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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．Ａ－ＦＩＶＥ（(株)農林漁業成長産業化支援機構）によるサブ 
  ファンドを通じた、初めての出資案件が決定しました 

 Ａ－ＦＩＶＥは、平成25年２月の開業以来、出資案件の形成に取り組んでまい
りましたが、９月２日(月)、サブファンドを通じた６次産業化事業体への出資が決
定しました。 
 

 具体的には、北海道「株式会社OcciGabi Winery」のワイン製造等、千葉県
「ジャパンホ―トビジネス株式会社」の植木・盆栽の輸出、沖縄県「沖縄栽培水産
株式会社」の車えび周年販売に対して出資することになりました。 

詳細につきましては、以下のＵＲＬ（A-FIVEホームページ）を御覧下さい。 
 

⇒ http://www.a-five-j.co.jp/index.html 

【株式会社OcciGabi Winery(北海道余市町)】 
 

余市産ぶどうのみを使用した高品質・高価格のワ
インを製造。パ―トナ―の都市部販売網も活用。 

ワイナリ―内に併設するレストランと売店で、地
場農産物やその加工品も販売。 

【ジャパンホートビジネス株式会社(千葉県富里市)】 
 

植木・盆栽の生産者と輸出経験が豊富なパ―ト
ナ―とで合弁事業体を形成。千葉県を中心とし
た植木、盆栽生産者と連携し、中国に加えＥＵ、
北南米等の輸出も志向して新たな市場を開拓。 

【沖縄栽培水産株式会社(沖縄県与那国町)】 
 

新しい技術を沖縄県与那国島に導入することに
より、高品質な車えびの周年販売を実現し、大
口需要者の開拓等を通じて大消費地に販売チャ
ネルを拡大。 

 オ チ ガ ビ ワ イ ナ リ ー  
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 農林漁業の成長産業化につながる取組を全国的視点から支援する６次産業化中
央サポ―トセンターが設置されました。都道府県のサポ―ト機関と密接に連携し、
適切な人材を派遣するなど、農林漁業者等のニ―ズに即して、きめ細やかな支援
を実施します。   
         事業実施主体：株式会社農林漁業成長産業化支援機構（Ａ－ＦＩＶＥ） 

  

2．６次産業化中央サポ―トセンタ―が設置されました 

支援の内容 

 
（１）人材の選定・登録 
   公募により、６次産業化プランナ―を専門分野別に選定。人材バンクに  
  登録し、ＨＰで公表します。 
  

（２）人材の派遣 
   農林漁業者等や都道府県のサポ―ト機関からの要請を一元的に受け付け、   
  適切な６次産業化プランナ―を選定・派遣し、幅広い経営支援を行います。 
  

（３）マッチング等の支援 
   ファンドの活用のご提案のほか、広域的な事業者マッチングを支援しま  
  す。 

※ ９月上旬から６次産業化プランナ―の公募・選定を行い、10月以降、活動 
 を開始する予定です。 

6次産業化支援事業のうち全国段階支援 

6次産業化中央サポートセンター事業開始並びに6次産業化プランナー候補者の公募 
開始の詳しい内容は下記ＵＲＬからご覧いただけます。 

   ⇒ http://www.a-five-j.co.jp/news20130906.html 



３．食品廃棄物を削減する取組を行っています 

（1）「食品リサイクル合同会合」で論点整理が行われました 

７月31日、「食料・農業・農村政策審議会食料産業部会第９回食品リサイク
ル小委員会」と「中央環境審議会循環型社会部会第７回食品リサイクル専門委員
会」の第７回合同会合を開催し、今後の食品リサイクル制度のあり方について論
点整理が行われ、検討の方向性が概ね了承されました。 

論点整理案では、『食品廃棄物等を地域の貴重な食品循環資源ととらえ、官民
共同で食品廃棄物等の思い切った削減と再生利用にチャレンジする必要があるの
ではないか。その際には、次のような視点が重要ではないか。 

 ① フ―ドチェ―ン全体の食品ロス削減によるコスト削減を通じた食品産業の 
  体質強化と、肥飼料・エネルギ―利用による地域の循環産業創出・活性化に 
  つなげていく。 

