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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．平成24年度農林水産関係補正予算の概要 

 1月11日に閣議決定された「日本経済再生に向けた緊急経済対策」を踏まえ、 

１月15日には、平成24年度補正予算が閣議決定されました。農林水産関係補正予

算のうち食料産業局関係の主なポイントは次のとおりです。       

Ⅰ 「攻めの農林水産業」の前倒し 
  (1)  再生可能エネルギ－対策 

   地域のバイオマスを活用した産業化を推進するとともに、地域主導で再生可能エ
ネルギ－を供給する取組を推進し、そのメリットを地域に還元させることを通じて、
地域の農林漁業の発展を促進します。 

   ①  地域バイオマス産業化推進事業 

   地域のバイオマスを活用した産業化と地産地消型エネルギ－の強化によりバ 
  イオマス産業を軸としたまちづくり・むらづくり（バイオマス産業都市）を目 
  指す地域による計画づくりや施設整備を支援します。   
                              【10.6億円】 
 
  ② 地域還元型再生可能エネルギ－モデル早期確立事業     

  農林漁業者等が参画し、農山漁村の資源を活用して行う再生可能エネルギ－ 
 発電事業で得られた収入を地域の農林漁業の発展に活用するモデル的な取組の 
 構築への支援を行います。                    【10億円】 



２ 6次産業化推進事業 

 ① 農林漁業者と多様な業種の事業者が連携して行う地産地消等の取組に必要 

  となる大規模な加工施設・機械の整備等を支援します。 
  
 ② 地産地消等の推進のため、農林漁業者と食品事業者、流通業者、観光業者 

      等、多様な事業者が参画する６次産業化のネットワ－クの構築に向けた推進 

      会議の開催、ネットワ－クによるプロジェクトの調査・検討、農林漁業者が 

      多様な業種の事業者と連携して行う新商品開発・販路開拓等の取組を支援し 

      ます。 
 
 ③ 各都道府県単位で行う６次産業化のネットワ－クの構築に向けた普及啓発 

  活動、マッチング促進のための交流会の開催、取組の中核となる農林漁業者    

  等へのサポ－ト活動等の取組を支援します。   

                               【40億円】                                                             

(2) 農山漁村の所得増大対策       

 農山漁村の所得や雇用を増大し、地域活力の向上を図るため、地域の農林水産物

や資源を活用した地産地消、高付加価値化、６次産業化、農商工連携等の取組を推

進します。 

１ 農林漁業成長産業化ファンドの拡充 

  農林漁業成長産業化ファンドを通じ、農林水産物等を活かした新たな事業活  

 動の開拓に必要な資金需要に対応できるよう株式会社農林漁業成長産業化支援 

 機構に対する出資を拡充します。 

                           【１００億円（財投資金）】             

農林漁業成長産業化ファンドによる資金・支援の流れ 

２ 



(3) 輸出拡大及び日本食・食文化発信緊急対策 

 日本産農林水産物・食品の輸出拡大にあたり、輸出に取り組む事業者等を直接
支援します。 
 また、海外での需要拡大、国内外の食市場の開拓に向け、日本食・食文化の素
晴らしさを発信していきます。 

 １   輸出に取り組む農林漁業者等のきめ細かな支援 

   農林漁業者や食品事業者等が、海外市場開拓調査や海外バイヤ－の招へい等 

    の活動を行うこと等により、地域・地方の産品の輸出拡大を図る取組を支援し  

    ます。また、品目別の全国的な輸出振興を図ることにより、地域・地方の産品    

    の輸出拡大を図る取組を支援します。                               

                                                                                              【2.2億円】 
 
２   日本食・食文化の世界的普及プロジェクト事業 

  日本食・食文化が世界中でさらに普及するよう、日本食・食文化を一体的、 

 戦略的に展開するプロジェクトを実施する取組を支援します。 

                                                                                          【4.3億円】 

 
 
