

り組みを参画メンバーの連携・協働によって進めて行くこととした。この取り組みは、

国の目指すところと軌を一にする活動であり、我が国の発展に貢献できる。 

 

３．推進体制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

北海道の豊富な農水産資源を活用した付加価値の高い商品を生み出し、これを国

内外に向けて流通・販売し、また観光産業などとの融合化を図るなど、北海道な

らではの食の総合産業の確立に取り組む。これにより地域の雇用・所得・人材の

確保と自立的な地域社会を実現して北海道経済を牽引するとともに、我が国の成

長・発展を実現する一歩を踏み出す。 

 

道内はもとより道外・海外からの参画を含めた、産学官金の連携・協働による総

合推進体制を形成し、北海道の地で総力をあげて取り組む。 

 

「食クラスター連携協議体」発足（平成 22年 5月 19 日発足式） 

◆北海道経済連合会、JA 北海道中央会、北海道経済産業局、北海道庁の 4 者

を設立発起人として発足。全道的な活動の推進母体。 

◆参画メンバーは、道内外の「生産から加工・機械製造・流通・販売・商品の

利活用」までの幅広い関連産業・団体、大学、試験研究機関、支援機関、行

政機関などで構成。（現在約 150 社・団体が参画、随時参画可） 

◆事務局は設立発起人 4者が務め、北海道経済連合会が推進本部を担う。 

◆事業内容は、「高付加価値化の推進」「マーケティング・販売拡大」「企業誘

致など道外からの投資促進」を目標としたプロジェクトを、参画メンバーの

連携・協働により生み出していくこと。 
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・食クラスター連携協議体とは、「多くの参画者の連携・協働で様々なプロジェクトの推進

に関する協議を行う組織」である。 

・プロジェクトとは、「食の高付加価値化」「マーケティング・販売拡大」「道外からの投資

促進」を目標として、連携協議体に参画する人たちが一緒になって磨き上げ、ビジネス

につなげ、付加価値を高めていく事業の総称。①進捗ステージに応じて、構想段階、研

究段階、開発段階、販売拡大段階など様々あり。②また規模に応じて、全道レベルと地

域レベルのプロジェクトがある。 

・「クラスター」という言葉はブドウの房や魚の群れという意味であるが、我々は、連携・

協働によって 1 つの企業や産業ならびに機関だけでは成し得なかったことを実現し、“1

＋1 の効果を 3にも 4にも高めていくこととする”。 
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４．目指すべき姿 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

食クラスターの

形成 

食の総合産業の確立 

海 外 販 路 お

よ び 輸 出 の

拡大 

国内販売の

拡大 

観光産業の 

振興 

農 水 産 業 等

一 次 産 業 の

振興 

 

食品産業・ 

バイオ産業の 

振興 
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雇用・所得・人材を確保し、自立的な地域社会を実現 

食クラスター連携協議体 



「食」に関する将来ビジョン検討本部（第３回）

別冊：関連資料集

平成２２年７月１日

北海道経済連合会
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資料１ イチゴの出荷状況

○イチゴは、年間にわたり需要があるが、７～10月にかけ国内産は気候と品種的な要因もあり端境期
を迎える。しかしながら、ケーキに欠かせない果実であり業務用として輸入品で約4,000ｔ、国内で
約1,000ｔが生産されており、夏秋期の生鮮需要として、約100億円の市場が見込まれている。

○夏秋期のイチゴ生産には、日照時間に影響されづらい四季成り品種の導入と冷涼な気候条件が有利に
働くことを踏まえ、製菓業者や消費者が求める安全でおいしい夏秋期の国産いちごの生産拡大に向け、
本道としては、食味、日持ち性、収量性の優れた新しい「四季成りイチゴ」の品種開発と生産効率の
優れた栽培技術の確立に取り組んでいる。

◆業務用の消費量の推移 －漸減している輸入量－
月別の市場入荷量を見ると６月から１０月までは、国内における生産が少ないことから、主として
アメリカ合衆国からの輸入もので賄われている。