 ② 第三次循環型社会形成推進基本計画の下、事業系食品廃棄物等を扱う食品 
  リサイクル法、廃棄物に関する各対策の有機的な連携により、食品廃棄物の   
  削減と再生利用を通じた地域の特性を活かした地域循環圏の形成を推進する。 

 ③ 現在の良好な環境を得るために制定されてきた各種環境法令の趣旨を踏ま  
  え、全ての事業活動は良好な環境の保全が前提となっているという点を念頭 
  に置きながら取組を進める。』(｢今後の食品リサイクル制度のあり方に関する論点整理(案)｣から引用) 

と整理とされ、以下の２つのチャレンジを食品リサイクル制度の目指すべき姿と
して整理しています。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
第７回合同会合における委員からの意見の論点整理案への反映は座長に一任さ

れ、今後、論点整理案に示された検討方向に沿って、具体的な施策内容を事務局
にて検討します。 

次回会合は、秋以降に開催することとしています。 
 

３ 

○  世界有数の食料を輸入している先進国及び「もったいない」の発祥国として、官民が連携しフードチェー
ン全体で食品ロス削減の取組を進め経済成長に貢献していく必要。 
① 食品ロス削減国民運動の展開 
② フードバンク活動の強化 
③ 発生抑制の目標設定の本格展開 

 食品ロス削減を通じた経済成長への貢献(リデュース) チャレンジ1 

○  これまで再生利用が進んでいない川下を中心に食品廃棄物等の再生利用の取組を加速化させるため、地
域の関係者の連携を強化し、事業者等が分別に踏み切り、再生利用事業が持続的に成り立つ環境を整備し、
食品循環資源を、地域農業振興を通じた活性化やエネルギー自立型の地域づくり、更には食品廃棄物の焼
却・埋立処分量の削減につなげていくことが必要。 
   ① 地域の実情や食品廃棄物等の性状等に応じた国、自治体・事業者等の連携による再生利用推進方策  
       の導入 
   ② 食品廃棄物等の分別の徹底とリサイクルループの更なる活用 
   ③ 食品循環資源の活用による地域の循環産業創出・活性化 

 

 食品循環資源の最大限の活用による 
                   地域の循環産業創出と活性化(リサイクル) 

チャレンジ2 

論点整理案の詳しい内容は下記ＵＲＬからご覧いただけます。 
  ⇒ http://www.maff.go.jp/j/council/seisaku/syokusan/recycle/h25_06/index.html 



（２）納品期限見直しパイロットプロジェクトが始まりました 

食品ロスは年間500～800万トン発生していると推計され、食品業界の商慣
習の一つである「小売業者への納品期限」がその一因であるとされております。 

現在の食品業界では、消費者に新鮮な食品を提供するためなどの理由から、製
造・卸業者から小売業者への納品期限を賞味期限の概ね1/3程度に設定されてお
り、この期間を過ぎた食品は小売業者に納品できないため、結果的に食品ロスの
発生につながっている場合があります。 

このような問題意識から、食品ロス削減のための商慣習検討ワ―キングチ―ム
と製・配・販連携協議会は共同で、農林水産省と経済産業省のサポ―トのもと、
趣旨に賛同する食品事業者の参加を募り、「菓子」や「飲料」について、小売業
者への納品期限を試行的に賞味期限の1/2に緩和し、食品ロス削減等の効果を検
証するパイロットプロジェクトを順次開始しています。 

期間は平成25年８月より約半年間を予定しており、食品ロス削減等に効果が
あれば、納品期限緩和を推奨していくこととしています。 

（賞味期限６ヶ月の場合）

２ヶ月 ２ヶ月２ヶ月

製造日 納品期限 販売期限 賞味期限

メーカー

3ヶ月

返
品

納品期限切れ在庫、
返品、廃棄／転送の変化

販売期限切れ
在庫の変化

返品、未出荷
廃棄の変化

購買行動
の変化

消費者

【飲料】
アサヒ飲料、伊藤園、キ
リンビバレッジ、サント
リー食品インターナショ
ナル、日本コカコーラ

【菓子】
江崎グリコ、亀田製菓、
不二家、ブルボン、明
治、森永製菓、ロッテ

伊藤忠食品、加藤
産業、国分、コン
フェックス、昭和、高
山、トモシアホール
ディングス、ドルチェ、
ナシオ、日本アクセ
ス、ハセガワ、三井
食品、三菱食品、
山星屋