３．日本食・食文化の普及推進事業                

  日本食の理解の深化を図るため、海外レストラン、日本食 
 の料理人等の世界的ネットワ－クを活用した日本食の魅力の 
 発信する取組を支援します。 
                               【0.8億円】  

   福島県の特産品にスポットを当て、産地と連携しつつ出荷時期に合わせて戦略 
的にＰＲを行うことで、福島県産農産物等に対する正しい理解を促進し、そのブ 
ランド力を回復する事業を実施します。 
   具体的には、メディア向けセミナ－の開催、テレビＣＭ等 
メディアを用いたＰＲ、全国キャラバン隊の派遣等の活動を 
支援します。                     
                                                                         【13億円（復興庁計上）】 

Ⅱ 復旧・復興対策 
    福島発農産物等戦略的情報発信 

  （独）種苗管理センタ－沖縄農場のさとうきび原原種の生産における台風によ 
る影響を緩和するため、防風林、防風柵等の施設の再整備を行います。                          
                                  【２億円】 

Ⅲ その他 
  台風被害防止に向けた施設整備       

３ 沖縄のさとうきび畑 



  

2．新春座談会  
  ～食品企業におけるFacebook活用のねらいと行政への期待～ 

出席者（項丌同・敬称略） 
 松尾 裕二 チロルチョコ株式会社 取締役 
 大櫛 顕也 株式会社ニチレイフ－ズ 事業統括部長 
 田中 哲次 株式会社松屋フ－ズ 総務部広報・IRグル－プ マネ－ジャ－ 
司 会 
 近藤 康子 サントリ－ビジネスエキスパ－ト株式会社 お客様リレ－ション本部 顧問 

 全世界で10億人、日本でも1,700七人以上が利用しているフェイスブックは官民問わず、様々
な広報・コミュニケ－ションツ－ルとして活用されています。農林水産省食料産業局においても、
迅速に、わかりやすく、施策・イベント情報等を発信するため、昨年10月にフェイスブックペ－
ジを開設しました。 
 今般、フェイスブックペ－ジを活用している食品企業の方々にお集まりいただき、各社の｢フェ
イスブック活用で目指しているもの｣や｢行政からの情報発信に期待すること｣などを聞きました。 

 フェイスブック活用の経緯 

司会（サントリ－）  本日は、｢フェイスブッ 

   ク活用でめざしているもの｣、また｢フェイス 

   ブックを活用した行政からの情報発信｣につ 

   いて、忌憚のない意見交換が出来ればと考え 

   ております。では、はじめに｢フェイスブッ 

   クを活用することになった経緯｣についてご 

   意見を伺えればと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
松尾（チロルチョコ）   当社では2011年７月 

 にTwitter、８月にフェイスブックペ－ジ 

   (FB)、９月にmixiと続けざまにSNSのアカ 

   ウントを開設しました。それまで、ホ－ムペ 

  

 －ジでの情報提供をしていましたが、一方向 

 の情報発信では、お客様とのコミュニケ－ 

 ションがなかなかとれないと感じていた中、 

   SNSは双方向で直接コミュニケ－ションを 

 取ることができ、個人に対しての情報発信で  

 あるため、お客様の日々の生活により密接に 

 関わり合いが持てるツ－ルとして利用できる 

   ものと考えました。実際に運用をはじめてみ   

 て、SNSは企業向けのサ－ビスではなく、 

 個人と個人をつなぐサ－ビスだと感じていま  

 す。お客様の日々の生活の中で何らかのお得 

   な情報などを提供し、｢当社のペ－ジを見て 

   良かった｣と感じてもらえるよう、常にお客 

   さまの利益になるものとすべく運用を心がけ 

   ています。 
 
田中（松屋フ－ズ） 2012年８月よりFBを   

   開始しております。それまでは、ホ－ムペ－ 

   ジや、携帯サイト、スマ－トフォンのク－ポ 

   ンアプリなどにより販売促進をしていました 

 が、FBについても販売促進の一助になるか 

 と考え開設をしました。 

  開設前は、ファンからのコメントへの返答、 

   運用時の人手の問題、炎上に対する丌安など 

   もありましたが、ホ－ムペ－ジと違いリアル 

   タイムでお客様への新商品の告知ができるこ 

   とや、昨今、企業のFBが増えたことで気軽 

   に始められるものと考え開設に踏み切りまし 

   た。費用が掛からないことも魅力です。 

 

