
コーディネーター（増員）
（農林水産省より派遣）

・顧問委員会の開催
・ホームページ運営
・講座運営費負担
・指導教官招へい調整
・機器、施設整備 等

アセアン事務局

・アセアン地域現地法人
の専門分野の技術・知
識に長けたスタッフ、教
員

日本の食産業

調整

○食関連企業の海外進出（Made By Japan）が促進され、我が
国の食文化・食産業のグローバル展開に貢献。

○ＡＳＥＡＮ各国の学生が日本の食品加工・流通技術等を学ぶ
ことにより、地域のフードバリューチェーンが強化され、食料
安全保障の強化 及び 農民の貧困削減に貢献。

講師
派遣

期待される効果

• 食産業の海外展開に向け、日本の知識・技術を習得し、現地の文化・習慣等に通じた担い手の育成が課題。
このため、重点輸出先国であるアセアン諸国において、各国と連携して若年層の人材育成を行うことが鍵。

• アセアン域内主要大学に寄附講座を開設し、アセアン事務局に派遣するコーディネータの調整の下、種苗から
食品加工、流通、消費にいたる分野の実践的な知識・技術を、日本の民間企業から専門家を派遣して教育。

事業概要・目的

①フードバリューチェーン講座の開設： 種苗生産か
ら食品加工、流通、消費まで各分野をカバー

②フードバリューチェーンセミナー： 寄附講座未設
置の国の大学において、講師派遣により実施
【初年度(26年10月～27年9月)実施】
①カセサート大学（ﾀｲ）1/26～2/6

マレーシアプトラ大学（ﾏﾚｰｼｱ）3/5～5/28
ボゴール農科大学（ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ）4/7～6/9
イエジン農業大学（ﾐｬﾝﾏｰ）8/4～8/14

②シンガポール国立大学（ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ）7/31

アセアン域内主要大学

当該国において日本の知識・技術を学んだ事業展開の担い手候補が多数育成

2015.1.23タイで、開講式典・イベントを開催、翌週26日より寄附講座開講

８ アセアン諸国の大学と連携した人材育成 知的財産課
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フード・バリューチェーン
～産地のこだわりを消費者につなげていくこと～

生産 消費製造・加工 流通

●園芸作物産地
●農業機械・種苗
●農業インフラ（灌漑等）

●コールドチェーン
●低温物流センター

●日系コンビニ、
スーパー、百貨店

●和食レストラン

●食品加工団地
●食品製造設備

日本の食産業の海外展開 経済協力の戦略的活用 日本食の輸出促進

＜日本の食産業の「強み」＞

①ユネスコ文化無形遺産の日本
食を基盤とした産業展開

②高品質コールドチェーン
③高度な農業生産・食品製造・流

通システム（ICT、省エネ・環境
技術、植物工場等）

④先進性・利便性の高い日本型
食品流通システム（ＰＯＳ、コン
ビニ、モール等）

○園芸作物産地の育成

○高性能農業機械の導入

○農業インフラの整備（灌漑施設等）

○人材育成

○農業生産・食品の規格・基準等制
度の構築

○現地日系企業向けに日本食材を
輸出（食品工場、和食レストラン、
スーパー、コンビニ等）

○輸出市場でのコールドチェーン等
のインフラ整備

○現地日系企業を通じたマーケット
イン型の輸出体制の構築

（参考１） フードバリューチェーンの構築
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（参考２） 各国の対象大学

ラオス：ラオス国立大学

ミャンマー：イエジン農業大学

カンボジア：王立カンボジア農業大学

マレーシア：マレーシアプトラ大学

インドネシア：ボゴール農業大学

タイ：カセサート大学

ベトナム：農業農村管理開発大学、

フィリピン：ビサヤス国立大学

ブルネイ：ブルネイダルサラーム大学

シンガポール：シンガポール国立大学

ベトナム国立農業大学

※赤枠は初年度（H26.10～H27.9）実施大学、緑枠は次年度から
実施大学。初年度実施大学は次年度も実施予定。
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５人に１人が65歳以上 ⇒ ４人に１人が65歳以上 ⇒ ３人に１人が65歳以上
（平成15年） (平成25年) (平成35年)

