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第４章 食の安全の確保と「食」と「農」の結びつきの強化 

１ 食の安全と消費者の信頼確保 

（１） 食の安全の確保 

ア 生産段階における取組 

（ア）農畜水産物の安全の確保のための調査・点検 

 

農薬や飼料、動物用医薬品等については、定められた方法に従い適正に使用するこ

とが求められています。 

このため、中国四国農政局では、①農薬使用者を対象とした農薬危害防止運動（６

月から８月）や農薬の適正使用に関する研修会、②農薬販売店を対象とした「非農耕

地用除草剤」の点検・指導、③家畜の飼養農家を対象とした飼料の使用状況等の調査、

④水産物の養殖経営体を対象とした水産用医薬品及び養殖水産動物用飼料等の使用状

況の調査を実施しています。 

これらの取組により不適正な事案を確認した場合は、関係機関と連携し原因究明や

再発防止に向けた指導を行います。 

 

 

農林水産省は、食品の安全性に関するリスク管理に不可欠なデータを得るため、 

「平成28年度食品の安全性に関する有害化学物質及び有害微生物のサーベイランス・

モニタリング年次計画」(平成28（2016）年２月29日公表)に基づいて実態調査を行っ

ており、中国四国農政局では、農産物中のヒ素及びかび毒の実態調査のため試料採取

等を行っています（表Ⅱ-4-1）。 

 

 

危害要因 調査の趣旨 調査対象品目
調査点数
（全国）

土壌 850

玄米 850

精米 850

小麦 120

大麦 100

　現行のリスク管理措置の効果を検証するため、最新の
国産りんご果汁中のバツリン含有実態を把握

りんご果汁 120

　国内におけるリスク管理措置を検討する際の基礎デー
タを得るため、水田土壌及びそこで生産されるコメ（玄
米、同玄米を削って得られる精米）のヒ素含有実態を詳
細に把握

ヒ素

かび毒

　DON・NIVについてはリスク管理措置の有効性を検証、
その他のものについてはリスク管理措置の必要性を検討
するため、国産麦類における全国的な含有実態及び年次
変動を把握

 

 

 

 

 

農薬・動物用医薬品等の適正な使用状況等の点検等 

有害化学物質の実態調査の実施状況 表Ⅱ-4-1 

有害化学物質の含有実態調査 

資料：農林水産省作成 
注：麦類の調査対象のかび毒は、デオキシニバレノール（DON）、3-アセチル DON、15-アセチル DON、 

ニバレノール（NIV）、4-アセチル NIV、DON-3-グルコシド、T-2 トキシン、HT-2 トキシン、ジア 
セトキシスシルペノール、ゼアラレノンの 10 種 
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（イ）農業生産工程管理（GAP）の普及推進 

 

 農業生産工程管理（以下「GAP」という。）1は、農業者や産地が取り入れることに

より食品の安全性向上、環境の保全、労働安全の確保、競争力の強化、品質の向上、

農業経営の改善や効率化に資するとともに、消費者や実需者の信頼の確保が期待され

る取組です。 

 また、2020 年東京オリンピック・パラリンピック競技大会における食材の調達基準

として、国際的に通用する GAP 認証もしくはこれと同程度の水準の GAP 取得が求めら

れることとなり、本大会を契機とした需要に対応するため、一定水準以上の GAP への

取組を推進していく必要があります。 

このため、中国四国農政局では、平成22（2010）年に策定された「農業生産工程管

理（GAP）の共通基盤に関するガイドライン」（以下「ガイドライン」という。）に準

拠したGAPの普及・導入を推進するため、中国・四国地域各県へ出向き県や農業団体の

幹部と意見交換を行いました。 

さらに、ガイドラインに準拠したGAPの取組を広く普及させるため、平成28（2016）

年度に「販路拡大等を目指したGAPの普及推進事業」を活用し、島根県GAP推進協議会

と全国農業協同組合連合会岡山県本部において、GAP指導者の育成や生産者に対する

GAPの推進等の取組が行われました。 

なお、GAPの種類としてGLOBALG.A.P.、JGAP（Advance、Basic）及び都道府県版GAP

等があります。 

 

（ウ）植物防疫の取組 

 

 農林水産省では、農薬等による環境への負荷を減らすため、IPM（総合的病害虫・雑

草管理）2の普及を進めており、平成 28（2016）年度までに主要 11 作物（水稲、キャ

ベツ、かんきつ、りんご、なし、トマト、いちご、大豆、さとうきび、茶、きく）の

実践指標3モデルを策定しています。 

なお、中国・四国地域では、県の実情に応じた実践指標が６県で策定されています

（表Ⅱ-4-2）。 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
1  農業生産工程管理（GAP）：GAP は、Good Agricultural Practice の略。農業生産活動を 

行う上で必要な関係法令等の内容に則して定められる点検項目に沿って、農業生産活動の 
各工程の正確な実施、記録、点検及び評価を行うことによる持続的な改善活動 

2  病害虫の発生状況に応じて、天敵（生物的防除）や害虫を捕殺する粘着版（物理的防除）、
農薬（化学的防除）等の方法を適切に組み合わせ、環境への負荷を低減しつつ、病害虫の 
発生を抑制する防除技術（Integrated Pest Management） 

3  生産者が IPM の取組度合いを自ら評価するチェックシート 

IPM（総合的病害虫・雑草管理）の普及促進 

農業生産工程管理の普及拡大に向けて 
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広島県 
水稲、なし、みかん、トマト、レモン、アスパラガス、ぶどう、いちじく、

だいこん、ネギ 

山口県 水稲、かんきつ、トマト、ほうれんそう、いちご、アスパラガス、バラ 

徳島県 

ニンジン、ナス、コマツナ、いちご、トマト、レタス、スダチ、カンショ、

みかん、ブロッコリー、きゅうり、オクラ、ほうれんそう、えだまめ、なし、

ネギ 

香川県 
トマト、ブロッコリー、レタス、コムギ、パセリ、いちご、オリーブ、きゅ

うり、アスパラガス、キャベツ 

愛媛県 
かんきつ、くり、トマト、ナス、いちご、キウイフルーツ、水稲、アスパラ

ガス 

高知県 
ピーマン、ナス、ニラ、きゅうり、トマト、シシトウ、米ナス、アキマメ、

大葉、いちご、サヤインゲン、オクラ、ダリア、メロン 

 

 

 

 

 平成 26（2014）年５月、キウイフルーツかいよう病 Psa３系統1が愛媛県において国

内で初めて確認され、その後、平成 29（2017）年３月までに、14 都県（福岡県、佐賀

県、岡山県、和歌山県、静岡県、茨城県、神奈川県、東京都、香川県、高知県、山口

県、千葉県、長野県、長崎県）で発生が確認されています。 

国内における防除対策については、平成 27（2015）年 12 月に「キウイフルーツか

いよう病の Psa３系統の防除対策マニュアル（暫定版）」が定められ、感染が確認さ

れた園地では、感染樹等の伐採、発症部位の切除、薬剤散布等による防除が実施され

ました。 

なお、Psa３系統の発生国に対しては、我が国に清浄な苗・穂木や花粉のみを輸出す

るための措置を求めています。 

 

