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―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
★★★　今月のもくじ　★★★
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
▽注目情報
　■「第１回食育活動表彰」について　　《★募集予告です！》
　■「第6期・第1回食育推進評価専門委員会」について
　■平成27年「国民健康・栄養調査」の結果について（厚生労働省）
　■「第9回地産地消給食等メニューコンテスト」選定結果について
　■「機能性農産物等活用セミナー ～元気な農産物～」の開催について
　■農林水産省広報誌「ａｆｆ（あふ）」11月号のお知らせ

▽事務局からのお知らせ
　■食肉情報出張講座の開催及び参加者募集について
　■体験学習「乳しぼり、牛乳の飲み比べ、バターとチーズ作り体験」の実施について

▽震災に関する情報について
▽「消費者の部屋」の展示について

▽会員の皆様からのお知らせ
　■越前市で「越前市まるごと食の感謝祭」を開催！（11月19日、20日）
　■富山市で「富山八百屋塾」を開催（11月26日）
　■金沢市で「ヴィーガン スイーツ クッキング」を開催（12月1日）
　■小松市で「農家が教える料理教室」を開催（12月18日、23日）

▽イベント案内

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
▽注目情報
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
■「第１回食育活動表彰」について　　《★募集予告です！》

　国民運動として食育を推進するためには、農林漁業、食品製造・販売等その他の
事業活動、教育活動又はボランティア活動を通じて、食育の推進に取り組む者（以
下「食育関係者」という。)による当該取組が全国で幅広く行われることが重要です。
　このため、食育関係者を対象として、その功績を称えるとともに、その取組の内
容を広く国民に周知し、食育を推進する優れた取組が全国に展開していくことを目
的として表彰を行います。
（★事務局(委託事業)が決まっていませんので、推薦調書の受付まで時間がござい
　ますが、少しでも早くご準備いただくために、今回、情報提供を行っています。）

　◇募集の対象
　　→概ね３年以上の期間にわたり、食育関係者が行っている食育を推進する取組
　（１）ボランティア部門　　※都道府県、大学長による推薦
　　　○募集期間：平成28年12月上旬～平成29年1月下旬
　　　　１．食生活改善推進員及び食生活改善推進員で構成される団体（市区町村
　　　　　を単位とするものを含む。）
　　　　２．大学(短期大学を含む。)、高等専門学校及び専門学校(以下「大学等」
　　　　　という。）の学生並びに大学等の学生を主体とする団体
　　　　３．食育推進ボランティアとして地方公共団体で登録されているもの



　（２）教育関係者・事業者部門　　※自薦又は他薦
　　　○募集期間：平成28年12月上旬～平成29年２月上旬
　　　　１．教育並びに保育、介護その他の社会福祉、医療及び保健（以下「教育
　　　　　等」という。）に関する職務に従事する者並びに教育等に関する関係機
　　　　　関及び関係団体
　　　　２．農林漁業者(法人を含む。)、農林漁業者を組合員とする協同組合及び
　　　　　集落営農等農林漁業者グループ
　　　　３．食品製造・販売その他の事業活動に従事する者
　　　　４．地方公共団体（食育推進会議が置かれている地方公共団体にあっては、
　　　　　当該食育推進会議)

　◇表彰の件数：農林水産大臣賞７点、消費・安全局長賞14点以内

　※詳細については、農林水産省ホームページをご覧ください。
　　http://www.maff.go.jp/j/syokuiku/hyousyo/161102.html

　　
≪お問合せ先≫
　農林水産省 消費・安全局 消費者行政・食育課
　　担当者：中西、福田
　　代表：03-3502-8111（内線4576）
　　ダイヤルイン：03-6744-1971　FAX:03-6744-1974

