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食・「食を生み出す農山漁村の自然や環境」に携わる方のために 

 「食料産業レタ－」は、食料産業行政が目指す方向性や、具体的な施策、新たなビジネスの種等に関す  
る情報を継続的に提供していきます。同時に、皆様からも、「食料産業レタ－」の内容や食料産業行政へ 
のご意見を頂戴しながら、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。 

１．特集 食料産業局の組織が再編されました！ 

１ 

２）企画課 

 金融・税制を含め、食料の生産、流通等、局内全般に係る企画・ 

立案、非常時・災害時等に的確に対応するための施策の企画・立案 

や連絡調整を行います。  

   

  

 
 

 
 

 
 

   食料産業局は、新たな発想や技術等を核に、「食」や「食を生み出す農山漁
村の自然や環境」に関連する産業、食品産業を育成・振興することを任務とし
ています。 
 この度、食品関連産業振興施策の効率的な遂行、輸出促進、食文化振興、国
産農林水産物の消費拡大の機能強化を図るため、１０月１日に再編されました。 

1）総務課 

 食料産業局全体の総合調整、組織・予算・人材のマネージメント等の管理業務を行います。 
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１．特集 
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５）産業連携課 

 農山漁村の所得や雇用の拡大を図るため、農林漁業者が主体となって、加工・販売など
に取り組むことにより、農林水産物の付加価値向上を図る６次産業化等の取組を促進しま
す。 

 
 

◇ ファンド室 
 農林漁業者が主体となった６次産業化の取組を支援するため、農林漁業
成長産業化ファンドの活用促進に係る企画・立案、農林漁業成長産業化支
援機構（Ａ－ＦＩＶＥ）、サブファンドの指導・監督を行います。 
 

６）知的財産課 

   農林水産分野における地理的表示保護制度をはじめとする知的財産の創 
造・保護・活用に関する施策及び種苗産業の振興施策、また、農山漁村に 
由来する資源を活用して、新事業創出を推進する施策を行います。 

◇ 種苗審査室 
   知的財産の一つである育成権者の付与・消滅に関する「農林水産植物 
の品種登録」に関する施策を行います。 

  

◇ 海外輸入規制対策室 
 輸出の阻害要因となる諸外国の規制等の緩和・撤廃に向け、相手国への要  
請を行うなど、輸出環境の整備を行います。 

 グローバルな「食市場」の獲得に向け、オール・ジャパン体制での日本の農
林水産物・食品の輸出促進の総合的な企画及び立案、輸出に取り組む事業者の
方々への支援、日本の食産業の海外展開を推進する施策を行います。 

４）輸出促進課 

◇ 和食室 
 ユネスコ無形文化遺産に登録された「和食」をはじめとした伝統的な食文化の保護・
継承に関する施策を行います。 

◇ 外食産業室 
  消費者に身近な「食」に関する産業である外食・中食産業の総合的な振興施策を行い
ます。 

 国産農林水産物・食品の需要を拡大するため、国内外における食文化振興、食育推進、消

費増進や医福食農連携等の新規市場開拓等の施策を行います。  

３）食文化・市場開拓課 
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◇ 食品規格室 
 日本農林規格に関する政策の企画立案を行います。 

◇ 食品企業行動室 
 食品企業の品質管理やコンプライアンスの徹底、信頼確保・向上をはじめとする企業
行動の適正化に係る施策を行います。 

 加工食品の製造業の活性化・生産性向上に向けた取組、品目横断的な標準化の取組な
ど、食品製造業の総合的な振興施策を行います。 

１０）食品製造課 

◇ 商品取引室 
 農林水産物・食品に関する商品取引全般について、その機能が適正に発揮されるため
の市場監督を行います。 

◇ 卸売市場室 
 卸売市場の整備及び中央卸売市場の監督を行います。 

 食品に係る卸・小売業の活性化・生産性向上に向けた取組、卸売市場の振興や商品取
引市場の健全な運営など、食品流通業等の総合的な振興施策を行います。 

９）食品流通課 

 自立・分散型エネルギーシステムの実現と地域の資源を有効活用した豊かな農山漁村の
形成に寄与する再生可能エネルギー導入促進に向けた施策を行います。 

８）再生可能エネルギーグループ 

◇ 食品産業環境対策室 
 食品廃棄物の発生抑制やリサイクルの推進に関する施策、食品容器包装のリサイクル推
進に関する施策、その他食品産業等における環境の保全に関する施策を行います。 

◇ バイオマス事業推進室 
 地域に存在するバイオマスの利活用の拡大を図るための施設整備等の支援に関する施策
を行います。 

 農林水産分野におけるバイオマスの利活用促進に関する施策及び食品産業等における
資源の有効利用・環境の保全に関する施策を行います。 

７）バイオマス循環資源課 

          

