
 

 

べつかいちょう

北海道別海町

宮城県東松島市

茨城県牛久市

愛知県大府市

北海道下川町
しもかわちょう

うし く し

ひがしまつしま し
新潟県新潟市

にい がた し

香川県三豊市

おお ぶ し

北海道十勝地域
（19市町村）

み とよ し

北海道釧路市
くし ろ し

北海道興部町
おこっぺ ちょう

宮城県南三陸町

静岡県浜松市
はままつ し

みなみさんりくちょう

三重県津市
つ し

岡山県西粟倉村
にし あわ くら そん

島根県奥出雲町

岡山県真庭市
ま にわ し

おく いずも ちょう

佐賀県佐賀市
さ が し

・二酸化炭素農業利用等
（食品廃棄物、ごみ（紙類等）の焼却排ガス）
・バイオガス発電（食品廃棄物、下水汚泥等）
・チップ・ペレット燃料化、熱利用（林地残材等）
・マテリアル化、燃料化（微細藻類）

福岡県みやま市
・バイオガス発電、液肥化
（食品廃棄物、し尿、浄化槽汚泥）
・資材化、燃料化、肥料化等（紙おむつ）
・ＢＤＦ（廃食用油、ナタネ）
・堆肥化（廃棄海苔）

大分県佐伯市
さ いき し

・木質バイオマス発電
（製材工場残材、林地残材等）
・バイオガス発電（下水汚泥、集落排水
汚泥、食品廃棄物等）

兵庫県洲本市
す もと し

・ＢＤＦ（廃食用油、ナタネ、ヒマワリ）
・バイオガス発電（下水汚泥、食品廃棄物、廃玉ねぎ等）
・燃料化、マテリアル化、肥飼料化（竹（放置竹林））
・燃料化、発電（BTL）（可燃ごみ、木質、農産物残渣）
・燃料化、飼料化、マテリアル化（微細藻類）

富山県射水市
い みず し

・堆肥化（樹皮、剪定枝等）
・混合燃料化（廃食用油）
・熱利用、肥料化、資材化等（もみ殻）
・木質バイオマス発電（間伐材等）

島根県隠岐の島町
お き の しま ちょう

・マテリアル化（間伐材･林地残材等）
・ペレット燃料化、熱利用（間伐材･林地残材等）
・木質バイオマス発電（間伐材･林地残材等）
・バイオガス発電
（食品廃棄物､間伐材･林地残材等）

と か ち

平成26年度
選定地域

平成25年度
選定地域

地域のバイオマスの収集・運搬、製造・利用までの経済性が確保された一貫シ
ステムを構築し、地域の特色を活かしたバイオマス産業を軸とする環境にやさし
く災害に強いまち・むらづくりを目指す地域です。

(1)バイオマス産業都市とは

(３)新たな選定地域

(2)選定結果について

富山県射水市、兵庫県洲本市、島根県隠岐の島町、福岡県みやま市、

佐賀県佐賀市、大分県佐伯市 以上６市町

平成26年５月30日から７月25日までのバイオマス産業都市募集期間中に応
募のあった地域について、有識者で構成するバイオマス産業都市選定委員会が、
構想の審査及びヒアリングを行った上で取りまとめた選定地域推薦案を踏まえ、
11月10日に７府省が共同で新たに６地域を選定しました。
これにより、平成25年度の選定地域と合わせて、これまでの選定地域数は22

地域になりました。

８

○バイオマス産業都市の選定地域（平成26年11月現在）

３. 報告

バイオマス産業都市の構築を目指し、関係７府省（内閣府、総務省、文部科学省、農林
水産省、経済産業省、国土交通省、環境省）が共同で地域を選定し支援を行っています。

バイオマス産業都市に新たに６地域を選定！



再生可能エネルギーに関するシンポジウムが全国3カ所（福岡会場:9月24日、
岡山会場:25日、東京会場:10月2日）で開催され、地域の農林漁業者や農林漁業
関係団体をはじめ、地方公共団体、発電事業者など再生可能エネルギー導入に関
心のある方に多数ご参加いただきました。

