
 ミラノ国際博覧会が平成２７年５月１日に開幕し、10月31日までの184日間、
万博としては初の「食料」をテーマに開催されています。 
 我が国は、ミラノ万博を日本の農林水産業や食文化を世界に発信する重要な機会
をとらえ、日本館のイベントに参加する58の地方公共団体や協賛企業などととも
に、出展を行っているところです。 
 日本館は開館以来、７月２７日までに約８２万人を超える来場者があり、連日平
均約60分の待ち列ができるなど、参加国のなかでも最も人気のあるパビリオンの
一つとなっています。 
 日本館では日本の農業、食と食文化、伝統文化を最新のテクノロジー等を駆使し、
５つのシーンに分けて展示しており、それぞれ、触って、動かして、あるいはス 
マートフォンにデータをダウンロードするなど、ただ観るだけでなく、来館者の理
解と共感が深められるような楽しい仕掛けが施してあります。 
 

      
     2015ミラノ国際博覧会 ジャパンデー開催！ 
        Expo Milano 2015 “Japan Day” was held! 
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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 
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 史上初の食をテーマとするミラノ万博で日本館が提唱する「共存する多様性」の
考え方を林大臣等が発表しました。 

１） ジャパンデー公式式典 

 万博では、各国の参加を称えるナショナルデーを設け、公式行事を実施していま
す。各国は元首や担当大臣が代表として公式行事に出席しており、日本のナショナ
ルデーは７月11日(土)に開催され、林農林水産大臣、山際経済産業副大臣、鈴木
国土交通大臣政務官などが出席しました。日本食のレセプションなど各種行事が行
われ、これらの取組により我が国の農林水産業の強みや日本食･食文化の魅力が世
界に発信され、輸出拡大やインバウンドの増大につながることが期待されます。 

 ミラノ万博ジャパンデーの開催！ 

２） ジャパンデーレセプション 

 ミラノ市内ステッリーネ宮殿で、ミラノ万博に参加する各国代表やイタリアの
食関係者等約800名を招きジャパンデーレセプションを開催しました。 
菊乃井・村田吉弘氏が監修し、日本料理、郷土料理、日本食材を活用したイタリ
ア料理を日本酒とともに提供しました。 
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４） ジャパンサローネ 

 ６月25日、ミラノ万博日本館の第２の拠点
となるジャパンサローネが開幕しました。内閣
官房、総務省、農林水産省、経済産業省、観光
庁などと連携の下、ステッリーネ宮殿で、ミラ
ノ万博日本館ではできない商談会、企業による
シンポジウムや試食イベント等を実施しました。 
 6月25日から7月13日までの開催期間中約
３万人を集客し、万博パビリオンではできない、
産業面における具体的な発信ができたことと思
います。 
 

 東北６県10市、国際交流基金、JAグループ等が、｢復興の支援への感謝と東北
の元気を届けます｣をテーマに、約430名が参加するパレードを実施しました。 
 

３） 東北復興祭りinミラノ万博パレード 



      「むらの産品を世界に～世界へはばたく6次   
     産業化～」消費者の部屋特別展示及び産業連  
     携ネットワーク交流会が開催されました！ 
       Products from Village to the World -Promising 6th industry- 

 講演者の紹介 

 海外に進出する6次産業化事業者等の先進的な事例や商品をＰＲするため、
「むらの産品を世界に～世界へはばたく６次産業化～」をテーマとして、6月29
日（月）～7月3日（金）の5日間、農林水産省の消費者の部屋における特別展示
を行いました。期間中は、近隣の府省、民間企業の方々、一般消費者など約９０
０名が来場し、輸出されている６次産業化商品や先進的な事例を見ていただくこ
とで、6次産業化への関心を高めていただくことができました。 
 

交流会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/renkei/6jika/27gaiyou.html 

 このイベントと併せて、6月30日（火）に
は、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１２０名の方々が参加して産業連携ネッ
トワーク交流会が開催されました。 
 交流会では、輸出に取り組む6次産業化事業
者から、輸出を行うこととなったきっかけや、
輸出に当たっての課題とそれをどのように乗
り越えたかなどについて話があり、参加者と
の意見交換を行うことで、輸出に取り組む際
のノウハウを共有することができました。 

