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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。 

                                                                                                                                                               

    平成28年熊本地震について 

（１） 地震発生を受けた体制整備 

 ① 平成28年熊本地震では、４月14日21時26分に発生したマグニチュード 
       6.5の前震に加え、16日午前１時25分にはマグニチュード7.3の本震が発 
       生しました。その後も断続的に余震が続くこととなりました。 
   地震の発生を受け、官房長官からは、早急に被害状況の把握、被災者の救 
   命、救助及び避難や被害などの情報を適時的確に行うとともに、食料、水の 
       提供体制をしっかり行うよう指示がありました。 
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１．特集 

 この度の平成28年熊本地震で亡くなられた方々に哀悼の意を表するとともに、 
 被災された方々にお見舞い申し上げます。 

 ② そのような中、当局では、16日の本震を受け、「農林水産省緊急自然災 
  害対策本部食料・物資支援チーム」を立ち上げ、また、その機能を強化する 
  ため大角審議官（食料産業局）をグループ長とする「実行グループ」を立ち 
  上げました。 

   ③ また、被害状況の迅速な把握、食料・飲料水等必要な 
    物資の供給に万全を期すため、４月17日より、物資調達 
    ・配送支援担当の責任者として、櫻庭食料産業局長を現 
   地に派遣し、現場のニーズの把握や確実な提供の実現に 
   向けた取組を実施しました。 
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   食料・飲料水の被災地への支援にあたっては、食品業界をはじめ様々な企 
  業や団体の御協力により、 必要な食料や飲料水等を供給することができま 
  した。皆様の御協力に深く感謝申し上げます。 
 ① ４月17日から19日までの３日間は、パン、カップ麺などカロリーを重視 
      した支援を、４月20日から22日までの３日間は、缶詰やレトルト食品など 
      バリエーションを増やし支援を実施しました。 
   また、被災自治体からの要請に応じて、精米、保存用パンなどを提供しま 
  した。 
   さらに、23日から25日の３日間は、被災者のニーズに応じて、おかずと 
      なる食品や子供・高齢者向けの食品で、保存性の高い食品を中心に提供しま 
      した。   

 ② 26日から５月６日までは、保存性の高い食品を中心に被災者のニーズに 
 合わせて食品を随時提供し、大型連休中のニーズに機動的に対応できるよう、 
   必要な食品を一定量まとめて提供しました。 

（２） 被災地に食料・飲料水を支援 

２ 

   ④ 今回の地震において、九州農政局の職員は、避難所へ送る物資の積み込み作 
   業や、佐賀県内の物流拠点から各避難所に送る支援物資の確認などの作業に 
   従事しました。また、被災者の方々への罹災証明書の発行を早急に行うため、 
         熊本県職員と協力して被害家屋の調査にも対応しました。九州農政局では、 
   地震発生以降、延べ1,061人（６月５日現在）の職員が支援活動に従事して 
   おります。 

 （鳥栖センターで支援物資の確認作業）  （支援物資を車に詰め込み避難所へ） 

 （支援物資を自衛隊車に詰め込む）  （県職員と協力して被害家屋の調査） 



   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

     

         

 

 

 

 ② 26日から５月６日までは、保存性の高い食品を中心に被災者のニーズに 
 合わせて食品を随時提供し、大型連休中のニーズに機動的に対応できるよう、 
   必要な食品を一定量まとめて提供しました。 

４月17日（日）～25日（月）  計204万食等 

パン 54万食   缶詰   20万食 

おにぎり 23万食   栄養補助食品 12万食 

パックご飯 19万食   ビスケット 9万食 

カップ麺 52万食    他、米 116t 

レトルト食品 14万食      水 24万本 

ベビーフード １万食      清涼飲料水 ２万本 

介護食品 １万食       粉ミルク（アレルギー対応含む） ２t 

４月26日（火）～５月６日（金）  計59万食等 

パン ３万食  栄養補助食品 ２万食 

パックご飯 11万食   他、米 10t 

カップ麺 ８万食     清涼飲料水 19万本 

レトルト食品 19万食     LL牛乳 ５万本 

缶詰 16万食     バナナ 16万本 

（３） 森山農林水産大臣による現地視察 

  森山農林水産大臣は、農林水産業関係被害の現地調査のため、５月２日には 
 農地やため池の被害、カントリーエレベーターや畜舎の損壊、林地の荒廃など  
 の被害状況を、５月６日には熊本地方卸売市場（田崎市場）等で水産せり場の 
 支柱の破損等の状況を確認しました。 
  ５月15日には、山地の崩壊や農地の陥没・地割れの状況等を精力的に視察 
 しました。 
 
 
 
 
 
 
        （田崎市場の視察の様子）          （田崎市場内の被害状況） 

 