 

 平成 27（2015）年 12 月 10 日に航空法の一部が改正され、産業用無人ヘリコプター

やドローン2等を含む無人航空機を農薬の散布等に利用する場合には、国土交通大臣に

よる事前の許可・承認が必要となりました。 

無人航空機は、農薬の散布等において、ほ場の大規模化、生産農家の高齢化等に対

応する効率的かつ低コストな防除手段として広く活用されており、農林水産省では、

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
1  細菌が枝、新梢、葉、花蕾に感染して発生するキウイフルーツの病気（学名：Pseudomonas 

syringae pv.actinidiae (Psa)）本病原菌には病原性の異なる Psa１～Psa５系統が存在 
2  複数のローター（回転翼）を有する小型無人機（マルチローター式小型無人機） 

キウイフルーツかいよう病 Psa３系統の防除対策 

無人航空機による空中散布の安全確保 

IPM の実践指標が策定されている作物 表Ⅱ-4-2 

資料：中国四国農政局調べ 

注：平成 17（2005）年から 28（2016）年度に主に消費・安全対策交付金を活用して策定されたもの。
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「空中散布等における無人航空機利用技術指導指針」を定め、人畜、農林水産物、周

辺環境等に対する安全性の確保と適正な実施を図っています。 

なお、平成 28（2016）年 10 月現在、同指針において産業用無人ヘリコプター７機

種、ドローン６機種の散布方法等の基準が定められています。 

 

イ 家畜伝染病のまん延防止の取組 

（ア）高病原性鳥インフルエンザ等への対応 

 

平成 28（2016）年 11 月以降、青森県（２例）、新潟県（２例）、北海道、宮崎県

（２例）、熊本県、岐阜県、佐賀県、宮城県及び千葉県内の家きん飼養農場において

高病原性鳥インフルエンザが相次いで発生しました。 

 中国四国農政局では、本病発生県からの防疫作業支援の要請に基づき、職員が迅速

かつ的確に対応できるよう、防疫服の着脱訓練等を行う家畜伝染病防疫講習会を開催

しました。 

また、県との連携を強化するため、各県主催の家畜防疫演習へ参加し、家畜伝染病

の発生に備えた体制の整備に取り組んでいます。 

     
 

 

（イ）BSE の発生防止 

 

 平成 13（2001）年９月、我が国は、国内初の BSE（牛海綿状脳症）発生を受け、そ

のまん延防止のため、同年 11 月から肉骨粉等の動物由来たん白質や動物性油脂を含む

飼料及び肥料の利用を禁止しました。この規制等により、OIE（国際獣疫事務局）は、

平成 25（2013）年に我が国を「無視できる BSE リスク」の国に認定しました。 

その後、食品安全委員会におけるリスク評価を経て、豚及び家きん由来たん白質を

中心に順次、飼料及び肥料の原料としての利用が再開され、30 か月齢以下の牛の脊柱

由来原料についても、反すう動物以外の家畜飼料用油脂や肥料への利用が再開されま

した。   

また、平成 28（2016）年９月には、野生鳥獣による農作物被害対策の一環として、

イノシシ由来たん白質を、豚由来たん白質と同様に豚・鶏・養魚への飼料として利用

することが可能となりました。 

なお、中国四国農政局では、肉骨粉等の原料となる骨その他の畜産副産物の収集先

高病原性鳥インフルエンザ等の発生時に備えた体制の整備 

飼料及び肥料の原料となる肉骨粉等の適切な管理 

平成 28（2016）年度 家畜伝染病防疫講習会 平成 28（2016）年 10 月 

島根県家畜防疫演習への参加 
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である食肉・食鳥処理場、食肉店等に対して、豚又は家きん由来以外の畜産副産物が

混入しない加工工程であるか、また、30 か月齢を超える牛の脊柱が混入しないよう適

切に管理されているか等の確認調査を行っています。 

 

（２）消費者の信頼の確保 

ア 食品表示の適正化に向けた取組 

（ア）監視の取組 

 

中国四国農政局では、日常的に小売店舗や中間流通業者等を巡回し、生鮮食品、加

工食品及び有機農産物等の表示が適正に行われているか表示状況の調査を実施してい

ます。また、商品を買い上げ、DNA 分析等の科学的手法を用いて表示と品種・産地が

一致しているか確認を行っています。さらに、食品の偽装表示や不適正な食品表示に

関する情報等の受付窓口として、「食品表示 110 番」を設置しています。 

表示違反等の疑義情報に対しては、「食品表示法」1及び「農林物資の規格化等に関

する法律」2に基づく立入検査を関係機関と連携して実施し、不適正な表示を確認した

場合には、指示・公表や指導を行っています（表Ⅱ-4-3）。 

 

 

 

   （件数）  

 合計  国 県 

平成 24（2012）年度  ５ １(41) ４ 

平成 25（2013）年度  ７ １(44) ６ 

平成 26（2014）年度  ２ ０(44) ２ 

平成 27（2015）年度  ３ ０(30) ３ 

平成 28（2016）年度  ０ ０(21) ０ 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
1  「食品衛生法」、「健康増進法」、「農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法

律」に規定されていた食品表示に関する規定を統合し、平成 27（2015）年４月から施行（平
成 25 年法律第 70 号） 

2  平成 27（2015）年４月、飲食料品の品質表示に関する規定が「食品表示法」に移管された
ことに伴い、「農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律」から名称変更（昭
和 25 年法律第 175 号） 

資料：農林水産省「食品表示法違反及び JAS 法違反に係る指導件数等について」等を基に中国四国農政局作成 
注：1）平成 26（2014）年度以前は、農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律に基づく措置 

平成 27（2015）年度以降は、食品表示法、農林物資の規格化等に関する法律に基づく措置 
2）食品表示法に基づく指示・公表は、農林水産大臣が所掌する事項に限定 
3）国は、農林水産大臣が指示・公表した件数。県は、県知事等が指示・公表した件数 
4）（ ）内の数字は、中国四国農政局管内の指導件数。 

食品事業者に対する表示状況調査の実施と不適正な食品表示の措置状況 

食品表示法等に基づく指示・公表等措置状況（中国・四国地域） 表Ⅱ-4-3 
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（イ）関係機関との連携 

 

中国四国農政局では、中国・四国地域における不適正な食品表示に関する監視強化

のため、平成 20（2008）年５月に発足した「中国四国地域食品表示監視連絡会議」を

毎年度開催しています。この連絡会議では、食品表示関係行政機関が互いに情報共有

や意見交換等を行うとともに、平成 28（2016）年 11 月 17 日、 18 日に「中国四国地

域食品表示行政担当者研修会」を開催し、国や県等の食品表示担当者の連携強化と関

係法令の知識向上を図りました。 

また、県段階においても、県警本部、県等関係機関が参画する「食品表示監視協議

会」を開催し、連絡体制を確保するとともに、情報共有を図っています。 

 

イ 食品のトレーサビリティ1の推進 

（ア）牛トレーサビリティ 

 

