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 平成２８年１月２０日、平成２７年度補正予算が成立しました。農林水産関係補正予算のう
ち食料産業局関係の概要については、次のとおりです。 

（１） 高品質な我が国農林水産物の輸出促進緊急対策 

 高品質な我が国農林水産物の一層の輸出拡大のため、品目ごとの輸出拡大のための各種取組等
を支援します。 

   

  

（１） 高品質な我が国農林水産物の輸出促進緊急対策 

1）輸出促進に向けた緊急対策 

ア 農畜産物輸出促進緊急対策事業 
  (ｱ)  コメ・コメ加工品輸出特別支援事業 
    共同での精米・くん蒸や包装米飯形態 
   での輸出などの新たなビジネスモデルの 
   構築に向けた取組の実証、海外でのプロ 
   モーション活動の強化、米国向け包装米 
  飯輸出促進、米輸出拡大のための実践的 
  調査等に対して支援します。 
                    【１２.１億円】 

  (ｲ)  畜産物輸出特別特別支援事業 
   国内や輸出先国での輸出に係る諸課題を 
  解決するため、モモ肉・バラ肉等の多様な 
  部位の輸出に向けた実践的調査、ＬＬ牛乳 
  の共同輸送を始めとする牛乳乳製品の冷 
  凍・輸送技術の実証、海外でのプロモーシ 
  ョン活動の強化等を支援します。 
                    【９.７億円】 

  (ｳ)  青果物輸出特別支援事業 
    青果物の輸出を拡大するため、輸出先 
   国の植物検疫条件を満たすのに必要な殺 
   菌処理機材の整備や、輸出先国の残留農 
   薬基準に合致した品目別農薬使用マニュ 
   アル（防除暦等）の作成等により国内生 
     産・出荷体制の構築を支援するとともに、 
     低温貯蔵・輸送技術の実証等により輸出 
   先国におけるコールドチェーンの確立等 
     を支援します。  
                    【５.０億円】 

  (ｴ)  茶輸出特別支援事業 
    緑茶の輸出を拡大するため、茶葉の乾 
     燥を短時間で効率的に行うための新たな 
     抹茶加工技術の実証や、緑茶生産におい 
   て使用される主要な農業について、輸出 
   相手国に対し日本と同等の基準を新たに 
     設定申請する取組を支援します。 
                    【２.４億円】 

イ 木材製品輸出特別支援事業 
   日本の加工技術を活かした輸出向けの新た 
  な木材製品仕様の作成、製品の試作・改良等、 
  日本産木材製品のブランド化に取り組むとと 
  もに、木材製品の展示・ＰＲや市場情報の収 
  集・提供等、輸出先国における販売促進活動 
  を支援します。 
                     【１.０億円】 

 ウ 水産物輸出拡大緊急対策事業 

(ｱ)  水産物輸出促進緊急基盤整備事業〈公共〉 
  大規模流通・輸出拠点漁港（特定第３種漁 
   港等）を核とした地域において、一貫した衛 
   生管理の下、集荷・保管・分荷・出荷等に必  
   要な共同利用施設等を一体的に整備します。                   

(ｲ)  水産物輸出促進緊急推進事業 
  水産加工施設のＨＡＣＣＰ基準を満たすた 
 めの改修整備や機器整備への支援、海外での 
   プロモーション活動等を実施します。                    

【５５.０億円】 

エ 日本食魅力発信輸出促進緊急対策事業 

   海外メディアを活用して幅広い層に日本食 

  や日本産農林水産物・食品についての正しい 
  知識の取得、理解の増進等を促すとともに、 
  料理講習会等の品目横断的なプロモーション 
  を行い、品目別の取組と連動して、日本産農 
  林水産物・食品の購買行動へとつなげる取組 
  を実施します。 
                     【３.０億円】 

2）農畜産物輸出拡大施設整備事業 

 農畜産物の輸出の拡大に資する生産から流
通までの共同利用施設や卸売市場施設の整備
を支援します。 

             【４３.０億円】 

 

２．特集 



（２）国産農林水産物・食品への理解増進事業 

 国産農林水産物・食品の需要を維持・拡大するため、付加価値の高い国産品に対する消費
者の理解や信頼を高めるとともに、商工会議所・商工会等と連携して都市圏の消費者目線で
地域産品のブランドを構築する取組を推進します。 

１）国産品への理解増進のためのイベント実施 
 事業 

 特に若い世代をターゲットとして、国産農林
水産物・食品に対する消費者の理解や信頼を高
めるため、消費者が多く集まるショッピング
モール、スタジアム等の大規模集客施設を活用
して、全国の地域特産品を集め、その魅力を伝
えるイベントを実施します。 

               【２.１億円】 

2）生産者と食品関連事業者の連携促進事業 

 観光、健康等の新たな需要につながる分野
を重点に、都市圏の消費者目線での地域産品
の商品開発を推進するため、商工会議所・商
工会と連携して、ビッグデータを活用したマ
ーケティング力の強化、生産者と食品関連事
業者のマッチング、地域産品のブランド化等
の取組を支援します。 