東京市場月別入荷量と産地（2007年）2007年東京市場における北海道産と輸入の入荷数量の比較



２

資料２ カボチャの出荷状況

北海道のカボチャの出荷時期は８～11月であり、12～５月まではニュ―ジーランド産

などの輸入物が市場を占有している。

道内産の価格安定のためには、高品質かつ安定したロットで長期に出荷する必要があり、

長期貯蔵技術の確立やこれに向く品種の開発が求められている。

平成２１年度東京都中央市場合計
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○独立行政法人産業技術総合研究所 (産総研)
北海道センターは、世界初となる「完全密閉
型遺伝子組換え植物工場」システムを開発し、
医薬品等の開発を実施。
我が国で初めて、遺伝子組換え植物栽培のカ
ルタヘナ第二種産業利用の承認を得、治験用
インターフェロン産生イチゴの栽培を開始。
（本施設は、2007年10月、グッドデザイン賞特別

賞(金賞)を受賞）

＜北海道での研究メリット＞
・恵まれた自然環境（湿度が低く、空調コストが安い）
・原材料となる農水産物が大量・安価に入手可能
・農業技術の蓄積がある
・北大（核酸の研究）や産総研（低温環境での微生物研究）

の研究実績が活かせられる

＜実証試験中の作物＞
◆イ チ ゴ：インターフェロンを作製し、犬の歯周病に効く薬を開発。
◆ジャガイモ：鶏の飼料用ジャガイモを生産。病害用経口ワクチンとして、

鶏の餌に混入することで予防薬となる。
◆イ ネ：コレラ予防用ワクチンとして生産。イネは年３回生産可能

であり、収量アップを実現。

＜本システムのメリット（遺伝子組換え植物を利用した水耕栽培）＞
・安全性が高い（哺乳類の病気（ＢＳＥ等）の感染リスクがない）
・コストが低い（従来の動物細胞利用の製造方法に比べコストが数千分の１）
・植物は成長が早く、大量生産・収量アップが可能（医薬品開発のターゲットになりうる）
・ジャガイモのそうか病など土壌病害がない、作業が軽減（引き抜く作業がない）、

根ものの大きさや形状（規格）等が分かる

(注) 平成21年8月、平成21年度「先進的植物工場
施設整備費補助金」(補正予算)の交付先として採
択（全国で９件）されたが、本センターの予算の
み執行されなかった。（他の８件は執行）

野菜工場ではない！

資料３ 植物栽培による効率的な機能性食品・医薬品開発①

○第１号の実験施設である現在の植物工場では
既に本州企業等との共同研究により生産研究
を実施しており、４つの栽培室に空きがない。
そのため、北海道の企業からの新たな要望に
充分に応えることができない状況にある。

○そこで、昨年度、産総研が経済産業省「先進
的植物工場施設整備費補助金」(補正予算)に
申請し、審査の結果、採択・交付決定まで進
んだが、補正予算の執行見直しにより、本申
請の執行が停止され、北海道の農業、食産業
の高度化にとって大きな痛手となっている。
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資料３ 植物栽培による効率的な機能性食品・医薬品開発②

「密閉型最先端遺伝子組換え植物工場」（第二工場）の概要

○現在、(独)産業技術総合研究所 北海道センターでは、「完全密閉型遺伝子組換え植物工場」
（第一工場）において、動物(犬)の歯周病に効くインターフェロンを含有するイチゴ（開発
済）など世界初の農作物に医薬品原材料を生産させる技術に関する研究が行われている。

今後、その商品化が期待されるが、すでに本研究の成果は国内をはじめ海外（中国、欧州）
から高い関心が寄せられている。

○本研究を加速化するため、第一工場を上回る多様な機能を備えた「密閉型最先端遺伝子組換え
植物工場」（第二工場）を建設し、下記の研究の実施を検討している。

①多種多様な医薬品原料やサプリメント原料等を農産物に生産させる技術の開発
（果物やジャガイモ等からのワクチン開発など）

②機能性成分を多く含有する農産物を生産する技術の開発

③革新的栽培技術（ジャガイモ等根菜類の水耕栽培）の開発とその民間移転
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資料４-1 過熱水蒸気を利用した食品加工技術の開発①
（素材が持つ食味を逃がさない画期的な食品加工技術）

