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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 

 「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。 
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１．11月に集中開催！「食と農林漁業の祭典」 

 「食と農林漁業の祭典」は、「生産者と消費者の絆を深める」、「日本と世界

の絆を深める」をサブタイトルとして、わが国の農林漁業・食品産業・農山漁村

がもつ素晴らしい価値を広く国民・世界に伝え、ジャパンブランドの再構築を図

ることを目的としています。 

 このため、本年２月のキックオフイベント以降、日本の農林漁業等の持つ可能

性がアピ－ルできる参加イベントを開催してきました。11月～12月は祭典のク

ライマックスとして、様々なイベントを集中的に開催します。 



 

 

     農林水産祭式典         11月23日（金・祝）       東京明治神宮会館 

  ・優秀な成績をおさめた農林水産業者に対する天皇杯等三賞の受賞者への表彰 

 

      

    

 ◆ジャパンフ－ドフェスタ                  11月 １ 日（木）～ ４日（日）        東京丸の内  
   ・東北地方の食の販売 
   ・全国各地の６次産業化に取り組む方々による食の提供 
   ・「ご当地！絶品うまいもん甲子園」受賞校による食の提供 
   ・料理マスターズを受賞した方々による食イベント 
   ・動物とのふれあいコーナー など  

 ◆ファ－マ－ズ＆キッズフェスタ・実りのフェスティバル 
                                             11月10日（土）～11日（日）         東京日比谷 
     ・実りの秋！ふる里の味と香りが勢ぞろい！！ 全国の農産物等の直接販売 
    ・国産豚の試食（しゃぶしゃぶ） 
     ・ファーマーズマーケット・レストラン 
     ・キッズミニ農園・農機体験 
     ・ＮＨＫラジオ「歌の散歩道」公開収録 など  

 ◆アグリビジネス創出フェア         11月14日（水）～16日（金）         東京ビッグサイト 

   ･農林水産・食品産業分野の技術交流展示会 

 

  

         

 ◆日本料理文化博覧会           11月 ５ 日（月）～11日（日）     京 都 
   ・日本の食文化展示会 
    ・きょうと食育フォーラム  
    ・京の食文化体験 

     ・宇治（茶）・伏見（酒）の郷を散策  など 
     

 ◆祭典シンポジウム                 11月17日（土）～18日（日）         東京秋葉原 

     ・リュック・モンタニエ氏、寺島実郎氏による基調講演 
     ・若手篤農家が語る「TＡLK ON STAGE」   
     ・内外の食の専門家等によるパネルディスカッション 
     ・「食の機能性について」の対談 

 

 

  

 ◆農業フロンティア2012             12月 １日（土）～ ２ 日（日）         東京ビッグサイト 
  ・直売！日本のおいしさ体験 
  ・日本の食を支える先端技術展示・体験 

   ・体験を通した農育 ・食育 
    ・畑を耕すことができる農業体験 など 

 

           

11月～12月に祭典のクライマックスとして実施するイベント 

イベントの詳細については農林水産省ホ－ムペ－ジでご確認ください。                        

       ⇒ http://www.maff.go.jp/j/shokusan/saiten/index.html 
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開催日程 開催場所 

生産者と消費者の絆を深めるイベント 
開催日程 開催場所 

日本と世界の絆を深める 
開催日程 開催場所 

農業が変わる、農業を変える 
開催日程 開催場所 



  

食べもののムダをなくそうプロジェクト（消費者庁HP） 
⇒ http://www.caa.go.jp/adjustments/index_9.html  

ワ－キングチ－ムに関するＨＰ 
⇒ http://www.jora.jp/news_release/index.html 

   
 食べることができるのに捨てられて 
しまう「食品ロス」は、世界の穀物需給 
がひっ迫し、食料価格が上昇している中、 
我が国だけでなく、世界的にも大きな課 
題となっています。 
 食品ロスの発生原因となりうるいわゆ 
る3分の１ル－ルなどの商慣習について 
話し合い、解決を目指すため、食品製造 
業・卸売業・小売業者に有識者を交えた 
「食品ロス削減のための商慣習検討ワ－ 
キングチ－ム」（WT）が平成24年10 
月に発足しました。このWTでは、検討 
・協議した取組を業界全体へ普及させ、 
食品業界の体制整備のあり方を検討して 
いくものです。 
 農林水産省としても、経済産業省と連 
携しつつ、WTをサポ－トしていきます。  

  
 また、食品産業において食品ロスの 
要因の一つである過剰在庨や返品等の 
商取引慣行が形成された背景には、消 
費者の過度な鮮度志向があるといわれ 
ており、消費者自らが無駄を意識した 
消費行動（例：賞味期限等の食品表示 
の正しい理解、冷蔵庨の在庨管理等） 
を起こす必要があります。 
 そこで、食品ロス削減の取組を消費 
者に普及・啓発するため、消費者庁等 
の関係省庁等と連携して、「食品ロス 
削減関係省庁等連絡会議」を立ち上げ、 
国民運動への展開に向けて検討・協議 
していくこととなりました。 