 平成 13（2001）年９月、国内初の BSE（牛海綿状脳症）の発生を受け、そのまん延

防止措置の的確な実施や国産牛肉について個体識別に係る情報提供を促進し、消費者

利益の増進を図るため、平成 15（2003）年６月に「牛トレーサビリティ法2」が制定

されました。 

同法に基づき、牛を個体識別番号により一元的に管理するとともに、生産から流通

・消費の各段階において当該個体識別番号を確実に表示し伝達することを義務付けて

います。 

中国四国農政局では、耳標3の装着、出生・異動等の届出、個体識別番号の伝達・表

示等が適正に実施されるよう、牛の飼養者、と畜者及び牛肉の販売業者等に対して巡

回調査等を実施し、不適正な事例に対して指導を行っています。 

 

（イ）米トレーサビリティ 

 

 平成 21（2009）年４月に制定された「米トレーサビリティ法4」に基づき、米穀等5に

起因する食品事故等の問題が発生した場合に流通ルートを速やかに特定するため、米 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
1 各事業者が食品を取り扱った際の記録を作成し、保存することにより、食中毒等の健康に

影響を与える事故や法律違反等の問題が生じた際に、問題のある食品の仕入先を調べたり
（遡及）、どこに販売したかを調べる（追跡）ことを可能にする仕組み 

2 正式名称は「牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法」（平成 15
年法律第 72 号） 

3 牛を識別するために、両耳に装着する 10 桁の番号（個体識別番号）を印字した標識  
4 正式名称は「米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律」（平成

21 年法律第 26 号） 
5 米穀（もみ、玄米、精米、砕米）、米粉、米こうじ、米飯類、もち、だんご、米菓、清酒、

単式蒸留しょうちゅう、みりん等 

監視強化のため、関係機関と連携し、中国四国地域食品表示監視連絡会議等を開催 

牛の飼養者及び牛肉の販売業者等に対する監視・指導等 

米穀事業者に対する監視・指導等 
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高校生による米トレーサビリティ制度の普及啓発 

 

中国四国農政局では、制度の普及啓発のため、各種会合等で説明するとともに、イベ

ント等でリーフレットを配布しました。 

特に、岡山県内の高校では、販売実習やイベント等の際、高校生が自主的に消費者へ

リーフレットを配布する活動に結びつきました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

穀事業者1は米穀等の取引等の記録を作成・保存することや産地情報を取引先や消費者

に伝達することが義務付けられています。 

 中国四国農政局では、これらが適正に行われていることを確認するため、巡回立入

検査等を実施し、違反を確認した米穀事業者に対して指導を行っています。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ウ 消費者等とのコミュニケーションの推進 

（ア） 消費者団体等との意見交換会の開催 

 中国四国農政局では、消費者の信頼確保、食や農林水産業への理解増進及び食と農

の結びつきの強化を図るため、農林水産業を巡る情勢、食の安全、食育等をテーマに、

消費者団体等との意見交換会を開催しています（平成 28（2016）年度 開催回数７回）。 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
1  「米穀等の販売、輸入、加工、製造又は提供の事業を行う者」をいう。生産者、製造業者、

流通業者、小売業者、外食業者等米穀等を取り扱う幅広い事業者が対象。 

学校イベントでのリーフレット配付 

（高松
たかまつ

農業高校 秋のふれあい市） 

リーフレット 

「消費者団体等との意見交換会」（岡山県での開催） 

 

平成 29(2017)年１月 25 日に中国四国農政局が岡山県岡山市
お か や ま し

で開催した消費者団体等

との意見交換会では、農政局から「農業競争力強化プログラムの概要」、「平成 29（2017）

年度農林水産予算概算決定のポイント」、「農林水産省における和食の保護・継承の取

組」及び「食品中のアクリルアミドの低減方 

法」について情報提供を行いました。 

その後の意見交換では、「食育に関する取  

組」、「アクリルアミドの健康への影響」、  

「加工食品の原料原産地表示の検討状況」及  

び「米粉の利用拡大」等について意見・質問  

が出されました。  意見交換会の様子 
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「親子のための夏休み企画」  
 

平成 28（2016）年８月 10 日、岡山第２合同庁舎において、消費者の部屋親子のため

の夏休み企画「考えてみよう！農林業・農村と私たちの食生活」を開催しました。 

子供達に、国民の食生活を支えている

農業の役割や地域の農林業等について

考え、理解を深めてもらうことを目的

に、食料自給率や農業・農村の多面的機

能等を紹介したパネルのほか、昔の農機

具の展示等を行いました。 

さらに、体験コーナーでは、クイズラ

リー、お米の重量あてクイズ、野菜や果

物の糖度の計測等のほか、近畿中国森林

管理局岡山森林管理署の協力による木

工教室や農研機構西日本農業研究セン

ターの協力による水稲新品種「恋の予

感」の試食を行いました。 

来場者からは「楽しかった。」、「ま

た来年もやってほしい。」などの感想が

ありました。           

（イ）「食と農の知っ得講座」の実施 

中国四国農政局では、職員等が現地に出向き、消費者等に食の安全や消費の改善、

農業・農村に関する事項について、正しい情報を分かりやすく提供する「食と農の知

っ得講座」を実施しています。 

この取組は平成 17（2005）年度から始まったもので、平成 28（2016)年度の開催回

数は 14 回、受講者は延べ 384 人となっています。 

 

エ 消費者相談と消費者への情報提供 

中国四国農政局では、消費者に農林水産行政や食生活等の情報提供を行う「消費者

の部屋」を設置しています。 

「消費者の部屋」では、食生活や農林水産業に関する時々のテーマを取り上げた特

別展示を行っています（平成 28（2016）年度展示回数 18 回）。 

また、消費者相談窓口を設置して、消費者からの様々な相談を電話、FAX、Ｅメール

等により受け付けています（平成 28（2016）年度相談件数 68 件）。 

このほか、より多くの消費者に効果的に情報提供を行うために、各種イベント会場

及び管内の地方公共団体のコミュニティ施設や図書館等において「移動消費者の部屋」

を開設し、パネル展示等を行っています（平成 28（2016）年度開設回数 18 回）。 

会場の様子（糖度の測定体験） 
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オ 米穀の適正流通の確保に向けた取組 

 

 米穀の適正流通を確保するため、「食糧法1」に基づき定められた「食糧法遵守事項

省令 2」に基づき、米穀事業者には、用途限定米穀 3を定められた用途以外に使用しな

いことや主食用米とは明確な区分管理を行うこと等が義務付けられています。 

中国四国農政局では、これらが適正に行われていることを確認するため、米穀事業

者に対し巡回立入検査を実施し、不適正な事例に対して指導を行っています。 

また、中国四国農政局では、「農産物検査法」（昭和 26 年法律第 144 号）に基づく

米や麦などの農産物検査の適正な実施を確保するため、登録検査機関及び検査場所を

対象に巡回立入調査を実施しています。 

 