９

東京会場の様子

農林水産省広報誌「ａｆｆ（あふ）」の12月号（12月１日発行）では、
再生可能エネルギーを活用した農山漁村の取組事例が特集されます。ぜひ、
ご覧ください。

【その他全国各地の取組事例を紹介しています！】
⇒ http://www.maff.go.jp/j/shokusan/renewable/energy/zirei.html

４. 報告
再生可能エネルギーに関するシンポジウム
が開催されました！

◆農山漁村における再生可能エネルギー導入の取組の例

・太陽光発電の売電収入を活用した農村集落の再生（熊本県山都町）

・風力発電の売電益による間伐の推進（高知県梼原町）

・小水力発電を活用した農産物加工品の開発（岐阜県郡上市）

・山林未利用材を活用した木質バイオマス発電による林業振興（大分県日田市）

など

【お問い合せ先】農林水産省食料産業局 再生可能エネルギーグループ 03－6744－2249

農林水産省HP：再生可能エネルギーの導入の促進について
⇒ http://www.maff.go.jp/j/shokusan/renewable/energy/index.html

【当日の資料はこちら】http://www.jrep.or.jp/events.html

再生可能エネルギーの利用による農山漁村の活
性化をめざして、今後も農林水産省ホームページ
などを活用し、各種支援や取組事例をお知らせし
ていきます。

農山漁村における再生可能エネルギーの導入を進めています！

シンポジウムでは、発電事業がもたらす地域へ
のメリットや事例紹介の講演が行われるとともに、
パネルディスカッションでは、「再生可能エネル
ギー発電事業を行うための協議会には、どのよう
な方に参画してもらったらよいか」という具体的
な相談なども寄せられ、再生可能エネルギー事業
に取り組む際の必要な考え方等を共有することが
できました。

用水路に設置された小水力発電設備



東アジア地域に「植物品種保護制度」を
広げる活動を行っています！

（１） 東アジア各国の状況と問題点

新たな品種を育成した者の知的財産権（育成者権）を法的に守る仕組みを「植物
品種保護制度」といいます。この分野の国際条約であるUPOV（ユポフ）条約は、
各国が共通の基本的原則に従って育成者権を守ることにより、優れた品種の開発、
流通を促進し、農業の発展に寄与することを目的としています。

我が国は1982年にUPOVに加盟し、種苗法に基づき制度を運用しています。一
方、東アジアの途上国では、植物品種保護制度が整備されていない、又は制度が整
備されていてもUPOV条約に準拠していない国がほとんどです。このように、我が
国の重要な知的財産である植物新品種が国際的なレベルで保護されない状況が、種
苗産業の海外展開における課題となっています。

東アジア地域の連携により植物品種保護制度の整備・充実を促進するため、日本
の主導により平成20年に日本、ASEAN諸国、中国、韓国から成る「東アジア植物
品種保護フォーラム」を設立し、人材育成や意識啓発等の協力活動を行っています。
今年の8月には、ラオスのビエンチャンで「第7回東アジア植物品種保護フォーラ
ム」が開催され、今後1年間の活動方針と計画を決定しました。

東アジア各国で植物品種保護制度の整備が進むことにより、日本の品種を海外
でも知的財産として保護することが可能になり、種苗産業の東アジア各国への展
開が期待されます。また、東アジア各国においても、新品種の育成や海外からの
品種導入が促進され、農業分野の国民の所得向上に結びつくことが期待されます。