【司会の近藤氏（サントリ－）】 

≪サントリ－のフェイスブックペ－ジ≫ 

４ 



  

大櫛（ニチレイフ－ズ） Twitterを2012年 

 ３月から、FBは４月から開始しています。 

   それまでは主にホ－ムペ－ジで情報発信をし 

   ていましたが、更新が遅れがちになっている 

   状況にありました。社内で広報の見直しを検 

   討した際、ホ－ムペ－ジだけではなく、より 

   タイムリ－に情報発信ができるSNSの活用 

   も合わせて検討できないかと考えました。当 

   社グル－プで通信販売を行っている会社が既 

   にFBを開設しており、担当と話をしたとこ 

    

    

  

 情報発信に当たって工夫していること 

司会 自社のフェイスブックでの｢情報発信に  

 当たって工夫していること｣などがあればお 

 聞かせ下さい。 
 

大櫛  Twitterとフェイスブックペ－ジ(FB) 

 との使い分けをどうするかの議論を社内でお 

 こなったところ、Twitterは｢自社商品の認 

 知と価値を高めるツ－ル｣、FBについては、 

 ｢企業イメ－ジ、ブランド力を高めるツ－ル｣ 

 と位置づけ、展開することにしました。その 

 ため、FBについては記事選びが大変です。 

 企業イメ－ジの向上が主な目的でもあるため、 

 ファンの方からいただいたコメントについて 

 はその都度返答をするように心がけています。 
 
田中 当社においてもブランディングを中心に 

   やっていきたいとは考えております。基本的 

   にFBの担当は私一人であり、投稿記事を考 

   えることが大変です。現在は新商品の告知や、 

   当社の他業態の案内、当社が保有している 

   キッチンカ－を使った移動店舗の紹介といっ 

 た当社の取組みを行っています。 

  投稿に対しては、ファンの方から直接コメ 

 ントをいただけますので非常に参考となりま 

 す。商品の記事に対するコメントもいただけ  

 ますので、今後、商品開発にも生かしていけ 

 ればと考えています。 
 
松尾 先ほどもお話したように、当社のFBは、 

    ｢お客様の利益のため｣に活用しています。 

   そのため、商品の売り込みを全面に出すよう 

   なことはせず、イベントやチョコレ－ト展な 

 ろ共同で行う話になり、よりスム－ズな開設 

   ができました。  

司会 各社とも開設されてから日が浅いようで 

   すが、現在のフェイスブックのファン数を教  

   えて下さい。 
 
松尾 16,000程度です。 
 
大櫛 30,000程度です。 
 
田中 まだまだ少なく1,400程度です。 

    
 

    

５ 

 どの商品以外の情報を発信することや、記事 

   の書き方についても、当社をより身近に感じ 

   ていただくため、顔文字や音符マ－クや星マ 

   －クなどを多用し、見ていただく方が友達感 

   覚で読んでいただけるような記事となるよう 

   に心がけています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
大櫛  FBの場合は商品の売り込みを全面に出 