２ 食育の推進と「和食」の保護・継承 

（１）食育の推進 

中国四国農政局では、平成 28（2016）年３月に作成された「第３次食育推進基本計

画」に基づき、国民一人一人の食育への関心を高め、実践の環を広げるために、様々

な機会を通じて「食」に関する幅広い情報の発信を行っています。 

また、平成 25（2013）年 12 月に決定された「農林水産業・地域の活力創造プラン」

に基づき、国産農産物等の消費拡大という観点からも地産地消や食育を推進していま

す。 

 

ア イベント参加等による普及 

 

 中国四国農政局では、地域のイベント参加やパネル展を開催し、「食」や「農

林水産業」への理解を促す取組を実施しています。 

平成 28（2016）年度は、リビング食育・健康フェスタ(広島市
ひ ろ し ま し

)、かがわ食育・地産

地消フェスタ（高松市
た か ま つ し

）、コープフェスタ 2016(岡山市
お か や ま し

)へ参加してミニ講座、パネル

展示、パンフレット配布、食育ゲームの実施等で情報発信、普及啓発を行いました。 

また、食育月間においては、山口健康づくりセンター、岡山県立図書館、天満屋
て ん ま や

岡

山店でパネル展を開催しました。 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
1  正式名称は「主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律」（平成６年法律第 113 号） 
2  正式名称は「米穀の出荷販売事業者が遵守すべき事項を定める省令」（平成 21 年農林水産

省令第 63 号） 
3  主食用以外に用途が限定されている飼料用米、米粉用米、加工用米等 

食育推進のためイベント参加やパネル展を開催 

米穀の流通監視による消費者の信頼確保 
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～地域のイベント出展で普及啓発～ 

                 

平成 28（2016）年６月 18 日及び 19 日に広島市で

開催された第 12 回「リビング食育・健康フェア」に

参加しました。 

「みんなで学ぼう「食べもの」と「食文化」」を

テーマに栄養バランスの良い日本型食生活や「和食」

の保護継承等について、パネル展示やパンフレット

配布、野菜や果物を箱の中に入れて、感触や匂いで

中身を当てるゲームを実施しました。 

また、「和食を未来につなぎましょう」と題した

セミナーを実施し、来場者へ望ましい食生活や食文

化の継承に対する理解を促しました。 

 

～図書館でパネル展を開催～ 

 

平成 28(2016)年６月 21 日から 30 日の間に岡山県

立図書館(岡山市)のエントランスロビーで「日本の

食文化」をテーマにパネル展を開催しました。 

自然的・社会的な環境に育まれた日本食文化に関

するパネル・ポスターの掲示やパンフレット、チラ

シを設置し、日本食文化の魅力をアピールしました。 

岡山県立図書館は、「和食」関連の図書をピック

アップし、コーナーに展示しました。 

 

イ 中国四国食育ネットワークを活用した情報の受発信 

 

中国四国農政局では、食育実践者及び食育に関心が 

ある者の情報交換の場として、平成 19（2007）年６月 

に「中国四国食育ネットワーク」を設立し、情報提供 

や会員の活動をホームページで紹介するほか、平成 

22(2010)年からは、会報誌「食育 Network News」を隔 

月で発行し、連携を図っています（平成 29（2017）年 

３月末現在会員数：204 団体（個人））。 

また、農林水産省及び関連機関の情報提供や中国・ 

四国地域の食育イベント情報等を紹介する「中国四国 

食育ネットワークメールマガジン」を毎月発行し、広 

く情報発信を行っています。 

 

リビング食育・健康フェア 

食育 Network News 

食育実践者等に対する情報の受発信を行う中国四国食育ネットワーク 

岡山県立図書館でのパネル展示 
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ウ 食事バランスガイドの活用 

 

 中国四国農政局では、１日に「何を」、「どれ

だけ」食べたら良いかの目安をコマのイラストで

わかりやすく示した「食事バランスガイド」を活

用し、ごはんを中心に、魚、肉、野菜等多様な副

食から構成される「日本型食生活1」の実践を推進

しています。 

朝食の欠食が多く、食への関心が低いと言われ

ている大学生・短大生等を対象に、正しい食生活

に関する意識の啓発を目的として、３日間の食事

を記録し、栄養バランスをチェックする「食事バ

ランスガイドの実践」を支援しています。 

平成 28（2016）年度は授業で実施している大学

からの申し出により、４大学（373 名）が取り組み 

ました。 

 

エ 農林漁業体験の推進 

 

 中国四国農政局では、食に関する関心や理解の増進を図るために、生産の場で農林

水産業についての知識や理解を深めてもらう農林漁業体験活動を推進しています。 

 平成 28（2016）年度は、卒業後、子供たちの教育に携わる学生に農業体験をさせた

いと考えていた大学と農業者のマッチングにより、農業体験交流会が開催されました。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
1  ごはんを中心に、魚、肉、牛乳・乳製品、野菜、海藻、豆類、果物、茶など多様な副食な

どを組み合わせ、栄養バランスに優れた食生活 

中国四国農政局ホームページ 「食育ひろば」→「中国四国食育ネットワーク」 

http://www.maff.go.jp/chushi/syokuiku/network.html 
 

「食育バランスガイド」のコマ 

食生活を見直すために大学生が食事バランスガイドを実践体験 

大学生の農林漁業体験をコーディネート 
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～搾乳・バター作り体験～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

～稲刈り・はぜ干し、米麹作り体験～ 

 

 

IPU 環太平洋大学次世代教育学部こども発達学科の学生と岡山市内の農業者により、

農業体験交流会が開催されました。 

 

 

平成 28（2016）年６月１日に岡山市内の有限会社安富
やすとみ

牧場で安富
やすとみ

正史
ま さ し

会長から酪農

の講話を受けた後、施設の説明を受けながら見学し、搾乳とバター作り体験をしまし

た。 

学生からは、「将来、保育士や幼稚園教諭として、この体験を子ども達に伝えたい」

との感想がありました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

平成 28(2016）年 10 月 28 日に、岡山市内のみた農園で稲刈りやはぜ干し、米麹作

りを体験した後、近隣の若手生産者も交えて、ランチを食べながら意見交換を実施し

ました。 

「消費者の「おいしい！」の一言が、何よりの励み」という生産者の発言に、学生

からは、「作物を作ることに対する思いを知ることができた」との感想がありました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）「和食」の保護･継承 

第３次食育推進基本計画では、「食文化の継承に向けた食育の推進」を新たな重点

課題として掲げています。中国四国農政局では、和食文化についての再認識を促し、

次世代に向けて「和食」を保護・継承する取組を進めています。 

飼料の配合について説明 搾乳体験 

稲刈り体験 ランチ交流会 
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 中国四国農政局では、調理学校、企業の協力を得て和食文化について学び、その保

護・継承についての手法を探ることを目的に「食育交流会」を開催しました。 

平成 28（2016）年度は、８月に広島県、12 月には愛媛県において和食の基本である

「だし」を題材として｢食育交流会～和食文化の継承～」を開催しました。 

 

 

３ 地産地消の推進 

 