メーカー 卸 売

卸 売 スーパー

店頭での販売

店頭から撤去、廃棄
(一部値引き販売)

販売期限については、
各小売において設定

製造日 納品期限 賞味期限

3ヶ月

現

行

【スーパー】
イオンリテール、イズミ
ヤ、イトーヨーカ堂、
東急ストア、ユニー

【コンビニ】
セブンイレブンジャパ
ン、ファミリーマート、ミ
ニストップ、ローソン

スーパー等
パ
イ
ロ
ッ
ト
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

※販売期限は小売店が商品管理の必要性から独自
に設定する店頭で商品を販売する期限のこと。

詳しい内容は下記ＵＲＬをご覧下さい。 
⇒ http://www.dei.or.jp/news/pastnews2013.html 
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パイロットプロジェクトのイメージ 



  

４．「食品」への理解を深めてもらう食品産業の取組み 

（1）しょうゆもの知り博士の出前授業 

 日本醤油協会認定の「しょうゆもの知り 

博士※」に計6回の出前授業を行って頂きま 

した。 

 出前授業では、日本人にとって料理に欠 

かせない調味料である「しょうゆ」につい 

て、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ました。 

子ども達は、本物のしょうゆや諸味を使用 

した「香りの体験」「諸味の味見」「麹菌 

の観察」を体験学習し、しょうゆもの知り 

博士から「しょうゆもの知り豆博士」の認 

定証を授与されました。 

 ２日間で、168名の子ども達と112名の保護者の方々に参加していただき、

「しょうゆのでき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。 

５ 

 ※ 「しょうゆもの知り博士」とは!? 

   日本醤油協会が協会員を対象として行う養成研修会を修了し、 
  認定された博士です。 
   「食育」活動の一環として、全国の主に小学校を中心に、しょうゆ 
  ができるまでと、食の大事さを学んでいただく出前授業を行って 
  います。 

「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 

もろみ 

 子ども達をはじめ多くの方々に「食品」についての理解を深めていただくため、

食品企業の皆様にもご協力頂き、昨年に引き続き「子ども霞が関デ―」（8月7日、

8日開催）において、「食品」に関する２講座を開催しました。 

 また、食品企業のキャラクタ―も参加した記念撮影に行列ができるなど、例年

以上に盛り上がった2日間でした。 

【諸味をこして、しょうゆが落ちてくる様子 
を真剣に見つめる豆博士達】 



【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、昨年に引き続き、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、食品安全に関
する展示や、食育や栄養素の大切さなど
の講座をはじめ、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、1,517社の企  
 業・団体様に参加を頂いております（H25.８月末現在 ）。 

  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 

 また、トラクタ―、トラックの展示や体験乗
車を実施、多くの子ども達から喜びの声を頂
戴しました。 

 ２日間で約1,500名の子ども達と保護者の方
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。 

旭トラストフーズ株式会社 

イオンアグリ創造株式会社 

衛生検査推進協会 

キユ－ピ－株式会社 

株式会社ケーアイフレッシュアクセス 

食品保健科学情報交流協議会 

株式会社タカミインターナショナル 

テ－ブルマ－ク株式会社 

東海漬物株式会社 

株式会社東急ストア 

東京グリーンプロジェクト 

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 

日本雑穀協会 

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 

ネスレ日本株式会社 

株式会社不二家 

ホテル華の湯 

株式会社マスヤ 

野菜ソムリエキッチン「me・gu・ri」 

理研ビタミン株式会社 

【食品企業のキャラクタ―と記念撮影】 

【トラクタ―の体験乗車】 

【小麦粉からグルテンを取り出す実演】 【食品企業の取組を紹介】 

６ 



 上野ファームの上野砂由紀さんは、訪れるお客様を花 
で迎えることで、「こんなきれいな農場でお米が作られ 
ているんだな」と感じて、お米を買っていただくという 
「魅せる農業」を実現するためにガ―デニングを始めま 
した。 