【産業連携ネットワーク交流会の様子】 

○朝日町果樹組合連絡会議（山形県朝日町） 事務局長 三浦 浩一 
   ・６つのりんご生産組合で連絡会議を設立し、ブランド化した蜜入りりんごを台湾、タイ、フィリピン、 
  マレーシアの高級百貨店で販売。 
 

○㈲柏崎青果 （青森県おいらせ町） 専務取締役 柏崎 瑞貴 
 ・黒にんにくをはじめ、ごぼう茶等の多様な加工品を製造して、スーパー等へ販売するほか、健康意識の 
      高いアメリカなど世界22カ国へ輸出。 
   

○株式会社くしまアオイファーム（宮崎県串間市） 代表取締役 池田 誠 
 ・海外の消費者に好まれる小ぶりのさつまいもを生産し、品種の特性を表現した独自のネーミングと擬人化 
  キャラクターでブランディングを行い、香港やシンガポールに輸出。 
 

○ ㈱みずほジャパン（茨城県つくば市） 取締役 井戸 英二 
 ・茨城県で農産物直売所を運営。タイの現地法人等と連携し、鮮度にこだわったトマト、イチゴ、メロン 
      などの農産物をタイの直売所で販売。 

 

２．報告 

【消費者の部屋の展示の様子】 
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 農林水産省では、高齢化に伴いニーズが急拡大している介護食品の普及・推進
に取り組んでいます。 
 「スマイルケア食」とは、かむことや飲み込むことなどの食べる機能が弱く
なった人や、栄養状態がよくない人などを対象とした、新しい介護食品の愛称で
す。「スマイルケア食」をより多くの方々に知っていただくため、オリジナルソ
ングを作りました！ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       
      スマイルケア食のオリジナルソングが 
      できました！ 
       Song of Smile Care Foods has been released! 
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「スマイルケア食」を親しみやすいメロディーと動画でわかりやすく紹介してい
ますので、ぜひ一度ご視聴下さい。 
http://www.maff.go.jp/j/shokusan/seizo/kaigo/jyouhou.html#song 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
スマイルケア食に関する情報については、こちらに掲載しております。 
http://www.maff.go.jp/j/shokusan/seizo/kaigo/jyouhou.html 
 
動画は、食料産業局facebookでもお知らせしております。 
https://www.facebook.com/maff.shokusan  
 

３．報告 

http://www.maff.go.jp/j/shokusan/seizo/kaigo/jyouhou.html%23song
http://www.maff.go.jp/j/shokusan/seizo/kaigo/jyouhou.html
http://www.maff.go.jp/j/shokusan/seizo/kaigo/jyouhou.html


 旭川市は、旭川市及び北・北海道の活性化、新た
な地域産業の創造・発展、安全で安心な食と環境を
考えることを目的に、巨大な食の市場「北の恵み食
べマルシェ」を開催しています。   
 食べマルシェは、旭川市開村120年記念事業と
して平成22年から開催し、北・北海道最大の秋の
イベントとして毎年多くの来場者が訪れています。 
 平成26年は、ＪＲ旭川駅から常磐公園までの約
1.6キロの会場に道北地域を中心に道外、海外から
も過去最多の336店が出店し、108万人もの来場
者が、ご当地グルメ、地域の特産品や料理に舌鼓を
打ちました。                            

    

        

       巨大な食のマルシェで地域の食の魅力を 

       全国に発信！    ～北海道農政事務所～ 

                     Appeal of the Regional Food at “Kitano Megumi Food Marche”! 

