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とくだねe～講座

第Ⅱ章 食の安全と消費者の信頼の確保、望ましい食生活の推進

１．食の安全と消費者の信頼確保に関する取組

（１）消費者への情報提供

ア．コミュニケーションの推進

食の安全に関する様々な問題が発生し、消費者

の食の安全に対する関心が高まっていることか

ら、北陸農政局においては、消費者を対象に食の

安全に関する基礎的な情報を提供し、参加者相互

に意見交換を行うことを目的とした様々な取組を

行っています。

（ア）消費者グループ等を対象とした出張講座による意見交換会

北陸農政局では、平成19（2007）年10

月から「とくだねe～講座」を実施してい

ます。これは、食品安全の基礎知識や食

品表示等消費者の関心が高い９つのテー

マについて、消費者の学習の場等に出向

き、説明と意見交換（出張講座）を行う

ものです。24（2012）年度には38回開催

し、882人（延べ人数）に参加いただきま

した。

受講者に対し行ったアンケートによると、食品の安全や表示等について、より理解が

深まったとの回答を多数いただいています。

また、上記講座に加え、消費・安全施策に関する説明会や意見交換会を実施しました。

（112回、3,977名）

（イ）消費者団体との意見交換会

14（2002）年に、北陸各県の消費者団体

との間で「ほくりく食と農の消費者ネット」

を構築し、消費者ニーズの把握と農林水産

行政に関する情報の提供に努めています。

24（2012）年度は、各県において「食の

安全・消費者の信頼確保」（24（2012）年10

月）や「生産者と消費者との相互理解の推

進）」（25（2013）年３月）等をテーマに情

報提供し、消費者団体の代表者等と意見交

換を実施しました。参加者からは、食品表

示一元化等への要望が出されました。

とくだねｅ～講座のテーマ
①よくわかる食品安全の基礎知識
②よくわかる食品の表示

③気をつけていますか？毎日の食事
④よくわかる農薬に関する安全性
⑤よくわかるＢＳＥと鳥インフルエンザ

⑥よくわかる牛トレーサビリティ
⑦よくわかる有害化学物質と食品安全（重金属編）

⑧よくわかる米トレーサビリティ
⑨ご存じですか？食料自給率

「食の安全・消費者の信頼確保」をテー
マとした 意見交換会（金沢市）
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イ．「消費者の部屋」の取組等

北陸農政局では、消費者の皆様に食や農林施策に関する情報のパネルの展示やパンフレ

ット配付等を行う専用スペース「消費者の部屋」を庁舎１階に設けております。平成24（2

012）年度は管内において、くらしに活かそう食品表示等23テーマの展示を実施しました。

また、新たな取組として、「消費者の部屋」を学習する場とした『北陸農政局「消費者

の部屋」とくだねe～講座』を実施しました。既存のとくだねｅ～講座資料を基に上期、

下期でそれぞれ10講座（現地見学会等１講座含む）ずつ実施し、計45名が受講しました。

その他、24（2012）年７月27日から29日に、ほくりく外食産業展（石川県産業展示館）

において「移動消費者の部屋」を開設し、各種パネル展示等に加え、消費者相談コーナー

を設置しました（会場へ約70,000人が来場）。このほか、公共施設や各種行事会場におい

て「移動消費者の部屋」（管内20か所）を開設し、パネル展示等を行いました。

さらに、北陸農政局では消費者の皆様に対する相談窓口を設置しており、24（2012）年

度は、米の品質に関する相談等49件の相談を受け付けました。相談は、以下の窓口で受け

付けています。

北陸農政局消費者相談窓口

区　　分 電　　話 ＦＡＸ
北陸農政局 076-232-0206 076-261-9523
新潟地域センター 025-228-5212 025-223-3987
長岡地域センター 0258-27-2011 0258-27-2012
富山地域センター 076-441-9309 076-441-9327
福井地域センター 0776-36-1791 0776-35-8925

「消費者の部屋」の展示風景 ほくりく外食産業展で
「移動消費者の部屋」を設置
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（２）食の安全確保

