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★★★ 今月のもくじ ★★★
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
●注目情報
◆「第4回食育活動表彰」の募集について
◇令和元年度食育ネットほくりく交流会」の開催及び参加者の募集について
◆「第4回 全国子ども和食王選手権」の開催及び参加者の募集について
◇「食と農林漁業大学生アワード2019」における出場グループの募集について
◆平成30年度食料自給率・食料自給力指標の公表について
◇農林水産省広報誌「ａｆｆ（あふ）」8月のお知らせ
◆令和元年度予算概算決定の概要（食育事業）
●会員の皆様からのお知らせ
◇富山市で「富山八百屋塾」を開催（8月31日）
◆金沢市で「じわもん新・ご当地丼コンテスト」の開催について
●「食育ネットほくりく『食育コラム』」
◇「魅力ある食育活動をめざして」と題して
●「消費者の部屋」の特別展示について
●災害に関する情報について
●お知らせ
◆消費税軽減税率制度関係について
●イベント案内
●事務局からのお知らせ
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
●注目情報
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
◆令和元年度（第4回）食育活動表彰の応募を開始しました
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。）による取組が全国で幅広く行われることが重要です。
農林水産省は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。
◇応募部門
ボランティア部門
教育関係者・事業者部門
◇応募締切
令和元年10月31日（木曜日）必着
◇表彰
表彰式：令和2年6月27日（土曜日）第15回食育推進全国大会（予定）
会場：愛知県国際展示場（愛知県常滑市）
※受賞者は6月の表彰式への参加をお願いします。
※詳細については、農林水産省Webサイトをご覧ください。
http://www.maff.go.jp/j/press/syouan/hyoji/190712.html

…………………………………………………………………………………………………
◇令和元年度「食育ネットほくりく交流会」の開催及び参加者の募集について
北陸農政局は、「食育ネットほくりく」の会員皆様の交流の場として、会員相互
の連携・協力を一層強めるためるとともに、食や農に対する理解の推進を図るため、
下記日程で交流会を開催いたします。
【新潟】
◇日時：令和元年9月25日(水曜日)13時30分〜15時30分
◇場所：ホテルサンルート新潟
（新潟県新潟市中央区東大通1-11-25）
◇内容：第1部 ＜基調講演＞ 「食品リサイクルの実態について」
〜食品ロスの削減を中心に〜
＜講演者＞
牛久保 明邦先生（東京農業大学名誉教授）
第2部 意見交換会
◇申込締切：令和元年9月13日(金曜日)
【福井】
◇日時：令和元年11月19日(火曜日)13時30分〜15時30分
◇場所：アグリらんど喜ね舎
（福井県福井市河増町9-10-1）
◇内容：第1部 ＜基調講演＞ 「食品リサイクルの実態について」
〜食品ロスの削減を中心に〜
＜講演者＞
牛久保 明邦先生（東京農業大学名誉教授）
第2部 意見交換会
◇申込締切：令和元年11月5日(金曜日)
お申込み・お問合せは、
北陸農政局消費・安全部消費生活課 担当:舘田、若杉
〒920-8566 石川県金沢市広坂2-2-60（金沢広坂合同庁舎）
電話：076-263-2161 FAX:076-261-9523
…………………………………………………………………………………………………
◆「第4回 全国子ども和食王選手権」の開催及び参加者の募集について（再掲）
農林水産省は、日本の伝統的な食文化である「和食」やふるさとの「郷土料理」
に対して、子どもたちの強い関心と理解を育むことを目的に、「第4回 全国子ども
和食王選手権」を開催します。
「第4回 全国子ども和食王選手権」の開催に当たり、全国の小学校の児童と未就
学児（和食フォト部門のみ）を対象として、参加者の募集を開始しました。
小学校1年生〜3年生を対象とした「和食お絵かき部門」、小学校4年生〜6年生を
対象とした和食の知識と技を競う「和食王部門」、そして未就学児及び小学校全学
年の児童を対象とした「和食フォト部門」（今年度から新設）への参加を通して、
子ども達の和食文化に対する理解を深め、その普及を推進します。
◇募集内容
募集部門及び応募企画
1.和食お絵かき部門：「和食」や「郷土料理」に関するお絵かきと、一言コメ
ントを募集します。（小学校1年生〜3年生対象）
2.和食王部門：2〜3名1チームで協力しながら「和食」や「郷土料理」に関す
るお絵かきまたは写真と、その料理を選んだ理由をおすすめコメントとして書
いたものを募集します。地方予選通過チームは、全国大会で和食の知識や実
