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第３章 食料の安定供給の確保に向けた取組

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

近年、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

ています。北陸農政局においては、食の安全と消費者の信頼確保並びに消費者視点を反映

した農林水産行政の推進を目的に、消費者を対象とした食の安全に関する基礎的な情報の

提供や、意見交換の実施等、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

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「農薬に関する安全性」等、消費者の関心が高

い８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。28（2016）年度には11回開催し、249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、全てのテーマについて、見やすくわかりやす

い資料で、より理解が深まったとの回答を多数いただきました。

（イ）消費者団体との意見交換会

「食料・農業・農村基本計画」に掲げられた

課題や消費者にとって関心の高いテーマを対象

に、各県において消費者団体との意見交換会を

定期的に開催しています。

平成28（2016）年度は、「農業生産工程管理

（ＧＡＰ)の推進及び取組について」をテーマに、
ギ ヤ ツ プ

28(2016)年11月２日に富山市で、28(2016)年12
とやまし

月１日に新 潟市でＧＡＰに取り組んでいる生
にいがた し

産者等を交えて意見交換を行いました。また、

29(2017)年２月28日には金 沢市で、29(2017)
かなざわ し

年３月９日には福井市で、「植物防疫・動物検
ふく い し

疫と家きんの防疫体制について」をテーマに、名古屋植物防疫所、動物検疫所名古屋空港

支所及び石川、福井両県の家畜保健衛生所の協力を得て意見交換会を開催しました。

ＧＡＰをテーマとした意見交換会では、参加者から「ＧＡＰという素晴らしい取組があ

ることをもっと消費者に知らせて欲しい。」「ＧＡＰは世界標準であり今はその過渡期であ

ると感じた。リスク管理を見える化し伝えていくＧＡＰは、生産者が高齢化していく中で

重要な取組であることがわかった。参加して良かった。」「農家にはより良い商品を届けて

いただきたいと望んでいる。私たち消費者も正しい知識を身につけるための学習が必要

とくだねｅ～講座

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気をつけていますか？毎日の食事
③よくわかる農薬に関する安全性
④よくわかる家畜伝染病

⑤よくわかる牛トレーサビリティ
⑥よくわかる有害化学物質と食品安全（重金属編）
⑦よくわかる米トレーサビリティ
⑧ご存じですか？食料自給率

「農業生産工程管理（ＧＡＰ）の
ギ ヤ ツ プ

推進及び取組について」をテーマ

とした意見交換会（新潟市）
にいがた し
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だ。」等の多くの御意見をいただきました。

また、動植物検疫等をテーマとした意見交換会では、「検疫の話を聞くことがなかった

ので、勉強になった。」「鳥インフルエンザ発生農家に対する支援対策等、補償制度がある

ことで、日本では生産者が行政機関に対して、すぐ報告できるシステムになっているとわ

かり感心した。」「口蹄疫や鳥インフルエンザのために何十万頭、何十万羽の殺処分が行な

われることがとても悲しい。最小限に止める対応をお願いしたい。」「動物検疫、植物検疫

について、検査体制や予防対策を詳しくお話しいただき、いい勉強になった。」「検疫は、

食の安全、食料の安全保障につながる大事な役割を持っている。」等の御意見をいただき

ました。

イ．「消費者の部屋」の取組等

北陸農政局では、食や農林水産施策に関するパネ

ルの展示やパンフレット配布を通じて消費者の皆様

に情報提供等を行う専用スペース「消費者の部屋」

を金沢広坂合同庁舎１階に設けています。

平成28（2016）年度は、近畿中国森林管理局石川

森林管理署とタイアップした展示を含む17の特別展

示を実施するとともに、展示に合わせた関連イベン

トを開催しました。

○関連イベント

「乳しぼりとジェラート作りの体験学習」（28（2016）年８月３日及び24日）

「乳しぼり、牛乳の飲み比べ、バターとチーズ作り体験」（28（2016）年12月27日）

また、公共施設や各種イベント会場等において「移動消費者の部屋」を開設し、パネル

展示等による食と農に関する情報提供等を行いました（第19回新潟市民健康福祉まつり

（28(2016)年10月16日、新潟県新 潟市万代シティパーク）、第18回福井市消費者まつり
にいがたし ふくい し

（28(2016)年11月27日、福井県福井市フェニ
ふく い し

ックスプラザ）ほか管内６か所）。

このほか、「消費者の部屋」を学習する場と

した取組として、「北陸農政局『消費者の部屋』

とくだねe～講座」(ミニセミナー)を28(2016)

年６月から９月にかけて８講座（特別講座１回

を含む。）実施し13名が受講しました。

なお、受講修了者で同意いただいた方を「北

陸農政局食の特使」に認定し、現在、58名の食

の特使の方々に北陸農政局から定期的にお届け

する食に関する情報を知り合いや近所の方々に提供していただいています。

また、28（2016）年度における消費者からの相談件数は37件でした。

「消費者の部屋」の展示風景

（注）開設時間：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）

消費者の部屋「ミニセミナー」の風景

担当部署 電話番号 ＦＡＸ番号

北陸農政局 消費・安全部 消費生活課 076-232-0206 076-261-9523

北陸農政局消費者相談窓口
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ウ．消費者団体等への食の安全に係る情報提供