(1) 食品ロス削減のための商慣習を検討 

(2) 食品ロス削減関係省庁等連絡会議 

２．食品ロス削減のための取組みについて 

３ 



３．「バイオマス事業化戦略」の決定について 

～バイオマス産業都市のイメージ～ 

地域のグリーン産業の創出と地域循環型エネルギーシステムの構築 

 「バイオマス事業化戦略検討チ－ム」の立上げについては第４号(３月発行)でお知
らせしたところですが、検討チ－ムで計９回にわたり議論し、９月６日、バイオマス
関係７府省(内閣府、総務省、文科省、農水省、経産省、国交省、環境省)の政務で構
成される「バイオマス活用推進会議」で「バイオマス事業化戦略」が決定されました。
主な内容は以下のとおりです。 
 
 ① 多種多様なバイオマス利用技術の到達レベル、実用化の見通し等を整理した

「技術ロ－ドマップ」を策定し、このロ－ドマップに基づき、４つの技術と４つ
のバイオマスに選択・集中して事業化を推進します。 

  
 ② また、事業化推進のため、「入口」(原料調達)から「出口」(需要創出・拡大)

までの各段階ごとの戦略、「個別重点戦略」(木質、下水汚泥、食品廃棄物、家畜
排せつ物、バイオ燃料)、「総合支援戦略」(バイオマス産業都市の構築等)を提示
しました。 

４ 



「バイオマス事業化戦略」は下記URLでご確認ください  
⇒ http://www.maff.go.jp/j/shokusan/biomass/b_kihonho/index.html 
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 私は、スポ－ツファン、と言っても見るだけですが、オリンピックやサッカ
－のワ－ルドカップ期間中に寝丌足なのは当然として、テニス、ラグビ－、駅
伝、卓球、フィギュアスケ－ト、更には、自転車やＦ１まで広くチェックして
おります。 
 
 プロ野球は巨人ファン。この執筆時はクラ 
イマックスシリ－ズの最中ですが、その結果 
はともかく、今年の巨人は強かったですね。 
一時期の四番打者しかいないと言われた打線 
も、俊足・巧打から強打者まできれいにつな 
がり、本塁打に頼らないものとなりましたし、 
投手陣も左右のバランスがよく、また、自前 
の選手とトレ－ド組も良く融合していたと思 
います。 
 
 さて、私は、６次産業化の推進を主に担当しております。６次産業化は、ご
存じのとおり、基本形としては、農業者が自ら加工や販売も手がけることによ
り、農産物の付加価値を高め、所得を向上させていく取組のことをいいます。
ただし、農業者個々の取組のみではどうしても限界があります。農業者みんな
が万能選手になるわけにはいきません。１次産業と２次産業・３次産業の方々、
いわば様々なタイプのプレ－ヤ－がバランス良く組み合わさりながら、連携・
融合していく。そして、それぞれが持つノウハウ、得意技を生かしつつ、農林
水産物本来の価値を大きく高めながら、消費者まで確実につないで行くことが
重要です。 
 
   このような観点から、先の通常国会において、株式会社農林漁業成長産業化
支援機構法が成立され、民間の資金・ノウハウを生かしつつ、農林漁業者と関
連企業からなる６次産業化事業体に対し、出資等による支援を行うこととして
おります。 
 
 また、平成25年度予算概算要求においても、特別重点要求として、農林漁業
と流通、食品、観光、学校、病院等が地域的又はテ－マ別のネットワ－クを形
成し、マッチングを促進することにより、多様な業種と連携した新商品開発や
販路開拓、施設整備等を行う取組に対し支援する事業を要求しております。 
 詳しくは、農水省のＨＰでも紹介しておりますので、ご覧いただければ幸い
です。 

 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。 

大角産業連携課長 

    

            6次産業化の推進について 
                                 ～大角 亨産業連携課長～  

 

４. 幹部の  
    つぶやき 

  6次産業化に関する情報については、以下のURLを参照して下さい。 

   ⇒ http://www.maff.go.jp/j/shokusan/sanki/6jika.html 

６ 



６. 「食品」の理解を深めてもらう食品産業の取組み 

 多くの方々に「食品」についての理解を深めてもらうため、食料産業局では、
８月8日、9日に開催された「子ども霞が関見学デ－」において、食品産業のご協
力を頂きながら、「食品」に関する2講座を開催しました。 

 日本醤油協会認定の「しょうゆもの知り

博士※」に出前授業を行って頂きました。 

 出前授業では、大豆、小麦、塩などの原 

料から、しょうゆが出来るまでについて学 

習したほか、本物のしょうゆや諸味を使用 

して、「香りの体験」「諸味の味見」「麹 

菌の観察」などの体験学習を行いました。 

 二日間で、157名の子ども達と95名の 

保護者の方々に参加していただき、「しょ 

うゆの出来るまでがわかって楽しかった」 

など好評をいただいたところです。 

(１)しょうゆもの知り博士の出前授業 

しょうゆについて講義を受ける子ども達 

もろみ 

※ 「しょうゆもの知り博士」とは!? 