（自衛隊トラックで支援物資を納 
 品する様子（グランメッセ熊本）） 

（食料支援物資集積センターの様子 
（日通鳥栖センター）） 

３ 



 平成28年熊本地震では、4月14日（木）の前震後に、政府は現地対策本部を

立ち上げました。16日（土）未明の本震直後は人命救助に注力するとともに、

電気・ガス・上下水道のライフラインの復旧に着手しましたが、徐々に避難所に

食料等の避難物資が届かない事態が深刻化しました。 

 被災者支援の加速化、ライフラインの早期復旧、物流網の確保などの課題に対

応するため、農林水産省から、物資調達・配送支援担当の責任者である櫻庭食料

産業局長が18日（月）に現地対策本部入り、20日には現地対策本部の一角に指

定職級が集う専用のスペースを設け、毎朝ミーティング（通称「Ｋ９ 会議」Ｋ

はKumamotoの頭文字、９は構成メンバーの人数）を行うようになりました。 

 

 私は、4月28日から５月10日まで現 

地にいたのですが、本部は、県庁の大会 

議室があてられ、各省庁が机の区画ごと、 

あるいは同じ区画に座り、役職に関係な 

く所々で作戦会議、物流業者や小売事業 

者、県や市との打ち合わせが行われ、あ 

る省庁チームは被害の大きい現場や復旧 

が遅れている現場へ急行と、さながら戦 

場の前線基地のようでした。 

 

   １日のうちに震度３、４の地震も頻発、 

本部の部屋も毎日揺れました。そのよう 

な状況の下、全国各地から派遣された各 

省庁の職員（リエゾン）は、各省庁の威 

信をかけた面子ぞろいで、復旧の遅れは許されないという張り詰めた雰囲気の中、

食料や日用品の支援物資の調達、各種インフラ復旧などが進められました。この

ことにより、普段は各地、別々の建物にいる省庁職員間や協力企業との情報共有

は速く、当初は混乱があったものの、ライフラインは徐々に復旧、また、食品、

物流産業をはじめとした企業の皆様方にも多大な御協力をいただきましたおかげ

で、物資調達についても、取り進めることができました。ご協力いただきました

皆様に心より厚く御礼申し上げます。 

 

 地震から一ヶ月以上が経ち、現在、物資調達は政府から県中心のスキームに移

行し、産業復興、農林水産業関係では熊本の農林水産業関係の施設復旧や農林水

産業復興支援、阪神大震災を超える被災家屋対策・被災された方々への住まいの

提供などの段階に移っています。まだまだ熊本復興に向けての支援は必要です。

引き続き、皆様方のご協力をお願い申し上げます。 

現地対策本部を激励する 
サッカー日本代表ハリルホジッチ監督 

 たなべ    ひろゆき （４） 熊本地震での現場 
戦場の熊本地震政府現地対策本部 

  ～田邉 浩之 食品製造課 食品企業行動室～  
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     海外における「日本料理の調理技能認定」及び
「日本産食材サポーター店認定」に関するガイドライ
ンに係る運用・管理団体及び認定の際に付与するロゴ
マークが公表されました。 

   

  約８万９千店まで急増している海外の日本食レストランを、日本食・食文化

の効果的な発信拠点として活用するため、平成２８年４月１日、海外における

「日本料理の調理技能認定制度」と「日本産食材サポーター店認定制度」のガ

イドラインを制定しました。   

  これに伴い、 ６月１日、両ガイドラインに基づく、認定団体の認定等を行う

運用・管理団体と、認定の際に付与するロゴマークを公表しました。 

  今後は、これらの運用・管理団体が認定団体の募集を行い、日本料理の調理

技能の認定や、日本産食材サポーター店の認定が開始されることになります。 

  農林水産省食料産業局は、両制度の普及を通じて、日本産食材の海外需要の

拡大に努めてまいります。 

・ガイドラインや、運用・管理団体とロゴマークの公表については、下記URLからご覧いただけます。 
   ⇒ http://www.maff.go.jp/j/press/shokusan/syokubun/160601.html 

日本料理の調理技能認定制度 

日本産食材サポーター店認定制度 

 概要    
    
 日本食・食文化のブランド力を高めるため、 

民間が自主的に、日本料理の基礎的な食品 

衛生管理等に関する知識や調理技能の修得 

度合に応じて料理人を認定できるよう、 

一定の要件をガイドラインとして定めたもの。 

 
 運用・管理団体 
 
・（株）テー・オー・ダブリュー 
・（株）和食人材プラットフォーム 
・ ＮＰＯ法人日本食レストラン海外普及推進機構 

 概要 
    
 海外の日本食レストランを輸出の拠点として活用するため、 
民間が自主的に、日本産食材を積極的に使用する海外の 
飲食店や小売店を、「日本産食材サポーター店」として認定 
できるよう、一定の要件をガイドラインとして定めたもの。 
 
 運用・管理団体 
 
・（独）日本貿易振興機構 
・ ＮＰＯ法人日本食レストラン海外普及推進機構 

 ロゴマーク 
  認定の種類毎に以下のマークを使用 

実務経験 
概ね２年程度の者 

（ゴールド） 

日本料理学校等の 
卒業者又は 
実務経験 

概ね１年程度の者 

（シルバー） 

短期料理講習会等
の受講者 

（ブロンズ） 

 ロゴマーク 

2.報告 
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      「食と農の景勝地」の取組計画の募集が 
     始まりました！！（６月１日～７月29日） 
       ～農山漁村で外国人をおもてなし～ 