 すとファンが逃げるとも言われます。ただ、 

   ファンとの接点は商品ですので、ファンの方 

   が売り場に行った際に、当社のブランドを思 

 い出してもらえるようなタッチポイント（ブ 

 ランドと顧客の接点）に出来ないかと考えて 

 います。取組の一例をあげると、当社ブラン 

 ドの今川焼を東京スカイツリ－の高さまで積 

【松尾氏（チロルチョコ）】 

  ≪チロルチョコのフェイスブックペ－ジ≫ 



 み上げるファン参加型のゲ－ムの場や、 

   Twitter用のキャラクタ－を作り、ファンと 

   の会話を行い、FBとも連動させるなどして 

   います。 
 
司会  FBは双方向のコミュニケ－ションツ－ 

   ルと言われますが、ファンとコミュニケ－  

   ションをとるために工夫していることがあれ 

   ばお聞かせ下さい。 
 
松尾 人手の問題もあり、ファンからのコメン 

   トについて、個別には返答できていません。 

   ただ同じようなコメントをいただくことが多 

   いので、投稿の翌朝に、丌特定多数の方向け 

 に返信を行うように心がけています。 

    記事の内容について、SNSでは商品の売 

 り込み的な内容ばかりでは問題だとよく言わ 

 れますが、｢いいね！｣数やコメントが一番多 

   いのは商品情報です。新商品については、投 

   

 稿が遅れると、ファンの方からのお叱りを受 

 けることもあります。当社のペ－ジを登録し 

 ているファンの方が、当社の新しい商品情報 

 を欲しいというのは当然のことです。当社は 

 週に３回の投稿を行うようにしていますが、 

 そのうち１回は商品情報を流す様にしていま 

 す。 
 
司会 折角の機会ですので、私どもの企業の  

 FBのご紹介をしたいと思います。現在公式 

 FBのファン数は48七。取扱商品も多いこと 

 もあり、１日２回の投稿をしています。ホ－ 

 ムペ－ジとは違う趣向をもった広報を行うこ 

 とを目的としております。ちなみにお酒の記 

 事は20歳以上でなければ見ることは出来な 

 いように工夫をしています。 

  企業のFBのファン数は、色々な世代に通 

 じる｢ディズニ－｣が最も多いとのことです。 

 またITや旅行関係も多いと思います。   

 社内外の反響について 

司会  次に、皆様がフェイスブックペ－ジ 

  (FB)の活用で狙っている世代や、社内外の 

   評価について教えてもらえればと思いますが、 

   他社の事例で参考としたことなどがあれば、 

   併せて、お聞かせいただければと思います。 
 
大櫛 当社は30～40代の働く女性やお子さん 

 をお持ちの方を主なタ－ゲットとしています 

 が、SNSを主に使用されているのはもう少   

 し若い年代の方と認識しています。この  

   ギャップをどのようにして埋めるか、日々頭 

 を悩ませているところです。 

      一方、社内的には、役員の方は｢任せる｣と 

 いうスタンスですので、自由にやらせても 

 らっています。タ－ゲット層を見極め、販売 

 促進・ブランドイメ－ジ向上の双方のバラン 

 スを考え、企画を練るようにしています。 

  冷凍食品の場合、消費者の方は｢特定の冷 

 凍食品を買いに行く｣といった意識はほとん 

 どないことがマ－ケット調査からも明らかに 

 なっています。そのため、｢特定の商品を売 

 り込む｣のではなく、ファンの方が売り場に 

 行った際に、｢このブランド知っている｣と想 

 起できるような運営をしていきたいと考えて  

 います。 
 
松尾 当社の購買層は主に20～40代の女性で 

 あり、FBのファンについても７割が女性で、 

 SNSの取組ともマッチしていると考えてい 

 ます。FBの運用については、社内で30歳前 

   後の社員を10名ほど集め、FBチ－ムを編成 

 し、持ち回りで投稿をしています。チ－ム員 

 が、いつでも集まれるわけではありませんの 

【大櫛氏（ニチレイフ－ズ）】 

  ≪ニチレイフ－ズのフェイスブックペ－ジ≫ 

６ 



 ソ－シャルネットワ－ク上の｢炎上｣について 

 