技等を競っていただきます。（小学校4年生〜6年生対象）
3．和食フォト部門：「和食」や「郷土料理」と家族や地域の人々が写った写真
と、一言コメントを募集します。（小学校1年生〜6年生対象）
◇募集期間

1.和食お絵かき部門：令和元年6月17日（月曜日）〜9月13日（金曜日）当日消
印有効
2.和食王部門：令和元年6月17日（月曜日）〜9月13日（金曜日）当日消印有効
◇応募方法
1.和食お絵かき部門：和食や郷土料理をテーマにした絵（4つ切り（380ミリ×
540ミリ）以内）と、一言コメント。（パステル、絵の具等画材は自由）
2.和食王部門：和食や郷土料理をテーマにした絵や写真（4つ切り（380ミリ×
540ミリ）以内）と、その料理名、その料理のおすすめコメント100文字以上。
3.和食フォト部門：和食や郷土料理をテーマにした写真（6つ切り（6つ切りワ
イド）以内）と、一言コメント。
※詳細については、農林水産省Webサイトをご覧ください。
https://washoking.maff.go.jp/
…………………………………………………………………………………………………
◇「食と農林漁業大学生アワード2019」における出場グループの募集について
農林水産省では、令和元年11月を中心に様々なイベントを展開する「ジャパンハ
ーベスト2019」の一環として、農と農林漁業に関わる取組を行っている大学生グル
ープによる活動発表のコンテスト「食と農林漁業大学生アワード2019」を開催しま
す。開催に当たり、自主的に食と農林漁業に関わる取組を行っている大学生の出場
グループを募集します。
本コンテストは「食」「農林漁業」を通じた「地域」の再生に向けて、大学生の
相互の研鑽と連携の強化を促進するとともに、若者の取組の重要性についての国民
的理解を深めることを目的として実施するものです。
◇応募先・お問合せ先
e-mail:award@irori-japan.com
（「食と農林漁業大学生アワード」事務局 担当:小林）
◇応募締締切:令和元年8月31日（土曜日）
※応募方法等詳細については、以下のURLをご覧ください。（農林水産省へリンク）
http://www.maff.go.jp/j/press/shokusan/service/190621.html
…………………………………………………………………………………………………
◆平成30年度食料自給率・食料自給力指標の公表について
農林水産省は、平成30年度食料自給率及び食料自給力指標について公表しました。
食料自給率とは、食料の国内生産の国内消費仕向に対する割合で、国内消費をど
の程度国内生産で賄えるかを示す指標です。我が国の食料の国内生産及び消費の動
向を把握するため、毎年公表しています。
食料自給力指標とは、国内生産のみでどれだけの食料を最大限生産することが可
能かを試算した指標です。我が国の食料の潜在生産能力の動向を把握するため、平
成27年から公表しています。
カロリーベース食料自給率は、平成30年度は37％となり、前年の38％と比べ減少
しました。
生産額ベース食料自給率は、平成30年度は66％となり、前年の66％と同率になり
ました。
平成30年度食料自給力指標は、
米・小麦・大豆中心、栄養バランス考慮:1,429kcal（1,434kcal）
いも類中心、栄養バランス考慮:2,303kcal（2,313kcal）
推定エネルギー必要量:2,143kcal
注1:（
）は平成29年度の数値

注2:推定エネルギー必要量＝そのときの体重を保つ（増加も減少もしない）た
めに適当なエネルギーの推定値
※詳細については、農林水産省Webサイトをご覧ください。
http://www.maff.go.jp/j/press/kanbo/anpo/190806.html
…………………………………………………………………………………………………
◇農林水産省広報誌「ａｆｆ（あふ）」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。
令和元年8月号は、特集1「漁師なる」と題し、先進的な取り組みをしている漁師の
方々や全国で展開されている漁業への新規就業を支援する動きを紹介します。
また、特集2「海釣りを楽しむ」として、経験のない方でも楽しめる海釣りの基礎
やマナー、初めての釣りに最適な海釣りの公園での釣り方などが紹介されています！
ぜひご覧ください。
※詳細については、農林水産省Webサイトをご覧ください。
http://www.maff.go.jp/j/pr/aff/index.html
…………………………………………………………………………………………………
◆令和元年度予算概算決定の概要（食育事業）（再掲）
※詳細については、農林水産省Webサイトをご覧ください。
http://www.maff.go.jp/j/syokuiku/torikumi.html
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
●会員の皆様からのお知らせ
