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フードテック官⺠協議会
Council for Public-Private Partnership in Food Technology

令和２年10⽉２⽇

第１回（提案・報告会）
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フードテック官⺠協議会発起会
フードテック官⺠協議会 第１回提案・報告会

次第

フードテック官⺠協議会発起会
1 議⻑の互選
2 規約案について

・ 規約案について説明

・ 意⾒、質疑応答

・ 規約の承認、協議会の⽴ち上げの宣⾔

フードテック官⺠協議会 第１回提案・報告会
1 あいさつ
2 協議会について
3 WT・CCの提案
4 その他
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フードテック官⺠協議会規約（案） その１
第１章 協議会

（名称）
第１条 この協議会は、フードテック官⺠協議会（以下「協議会」という。）という。

（⽬的）
第２条 ⾷・農林⽔産業の発展と⾷料安全保障の強化に資する、資源循環型の⾷
料供給システムの構築や⾼い⾷のQOLを実現する新興技術について、国内の技術
基盤の確保に向けて、協調領域の課題解決の促進や新市場の開拓を後押しする官
⺠連携の取組を推進する。

２ 個⼈と組織の⼒を活⽤し、建設的で挑戦的な発想で議論し、双⽅向に価値を与
え合うことで、会員相互の発展・成⻑を促進する。

（協議会が⾏う事業）
第３条 協議会は、前条の⽬的を達成するため次の各号に掲げる事業を実施する。
（１）フードテックの振興に資する官⺠連携の推進に関する事業
（２）フードテックの振興に資する普及啓発に関する事業
（３）フードテックの振興に資する調査研究・教育に関する事業
（４）その他協議会が定める事業

第２章 会員

（会員）
第４条 協議会は、協議会の⽬的に賛同する個⼈（以下「会員」という。）で構成す
る。

（⼊会）
第５条 協議会の会員として⼊会しようとする者は、事務局の指定する⽅法で申し込
むことにより⼊会することができる。

（退会）
第６条 会員は、協議会に届け出ることにより、任意に退会することができる。
２ 退会の届出は、以下の事項を届け出るものとする。
（１）退会しようとする者の⽒名
（２）退会の理由
（３）届出の年⽉⽇

（会費）
第７条 会員の会費は無料とする。

（会員の権利及び義務）
第８条 会員は、事業に参加する権利を有し、会員の議決権はそれぞれ１とする。
第９条 会員は次に定める義務を負う。
（１）本協議会の⽬的を達成するため、本協議会が進める事業へ参加・協⼒する。
（２）本規約その他本協議会の運営に関わる諸規程等を遵守する。

（除名）
第10条 会員が次のいずれかに該当するに⾄ったときは、事務局の判断により当該会
員を除名することができる。

（１）本会則その他の規則に違反したとき。
（２）協議会の名誉を傷つけ、⼜は⽬的に反する⾏為をしたとき。
（３）その他の除名すべき正当な事由があるとき。

第３章 総会

（構成）
第11条 総会は、全ての会員をもって構成する。

（議⻑）
第12条 総会に、議⻑を置く。
２ 議⻑は、総会の都度、会員の互選により選出する。

（召集）
第13条 総会は、事務局が招集する。

（議事及び決議）
第14条 議事は、規約の変更その他協議会の活動に関する重要な事項とする。
第15条 総会の決議は、出席した会員の議決権の過半数をもって⾏う。

（議事概要）
第16条 議事概要は、事務局が作成し公表する。
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第６章 コミュニティサークル

（コミュニティサークルの設置）
第24条 フードテックの振興に資する普及啓発、会員相互の連携促進を図る活動を⾏
うコミュニティサークル（以下「ＣＣ」という。）を、会員の発意により協議会に設置する。

（ＣＣの設置に係る⼿続き及び活動報告）
第25条 第23条の規定に準じて⾏う。

第７章 事務局

（事務局）
第26条 協議会の事務局は、会員の協⼒を得て、農林⽔産省⼤⾂官房政策課が⾏
う。

第８章 雑則

（協議会の活動における情報の取扱い）
第27条 会員の利益を守る観点から、交流・連携の場において秘密情報を扱う場合に
は、場に参加する会員の了解を得て、適切な情報管理を⾏うこととする。