…………………………………………………………………………………………………
■「第6期・第1回 食育推進評価専門委員会」について

　農林水産省において、11月10日(木曜日)に「第6期・第1回食育推進評価専門委員
会」が開催されました。配布資料が公開されましたので、お知らせいたします。

　☆今回のテーマは「第3次食育推進基本計画の実施を推進する施策について」です。
　　参考となる各種資料が掲載されていますので、ご覧になってみてください。

　※詳細については、農林水産省ホームページをご覧ください。
  http://www.maff.go.jp/j/syokuiku/kaigi/suisin.html

…………………………………………………………………………………………………
■平成27年「国民健康・栄養調査」の結果について（厚生労働省）

　厚生労働省は、平成27年11月に実施した「国民健康・栄養調査」の結果を公表し
ました。
　平成27年は、毎年実施している基本項目に加え、重点項目として、栄養バランス
のとれた食事、運動ができる場所、適正な休養の確保及び受動喫煙の防止など、社
会環境の整備の状況について調査しています。 

　※詳細については、厚生労働省ホームページをご覧ください。
  http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000142359.html

…………………………………………………………………………………………………
■「第9回地産地消給食等メニューコンテスト」選定結果について

　農林水産省では、地産地消の取組を促進するため、一般財団法人都市農山漁村交
流活性化機構(まちむら交流きこう)に委託し、「地産地消給食等メニューコンテス
ト」を実施しています。今回、審査委員会を経て各賞が選定されました。
　北陸農政局管内からは、農林水産省食料産業局長賞の受賞が2件ありました。

　◇全国表彰受賞者（北陸地域）
　　○学校給食・社員食堂部門
　　　農林水産省食料産業局長賞　高浜町学校給食センター（福井県）



　　○外食・弁当部門
　　　農林水産省食料産業局長賞　葉っぴ～カフェtutti（富山県） 

　※全国の審査結果については、まちむら交流きこうホームページをご覧下さい。
　　http://www.kouryu.or.jp/events_seminar/2016chisan_award.html

…………………………………………………………………………………………………
■「機能性農産物等活用セミナー ～元気な農産物～」の開催について

　(公財)日本健康・栄養食品協会は、平成28年度農林水産省食産業における機能性
農産物活用促進事業として「機能性農産物等活用セミナー」を実施します。
　機能性農産物等の活用推進を図るため、生産者や食品加工事業者の方々のみなら
ず小売業者等のバイヤーや店舗担当責任者の方々にも、機能性表示食品制度を知っ
て頂き、実務を担当するために必要な知識の取得を目的としたセミナーを開催致し
ます。皆様のご参加をお待ちしております。

　◇日時：12月15日(木曜日)13時00分～16時00分
　◇場所：コープシティ花園ガレッソホール（新潟市中央区花園１-２-２）
　◇定員：120名

　※ほかにも東京・名古屋・つくば・福岡・高松・広島・沖縄・仙台・札幌で開催
　　します。お申込み及び各地のスケジュールはこちらをご覧ください。
　　http://www.jhnfa.org/news-0135.html

…………………………………………………………………………………………………
■農林水産省広報誌「ａｆｆ（あふ）」11月号のお知らせ

　「ａｆｆ(あふ)」は、agriculture(農業)＋forestry(林業)＋fisheries(漁業・水
産業)の頭文字をとったタイトルの月刊誌です。食育、森林づくり、魚食事情など、
身近なテーマで農林水産行政をわかりやすく解説しています。

　平成28年11月号は、ニッポン麺探訪 第7回：讃岐(さぬき)うどん(香川県)、特集1
「砂糖」、特集2「飴(あめ)」、今月の農林水産大臣賞 vol.7 産地が家庭で作って
いた味を製品化 新感覚の次郎柿の菓子：株式会社石巻柿工房(愛知県)などを取りあ
げています。

　※詳細については、農林水産省ホームページをご覧ください。
　　http://www.maff.go.jp/j/pr/aff/index.html

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
▽事務局からのお知らせ
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
■食肉情報出張講座の開催及び参加者募集について