北陸農政局では、消費者団体に対して、平成28(2016)年熊本地震の発生後速やかに熊本

地震に関する情報を連絡するとともに天災等の不測の事態に備えて家庭食料備蓄を呼びか

けるパンフレットを紹介しました。また、28(2016)年11月の新潟県内における鳥インフル

エンザの発生に際しては、鶏卵や鶏肉の安全性を案内するポスターの配布等を行いました。

一方で、「消費者の部屋」においては、毎年11月頃からノロウイルスによる食中毒が増

えてくることから、ノロウイルスによる食中毒を防ぐポイントや正しい手洗いの仕方等を

わかりやすく紹介するとともに、有害植物や毒きのこの誤食が発生しやすい時期には、こ

れらを注意喚起するリーフレットを設置するなどの情報提供を行いました。

（２）食の安全確保

ア．農薬の適正使用、食料の安定供給の確保

（ア）農薬の適正使用の推進

北陸農政局では、平成28（2016）年６月、石川

県及び環境省と連携し、住宅地等における農薬の

適正使用の推進、人畜への被害防止や生活環境の

保全を図るため、農薬に関わる自治体担当者を対

象に「農薬の適正使用に関する自治体担当者研修

会」を金沢市で開催しました。
かなざわ し

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

草管理についての概要説明、石川県における農薬

危害防止運動の取組説明や意見交換を行い、研修

会を通して農薬の適正使用の理解と各自治体での

取組を推進しました。

（イ）病害虫の発生予察及び防除の推進

食の安全と消費者の信頼確保が強く求められている昨今、植物防疫事業においても、精

度の高い病害虫発生予察、総合的病害虫・雑草管理（ＩＰＭ）の実践等環境に対する負担

を低減する取組が求められています。

このような状況に鑑み、平成28（2016）年11月、今後の植物防疫事業の効果的な推進に

資するため、北陸地区の植物防疫、農薬関係者による「平成28年度植物防疫北陸地区協議

会」を開催し、植物防疫・農薬を巡る最近の情勢等について関係者間で情報を共有すると

ともに、病害虫防除上の課題等について意見交換・検討を行いました。

また、28（2016）年12月及び29（2017）年３月には、名古屋植物防疫所と連携し、北陸

４県の病害虫防除所職員等を対象に病害虫の発生予察、防除に関する知見及び技術の維持

向上を目的として、「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、カイガラムシ類及びセンチュウ類の特徴や標本作製についての説

明と同定方法について実習を行いました。

※ 同定診断とは、病害虫の種類を正確に見分ける技術

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）
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（ウ）無人航空機防除の安全対策の推進

産業用無人ヘリコプターによる農薬の空中散布については、ほ場の大規模化、生産農家

の高齢化等に対応する効果的かつ省力的な防除技術として、有効な防除手段となっており、

年々その利用面積は増えています。

一方、様々な分野での利活用が期待されるドローン等の小型無人機を含む無人航空機の

安全な飛行に向けて、平成27（2015）年12月に航空法の一部が改正され、農薬の空中散布

に使用する産業用無人ヘリコプターについても規制の対象となりました。

北陸農政局では、産業用無人ヘリコプター等の無人航空機を利用した農薬散布等の安全

かつ適正な実施に向けて、農林水産省消費・安全局において行った事故事例の原因分析結

果を管内各県に通知し再発防止の徹底を図るとともに、28（2016）年４月の「農林水産航

空事業北陸ブロック安全対策会議」（一般社団法人農林水産航空協会と共催）等を通じ、

航空法や農薬取締法等の法令遵守と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）の普及推進
ギ ャ ッ プ

農業生産工程管理の推進は、国内外の需要の取り込みの前提となる食の安全と消費者へ

の信頼確保に必要不可欠な取組であり、また、環境の保全、労働安全の確保、農業経営の

改善や効率化に繋がることも期待されています。

北陸農政局では、「農業生産工程管理（ＧＡＰ）の共通基盤に関するガイドライン」（平

成22（2010）年４月農林水産省公表）に則した一定水準以上のＧＡＰの取組の普及を促進

するため、28（2016）年７月福井県庁において生産者や農業団体等約100名を参集し、「農

業生産工程管理（ＧＡＰ）普及推進講演会」を開催し、「ＪＧＡＰ団体認証の取組」と題

したＪＡ越後ながおか井上大輔氏の講演等を行い、ＧＡＰの必要性・重要性について周知
いのうえだいすけ

を図りました。

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いて、大会組織委員会が

大会期間中に使用する食材（農産物、畜産物）の調達要件の検討が進む中で、調達要件の

確認手法として、国際水準ＧＡＰ認証等が活用される方向性が示されたことから、生産段

階における体制整備を図るため、28（2016）年６月と29（2017）年１月に管内の行政機関、

農業者団体等を参集し、「北陸ブロックＧＡＰ普及・拡大を目指した推進会議」を開催し

ました。さらに、29（2017）年１月から２月にかけて各県農林水産部長等との意見交換を

行い、国際水準ＧＡＰ認証取得等の取組拡大に向けた推進を行いました。
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ウ. 米穀の適正流通確保の取組

（ア）米トレーサビリティ法に係る立入検査の実施

米穀等を取り扱う全ての事業者においては、「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」（米トレーサビリティ法）により、取引等の記録の作成・保

存と産地情報の伝達が義務付けられています。

北陸農政局では、米の生産者から小売業者や外食店まで幅広く周知するため制度の普及

啓発に係る説明を関係団体に実施するとともに、同法の遵守状況を確認するため立入検査

を実施しています。

平成28（2016）年度において北陸農政局が行った指導件数は８件となっています。なお、

28（2016）年度の普及啓発に係る説明については、法施行から５年が経過した中で、新規

店舗の参入等により、法制度が十分に認知されていない状況が確認されたことから、改め

てその定着を図るため、米穀等を取り扱う事業者団体等を対象に実施しました。

（イ）食糧法に係る立入検査の実施

米穀の出荷販売事業者等（生産農家、需要者、仲介事業者等）は、用途限定米穀（加工

用米、飼料用米等の新規需要米、備蓄米等）を取り扱う場合、「主要食糧の需給及び価格

の安定に関する法律」（食糧法）第７条の２に基づく「米穀の出荷販売事業者が遵守すべ

き事項を定める省令」（遵守事項省令）に定められた事項を遵守し、定められた用途に供

しなければなりません。

北陸農政局では、米穀の出荷販売事業者等に対し、遵守事項省令の遵守状況を確認する

ため立入検査を実施しています。

平成28（2016）年度については、27（2015）年度からの飼料用米の生産拡大を踏まえ、

引き続き飼料用米に対する監視を強化しました。

農業生産工程管理（ＧＡＰ）

普及推進講演会（福井市）
ふく い し

北陸ブロックＧＡＰ普及・拡大を

目指した推進会議（金沢市）
かなざわ し
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（ウ）農産物検査法に係る立入調査の実施