 



     半年間に渡り開催されたミラノ万博が閉幕。日本館 
      への来館者は228万人にのぼり、パビリオンプラ

イズでは「金賞」を受賞。 

４ 

２．報告 

 パビリオンプライズで「金賞」を受賞！ 

 10月31日、184日間続いたミラノ万博が無事閉幕しました。会場全体の最終的な総来場
者数は2100万人を超え、日本館にはそのうちの１割強にあたる228万人もの来館者をお
迎えしました。 
 また、優秀なパビリオンを表彰する褒賞制度において、日本館は展示デザイン部門の金
賞を受賞し、有終の美を飾りました。 

 博覧会国際事務局（BIE）が主催し、優秀なパビリオ
ンを決定する褒賞制度において、日本館は展示デザ
イン部門で金賞を受賞しました。5年ごとに開催される
大規模な博覧会（登録博）における日本館の金賞受
賞は史上初の快挙です。 
 11月9日には、森山農林水産大臣に金賞受賞の報
告がなされました。 

部  門 金  賞 銀  賞 銅  賞 

展示デザイン 日 本 韓 国 ロシア 

テ  ー  マ ドイツ アンゴラ カザフスタン 

建   築 フランス バーレーン 中 国 

＜パビリオンプライズ結果（2000㎡超の自己建築型パビリオン）＞ 

 来館者へ実施したアンケートでは、98％
の方が「良かった」または「まぁ良かった」と
評価し、「入念なつくりで、印象的な展示が
非常に素晴らしかった」といった声が聞か
れました。 
 また、日本館の各シーンごとの人気順位
は、①シーンⅠ「ハーモニー」、②シーンⅡ
「レガシー」、③シーンⅤ「ライブパフォーマ
ンスシアター」となりました。   

シーンⅠ ハーモニー 

シーンⅤ ライブパフォーマンスシアター シーンⅡ レガシー 



４ 
ミラノ国際博覧会については、以下のＵＲＬをご覧ください 
 → http://expo2015.jp/ 

 184日間の会期を締めくくる閉幕式では、開催国イタリアのセルジョ・マッタレッラ大統領が
「私たちに課された挑戦は成功に終わった。ここから前に進んでいきましょう」と万博の成功
を称え、閉幕を宣言。閉幕式のフィナーレは、万博会場を囲む四方より打ち上げられた盛
大な花火でした。 
 今後は、2017年にカザフスタンのアスタナで「未来のエネルギー」をテーマに3ヶ月間の認
定博覧会が、2020年にアラブ首長国連邦のドバイで6ヶ月間の登録博覧会が開催される予
定です。 

 日本館では、10月31日21時にスタッフ全員
で最後の来館者を送り出し、184日間に渡る
日本館運営に幕を閉じました。 
 日本館のアテンダントは、公募により選ばれ
た計108名で、「おもてなし」の心で日本の食と
食文化の魅力発信に貢献しました。 
 彼らの半年間の活躍をねぎらうとともに、今
後も日本食普及の応援団として活動してもら
うために、櫻庭食料産業局長より、御礼状を
贈呈しました。 

 ミラノ万博閉幕式、感動のフィナーレ 

閉幕式の様子 閉幕の夜空を彩った花火 

「おもてなし」の心を伝えた日本館アテンダントに櫻庭局長より、御礼状を贈呈 

 ミラノ万博への出展を通じ、我が国の農林水産業や食文化の魅力を世界の方々に発
信できたかと思います。これまで御協力いただきました関係者の皆様に、この場をお借
りして御礼申し上げます。 

 
５ 
 



   ○リデュース・リユース・リサイクル推進功労者等表彰（3R推進功労者等表彰）について 
   主催：リデュース・リユース・リサイクル推進協議会 
   後援：財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省 
   問い合わせ先：（一社）産業環境管理協会内リデュース・リユース・リサイクル推進協議会事務局 
   ＴＥＬ：03－5209－7704（代） ＨＰ：http://www.3r-suishinkyogikai.jp/    