＜過熱水蒸気技術＞

○過熱水蒸気は100℃以上の高温の水蒸気で、
低酸素状態で「蒸し」と「焼き」の同時処理
が可能であり、素材の品質を維持した過熱処
理である。

○過熱水蒸気による処理は、食品加工において
次のようなメリットがある。
・酸化による品質低下が少ない
・美味しさを封じ込めた加熱
・酸化による油焼臭の抑制
・表面殺菌効果 など

○以上のように、過熱水蒸気技術は、素材の持
つ食味を逃がさない画期的な食品加工技術と
して、北海道立総合研究機構 食品加工研究
センターと道内食品加工メーカー、機械製造
企業が共同で取り組んでいる。
（北海道の農水産資源の高付加価値化につながる新
たな技術として、平成14年から研究開発を実施。）

○その結果、まだ本格的な利用の段階には至っ
ていないものの、市場で大変高い評価を受け、
平成19年度実績で製品出荷額35億円、本技
術の導入企業が10社に上っている。

（詳細は次ページ以降の４－２、４－３参照）

＜次世代型過熱水蒸気・窒素凍結処理一体型
システムの開発＞

①既存の過熱水蒸気機器は最高温度350℃の過熱
水蒸気を使う加熱工程で外部からの空気侵入に
より加工品の酸化が見られる。
今回は加熱工程に窒素ガス封入より酸化防止機
能を加え加工品の品質保持を図る仕組みを取り
入れる。

②最高400℃の高温水蒸気による過熱水蒸気加工
程から液体窒素（－197℃）による急速冷凍工
程を組み合わせることに加え、更にうま味成分
を封じ込めるとともに賞味期限の延長をはかる。

③今回の開発テーマを実証し、量産化の目途がつ
いた段階で生産される商品は、高付加価値、高
品質冷凍品として評価され、本州市場の他、中
国をはじめ東南アジアへ輸出も可能となること
が期待される。



研究開発の取組

平成14年北海道で初めて

過熱水蒸気機器を導入

過熱水蒸気処理は食品加工
に様々なメリット

・酸化による品質低下が少

・美味しさを封じ込めた加熱

・酸化による油焼臭の抑制

・歩留まりの向上

・表面殺菌効果 など

研究成果の普及
道内食品企業を対象とし

た20回以上の技術講習会

民間共同研究
製品開発、機器開発

技術相談

500件以上の相談

200回以上の企業依頼

の試作

研究開発の成果
北海道内で急速に拡がる過熱水蒸気技術

・農、畜水産加工へ広く応用可能

・歩留まりとおいしさの向上

・低価格原料から高品質な製品製造が可能

・関連製品生産額が飛躍的に増加

①地域資源の柳ダコを原料とした「旨味だこ」

・原料（柳ダコ）の買い取り価格の上昇

400円/kg → 540円/kg へ上昇

・一次生産の安定化

年間1500ｔの原料を旨味ダコへ加工（年間漁獲量約7000t）

②道産野菜を用いたキット食品（調理済み惣菜）

③チャーシュー等の調理済み畜肉製品

過熱水蒸気とは

・過熱水蒸気とは１００℃以上

の高温の水蒸気

・過熱水蒸気では低酸素状態で

「蒸し」と「焼き」の同時

処理が可能

→ 品質を維持した加熱処理

研究開発の背景
・北海道の食品産業の特色

・多種多様な農水畜産物

・大量処理、大量生産

・半加工品で首都圏に移出

・北海道ブランドの優位性

・道内食品企業のニーズ

・他地域との差別化の要望

・大量処理や一次処理に

適した製造方法の要望

・高い汎用性と廉価な

設備投資

高品質食品製造技術開発

に対する要望

過熱水蒸気処理製品の生産額推移
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資料４-2 過熱水蒸気を利用した食品加工技術の開発②



高品質加熱処理技術開発の要望 (高加熱効率, 酸化抑制)

