世界 は食糧 の需給 をめ ぐる極 度 の不均衡 に悩 まされてお り、 また、食が本来実現 して い るはず の健康や
精神 的満足 を享受 で きな い人 口が増加 して い ます。人 口、異常気象、農地荒廃、水、戦争、大災害 な ど困
難 な現実 と格 闘 し、食 の量 と質 を高め、 あ るいは健康 にお け る食 の役割 を追求す るこ とで、世界 の人 々の
福祉 と平和 に大 き く貢献 した業績 を顕彰す る ことで、飢餓 ・貧 困 をな くし、 一人 ひ と りが尊厳 と健康 にあ
ふれた人生 を生 きる ことので きる環境 の実現 を願 って「佐野藤三郎記念 食 の新潟国際賞」を創設 しました。
日本 の一地 方 であ る新 潟県 は、 日本海沿岸地域 のほぼ 中央 に位置 し、伝統 的 に農業や食 品産業が盛 んで
あ り、米 を中心 に 日本 の食糧生産拠 点 の一翼 を担 って い ます。
また、県都新潟市 は本州 日本海側 唯一 の政令指定都市 ですが、農水産業 、食 品産業が活発 な全 国随 一の
田園都市 とい う特 質 を誇 ってい ます。
賞 の タイ トルにあ る「新潟」 は食 の生 産、製造、流通、食文化、研 究、食育 の各分野 です ぐれ た蓄積 の
あ る地方そ して都市 としての 自負が込 め られて い ます。

80万 都 市新 潟市 は海抜 0メ ー トル以下 の低 湿 地帯 が多 く、水 と土 に苦 しめ られた歴 史が あ りますが、
佐 野藤 三 郎 (1923〜 1994)は 腰 まで つ か る泥 田 を全 国有 数 の美 日 に変 え、食糧 生産基盤 を確 立 しなが ら
未来志 向 の地域 づ くりを進 め る一 方 で、 中国 の要請 に応 えて三江平原 の 開発 に尽力 したスケ ールの大 きな
指導者 で した。「食 の新 潟」 を作 り上 げ た多 くの先 人 を代表す る人格 と して賞 の タイ トルにそ の名 を付 し
ま した。
この賞 は次の よ うに説明す ることがで きます。
丁Htt

SttARCH FOR FOOD NNO∨ AttORS CREA丁 ING A B巨 丁丁巨R

LIF巨

"

(世 界 を救 う食 のイ ノベ ー ター に光 を)

上述 の趣 旨で 9月 1日 か ら 11月 30日 の期 間、日本及 び世界 のノ ミネー ター に候補者 の推薦 をお願 い し、
「本 賞」 (賞 状 、記 念 工芸 品、副 賞 1,000万 円 )を 原 則 1件 、「佐 野藤 三 郎特 別 賞」 (賞 状 、記念工芸 品 、
副賞 200万 円)を 原 則 1件 、「21世 紀 希望 賞」 (賞 状 、記念工芸 品、副 賞 100万 円)を 原則 2件 選 定 し
ます。選定 は選 考委員会 (委 員長 /唐 木英 明氏 。日本学術 会議副会長 )が 行 い理事会が決定 します。 2年
に 1回 顕彰す る事 とし、 第 2回 表彰式典及 び記念講演 な ど関連行事 を 2012年 11月 23日 (祝 )、 24日 (土 )、

25日

(日

)に 開催 を予定 して い ます。

食 の新潟 国際賞 の基 本 テ ーマ は「食 と生 命」 です。
食 の確保が 困難 な為 に、あ るいは確保 した食が栄養価 や安全性 の面 で 問題 を抱 えて い る事 のため に、生
命や健康 が脅か され る人 々が地球上 に多数存在 して い ます。そ の現実 に向 き合 い、人 々の生命 を救 い、暮
らしを向上 させ、尊厳 の 回復 に大 き く寄与 した食の分野 の業績 (個 人 ・ グルー プ・ 団体 )を 顕彰 します。

1

2

地域 的、個別的取 り組 みであって も、世界 に とって普遍性 を内包 して い る業績 である事。
本賞 は学術 的価値 そ の もの を賞讃す る学術 賞 で はな く、 なされた新 たな発見 や技術 の 開発 が、人 々の

Ｏυ

暮 らしの向上 に寄与 したその範 囲 とレベ ル を も勘案 して評価 します。
長期 ・持続型 の取 り組 みであ り、包括 的 ・統合 的な視野 を もつ 業績 であ ること。

食の課題は①生産と供給 ②食 と健康 ③食 と教育とい う3つ の分野に存在 しています。 この 3分 野は
繋がってお り、包括的にとらえることが必要です。以上の視点を前提 とし、各賞の対象を示 します。

