
  「地球に食料を、生命にエネルギーを」をテーマに、ミラノ国際博覧会（通称 
 ：ミラノ万博）が始まりました！ミラノ万博は「食料」をテーマとする世界初の 
 万博です。 
  農林水産省は、現在、国産農林水産物や食品の輸出拡大、食品産業の海外展開 
 を積極的に進め、農林水産業・食品産業を成長産業化しようと取り組んでいます。 
  このためにも、一昨年の「和食」 
 のユネスコ無形文化遺産登録をホ 
 ップ、このミラノ万博をステップ、 
 2020年の東京オリンピック・パ 
 ラリンピック大会をジャンプとし 
 て、日本食文化の普及を図り、日 
 本の農林水産業や食品産業の魅力 
 を伝えることとしています。 

     2015ミラノ国際博覧会が開幕しました！ 
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食・「食を生み出す農山漁村の資源や環境」に携わる方のために 
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１．特集 



 日本館の展示は、日本館のテーマである「～“Harmonious Diversity”を巡
る旅～」として、５つのシーンで構成されています。 
「～自然を慈しみ、食に関わる様々な人々を想う、感謝の気持ち～」という、
メッセージを産地から食卓まで、「食を巡る遙かなる旅」の体験を通して、来館
者に届くような展示となっています。 
 ここでは、メインとなるシーン１とシーン５の展示の様子を紹介します。 
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（２）日本館の展示内容紹介 

【トピックス】 
 お箸をモチーフとした日本館のシンボルマークは、食べ始め、食べ終 
わりの「いただきます」「ごちそうさま」はもちろん、どんなに小さい 
物でもつまめるその形で「もったいない」を、さらに、お箸が連なるこ 
とで「おすそわけ」の精神を表現しました。それは、世界みんなが食を
テーマにつながることも意味しています。 
 また、EXPOの「E」をも表現しています。 
 

▲開館テープカットセレモニー ▲ミラノ万博開幕式 

 日本館の開館式では、幹事省を代表して、当省の櫻庭食料産業局長、経済産
業省の寺澤商務流通保安審議官が挨拶を行いました。また、国内外に多くの
ファンを持つハローキティが、日本館特別大使として駆けつけ、日本館の開館
PRを行いました。日本館の正面には、日本古来からの伝統文化を受け継ぐ「祝
いのうつわ」である「菰樽（こもだる）」を展示しています。この菰樽は、コ
シノジュンコ氏にデザイン協力いただきました。  

１） 日本館「開館式」 

 ５月１日から10月31日の184日間、世界に日本の魅力を発信する日本館が
オープンしました。 

（1）日本館開館式を開催！ 



（４）日本館イベント広場で日本産品のPR活動 
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 ミラノ万博を日本国内の活性化に結びつけるためには、この出展が「地域の振
興」や「インバウンドの増大」に繋がるよう、地方と一体となった取組が重要で 
す。 
 今回のミラノ万博では、地方参加型の万博を目指して、 
食による地域おこしに取り組んでいる地方公共団体や食に 
関する様々な取組を行っている団体等が日頃の取組をアピ 
ールする「イベント広場」を設置しました。 
 裏千家による茶道の紹介に始まり、参加する35地方公 
共団体・19団体・３官公庁が、２〜６日おきに、地方の 
食や食文化のほか団体の取組等を紹介します。 

 日本館のレストランでは、来館者が展示を通じて理解した日本の食や農の魅力を、
共感に変える体験をして頂くことをコンセプトにしています。 
 日本の食の魅力を語る上で、技、空間、おもてなしな 
ど、日本の食の魅力を深く追求した空間として「本格日 
本食レストラン」を展開するとともに、日本ならではの 
カジュアルな食を楽しんで頂ける空間として「フードコ 
ート」を用意し、日本の様々な食の魅力をアピールして 
います。 

 食に関わる全ての人々や自然の恵みに対する感謝の気持ちを示す言葉「いただきます」や
「ごちそうさま」。この言葉を共有することで、家族、友人など様々な人々との絆が深まり、 
                     コミュニケーションの輪が広がります。円形の劇場空にレ 
               ストランスタイルのシアターを設け、来館者はダイニン・ 
               テーブル風の客席で観客参加型のショーを観賞します。 
               このシアターでは、テーブル上の画面などに示される食に 
               関するアトラクションを通じて、周りの来場者と一体感を 
               感じることができるような演出が施されています。来場者 
               がシーン５を後にする時、日本食が世界の人々を笑顔でつ 
               なぐ「地球食」となり得ることを体感してもらいたいと考 
               えています。 

