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1. フードテック官民協議会事務局運営

1.1 提案・報告会の開催 

フードテック官民協議会の提案・報告会をオンラインで２回開催した。開催概要は、下記のとおりであ

る。なお、提案・報告会のうち１回は、フードテックの振興に関して、有識者（２名）の講演及び参加者同士

の意見交換を含んだ内容とした。 

参加は、事前登録制として、１回当たりの参加者は、500名を想定して準備を行った。 

1.1.1 フードテック官民協議会 第 3回1 提案・報告会 

開催期日 2021年 10月 19日(火) 15：00～17：00 

開催方法 ウェブ会議システム：ZOOM ウェビナー

参加者 フードテック官民協議会 会員 ２６３名

会議資料 別添 PDF 

プログラム（敬称略） 

１）開会挨拶
農林水産省 大臣官房 
総括審議官（新事業・食品産業） 水野 

２）規約の変更について 農林水産省 大臣官房 政策課 潮田 

３）フードテックに関する政府の取
組について

農林水産省 大臣官房 新事業・食品産業政策課 井戸 

４）WT/CCの活動報告

・2050年食卓の姿WT

・新興技術ガバナンスWT

・スマート育種産業化WT

・昆虫ビジネス研究開発WT

・細胞農業WT

・ヘルス・フードテックWT

・細胞農業 CC

・FOOD TECH Lab CC

５）質疑応答

６）新規WT設立の提案

・サーキュラーフード推進WT

７）質疑応答

８）大阪万博について

・説明
公益社団法人 2025年日本国際博覧会協会 井上 知郁 
ORANGE AND PARTNERS株式会社 萩尾 友樹 
経済産業省フードテック研究チーム 河西 笙子 

1 令和 2年度がフードテック官民協議会の初年度であり、2回の提案・報告会を実施済み。令和 3年度は、通算 3回目の開催

が初回となる。 
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・質疑応答

９）その他

・東京栄養サミット 2021 にお
ける農林水産省主催サイドイ
ベントについて

農林水産省 大臣官房 松下 茜 

・今後の予定 株式会社三菱総合研究所 葦津 紗恵 

主な意見交換の内容は、下記のとおりであった。 

⚫ プログラム（４）について

出席者から、FOOD TECH Lab（FOOD TECH Lab CCが運営し、日本のフードテックに

関する情報を発信するウェブサイト）について、英語版のサイト構築やアプリ化の要望があった。 

⚫ プログラム（５）について

WT 事務局は質疑に答え、サーキュラーフードシティ構想について、都心に近い場所を想定し

ていることや、サーキュラーフード認証実施団体として、NPO 法人や一般社団法人など、有志に

よる団体を想定している旨を説明した。 

1.1.2 フードテック官民協議会 第 4回 提案・報告会 

開催期日 2022年 3月 11日(金) 13：30～15：30 

開催方法 ウェブ会議システム：ZOOM ウェビナー

参加者 登壇者：プログラムに記載、一般参加者：１６９名 

会議資料 別添 PDF 

プログラム（敬称略） 

１）開会挨拶
農林水産省 大臣官房 
総括審議官（新事業・食品産業） 水野 

２）フードテックに関する政府の取組について

・フードテックに関する政府の
取組

農林水産省 大臣官房 新事業・食品産業政策課 井戸 

・水産代替飼料の取組（水産
庁）

水産庁 増殖推進部 中村 

・質疑応答

3）WT/CCの活動報告

・2050年食卓の姿WT

・新興技術ガバナンスWT

・Plant Based Food 普及
推進WT

・スマート育種産業化WT

・昆虫ビジネス研究開発WT

・細胞農業WT
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・ヘルス・フードテックWT

・サーキュラーフード推進WT

・細胞農業 CC

・FOOD TECH Lab CC

・質疑応答

4)有識者講演

・講演１：ゲノム編集技術をめ
ぐる動向とコミュニケーショ
ン活動

農研機構 企画戦略本部 
新技術対策課 ELSIチーム長 高原 学 

・講演２：個別栄養最適化技術
で実現するヘルス・フード
テック

信州大学 学術研究院（農学系） 
准教授 中村 浩蔵 

・質疑応答

5）その他

・ 大阪 ・ 関西万博 「 TEAM
EXPO 2025」
プログラムについて

公益社団法人 2025年日本国際博覧会協会 
深澤 一宏 

・今後の予定

主な意見交換の内容は、下記のとおりであった。 

⚫ プログラム（２）について

水産庁は質疑に答え、海洋国家及び大陸国家における養殖のそれぞれの特徴や、飼料の低

魚粉化に向けた取組、日本の戦略的養殖品目について説明した。 

⚫ プログラム（４）について

信州大学 中村氏は質疑に答え、個別栄養最適化食のアルゴリズム、若い世代に対するヘル

ス・フードテックの訴求点、生体データの取得頻度について説明した。
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1.2 マンスリーレポートの配信 

マンスリーレポートは、フードテック官民協議会会員宛てに、今年度より毎月配信することとなった。

第 1 号については、農林水産省より配信を行った。第 2 号以降は、三菱総合研究所より、配信した。

内容は、官民協議会に関する情報の他、関連するイベント情報、ウェブニュース等から構成したものとし

た。 

配信対象 フードテック官民協議会 会員

配信内容（構成） 1.官民協議会等に係る連絡
2.イベント情報
3.ピックアップ情報
■プラントベース食品・細胞培養食品関係
■ロボット・スマート家電関係
■食品ロス・冷凍技術関係
■昆虫・微生物利用関係
■ゲノム編集
■海外情報
■その他

配信日程表 第 2号：2021年  9月 30日（木） 

第 3号：2021年 10月 28日（木） 

第 4号：2021年 11月 30日（火） 

第 5号：2021年 12月 24日（金） 

第 6号：2022年  1月 28日（金） 

第 7号：2022年  2月 25日（金） 