  昨年、日本を訪れた外国人観光客は、過去最高の1,974万人に達し、今年に入っ

てからも、アジア圏を中心に外国人観光客は増加傾向が続いています。 

  一方で、こうした外国人観光客の多くは東京や大阪等の大都市を中心に訪問して

いるのが現状であり、今後は、これら観光客を地方や農山漁村に呼び込み、地域の

活性化につなげていくことが重要です。 

 

  このため、農林水産省では、観光庁等と連携して、農山漁村の「食」とその食材

を生み出す「農林水産業」、特徴ある歴史、文化、景観等の観光資源を一体的に海

外に発信するための仕組みとして「食と農の景勝地」認定制度を本年４月１日に創

設しました。現在、全国ブロック別の説明会を開催し、制度の周知を図っていると

ころです。 

 

  今般、この「食と農の景勝地」の第１弾認定に向けて、全国各地からの取組計画

の申請受付を開始しました。募集期間は、６月１日から７月29日まで（※）となっ

ており、本年秋頃に景勝地第１弾の認定を目指しています。 

 

  「地域の食と農の魅力で、外国人を呼び込みたい」全国各地からの積極的な応募

申請をお待ちしています！ 

 

 （（※）熊本県・大分県については、平成28年熊本地震の影響を考慮し、募集期間を８月31日までに延期。） 

「食と農の景勝地」要綱、応募要領等の情報については、下記URLからご覧いただけます。 
   ⇒ http://www.maff.go.jp/j/shokusan/gaisyoku/keisyoti_kentokai/ 

3.報告 

地域特有の 
歴史的な 
ストーリー 

地域の 
食 

地域の 
農 

観光 
資源 

地域の 
景観 

「食と農の景勝地」のイメージ 
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 平成27年の輸出産品を見ると、明治時代からの伝統的輸出産品であるりんご、お茶、
水産物といったものの他にも、牛肉、日本酒といった産品が、それぞれ100億円を超えま
した。それ以外にも、いちご、ゆず、黒にんにく、こんにゃく、アイスクリーム、粉ミル
ク、盆栽、ホタテ貝、ぶり、、、、等々、あらゆる産品が輸出されているといっても過言
でないように思います。これ以外にも、輸出可能性のあるものはまだまだあるでしょう。 
 
 農林水産省においては、以前から輸出促進を担当する組織はありましたが、昨年10月
に、課（輸出促進課）に”昇格”しました。また、更なる輸出拡大を目指し、本年５月、
政府一体となって、「農林水産業の輸出力強化戦略」を取りまとめました。平成32年の
輸出額目標１兆円の早期達成に向け、政府の組織、政策の軸足が、確固たるものになって
います。 
 
 7,400億円という輸出額は、日本食品に注がれる海外の熱い視線と、事業者の方々のた
ゆまぬ努力が交差した結果と心得、今後とも、輸出に関する歴史の重みを感じつつ、事業
者の皆様の輸出をサポートしていきたいと思っております。  

 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。 

    

        日本は農林水産物の輸出国か？輸入国か？ 
                             ～ 山田  英也 輸出促進課長 ～  

 

4．幹部の 
     つぶやき 

７ 

山田輸出促進課長 

  

 『日本は農林水産物の輸出国か？輸入国か？』私は学生時代から、答えは迷わず「輸入
国」、と思い込んでいました。事実、平成27年の農林水産物の輸入額は９兆円を超えて
いる一方、輸出額は過去最高を記録したとはいうものの、ようやく7,400億円を少し超え
たに過ぎません。 

 例えば、水産物の輸出は2,700億円を超え、農林水産品の輸出
総額の４割近くを占めていますが、これは一日にして成ったもの
ではありません。小学生の頃、講読していた学習雑誌の付録に捕
鯨船の模型がついてきたことを覚えていますが、現在のポストに
就いて事業者の方々のお話を伺うにつけ、こうした水産大国ニッ
ポンは、何ヶ月も船上で暮らすような、先人の努力が支えてきた
ことを感じています。農産物についても、小職が農水省に奉職し
て以降、農産物輸入自由化の動きの反面、輸出に力を入れようと
の施策が折々に打ち出されてきたことを、今更ながら思い出して
います。 

 
 しかし、我が国の近代史を改めて紐解く
と、「明治初期には生糸やお茶、水産物が
日本の主要輸出産品でした」という記述が
見られます。これらの産品が日本経済を支
え、そうして稼いだ外貨で日本は発展を遂
げ、工業品の輸出国となってきたわけで
す。現在のポストに就いて、農林水産物の
輸出というDNAが連綿と受け継がれてき
た、日本は「輸出国」なんだな、と実感す
るようになりました。 

農林水産物・食品の 
輸出促進ロゴマーク 



  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 

８ 