               【１.７億円】  

3）需要拡大に係る戦略立案等調査事業 

 生産者等が主体的に取り組む国産農林水産
物の需要拡大の仕組を検討するための調査や
、需要拡大に係る施策の方向性やターゲット
などの戦略立案に向けて必要となる基礎デー
タを収集するための調査を実施します。 

               【０.３億円】  

  

  国際的な取引に適用する日本発の食品安全 
 管理規格・認証スキーム等の具体的ニーズの 
 調査、普及、活用のための調査等を支援しま 
 す。 
               【０.１億円】 

3）日本発食品安全管理規格策定推進緊急調査 
 事業 
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農林水産省補助事業 平成27年度食品ロス削減等総合対策事業 

 第3回「食品産業もったいない大賞」表彰式 
      及び事例発表会が開催されました。 

 1月29日（金）、東京証券会館ホールにおいて、第3回「食品産業もった
いない大賞」表彰式ならびに事例発表会が開催されました。（主催：一般社
団法人日本有機資源協会、協賛：農林水産省） 
 表彰式では、三井化学東セロ株式会社の取組みが農林水産大臣賞を、5つ
の取組みが食料産業局長賞、6つの取組みが審査委員長賞を受賞しました。 
 事例発表会では、これらの企業・団体より、省エネ、温暖化対策、食品ロ
ス削減等の取組みについて発表が行われました。 

 受賞各賞の詳細については、以下のアドレスから御覧いただけます。 
http://www.jora.jp/mottainai3/index.html（外部リンク） 

３．報告 

 【受賞者の記念撮影】  【表彰式の様子】  【事例発表の様子】 
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    第25回「優良経営食料品小売店等表彰事業」 

表彰式が開催されました。 

 ２月２４日（水）、法曹会館において、第２５回「優良経営食料品小売店
等表彰事業」表彰式が開催されました。（主催：公益財団法人食品流通構造
改善促進機構、後援：農林水産省） 
 本表彰事業は、独創的な経営技術を駆使し、優れた経営成績を上げている
全国の中小の食料品小売店等を表彰しており、農林水産大臣賞３店、食料産
業局長賞６店のほか、全３８店の方々が受賞しました。 

 【表彰式の様子】  【受賞者の記念撮影】 【受賞者の商品展示の様子】 

４．報告 

 受賞各賞の詳細については、以下のアドレスから御覧いただけます。
http://www.ofsi.or.jp/mng_dept/concours/jyusyou27.html （外部リンク） 

http://www.jora.jp/mottainai3/index.html
http://www.ofsi.or.jp/mng_dept/concours/jyusyou27.html
http://www.ofsi.or.jp/mng_dept/concours/jyusyou27.html


 

 平成２８年「日本食普及の親善大使」の任命式が行われました！ 

５．報告 

 ２月２６日（金）、櫻庭食料産業局長より平成28年「日本食普及の親善大
使」が任命されました。 
 今回は国内の日本料理関係者８名のほか、外務省の協力の下、初めて海外
で活躍されている方々から１３名の合わせて２１名を親善大使に任命しまし
た。これにより、特別親善大使の檀れいさんを含め、国内外で活躍頂く親善
大使は35名となりました。 
 任命式後、親善大使の方々は森山農林水産大臣を表敬訪問し、日本食の普
及推進等について懇談されました。 
 

 平成28年「日本食普及の親善大使」の任命についての詳細は、以下のアドレスから御覧いただ
けます。 
http://www.maff.go.jp/j/press/shokusan/syokubun/160226.html 

 【任命式の様子】 【森山大臣との記念撮影】 【懇談の様子】 
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      「食育アイランド九州」を活用して食育活動 

        を支援！         ～九州農政局～  

                    

４．地方 
    だより 

  九州農政局から、九州各地で様々な食育活動に取組まれている方々の情報発信とネットワ
ーク作りを行う場として九州農政局のホームページに開設している「食育アイランド九州」
の取組みを紹介します。 

 「食育アイランド九州」は島国である九州における食育の情報発信とネットワー
ク作りの場です。 
 九州農政局では、賛同いただいた会員の方々から提供されるイベント情報を取り
まとめ、九州の食育情報として発信するとともに、会員（個人・団体）の概要や取

組の内容等を各県ごとに整理しホームページに掲載しています。 
 また、食育のイベント情報とあわせて、農林水産省の政策や予算等を紹介したメ
ールマガジン「しまかぜ」も作成しており、これを関係者へ配信することで、食育
活動の更なる推進を図っています。 
 「食育アイランド九州」には、これまで多くの方々に参加いただいており、参加
団体（個人含む）は、平成28年1月末現在544団体となっています。 
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食育アイランド九州については以下URLをご覧下さい。    
http://www.maff.go.jp/kyusyu/syohianzen/hiroba/island/island.html 
 

     

     