ア．農薬の適正利用、食の安定供給の確保

（ア）農薬使用の適正化

平成24（2012）年７月、環境省と連携し県及び

市町村の農薬に関わる担当者を対象として農薬の

不適切な使用により人畜や周辺の住宅環境への悪

影響を及ぼすことを防止するため、「農薬の適正

使用に関する自治体担当者研修会」を石川県金沢

市で開催しました。

研修会では農薬の基礎知識をはじめ、住宅地等

における農薬使用及び公共施設における樹木･雑

草管理について概要を説明するとともに、金沢市

が行っている松くい虫の防除事例を紹介しまし

た。特に具体的な害虫防除の取組を示した金沢市

の事例紹介に対し、参加者の５割から、薬剤の使用低減の取組等「良かった、参考となっ

た」と回答が寄せられ、事例等を通じ農薬の適正使用についての理解の促進が図られまし

た。

（イ）重要病害虫の防除に向けた連携強化

25（2013）年２月、名古屋植物防疫所と連携

し北陸４県病害虫防除所職員を対象として重要

病害虫侵入時の早期発見や国と県との連携の強

化を目的に、「北陸農政局管内病害虫同定診断

技術研修会」を名古屋植物防疫所伏木富山支所

で開催しました。研修会では侵入を警戒する重

要病害虫のうち喫緊の課題であるウメ輪紋ウイ

ルス（プラムポックスウイルス）について名古

屋植物防疫所より情報提供を行うとともに、ダ

ニ類の標本を用いた同定研修（体の特徴等から

病害虫の種類を特定する研修）を行いました。

参加者からは「ハダニ類の種の見分け方等、数多くの標本を実際に見ての研修であったの

で、非常に参考になった」との回答が寄せられ、他の様々な病害虫での実技講習の継続実

施の要望もありました。同研修会を通じ県病害虫防除所職員の知見・同定技術の向上と併

せて、国と県との連携強化が図られました。

（ウ）無人ヘリコプター防除の安全対策の推進

無人ヘリコプターによる農薬の空中散布については、生産農家の高齢化等に対応し、水

稲の斑点米カメムシ類やいもち病などを地域全体で効果的かつ省力的に防除するため、必

要不可欠な防除技術となっており、年々その利用は増えています。

北陸農政局では、各県に対し無人ヘリコプターでの誤散布の防止等、安全な運航に向け

農薬の適正使用に関する自治体担当者研

修会の様子（石川県）

北陸農政局管内病害虫同定診断技術研修

会の様子（富山県）



- 37 -

注意喚起を行うとともに、事故事例の原因分析を行い再発防止の徹底を図りました。24(2

012)年４月の「農林水産航空事業北陸ブロック安全対策会議」（（一社）農林水産航空協

会主催）の場でも現場周辺の確認等、安全運航への意識啓発を行い安全対策の一層の徹底

を図りました。

イ. 農業生産工程管理（ＧＡＰ）の推進
ギヤップ

農業生産工程管理（ＧＡＰ）（以下「ＧＡＰ」という。）は、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であり、食品