（１）地産地消促進計画策定の推進 

～食育交流会 in 広島～ 
 

平成 28（2016）年８月 27 日に広島市
ひ ろ し ま し

において、

｢中国四国地域食育交流会 in 広島～基本の「だし」

を知る～｣を開催しました。 

食育交流会では、広島
ひろしま

酔心
すいしん

調理製菓専門学校日

本料理実習教員の神
じん

開
がい

明規
あきのり

さんによる「だし」の

授業が行われました。講師の実演を交えながら昆

布、いりこ、かつおを用いた３種類の「だし」の

とり方や、飲み比べを行い、素材の種類や特徴等

について学びました。 

ワークショップでは、学校栄養教諭、調理師、

行政、地域の食育ボランティア、学生等の出席者

56 名が、「若い世代に和食文化を継承するために」

をテーマに７つのグループに分かれて課題や問題

点、その解決策について意見交換を行いました。 

 

～食育交流会 in 愛媛～ 
 

平成 28（2016）年 12 月 17 日に松山市
ま つ や ま し

において、

「中国四国地域食育交流会 in 愛媛～基本の「だ

し」を知る～」を開催しました。 

 マルトモ株式会社 常務執行役員 開発本部長

の土居
ど い

幹
みき

治
はる

さんによる｢だし」の授業が行われま

した。かつお節の来歴、「だし」の栄養、究極の

｢だし｣のとり方等の説明を受け、かつお節削り体

験と削りたてのかつお節の試食、土居講師実演の

だしの試飲を行い、天然だしの特徴について学び

ました。 

 ワークショップでは、「和食をもっと食べよ

う！」をテーマに、５つのグループに分かれて和

食を伝えるための課題や問題点、その解決策につ

いて意見交換を行いました。 

 

「だし」の授業(広島) 

意見交換会(広島) 

「だし」の授業(愛媛) 

和食文化の再認識を促し、保護・継承につなげる食育交流会を開催 

中国・四国地域での地産地消の様々な取組 
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 中国四国農政局長賞 

【医療法人緑十字会笠岡中央病院（岡山県笠岡市）】 
 

受賞メニューは、岡山を代表する郷土料理の「祭

り寿司」やキャベツの辛子和え等、笠岡市を中心に

岡山県の地場産物を使用した「地産地消御膳」です。 

同院では、栄養士が自ら地元生産者を訪問し、食

材の納入に向けた交渉や意見交換を行っており、米

や牛肉、いちご等の地場産食材が新たに使用されて

います。 

地場産食材を使用することにより、仕入れコスト

の削減を図るだけでなく、生産者にとっては新たな

販路の確保につながっています。 

 以前は外国産の冷凍食品が多く使用されていましたが、給食委託事業者の日清医療食

品株式会社との連携により、現在では地場産食材の使用率は 41％、国産食材の使用率は

80％と地場産物が積極的に活用されています。 

 また、「地産地消御膳」の提供日には、入院者と介護スタッフの間で食事が話題にな

るなど、介助する上で良い環境が生まれており、残食率は 12.5％から 9.4％へ減少して

います。 

 地産地消の取組は、農業者と消費者を結び付け、国産農林水産物の消費拡大を図る

上で重要であるほか、農産物の直売や加工の取組等を通じて農業の６次産業化による

地域の活性化、所得向上にもつながるものとして、一層の推進が求められています。 

平成 23（2011)年３月１日に全面施行された「地域資源を活用した農林漁業者等に

よる新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律」（以下「六次産

業化・地産地消法」という。）により、都道府県及び市町村は、地域の農林水産物の

利用の促進についての計画「促進計画」を策定するよう努めることとされました。 

平成 29（2017）年３月末現在、中国・四国地域では、管内全ての県及び 202 市町村

のうち 178 市町村で「促進計画」を策定しています。 

中国四国農政局では、管内の全ての市町村に「促進計画」を策定するよう啓発を行

っています。 

 

（２）地域における地産地消の取組を支援 

ア 地産地消給食等メニューコンテスト 

 農林水産省では、地産地消の取組を一層推進するため、学校給食、社員食堂、外食

・弁当等に地場産農林水産物の食材を活用している優れたメニューを表彰する「地産

地消給食等メニューコンテスト｣を実施しています。 

平成 28（2016）年度は中国・四国地域から、「医療法人緑十字会笠岡
かさおか

中央病院」（岡

山県笠岡市
か さ お か し

）、「社会福祉法人浩
こう

福会
ふくかい

グループホーム桃
もも

の木
き

」（香川県丸亀市
ま る が め し

）及び

「中土佐町
な か と さ ち ょ う

立学校給食センター」（高知県中土佐町）が中国四国農政局長賞を受賞し

ました。 

食事メニュー 

かさおかし 
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中国四国農政局長賞 

【社会福祉法人浩福会グループホーム桃の木（香川県丸亀市）】 
 

受賞メニューは、香川県産の７品目の野菜を使

用し、水分を加えず野菜から出る水分のみで調理

した「ドライカレー」です。ご飯にわかめを入れ

るなど、栄養価を高めるよう工夫されています。 

 同施設では米や野菜等の 24品目の地場産物が使

用されています。同施設の調理担当者が生産者を

訪問し、食材を直接購入し、また、肉類、魚介類、

果物等は地元の農産物直売所やスーパーで香川県

産を中心に購入するなど、年間を通じて地場産物

が積極的に使用されています。 

 また、入所者のリハビリ活動の一環として、ア 

スパラガスや菜の花のほ場での収穫体験や施設内での菜の花栽培を取り入れています。

菜の花の栽培は生産者の協力により、施設内のプランターで栽培し、車椅子利用者をは

じめ、多くの入所者が収穫体験を行うなど、施設全体で食育の取組が行われています。 

  

【中土佐町立学校給食センター（高知県中土佐町）】 
 

受賞メニューのうち、「カツオのタタキ揚げ」

と「ところてんの黒蜜きなこがけ」は、町内の小

学校５年生が授業を通じて、「中土佐の食のすば

らしさを全国に届けよう」と考えたメニューです。 

「カツオのタタキ揚げ」は、身が固くて生食に

適さない「ゴシ」と呼ばれるカツオをスティック

状にし、タタキの味を再現するため、にんにくや

青しそ等の薬味を加えてかき揚げにしています。 

 給食に使用される食材は、生産者、加工業者、

直売所、行政等の関係者の連携により安定供給さ

れており、30 品目以上と年間を通じて地場産物が

積極的に活用されています。 

 また、同校では地場産物を使用した学校給食を教材と捉え、授業で活用するだけでな

く、給食へ食材を提供した生産者と児童が一緒に給食を食べるなどの交流が行われてい

ます。 

 

 