 日本の食料生産の基盤である水田などの農山漁村の自然環境を五感で体験してもらうこと
としています。急峻で多雨・多湿な日本の風土に切り拓かれた水田は、人々の農の営みを通
じて、水をその土地に留め、地表を水が覆うことにより 
豊かな植生と生物多様性を保持する国土を生み出してきまし 
た。その結果、我が国では、多くの人々が豊かな食の恵みを 
得るとともに、洪水や渇水など時に災いをもたらす自然を治 
めてきました。 
 こうした自然と共生する日本の農林水産業を、豊かな生態 
系でなければ生息できないコウノトリをモチーフに紹介して 
います。 

シーン１ 「HARMONY」 

（３）日本館レストランで日本食を世界にアピール 

シーン５ 「LIVE PERFORMANCE THEATER」 



４ 

（５）林農林水産大臣がミラノ万博を訪問 

１）  日本館で日本の魅力を発信 

２） ミラノ万博政府代表との意見交換 

 日本産食品の中には、EUの現行規則に合致せ
ず、日本からEU域内への持込みができない食品
があるため、農林水産省はミラノ万博日本館へ
の日本産食品の持込みについて特例的な取扱い
を行うよう、EUやイタリア政府に要請してきま
した。 
 ミラノ万博公社の協力もあり、こうした日本
側の要請に応え、EUはミラノ万博への食品の持
込みルールを定めたEU規則を新たに制定して、
食品の特例的な持込みが可能となったため、来
館者に本格的な日本食を日本食レストランで味
わっていただくことができるようになりました。 

 クールジャパン推進の観点から、日本の文化 
を紹介し、日本の魅力を発信するため、ミラノ 
万博日本館の正面に設置している各都道府県の 
花をモチーフにした菰樽（こもだる）の前で、 
来館する外国人に日本の浴衣（ゆかた）や法被 
（はっぴ）を試着し、記念撮影を行うイベント 
を実施しています。 
   ５月４日、そのキックオフイベントを行い、 
林農林水産大臣から来館者に日本館のPRを行い 
ました。（菰樽、浴衣、法被はコシノジュンコ 
氏のデザイン。） 

（6）林農林水産大臣がミラノ市内で食育イベントに参加 

ミラノ万博日本館のサテライト企画として、
日本の食材について、日本食ファンを増やして
いく取組を実施するため、ミラノ市内（ファッ
ションブランドのアンテプリマ）において、食
育イベントを実施。     

林農林水産大臣から子供たちへ、「お弁当に
は、美味しい日本の食材だけでなく、作った人
の愛情が詰まっています」とのメッセージを伝
え、日本食について理解を深めていただいた。 

 【お問い合わせ先】 
  農林水産省 ミラノ国際博覧会チャレンジ本部事務局  ０３－６７４４－２０１２ 
  日本館公式ホームページ http://www.expo2015.jp/ 



 地域で育まれた伝統と特性をもつ農林水産物のうち、その特性がその土地なら
ではの気候風土や文化などと結び付いている場合に、その結び付きを特定できる
ような名称（地理的表示）を知的財産として登録し、保護する制度です。 

   ． ６月１日からスタート！  
          「地理的表示保護制度」 

（1）地理的表示保護制度の登録標章を公表しました！ 
 農林水産省は、地理的表示法に基づき登録された農林水産物等に付ける登録標
章（GIマーク）のデザインを４月１０日に決定し、公表しました。 

５ 

１）  GIマークの果たす役割 

 このGIマークは、登録された産品の地理的表示と併せて付けるもので、地域と
結び付いた確立した特性を持つ真正な地理的表示産品であることを証明します。 
 GIマークの信頼性を確保するため、国内及び海外の主な農林水産物の輸出先国
において商標登録の出願をしています。 