高温水蒸気(100℃以上)による食品加熱処理技術を開発

高品質で美味しい食品製造が可能 → 道内で広く普及

機械メーカー：4社 食品メーカー：12社

○ 過熱水蒸気処理製品生産額
→ 約 35 億円 (H19年度) 
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資料４-3 過熱水蒸気を利用した食品加工技術の開発③

http://pixta.jp/photo/129162�


資料５-1 通年出荷・食味向上ならびに省エネが期待できる
「雪氷エネルギー」を活用した農産物備蓄の実用化

○「雪氷冷熱による農産物備蓄」の実用化に向け
た試験研究の実施 （平成20～22年度、農林水産省
「新たな農林水産政策を推進する実用技術開発事業」）

◆自然冷熱を活用した貯蔵システムの開発
・自然冷熱を活用した実験施設を対象に、熱収支、
室内温度分布等の計測・解析を行い、自然冷熱
を有効に活用するための貯蔵システムを開発

◆貯蔵農作物の品質評価に関する各種試験
・各種農産物の低温貯蔵性を解明するとともに、
市場ニーズに適合し、低温貯蔵に適した農産物
等を開発・選定する。

◆貯蔵システムに関わる低コスト化の検証
・貯蔵システムのコスト評価を行うとともに、
地域特性に応じた経済的な貯蔵システムを開発

◆実現によって期待できる効果の検証
・農産物等の付加価値向上・地域ブランド化や輸
出展開の検討、市場調査等を実施し、低温貯蔵
によって期待できる効果を検証

◆実用化に向けたモデルの策定
・自然冷熱を活用した大規模貯蔵システムの実現
に向けて、ガイドラインを策定するとともに、
効果的な啓発・ＰＲ活動の実施や、実用化に向
けての可能性と課題を検討。
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九州産の新イモ

が出荷開始 

道産メークインは６月

に取引単価がピーク 

≪安定出荷について≫
メークインは、東京市場の年間取扱量のうち北海

道産が約70％を占めている。道産メークインは前年
秋の収穫物を出荷しており、５～８月にかけてシェ
アが低下する。通年安定出荷を可能とするためには
低温貯蔵の品質確保が必要となる。

(出所)東京市場における「メークイン」の取り扱い状況
（東京都中央卸売市場統計年報(H19)）

北海道の自然特性である「雪氷エネルギー」を活用した施設を利用することにより、野菜を貯蔵して
鮮度を保持する「需給調整用貯蔵」が可能になることや、食味の向上などの効果が期待できる。
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資料５-2 雪氷エネルギーを活用した施設

5-2

(出所) ＮＥＤＯ北海道支部「北海道新エネルギーマップ2009」

注： が食料備蓄用を示す
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資料６ 高品質かつ安定的なカカオの輸入に向けた国際貢献
（「カカオプロジェクト」）

スイーツ用チョコレートの主原料であるインドネシア産カカオの調達が困難になってきている。
これは世界的な需要拡大に加え、インドネシアの発酵技術が低く日本向けの良質カカオの生産量が限定され
ていることによる。

このため、本プロジェクトでは、インドネシアのカカオ生産現場に北海道立総合研究機構 食品加工研究
センターや北海道大学(農学研究院)が有する高度な発酵技術を導入し、品質向上を図る。

これにより、我が国や北海道へのチョコレート原料の安定調達に資するとともに、北海道産のミルクとカ
カオの融合による新たな商品を開発していく。さらにインドネシアの経済発展にも貢献できる。



資料７  地域の特性を活かした食の総合拠点に求められる機能 

 
○研究開発機能：国際競争力のある商品や機能性食品などの高付加価値商品、高度生産技術の開発などのた

めには、大学･公設試といった研究開発機能が不可欠（含む民間企業研究機関） 
○試作･実証機能：中小零細企業が商品開発するためには、そのための“場と指導”支援機能が不可欠 
○各種支援機能：「生産から販売まで」の商品フローを特定エリア内で行うためには、企業間連

携、産学官連携を促進する各種支援機能が不可欠 
 

【商品化とそれを実現するための必要機能】 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

市場ニーズ 

試作実証 

製 品 化 

流 通 

販 売 

大学・公設試 

実証センター 

企 業 

インフラ整備 

研究開発機能 

－高付加価値化－ 

試作実証機能 

生産機能 

流通機能 

商品フロー 必要機能 主な担い手 

各種支援機能 
  

・資金の獲得 

・マーケットリサーチ 

・技術支援 

・企業・研究所誘致 

・マッチング 

インキュベート機能 

 
国への 

支援要請 

 
国への支援要請 

 国への 

支援要請 

行政・支援機関 

行政・支援機関 

特定地域エリアに集積！ 

１．企業および研究機関の誘致 

２．国内および海外の需要発掘 

３．国際競争力の向上 
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資料８  “食”の国民運動に向けた取組み ～ 地域プロデューサー 近江 正隆氏の事例 

