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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．今年も「食と農林漁業の祭典」を開催します！ 

 日本の農林漁業・食品産業・農山
漁村がもつ素晴らしい価値を国内外
に広く伝えることを目的とした「食
と農林漁業の祭典」を今年も開催し
ます。 
 
 昨年度は、11月を中心に「食」
と「農林漁業」に関する様々なイベ
ントが展開され、全体で約35万人
が参加し、大変盛況に終わりました。 
 
 その「食と農林漁業の祭典」が昨
年よりもイベントの量・質ともにパ
ワ―アップして、今年も開催致しま
す！ 
 
 11月を通じて様々なイベント開 
催しますので、皆さま是非ご来場下
さい！ 
 
＜イベントの詳細は次ペ―ジ以降を参照して下さい＞ 

「食と農林漁業の祭典」パンフレット 

「食と農林漁業の祭典」の詳しい内容は、  
下記ＵＲＬからご覧いただけます。 

   ⇒  http://www.foodfestival.jp/  



２ 

農林水産物等輸出促進全国協議会総会 
及び晩餐会(“おいしい”to the world) 

日時：11/1(金) 
   16時～19時 

場所：ﾎﾃﾙｵｰｸﾗ東京 

①農林水産物等輸出促進全国協議会総会 
 ・国別、品目別輸出戦略の説明 
 ・日本食海外普及功労者表彰 
 
②晩餐会“おいしい”to the world 
 各国の在京大使等を招待し、日本  
 ならではの日本の農林水産物・食 
 品の魅力発信 

ジャパンフ―ドフェスタ201３ 

日時：11/2(土)～3(日) 
   11時～16時 

場所：丸の内仲通り等 

①地域発の食品ｺﾝﾃｽﾄ 
 （地場もん国民大賞） 
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収穫物等の販売 
④料理ﾏｽﾀｰｽﾞｼｪﾌ開発メニュ―の提供 
⑤乳搾り体験など家畜ふれあい 等 

【地場もん国民大賞とは】 
今年度より開始された、農林水産物、 
加工食品、料理なんでもありの地域 
発の食品コンテスト 

【審査の流れ】 
１次審査【518品→100品】 
２次審査【100品→20品】 
最終審査【20品→大賞1品】 

①WEB投票（10月17日～31日） 
最終20商品の中から気に入った商品に
Facebookの「いいね！」で投票。 

②来場者投票(11月2日、丸の内仲通り) 
「ジャパンフードフェスタ2013」の来
場者が試食し、気に入った商品に投票 

③表彰式(11月3日、丸ビル1Fﾏﾙｷｭｰﾌﾞ) 
①＋②の結果により、地場もん国民大賞
(金賞)、銀賞、銅賞、審査員賞を表彰。 

平成25年度  
地産地消推進全国フォ―ラム 

日時：11/1(金) 
   12時30分～16時30分 
場所：ｺﾝﾌｧﾚﾝｽｽｸｴｱ ｴﾑﾌﾟﾗｽ 
   10F「ｸﾞﾗﾝﾄﾞ」 

①地産地消優良活動表彰 

②地産地消給食等ﾒﾆｭｰｺﾝﾃｽﾄ 

③小泉武夫氏等による講演 

Pick UP!! 地場もん国民大賞 



【その他イベント】 
  食育フォ―ラム2013お百姓さんが教えてくれたこと（11/2  丸ビルホ―ル） 
  RED U-35（若き才能を発掘する料理人コンペティション）最終審査及び授賞式 
 （11/4  東京デザイナ―ズウィ―ク内ド―ム） 
  オ―ライ！ニッポン表彰式（11/8  日比谷図書文化館） 
  実りのフェスティバル（11/8～9  明治公園） 
  ファ―マ―ズ＆キッズフェスタ2013（11/9～10  日比谷公園） 
  TOKYO HARVEST（11/9～10  六本木ヒルズアリ―ナ） 
 農林水産祭式典（11/23  明治神宮会館） 
 フ―ド・アクション・ニッポン アワ―ド2013表彰式・見本市（12/3  有楽町駅前広場他） 