２）  GIマークデザインの意味 

 GIマークが日本の地理的表示保護制度のものであるこ
とをわかりやすく表示するために、日本らしさを表現し
ています。 

（２）地理的表示メールマガジンの御案内 

 地理的表示保護制度に関する情報を皆様に定期的にお知らせする「地理的表示
メールマガジン」を４月１０日に創刊しました。 
 登録申請内容、制度の運用状況や、説明会などの御案内を行っていく予定です。
御関心のある方は是非御登録をお願いします。 
  御登録はこちらから（http://www.maff.go.jp/j/pr/e-mag/index.html） 

●モチーフ 
大きな日輪を背負った富士
山と水面 

●色彩 
日本国旗の日輪の色である赤 
伝統・格式を感じる金色 

 平成26年6月25日に公布された「特定農林水産物等の名称の保護に関する法
律（地理的表示法）」は、平成27年6月1日から施行されることとなりました。
同日から、地理的表示保護制度の登録申請の受付が始まります。 

２．報告 

地理的表示保護制度とは 



 農林水産省は、拡大する世界の食市場を開拓する糸口として、また、「和食」
のユネスコ無形文化遺産登録を契機として、国内外への日本食・食文化の継承・
普及に取り組んでいます。 

  本年２月に、日本食・食文化の魅力を広く国内外に効果的にPRするた「和の
持つ温かさ、奥ゆかしさ等のイメージを兼ね備え、日本食・食文化の魅力発信の
広告塔として女優の檀れいさんを「日本食普及の特別親善大使」として任命し、
各種メディアやイベント等を通じて、より親しみやすく、より幅広く、日本食・
食文化の魅力を伝えていきます。 
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  また、日本食・食文化に係るプロ意識をもって海外の日本料理関係者等の相談
に親身に応じ、日本食・食文化の普及に関する的確なアドバイスを行う「日本食
普及の親善大使」を日本料理関係者等から13名任命しました。 
 これらの親善大使が日本食の魅力を発信し、海外の料理人に日本食の調理技法
を伝えることで、さらなる日本食の普及が期待されます。 

＜特別親善大使・親善大使の活動内容＞ 
 

○特別親善大使 
  日本食・食文化の広告塔として国内外 
 へ情報を発信等  
○親善大使 
  プロの視点に立って海外の日本料理関 
 係者等へ助言することなどを通じて、国 
 内外へ日本食・食文化を普及  
○（共通） 
  農林水産省等が実施する事業への協力  

       日本食普及の特別親善大使及び日本食普及の 
                親善大使を任命しました！ 
３．報告 

１） 日本食普及の特別親善大使 

２） 日本食普及の親善大使 



     「6次産業化サミット」が開催されました！ 

 農山漁村の活性化、地方創生に向けて農林漁業の6次産業化の取組を全国に拡大
させるため、「農山漁村の価値を生かし、輝かせるために」をテーマとして、6次
産業化の実践者等による基調講演及びパネルディスカッションを行う「6次産業化
サミット」が、３月20日に農林水産省講堂において、全国各地の農林漁業、商工 
業、地方行政、試験研究機関など約３００名の方々が参加して開催されました。 

７ 
サミットにて発表いただいた事業者等の取組内容については、下記URL（産業連携ネットワークHP）から
ご覧いただけます。⇒ http://www.maff.go.jp/j/shokusan/sanki/kouryu26.html 

 パネルディスカッションでは、各パネリストから、6次産業化の事業展開に当た
りターニングポイントになったことや、人材育成のため、どのような取組を行って
いるのかなどについて話があり、6次産業化を進める上でのノウハウや乗り越える
べき課題を共有することができました。 

 会場では、全国の六次産業化・地産地消法の認定事業者などが開発した６次産業
化商品を紹介したパネルや実際の商品が約３５０点展示され、来場された多くの
方々が商品を手にとり、各地の創意工夫ある取組を体感しました。 