農産物検査を行う登録検査機関は、農産物検査法に基づき適正に検査を実施しなければ

なりません。

北陸農政局では、農産物検査法に基づく農産物検査制度の適正かつ円滑な運営を図るた

め、登録検査機関の事務所及びその検査場所を対象に立入調査を実施しています。

なお、農産物検査法の一部改正に伴い、農林水産大臣の権限に属する事務の一部（地域

登録検査機関※の立入調査等）の権限が平成28（2016）年４月１日に県へ移譲されました。

（エ）米穀の流通に関する相談への対応

北陸農政局では、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の確保に

資するため、米穀等に関する情報を受け付けるための「米穀流通監視相談窓口」を平成23

（2011）年から本局及び管内県域拠点に設置しています。

28（2016）年度に北陸農政局に寄せられた米穀等に関する情報は43件で、そのうち「問

合せ」が26件、「情報提供」が15件、「苦情」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、米穀事業者からの「米穀取引等の対象品目の確認」、「一般消費者への産地情報の伝

達方法」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内容に応じ都道府県等の関係各機関等に提供しています。

（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、独立行政法人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

じめとする表示が食品表示法及び「農林物資の規格化等に関する法律」（ＪＡＳ法）に基

（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）

※ 地域登録検査機関とは、一つの県内のみで検査を行う登録検査機関

担当部署 電話番号 ＦＡＸ番号

北陸農政局 消費・安全部 流通監視課  076-232-4006  076-232-4007

北陸農政局 消費・安全部 消費・安全チーム（石川県担当）  076-203-9154  076-223-1568

新潟県拠点 消費・安全チーム  025-228-5212  025-223-7288

富山県拠点 消費・安全チーム  076-441-9318  076-441-9327

福井県拠点 消費・安全チーム  0776-30-1628  0776-30-1631

「米穀流通監視相談窓口」
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づき適正に行われているかどうかを調査しています。

また、牛肉の販売業者及び特定料理提供業者（主として焼き肉、しゃぶしゃぶ、すき焼

き及びステーキを提供する外食事業者）を巡回し、「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」（牛トレーサビリティ法）に基づき個体識別番号が適切に表

示されているかどうかを調査しており、小売店舗等で販売されている牛肉を買い上げ、Ｄ

ＮＡ鑑定により、個体識別番号が正確に伝達、表示されているかどうかの確認も行ってい

ます。

（イ）食品表示110番による情報の受付

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、平成14（2002）年度より、

広く国民の皆様から食品の偽装表示の疑いのある食品表示に関する情報や表示に関する問

合せ等を受け付けるための「食品表示110番」受付窓口を開設しています。

28（2016）年度に、管内の「食品表示

110番」受付窓口に寄せられた情報のう

ち、９割は食品表示法に基づく食品への

表示方法等に関する問合せであり、同法

違反の疑いのある食品表示等の情報提供

は１割となっていました（図３－１、図

３－２）。

「食品表示110番」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）

図３－１ 「食品表示110番」受付件数

（北陸農政局）

資料：北陸農政局調べ

担当部署 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 
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（ウ）小売店舗等に対する指導等

小売店舗等に対する巡回調査等で不適正表示を確認した場合や、「食品表示110番」で食

品表示に関する疑義情報を受け付けた場合には、立入検査等を実施し、その内容に応じて

指示・公表等の措置を行っています。平成28（2016）年度において、北陸農政局が行った

指導件数は21件（食品表示法９件、ＪＡＳ法３件、牛トレーサビリティ法９件）、農林水

産大臣が管内の事業者に行った指示・公表はありませんでした。

イ．関係機関との連携

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、平成20

（2008）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、28（2016）年度も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。

※富山県について平成28（2016）年度は幹事会のみ開催。協議会は29（2017）年度春に開催予定

表３－１ 各県における食品表示監視協議会の開催状況

図３－２ 食品表示110番受付情報の品目分類別内訳（北陸農政局）

資料：北陸農政局調べ

開催日 構成員

新潟県食品表示監視協議会 2016年5月24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、北陸農政局

富山県食品表示監視協議会 2016年10月28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、北陸農政局

石川食品表示監視協議会 2016年7月7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

福井県食品表示監視協議会 2016年5月12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、北陸農政局

協議会名

平成26（2014）年度 平成27（2015）年度 平成28（2016）年度
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（４）様々なリスクへの対応

ア．高病原性鳥インフルエンザ及び口蹄疫に対する対応

高病原性鳥インフルエンザや口蹄疫等の家畜の伝染病は、近隣諸国において続発し、ま

た、これらの国から我が国への入国者が増加していること等から、以前にも増して、国内

での発生リスクが高い状況です。

このような状況の中、平成28（2016）年11月に、青森県のあひる農場において、国内の

家きんでは２年ぶりとなる高病原性鳥インフルエンザの発生があり、同月、新潟県の養鶏

場において、北陸農政局管内初となる発生がありました(29（2017）年３月31日までに、

全国では９道県12農場、北陸農政局管内では１県２農場で発生）。

北陸農政局及び各県域拠点等においては、これらの家畜伝染病が発生した場合の防疫支

援を的確に行えるよう訓練等を行ってきています。
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◎新潟県下で発生した高病原性鳥インフルエンザへの対応