　北陸農政局では、BSEに係る検査体制の見直し等を背景に国産食肉の安全性への関
心が高まっていることから、食肉情報出張講座(国産食肉の安全・安心の確保と栄養
機能を考える)を開催します。参加者を募集しています。

　◇講座の内容
　　・基調講演「今、注目の食中毒と食肉の衛生管理」
　　　　　　　　講師：岩手大学名誉教授 品川 邦汎(しながわ くにひろ)氏
　　・基調講演「中高年こそ肉を摂れ」
　　　　　　　　講師：桜美林大学名誉教授・特任教授  柴田 博(しばた ひろし)氏
　　・現地報告「能登牛の振興と安全・安心な食肉の提供」
　　　　　　　　講師：石川県農林水産部 参与 大屋 俊英(おおや としひで)氏

　◇日時：12月2日（金曜日）13時30分～16時30分
　◇場所：石川県文教会館「401・402会議室」(石川県金沢市尾山町10-5)



　◇募集範囲：消費者、学校給食関係者、畜産農家、食肉流通業者等
　◇定員：100名

　※詳細については、北陸農政局のホームページをご覧ください。
　http://www.maff.go.jp/hokuriku/news/press/161026.html

…………………………………………………………………………………………………
■体験学習「乳しぼり、牛乳の飲み比べ、バターとチーズ作り体験」の実施について

　親子が家庭で過ごす時間が増える冬休みを利用して、酪農の魅力や牛乳・乳製品
ができるまでを楽しく学習し、子供が北陸の牛乳・乳製品に触れることにより農業
に興味を持ち理解を深めてもらうことを目的として、牛の模型を用いた乳しぼり、
牛乳の飲み比べ、バターとチーズ作りの体験学習を実施します。参加者を募集して
います。

　◇日時：12月27日（火曜日）14時00分～16時30分
　◇場所：北陸農政局 1階 共用大会議室及び広坂合同庁舎食堂 (金沢市広坂2-2-60)
　◇定員：小学生20名（保護者同伴） 
　◇申込方法：FAX・郵送または申込みフォームにてお申込みください
　◇申込期限：12月7日(水曜日) ※先着順ですのでお申込みはお早めに！　

　※詳細については、北陸農政局のホームページをご覧ください。
　http://www.maff.go.jp/hokuriku/news/press/161108.html

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
▽震災に関する情報について
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
  農林水産省における震災に関する情報を随時更新しています。

■東日本大震災に関する情報
　　http://www.maff.go.jp/j/kanbo/joho/saigai/index.html

■「平成28年(2016年)熊本地震」に関する情報
　　http://www.maff.go.jp/j/saigai/zisin/160414/kumamoto/index.html

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
▽「消費者の部屋」の展示について
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
　北陸農政局では、消費者の皆さんとのコミュニケーションを深めるため「消費者
の部屋」を設け、農林水産行政や食生活などに関する情報の提供や展示、消費者相
談などを行っています。お気軽にお立ち寄りください。

■11月のテーマ展示（金沢広坂合同庁舎1Ｆ：金沢市広坂2-2-60）

　☆11月1日～11月30日
　　『ご存知ですか？北陸産の麦・大豆』
　　　　北陸における麦・大豆の生産動向、地場産の麦、大豆製品や機能性につい
      てパネル等で紹介します。

■12月上期のテーマ展示（金沢広坂合同庁舎1Ｆ：金沢市広坂2-2-60）

　☆12月1日～12月13日
　　『新たな米の利用の世界』
　　　　米の消費拡大、新需要創出に向けた品種の動向、米穀の新用途に係る新基
　　　本方針や米粉製品等をパネル等で紹介します。

　※開室時間：月曜日～金曜日：9時～17時（祝祭日及び年末年始は除く）
　※詳しい内容については、北陸農政局ホームページをご覧ください。



　　http://www.maff.go.jp/hokuriku/safe/consumer/snnai_f.html

≪お問い合わせ先≫
　北陸農政局 消費・安全部 消費生活課
　　担当：消費者行政専門官
　　代表：076-263-2161（内線3716）
　　ダイヤルイン：076-232-4227　FAX：076-261-9523