1

本賞
以下に対象として考えられる主なものを例示 します。この例示以外のものについても広 く対象 とします。
食品、食料の保存・加工技術など〉
(1)利 用技術 〈
育種・栽培技術、土地改良、砂漠化防止、灌漑技術、治水など〉
(2)生 産技術 〈
(3)流 通 システム (安 定供給 システムの開発、貿易ルールの改善など〉
(4)食 品の安全性 (食 品中の健康被害要因の立証 と除去など〉
栄養、安全な生活水、給食など〉
(5)発 展途上国の食の向上 〈
食品の健康機能、病気予防の疫学調査など〉
(6)食 品機能による健康増進 〈

(7)食 ・ 農教育

(学 校、地域、産業界 の教育モデルと実践、国民の自立精神の醸成、技術移転 とフォロ

ー アップなど〉

(8)国 際協力 〈
特に NGOに よる諸活動〉
(9)そ の他 (グ ローバルな食の安定供給・確保 に関る政治的、経済的、社会的、教育的、イニ シアチブ
と実践な ど〉

2

佐野藤三郎特別賞
(1)特 に発展途上国の食糧増産・安定供給 の為 の生産・栽培技術 の開発や生産基盤 の確 立に寄与 してい
る業績。
(2)世 界各国 。地域で持続可能な農業を核 とする自立的な地域 モデルの構築に寄与 してい る実績。
(3)(1)(2)の 内容で、高度な国際協力 の達成に寄与 している業績。

#佐 野藤三郎特別賞 に関する特記事項
①

②

佐野藤 三郎特別賞 は佐野藤 三郎氏 の不屈 の精神 と高 い志 を継承す るため、「第二、第三の佐
野藤三郎」 の出現を期待 して設けたものです。
現時点での業績価値 の評価に加え、その事業を継続す る事 による意義 と可能性 の大 きさを重
要な選考 の視点 としています。
原則 として、顕著な国際賞 (ノ ーベル賞、世界食糧賞、 日本賞、京都賞など)を 受賞 してい
ない個人、団体 を対象 とします。

3 21世 紀希望賞
対象 は本賞 と同じ。
#21世 紀希望賞に関する特記事項
① 若 い人材 (45歳 以下)に よる研究及 び実践を対象 とします。
② この賞では研究及 び実践 の成果 の十分な蓄積 を条件付けてお らず、研究計画の充実度 と今後 の
③

可能性 といった将来性 を重視 します。
企業や組織、団体 との合意による共同研究や共同開発、実用化、活動の実践等による将来的な
世界貢献へ の可能性 と実現性 を奨励す る賞です。

(1)候 補者資格

国籍、人種 、性別、信条 は問 い ませ んが、現存者 に限 ります。
なお、各 国政府機 関に所属 して い る者及 びグル ー プが、機 関本来 の任務遂行 の一 環
として達成 した業績 は、原則 として対象外 とします。但 し、個 人及 びグルー プの業
績へ の貢献が機 関の基 本的任務 を越 えて顕著である場合 は対象 とす る事が で きます。

(3)推 薦書

各賞 とも 3人 まで推薦 で きます。 団体 は 1人 として数 えます。
英語 もし くは 日本語 で記載 して下 さい。

(4)ダ ブル推薦

当財 団の推薦書 フォーム を使用 して、推薦理由を含め 2枚 以内とします。
同一推薦人が 同一の候補者 を複 数 の賞 に同時 に推 薦す る事 はで きませ ん。

(2)推 薦件数

(5)再 推薦

第一期応募 で選外 となった業績 の再推薦 を受 け付 け ます。前 回 と同一 内容 の推薦 内

(6)応 募 内容 の開示

容 も可 としますが、そ の後 の新 たな成果 を加 えた内容 を希望 します。
原則 として、 各賞 の推薦 内容 の秘密 は守 られ ますが、実用化 や実 IItに つ なげる 目的
で、推薦者及 び候補者 の承認 に よ りそ の 内容 を開示す ることがあ ります。

(7)推 薦書の返却

原則 として返 却致 しませ ん。

(8)自

薦

推薦者 の 自薦 は可能です。

(9)期

限

2011年 11月 30日

(水 )到 着分まで受け付けます。

←0推 薦書送付

推薦書 を電子様式も しくは郵便 で食 の新 潟 国際賞事務 局 まで送 って下 さい。添付資

llll送 付先

料がある場合は CD、 DVD等 の使用をお願い します。
メール ア ドレス l info@niigata awardip
郵送先 :新 潟市 中央 区白山浦 1丁 目 425番 地 9
新潟市役所 白山浦庁舎 1号 棟 4階 一般財団法人 食の新潟国際賞財団事務局

FAX:025‑201‑8902
(aホ ームページ

http://www niigata―

60そ の他

選考 プ ロセス で、追加 資料 の提 出 をお願 いす る事があ ります。

awardip

(推 薦 フォーム はホ ームペー ジか らダウ ンロー

ドで きます )

●
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