以 上

第４章 提案・報告会

（構成）
第17条 提案・報告会は、全ての会員をもって構成する。

（開催）
第18条 提案・報告会は、毎年度３回程度開催する。

（召集）
第19条 提案・報告会は、事務局が招集する。

（議事）
第20条 提案・報告会の議事は、第５章に定める作業部会や、第６章に定めるコミュ
ニティサークルの提案・活動報告その他協議会の活動に関する事項とする。

（議事概要）
第21条 議事概要は、事務局が作成し公表する。

第５章 作業部会

（作業部会の設置）
第22条 特定のテーマに関する議論を⾏う場として、作業部会（以下「ＷＴ」とい
う。）を、会員の発意により協議会に設置する。

（作業部会の設置に係る⼿続き及び活動報告）
第23条 ＷＴを設置しようとする者（以下「ＷＴ責任者」という。）は、ＷＴで取り扱
う内容について、ＷＴ提案様式に必要事項を記載し、会員に対し、作業部会に参加
する者（以下「ＷＴメンバー」という。）の公募を⾏い、ＷＴメンバーを決定する。

２ ＷＴ責任者は、ＷＴにおける情報の取り扱いその他ＷＴの運営に必要な事項を
定める。

３ ＷＴ責任者は、原則年２回程度、ＷＴの活動状況について提案・報告会で報告
を⾏うものとする。

フードテック官⺠協議会規約（案） その２



フードテック官⺠協議会設置の趣旨
⾷・農林⽔産業の発展と⾷料安全保障の強化に資する、資源循環型の⾷料供給システムの構築や⾼い

⾷のQOLを実現する新興技術について、国内の技術基盤の確保に向けて、協調領域の課題解決の促進や
新市場の開拓を後押しする官⺠連携の取組を推進するため、フードテック官⺠協議会を⽴ち上げる。
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新興技術を活⽤した⾷・農林⽔産業の発展
⾷料安全保障の強化

国内における技術基盤の確保

協調領域の
課題解決の促進

フードテック関連の
新市場の開拓

官⺠協議会の活動



コミュニティ活動
（CC: Community Circle）

コミュニティ活動
（CC: Community Circle）

作業部会
（WT: Working Team）

作業部会
（WT: Working Team）

官⺠協議会の活動
協調領域の課題解決の促進や新市場の開拓を後押しする官⺠連携の取組を推進するため、官⺠協議会には、

①規約の変更等、協議会の運営に係る重要事項を決定する総会
②情報共有や交流・マッチングの機会を提供する提案・報告会
③協調領域の課題解決に向けて議論・提⾔を⾏う作業部会
④機運を盛り上げていくため継続的に取り組むコミュニティサークル を設置する。
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総 会

作業部会
（WT: Working Team）

コミュニティ活動
（CC: Community Circle）

• WT･CC⽴ち上げの提案、活動報告、成果の共有

• 協調領域の課題解決に向けて、
明確なアウトプット、活動期間を定め、専⾨的な議論を⾏う場

• 協議会参加者のリソースを活⽤し、フードテックに関する
機運を盛り上げていく継続的な活動を⾏う場

提案・報告会

• 規約の変更その他協議会の運営に係る重要事項の決議
※議事進⾏は、会員の互選で選ばれた議⻑が⾏う。

※議事進⾏は、協議会事務局が⾏う。



提案・報告会
協議会の提案・報告会は、原則オンラインでの開催とし、年３回程度（４、８、12⽉）を⽬安に開催し、
①基調講演やパネル等を開催し、ビジョン等の協議会の価値観を共有
②作業部会やコミュニティ活動の活動状況を報告し、全体で情報共有
③会員からの新たな活動の提案を受け付ける場の提供 などを⾏う。
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４⽉ ８⽉ 12⽉

• ビジョン等協議会の価値観の共有
• 作業部会やコミュニティ活動の活動状況の報告の場
• 新たな活動の提案の場

※原則、オンラインでの開催とする



作業部会のテーマ
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＜⺠間企業等から提案のあったテーマ（⽴ち上げ時）＞

・作業部会は、協調領域での課題特定・対応⽅針の策定や、当該分野に関する調査や報告書
の作成、政策提案など、専⾨的な議論を⾏う場として設置。
・提案者が、テーマ設定やスケジュール等を検討し、メンバーを募って活動を⾏う「この
指とまれ」⽅式で設置。