 都内飲食店とのコラボ企画(10/26～11/30  銀座・丸の内飲食店） 
 「これが『食の国』のチカラ」セミナ―（11/1～18  都内各所） 

【スタンプラリ―を開催します】 
 イベント会場３ヵ所回るごとに旅行券や映画チケット
などプレゼント抽選のチャンスがあります。 
 ※ スタンプラリ―への参加には、スマ―トフォンから「食と農林 

       漁業の祭典」専用アプリのダウンロ―ドが必要です。 

３ 

リアル美味しんぼ 究極と至高の対決 

朝日新聞と読売新聞が「究極と至高の対決」を再現し対決。 

①福岡県「鶏料理対決」（11/3(日)、イオンモ―ル福岡） 

②岩手県「わかめ料理対決」（11/4(月)、イオンモ―ル盛岡) 

③長野県「長寿料理対決」（11/9(土)、イオンモ―ル佐久平) 

④東京都「３県の料理についての最終審査会」（日時場所未定) 

直売所甲子園2013決勝大会 

日時：11/12(火)～13(水) 
   12日は13時30分～17時 
    13日は9時～16時 
 

場所：中野サンプラザ 

「直売所で農業・農村はどのよう
に変わったか」をテ―マに、直売
所の地域における役割と機能を専
門家による審査と決勝大会での活
動発表を行います。 

食の絆サミット2013 

日時：11/15(金)～17(日) 
   11時～18時 
       15日は12時～18時 

場所：渋谷ヒカリエ9Ｆ 

①「きょうの料理」公開収録 
②食と農林漁業に取り組む大学生のプレ 
   ゼンコンテスト 
③若手農家のビジネスプランコンテスト 
④料理マスタ―ズ授与式・シンポジウム 
⑤全国各地の郷土料理・伝統野菜の紹介 

美味しい銀座×食と農林漁業の祭典 

銀座料理飲食業組合連合会と祭典がコラボし、期間限定で国産 
食材を活用したメニュ―の販売等を実施。 
 
①美味しい銀座弁当の販売（10/28(月)～11/3(日) 銀座飲食店） 
②国産メニュ―百選（10/26(土)～11/30(土) 銀座飲食店） 
③国産農産物ﾁｬﾘﾃｨ-頒布会（11/2(土)14時～ 銀座数寄屋橋公園) 



 20２０年に6次産業の市場規模を現在の1兆円から10兆円に拡大することが、
日本再興戦略で目標に掲げられています。 
 この目標達成には、農林漁業成長産業化ファンドの本格展開や、地産地消の推
進、輸出促進、バイオマスの活用等に取り組むことが重要です。 
 このため、6次産業化に関する施策の浸透を図るとともに、現場の取組・意見
をより一層施策に反映させるなど、現場と連動した取組を進めていくため、全国
の各都道府県で「6次産業化の推進に向けた全国キャラバン」を行っています。 
 平成25年10月9日から12月17日の間に全国各地で開催しておりますので、
既に6次産業化に取り組んでいる方、これから6次産業化に取り組まれようとす
る方など、6次産業化にご関心をお持ちの方は、開催日程、内容などお近くの地
域センタ―等にお問合せ下さい。 
 

２．６次産業化の推進に向け、 
    全国キャラバンを行っています 

【農林水産省から施策の説明・意見交換】 
 ◆6次産業化の意義、日本再興戦略の内容を含め説明 
 ◆日本再興戦略を踏まえた施策の展開方向 
 ◆平成26年度概算要求の内容 
 ◆意見交換                        
 
【6次産業化の取組事例の紹介】 
 ◆6次産業化取組事業者からの事例紹介 
 ◆6次産業化プランナ―からの事例紹介 
 ◆農林漁業成長産業化ファンド、サブファンドからの取組紹介 
 ◆意見交換                         等 
  
 ※都道府県により内容が異なりますので、詳細はお近くの地域センタ―等にお問合せ下さい。 

キャラバンの主な内容 

「6次産業化の推進に向けた全国キャラバン」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/shokusan/kikaku/kyaraban.html 