１．発生状況と経過

【１例目】

平成28（2016）年11月28日、採卵養鶏場において、高病原性鳥インフルエンザの疑

い事例が発生し、遺伝子検査の結果、翌29日にH5亜型陽性（疑似患畜）と判明しまし

た。その後、12月１日に遺伝子解析の結果、高病原性鳥インフルエンザの患畜である

こと、H5N6亜型であることが確認されました。

農林水産省では、疑い事例発生の11月28日に、農林水産省鳥インフルエンザ防疫対

策本部を設置し、疑似患畜と判明した11月29日には、疫学調査チームを派遣しました。

また、新潟県においても、11月29日、新潟県鳥インフルエンザ対策本部会議を開催

し、発生農場における防疫作業、移動制限区域（農場から半径３km以内）及び搬出制

限区域（半径３km～10km以内）の設定による家きん等の移動の禁止、主要道路に消毒

ポイントを設置して通行する車両の消毒を開始しました。

全ての防疫措置が12月５日に完了し、その後の確認検査において異状が見られなか

ったことから、12月20日に搬出制限区域が解除され、12月27日０時に移動制限区域が

解除されました。

〈発生農場の概要〉

農場の場所：新潟県岩船郡関川村
いわふねぐんせきかわむら

飼養鶏種：採卵鶏

飼養羽数：313,917羽（殺処分鶏の集計結果）

【２例目】

平成28（2016）年11月30日、１例目とは別の採卵養鶏場において、高病原性鳥イン

フルエンザの疑い事例が発生し、遺伝子検査の結果、同日にH5亜型陽性（疑似患畜）

と判明しました。その後、12月２日に遺伝子解析の結果、高病原性鳥インフルエンザ

の患畜であること、H5N6亜型であることが確認されました。

農林水産省では、疑い事例発生の11月30日に、農林水産省鳥インフルエンザ防疫対

策本部を設置し、12月１日に疫学調査チームを派遣しました。

また、新潟県においても、11月30日、新潟県鳥インフルエンザ対策本部会議を開催

し、発生農場における防疫作業、移動制限区域（農場から半径３km以内）及び搬出制

限区域（半径３km～10km以内）の設定による家きん等の移動の禁止、主要道路に消毒

ポイントを設置して通行する車両の消毒を開始しました。

全ての防疫措置が12月６日に完了し、その後の確認検査において異状が見られなか

ったことから、12月21日に搬出制限区域が解除され、12月28日０時に移動制限区域が

解除されました。

〈発生農場の概要〉

農場の場所：新潟県 上 越市
じようえつ し

飼養鶏種：採卵鶏

飼養羽数：235,641羽（殺処分鶏の集計結果）
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２．北陸農政局の対応

北陸農政局では、１例目の疑い事例の発生した11月28日に、直ちに北陸農政局鳥イ

ンフルエンザ対策本部を設置し、農林水産省、新潟県及びその他関係機関と連携を図

り、以下の取組を行いました。

（１）発生農場の防疫作業に北陸農政局職員を派遣

新潟県からの要請を受けて、発生農場における防疫作業のための職員を派遣しま

した（１例目：30名、２例目：13名）。

また、疫学調査チームが行う現地調査に対して補佐する職員を派遣するなど、必

要な協力を行いました。

（２）消費者、生産者、事業者等への正確な情報の提供

「鶏肉や鶏卵を食べて鳥インフルエンザが人に感染することは報告されていませ

ん」といった正しい知識の普及・啓発のため、ポスター、チラシ等を消費者団体、

食品関係団体及び畜産関係団体に配布しました。さらに、北陸農政局のWebサイト

（ホームページ）に鳥インフルエンザに関する情報を掲載するとともに、メールマ

ガジンにより正しい知識の普及に努めました。また、食品関係団体及び畜産関係団

体には、発生県産であることのみを理由とした取引拒否等が行われないよう要請し

ました。

（３）巡回点検調査の実施

高病原性鳥インフルエンザの発生に伴い、鶏肉、鶏卵について、消費者等に誤解

を与えるような不適切な告知等（例えば「新潟県産の鶏肉は取り扱っていません」

等）が行われていないか、小売店舗等に対する巡回点検調査等を実施するとともに、

不適切な告知等を行わないよう要請しました。

イ．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制度の信頼確保のため、畜産農家及びと

畜者に対する立入検査等を実施し、牛トレーサビリティ法に基

づき、牛の耳標の装着や出生、異動等の届出が確実に行われ、

個体識別番号※が的確に伝達されているかの確認を行っていま

す。不適正な事例があった場合には、畜産農家及びと畜者に対

して改善指導を行います。

耳標装着の様子

※ 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両耳に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る。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・管理が行える。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る。

（https://www.id.nlbc.go.jp/top.html 独立行政法人家畜改良センター「牛の個体識別情報検索サービス」）
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ウ．ペットフードの安全の確保

平成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、管内のペットフード販売店において立入検査を実施し、本法律の周知

と遵守状況の確認等を行うとともに、製造業者及び輸入業者に対しても立入調査を実施し、

法令の普及啓発を行っています。

エ.食品防御対策の取組

平成28（2016）年５月に伊勢志摩サミットが開催され、各地では関係閣僚会合が開催さ

れました。こうした行事においては、食品テロを未然に防止するよう対策を講じることが

重要です。

北陸農政局では、新潟県新潟市でＧ７新潟農業大臣会合、富山県富山市でＧ７富山環
にいがた し と やま し

境大臣会合が開催されたことから、会場となったホテル、レストラン等料理提供を行った

６事業者に対して、食品への意図的な毒物や異物の混入防止対策（食品防御対策）につい

て、協力の要請を行うとともに、具体的な取組のための情報提供や実施状況の聞き取りを

行いました。

２．農産物・食品の新たな需要の開拓

（１）６次産業化の推進

農林水産省では、農山漁村における雇用の確保と所得の向上を目指し、魅力ある農林漁

業を築き上げ、地域の活性化を図っていくため、農林漁業生産と加工・販売の一体化や、

地域資源を活用した新たな産業の創出を促進するなど、「農山漁村の６次産業化」を推進

しています。

ア．法制度・関連支援策の普及・ＰＲ

北陸地域の６次産業化の普及・啓発を図るため、北陸農政局Webサイト（ホームページ）

や「北陸地域６次産業化推進ネットワーク協議会」（事務局：北陸農政局、会員数64、サ

ポート会員数78）を活用し、６次産業化支援施策やイベント等の情報発信をしたほか、北

陸農政局が独自に作成したパンフレット、事例集を活用し、農林漁業者に対し、６次産業

化の取組の普及・啓発を行いました。

また、北陸農政局では、輸出の取組を含めて更な

る６次産業化の取組を推進する観点から、６次産業

化に関心のある農林漁業者を対象として、参加農林

漁業者の事業展開におけるヒント（気づき）となる

ことを目的に、平成29（2017）年２月16日、金沢市
かなざわ し

において、「６次産業化・輸出セミナー及び個別相

談会」を開催しました。

セミナーの様子
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イ．推進体制について

北陸地域の６次産業化の推進を支援する体制として、平成25（2013）年度から交付金（６

次産業化ネットワーク活動交付金）により、各県が「６次産業化サポート機関」を設置し

て、６次産業化に取り組む農林漁業者への支援を行ってきました。

また、「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」（六次産業化・地産地消法）の施行後６年が経過し、総合化事