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
▽会員の皆様からのお知らせ
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
■越前市で「越前市まるごと食の感謝祭」を開催！（11月19日、20日）

　食欲の秋。越前市の食を楽しむ恒例イベント「まるごと食の感謝祭」が今年もや
ってきます。旬を迎えた農産物や地元グルメの販売、郷土料理やジビエ料理のふる
まいなど、越前市の「おいしい」をまるごと体感できる盛だくさんの２日間！！ 
　ステージイベント、かまど炊き体験の「ごはん塾」の開催、国体おもてなしお弁
当や学校給食調理コンテスト入賞作品を再現したお弁当の販売、カニ汁の販売など、
今年もたくさんの出展がありますので、ぜひ会場まで足をお運びください。　 

　◇日時：11月19日(土曜日)、20日(日曜日)　※両日とも10時00分～16時00分
　◇場所：武生中央公園・越前市文化センター

　※詳細については、越前市ホームページをご覧ください。
　http://www.city.echizen.lg.jp/office/060/020/marusyoku.html

　お問合せは、越前市まるごと食の感謝祭実行委員会（電話：0778-22-3009）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
…………………………………………………………………………………………………
■富山市で「富山八百屋塾」を開催（11月26日）

　野菜と果物についての講演会です。市場関係者、一般消費者、どなたでも自由に
参加できます。富山市公設地方卸売市場正門にて『八百屋塾に参加』で入場できます。
参加費無料ですので、ぜひお越しください♪

　◇日時：11月26日（土曜日）7時～8時  
　◇場所：富山中央青果(株)１階ジャンボせり台（富山市掛尾町500）
　◇内容：◆野菜：日南田 豊 氏
　　　　　　　　『さつまいもについて』
　　　　　　　　　　金時、紅あずま、紅はるか、安納いも、シルクスィート、
　　　　　　　　　　パープルスィート
　　　　　◆果物：本田 幸弘 氏
　　　　　　　　『みかんについて』
　　　　　　　　　　紀南みかん、御みかん
　　　　　◆プチ情報：八百屋塾塾長　島林 寛 氏
　　　　　　　　『酵素について』

　お問合せは、富山八百屋塾（富山青果物商業協同組合　電話：076-495-2488）

…………………………………………………………………………………………………
■金沢市で「ヴィーガン スイーツ クッキング」を開催（12月1日）

　米粉・全粒粉を中心に、グルテンフリー・糖質オフの、体と環境にやさしいスイ
ーツを作りましょう。(※ヴィーガンとは : 動物性食材を使わない食のこと。)
　クリスマスやバレンタインはもちろん、小さなお子様や健康に配慮が必要な方に
も安心しておすすめいたします。あわせて食と環境問題、健康、フェアトレードに
ついても学びます。講師は米澤明制さんです。



　◇内容：ヴィーガンスイーツ2種と豆腐クリームの調理実習
　◇日時：12月1日（木曜日）9時30分～13時00分
　◇場所：県民エコステーション (金沢市鞍月2丁目1)
　◇定員：20名
　◇料金：2,000円（軽食付）
　◇持ち物：エプロン・三角巾・タオル・ふきん・筆記用具

　※詳細については、NPOエコラボ　フェイスブックをご覧ください。
　https://www.facebook.com/events/1137980136298513/

　お申込み・お問合せは、NPO エコラボ（メール：elaboesd@yahoo.co.jp）

…………………………………………………………………………………………………
■小松市で「農家が教える料理教室」を開催（12月18日、23日）

　第6回は「大根寿司講習会」です♪

　◇日時：【1回目】12月18日（日曜日）10時00分～、【2回目】13時00分～、
　　　　　【3回目】12月23日（金曜日・祝日）10時00分～
　◇場所：こまつ食彩工房（小松市西軽海町2丁目204番地11）
　◇定員：各回25名（先着順）
　◇料金：2,000円（材料費・容器代込み）
　◇申込み：12月1日（木曜日）8時40分から電話にて受付します