 さらに、九州農政局では、「食育アイランド九州」
の会員の方々が行うイベントにおいて、食事バランス
ガイドのパソコン診断などを行い、その活動を支援す
るとともに、時機をとらえたテーマを設定して交流会
を毎年度開催し、会員同士の交流を図っています。 
 平成28年2月には、食の外部化・簡便化が進み、
近年その存在が薄れつつある郷土料理の継承のため、 
「つなげよう郷土料理」をテーマとした交流会を開催
し、事例発表や意見交換を通じて、関係者の連携を図
ることとしています。 
 詳しくは、こちらをご覧ください。 
http://www.maff.go.jp/kyusyu/press/seikatsu/160128.html 
 福岡県 がめ煮 

鹿児島県 鶏飯 佐賀県 須古寿司 長崎県 具雑煮 

大分県 だご汁 

宮崎県 冷や汁 熊本県 
いきなりだんご 

親子で餅つき体験 プロの料理人を招いて料理教室を開催 

みやざきフードピヤ2015への出展 

九州の伝統料理  

http://www.maff.go.jp/kyusyu/syohianzen/hiroba/island/island.html
http://www.maff.go.jp/kyusyu/press/seikatsu/160128.html
http://www.maff.go.jp/kyusyu/press/seikatsu/160128.html


 食品製造課は、昨年１０月１日に出来た新しい課です。 

 １０月１日、初日の挨拶で、中島みゆきさんの「糸」を引き合いにして、親父ギャグ的に

課のミッションを話したら、少しだけ受けた（･･･と言うより、あからさまには滑らなかっ

た）ので、今回も、このスタイルでご紹介させていただきます。 

 菓子係、冷凍食品係など、加工食品の品目ごとに食品製造業の皆さんの取組を応援する仕

事が「縦の糸」。 

 ソーセージや即席麺、有機農産物などの規格を作って、ビジネスの効率化等を促すＪＡＳ

制度の運営や、食品の衛生・品質の管理をキチンと行っていただくためのＨＡＣＣＰ導入の

支援など、食品の品目を限定しない仕事が「横の糸」。 

 それぞれの糸を組み合わせ、相乗効果を発揮出来るよう、食品製造課の中でも、関係者の

皆さんとの間でも、コミュニケーションを良く取りながら、仕事を進めて行きたいと考えて

います。 

 例えば、新しい介護食品「スマイルケア食」について、ＪＡＳ規格を策定する取組が、こ

の糸を組み合わせようとするチャレンジの典型的な例です。 

 急速に高齢化が進むなか、介護が必要な方々の生活の質の向上を、豊かな食生活を通じて

実現するためには、介護食品のマーケットが健全に発展する必要があります。このため、食

料産業局では、２５年２月以降、介護食品をめぐる論点整理や、介護食品のあり方に関する

検討を進めて来ました。 

 ２６年１１月には、「スマイルケア食」を新しい介護食品の愛称として決定するととも

に、商品選択に役立てるための早見表を作成するなど、普及に努めているところです。これ

らは、食品製造業等の事業者の皆さんが、社会環境の変化に対応して、「世のため、人のた

め」に役立つ新たな需要を創造されることを応援する「縦の糸」の仕事と言って良いでしょ

う。 

 これに対して、スマイルケア食のＪＡＳ規格を定め、規格に合っている商品にＪＡＳマー

クを付けて販売できるようにするのは、規格化・標準化を進める「横の糸」の仕事に当たり

ます。「歯ぐきでつぶせる」とか「噛まなくてよい」という商品の特徴は、実際に買って、

食べてみるまで分かりません。一定の柔らかさを期待して買い物をし、結果として裏切られ

てしまうと、スマイルケア食全体の信頼を損なってしまいかねません。そうなると、これか

ら伸びていこうとするマーケットにとっては大きなダメージです。 

 ＪＡＳ制度の対象になることによって、消費者の皆さんは、初めてのブランドであって

も、安心してスマイルケア食を購入できる一方、新たにスマイルケア食の製造にチャレンジ

する事業者の皆さんも、一定の目途をもって商品開発に取り組むことが可能になります。 

 「縦の糸」と「横の糸」を上手く組み合わせることができ 

れば、目標であるスマイルケア食の健全なマーケットの成長 

が実現できると期待しています。 

 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。 

    

         織りなす布は、いつか誰かを♪♪ 

                             ～ 神井  弘之 食品製造課長 ～  

 

５．幹部の 
つぶやき 

15 神井食品製造課長 

  

顔と体と声が大きいので、「怖い」という印象を持た

れる方もいらっしゃるかもしれませんが、いきなり

タックルしたりしませんので（苦笑）、気軽に声をか

けていただければ嬉しいです。 



  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 
  フードケータリングショーにてスマイルケア食イベント開催！ 
  地理的表示（GＩ）の登録と登録証授与 
  農林水産物・食品の輸出額が過去最高を更新！ 
  シンガポールで輸出促進及び日本食普及ＰＲのためのイベントや閣僚会談を実施！ 

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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