 本格的にガ―デニングを始めたのは、2001年に上野 
さんがイギリス留学から帰国してから。当時は、ガ―デ 
ニングはまだ盛んではなく手探り状態でしたが、開拓後 
４代続く農家の上野家では、種をまいて育てるノウハウがあり、ガ―デニングは
必然的に取り組み易いものでした。 

             上野ファ―ムでは、農産物の加工やブランド化では 
            なく、農場の環境自体に付加価値を付け、来場したお 
            客様にお米を買っていただこうという考え方で取り組   
            んでいます。 
             人が集まる環境をつくるということが、新しいビジ 
            ネスにつながっており、新たなビジネスの一端として、 
            近所の農家と連携した直売所の開設や週末マルシェを 
            開催するほか、納屋をカフェにして、地元の食材使っ  
            た料理を提供しています。 

 地域に人を呼ぶ試みの可能性はさらに広がり、2009年旭川・富良野・十勝を
南北に結ぶ200kmに点在している北海道を代表する７つのガ―デンが連携し、
2010年より「北海道ガ―デン街道」としてスタ―ト。観光スポットが連携する
ことで、より魅力的な観光と豊かな食、上等なホテルなども堪能できる滞在型観
光ル―ト（見る・食べる・泊まる）を構築しています。 

 当初は、「ガ―デン街道」というコンセプトを旅行代理店に理解してもらえず
苦労しましたが、７ガ―デン中、４つをめぐる共通チケットを販売したことによ
り、2010年の入場者数が37万人（連携以前は34万人）、2年目の2011年が
44万人、3年目の2012年には60万人と3年で約1.8倍にまで拡大しました。 

 北海道ガ―デン街道の取り組みは、離れた7つのガ― 
デンをめぐるため宿泊が伴い、宿泊することによって、 
それぞれの土地の異なる風景やご当地グルメを楽しむ 
ことができ、北海道の良さを効果的に発信しています。 
 今後は、道内各地のワイン、チ―ズ、温泉などと組 
み合わせることにより観光と食、農業の更なる可能性 
を追求していきます。 

    
         

       花を巡る旅の魅力から食と農の新たな発信へ                

                    ～北海道農政事務所～ 

 

５. 地方 
   だより 

北海道を代表する７つのガ―デンが点在する「北海道ガ―デン街道」について、

そのひとつである「上野ファ―ム」の取組を中心に紹介します。 

【上野ファ―ム】 

【納屋を改装したカフェと上野砂由紀さん】 

北海道ガ―デン街道 

北海道ガーデン街道については、以下のＵＲＬをご覧下さい。 
 ⇒ http://www.hokkaido-garden.jp/garden01.shtml 

７ 

【北海道ガ―デン街道のパンフレット】 



 皆様、ご案内のとおり、今年２月、６次産業化を推進するため、その中核組織
として、(株)農林漁業成長化支援機構（Ａ－ＦＩＶＥ）が開業し、農林漁業分野
で初めての官民ファンドが立ち上がりました。お陰様で、各分野の方々から強い
関心を頂き、半年強の間で、26のサブファンドが立ち上がり、９月２日には、
６次化事業体への初めての出資が行われることが決まりました。順調な立ち上が
り と 言 っ て 良 いか と 思 い ま す が 、 ま ず は 、 関係者 の 皆 様 のこ れま で の 
ご尽力に感謝申し上げるところです。 

 今後は、この具体的事例を参考に、活用事例を増やし、６次産業化の推進、農
業の成長産業化につなげていきたいところですが、何分、このファンドという手
法は、特に、農林水産分野ではこれまでなじみの薄かった手法であり、ファンド
の運営者と我々を含めた農林漁業関係者が使う共通言語が少なく、十分なコミュ
ニケ―ションができないといった問題があるようです。ある意味で時代の先端を
いくファンド関係者と農林漁業者が一緒に一つのものをつくっていくため、最初
はいろんな軋轢も生じるでしょうが、それを乗り越え、相互の信頼関係を作って
いくことが重要なのだと思います。 