の安全性向上、環境の保全、労働安全の確保など、農業経営の改善や効率化に繋がるこ

とが期待されています。

農林水産省では、高度な取組内容を含む先進的なＧＡＰの共通基盤として、「農業生

産工程管理（ＧＡＰ）の共通基盤に関するガイドライン」を、22（2010）年４月に公表

したところです。北陸農政局では本ガイドラインに則したＧＡＰの普及をより促進させ

るため、24（2012）年７月26日、「ＧＡＰの普及推進に関する講演会（管内外のＧＡＰ

先進事例の発表）」の開催や各県のＧＡＰ取組現場において、県、農協、組合等担当者

とＧＡＰ普及推進に係る現地検討会を実施しました。

ＧＡＰの普及推進に関する講演会

ウ．高病原性鳥インフルエンザ、口蹄疫に対する対応

我が国での高病原性鳥インフルエンザ、口蹄

疫の発生は23(2011)年４月以降確認されていな

いものの、中国や台湾をはじめとする我が国の

近隣諸国においては、引き続き発生が認められ

ており、家畜伝染病（高病原性鳥インフルエン

ザ、口蹄疫等）ウイルスの侵入リスクは依然と

して高い状況にあります。このため、家畜伝染

病が発生した場合の迅速な防疫対応、県との連

携が円滑に行えるよう、24(2012)年8月に新潟県

と合同で「家畜伝染病防疫合同訓練」を行いま

した。また、同年11月、北陸農政局及び各地域

センター等において、家畜伝染病への防疫支援を的確に行えるよう防護服の着脱訓練等

防疫対応訓練の様子（新潟県）
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*

を行いました。さらに、同年12月には北陸地域における高病原性鳥インフルエンザの発

生を想定し、初動時の防疫支援体制を迅速に構築できるようにするための北陸農政局全

職員を対象にした模擬訓練を行いました。

エ．牛トレーサビリティ制度の円滑かつ適切な実施

牛トレーサビリティー制度の信頼確保のため、

畜産農家、と畜者（牛をと殺した者）、販売業者

及び特定料理提供業者（主として焼肉、しゃぶ

しゃぶ等を提供する専門店）に対する立入検査

を実施しました。牛の耳標の装着状況や個体識

別番号表示等を確認して、不適正な事例があっ

た場合には、販売者等に対して改善指導を行い

ました。

また、と畜直後の枝肉から採取したサンプル

と小売店等で販売されている精肉等をDNA鑑定に

より照合し、個体識別番号が正確に伝達されて

いるかどうかの確認を行いました。

＊ 個体識別番号とは、牛１頭ごとに付けられた10桁の番号。国内で生まれた全ての牛と輸入牛の耳に10桁の個体識別
番号が印字された標識(耳標）を装着することが義務付けられています。この番号により、牛の生産履歴として出生か
ら精肉等として消費者に販売・提供されるまでの牛個体の識別・管理が行えます。また、この番号をインターネット
で入力することにより、牛の出生からと畜までの生産履歴が確認できます。

（http://www.nlbc.go.jp/：(独)家畜改良センター）

オ．ペットフードの安全の確保

21（2009）年６月に施行された「愛がん動物

用飼料の安全性の確保に関する法律」は、犬及

び猫用ペットフードの基準・規格の設定、事業

者における帳簿の備付け等を規定しペットフー

ドの安全確保を図りペットの健康を保護するこ

とを目的としています。

北陸農政局では、北陸４県のペットフード販

売店において立入調査を実施し、本法律の周知

と流通状況の把握を行いました。卸売業者に対

しても立入検査も実施し、法令の遵守指導を行

いました。

カ. 米穀の適正流通確保に向けた取組

(ア）米穀事業者等に対する立入検査等の実施

米穀等の適正かつ円滑な流通を確保するため、「食糧法」については米穀の出荷販売事

業者等に対して遵守すべき事項の遵守状況を、「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」（以下「米トレーサビリティ法」という。）については米穀

食肉販売店への調査（新潟県）

ペットフードの販売店に対する調査（福井県）
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事業者等に対して取引等の記録の作成・保存及び産地情報の伝達の履行状況を、「農産物