 

 

４. 地方 
   だより 

北海道農政事務所から、旭川市で毎年開催されている巨大な食の市場「北の恵み 

食べマルシェ」の取組を紹介します。 

駅前から公園に向かう会場 

「北の恵み 食べマルシェ」については、以下のＵＲＬをご覧下さい。 
 ⇒ http://www.city.asahikawa.hokkaido.jp/files/keizaikoryu/marche/about/index.htm 

旭川市は、北海道のほぼ中央部に位置し
雄大な大雪山系に囲まれた盆地の都市。
北海道第二の人口を有し、水稲の収穫量
は道内2位と農業の町でもあり、道北の
経済の中心地。 

 マルシェには、農産物、海産物、各地の特色
ある加工食品や料理、ご当地グルメやスイーツ
など数多くの商品が並ぶ他、郷土芸能や市民に
よるパフォーマンスなどのステージイベント、
グルメコンテスト、道外の小売店等のバイヤー
を招いた商談会など様々な催しも同時に開催さ
れ、北・北海道の豊かな食の魅力を全国に発信
しています。 
 また、地域のＰＲ、交流人口の拡大、地域経
済の活性化に大きな役割を果たしています。 
 本年の食べマルシェは、9月19日（土）から
23日（水）まで開催します。 

  
北・北海道の豊かな食 
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       AWAYとHOMEとホワイトボード 
                        ～土橋 信昭 再生可能エネルギ―グル―プ長～  
          Tweets from Senior Officials “Away, Home and Whiteboard” 
 

 

５. 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。 

 売れない本のタイトルみたいですが、前ポストの経験で感じたことをお話ししま

す。 

 官民交流でJeki(JR東日本のグループ会社で広告代理業)に３年間お世話になりま

した。私が初めての受けいれだったのでJekiさんもどう使ったらよいか試行段階の

数ヶ月が過ぎました。ミィーティングに参加するのですが、「こいつ、何者？何が

できる人なの？」目線が刺さってくる。俺のこと知らないんだよな。早く自分の立

ち位置を構築せねば。との思いを抱きました。「○○省は偉そうにしてるよな。」

との対霞ヶ関アレルギー反応も散見される。これがあの「AWAY」感なんだ。役

人生活２５年やってきて、その実績(功績と言いたいが・・)を全く知らない方々と

渡り合うには、自らの意識を変えなければならないと思いました。打合せに同席す

る俺はこんな考え方をするタイプだと明示することで、ボー 

ルを相手に投げるようにしました。資料作成も全部自分でし 

ました。アナログ人間でしたが、WordもPPもなんとかでき 

るようになりました。 

 そんな折、ホワイトボードが役立ちました。会社では、意 

見をぶつけ詰めの足りない点、合意が得られた点を参加者の 

前でボードを通じてまとめ上げていきます。私も見よう見ま 

ねでボードを使い始めました。会合メンバーがまじめに聞い 

てくれ、ボードに追加記述する者も出てきました。「なんか、 

連帯感あるやん。皆でやってる感ある、ある。」これならJekiから給料いただいて

もいいよなと実感しました。 

 半年後、違う部署の若手から企画コンペの案作りに参加を打診されました。「俺

のこと、試してるのか。」と半信半疑ながら加わりました。コンペの結果は不採択。

とても自分に腹が立ちました。全力で向かった感がないことを反省しました。幸運

にも再度チャンスをもらう事ができ、学習効果も手伝って数億の国補助事業を獲得

する事に何とか貢献することができました。AWAYは育ててくれますね。 

 昨年８月に本省に戻していただきましたが、当然にあのAWAY感はないのです。

すれ違う人、知ってます。話しかけてくれます。仕事の進め方に戸惑いはあるもの

の、人と接するのに不安はないのです。現ポスト着任して１週間後、Jekiの元上司

にお会いした時に言われました。「すっかり役人の顔に戻っていますね。当社の時

とは違う顔ですよ。」そうそう、これがHOMEなのです。気づかないですが居心

地への馴染みがあるんでしょう。AWAYを知ってHOMEの有り難みを知る。学ん

だのは、思ったことをまじめにやることが不安を払拭するということ。３０年目は

何を学んでいるのだろうか。 
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 ど ば し  の ぶあ き 

        



  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 
  アジア健康食品展・見本市（名古屋）でスマイルケア食のブースを出展します！ 
  地場産介護食品等の商品開発・普及支援事業の公募を開始しました！ 
  農林水産省「消費者の部屋」特別展示「むらの産品を世界に～世界へはばたく６次産業化～」 
  スマイルケア食のオリジナルソングができました♪ 
  地理的表示の登録申請の受付が始まりました！ 
  平成２７年度輸出戦略実行委員会第１回会合が開催されました！ 
 

 
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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