業計画の認定件数は、全国段階で2,000件を超えています。新たな事業認定に加え、既に

認定を受けた事業の更なる展開を促すために手厚くフォローアップを行っていくことと

し、職員が認定事業者に出向いて取組状況を確認の上、個別相談の実施や認定事業者との

意見交換会の開催等により、経営上の課題や要望を把握するなどの取組を行いました。

ウ．六次産業化・地産地消法に基づく総合化事業計画の認定について

北陸地域の六次産業化・地産地消法に基づく総合化事業計画の平成28（2016）年度の認

定件数は５件で、これまでの認定と合わせ、認定件数は合計109件となり、着実に裾野の

広がりをみせています。

資料：北陸農政局作成
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エ．６次産業化ネットワーク活動交付金事業による新商品開発・販路開拓等

北陸農政局では、６次産業化ネットワーク活動推進交付金により、新商品開発・販路開

拓に対して２件（石川県１件、福井県１件）の支援を実施しました。

このほか、６次産業化推進の一環として、農林水産省の補助事業により実施された株式

会社ＪＴＢ西日本主催の「全国キャラバン！食の発掘商談会（地域交流会及び商談会）」、

野村アグリプランニング＆アドバイザリー株式会社が主催した「６次産業化の支援に向け

たワークショップ」への参加を管内事業者、６次産業化プランナー等に促し、６次産業化

推進の環境づくりに努めました。

オ．農商工等連携の促進

農商工等連携の取組を支援

（ア）農商工等連携への取組

「中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律」（農商工連携

促進法）に基づき、農林水産省と経済産業省が連携して、中小企業と農林漁業者に対し、

事業資金の貸付けや債務保証の支援を行っています。

北陸農政局においては、平成28（2016）年度においては２件（新潟県１件、福井県１件）

の「農商工等連携事業計画」（中小企業者と農林漁業者が共同で新商品の開発等に取り組

む事業）を認定しました。

（イ）中小企業地域産業資源活用プログラム等への取組

北陸農政局では経済産業局等と連携し、「中小企業による地域産業資源を活用した事業

活動の促進に関する法律」（地域資源活用促進法）及び「中小企業の新たな事業活動の促

進に関する法律」（新事業活動促進法）に基づく事業計画の認定を実施しています。

平成28（2016）年度には、地域資源活用促進法に基づく「地域産業資源活用事業計画」

７件（富山県１件、石川県５件、福井県１件）を認定し、新事業活動促進法に基づく「異

分野連携新事業分野開拓計画」の認定はありませんでした。

（２）地産地消の推進

ア．六次産業化・地産地消法に基づく地産地消促進計画の策定

平成22（2010）年12月に、六次産業化・地産地消法が施行され、同法に基づき23（2011）

年３月に、「農林漁業者等による農林漁業及び関連事業の総合化並びに地域の農林水産物

の利用の促進に関する基本方針」が策定されました。

都道府県及び市町村は、同基本方針や地域の実情を踏まえ、地域の農林水産物の利用の

促進についての計画（地産地消促進計画）の策定に努め、地域の農林水産物の利用を促進

することとしています。

北陸農政局では、生産者と消費者を結び付け、食料自給率の向上を図る上で重要である

ほか、直売や加工等の取組を通じて、農業の６次産業化による地域の活性化にもつながる

地産地消の取組を推進しています。
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イ．各種取組の実施

（ア）地産地消給食等メニューコンテスト

農林水産省では、地場産農林水産物を活用した学校給食・社員食堂・外食・弁当等の優

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）年度は北陸地域から、「学校給食・社員食堂部門」において高浜町学校給食セ
たかはまちよう

ンター、「外食・弁当部門」において葉っぴ～カフェtuttiが、それぞれ食料産業局長賞を
は

受賞しました。

【食料産業局長賞（学校給食・社員食堂部門）】

・高浜町学校給食センター
たかはまちよう

（福井県大飯郡高浜町）
おおいぐんたかはまちよう

毎月19日の食育の日は、「ふるさと給食の日」とし

て、地場産や郷土食を多く取り入れた献立を提供して

います。受賞献立のかきあげは、１年生が「さやむき

体験」したそら豆と、地場産のわかめとちくわを加え、

衣には小麦粉に米粉を合わせ、高浜町の町木で特産
たかはまちよう

品である杜仲茶で作った杜仲茶塩を添えています。
と ちゆうちや

また、高浜町では、地元漁協の協力により、魚のメ
たかはまちよう

ニューも多く、この献立では、たんぱく質源として汁

ものに魚を活用しています。学校給食生産者グループ

と連携し、野菜等の品目や量について柔軟に対応して

いることや、昨年度から週５回の米飯給食となり、和食の給食が増えたこと、今年度の「ふ

るさと給食の日」では、地場産物と健康長寿に良いとされている食材を意図的に取り入れ

ている点が評価されました。

【食料産業局長賞（外食・弁当部門）】

・葉っぴ～カフェｔｕｔｔｉ
は

（富山県射水市）
い みず し

自家農園で栽培している小松菜を中心に、射水市内

や県内の旬の野菜を食材にしたメニューを提供してい

ます。受賞献立は、主食１、主菜１～２、副菜５～６、

汁物１を基本として、副菜の品目を増やし、より多く

の野菜を食べてもらえるように調理法も工夫していま

す。また、自家製ハーブやスパイスを使い、新しい食

べ方の提案を行い、視覚からも味わってもらえるよう、

緑、黄、赤等、色の組み合わせも大切にしています。

さらに、消費者との交流会を開催し、小松菜の理解

と普及に努めている点も評価されました。

併せて、北陸農政局においても、「28（2016）年度北陸農政局地産地消給食等メニュー

コンテスト」を行い、以下の５団体が北陸農政局長賞を受賞しました。

食料産業局長賞

高浜町学校給食センター
たかはまちよう

食料産業局長賞
葉っぴ～カフェｔｕｔｔｉ
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【北陸農政局長賞】