・ 宮城県内に30店舗の食品スーパーを展開す

る(株)ウジエスーパーで発生する野菜くず等

の食品残さを障がい者特例子会社の㈱ウジエ

クリーンサービスで肥料化（有機質肥料『無

限』）。 

・ 『無限』を地元農家に提供し、生産された

米、野菜を全量買取。その米を使用し、地元

企業で味噌、純米吟醸酒を製造し、それらを

店舗にて販売する食品リサイクルループを構

築。登米市の地域活性化、ブランド力向上に

貢献。 

・ 食品循環資源再生利用事業計画の認定を受

け、食品リサイクル率は65％（平成25年度）

を達成。  

３Ｒ（リデュース・リユース・リサイクル）の推進

に貢献している団体等であって、地域性、独創

性、先鞭性等から特に優れているものを表彰す

る、「３R推進功労者等表彰」の受賞者が10月23

日に発表されました。 

食料産業では (株)ウジエスーパー、(株)ウジ

エクリーンサービスの『「エコーガニック with 

ノーマライゼーション」食品スーパーが提案する

環境ループ事業』が内閣総理大臣賞を受賞しま

した。 

 １０月２７日には、KKRホテル東京において表彰式が開催され同社による取組のプレゼ

ンも行われました。 

 本表彰は毎年実施されており、例年4月から5月にテーマの募集を行っております。来年

度も食料産業から多数のご応募を期待しております。 

     平成27年度『3R推進功労者等表彰』で(株)ウジエ    
      スーパー他１社による食品リサイクルループ事業   

が内閣総理大臣賞を受賞 

 
６ 
 

内閣総理大臣賞の紹介 

味噌（夢のぼり） 

３．報告 

テーマ：『エコーガニック with ノーマライゼーション』 
食品スーパーが提案する環境ループ事業 

（株)ウジエスーパー、(株)ウジエクリーンサービス（宮城県登米市） 

吟醸酒（恋のぼり） 

米（のぼり米） 

・無限を用いた商品 

 
 

 

http://www.3r-suishinkyogikai.jp/
http://www.3r-suishinkyogikai.jp/
http://www.3r-suishinkyogikai.jp/
http://www.3r-suishinkyogikai.jp/


「（株）食のかけはしカンパニー」については、以下のＵＲＬをご覧下さい。 
 ⇒  http://www.fc-kakehashi.jp/  

    

       ハラル和食のセントラルキッチンとして 

       日本と世界のかけはしへ！～沖縄総合事務局～  

                                                

４．地方 
    だより 

 沖縄総合事務局より、イスラム圏からの外国人観光客に提供するハラルに対応

した和食の製造販売に取り組んでいる事例を紹介します。 

 （株）食のかけはしカンパニーは、 体験型

農場や食肉の加工・販売など展開する（株）伊

賀の里モクモク手作りファーム（三重県）や惣

菜製造販売の（株）知久（静岡県）等の出資に

より、平成26年５月に設立された会社です。   

 同社は、「和食」がユネスコ無形文化遺産に

登録されたことを契機に、今後増加が見込まれ

るイスラム圏からの観光客や東南アジアのイス

ラム諸国をターゲットとした販路拡大を目指し、

農林漁業成長産業化支援機構の県内サブファン

ドからの出資を受けて沖縄県うるま市の国際物

流拠点産業集積地に加工工場を整備し、平成

27年８月から本格稼働しています。 

 自社及び連携する企業とのネットワークによ

り、食材となる農水産物を全国の一次生産者か

ら集め、ハラルに対応した食肉加工品や和食惣

菜等のレトルトパックを製造販売するハラル和

食のセントラルキッチンとして、素材にこだ

わった美味しい商品作りに取り組んでいます。 

 

（本社工場写真） 

 製造された商品は、現在、京都の百貨店や名古屋の機内食メーカーに出荷さ

れており、今後は、ムスリム誘致を図る国内のホテルや飲食店などのインバウ

ンドに向けた販路拡大のほか、24時間稼働の那覇空港の国際貨物航空ターミ

ナルを活用し、東南アジアのイスラム諸国へ国産農林水産物を含めた輸出にも

力をいれることとしています。 

 

７ 

和食惣菜のレトルト
パック商品 

（株）食のかけはしカンパニー本社工場 

マレーシア 

東南アジア 
イスラム諸国 

インドネシア 

加工品 

加工品 

国内 
インバウンド 

農産物 

海産物 

全国の 
直売所＆ 
一次産業者 
ネットワーク 

 

北海道 
～ 

沖縄 

食の 
かけはし 
カンパニー 

農林水産物 

事業概要 

（ハラル加工品
写真） 

国産ごぼうのきんぴら 国産鶏のあらびき
ウインナー 



        食文化・市場開拓課長   出倉 功一  
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。 

  食文化・市場開拓課長の出倉（でくら）功一です。 

 食文化・市場開拓課って皆さんには、なじみの薄い課の名前と思われます。それもそのはず農林水
産省の組織改正により、この１０月1日に新しく設置された課です。 
 ところで皆さん、１１月２４日は何の日かご存じですか？皆さんがよく知っている記念日は祝祭日
だと思いますが、日本記念日協会というところが記念日の登録というのをやっているようで、記念日
の名称・日付・由来・目的などを整理して申請をすれば誰もが記念日を登録できるようです。実は、
１１月２４日は数字の語呂合わせで、「いい（１１）日本食（２４）」で「和食」の日として登録が
なされています。ちなみに、日本記念日協会のＨＰによると、１１月２４日は他にも「食」の関係で
は「鰹節」の日（これも１１２４（いいふし）だそうです。）と「冬にんじん」の日（これも２４
（にんじん）だそうです。）として登録がなされているとのことです。 
 