（１）日 時：平成26年8月7日（木）
（２）場 所：ラオプラザホテル（ラオス）
（３）参加者：約100名

ASEAN10ヵ国、日本、中国、韓国
ゲスト： UPOV （植物新品種国際同盟）、GNIS （フランス植物品種保護当局）、

IRRI （国際稲研究所）、AVRDC （国際蔬菜センター）
（４）今年度の活動計画：

① イネの品種登録の審査に必要な栽培試験の研修（2014年9月、ベトナムにて開催）
② ランブータン・スターフルーツの審査基準調和第1回専門家会合
（2014年11月、マレーシア）

③ デンドロビウム審査基準調和第2回専門家会合（2015年2月、韓国）

第7回東アジア植物品種保護フォーラム本会合

東アジア植物品種保護フォーラムについては、以下のホームページをご参照下さい。
⇒ http://www.eapvp.org/japanese/index.html

「東アジア植物品種保護フォーラム」第７回会合の様子

（２） 東アジア植物品種保護フォーラムによる取組

（３） 期待される効果

５. 報告
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地域特産「ハツシモ」を活用した米粉麺

で世界を目指す！ ～東海農政局～

６．地方
だより

東海農政局から、地域特産のうるち米「ハツシモ」を使い、100％の米粉麺を

開発・加工・販売し、さらに輸出にも取り組む６次産業化の事例を紹介します。

岐阜県海津市にある(有)レイク・ルイーズは、地域の特産品である「ハツシ

モ」の特徴である粘りの強さ等の特性を活かして米粉麺を開発しました。

（「ハツシモ」は、初霜が降りる頃までじっくり育てられたお米というのが名前の由来です。）

さらに、べーめんを改良し、2012年には六次産業化・地産地消法に基づく

総合化事業計画の認定を取得しました。6次産業化の支援を活用して、飛騨地

域の野菜等を乾燥・粉末加工して麺に配合した新商品の開発を行うとともに、

廃校となった岐阜県白川村の小学校校舎を利用して加工場を整備しました。

当初はつなぎとしてグルテン等を使用していまし

たが、岐阜大学との産学連携により、グルテンやで

ん粉等のつなぎを使用しない「米粉100％の米粉

麺」の開発に成功しました。商品名を「べーめん」

とし、商標登録するとともに製法等でも特許を取得

しました。

さらに、べーめんが小麦グルテンを含まないことから、EUやアメリカのグル

テンフリー食品の市場への進出を目指し、欧米向け輸出で課題となる消費期限

の延長等のための商品改良をするなど、さらなる輸出拡大に取り組んでいます。

また、国内市場だけでなく、海外での販路開拓を目

指し、2013年には岐阜県内の輸出に取り組む食品製

造業者等と岐阜県食品輸出研究会を設立し、海外で開

催される展示商談会等に積極的に参加しています。今

後は、米粉の麺を常食し需要が高いタイへの輸出に力

を入れ、2017年までに輸出額3000万円を目指して

取り組んでいます。
タイの百貨店サイアムパラゴン
での試食販売の様子

（廃校舎内に整備した製粉機等）

かい づ

現在、黒米を配合したもの、ほうれん

草を配合したもの、玄米や白川村産のコ

シヒカリを使ったものなど、米粉麺をよ

り広く普及させるべく、べーめんの商品

ラインナップの強化を図っています。

今後も、雇用と地域農産物の活用を通じて、地域活性化につなげていただき

たいと考えています。
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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。