（学校給食・社員食堂部門）

・新潟市立両川小学校・曽野木小学校（新潟県新潟市江南区）
にいがた し りつりようかわ そ の き にいがた し こうなん く

・新発田市立川東小学校（新潟県新発田市）
し ば た し りつかわひがし し ば た し

・上市町教育委員会（富山県中新川郡上市町）
かみいちまち なかにいかわぐんかみいちまち

（外食・弁当部門）

・株式会社 清水そばそば峠(富山県富山市）
しようず と やま し

・農家レストラン大門株式会社(富山県砺波市）
おおかど と なみ し

（イ）地産地消等優良活動表彰

農林水産省は、生産者や消費者との連携等創意工夫のある活動を表彰する「地産地消等

優良活動表彰」を実施しています。

併せて、北陸農政局においても、「28（2016）年度北陸農政局地産地消等優良活動表彰」

を行い、以下の３団体が北陸農政局長賞を受賞しました。

【北陸農政局長賞】

（地域振興部門）

・のとも～るスマイルプロジェクト（石川県白山市）
はくさん し

（交流促進部門）

・ＮＰＯ法人よもぎの会（新潟県上越市牧区）
じようえつ し まき く

（消費拡大部門）

・農菓プロジェクト（石川県金沢市）
の う か かなざわ し
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（３）地理的表示保護制度の推進

平成27（2015）年６月１日に、品質等の特性が産地と

結びついている農林水産物・食品等の名称を知的財産と

して保護することにより、生産者の利益保護を通じて農

林水産業の発展を図るとともに、消費者等需要者の利益

保護を目的とした「特定農林水産物等の名称の保護に関

する法律」（平成26年法律第84号）（地理的表示法）が施

行され２年が経過しました。

北陸農政局では、要請のあった産地に出向き、地理的

表示保護制度の普及・啓発に努めたほか、制度の活用支

援窓口として設置されたＧＩサポートデスク（27（2015）

年５月設置）と定期的に情報交換を行うなど、登録申請産品の掘り起こしに努めました。

また、29（2017）年３月には、株式会社ぐるなび及び一般社団法人食品需給研究センタ

ーとともに「地理的表示（ＧＩ）保護制度セミナー」を開催し、ＧＩ取得後の販売戦略を

考える産地やＧＩ登録申請を検討している生産者団体及び自治体担当者等に対して、国内

及び海外のＧＩ登録事例の紹介等を行いました。

29（2017）年３月３日現在、全国では28産品の地理的表示が登録済みで（図３－３）、

北陸管内では福井県の吉川ナス（７月12日付け）、谷田部ねぎ、山内かぶら、石川県の加

賀丸いも（９月７日付け）、能登志賀ころ柿（10月12日付け）の５産品が登録されていま

す。また、新潟県のくろさき茶豆が12月28日付けで登録申請内容が公示（29（2017）年４

月21日登録）されました。

北陸農政局では、今後も関係機関と連携し、地理的表示保護制度の周知及び活用の推進

を図ることとしています。

地理的表示（ＧＩ）保護制度セミナー

登録標章：ＧＩマーク
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吉川ナス（福井県）
よしかわ

谷田部ねぎ（福井県）
や た べ

山内かぶら（福井県）
やまうち

加賀丸いも（石川県）
か が まる

能登志賀ころ柿（石川県）
の と し か がき

北陸地域におけるＧＩ登録産品

くろさき茶豆（新潟県）
ちやまめ

※平成29（2017）年４月21日にくろさき茶豆が

登録されています。
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図３－３ ＧＩ登録産品

登録

番号
名    称* 登録生産者団体の名称 登録年月日

1 あおもりカシス あおもりカシスの会 平成27年12月22日

2 但馬牛(ﾀｼﾞﾏｷﾞｭｰ) 神戸肉流通推進協議会 平成27年12月22日

3 神戸ビーフ 神戸肉流通推進協議会 平成27年12月22日

4 夕張メロン 夕張市農業協同組合 平成27年12月22日

5 八女伝統本玉露 八女伝統本玉露推進協議会 平成27年12月22日

6 江戸崎かぼちゃ 稲敷農業協同組合 平成27年12月22日

7 鹿児島の壺造り黒酢 鹿児島県天然つぼづくり米酢協議会 平成27年12月22日

8 くまもと県産い草

八代地域農業協同組合

熊本宇城農業協同組合

球磨地域農業協同組合

平成28年2月2日

9 くまもと県産い草畳表

八代地域農業協同組合

熊本宇城農業協同組合

球磨地域農業協同組合

平成28年2月2日

10 伊予生糸(ｲﾖｲﾄ) 愛媛県西予市蚕糸業振興協議会 平成28年2月2日

11
鳥取砂丘らっきょう

ふくべ砂丘らっきょう
鳥取いなば農業協同組合 平成28年3月10日

12 三輪素麺
奈良県三輪素麺工業協同組合

奈良県三輪素麺販売協議会
平成28年3月29日

13 市田柿 みなみ信州農業協同組合 平成28年7月12日

14 吉川ナス 鯖江市伝統野菜等栽培研究会 平成28年7月12日

15 谷田部ねぎ 谷田部ねぎ生産組合 平成28年9月7日

16 山内かぶら 山内かぶらちゃんの会 平成28年9月7日

17 加賀丸いも 南加賀地区丸いも生産協議会 平成28年9月7日

18 三島馬鈴薯 三島函南農業協同組合 平成28年10月12日

19 下関ふく 下関唐戸魚市場仲卸協同組合 平成28年10月12日

20 能登志賀ころ柿 志賀農業協同組合 平成28年10月12日

21 十勝川西長いも 十勝川西長いも運営協議会 平成28年10月12日

22 くにさき七島藺表(ｼﾁﾄｳｲｵﾓﾃ) くにさき七島藺振興会 平成28年12月7日

23 十三湖産大和しじみ 十三漁業協同組合 平成28年12月7日

24 連島ごぼう(ﾂﾗｼﾞﾏ) 倉敷かさや農業協同組合 平成28年12月7日

25 特産松阪牛(ﾏﾂｻｶｳｼ) 松阪牛連絡協議会 平成29年3月3日

26 米沢牛(ﾖﾈｻﾞﾜｷﾞｭｳ) 米沢牛銘柄推進協議会 平成29年3月3日

27 西尾の抹茶 西尾茶協同組合 平成29年3月3日

28 前沢牛(ﾏｴｻﾜｷﾞｭｳ) 岩手ふるさと農業協同組合 平成29年3月3日

地理的表示保護制度に基づく登録産品
（平成29年3月3日現在）

*名称については代表的なものを記載
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３．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者数は６万４千人で全製造業の約13.8％を占めています。