 
◆取組み事例のコンセプト 

北海道は食料自給率約２００％。とくに一大穀倉地帯「十勝」においては、１，１００％を誇り、小麦や

砂糖などの原料作物を多く産出している。十勝をはじめ、産地の役割は、産地住民だけではなく、消費地住

民の食を賄うことであり、産地の発展は、単純に産地だけの問題ではない。海外からの安定的な食料の輸入

が不安視される中、いま必要なのは、産地を理解する消費地住民の意識の醸成であり、そこに応える産地住

民の意識の変革にある。産地である農山漁村の役割をきちんと発信し、都市住民にその価値と必要性そして

農山漁村の存続が都市の存続でもあるという認識を広め、国民一体となって農山漁村を支えていこうとする

意識を作りだすために国の事業に頼るだけではなく、農山漁村サイドからも積極的な行動を起こしていくこ

とが必要である。 
 
◆取組み その１ 「うらほろスタイル教育プロジェクト」 

十勝の東部に位置する「浦幌町」（人口約６，０００人）で行われている取組み。町・教育委員会・学校・

NPO法人・産業団体が一体となり協議会を設立（近江氏が会長）、小中学校の授業と連携し、地域の子ども

たちに食料基地としての地域の魅力と価値を享受。農山漁村に暮らす子どもたちの地域への理解、愛着、誇

りを醸成する。２０１０年９月には町内すべての小学５年生を対象に学校教育の枠組の中で農家宿泊生活体

験を実施。食の生産者とのふれあいを通じ、生産者の大切さ、産地の価値を考える機会を提供する。また将

来的には国が進める「子ども農山漁村交流プロジェクト」への関わりを模索している。 
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◆取組み その２ 「大阪公立高校修学旅行inとかち」 

十勝管内広域の畑作、酪農農家及び漁業者と連携し、修学旅行を十勝に誘致。（２０１０年度４校１５０

０名）農家、漁家に３～４名の生徒を分宿で受入れて生活体験を提供する。大阪の食料自給率は２％の中で、

大阪の将来を担う生徒たちに食の現場への理解を深めてもらうことを目指す。大阪、東京などの大都市の食

は全国の地方の農山漁村が担っている。農山漁村および農家を支えることは、他人事ではないという意識を

高校生時代に芽生えさせ、都市と農山漁村が支え合う社会につなげるために、高校生からはじめる将来への

種まき作業として、多くの生産者に賛同を得て活動を進めている。近江氏が代表取締役を務める「(株)ノー

スプロダクション」が全体の窓口として機能している。 
 
◆取組み その３ 「十勝おやじの背中を超える会」 

十勝の若手農業者３５名で組織。生産者と消費者の直接交流を通じ、お互いの信頼関係および都市と農山

漁村の相互補完の関係を構築するために活動を行う、生産者発の啓蒙活動。（平成２１年度農業白書概要P73

ページ掲載）「(株)ノースプロダクション」が企画プロデュースし、東京でのイベントや地元での活動を実

施。２００９年からは、ポイントカード「J-FOOD SUPORTERS」を発行し、食ポイントから始める将来的な自

給率向上や食の安心安全につながる国民意識の醸成への取組みを開始している。 
 
◆近江 正隆氏プロフィール 

１９７０年東京目黒生まれ。１９歳で北海道に移住し、酪農、畑作、林業を体験後、漁業に従事。２００

１年より水産加工ネット産直販売を開始。月商１，０００万を超える人気店に成長させる。その後、転覆事

故を契機に上記の様々なプロジェクトを開始。都市と農山漁村の信頼関係の構築を目指し、日々奮闘してい

る。２０１０年初の著書「だから僕は船をおりた」を出版した。 
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