【パネルディスカッションの様子】 

【和郷園 木内氏 基調講演の様子】 

【6次産業化商品・パネル展示の様子】 

○農事組合法人和郷園 （千葉県香取市）  
 ・生産者の自律を理念として、カット野菜、冷凍加工、貸し農園・宿泊施設等の観光・交流事業に取り組む。 
 

○野村アグリプランニング＆アドバイザリー㈱（東京都千代田区大手町） 
 ・出資先の農業生産法人から得られる情報・ノウハウを活用したコンサルティング業務等を展開。 
 

○㈲池田牧場（滋賀県東近江市） 
 ・牛乳の生産調整をきっかけに女性の視点による事業展開で、ジェラート製造販売等に取り組む。 
 

○ ㈱まちづくり宗像（福岡県宗像市） 
 ・宗像漁協など５団体が「道の駅むなかた」を運営し、漁業者等自らが水産物等を販売する場を提供。 
   

○島根県浜田市 
 ・儲かる農業に実現に向けて、商品開発や農産品のブランド化、近隣市町と連携した販路開拓を支援。 
 

○ ㈱農林漁業成長産業化支援機構（東京都千代田区大手町）  
 ・農林漁業者が主体となって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、出資等の支援。 

 

【林農林水産大臣の挨拶】 【野村アグリプランニング＆アドバイザリー 
       西澤氏 基調講演の様子】 

４．報告 

パネルディスカッション参加者の紹介 



    

味も見た目もそっくりなスマイルケア食を
目指して      ～東北農政局～  

                    

5．地方 
    だより 

 東北農政局から、山形県鶴岡市で地元山形県産の農林水産物を使い、スマイル

ケア食を開発・製造・販売している事例を紹介します。 

 株式会社ベストは、高齢者及び在宅介護を要する方への配食

サービスを営む中で、嚥下（えんげ）障害者等に対する「形のな

い食事」、いわゆるペースト食やきざみ食に疑問を感じ、素材そ

のものの見た目や風味等を再現した介護食品を提供したいと考え

ました。 

 このため、県内産の農林水産物を活用し、安全安心に加え楽し

んで食事ができる介護食品として、再成形ソフト食「まろやか食

専科」を開発しました。 

さらに、シリコン成形技術を持つ地元企業と 

連携することにより素材本来の形状を再現する 

ことが可能となりました。また、見た目をより 

実物に近づけるため、皮等を可食プリントする 

などの特徴を加えることにより、独自性を表現 

しています。これにより、従来の宅配やネット 

通販による在宅利用者への宅配サービスに加え、 

現在では大手食品会社、大手製薬会社のＰＢ商 

品への取り組みを進めることが可能となり、販 

路が拡大し、山形県内のみならず、全国の病院、

介護施設に提供するなど、全国展開が可能となりました。需要は年々増加してお

り、２６年度には月産１２万食程を提供しています。 

（２０１３年度グッドデザイン賞受賞） 

介護用おせち 

８ 

（盛り付け例）かれいの煮付け風 

かれい 

（盛り付け例）さばの味噌煮風 

さ ば 豚 肉 

（盛り付け例）豚かつ風 



 
 食料産業レターの読者の皆様、初めまして。 
 種苗審査室長の山口克己です。 
 早速ですが、「あまおう」といういちごや「ゆめぴ 
りか」、「つや姫」というお米をご存じでしょうか。 
百貨店やスーパーの食品売り場で目にされた方もいら 
っしゃると思いますが、これらは、種苗法に基づき登 
録され育成者権（知的財産権）が付与された品種です。 
 種苗審査室は、種苗法に基づき出願された植物新品 
種の審査・登録を担当しています。植物新品種の育成 
には、専門的な知識、技術とともに長期にわたる労力 
と費用が必要ですが、一旦育成された新品種は第三者 
に容易に利用される場合が多いことから、新品種の育 
成者の権利を適切に保護する必要があり、我が国では 
種苗法に基づき育成者の権利保護を行い育種の振興が図られています。この機会
を利用させていただき、制度について簡単に紹介させていただきます。 
 種苗法に基づく品種登録制度は、昭和53年（1978年）にスタートし、今年
で37年になります。この間、国際植物新品種保護条約（ＵＰＯＶ（ユポフ）条
約）に加盟し、ＥＵ・米国に次ぐ世界第３位の出願品種数・登録品種数となって
います。ここ数年は年間に、約１千件の出願があり、約１千件を処理しており、
平成26年度末の累積出願品種数は約3万件、累積登録品種数は約2．4万件です。 
 まず、この制度を利用されているのは、やはり種苗会社が１位で、その他に生
産者等の個人、食品会社等の企業、農協、地方公共団体、大学、研究機関等があ
ります。登録品種数の約半分が種苗会社、約４分の一が個人で占められています。 
 次に、種苗法は農林水産物の生産のために栽培される全植物を保護対象として
おり、桜やチューリップのような観賞植物から、しいたけやアサクサノリのよう
なきのこ、海草まで登録しています。登録品種数の約８割が観賞植物で、残りを
野菜、食用作物、果樹、その他の植物がほぼ同じ割合で占めています。海外で育
成された品種の出願もあり、出願品種数の約３割を占めており、海外育成の品種
数ではオランダがトップです。 
 また、登録期間は、登録から25年（果樹や観賞樹のような永年性植物は30
年）で、登録されると育成者権者は登録料を納付しなければなりません。 
 さらに、国際関係では、昨年６つあるＵＰＯＶ技術作業部会のうち２部会の議
長に日本から初めて審査室職員が選任されましたし、今年7月には帯広市で農作
物のＵＰＯＶ技術作業部会を開催します。 
 近年新品種を品種登録した上で、地域のブランドとして育てていく取組が各地
で行われています。例えば、登録品種の利用を一定の要件を満たす生産者に限っ
て認めて、高品質化を図り、ブランドとしての価値を高める取組です。このよう
な取組の一助としてお役に立てればと考えています。 
 詳しくは、以下のURLをご参照ください。http://www.hinsyu.maff.go.jp/ 