また、出荷額は１兆2,400億円と同9.8％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３－２）。特に、米菓製造業の出荷額は全国の出荷額の58.9％（新潟

県のみで、56.4％）を占めています（図３－４）。

表３－２ 食品製造業の推移(北陸)

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人以上の事業所である。

2) 食品製造業は、食料品製造業及び飲料・たばこ・飼料製造業である。

図３－４ 全国の米菓製造業における北陸のシェア （出荷額、平成26(2014)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人以上の事業所である。

(単位：千人、百億円、％)

　全製造業 468 464 △ 0.9

　うち食品 64 64 0.0

（構成比） (13.7) (13.8)
　全製造業 1,074 1,270 18.2

　うち食品 124 124 0.0
（構成比） (11.5) (9.8)

従業者数

出荷額

区 分
平成21年
(2009)

平成26年
(2014)

対平成21年増減比
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（２）外食・中食産業の動向

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３－５）。また、26（2014）年

の外食産業（飲食店）の事業所数をみると、13（2001）年に比べ全国ベースでは22.0％、

北陸地域では18.8％の減少となっています（図３－６）。

北陸地域の中食産業（製造ベース）の事業所数と製品出荷額は、おおむね横ばいで推移

しています（図３－７）。

図３－５ 外食産業市場規模の推移（全国）

図３－６ 外食産業（飲食店）事業所数の推移（全国、北陸）

資料：総務省「事業所・企業統計調査」、2009年からは「経済センサス基礎調査」

資料：(公財)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３－７ 主な中食（製造ベース）の事業所数、製品出荷額の推移(北陸）
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（３）卸売市場流通の動向

卸売市場の取扱数量は青果は減少傾向、水産物は横ばい傾向

ア．卸売市場の整備及び取扱数量の状況

（ア）卸売市場の整備

北陸地域の卸売市場数は、平成28（2016）年３月31日現在で中央卸売市場が３市場、地

方卸売市場が65市場となっています（表３－３）。

卸売市場の施設整備は、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

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。

（イ）卸売市場の取扱数量

平成27（2015)年における北陸地域の中央卸売市場（新潟市中央卸売市場、金沢市中央

卸売市場、福井市中央卸売市場）の取扱数量（花きを除く。）は、33万1,100ｔ（前年34万

3,500ｔ）となっており、前年に比べ3.6％減少しています。品目別に26（2014）年と比較

すると青果は5.6％減少、水産物は0.6％増加しています。

また、27（2015）年における北陸地域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、36万4,900ｔ（前年38万1,200ｔ）となっており、前年に比べ4.3％減少し

ています。品目別に26（2014）年と比較すると青果は4.6％減少、水産物は2.9％減少して

います。

中央卸売市場での取扱数量は、青果では全国と同様に管内においても、近年減少傾向で

推移していますが、水産物は全国が減少傾向であるのに対して、管内では横ばい傾向で推

移しています（図３－８、３－９）。

表３－３ 北陸地域の卸売市場数（平成28（2016）年３月31日現在）

資料：農林水産省「卸売市場データ集」及び「地方卸売市場等に関する調査」

注：中央卸売市場数：平成28（2016）年度末。地方卸売市場数：27（2015）年度末

青果 水産物 食肉 花き等 計 総合市場 青果 水産物(消費地)水産物(産地) 花き等

新潟県 1 1 0 1 33 5 10 8 6 4 34
富山県 0 0 0 0 11 2 1 1 7 0 11
石川県 1 1 0 0 12 2 1 0 7 2 13
福井県 1 1 0 1 9 1 2 2 4 0 10

計 3 3 0 2 65 10 14 11 24 6 68
全 　国 49 35 10 20 1,081 153 358 125 317 128 1,145

0
1
1
3
64

 中央卸売市場 地方卸売市場
合計

市場数

1
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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※による取扱額については、委託集荷原則の廃止を定めた平成16（2004）年の

卸売市場法改正以降、減少傾向にあります。北陸地域の中央卸売市場における27（2015）

年度の委託集荷割合は、前年度と比較すると青果は1.2ポイント低下、水産物は0.3ポイン

ト低下となりました。青果の委託集荷割合は、全国の下落率を上回る減少となっており、

水産物は、地元の新鮮な魚介類を漁獲した当日中に集荷・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向けの集荷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３－10）。

※ 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

図３－８ 中央・地方卸売市場別青果取扱数量の推移

資料：農林水産省「地方卸売市場等に関する調査」及び各中央卸売市場の「年報」

図３－９ 中央・地方卸売市場別水産物取扱数量の推移

資料：農林水産省「地方卸売市場等に関する調査」及び各中央卸売市場の「年報」
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（イ）せり・入札割合

せり・入札原則の廃止を定めた平成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、相対取引が増加しているため、全国的に減少傾向にありますが、北陸地域

におけるせり・入札取引は、27（2015）年度は、前年度と比較すると、青果は0.5ポイン

ト上昇、水産物は0.6ポイント低下となり、おおむね横ばいとなっています（図３-11）。

図３－11 せり・入札割合の推移（金額ベース）

資料：農林水産省「卸売市場データ集」及び「事業報告書」

資料：農林水産省「卸売市場データ集」及び「事業報告書」

図３－10 委託集荷割合の推移（金額ベース）
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（４）食品環境対策の推進

ア. 食品リサイクルの推進

北陸農政局では、食品関連事業者による食品廃棄物の発生抑制、減量（乾燥等）、再生

利用（肥料化、飼料化等）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食

品廃棄物の発生量等に関する調査点検、指導等を実施しています。28（2016）年度は、管

内で44件の調査点検を行うとともに、食品廃棄物等多量発生事業者※からは、その取組状

況について報告を受け、更なる取組の促進について指導等を実施しました（表３－４）。

なお、27（2015）年７月に見直しされた基本方針では、31（2019）年度までの食品循環

資源の再生利用等実施率の目標（食品製造業95％、食品卸売業70％、食品小売業55％、外

食産業50％）が設定されています。

また、29（2017）年３月には、食品リサイクル法第11条に基づき主務大臣の登録を受け

た食品循環資源の肥料化等を行う新潟市の事業者（登録再生利用事業者）の登録更新を１
にいがた し

件行いました。

イ. 容器包装リサイクルの推進

北陸農政局では、「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」の公

平かつ適正な運用を確保するため、平成11（1999）年度から農林水産関連事業者への点検

指導を実施しています。28（2016）年度は、管内で56件の点検指導を行い、容器包装リサ

イクル制度の普及･啓発とともに、事業者の再商品化義務の有無、義務の履行状況等を確

認し、必要に応じ所要の改善指導等を実施しました（表３－４）。

また、年間50ｔ以上の容器包装を用いる小売業者（容器包装多量利用事業者）からの定

期報告の受理・確認を行いました。

表３－４ 食品・容器包装リサイクルの点検実施状況

資料：北陸農政局調べ（平成29（2017）年３月末現在)