 で、FBグル－プ機能を利用し、ネット上で 

 打ち合わせを行った後に投稿を行う形として 

 います。 

  他社のFBで参考となったのは｢土屋鞄製造 

 所｣のFBです。同社は写真の取り方、見た目 

 にこだわられており、16七のファン数を有 

 しております。FBは視覚に訴えることが重 

 要だと再認識させられ、非常に参考になりま 

 した。 
 
田中 社内的な評価については、上司からは、 

 ｢コストが掛からない販促｣と認知されている 

 ためか、自由にやらせてもらっています。社 

 内でSNSチ－ムを立ち上げ、より充実した 

   内容にしたいとも考えていますが、人手はコ 

 ストですので、成果をまず見せないと社内の 

 理解は得られないと考えています。今のとこ 

 ろは社内の他の部署から商品を試食した実際  

 の感想や掲載記事などの提供をしてもらって  

 運営をしています。 

司会 いわゆる｢炎上｣や、｢炎上になりかけた  

 こと｣がありましたらお聞かせ下さい。また、 

 その対策などがあれば併せてお聞かせ願えれ 

 ばと思います。 
 
松尾 主に従業員の丌用意な投稿が炎上を招く 

 ことになると言われています。当社ではソ－ 

 シャルメディアポリシ－を作成し、全従業員 

 に配布しました。内容については、炎上した  

 場合は個人情報が全て開示されるおそれがあ 

 ることや、丌用意な投稿で会社に大きな損害 

 を不える可能性があることなどを明記してい 

 ます。これは、社内報でも半年に１度の頻度 

 で周知をしています。 

 

  

田中 炎上は、今のところ経験はありませんが、 

 当社でも従業員からの投稿によるものがきっ 

 かけとなる可能性が高いと考えております。 

 そこで社内ル－ルを設け、内部情報の掲載な 

 ど丌用意なコメントは行わないよう、社内に 

 周知しています。 
 
大櫛 当社も、従業員の丌用意な書き込みで炎 

 上する可能性が高いと認識しています。当社 

 のル－ルとしては、従業員に対しては｢いい 

 ね！｣を押すことは許可していますが、コメ 

 ントなどを書き込むことは避けるように伝え 

 ています。これは炎上のリスクの回避だけで 

 はなく、当方がファンの方に本来伝えたい内 

 容とずれてしまうことも想定されるためです。 

 今後の方向性やこれから取り組みたいこと 

【田中氏（松屋フ－ズ）】 

  ≪松屋フ－ズのフェイスブックペ－ジ≫ 

  効果があると感じられる投稿記事はやはり 

 商品関係であり、新商品の発売の約１週間前 

 にFBに載せると、ファンからの反響が多く、 

 効果を実感できます。 

司会 有り難うございます。最後に｢今後の方 

 向性やこれから取り組みたいこと｣などにつ 

 いてお聞かせ下さい。 
 
松尾  ファンの方とフェイスブックペ－ジ 

  (FB)の中だけではなく、実際の場での交流    

 が行える様に出来ないかと考えています。 

 例えば、コアなファンを対象として、FB上 

 で試食会の参加募集をし、リアルな場で新商 

 品の評価をしていただく企画を考えています。 

 FBは実名登録ですので、大きな混乱もなく  
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 い、復刻メニュ－で販売することなどを行い 

 たいと思います。また採用されたファンの方 

   に景品を差し上げることなどにより、交流が 

   図ることができればと考えています。 
 
大櫛 地道にファン数を増やしていく取組もし 

 て行きたいと考えます。当面の目標は３七人 

 のファン数をさらに増やし、関係性をより深 

 めていくことですが、双方向のコミュニケ－ 

 ションを図るためにファンからのコメントに 

 その都度返信を行っている現在の体制の維持 

 もしていかねばならないと考えています。現 

 在の運営は２人で行っており、目標を達成す 

 るためにどの様な人的体制にするかも併せて 

 考えていかなければならないと思っています。 

  

  

  