2050年の⾷卓の姿

宇宙⾷ 細胞農業

スマート育種産業化

昆⾍ビジネス

⻑期(2050年)的な視点で、消費者の⽣活スタイ
ルや⾷に対するニーズの変化、フードテックに係
る技術開発のトレンドを予測した上で、フード
テック振興のあり⽅等について検討を⾏う。

⾷の機能を最⼤化し、⾼いQOLを⽬指す⾷と、
これを取り巻く環境・⽂化を組み合わせた未来
の⾷産業創出に向け、検討体制を構築し、実現
のための技術課題を特定、その解決策について
検討を⾏う。

将来的に⼤きな需要が⾒込まれる宇宙⾷につ
いて、国際的に競争⼒の⾼い有⼈宇宙滞在技
術の実現と⽇本の⾷産業の競争⼒強化を⽬的
として、宇宙⾷に係るフードテックの研究開
発⽬標やロードマップ、必要となる共創基盤
や、⽀援策について検討を⾏う。

研究開発が進む細胞農業(培養⾁)の産業化に
向け、 ①細胞培養⾁の⾷品として製造時の安
全性、販売時の表⽰の在り⽅、 ②消費者との
コミュニケーション、③既存産業との共存の
仕組みと役割分担の明確化等について検討を
⾏う。

動物飼料⽤、⾷料⽤の昆⾍の市場を形成してい
くための⽣産⽅法や、研究、安全性の評価、⽤
途開発等の課題を特定し、解決に向けた検討、
実証を⾏う。

ヘルス・フードテック

ゲノム編集等のスマート育種技術は、育種効率及
び機能性を⾶躍的に向上する技術である。今後の
ビジネス市場を形成していくための事業化プロセ
ス、技術的な課題を特定し、その解決に向けた検
討を⾏う。

※ このほか、新興技術ガバナンスを設置。



コミュニティ活動（CC: Community Circle）

コミュニティは、協議会参加者のリソースを活⽤し、フードテックに関する機運を盛り
上げていく、試⾷会、海外への情報発信(マンレポ・HP)など、継続的な活動を⾏う単位と
して設置。WT同様、「この指とまれ」⽅式で活動。
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（参考）不動産テックカオスマップ（⼀般社団法⼈不動産テック協会）

企画１︓フードテックのカオスマップづくり

企画へ御協⼒いただける⽅、掲載を希望される企業、募集します︕

フードテックに関するサービスを提供する協議会メンバーを
カテゴライズし、カオスマップを作りませんか︖

企画２︓フードテックのカタログ
協議会メンバーのサービス・取組を紹介するカタログを
作りませんか︖

※ 詳細は追って連絡。



WT・CCの⽴ち上げまでの流れ
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① WT/CC事務局は提案書を作成

② WT/CC提案書を協議会事務局へ提出（形式チェック）

③ WT/CC事務局は提案・報告会、メールにより、提案・メンバー
を公募（必要に応じ、参加希望者からWT事務局へ問い合わせ）

④ 参加希望者は、WT/CC事務局へ応募

⑤ WT/CC事務局はメンバーを決定（協議会事務局へ報告）

⑥ 活動開始
※各WT/CC終了後、簡易な議事概要・資料を協議会に提出してください。

※ ⽴ち上げする者は協議会事務局へ御連絡ください。提案書様式を送付します。
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（参考）WT・CC提案様式（イメージ）

WT⽴ち上げに係る提案様式（新興技術・新興ガバナンス WT）

申請⽇︓令和２年○⽉○⽇

項 ⽬ 記⼊欄 備考
WTの名称 新興技術・新興ガバナンス WT

趣旨・⽬的

⾷に関する新興技術を起点とする、新産業の成⻑ストーリーが描くた
め、将来の技術動向の把握、それに対応する規制の在り⽅について
の検討体制を整備することを⽬的に、「新興技術・新興ガバナンス
WT」を⽴ち上げる。

想定メンバー

国⽴研究法⼈（NARO戦略開発センター、NEDO/TSC、
JST/CRDS等）、
⼤学有識者（技術予測、ガバナンス等）、
関係省庁（農⽔省、経産省、消費者庁、⽂科省、厚労省、⾷安
委等）