      農産品ブランド化のファーストステップ－ 
                   品種登録            ～山口 克己 種苗審査室長～ 

９ 

６. 幹部の  
    つぶやき 

 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。 



      ご活用下さい！  
」      ～６次産業化支援策活用ガイド～ 

 
【農林漁業の成長産業化に役立つ支援策を幅広く紹介 
 「６次産業化支援策活用ガイド（平成２７年４月版）」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紹介するた 
め、６次産業化にチャレンジする農林漁業者、農業法 
人等の方々を対象として、６次産業化支援策活用ガイ 
ドを発行しました。 
 本活用ガイドでは、平成２７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農林漁業者等 
の方々の経営発展に役立つ有益な支援策を紹介してお 
りますので、是非、ご活用下さい。 
 
６次産業化支援策活用ガイドは、下記のＵＲＬからご覧頂けま 
す。 
 http://www.maff.go.jp/j/shokusan/kikaku/katsuyou.html 

  

農林水産省がタイアップしている映画「種まく旅人 くにうみの郷」が、５月 
３０日（土）から全国で公開されます。 

 
本映画は、わたしたちの暮らしの根幹である農水産業を背景とした心温まる

ヒューマンドラマです。是非一度ご覧下さい！  

７. お知  
   らせ 

 
         「種まく旅人 くにうみの郷」が 
          ５月３０日から公開されます 

 

公式ＨＰについては、以下のＵＲＬをご覧下さい。 
 ⇒ www.tanemaku.jp 

さわやかな風が吹き抜ける島で彼女が出会ったの
は、自然とともに暮らしながら〈食〉を育む兄弟。 

山と海、家族、旅人とそこに住む人々。 
厳しくもやさしい関係の中で、誰もが少しずつ癒

やされ再生していく-。 
“若き官僚”に栗山千明、“山の男”に桐谷健太、

“海の男”に三浦貴大。 
ヒューマンドラマの名手・篠原哲雄監督が淡路島

オールロケで贈る、人生の恵みについての物語。  

忘れていた、大切なものがありました。 
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８. お知  
   らせ 

http://www.maff.go.jp/j/shokusan/kikaku/katsuyou.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/ 

  

 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。  

ご感想・ご意見等をお寄せください 

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 

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 
 林農林水産大臣の食育イベント視察について 
 林農林水産大臣のミラノ万博日本館視察について 
 日本産食品に関する科学的データの情報提供について 
 地理的表示法のGIマークを公表しました 
 ご活用下さい!! 「６次産業化支援策活用ガイド（平成27年4月版）」を発行しました 
 食品ロス削減シンポジウムが開催されました 
 「６次産業化サミット」が開催されました 

 
こちらにアクセス!! 

※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）。 

www.facebook.com/maff.shokusan 
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