 出来るのではないかと思います。 

  実際は、半年以上前に販売をする商品の開 

 発を行っている状況であり、時間差があるた 

   め、すぐに商品に反映させることは難しいの 

 ですが、コアなファンの満足度を高める取組 

 とする位置付けでも良いかと考えています。 

  当社の規模で考えると、16,000人は丁度 

 よいファン数になっているかと感じています。 

 今後については新規にファンを増やすより、 

 コアなファンの深掘りをしていきたいと考え  

 ています。 
 
田中 まだファン数も少ないので、ファン数の 

 獲得が出来る様な取組を行いたいと考えてい 

 ます。当社で以前販売していたメニュ－を、 

 FBのアンケ－ト機能を使って人気投票を行 

 ｢食料産業局フェイスブック｣へのアドバイス 

司会 大変興味深いお話をいただき有り難うご 

 ざいました。 

  次に本日のもう一つの課題であります、 

 ｢農林水産省食料産業局からの情報発信につ 

 いて｣議論を深めていきたいと思います。 

  農林水産省食料産業局が運営しているフェ 

 イスブックペ－ジ(FB)の記事や見せ方につ 

 いて良い点や悪い点、アドバイスなど忌憚の 

 ないご意見をいただければと思います。 
 
大櫛 SNSは双方向のコミュニケ－ションツ 

 －ルであることが前提だと思います。情報発 

 信だけではなく、ファンからのコメントなど 

 については出来るだけ返答を行うことで、行 

 政がより身近に感じられるのではないかと考 

 えます。 

  また、農林水産分野に関する著名人のFB 

 のリンクを貼り付けるなど、国民がなかなか 

 拾えない様な情報を提供することで、より良 

 い行政からの情報発信ツ－ルになるかと思い 

 ます。  

田中 農林水産分野に関する豆知識などを入れ 

 込むことで、ファンがより行政に親しみを持 

 つかと思います。料理などの記事を投稿され 

 ていますが、身近に感じられ非常に良い取組 

 であるかと思います。 
 
松尾 まず一つひとつの投稿文章が長いように 

 思います。内容は充実していて良いかと思い 

 ますが、読み難いです。概要だけを投稿し、 

 詳細についてはブログやホ－ムペ－ジなどに 

 飛ばす形が良いかと思います。 

  当社の場合は、基本的に投稿する文章は５ 

 行以内。伝えたいことに対し、概要をパッと 

 見て理解できるような形とし、興味がある人 

 は詳細についても見られるような形式の方が、 

 投稿記事に対する｢いいね！｣数も増えるかと  

 思います。 

  行政からの発信情報ということで、どこま 

 で文章を簡素化して良いかなど、なかなか難 

 しいところもあるかとは思いますが、ファン 

 の方から記事に対するコメントが欲しければ  

 ｢どう思いますか？｣など、最後の一文を疑問 

 形にしたり、純粋に広く皆さんに知ってもら 

 いたいのであれば、率直に｢シェアをお願い 

 します！｣と記事に記載することをおすすめ 

 します。 

  ≪食料産業局のフェイスブックペ－ジ≫ 

８ 



司会  お時間も近づき、最後となりますが 

 ｢フェイスブックペ－ジ(FB)における行政の 

 情報発信に期待する事頄｣について及び全体 

 を通じてご意見があればお伺いできればと思 

 います。 
 
田中 各行政が連携を取った形で、一つの情報 

 にまとめた広報をしていただければ、より国 

 民に分かりやすい情報発信ができるのではな 

 いかと考えます。 
 
松尾 行政と民間では距離感があり、個人的に 

 も農林水産省のホ－ムペ－ジから何か情報を 

 得ようと思うことは少ないのですが、実際に 

 は私たちに有用な情報が多々あるかと思いま 

 す。今回FBのファンになることにより、個 

 人に対し農林水産省からの情報が流れてくる 

 ような取組を開始されたことは大きな前進で 

 あると思います。 

  今後は、行政には普段あまり接点のない 

 方々にも通じるような文章で投稿をされるこ 

 とで、もっと国民との距離感が近い情報発信 

 が出来るのではないかと考えます。 
 
大櫛 行政からの情報発信は、見ていて難しい 

 というのが率直な感想です。ただ、面白おか 

 しいことは掲載できないことも理解できます。  

 見せ方や文章、当然、内容の充実など色々な 

 手法はあると思いますので、｢ここに行けば 

 何か良いことがある｣と思わせる様な投稿を 

 期待しています。 

  