イ 地産地消等優良活動表彰 

農林水産省では、国産農林水産物の消費拡大を進める上で重要な地産地消の取組を

一層促進するため、各地域で、それぞれの立地条件を活かした創意工夫のある様々な

地産地消の活動を表彰する「地産地消等優良活動表彰｣を実施しています。 

平成 28（2016）年度は中国・四国地域から、「唐戸
か ら と

魚食
ぎょしょく

塾
じゅく

」（山口県下関市
しものせきし

）が

食料産業局長賞、「株式会社ピックルスコーポレーション関西広島工場」（広島県

府中市
ふ ち ゅ う し

）が中国四国農政局長賞を受賞しました。 

まるがめし 

食事メニュー 

食事メニュー 

なかとさちょう 
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食料産業局長賞 

【唐戸魚食塾（山口県下関市）】 
 

平成 17（2005）年に唐戸市場を観光・交流市場に特化した市場へ再編する方向性が

打ち出され、競り機能がなくなった後の活性化対策として、市場を魚食の発信基地にす

ることを目的に市場や水産関係者が中心となり、活動を開始しました。 

現在では市場や水産関係者だけでなく、地元の

料理人、大学、企業、行政等幅広い関係者が参画

し、食育講座、出張教室、レシピ開発、リーフレ

ットの作成等の情報発信を行っています。 

また、食育講座は単なる魚料理教室ではなく、

魚食に関する講義と調理実習、会食、後片付けま

での食育教室を「塾」として企画・運営していま

す。平成 28（2016）年７月末で 99 回、受講者数は

2,651 人が参加するなど、魚食の普及に貢献してい

ます。 

 

中国四国農政局長賞 

【株式会社ピックルスコーポレーション関西広島工場（広島県府中市）】  

株式会社ピックルスコーポレーション関西は、平成 14（2002）年に設立され、浅漬

け、キムチ等の漬物や惣菜の製造・販売を行っています。平成 25（2013）年に広島工

場を新設し、地元の府中市や JA の協力を得て、開業前から生産者向けの説明会、試験

栽培等を進め、工場稼働時から地場産野菜を使用した商品を製造しています。 

 生産者は契約栽培により、収入の安定が見込め

ること、規格外品の出荷も可能となること等所得

向上につながっており、契約生産者は平成 25

（2013）年の 39 名から平成 28（2016）年には 91

名に増加しています。 

新たに遊休農地を借り受け、規模拡大を図る生

産者が増加するなど、地域農業の活性化につなが

っています。 

また、広島県の特産品であるレモンや牡蠣、こ

んにゃく等を使用した新商品の開発にも取り組む

など地場産物が積極的に活用されています。 

                                   
 

 

４ 国産農林水産物の消費拡大に向けた取組 

 

 農林水産省では、日本の食を次の世代に残し、創るために、官民一体となった国産

農林水産物の消費拡大を推進する取組「フード・アクション・ニッポン」を平成 20

（2008）年度から推進しています。趣旨に賛同する民間企業･団体等は、推進パートナ

ーとして参画し、イベント等の活動を行っています（中国四国地域推進パートナー数

858 社･団体（平成 29（2017）年３月末現在））。なお、この取組では、国産農林水産

ふちゅうし 

契約栽培のほ場 

魚料理教室 

しものせきし 

中国・四国地域での国産農林水産物の消費拡大に向けた様々な取組 
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物の消費拡大に寄与する民間事業者の優れた商品の表彰（フード・アクション・ニッ

ポン アワード 2016）を行っており、平成 28（2016）年度においては、中国四国地域

からは４件が受賞、16 件が入賞しました。 

 

 

 

受賞産品 受賞者名（所在地） 選定審査員

　谷
たに

尾
お

食糧
しょくりょう

工業
こうぎょう

株式会社

　（岡山県和気町
わ け ち ょ う

）

　株式会社島
しま

ごころ

　（広島県尾道市
お の み ち し

）

　なかがわ野菊
の ぎ く

の里
さと

　（徳島県阿南市
あ な ん し

）

　株式会社　清光堂
せいこうどう

　（愛媛県今治市
い ま ば り し

）
一福百果
いちふくひゃっか

　まるごとみかん大福
だいふく

イオンリテール株式会社

まるごと玉
たま

ねぎス－プ（しょうが） 株式会社イトーヨーカ堂
どう

瀬戸田
せ と だ

レモンケーキ島
しま

ごころ
株式会社三越

みつこし

伊勢丹
い せ た ん

ホール

ディングス

伝統
でんとう

黒米
くろごめ

　弥生
や よ い

紫
むらさき 株式会社トランジットジェネ

ラルオフィス

 

 

また、価値の高い国産農林水産物・食品を消費者に紹介し、国産品への理解増進を

図ることを目的に、地域産品魅力発信イベントを実施しています。当管内では、平成

28（2016）年 10 月１日から２日にイオンモール岡山（岡山県岡山市
お か や ま し

）において「みん

なではぐくむ♪にっぽんの食 中国・四国のおいしさ再発見」をテーマに開催しました。

中国・四国各県の農林水産物・食品の PR 展示、生産者等が自ら産品を販売するマルシ

ェ、ワークショップ及びクイズ大会等を行いました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 食品産業等の現状 

（１）食品産業の動向 

ア 食品産業の動向等 

 

 中国・四国地域における食品製造業の事業所数は減少傾向にあるものの、従業者数

は平成 24（2012）年から３年連続、製造品出荷額は平成 23（2011）年から４年連続で

前年実績を上回りました。中国・四国地域における事業所数、従業者数及び製造品出

製造品出荷額は４年連続で前年実績を上回る 

フード・アクション・ニッポン アワード 2016 受賞産品一覧 

フード・アクション・ニッポン推進 

パートナーのロゴマーク イベント会場の様子 
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荷額の全国に対するシェアはほぼ横ばいとなっています（表Ⅱ-4-4）。 

 なお、10 年前の平成 16（2004）年と比較すると、製造品出荷額は全国の 6.3％増に

対して中国・四国地域では 1.1％増となっています（図Ⅱ-4-1）。 

 
 

（単位：事業所、人、百万円、％）

3,986 3,804 3,683 121,049 121,267 120,992 2,781,737 2,692,121 2,712,489 2,811,817

2,280 2,202 2,116 76,384 77,888 76,936 1,664,657 1,771,997 1,792,453 1,835,057

鳥取県 222 208 200 7,899 7,623 7,410 250,841 150,795 160,060 165,174

島根県 391 375 341 7,028 6,953 6,559 86,915 87,014 83,655 80,838

岡山県 469 451 439 19,161 19,227 18,910 536,094 618,476 625,657 634,884

広島県 720 707 693 27,394 28,943 29,455 540,522 623,653 653,653 682,571

山口県 478 461 443 14,902 15,142 14,602 250,285 292,059 269,428 271,590

1,706 1,602 1,567 44,665 43,379 44,056 1,117,080 920,124 920,036 976,760

徳島県 349 327 323 8,388 8,100 8,168 262,107 173,138 176,232 189,901

香川県 531 499 482 14,470 14,985 15,273 399,577 318,555 328,143 342,487

愛媛県 487 465 468 15,301 14,018 14,510 370,968 340,001 328,323 355,165

高知県 339 311 294 6,506 6,276 6,105 84,428 88,430 87,338 89,207

33,225 32,168 31,243 1,193,680 1,206,184 1,211,884 33,428,899 33,917,426 34,448,539 35,532,845