検査法」については登録検査機関に対して検査業務の実施状況等を確認するための立入

検査等を実施しました。

(イ）米穀流通監視相談窓口業務

ａ．米穀流通監視相談窓口の設置

北陸農政局は、食品の安全性を欠く米穀等の流通防止、適正かつ円滑な流通を確保する

ため、米穀等に関する情報の受付窓口「米穀流通監視相談窓口」を平成23(2011)年から本

局及び管内地域センターに設置しています。

ｂ．相談内容

24(2012)年度に北陸農政局に寄せられた米穀等に関する情報は、78件で、そのうち「問

合せ」に関するものが47件、「情報提供」が29件、以下「提案」「苦情」等が２件となっ

ています。

なお、「問合せ」の相談内容については、米トレーサビリティ制度に関するものが大多

数で、「産地情報の伝達に係る取引業者間の伝票の作成や保存」、「米トレーサビリティ法

の対象となる品目」等が主なものとなっています。

また、窓口に寄せられた情報は、相談窓口カードに記録し、必要に応じ都道府県等の関

係各機関等に提供しています。

米穀流通監視業務の実施状況（平成24年度）

「米穀流通監視相談窓口」受付窓口

（注）受付時間：8時30分～17時15分（12時～13時及び土・日・祝日・年末年始を除く）

電話番号 FAX番号

北陸農政局　消費・安全部流通監視課 076-241-5371 076-244-2466

北陸農政局　消費・安全部業務課 076-241-3151 076-244-2466

新潟地域センター　消費・安全グループ 025-228-5212 025-223-3987

長岡地域センター　消費・安全グループ 0258-27-2011 0258-27-2012

富山地域センター　消費・安全グループ 076-441-9318 076-441-9327 

福井地域センター　消費・安全グループ 0776-36-1791 0776-35-8925

担当部署

 業　務　内　容  対象事業者

 食糧法遵守事項省令 用途限定米穀の横流れ防止を目的とした立入検査等   米穀の出荷販売事
業者等

米トレーサビリティ法
 産地情報伝達の履行状況及び取引等の記録の作成・保
存状況の確認のための立入検査等

米穀事業者

農産物検査法  検査業務の適切な実施確認のための立入調査等  登録検査機関

根　拠  法　律



- 40 -

（３）食品表示の適正化等の推進

ア．食品表示の監視体制の強化

（ア）小売店舗等に対する巡回調査の実施

北陸農政局では、管内各県、(独)農林水

産消費安全技術センター等と連携しながら、

年間計画に基づき日常的に小売店舗、卸売

業者等の中間流通事業者及び製造事業者を

巡回し、陳列販売等されている生鮮食品、

加工食品、有機農産物等の名称や原産地を

はじめとする表示が「農林物資の規格化及

び品質表示の適正化に関する法律」（ＪＡＳ

法）に基づき適正に行われているかどうか

を調査し、不適正表示を確認した場合には、

是正の指導等を行います。

平成24（2012）年度において、北陸農政局が

行った指導件数は16件（ＪＡＳ規格を含む）、

農林水産大臣による指示・公表は１件となっています。

（イ）消費者と連携した監視の取組

北陸農政局では、食品表示の一層の適正化を図る観点から、14（2002）年度より、国民

の皆様から広く食品の偽装表示や疑いのある食品表示に関する情報等を受け付けるための

窓口「食品表示110番」を、本局及び管内各地域センターに開設しています。

24（2012）年度に北陸農政局管内の「食品表示110番」窓口に寄せられた情報のうち、

９割はＪＡＳ法に基づく食品への表示方法等に関する問い合わせであり、疑いのある食品

表示等の情報提供は１割となっています。

小売店舗での表示調査

電話番号 FAX番号

北陸農政局　消費・安全部表示・規格課 076-232-4113 076-261-9523

新潟地域センター　消費・安全グループ 025-229-1010 025-223-3987

長岡地域センター　消費・安全グループ 0258-27-1010 0258-27-2012

富山地域センター　消費・安全グループ 076-441-9310 076-441-9327 

福井地域センター　消費・安全グループ 0776-36-1791 0776-35-8925

担当部署

(注）受付時間：8時30分～17時15分（12時～13時及び土・日・祝日・年末年始を除く）

「食品表示110番」受付窓口
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イ．関係機関との連携強化

県等関係機関と食品表示に関する情報・意見交換を行うとともに、不適正表示を行っ

ている事業者に対する処分等の対応を迅速かつ円滑に実施することを目的として、20（2

008）年度から、各県に所在する関係機関を構成員とする「食品表示監視協議会」を設置

しており、24（2012）年度も管内において食品表示制度等をめぐる最近の主要な動きに

ついて情報共有や意見交換等を行いました(表Ⅱ－１)。

ウ．食品表示制度に関する普及・啓発活動

事業者及び消費者に対する食品表示制度の

普及・啓発活動の一環として、各種セミナー

を開催したほか、事業者や消費者の要請に応

じて出張講座等を実施しています。24（2012）

年度において、計82回延べ2,450人を対象に

実施しました。

このほか、有機ＪＡＳ規格の一部改正に伴

い、行政及び認定事業者を対象として「有機

ＪＡＳ規格の改正に係る説明会」を実施しま

した。

有機ＪＡＳ説明会

表Ⅱ－１ 各県における食品表示監視協議会の開催状況

開催日 構成員

新潟県食品表示監視協議会 2012年4月20日
新潟県、新潟県警察本部、新潟市保健所、農林水産消費安
全技術センター本部、新潟地域センター、長岡地域センター

富山県食品表示監視協議会 2012年11月1日
富山県、富山県警察本部、富山市保健所、農林水産消費安
全技術センター名古屋センター、富山地域センター

石川食品表示監視協議会 2012年7月4日
石川県、石川県警察本部、金沢市保健所、農林水産消費安
全技術センター名古屋センター、北陸農政局消費・安全部

福井県食品表示監視協議会 2012年5月10日
福井県、福井県警察本部、農林水産消費安全技術センター
名古屋センター、福井地域センター

協議会名



- 42 -

２. 食品産業の動向

食品製造業は地域経済の１割を占める主要な産業

（１）食品製造業の動向

北陸地域の食品製造業の従業員数は６万４千人で全製造業の約14％を占めています。

また、出荷額は１兆2,100億円と同約10％を占めており、地域経済を支える重要な役割

を果たしています（表Ⅱ－２）。特に、米菓製造業の出荷額は全国の出荷額の約56％（新

潟県のみで53％）を占めています（図Ⅱ－１）。

表Ⅱ－２ 北陸管内の食品製造業の推移 （単位：千人、百億円、％）

資料：経済産業省「工業統計表（産業編）」

注：1) 調査対象は、従業者４人以上の事業所です。

2) 食品製造業は、食料品製造業及び飲料・たばこ・飼料製造業です。

図Ⅱ－１ 米菓製造業における北陸のシェア （出荷額、2010年）

資料：経済産業省「工業統計表（品目編）」

注：調査対象は、従業者４人以上の事業所です。

平成17年 平成22年

(2005) (2010)