新潟県から全国キャラバンをスタ―トしました  

 10月9日（水）に新潟県生涯学習センタ―において開催された新潟県
キャラバンを皮切りに、全国キャラバンがスタ―トしました。 
 当日は、６次産業化に取り組んでいる方やＪＡ、金融機関、大学関係
者、マスコミなど多くの方に参加して頂きました。 

４ 



３．食品ロス削減国民運動（NO-FOODLOSS PROJECT） 
                    のキャラクタ―の愛称を募集します！ 

５ 

（1）ロゴマ―クの決定について 

   我が国では、本来食べられるのに廃棄されている「食品ロ
ス」が年間500～800 万トン発生しています。 
          世界で約９億人の人々が栄養不足状態に                
         ある中で、「もったいない」という言葉の  
         発祥地である我が国として、食品ロス削減          

 
 応募方法等 
  ・募集期間：平成25年10月25日（金）～11月24日（日） 
  ・応募先URL：https://www.contact.maff.go.jp/maff/form/8eb3.html 

  ・その他募集結果の発表やこのロゴマ―クの使用許諾等詳しい情報は 
   こちらをご覧ください。 

   http://www.maff.go.jp/j/press/shokusan/kankyoi/131025_1.html 

 

（２）キャラクタ―の愛称募集について 

国民の皆様に広く食品ロス削減国民運動を知ってい
ただき、多くの方々に食品ロス削減に取り組んでいた
だけるよう、このロゴマ―クのキャラクタ―について、
わかりやすく、親しみやすい愛称を募集します。 

僕の名前をつけてね♪ 
 真ん中の赤丸は食品ロス問題を抽象化した
お皿、下の二本線はお箸をイメ―ジし、涙で
「もったいない」感情を表現してるよ！ 

基本形ロゴマ―ク 

※このような形での使用も可能です。 

使用例 

にフ―ドチェーン全体で取り組んでいくため、官民をあげた 
食品ロス削減国民運動（NO-FOODLOSS PROJECT）を展
開します。 
 この度、この国民運動のロゴマ―クが次の通り決定しました。 

食品ロス削減に取り組む皆さんに使って頂けますので、多くの方の 
ご利用をお待ちしています。 



 地場産業としての農業による地域おこしを目指し、 

石川県能美郡川北町において農業者有志が集まり、 
平成10年に農業生産法人「有限会社わくわく手づく 
りファ―ム川北」が設立されました。 
 同社が当初手がけた地ビ―ルの開発・販売では、
休耕田を利用して栽培したビ―ル麦を利用していま
したが、川北町が石川県内でも有数の産地であった
六条大麦に着目し、平成20年に機能性成分をもった
地ビ―ルの開発に着手しました。 

    

       機能性の高い六条大麦ビ―ルで世界も視野に 

                         ～北陸農政局～ 

     

４. 地方 
   だより 

 北陸農政局より、地元産の六条大麦を使った機能性成分を含む地ビ―ルの開

発・販売にかかる取組を紹介します。 

 石川県立大学と連携して、血圧降下などの作用があるといわれている「ＧＡＢ
Ａ(ギャバ)※」を多く含む地ビ―ルの開発に向け、六条大麦の麦芽製造やＧＡＢ
Ａの値が高位安定する発芽方法を研究、商品化に成功し、24年５月に、「六条
大麦・白山ギャバ麦エ―ル（商品名：金沢百万石ビ―ル)」として販売を開始し
ました。 
 ＪＲ金沢駅や小松空港等でお土産用として販売し、「パッケ―ジデザインや 
ネ―ミングが金沢らしい」、「フル―ティ―で飲みやすい。爽やかな飲み口。」
など好評を得ており、25年３月までの間に約10万本（350ｍｌ缶）を販売し
ております。 

  

※  ＧＡＢＡとは、アミノ酸の一種で「γ －アミノ酪酸（Ｇamma-Amino Butyric Acid）」の略。 
    ＧＡＢＡには、気持ちを落ち着かせる「リラックス効果」があるほか、血圧降下などの作用が 
     あると言われており、特定保健用食品に認定されている商品も販売されています。 