 日本醤油協会では、会員を対象に講習会を実施し、協会がその講習受講者を「しょうゆもの知り博士」として認定し、
「食育」の一環として、全国の小学校（３年以上/主に５年生）を対象に出前授業を行っております。 

「しょうゆもの知り博士」の詳細は、下記のURLを参照して下さい。 
 ⇒ https://www.soysauce.or.jp/project/index.html 

 食料産業局では、農林漁業の成長産業化を実現に向け、食料産業に関係する幅広

い関係者に対し、食料産業行政の施策に関する情報やイベント情報等について、分

かりやすく、迅速に発信するため既存の広報媒体に加え、新たな情報発信ツ－ルと

して、 Facebookペ－ジの運用を開始しました。 

 今後、様々な情報を発信しますので、食料産業局のホ－ムペ－ジからFacebook

にアクセスし、『いいね！』をクリックして参加して頂ければと思います。 

       食料産業局Facebook始めました！ ５. お知らせ 

食料産業局Facebook ◆食料産業局Facebookは食料産業局のホ－ムペ－ジ 
 にあるバナ－からアクセスして下さい。 

食料産業局Facebookのバナ－ 

食料産業局FacebookのＵＲＬは以下のとおり 
 ⇒ https://www.facebook.com/maff.shokusan 

７ 



【ご協力いただいた企業・団体（五十音順】 
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(2)「食品企業のお仕事を見てみよう！ 
        フ－ド･コミュニケ－ョン･プロジェクト」 

 「食品企業のお仕事を見てみよう！フ－
ド・コミュニケ－ション・プロジェクト（FCP）
」のブ－スでは、FCPネットワ－クに
ご参加の企業・団体のご協力を得て、
食品ができるまで、環境の取組、ユニ
バ－サルデザイン等に関する展示や、
食べ物を見て・触ることができる実演
を実施しました。 

 食品関連事業者や地方自治体と農林水産省が「協働」で推進する「FCP」は、食品関連事業者の意
欲的な取組を「見える化」し、消費者に至るまでのフ－ドチェ－ン全体で共有し、食に対する信頼向
上を図る取組です。 

「ＦＣＰ商談会シ－ト」（商品特性の「見える化」）や「ＦＣＰ共通工場監査項目」（品質管理の「
見える化」）などを開発し活用を進めています。ＦＣＰ情報共有ネットワ－クには、1,346社の企業
・団体様に参加を頂いております（H24.10.22現在 ）。 

 現在、ＦＣＰでは、多くの食品関連事業者の参加を得て勉強会を開催しています。 

 是非、ＦＣＰのネットワ－クにご参加ください。www.food-communication-project.jp 

 ２日間で約800名の子どもと保護者の方々に
ブ－スにお越し頂き、食の信頼に向けたFCP
の取組への理解を深めて頂きました。 

 「食べ物について知りたいこと」のアンケ－
トでは、回答した子どもの半数近くが「どう
やって作っているのか」を挙げており、「食
」への信頼向上に取り組む食品関連事業者の
皆様の活動の「見える化」を進めるＦＣＰを
引き続き推進してまいります。  

特定非営利活動法人 

 衛生検査推進協会 

キユ－ピ－株式会社 

生活協同組合コ－プあおもり 

有限会社田向商店 

テ－ブルマ－ク株式会社 

株式会社東急ストア 

有限会社十勝スロウフ－ド 

日清医療食品株式会社 

株式会社日清製粉グル－プ本社 

日本製粉株式会社 

日本ハムソ－セ－ジ工業協同組合 

日本マクドナルド株式会社 

ハウス食品株式会社 

理研ビタミン株式会社 

 

 

【子どもたちへのアンケ－ト結果】 
食べ物について知りたいこと 

どうやって作っ
ているのか 

値段 

おいしさ 

安全について 

おまけがあるか 

42% 

24% 

17% 

12% 

5% 

８ 



  お問い合わせ先 
  食料産業レタ－編集委員会事務局 
                              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－編集委員会では、このレタ－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。 

   レタ－をお読みになった感想、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。 

  【食料産業レタ－・トップペ－ジ】 

  http://www.maff.go.jp/j/shokusan/kikaku/letter/index.html 

９ 