全製造業 498 465 △ 6.6

うち食品 65 64 △ 1.5

構成比 13.1 13.8

全製造業 1,257 1,173 △ 6.7

うち食品 117 121 3.4

構成比 9.3 10.3

対平成17年増減比

従業員数

出荷額

区 分
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（２）外食産業の動向

ア．外食産業の現状

全国の外食産業市場規模（推計）は平成9（1997）年（約29兆円）をピークに減少に転

じ、15（2003）年以降は24兆円前後で推移しています（図Ⅱ－２）。また、21（2009）年

度の外食産業（飲食店）の店舗数をみると、11（1999）年度に比べ全国ベースでは16.4％

の減少、北陸地域では15.2％の減少となっています（図Ⅱ－３）。

図Ⅱ－２ 外食産業市場規模の推移（全国）

資料：（財）食の安全・安心財団 附属機関外食産業総合調査研究センターの推計

図Ⅱ－３ 外食産業（飲食店）店舗数の推移（全国、北陸）

資料：総務省「事業所・企業統計調査」及び平成21年からは「経済センサス基礎調査」

イ．中食産業の現状

北陸地域の中食産業の事業所数は横ばいか緩やかな減少傾向にあります。製品出荷額は

いずれの部門もおおむね、横ばいで推移しています（図Ⅱ－４）。

図Ⅱ－４ 北陸管内の主な中食の事業所数、製品出荷額の推移

資料：経済産業省「工業統計表 品目編」
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（３）卸売市場流通の動向

卸売市場の取扱高は減少傾向

ア．卸売市場の整備及び取扱高の状況

（ア）卸売市場の整備

北陸地域の卸売市場数は、平成23（2011）年４月１日現在で中央卸売市場が３市場、地

方卸売市場が69市場となっています（表Ⅱ－３）。

卸売市場の施設整備は、27年度を目標年度とする新たな第９次卸売市場整備基本方針に

即して、国が定める中央卸売市場整備計画及び県が定める都道府県卸売市場整備計画に基

づき、行うこととなっています。

表Ⅱ－３ 北陸管内の卸売市場数（平成23年4月1日現在）

資料：卸売市場データ集及び地方卸売市場等に関する調査より

（イ）卸売市場の取扱高

23（2010）年における中央卸売市場の取扱数量（花きを除く。）は35万6千ｔとなってお

り、23年４月に地方卸売市場に移行した富山市場を除いて前年と比較すると1.2％減とな

っています。同様に品目別に19（2007）年と比較すると、青果は4.4％減、水産物は3.3％

減少しています。

また、22（2009）年の地方卸売市場の取扱数量（花き、水産物産地市場を除く。）は、3

6万２千ｔと前年を９％下回りました。品目別に18（2006）年と比較すると青果は16％減

少、水産物は19（2007）年に新潟市内の卸売業者が新潟市中央卸売市場へ入場したこと等

により、65％減少しています。中央卸売市場での取扱数量は全国的に減少傾向にあります

が、これは国内の食料需要量の減少や輸入品の増加等によるものとみられます（図Ⅱ-５）。

図Ⅱ－５ 卸売市場の取扱数量の推移

資料：中央卸売市場年報及び地方卸売市場等に関する調査より

青果 水産物(消費地) 水産物(産地) 花き

新潟県 12 8 6 4 4 40
富山県 2 1 8 0 4 17
石川県 1 0 7 2 7 20
福井県 2 2 4 0 5 15
計 17 11 25 6 20 92

全 　国 409 240 342 137 571 1,929
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イ．中央卸売市場の取引状況