12.0% 11.8% 11.8% 10.1% 10.1% 10.0% 8.3% 7.9% 7.9% 7.9%

事業所数 従業者数 製造品出荷額

中国・四国

中国

平成24年
（2012）

平成25年
（2013）

平成26年
（2014）

平成16年
（2004）

平成24年
（2012）

平成25年
（2013）

平成26年
（2014）

四国

全国計

中国・四国のシェア

平成24年
（2012）

平成25年
（2013）

平成26年
（2014）

区　　分

 

 

 

資料：経済産業省「工業統計表（産業編）」（平成９年～平成22年、平成24年～平成26年） 

     総務省・経済産業省「平成23年経済センサス-活動調査」（平成23年） 

 

 

 

食品製造業の動向 表Ⅱ-4-4 

製造品出荷額の推移 図Ⅱ-4-1 

3,512
3,562

3,506 3,482
3,437

3,361

3,307
3,343

3,234
3,227

3,450 3,485
3,444

3,373 3,342

3,392

3,445

3,553

324 326

329

307

307
297

290 278

257
253

274
280

267

256

268 269

271

281

250

300

350

400

2,500

3,000

3,500

4,000

平成９年

(1997)

10年

(1998)

11年

(1999)

12年

(2000)

13年

(2001)

14年

(2002)

15年

(2003)

16年

(2004)

17年

(2005)

18年

(2006)

19年

(2007)

20年

(20089

21年

(2009)

22年

(2010)

23年

(2011)

24年

(2012)

25年

(2013)

26年

(2014)

中国四国：百億円 全国：百億円

全国計

中国四国

資料：経済産業省「工業統計表（産業編）」（平成９年～平成22年、平成24年～平成26年） 

     総務省・経済産業省「平成23年経済センサス-活動調査」（平成23年） 

   注：1) 食品製造業とは、食料品製造業と飲料・たばこ・飼料製造業を合わせたものである。 

    2) 中国・四国地域及び地域別合計は、単位未満を四捨五入しているため、計と内訳が一致しない

場合がある。 
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中国・四国地域における外食産業の事業所数は、３万 4,485 か所、従業員数で 23

万 3,441 人、事業所数で全国の 9.0％、従業員数で 7.4％を占める重要な産業となって

います。 

 また、事業所の構成割合を業種別に見ると、「喫茶店」が事業所数の 23.4％（全国

18.2％）と大きなウェイトを占め、次いで「食堂、レストラン」が 14.8％（同 13.6

％)と全国の構成割合より高くなっています（表Ⅱ-4-5）。 

 

 

 

分類 事業所数 構成割合 従業員数 構成割合 １店当たり 

中国・四国合計 34,485 100.0 233,441 100.0 6.8 

 食堂、レストラン 5,106 14.8 38,509 16.5 7.5 

 日本料理店 3,757 10.9 32,164 13.8 8.6 

 中華料理店 3,738 10.8 24,890 10.7 6.7 

 焼肉店 1,831 5.3 16,067 6.9 8.8 

 その他の専門料理店 3,581 10.4 28,206 12.1 7.9 

 そば・うどん店 2,581 7.5 19,145 8.2 7.4 

 

 

 

すし店 1,507 4.4 18,001 7.7 11.9 

喫茶店 8,070 23.4 26,425 11.3 3.3 

その他の飲食店 4,314 12.5 30,034 12.9 7.0 

全国合計 384,484 100.0 3,134,154 100.0 8.2 

 食堂、レストラン 52,461 13.6 437,687 14.0 8.3 

 日本料理店 49,792 13.0 466,193 14.9 9.4 

 中華料理店 55,095 14.3 389,836 12.4 7.1 

 焼肉店 18,833 4.9 182,860 5.8 9.7 

 その他の専門料理店 53,336 13.9 490,296 15.6 9.2 

 そば・うどん店 31,114 8.1 217,056 6.9 7.0 

 すし店 24,069 6.3 250,822 8.0 10.4 

 喫茶店 69,983 18.2 339,004 10.8 4.8 

 その他の飲食店 29,801 7.8 360,400 11.5 12.1 

資料：総務省「平成 26 年経済センサス基礎調査（確報）」 

 

イ 食品産業への支援 

（ア）食品流通構造改善計画の認定 

 

「食品流通構造改善促進法」（平成３年法律第 59 号）に基づき、食品製造業者等と

外食産業（一般飲食店）の事業所数及び従業員数（平成 26(2014)年） 表Ⅱ-4-5 

流通構造の改善に係る取組を支援 

（単位：事業所、％、人） 
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農林漁業者等が共同して策定する「構造改善計画」を国が認定することによって、消

費者ニーズの多様化・高度化に対応した施設を整備する場合に必要な資金について、

長期低利融資等の支援措置を受けることができます。 

中国・四国地域においては、平成 28（2016）年度に、食品流通業者と野菜生産者が

連携してカット野菜を安定供給するための施設整備等２件の構造改善計画を認定して

います。 

 

（イ）経営力向上計画の認定 

 

 平成 28（2016）年７月、国が生産性向上に役立つ取組を分かりやすく中小企業・小

規模事業者等に提供するとともに、生産性を向上させる取組を計画した中小企業・小

規模事業者等を積極的に支援すること等を目的に「中小企業等経営強化法」（平成 28

年法律第 58 号）が施行されました。 

 この法律に基づき、中小企業・小規模事業者等が、将来の成長を果たすべく生産性

の向上を図る計画（経営力向上計画）を策定し、その計画を国が認定することによっ

て、設備投資等に係る低利融資や固定資産税の軽減（３年間半額）等の支援措置を受

けることができます。 

 中国四国農政局においては、平成 28（2016）年度に 206 件の経営力向上計画を認定

しています。             

 

（２）卸売市場の動向 

ア 卸売市場の役割 

 

 卸売市場は、生鮮食料品等の流通の基幹的なインフラとして、消費者ニーズに対応

した豊富な品揃え、多種・大量の物品の効率的かつ継続的な集分荷、公正な価格形成

等を通じて、生産から消費への橋渡しを行うとともに、国民生活に必要不可欠な生鮮

食料品等を供給する役割を担っています。 

 中国・四国地域における卸売市場は、平成 27（2015）年度末時点で 321 市場が開設

されています（表Ⅱ-4-6）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中小企業・小規模事業者等による経営力向上に係る取組を支援 

卸売市場は生鮮食料品等の流通に基幹的な役割 
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      区    分       中   国      四   国  中国・四国      全   国  

 中 央 卸 売 市 場      5 4 9             64 

 地 方 卸 売 市 場      100       84 184      1,081 

 政令規模未満市 場  63      65 128        505 

      合     計  168     153 321      1,650 

 

 

 

 

 

イ 卸売市場の市場経由率と取扱金額 

 

 卸売市場を経由する品物の取扱状況は、食料の消費や小売形態の変化、消費者ニー

ズの多様化、食の安全や環境問題等をはじめとする社会的要請等の情勢の変化により、

全国的に青果及び水産物の卸売市場経由率（総流通量に占める市場経由量の割合）の

低下傾向が続いています（図Ⅱ-4-2）。中国・四国地域の卸売市場における取扱金額

についても、中央卸売市場は平成３（1991）年度をピークに、また、地方卸売市場は

平成７（1995）年度をピークとして、いずれも減少傾向にあります（図Ⅱ-4-3）。 
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資料:農林水産省食料産業局調べ 