注：1) 件数には廃業・再点検数を含む。

2) 累計はそれぞれ食品リサイクルは14（2002）年度から、容器包装リサイクルは

11（1999）年度からの累計件数

調査点検件数 累　　計 点検指導件数 累　　計

44 11,567 56 13,296

新潟県 22 5,297 8 5,872

富山県 10 2,241 21 2,817

石川県 5 2,332 20 2,571

福井県 7 1,697 7 2,036

食品リサイクル 容器包装リサイクル

 北　陸

※ 多量発生事業者とは、食品廃棄物等の前年度の発生量が100トン以上の食品関連事業者をいい、食品リサイクル法

第９条の規定に基づき、食品廃棄物等の発生量や食品循環資源の再生利用等の状況について報告の義務がある。
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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た業務・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。

そのため、北陸農政局では、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等に関する法律」（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

を行っており、平成28（2016）年度は特定事業者80社、特定荷主４社から定期報告書が提

出されました（表３－５）。

省エネ法において特定事業者は、省エネルギーを推進するエネルギー管理統括者※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。

表３－５ 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

資料：北陸農政局資料（平成29（2017）年３月末現在)

注：1) 特定事業者とは、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の合計値

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は、各県の食品関連事業者数であり、第一種工場及び第二種工場は特定

事業者が設置する工場数

第一種工場2) 第二種工場2) 計

80 36 40 76 4
新潟県 45 30 24 54 3
富山県 13 3 5 8 1
石川県 12 1 5 6 -
福井県 10 2 6 8 -

特定事業者1)
エネルギー管理指定工場

特定荷主3)

北　陸

※ 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、エネルギー管理員の選任を義務付け

ている。
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４．農林水産物・食品の輸出促進

（１）農林水産物・食品の輸出動向

北陸地域からはコメ、加工食品等を輸出

平成28（2016）年における我が国の農林水産物・食品の輸出額は7,502億円で、前年に

比べ0.7％増加し、25（2013）年から４年連続の増加となりました。内訳をみると、農産

物は4,593億円で前年に比べ3.7％増加、水産物は2,640億円で同4.2％減少、林産物は268

億円で同1.9％の増加となりました（図３－12）。

北陸地域からは、コメ、日本酒、加工食品等が主に台湾、香港、韓国等、東アジアを中

心とする地域に輸出されています。

（２）北陸地域における農林水産物・食品の輸出促進の取組

ア．北陸地域農林水産物等輸出促進連絡協議会総会及び輸出セミナーの開催

関係機関の連携を強化しつつ農林水産物・食品

の輸出促進を図るため、北陸農政局を事務局とす

る「北陸地域農林水産物等輸出促進連絡協議会」

平成28（2016）年度総会を29（2017）年３月14日

に金沢市で開催しました。
かなざわ し

総会終了後には、事業者の方々を対象とした農

林水産物・食品輸出セミナーを開催しました。セ

ミナーでは、ジョイントファーム株式会社代表取

締役会長の大野秀恩氏から、24（2012）年から本
おお の ひで お

格的に新潟県産自社ブランド米の輸出に取り組み、

図３－12 農林水産物等の輸出額の推移（全国）

農林水産物・食品輸出セミナー

資料：財務省「貿易統計」を基に農林水産省作成
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資料：財務省「貿易統計」を基に農林水産省作成

注：四捨五入の関係で、計と内訳が一致しない場合がある。
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現在ではシンガポール、米国、香港、台湾等へ輸出する先進的な輸出取組事例について、

また、株式会社ＪＴＢ西日本本社営業部部長の西川太郎氏から、食に関する海外販路開拓
にしかわ た ろう

支援の取組を通して把握した海外市場の状況等について、それぞれ紹介を受けました。参

加された方々には、輸出に取り組むきっかけや輸出拡大に向けたヒントを得る機会となり

ました。

イ．「農林水産業の輸出力強化戦略」北陸ブロック説明会の開催

平成28（2016）年５月に政府の農林水産業・地

域の活力創造本部において取りまとめた「農林水

産業の輸出力強化戦略」北陸ブロック説明会を28

（2016）年６月８日に金沢市で開催しました。
かなざわ し

説明会では、日本料理「銭屋」（金沢市）の髙
かなざわ し

木氏より、日本食の海外展開について基調講演を

受けた後、内閣官房山口審議官から、輸出拡大に

向けた課題と具体的な取組及び品目別に輸出を目

指す場合の課題や今後の取組の方向性等、農林水

産業の輸出力強化に向けた具体的な戦略について

説明が行われ、質疑応答が行われました。来場者

からは、在外公館を活用した輸出促進の取組や中

国向けコメ輸出の指定処理施設について質問があり、適宜応答が行われました。

ウ．「農畜産物の輸出における動植物検疫等に関する地方ブロック説明会」の開催

平成29（2017）年１月、農林水産業の輸出力強化戦略の一環として、「農畜産物の輸出

における動植物検疫等に関する地方ブロック説明会（北陸ブロック）」を開催し、農畜産

物を輸出しようとする生産者、生産者団体、輸出関係団体、流通・販売業者等に対して、

農畜産物を輸出するに当たって必要となる動植物検疫の手続き等について説明するととも

に、個別相談会を実施しました。

（３）農林水産物等輸出証明書の発行

平成25（2013）年４月１日より北陸農政局において、福島第一原発事故に伴う農産物等

輸出証明書の発行業務を行っています。28（2016）年度における当局の証明書発行件数は

2,698件でした（27（2015）年度 2,215件）。

「農林水産業の輸出力強化戦略」
北陸ブロック説明会