（ア）委託集荷割合

委託集荷＊については、以前から減少傾向にありましたが、委託集荷原則の廃止を定め

た16(2004）年の卸売市場法改正以降、更に減少傾向にあります。北陸地域の中央卸売市

場における23（2011）年度の委託集荷割合は、地方卸売市場となった富山市場の影響もあ

り、富山市場を除いて比較すると青果は2.3ポイント減、水産は前年度同となりました。

水産物の委託集荷割合は、地元の新鮮な魚介類を漁獲した当日集荷・販売するために、福

井市場や金沢市場等で通常のせりの後に行う二番せりなどの取組を行っているものの、依

然として全国平均を大きく下回っています（図Ⅱ－６）。

図Ⅱ－６ 委託集荷割合の推移（金額ベース）

資料：卸売市場データ集及び事業報告書より

（イ）せり・入札割合

せり・入札原則の廃止を定めた11(1999）年の卸売市場法改正により、中央卸売市場ご

とにせり・入札を行う品目やその割合を定めることができることとされ、せり・入札によ

る取引は、全国的に減少傾向にあり、相対取引の割合が増加しています。北陸地域におけ

るせり・入札取引は、23(2011)年度は、地方卸売市場となった富山市場を除いて前年と比

較すると、青果0.3％増、水産0.7減とほぼ横ばいとなっています（図Ⅱ-７）。

図Ⅱ－７ せり・入札割合（金額ベース）

資料：卸売市場データ集及び事業報告書より

※ 委託集荷とは、卸売業者が出荷者からの販売委託を受けて行う集荷方法
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（４）食品リサイクルの推進等の食品環境対策

ア. 食品リサイクルの推進

食品関連事業者による食品廃棄物の再生利用等への取組を促進するため、「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）に基づき、平成14（2002）年

度から食品関連事業者への調査点検、指導等を実施しています。24（2012）年度には325

事業者について調査点検と取組内容の確認を行うとともに、食品廃棄物等多量発生事業者

（年間発生量100トン以上）からの国への定期報告の受理・確認と制度の普及・啓発を実

施しました。

食品リサイクルの取組の推進に当たり、業種別に設定されている再生利用等の実施率目

標（平成24年までに、その業種全体での達成が見込まれる目標：食品製造業85％、食品卸

売業70％、食品小売業45％、外食産業40％）の達成が課題となっていることや、24年度に

は一部業種において、食品廃棄物等の発生抑制の目標値が定められ、定期報告における業

種区分が見直されたことから、食品関連事業者への更なる普及・啓発を行っていくことと

しています。

イ. 容器包装リサイクルの推進

「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）に基づき、容器包装廃棄物の減量化や再資源化を促進するため、平成11（1999）年度

から農林水産関連事業者への調査点検・指導を実施しています。本年度は124事業者の点

検・指導を行い、同法の啓発指導をはじめ、再商品化義務事業者の該当有無を確認し、必

要に応じ所要の改善指導等を実施しました（表Ⅱ－４）。

また、昨年度と同様に本年度においても、度重なる点検指導においても容器包装の再商

品化義務を履行しない、もしくは改善の意思を示さない６事業者に対して、容器包装リサ

イクル法第39条に基づき報告徴収を実施しました。

容器包装リサイクルの推進に当っては、事業者に対して啓発指導を実施していますが、

中小規模の事業者を中心に容器包装リサイクル法の認知度が低い状況が見受けられること

から、本年度も実施した容器包装リサイクル制度研修会の開催場所を増やすことと併せて、

消費者に対しても容器包装リサイクル法のＰＲを行い容器包装リサイクル法の認知度を高

めていく必要があります。

表Ⅱ－４ リサイクル調査点検指導の実施状況

資料：北陸農政局調べ

注：1) 件数には廃業・再点検数を含む（2013年3月末現在)。

2) 累計はそれぞれ食品リサイクルは2002年度から、容器包装リサイクル1999年度か

らの合計件数。

点検件数 累　　計 点検件数 累　　計
北　陸 325 11,110 131 13,004
新潟県 129 5,097 44 5,804
富山県 76 2,134 33 2,733
石川県 63 2,250 27 2,466
福井県 57 1,629 27 2,001

食品リサイクル 容器包装リサイクル
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ウ．食品工場等の省エネルギーの推進