　※詳細については、小松市ホームページをご覧ください。
　http://www.city.komatsu.lg.jp/4905.htm

　お申込み・お問合せは、小松市農林水産課（電話：0761-24-8081）

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
▽イベント案内
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
　北陸各県で行われる、食育イベントを紹介しています。
　イベントの詳細については、農政局ＨＰ（下記ＵＲＬ）をご覧下さい。
  
 　http://www.maff.go.jp/hokuriku/safe/shokuiku/event.html

 （食育イベントは毎月10日頃と25日頃に更新しています。）

△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△
＜編集後記＞
　毎年、食料自給率が発表されるたびに、お米の消費量が減ってきているので自給
率が上がらないと言われていますが、皆さんはお米の一人当たり年間消費量をご存
知ですか？　平成27年のお米の消費量は概算値で54.6kgです。この数字を365日で割
ると一日当たり149.6gとなり、標準的な一合(といわれている)150gを今回初めて切
りました。皆さんのご家庭では、ひとり一合分のお米を炊いていますか？　我が家
は子供たちの給食を含めるとそれくらいは食べているかも。平均的ですね(*‾▽‾*)。
20年近く横ばいで推移してきた食料自給率を上げるのは、並大抵のことではありま
せんが、自給率を上げるための方法は何があるのかを、今日の食育の日に考えてみ
るのもいいかもしれませんね。ちなみに、毎日、ひとりが一口(17g)ずつご飯を多く
食べると、食料自給率が1ポイント上がるんですって。‥これならできそうかも。

　北陸で作付けされている代表的なコメの品種はコシヒカリですが、今年はコシヒ
カリが誕生してから60周年を迎えます。そのコシヒカリを開発した福井県では、今
年度中にコメの次世代品種「ポストこしひかり」を決定し、名称を全国公募するそ
うです。 9月号のメルマガでは、石川の新しいお米「石川65号」の名称募集を掲載
しましたが、現在、富山県でも富山米新品種の名前募集を行っています。また、新
潟でも平成29年秋から新しいお米「新之助」が一般販売されます。来年以降には北



陸の美味しいお米がぞくぞくデビュー！！ ぜひ、食べ比べてみたいものです(^O^)！
北陸の新しいお米たちが、消費量増加のきっかけになったらいいなぁ★
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　《しょくママ》　
○―――――――――――――――――――――――――――――――――――○
｜   皆様が取り組まれている「食」に関する活動や今後のイベント予定等を　 ｜
｜  ご紹介いたします。また、皆様からのご意見・ご質問等も受け付けていま　｜
｜　すので、食育ネットほくりく事務局あてお寄せ願います。　　　　　　　　｜
｜　　　　                                                              ｜
｜    イベント等の情報をお寄せいただく場合は、様式は問いませんが、　  　｜
｜　「イベント名」「主催者」「開催日時」「開催場所」等を明記願います。　｜
｜                                                                      ｜
｜  食育ネットほくりく事務局【北陸農政局 経営・事業支援部 地域食品課】　｜
｜　　　〒920-8566 石川県金沢市広坂2-2-60（金沢広坂合同庁舎）  　　　　 ｜
｜　　  電話：076-232-4890   FAX:076-232-4178                           ｜
｜                                                                      ｜
｜   北陸農政局ホームページ                                             ｜
｜　　 http://www.maff.go.jp/hokuriku/　　　　　　　　　　　　　　　　　｜
｜　【配信先変更および配信中止の手続きについてはこちらをご覧ください】　｜
｜　 　http://www.maff.go.jp/j/pr/e-mag/index.html　　　　　　　　　　　｜
○―――――――――――――――――――――――――――――――――――○