 話をもとに戻します。私たち食文化・市場開拓課の中に、 
「和食室」というのが置かれています。一昨年、日本人の伝 
統的な食文化が「和食」としてユネスコ（国際連合教育科学 
文化機関）の無形文化遺産の代表的な一覧表に記載がなされ 
ました。このユネスコに記載がなされた「和食」を次世代に 
継承していこう、そのための取組を支援しようというのが 
「和食室」の仕事です。皆さんは。「和食」といえば、いわ 
ゆる定食屋の○○定食や、若しくはなかなか食べられません 
が懐石料理を思い出すかもしれません。皆さんが親しんでい 
る和食も、当然、「和食」です。以前、登録申請の業務に携 
わっていた頃、どの食べ物が和食として登録されるんですか 
？カレーはどうですか、カツ丼はどうですか？ラーメンは？ 
そば・うどんは？というような質問をずいぶん受けました。今も同じ議論があるようですが、カレー
もカツ丼もラーメンも私たち日本人の食文化であろうと思います。専門家の先生によれば、日本人の
食文化はうまく外来のものも取り入れて自分たちのものにしていることにあるとのことです。 
 
 でも、記載がなされた「和食；日本人の伝統的な食文化」は、決して食べ物や料理ひとつひとつを
指しているものではありません。私たち日本人の食に関する社会的な慣習が無形文化遺産として記載
されたのです。社会的慣習というと難しそうですが、決して難しいものではありません。自分たちの
両親、祖父母が継承してきた食習慣、例えば、家族、地域みんなで食事を囲む、地域の自然と地形に
あった食材による家庭の味や郷土の味、お正月をはじめとする地域の「ハレ」の食など、毎日の食習
慣が文化なのです。この大切な食習慣を次世代に、子供たちに継承していこうというものです。１１
月２４日、「和食」の日を機会に、もう一度、自分たちの食習慣を考えてみるのはいかがでしょうか。 
 そういえば、１１月２４日には、日本郵便株式会社から、「和の食文化」シリーズとして、栗ごは
ん、みそ汁、天ぷら、白米と奈良漬け、みそ汁とひじきの煮物、茶碗蒸し、あじの干物、五目ごはん
とぬか漬け、けんちん汁、かぼちゃの煮物と冷ややっこという私たちが小さいことから家庭で親しん
できたおいしそうなお料理が切手となって発売されるそうです。
（https://www.post.japanpost.jp/kitte_hagaki/stamp/tokusyu/2015/h271124_t.html） 
かわいらしい和食のミニチュアで和食の献立を表現したものです。この切手を貼った手紙を受け取っ
た方も、きっと和食の魅力を感じ取ってくれるものと思います。是非、お買い求めいただければと思
います。 
 
 もうひとつ、日本食と食文化の海外発信というのが私たちの課の仕事です。引継ぎを受けた際に、
何のために日本食・食文化の海外発信をするのですかと聞いてみたところ、日本産農林水産物の輸出
拡大のためには、相手に日本食・食文化を理解してもらうことが重要だとのことです。折角、日本の
食文化を発信するのであれば、まずは、私たちが正しい食文化を理解し、正しく発信していくことが
重要です。そのためにも、もう一度、日本の食文化、自分たちの食生活を考えてみてはいかがでしょ
うか。それでも文化というものは、必ずしも自分たちの意図の通りには伝わりません。でも、それで          
いいのかも知れません。私たち日本人も自分たちでカスタマイズし、おいしい日本食として食べてい
る、いわゆる「洋食」がたくさんあるのですから。。。。  

出倉食文化・市場開拓課長 

８ 

で く ら     こ うい ち 

     写 真 



  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/ 

９ 

  

 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 
  11月11日は「介護の日」です 
  ジャパンハーヴェスト2015を開催します！ 
  平成27農林水産物等輸出促進全国協議会総会が開催されました！ 
  「こくさんたくさん週間」（11月1日～8日）が始まります！ 
  平成27年度「3R推進功労者等表彰」で食品スーパーが提案する食品リサイクルループ事業が

内閣総理大臣賞を受賞しました。 
  平成27年度輸出戦略実行委員会第2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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