地球温暖化対策の一層の推進には、エネルギー消費量が大幅に増加している業務・家庭

部門における省エネルギー対策を強化することが重要です。

北陸農政局においては、関係する地方経済産業局と連携し、エネルギー使用の合理化へ

の取組を推進するため、「エネルギーの使用の合理化に関する法律」（省エネ法）に基づ

き、食品関連事業者に対し、定期報告書の内容や工場現地調査結果を踏まえた指導等を行

っています。

平成24(2012)年度においては、省エネ法に基づき指定された特定事業者及び特定荷主か

ら提出された定期報告書を評価し、改善に必要な事項について指導を行いました(表Ⅱ－

５)。

また、工場現地調査は、製造業４工場の調査を行い、関係する経済産業局と連携し、改

善に必要な事項について指導を行いました。

省エネ法においては、特定事業者は省エネルギーを推進するエネルギー管理統括者5)等

を選任し、エネルギーの使用の合理化に努めなければなりません。今後とも、定期報告書

の評価等を通じ、特定事業者等の省エネルギー意識の向上に努めていく必要があります。

資料：北陸農政局資料

表Ⅱ－５ 省エネ法に基づく特定事業者、エネルギー管理指定工場並びに特定荷主

注：1) 特定事業者とは、工場等を設置している者のうち、設置しているすべての工場等における

原油換算エネルギー使用量が年間1,500kl以上である事業者。

2) 第一種工場とは、原油換算エネルギー使用量年間3,000kl以上、第二種工場は同1,500kl以

上3,000kl未満のエネルギー管理指定工場。

3) 特定荷主とは、自らの事業活動に伴って貨物輸送を委託している量（自ら輸送している量

も含む。）が年間3,000万トンキロ以上の事業者。

4) 表に示す特定事業者数及び工場数は、該当県の特定事業者が設置する工場数であり、食品

関連事業者以外も含みます。

5) 省エネ法においては、事業の実施を統括管理する者としてエネルギー管理統括者、エネル

ギー管理統括者を補佐する者としてエネルギー管理企画推進者、現場監督としてエネルギー

管理者の選任を義務付けています。

第一種工場2) 第二種工場2) 計

北陸 638 388 399 787 4

新潟県 227 145 132 277 3

富山県 163 112 103 215 1

石川県 140 62 101 163 -

福井県 108 69 63 132 -

エネルギー管理指定工場
特定荷主3)特定事業者1)
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３．食料消費の現状と食育の推進

（１）食生活の変化が引き起こす様々な問題

昭和55（1980）年頃の我が国の食生活は、栄養バランスの点で理想的と評価されていま

した。その後、減少傾向にあった米の消費量は更に減り、畜産物や油脂類の消費量が増加

しました。このような食料消費構造の変化が、我が国の食料自給率が大きく低下した原因

の１つとなっています。さらに、今日の食生活は栄養バランスの崩れや食習慣の乱れなど

によって、肥満や生活習慣病につながりやすいものとなっています。食生活の変化は食料

自給率の低下ばかりでなく、日本人の健康問題にも波及しています(図Ⅱ－８)。

図Ⅱ－８ 食生活の変化と食料自給率
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１日80g程度

73％

昭
和
55
年
度
当
時

１日４杯 月２回
２週間で
１パック弱 週に３本月５回 年に７本

１日310g程度
（緑黄色野菜増加）

１日110g程度
（みかんが約４割）

１日100g程度

53％

平
成
23
年
度

１日３杯 月３回 週に３本月７回 年に８本
２週間で
１パック

１日250g程度
（緑黄色野菜以外は減少）

１日100g程度
（その他果実が約7割） １日80g程度

-輸入物増-
-輸入物増-

39％

※

※

※

※カロリーベースの食料自給率
※カロリーベースの食料自給率
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（２）食育の取組

日本人の食生活は、社会経済構造の変化や国民の価値観の多様化等に伴い、かつての米

を中心とした多様な副食からなるいわゆる「日本型食生活」を基本としたものから、個人

の好みに合わせたものへと変化しました。その中で、「食」を大切にする心や優れた食文

化が失われつつあるとともに、脂肪の過剰摂取等の栄養の偏り、朝食の欠食に代表される

ような食習慣の乱れに起因する肥満や生活習慣病の増加、過度の痩身志向といった様々な

問題が生じています。

これらを背景に平成17（2005）年に「食育基本法」が制定されました。これに基づき18

（2006）年には「食育推進基本計画」が策定され、５年間にわたり国民運動として取組を

進めました。また、23（2011）年３月に策定された「第２次食育推進基本計画」では、食

育を単なる周知にとどまらず、実践段階へと移行させるため、生涯にわたって間断なく食

育を推進する「生涯食育社会」の構築を目指すとともに、食をめぐる諸課題の解決に資す

るよう推進していくこととしました。

北陸農政局では、健全な食生活の実践や農林漁業体験を通じた自然の恩恵や食に関わる

人々の様々な活動への理解を促進するため、以下のような取組を実施しました。

ア．多様な関係者と連携した食育の推進

各方面で食育に取り組む様々な関係者相互の情報交換や連携・協力によって北陸地域に

おける食育を推進するため、18（2006）年、「食育ネットほくりく」を構築しました（図

Ⅱ－９）。 同ネットには24（2012）年度末現

在で447団体・個人が加入しており（表Ⅱ－

６）、ホームページやメールマガジン等イン

ターネットを活用した情報提供のほか、会員

相互間の交流を促すために「食育ネットほく

りく」交流会を、毎年度、北陸農政局と管内

各地域センターにおいて開催しています。石

川県では、子どもが作る“弁当の日”提唱者

の竹下和男氏を招き「食育と豊かな人間形成

について」をテーマに講演とパネルディスカ

ッションを開催しました（24年（2012）12月

６日）。

｢食育ネットほくりく」交流会の様子（石川県）

表Ⅱ―６「食育ネットほくりく」県別会員数

図Ⅱ－９「食育ネットほくりく」
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イ．「日本型食生活」の普及