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
◇富山市で「富山八百屋塾」を開催（8月31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：令和元年8月31日（土曜日）7時00分〜8時00分
◇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：「北海道にんじん」
講師 高橋 義典 氏
「北海道たまねぎ」
講師 杉浦 正夫 氏
「北海道じゃがいも」
講師 日南田 豊 氏
◆果物：「呉羽 梨」
講師 島田 誠 氏
プチ情報：「8月31日は、やさいの日」
講師 小塚 正浩 氏
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「じわもん新・ご当地丼コンテスト」の開催について（10月5日まで）

石川県料理学校協会は、食生活の改善・向上と家庭料理の教育普及を目的とした
「食育」の料理コンテストを毎年開催しています。
本年度は〜地産地消・石川県産食材をいかして〜「じわもん 新・ご当地丼 コンテ
スト」と題し、石川の食材を使った、和・洋・中華の新しいご当地丼を募集します。
◇応募期間：令和元年8月1日（木曜日）から10月5日（土曜日）
◇応募資格：中学生、高校生、短大・大学生、専門学校生、料理学校生徒、一般
（どなたでも応募可）
※1人またはグループ参加も可
コンテスト日時：11月10日（日曜日）（一次審査通過後）
※お申込み・お問合せ及び応募方法について
石川県料理学校協会 事務局（青木クッキングスクール内）
金沢市長町1丁目1-17
電話：076-231-2501 FAX 076-231-2500
メール：acs@aokicooking.com
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
***********食育ネットほくりく『食育コラム』*******************************
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
食育コラムは、皆さんの食育に関する取組状況、食に関する情報や思いを提供いた
だく場として開設しました。
今回、専門調理食育推進指導員 村山浩一様より食育コラムの提供がありましたの
でご紹介します。このように皆様方からの食に関する思いや情報を提供しますので、
ご投稿をお待ちしています。
…………………………………………………………………………………………………
☆魅力ある食育活動をめざして
専門調理食育推進指導員 村山 浩一（新潟県）
私は、新潟市において食育活動を行っています。経費削減のため「食育活動」が先
細りの状況になっておりますが、「食育」という燈火（ともしび）が消えないように
がんばっています。
みなさんもご存じのように、新潟・山形の震災に遭遇いたしました。「鍋でご飯を
炊こう運動」も行っています。災害時に困らないようすることも「食育活動」です。
さて、私の食育活動は幼稚園、小学校、自治体等で行っていますのでご紹介します。
（幼稚園）
「菌ちゃん元気野菜づくり」と称して、生ゴミとぼかし肥料で発酵させた肥料を園
庭の畑に入れて、元気な野菜作りを行うとともに、元気な園児作りを目指しています。
「うんちがよく出るように発酵食品を多く食べ、よく噛みましょう。」と話しをし
ています。畑作りと体作りをリンクさせて楽しくやっています。
（小学校）
甘未・塩味・苦味・酸味・旨味の5種類を食して味の感じる箇所を確認する「味覚
の授業を行い、食の魅力や食べることの大切さを伝えています。
（自治会）
「発酵食品を学ぼう・ワイン編」
新潟市内のワイナリーの方を招き、三種類のワインを味わうとともに、ワインに合
う料理を自ら提供しました。
「災害時の生活を体験しよう・調理編」
未曾有の災害時に備えてフルファ化米を調理し、炊き出し体験を行ってもらいまし
た。
自治会でのこれらの取組は大変好評で、若い方々や新しい住民の方々が自治会活動

に協力的になっていただくという効果もありました。
今後、ひとりになっても「食育活動」を通じて様々な食べ物の問題を考え、活動して
参りたいと思っております。
※詳細については、北陸農政局Webサイトをご覧ください。
http://www.maff.go.jp/hokuriku/safe/shokuiku/column.html
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
●「消費者の部屋」の特別展示について
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
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。
◇8月期のテーマ展示
令和元年7月29日(月曜日）〜8月30日(金曜日)
☆『北陸の“牛乳・乳製品”と“園芸作物”の美味しい関係』
牛乳・乳製品の生産過程や野菜、果物、茶、花の生産状況などを紹介します。
