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需要のフロンティアの拡大 （事例① ファストフィッシュ）

●「魚を食べたい でも ①面倒くさい ②調理方法がわからない という消費者の要望●「魚を食べたい。でも、①面倒くさい。②調理方法がわからない。」という消費者の要望。

●電子レンジやフライパンで調理でき、手軽・気軽においしく水産物が食べられる

「 商 売を官 協働 推進「ファストフィッシュ」商品の開発、販売を官民協働で推進。

●水産物及びその加工品のバリエーションを増やし、日常の生活の中で魚の消費を回復。

ファストフィッシュの要件

（Ｈ２４年８月から５回選定で、現在、合計３８４社 ２，１２３商品）

ファストフィッシュの例ファストフィッシュの要件
（水産加工品と調味料の２部門）

①調理時間が短

【オイルルージュ】 ふるさと萩食品協同組合（山口県萩市）

●加圧加熱殺菌処理により、そのまま骨まで食べられる。

ファストフィッシュの例
は ぎ し

①調理時間が短い

②お手頃価格

ど 内容

●未利用魚であったヒメジ（金太郎）の付加価値化に
成功した商品。

【マ メイド洋風の味 三陸港食房シリ ズ】ちょうどいい内容量

③今後の需要拡大の可能性

【マーメイド洋風の味 三陸港食房シリーズ】

●さば、まだらなどの地元三陸沖の魚を使った、
ジ 加熱するだ 若者向 洋 商

（株）阿部長商店 （宮城県気仙沼市）
け せ ん ぬ ま し

レンジで加熱するだけの若者向けの洋風商品。

●東日本大震災で被災するも、８００人の従業員の雇用継続をいち
早く決断。本製品は再建した工場で生産。 1



需要のフロンティアの拡大 （事例② 木材の利用拡大）

木質バイオマスのエネルギー利用大規模建築物における木材利用の取組

概 要

【木質バイオマス発電施設（福島県）】

木質バイオマスのエネルギ 利用大規模建築物における木材利用の取組

【国内のＣＬＴに関する動き】

ヨーロッパ等においては、木材を多用し強度的にも優れた
部材として ＣＬＴを構造部分に使用した中高層建築物の建

・会社名 株式会社グリーン発電会津
・送電出力 約５，０００KW
・使用燃料 主として会津管内の山林未利用材

６万トン/年（含水率４０%）

部材として、ＣＬＴを構造部分に使用した中高層建築物の建
築実績がある。

我が国においては、スギを活用したＣＬＴの試作や強度試
験等に取り組んでいるところ。今後、さらに国産ＣＬＴの普及
に向けた取組を促進。

あ い づ

６万トン/年（含水率４０%）

特徴
・ 間伐材を燃料の中心として行う発電としては全
国初の取組。

組を促 。

CLT（Cross Laminated 
Timber）とは

・木材を板状に加工したも
のを繊維方向が直行す

・ 木質バイオマス燃料は、約10万ｍ３程度使用。
間伐材等の収集・運搬、加工、発電所などで、
約50人程度の新規雇用効果。

・ 売電収入は約10億円。

のを繊維方向 直行す
るように貼り合わせたも
の。

BMWグループホテル（オーストリア）

燃料代は約５～６億円程度（地域へ還元）
グ ホテ （オ リア）

1～2階：RC造 3～5階：木造（CLT） 出典：同社HP

2
グリーン・サーマル株式会社HPより引用

木質バイオマス発電施設試作したＣＬＴ（スギ）の強度試験の様子（平成24年度）



Made by Japan  と Made in Japan  による海外展開

タイで日本文化の象徴「和食」店の進出

Made by Japan Made in Japan

インドネシアでのコンビニエンスストアの進出

Made by Japan Made in Japan

○和食店の店舗展開に

より 和食文化が浸透

○和食店をバンコクで店

舗展開

Made by Japan Made in Japan

○現地の高級日本料理

店に 味の決め手とな

○現地にコンビニ進出、

おでん文化の浸透

Made by Japan Made in Japan

より、和食文化が浸透。

バンコクの日系百貨店

でホッケや味噌の販売

が 増

舗展開

○現地での人気メニュー

は 「ホッケ定食」で、

店に、味の決め手とな

るおでん出汁の素材

（かつおぶし、こんぶ）

輸