日本の気候風土に適した米（ごはん）を中

心に、魚や肉、野菜、海藻、豆類などの多様

なおかずを組み合わせて食べる「日本型食生

活」は、栄養バランスに優れているだけでは

なく、各地で生産される農林水産物を多彩に

盛り込んでいるのが特徴です。

北陸農政局では、「日本型食生活」の普及を

目指した取組として、バランスの良い食事や

食生活指針等のパネルを作成し、食や農に関

するイベント等の際に開設した「移動消費者

の部屋」等において設置し、多くの方々に日本型食生活をＰＲしました。

また、「日本型食生活」認知度等アンケート調査を一般消費者を対象に実施しました（回

答者数1,679名）。「日本型食生活」という言葉とその意味を知っていた人の割合は36％、

「日本型食生活」に関係する５項目*1全てを、「ほとんど毎日できている」又は、「おおむ

ねできている」とした人の割合は38％でした（図Ⅱ―10）。

*1 「日本型食生活」に関係する５項目 １．主食、主菜、副食を基本に食事のバランスを。２．ごはんなどの穀類

をしっかりと。３．牛乳・乳製品、緑黄色野菜、豆類、小魚などでカルシウムを十分に。４．脂肪のとりすぎをやめ

動物、植物、魚由来の脂肪をバランスよく。５．食文化や地域の産物を活かしときには新しい料理も。

「移動消費者の部屋」（金沢大学ﾌｪｽﾀ）

図Ⅱ―10「日本型食生活」認知度アンケート結果の一部分
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ウ．「教育ファーム等農林漁業体験」の取組の推進

農林漁業に関する体験活動は、農林水産物の生産現場に関する関心や理解を深めるだけ

でなく、国民の食生活が自然の恩恵の上に成り立っていることや、食に関わる人々の様々

な活動に支えられていること等に関する理解を深める上で重要です。

このため、「第２次食育推進基本計画」においては、農林漁業体験を経験した国民の割

合を、27（2015）年度までに27％から30％に増やすことが目標としてあげられました。

北陸農政局では、子供から大人まで幅広い層の方々に教育ファーム*2等農林漁業体験へ

の参画を促すため、取組主体の活動内容を調査し、ホームページで紹介しています。

また、取組主体等が必要とする情報を容易に知ることができるよう、北陸管内全市町村

の情報提供窓口（担当課）のほか、技術的な支援を行うサポーターが登録されている各県

の担当窓口及び支援機関を北陸農政局のホームページで紹介しています。

*2 「教育ファーム」とは、自然の恩恵や食にかかわる人々の様々な活動への理解を深めること等を目的として、農

林漁業者等が生産現場に消費者を招き、一連の農作業等の体験の機会を提供する取組をいいます。

エ．食育月間及び食育の日の取組

「第２次食育推進基本計画」では、毎年６月を「食育月間」、毎月19日を「食育の日」

とし、国民の食育に対する理解を深め、食育推進活動への参加を促し、その一層の充実と

定着を図ることとしています。

北陸農政局では、「食育月間」の取組として、とくだねe～講座「気をつけてますか？毎

日の食事」を北陸農政局と管内各地域センターで開催しました。また、一般消費者を対象

に「食育現地見学会～市場と生産現場～」を開催し、卸売市場や野菜集出荷場・ほ場の見

学を行うとともに、現場の方々と意見交換を行うことで、食に関する知識を深めました。

教育ファーム等農林漁業体験の様子 （左：福井県 右：新潟県）

「食育現地見学会」の様子（石川県）「とくだねe～講座」の様子（新潟県）



- 52 -

さらに、公共施設や各種行事会場において「移動消費者の部屋」（管内８か所）の開設

や、パネル展示等（管内21か所）を行い、消費者との交流を図るとともに「日本型食生活」

の普及等食育関連情報を幅広く提供しました。

毎月の「食育の日」の取組としては、働き盛りの方や若者世代を対象に、管内の企業や

大学等の食堂施設の各テーブルにメニュー立てを設置し、「日本型食生活」の普及、米の

消費拡大、地産地消の推進等食育関連情報を提供しました（管内44か所）。

企業・大学等の食堂における卓上

メモの設置（富山県）

｢食育月間」における「移動消費者

の部屋」（新潟県）