施策展開のスピード感
～ 谷村 栄二 バイオマス循環資源課長 ～

７. 幹部の
つぶやき

12

谷村バイオマス循環資源課長

性化に有効な手法の一つであることは言うまでもありません。国もそのような認識

から、2002年にバイオマス・ニッポン総合戦略を閣議決定した以降、関係法令

を整備し、さらに農林水産省をはじめ各省が相当額の予算を措置して地域の取組

を支援しています。一方で全国どの農山漁村にもバイオマスは存在しているため

比較的安易にバイオマスの利活用を考えがちであることも否定できず、「地域づ

くりの一手法としてのバイオマス利用」でなく、「バイオマス利用」自体が目的

化してしまい、結果として地域に負の遺産を残すことになってしまった取組も少

なからずあります。

しかしながらこれは取り組んだ地域だけの問題ではないと思います。地域にお

けるバイオマス利用に対する理解度や事業性について十分検証していたのか、自

ら措置した予算等の効果の早期発現を重視しすぎてはいなかったのか等むしろ国

自らの課題として捉える点も多いと私は考えています。バイオマス利活用という

従来の農林水産政策や農山漁村政策にはなかった施策をきちんと所期の目的を果

たせるように展開していくためには、国だけでなく自治体、農林漁業者、地域住

民等の関係者が等しく施策の意義を認識していることが必要でありますが、その

ためには一定の時間が必要であることもまた事実であり、これは実りある事業展

開という観点からは「必要不可欠」なものでしょう。国で施策を検討する際には

ともすれば毎年度何かしらの新規性を打ち出すことに目が行きがちですが、しっ

かり検討を進めてきた地域を置いていくことのないよう、施策展開のスピードに

は十分留意していかなかればならないと日々考えています。

昨年9月にこのポストについて1年と2ヶ月余り。様々

な場面で日本のバイオマス政策について話をする機会を

得ましたが、その際に私がこれからバイオマス活用に取

り組もうとする地方自治体等の方々に強調したのは「過

去の失敗を繰り返さないためにも、地域に役立つバイオ

マス活用策をじっくり考えた上で、事業に取り組んで欲

しい」ということでした。

木質や家畜排せつ物等のバイオマスを活用した事業の

創出は、今や待った無しの課題である農山漁村地域の活



2015年に開催されるミラノ万博は「地球に食料を、生命にエネルギーを ～
Feeding the Planet , Energy for Life～」をテーマに開催されます。食料とエ
ネルギー問題は、私たちの生活に密接に関係するものです。
「LIVE DRYADS 2014」では、「食とエネルギーと地域再生を未来へつな

ぐ」をテーマとしたパネルディスカッションや音楽ライブなどを行います。
「食・エネルギー・地域再生」をテーマに、これからの私たちと地球の未来を

一緒に考えてみませんか。

※ 詳細はＵＲＬ（www.dryads.jp）をご参照ください。

９. お知
らせ
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「食・エネルギー・地域再生」をテーマに
イベントが開催されます！

８. お知
らせ

本省に来られる際には、ぜひ６階の食料産業局情報発信コーナーにお立ち寄りく
ださい。

日 時 平成26年12月２日（火）18：30開場 19：00開始
場 所 恵比寿天窓.switch
内 容 ○主催者挨拶 小見山將昭（創造再生研究所長）

○パネルディスカッション
パネリスト
・佐藤洋一郎（農学博士 植物遺伝学）
・佐川未緒（創造再生研究所データサイエンティスト）
・櫻庭英悦（農林水産省食料産業局長）

プレゼンター
・末松広行（農林水産省関東農政局長）

○ミニ演劇『三つの種』
○音楽ライブ／ドリアード・バンド＆フェアリー・ホーンズ

情報発信コーナーをご覧ください！

食料産業局では、来省する方々に当局の施策や取組をお知らせするため、情報発
信コーナーを設置し、随時、内容を更新しています。

※入場料等が必要です。

ｐ９に掲載しました
農山漁村での再生
可能エネルギーの
取組事例も一新し
ました。

◆ 2015ミラノ国際博覧会日本館については以下のホームページをご覧ください！
⇒ http://www.expo2015.jp/



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
 東日本大震災被災地の食材を使った和食レセプションを開催
 ドイツの食糧・農業省と再生可能エネルギーについて意見交換をしました
 「農林水産省輸出相談窓口」を設置しました！
 第55回海外日系人大会で「和食」をテーマとした特別講演
 「食品産業もったいない大賞」のご案内
 スイスのベルンで日本食の魅力発信イベント開催
 シンガポールで「Oishii JAPAN 2014」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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