おでん文化の浸透

○日本の流通技術を駆

使した多温度帯流通

物量が大きく増大

○核となるホッケや味噌

等の素材を日本から

ホッケ は日本からの

輸出、その他の食材は

現地調達

を輸出

○バラエティに富んだ高

品質な食品（お菓子

による物流システムを

パッケージ展開

○大根等素材を現地調達

輸出 等）の輸出

日本の和食文化の海外展開
日本のコンビニ文化の海外展開

和食店の店舗展開で和食文化が広く浸透 利便性を追求したコンビニ店舗の展開で
おでん・和食文化が広く浸透

3



日本の食文化の浸透を通じた海外展開

本食 ネ 無 遺産 登録申請 年 際博覧会 式参加

日本人が日々食べる「和食」が、「自然の尊重」とい
う精神の下に 様々な特徴を持った社会的慣習を体

日本食文化のユネスコ無形文化遺産への登録申請

 「地球に食料を、生命にエネルギーを」をテーマに
開催する 世界初めての食に関する万博

27年ミラノ国際博覧会への公式参加

う精神の下に、様々な特徴を持った社会的慣習を体
現している点を強調。

＜特徴＞ ① 多様で新鮮な食材とその持ち味を尊重している

開催する、世界初めての食に関する万博。
既に、日本を含む117ヶ国が参加を表明。

日本館の基本計画を３月に策定し、次年度以降日
本館や展示物、行催事の準備を加速。

 農林水産省内に「ミラノ万博チャレンジ本部」を立ち
② 栄養バランスに優れた健康的なものとなっている
③ 食事の場で自然の美しさ、季節の移ろいを表現

している
④ 食事が年中行事と密接な関わりを持っている

 農林水産省内に「ミラノ万博チャレンジ本部」を立ち

上げ、経済産業省、関係業界等と一体となって取り
組む。

地球に食料を、生命にエネルギーを

国民アンケートでは91.8%が登録申請を支持。全国
約1,500の郷土料理に関する草の根グループ等が賛
同

（参考）日本食の海外における評価

 外国人観光客が「訪日前に期待すること」の1位は「食事」
（62 5%）

地球に食料を、生命に ネルギ を

同。

文化庁、外務省、関係団体等と一体となって登録実
現に向け取組中（登録の可否は本年末に決定）。

（62.5%）
 海外の日本食レストランは最近急増

（2006年：約3万店→2013年：5万店超）
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多様な業種との連携 （事例① 医療・介護・福祉と農業 ）

個別患者・個別症状対応型指定栄養食の配食サービス 「葉っぱビジネス」

【株式会社 いろどり（第三セクター）】（徳島県上勝町）

野山 木 葉や草花が 高級

【株式会社 ダイゴ農園】（福島県喜多方市）

栄養食に適した会津産 野菜を使 大量調

個別患者・個別症状対応型指定栄養食の配食サービス 「葉っぱビジネス」

きたかたし かみかつちょう

野山の木の葉や草花が、高級
料亭の盛り付けなどに使用され
る「つまもの」として多く利用され
ていることに着目し、全国の料亭
に出荷する事業を実施

栄養食に適した会津産の野菜を使い大量調
理・供給できる地域内一貫体制の構築を図り、
患者、要介護者の症状に応じた栄養素の整っ
た食事を処方するために、クックチル（加熱調理
済み冷蔵食品）の技術とノウ ウを活かした配 に出荷する事業を実施。

平均年齢70歳の約190人が、こ
の事業に参加。

「いろどり」の商品

済み冷蔵食品）の技術とノウハウを活かした配
食サービスの確立に取り組んでいる。

徳 島 県 上 勝 町

・人口約2000人。高齢化率(65歳以上の人口比
率)は約50％。

・徳島県24市町村中，最も平均年齢が高い高齢

連
携
体

スチームコンベクション調理技術
クックチルのノウハウ

(株)ダイゴ

栄養食の開発

高品質野菜の栽培技術
野菜の安定供給

(株)ダイゴ農園

高品質野菜の栽培・提供

徳島県24市町村中，最も平均年齢が高い高齢
化地域。林野率は85％。

・一人当たりの老人医療費は62万6922円と県内
最低。県内1位との格差は31万円。病院 介護施設

衛生管理技術
野菜 安定供給
規格外野菜
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最低。県内1位との格差は31万円。病院、介護施設
在宅療養者

在宅要介護者