 ６次産業化の推進という点では、法律ができて２年半、第一期を５年間とすれ
ば、折り返し地点を過ぎました。認定者も1,500近くになりましたが、６次産業
化に熱心な地方公共団体も増えてきました。現在、各都道府県に設置されている
サポ―ト機関も、秋には、各都道府県の意向を踏まえた組織に衣替えしますし、
中央サポ―トセンタ―（Ａ－ＦＩＶＥが運営）も稼働します。サブファンドも各
地で立ち上がりつつあり、地域レベルでも、６次化推進のための道具がそろいつ
つあります。今後は、まさに、現場で知恵を絞り、連携を図り、案件を積み上げ
ていくことが重要です。また、認定者のフォロ―アップも忘れてはいけません。
各地で、多くの「質」の良い６次化事業体の育成が図られるよう、我々としても、
何ができるか考えていきたいと思います。 

 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。 

    

            ファンドと６次産業化 
                                ～佐竹 健次産業連携課長～  

 

６. 幹部の  
    つぶやき 

 「デュ―・ディリジェンス（ＤＤ）」「メザニ
ン」「エクイティ」「エクジット戦略」…。皆さん、
これらの意味がおわかりでしょうか？それぞれ
「（ファンドの）出資審査」「資本性劣後ロ―ン」
「資本」「出口戦略（投資家による資金回収方
法）」のことを意味します。これらはいずれも金融
用語で、特に、ファンドを扱う人達にとっては、日
常用語になるわけですが、農林水産業界に携わる人
間にとっては、はじめて聞く言葉でしょう。かくい
う、私も、昨年、12月に就任し、これらの言葉を
耳にしたときには、意味がわからず、何をいってい 
るのだろうと思っておりました。 佐竹産業連携課長 
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 農林水産省を訪問される皆様に、食料産業局がどんなところか一目でご紹介で
きるよう、情報発信コ―ナ―を６階中央にオープンしました。 
 施策に関するパネルや商品、お持ち帰りいただけるパンフレットなどを展示し
ております。 
 農林水産省へお越しの際は、ぜひ一度お立ち寄りください！ 

     「未来へ、世界へ！日本の食料産業！」 
      (食料産業局情報発信コ―ナ―)をオ―プンしました！ 

 情報発信コ―ナ―の全景 

６次産業化、輸出促進のコ―ナ― 

再生可能エネルギ―のコ―ナ― 

農林水産省と消費者庁が推薦をしているドキュメンタリ―映画「もったいな
い！」が、９月21日から東京都写真美術館ホ―ル、名古屋･名演小劇場ほかで順
次公開されます。 

本映画は、世界的にも大きな課題となっている 
食品ロスの問題について、分かりやすく消費者の 
皆さんに理解を深めていただける内容となって 
います。是非一度ご覧下さい！  

７. お知  
   らせ 

 
    「もったいない！」が 
          ９月21日から公開されます 
 

公式ＨＰについては、以下のＵＲＬをご覧下さい。 
 ⇒ http://mottainai-eiga.com/index.html 

各種パンフレットも取りそろえています。 

 信じがたい真実ですが、私たちが日々食べる 
食品は、その半分が食卓に届く前に捨てられて 
います。 
  生産の現場で、流通の過程で、小売販売のシ 
ステムによって、そして家庭でも･･･。  
  日本をはじめ世界各国で、食料が辿るあらゆ 
る段階に関わる人々や専門家の話を聞きながら、 
その驚愕の現実と原因、影響を目撃し、私たち 
に何が出来るのかを探る旅が始まります。  

ドキュメンタリー映画「もったいない！」 
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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 

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 

 「農林水産物・食品の国別・品目別輸出戦略」を策定しました！ 

 Oishii Japan in Qatal カタ－ルでのトップセ－ルス！ 

 新事業創出のノウハウを学びたい人募集中！ 

    香港で「フ－ド・エキスポ2013」が開催されました！ 

    香港にて日本産食材を使用した中華料理レセプションを実施！ 

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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