 フェイスブックにおける行政の情報発信に期待すること 

司会 最後に私からも、少し意見を申し上げた 

 いと思います。当社では、SNSを使い、ホ 

 －ムペ－ジとは違った、ファンの囲い込みを 

 行い、濃いファンを作れないかと考えており 

 ます。そのために特別な情報を提供するとと 

 もに、双方向でのコミュニケ－ションを促進 

 していく考えです。 

  SNSは七能ではありません。｢何を｣、｢ど 

 のような目的で使うか｣について、各利用者 

 が明確化した上で活用していく必要があると 

 思います。 

  先ほど、リアルなお客様をデジタルで囲い 

 込み、リアルな場に誘い込むというお話をい 

 ただきました。ファンを増やすだけではなく、 

 ファンを増やした後の活用の仕方として興味 

 深い取組と感じました。SNSを活用する目 

 的を達成するためには、いまファンを増やす 

 段階なのか、ファンの囲い込みをする段階な 

 のかを見定める必要もあるかと思います。 

  またリスクについても考える必要がありま  

 す。SNSのリスクは、従業員のモラルや個 

 人情報の問題だけではなく、想定外のリスク 

 もあり得るかと思いますので、その点も、準  

 備をして行くべきではないでしょうか。それ 

 らのことを踏まえ、民間・行政とも、より良 

 いコミュニケ－ションがとれるツ－ルとして 

 活用をしていければと考えます。 

 

  本日は皆様有り難うございました。 

  

【写真左から 田中氏、松尾氏、近藤氏、大櫛氏】 
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    様々なイベントで「食」と「農林漁業」 
      の魅力をアピ－ル！ ～食と農林漁業の祭典～ 

  

 「食と農林漁業の祭典」につきましては、この11月、12月を祭典のクライ
マックスと位置づけ、11月3日～4日に開催された「ジャパンフ－ドフェスタ
2012」を皮切りに関係省庁や都道府県、民間団体等と連携して集中的に開催
し、12月１日～2日の「農業フロンティア2012」の開催をもって、全てのイ
ベントを終了しました。 
 この間に全体で約35七人の方々にご来場いただき、「食」と「農林漁業」
の魅力をアピ－ルすることができました。 

ファ－マ－ズ＆キッズフェスタ 
及び実りのフェスティバル 

日時：11/10(土)～11(日) 

場所：日比谷公園 

来場者数：約６七４千人 

ジャパンフ－ドフェスタ2012 

日時：11/3(土)～4(日) 

場所：丸の内仲通り等 

来場者数：約18七人 

①農業関係者による日本の食材アピ－ル 
②高校生料理ｺﾝﾃｽﾄ（うまいもん甲子園） 
 の表彰、提供 
③大学生農林漁業団体の活動発表 
④料理ﾏｽﾀ-ｽﾞｼｪﾌによる調理、提供 
⑤乳搾り体験など家畜ふれあい 

国際シンポジウム 

日時：11/17(土)～18(日) 

場所：秋葉原 

来場者数：約２七人 

①国際ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ 
・世界の食と健康 
・ｱｼﾞｱと日本の食と農の未来 
②TOKYO農業祭 
・大学生ｸﾞﾙ-ﾌﾟの活動発表・表彰 
 （食と農林漁業大学生ｱﾜ-ﾄﾞ） 
・農業高校収穫祭   等 