注： 1) 中央卸売市場、地方卸売市場及び政令規模未満市場とも、平成 27 年３月 31 日現在。

 2) 政令規模未満市場とは、卸売場の面積が青果物 330 ㎡、水産物 200 ㎡（産地市場 330 ㎡）

    肉類 150 ㎡、花き 200 ㎡未満のものをいう。 

3) 中央卸売市場は、岡山市、広島市（3 市場）、宇部市、徳島市、高松市、松山市、高知市

で開設している。 

（単位：市場） 

中国・四国地域の卸売市場数 表Ⅱ-4-6 

市場経由率、取扱金額とも低下傾向 

資料：農林水産省「食料需給表」、「青果物卸売市場調査報告」等により農林水産省で推計 

市場経由率の推移（全国） 図Ⅱ-4-2 
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ウ 卸売市場の整備・再編 

 

 平成 28（2016）年度から、新たに平成 32（2020）年度を目標年度とする「第 10 次

卸売市場整備基本方針（平成 28（2016）年１月 14 日策定）」及び「第 10 次中央卸売

市場整備計画（平成 28（2016）年４月１日策定）」が策定され、以下を基本とした整

備、運営が実施されることとなりました。 

○卸売市場における経営戦略の確立 

○立地、機能に応じた市場間における役割分担と連携強化 

○産地との連携強化と消費者、実需者等の多様化するニーズへの的確な対応 

○卸売市場の活性化に向けた国産農林水産物の流通・販売に関する新たな取組の推

進 

○公正かつ効率的な売買取引の確保 

○卸売業者及び仲卸業者の経営体質の強化 

○卸売市場に対する社会的要請への適切な対応 

 これを受け、管内各県では「都道府県卸売市場整備計画」を策定し、各県における

市場整備を行うこととされています。 

 

 

 

 

資料：農林水産省「卸売業者事業報告書」及び「地方卸売市場等に関する調査報告」 

 

卸売市場形態別取扱金額の推移（中国・四国） 図Ⅱ-4-3 

第 10 次卸売市場整備基本方針に沿った整備方向へ 
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（３）容器包装リサイクル法及び食品リサイクル法に基づく取組 

ア 容器包装リサイクル制度の取組 

 

 一般廃棄物の減量及び再生資源の十分な利用等を通じて、廃棄物の適正な処理及び

資源の有効な利用の確保を図り、もって生活環境の保全及び国民経済の健全な発展に

寄与することを目的に、「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法

律（容器包装リサイクル法）」（平成７年法律第 112 号）が平成 12（2000）年４月に

完全施行されました。 

この法律では、容器包装を利用・製造等する一定規模以上の事業者（特定事業者）

に容器包装廃棄物の再商品化の義務が課せられています。 

中国四国農政局では、事業者の公平性を確保するため、再商品化義務を履行しない

特定事業者に対し、義務の履行に向けた指導強化を行っています。平成 28（2016）年

度は、管内で 95 業者に対し義務の履行状況等の調査点検を行い、55 事業者に対し再

商品化義務を履行するよう働き掛けを行いました。 

 

イ 食品リサイクル制度の取組 

 

 食品に係る資源の有効な利用の確保及び食品に係る廃棄物の排出の抑制を図るとと

もに、食品の製造等の事業の健全な発展を促進し、もって生活環境の保全及び国民経

済の健全な発展に寄与することを目的に「食品循環資源の再生利用等の促進に関する

法律（食品リサイクル法）」（平成 12 年法律第 116 号）が平成 13（2001）年５月に

施行されました。 

食品リサイクル法では年間 100ｔ以上の食品廃物等を排出する食品関連事業者に年

１回、定期報告書の提出を義務付けており、中国四国農政局では食品関連事業者を対

象に食品リサイクルの現状や定期報告書の作成方法について、管内３会場で説明会を

開催しました。また、定期報告書において再生利用等実施率目標に対し、取組が不十

分な事業者にその理由や改善のための取組計画を確認しています。なお、発生量未確

認の食品関連事業者に対しては、法律の主旨の説明及び食品廃棄物の発生量、食品廃

棄物等の処理方法、再生利用状況について点検調査を行っています。 

そのほか、食品循環資源の再生利用等の取組として、優良な食品再生利用事業者を

登録する登録再生利用事業者制度（中国・四国地域 23 事業者）や、食品関連事業者、

食品循環資源を原料とする肥飼料等を製造する事業者及び農林漁業者等が共同して構

築する再生利用事業計画（食品リサイクルループ）認証制度（中国・四国地域３件）

を設け、食品循環資源の再生利用等を推進しています。 

なお、平成 28（2016）年１月に発生した食品廃棄物の不正転売事件を契機に、不正

転売の防止を図ることから「判断基準省令」が改定されるとともに、また、食品関連

事業者が実施すべき具体的取組を定めた「食品リサイクル法に基づく食品廃棄物等の

不適正な転売の防止の取組強化のための食品関連事業者向けガイドライン」が公表さ

容器包装廃棄物の減量と資源の有効活用を推進 

食品循環資源の発生抑制や再生利用等によるリサイクルの一層の推進 



- 209 - 

 

れ、中国四国農政局では関係団体等への周知活動を行いました。 

 

ウ 食品ロス削減の取組 

 

 我が国では、食べられるのに捨てられてしまう「食品ロス」が、年間 621 万トン（「平

成 26（2014）年度推計」農林水産省）発生しています。食品ロスの中には、賞味期限

が近いもの、包装の印字ミス等で品質に問題はないものの、通常の販売が困難な食品

や、一般家庭においても、贈答品や買い置きなどで使わないまま捨てられる食品があ

ります。こうした食品を企業や一般家庭から引き取り、福祉施設等必要とされる方々

へ無償で提供する団体を「フードバンク」と呼び、その活動は全国各地で広がりつつ

あります。 

しかしながら、フードバンク活動に対する社会的な理解がまだ十分ではないこと、

また、食品の衛生的な取扱いやトレーサビリティの観点から活動団体側の体制を懸念

する声があり、現状では食品メーカー等が安心して食品を提供できる環境が十分に整

っていない状況にあります。 

このため農林水産省では、平成 28（2016）年 11 月、食品の品質確保、衛生管理及

び情報管理等の適切な運営確保等を内容とした「フードバンク活動における食品の取

扱い等に関する手引き」を作成するとともに、関係者の相互理解を深めるため全国各

地でフードバンク活動団体と食品関連事業者等が一堂に会した情報交換会を開催しま

した。 

中国・四国地域では、平成 29（2017）年１月に広島市で情報交換会を開催し、これ

をきっかけに食品提供事業者２社とフードバンク活動団体の間で新たな契約が結ばれ

ました（図Ⅱ-4-4）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

フードバンク活動促進に向けた新たな取組 

主なフードバンク（中国・四国） 図Ⅱ-4-4 

資料：中国四国農政局調べ 