◆9月期のテーマ展示
令和元年9月2日(月曜日）〜9月30日(月曜日)
☆『ココロにおいしい冷凍食品』
冷凍食品の栄養価や家庭での保存方法、調理法を紹介します。
※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Webサイトをご覧ください。
http://www.maff.go.jp/hokuriku/safe/consumer/snnai̲f.html
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
――――――――――――――――――――――――――――――――――
●災害に関する情報について
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
農林水産省における災害に関する情報を随時更新しています。
※詳細については、農林水産省Webサイトをご覧ください。
http://www.maff.go.jp/j/saigai/index.html
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
●お知らせ
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
◇令和元年10月から消費税の軽減税率制度が導入されます。
軽減税率制度に関することや中小事業者等向けの支援につきましては、以下のホ
ームページ等をご覧ください。
○軽減税率制度に関すること・・国税庁HP 又は最寄りの税務署
（http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu//inde
x.htm)
※ 消費税軽減税率電話相談センターのお問い合わせ（軽減コールセンター）
（専用ダイヤル0570-030-456）
※ 各都道府県の税務署で開催する説明会の日程をご覧いただけます。
どなたでも参加できます。
※ 軽減税率制度に関する動画（Web-TAX-TV）をご覧いただけます
○中小事業者等への支援・・「軽減税率対策補助金事務局」（専用ダイヤル0570081-222）(http://Kzt-hojo.jp/）

※ 軽減税率対策補助金の申請受付の期限が延長されました。
…………………………………………………………………………………………………
◆北陸農政局では、皆様が日頃感じている食に関わる思いやエピソードを募集しま
す。原稿については食育ネットほくりくのWebサイトと当メールマガジンの「食育
コラム」欄に掲載いたします。
掲載ご希望の方は、下記の食育ネットほくりく事務局までご連絡下さい。皆様の
ご応募お待ちしています。
※食育ネットほくりく事務局【北陸農政局 消費・安全部 消費生活課】
〒920-8566 石川県金沢市広坂2-2-60（金沢広坂合同庁舎）
電話：076-232-4227 FAX:076-261-9523
…………………………………………………………………………………………………
◇北陸農政局では各種農政に関する情報について掲載したメールマガジン「あぐり
北陸」を配信しています。当メール同様ご購読いただけると幸いです。
http://www.maff.go.jp/hokuriku/mm/agrihokuriku.html#aguri
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
●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Webサイト（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日頃に更新しています。）
◇ 北陸農政局では、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 消費・安全部 消費生活課】
〒920-8566 石川県金沢市広坂2-2-60（金沢広坂合同庁舎）
電話：076-232-4227 FAX:076-261-9523
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
●事務局からのお知らせ
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
◆ ７月１日付けで食育関係業務が消費・安全部消費生活課に移管されました。
これにより食育ネットほくりく事務局は、消費生活課が担当します。
「食育ネットほくりく会則」も改正されたので、下記ＵＲＬでご覧ください。
http://www.maff.go.jp/hokuriku/safe/shokuiku/net18/attach/pdf/net-bosyuu-4.pdf
◇【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/hokuriku/mm/index.html#haisin
食育ネットほくりくの会員の皆様には、引き続きのご協力とご愛読をお願いいたし
ます。