出典：総務省「人口推計」（各年１０月１日現在）

要介護（要支援）認定者数 ３８４万人 ⇒ ５８４万人（10年間で約1.5倍）

(平成15年度) (平成25年度)（※平成25年高齢者人口の約１８％）
出典：厚生労働省「介護保険事業状況報告」

*584万人×（介護保険上の1日当たりの基準（1,380円）×365日≒2.9兆円

在宅療養している高齢者の７
割以上が低栄養
（国立長寿医療研究センター調査）

食べる楽しみの維持
＝生活の質（QOL）の向上

地域の農産物
等を使った介
護食品の開

発・普及

輸出促進

今後の取組方向店頭等での
情報提供ツール

介護食品の
認知度向上

※平成27年度からは、「介護食品のあり方に関する
検討会議」を「新しい介護食品（スマイルケア食）普
及推進会議」に改組し、「新しい介護食品（スマイル
ケア食）の選び方」を示した各分類を表すマークの使
用方法のルール化等について検討中。

９（１） 新しい介護食品（スマイルケア食）の取組
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（2） 新しい介護食品（スマイルケア食）の選び方
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今後の取組方向
○ 消費者が、店頭等で個々の状態に適したスマイルケア食を選択できるよう、平成２７年４月より「新しい介

護食品（スマイルケア食）の選び方」の各分類に対応する食品の基準について検討しているところ。

平成27年９月のスマイルケア食普及推進会議でマークの利用許諾要領案
を公表し、パブリックコメントを行ったところ。年内には運用開始予定。

「スマイルケア食の選び方検討ワーキンググループ（噛むこと、飲み込む
ことが困難な人向け食品）」において規格・基準案等を検討中。平成28年
春頃とりまとめを行う予定

低栄養予防のための食品（青Ｄ）マーク利用許諾要領（案）の主な内容

（第２回スマイルケア食普及推進会議資料より）

【対象範囲】
＜形状＞
市販する経口タイプの加工食品
＜栄養素等＞

○エネルギー 100kcal以上 ／ 100ｇ又は100ml当たり
○たんぱく質 8.1ｇ（4.1ｇ以上） ／ 100ｇ（100ml）当たり

又は
4.1ｇ以上 ／ 100kcal当たり

※その他、ナトリウム等の過剰摂取に対する配慮のない商品、青Dの趣旨
に合致しない成分や科学的根拠が明らかでない成分の含有量を容器包装
や広告で表示している商品は対象外

＜他の制度との整理＞
○栄養機能食品は対象となるが、

特別用途食品、機能性表示食品は対象外
○スマイルケア食の黄赤マークとの併記不可

【マークの表示方法】
マークは「スマイルケア食」及び「エネルギー・たん
ぱく質の補給に」という文言と併記して表示
送付されたデータのサイズ以外の改変は不可

食事の補助的な利用を想
定したデザートや飲料タイ
プの食品、食事（主食、主
菜、副菜）としての食品

※マークの表示サイズは、縦1.1cm以上、横2.0cm以上

○○プリン
■■■■■
■■■■■
■■■■■

○○
ドリンク ■

■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

2.0cm

1.1cm

（3） マークの使用方法の検討状況

25


	スライド番号 1
	目　次
	スライド番号 3
	スライド番号 4
	スライド番号 5
	スライド番号 6
	スライド番号 7
	スライド番号 8
	スライド番号 9
	スライド番号 10
	スライド番号 11
	スライド番号 12
	スライド番号 13
	スライド番号 14
	スライド番号 15
	スライド番号 16
	スライド番号 17
	スライド番号 18
	スライド番号 19
	スライド番号 20
	スライド番号 21
	スライド番号 22
	スライド番号 23
	　（参考２）　各国の対象大学　
	スライド番号 25
	スライド番号 26
	スライド番号 27
	スライド番号 28
	スライド番号 29
	スライド番号 30
	スライド番号 31
	スライド番号 32
	スライド番号 33
	スライド番号 34
	スライド番号 35
	スライド番号 36
	スライド番号 37
	スライド番号 38
	スライド番号 39
	スライド番号 40
	スライド番号 41
	スライド番号 42
	スライド番号 43
	スライド番号 44
	スライド番号 45
	スライド番号 46
	スライド番号 47
	スライド番号 48
	スライド番号 49
	スライド番号 50
	スライド番号 51
	１（１）　ＨＡＣＣＰ（ハサップ）とは
	（２）　ＨＡＣＣＰの導入に向けた支援
	スライド番号 54
	スライド番号 55
	スライド番号 56
	スライド番号 57
	スライド番号 58
	スライド番号 59
	スライド番号 60
	スライド番号 61
	スライド番号 62
	スライド番号 63