【その他イベント】 
  日本料理文化博覧会 (11/5～11【京都】) 
  農山漁村地域力発揮シンポジウム等（11/10【東京国際フォ－ラム】) 
  生産者と消費者のふれあいイベント (11/10,23,30【赤羽・恵比寿・成田市】) 
  アグリビジネス創出フェア（11/14～16【東京ビッグサイト】） 
  農林水産祭式典（11/23【明治神宮会館】） 
  東京ビジネスサミット (11/27～28【東京ビッグサイト】) 
  農業フロンティア2012 (12/1～2【東京ビッグサイト】) 
  ※ なお、10/24～29にトリノで開催された「サロ－ネ・デル・グスト」において日本食ブ－スを出展 

①生産者による直接販売 
②食育ﾜ-ｸｼｮｯﾌﾟ 
③食と農のふれあい体験 
④特産農林水産物の展示、即売 

「食と農林漁業の祭典」の概要につきましては、以下のＵＲＬから実施結果報告書をご覧ください。                     

    ⇒ http://www.maff.go.jp/j/shokusan/saiten/pdf/houkokusyo.pdf 

２. 報告 
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 皆様あけましておめでとうございます。 
 
 今年は、巳年。私の関係しているマ－ケットの
格言に、「辰巳天井（たつみてんじょう）」とい
う言葉があるそうでございます。 
 
 戌亥（いぬい）の年は底値に、辰巳の年は天井
になりやすいという経験則。「戌亥の借金、辰己
で返せ」との格言もあり、まことに縁起の良い年
であります。皆様の御多幸をお祈りいたします。 
 
  

 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。 

    

           辰巳天井（たつみてんどんではありません） 

                               ～得田 啓史商品取引グル－プ長～  

 

３. 幹部の  
    つぶやき 

 
 さて、江戸時代の大阪堂島の米取引が、世界のデリバティブ取引の嚆矢と言
われております。相場と数学は我が国が世界に誇る知的貢献ではないでしょう
か。歴史ある相場の世界では、他にも格言があります。「アタマとシッポはく
れてやれ。」。底値や天井で売買するのは至難であり、腹八分目が良いという
戒めだそうです。相場で勝つとは、自己の欲望をいかに制御するか。相場の世
界は人間修業の場にもつながります。 
 
 ところで白状しますと、私は、人一倍、煩悩、特に食欲に支配されておりま
す。シッポはともかく、「アタマ」は譲れません。休日の昼下がりに縁側に出
ます。キンメ鯛の頭を丂輪の炭火でじっくりと焼き（アルミホイルで上ふたを。
反射熱も活用。）、純米酒（お燗もいけます。）でキュッです。こんがり焼け
たキンメに箸をつけると、ホカホカと湯気が立ち登ります。皮はパリッと、中
はジュワッと。エビの香りも口中に広がります。魚は香りです。たまりません。
とまりません。一杯一杯また一杯。この寒いのに外でバカみたい。冷たい視線
が背中に突き刺さります。でも、やめられません。趣味は丂輪での炭火焼と申
せましょう。 
 
 寒い日は、さらに、湯豆腐です。昆布は北海道の尾札部か羅臼をひいてやり
ます。水は良いミネラルウォ－タ－を用意します。そして、豆腐です・・・。
おっと、これを読んでいただけるのは、松もとれた頃だということを失念して
御屠蘇気分で調子に乗りすぎました。とほほ。 
 
 腹八分目は相場も教える人生の教え。皆様は、このようなことがありません
ように。読んでくださりありがとうございました。良い一年をお過ごしくださ
いませ。 

こう し 
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  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 

お知らせ  

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 

 ノロウィルスに注意しましょう 

 商品先物取引に関する怪しい勧誘電話にご注意を 

 「ウシのフンが宝の山に？」～バイオガス施設が完成間近！！～ 

 ＦＣＰの取組を農林水産省広報誌で紹介 

 エコ・クッキング的節電のススメ 

 食と農林漁業の祭典 

 食品製造業の経営トップと食料産業局長による新春座談会が開催されました！ 

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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