この他、必要に応じ
⺠間シンクタンク、
VC等をお招きしヒア
リング実施。

当⾯のアウトプット

将来の技術動向の把握、それに対応する規制の在り⽅についての
検討体制を構築。
（当⾯は、各機関が有する⾷に関連する技術情報を共有するととも
に、⼤学有識者等から海外（英・⽶）の⾏政機関の取組等を紹介
いただき、⾷分野における各機関の検討体制の在り⽅を検討。）

今後のスケジュール（概
ね半年）

2020年９⽉︓WTの提案、募集
2020年10⽉︓第１回 WTの⽬指すもの、当⾯の進め⽅（農⽔
省）
2020年11⽉︓第２回 プレゼン①（有識者）
2020年12⽉︓第３回 プレゼン②（国研）
2020年１⽉︓官⺠協議会 全体会（活動報告）
2020年２⽉︓第４回 プレゼン③（VC・シンクタンク）
2020年3〜4⽉︓中間とりまとめ （体制の在り⽅⇒深化）

・当⾯は各機関の取
組共有。どういった枠
組みが持続的で、機
能するか。

・開催頻度は要調
整（1回/1〜２ヶ
⽉）

情報の取り扱い 参加者と協議の上、決定。
（⾮公開、公開、チャタムハウスルール）

開催⽅法 原則、オンラインでの開催。
責任者・事務局 農林⽔産省政策課〇〇〇

窓⼝担当者 ○○、○○

窓⼝連絡先
（メールアドレス）
窓⼝連絡先
（電話番号）

CC⽴ち上げに係る提案様式（カタログCC）

申請⽇︓令和２年○⽉○⽇

項 ⽬ 記⼊欄 備考
CCの名称 フードテックカタログ

趣旨・⽬的

官⺠協議会に参加するフードテック企業の取組について広く国内外に
発信しフードテック全体の機運を⾼めるため、「フードテックカタログ（仮
称）」を作成する。 可能なら、会員の協

⼒を得て英語版を作
成。

想定メンバー ⾷品メーカー、スタートアップなど

活動 ・フードテックカタログの企画、作成、更新管理
・成果物は、官⺠協議会事務局HPへ掲載。

責任者・事務局 農林⽔産省⼤⾂官房政策課

窓⼝担当者 ○○、○○

窓⼝連絡先
（メールアドレス）

窓⼝連絡先
（電話番号）



会議情報の取り扱いについて
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・会議情報の透明性の確保、情報共有によるオープンイノベーションを促進する観点から、協議会におけ
る情報の取り扱いは、チャタムハウスルールを基本とします。

・基本的には、①会議は⾮公開、②全体会の議事概要は公表、③WTでの取り扱いは各WTで決定すること
とします。

・WTの活動・成果物を全て公表する必要はありませんが、協議会として対外的な情報発信が⾏えるよう、
活動報告、成果物の概要を公表するようにお願いします。

会議の公開 議事概要 資料

全体会

⾮公開 HPで公表 公表

W T

⾮公開 各WTで決定 各WTで決定

チャタムハウスルール︓参加者は会議中に得た情報を外部で⾃由に引⽤・公開することができますが、その発⾔者を特定できる情報を公開することは禁⽌します。

①公表
②⾮公表

①公表
②⾮公表

※ WT事務局が作成

※ 協議会事務局が作成

このほか、CC・イベント等については積極的な対外発信をお願いします。
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名簿の取り扱いについて
・会員の所属組織（企業・団体等）名は、協議会事務局HP等で公表します。（⾮公表も可）
・協議会内では、所属組織（企業・団体等）名、個⼈名、部署・役職名をオープンとします。
・会員内のマッチングの御希望があれば、事務局に連絡してください（相⼿⽅の了承を取った上で、お

取次ぎします。）。

協議会外 協議会内

所属組織
（企業・団体等）名

オープン（HP等で公表）
orクローズ
の選択制

オープン

個⼈名、
部署・役職名 クローズ オープン



今後の流れ

１．各WT・CCのプレゼン（本⽇）

２．事務局からWTの案内（近⽇中にメール）

３．各WTへの参加、問い合わせは２のメールで
お知らせする各WT・CC事務局連絡先まで
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