麦の刈取風景 

商品化された地ビ－ル 

 平成27年春に開業する北陸新幹線の車内販売を目指すほか、東京などの百貨
店・飲食店等での販売や東南アジア等海外への輸出も検討しているなど、先を
見据えた計画を立てており、地産地消と地域の農業振興の原動力となるべく、
更なる事業展開を目指しているところです。 

 また、同社では、地元の農産物やこだわりの特
産品を販売する産直物産館も運営し、併設してい
るレストランで、田園風景を楽しみながら地ビ―
ルと食事を楽しめるなど、「農」の魅力を「わく
わく感」をもって堪能できる空間づくりに努めて
います。 
 平成25年度の地ビ―ルの販売目標を20万本に
設定し、六条大麦の作付面積を今までの倍以 

上である５haに増やし、製造設備をほぼフル稼働させ生産しました。今後は、
更なる増産を計画しており、製造設備の増強も考えています。 

６ 

のみぐん かわきたまち 



 ８月まで私は官民の人事交流で某物流会社に勤務していましたが（「お・
も・て・な・し」で時の人となった某女性キャスタ―がCMに出ている会社で
す）、所属部署では年頭に「必要とされる組織」、「結果の出せる組織」にな
ろう、という目標を立てていました。 
 
 「必要とされる組織」は文字どおり解釈するとして、民間企業では「結果の
出せる組織」＝「金を稼げる組織」です。でも、行政の場合は、予算を多く獲
得できる組織なのか、人間を一人でも多 
くかき集められる組織なのか、法律を一 
本でも多く作る組織なのか・・・・？ 
 
 端的には、私の課は「食料の生産及び 
流通の合理化に関する総合的な政策の企 
画及び立案に関すること」を担当してい 
るので、皆さんのお役に立てるような政 
策を企画立案していくことが仕事になり 
ますが、では、本当に役に立つのはどん 
な政策なのか・・・？  
 考えは尽きませんが、まずは食料産業 
の方々が置かれている状況をしっかり把握することが大切だと考えています。 
現在「６次産業化キャラバン」で局の幹部が全国を回っております。忌憚のな
いご意見をいただければ幸いです。 
 
 ４～５年前のことですが、当時の大臣から全職員に対して、「毎晩、仕事が
終わって家に帰るとき、『自分は今日精一杯仕事をしたのか？』そのことを自
問してほしい」という趣旨のご指示がありました。 
 
 行政は究極のサ―ビス業、まさに国民の方々を幸せにするのが行政の究極の
責務だと考えています。だとすれば、私たちが日々の仕事に満足していないま
まで、皆さまを満足させて幸せにすることなどできるはずがありません。 
 大臣のご指示のような問いかけを私たち一人一人が反すうし、毎日の仕事に
満足し、それなりの達成感を持つ・・・そのことが結果としていい仕事をする
ことにつながり、行政として最大のアウトカムを産み出すことになると信じて
います。 
 
 これからも日々、自己満足を積み重ねながら、お役に立てるような政策の実
現に向けて努力してまいります。 
 
 とりとめのない文章におつき合いいただき、ありがとうございました。 

 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。 

    

            日々是自己満足 
                                 ～内田 幸雄 企画課長～  

 

５. 幹部の  
    つぶやき 

内田企画課長 

７ 



  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 

 食料産業局公式フェイスブックは、昨年10月に開始し、ちょうど１年が経ちました。 
この間、2,000近くの「いいね!」をいただいているところです。 
 これからも、イベント情報等をタイムリ－に、判りやすく情報発信していきますので、 
是非、ご覧下さい。 
 
食料産業局フェイスブックに最近掲載された主なもの 
 
 沖縄のさとうきび畑（沖縄のウージ（さとうきび）畑より） 
 「6次産業化の推進に向けた全国キャラバン」スタートしました!! 
 10月25日に業務用米のマッチングイベントを開催します！ 
 「おいしい！～意外とスゴイ、冷凍食品～」（消費者の部屋）に 
  吉川副大臣が来場されました！ 

こちらにアクセス!! 

www.facebook.com/maff.shokusan 

フェイスブック開始から１年が経ちました!! 

８ 


