
第２部 動向編

Ⅳ 食料自給率と食の安全、信頼の確保





4101

１ 食料自給率及び自給力について

（１）我が国の食料自給率及び都県別食料自給率

平成28（2016）年度の我が国の食料自給率は、カロリーベースで38％に減少、生産額

ベースでは67％に増加した。一方、平成27（2015）年度の関東農政局管内の食料自給率

は、カロリーベースで17％、生産額ベースで42％であった。

図表Ⅳ-１-１ 我が国の食料自給率の推移

図表Ⅳ-１-２ 都県別の食料自給率

資料：農林水産省「都道府県別食料自給率の推移」

注：１）都県別の食料自給率は「食料需給表」「作物統計」「生産農業所得統計」等を基に農林水産省で
試算

２）関東計の食料自給率は各年度の「都道府県別食料自給率」より試算
３）総人口は総務省「平成27年人口推計」（27年10月１日現在）、農業就業人口は「2015年農林業セ

ンサス（確定値）」、農地面積は「平成27年耕地及び作付面積統計」

（単位：％） （単位：％）

H17年度 22 27 H17年度 22 27 総人口 農業就業人口 農地面積

茨城県 72 72 70 124 136 125 茨城県 2.3 4.3 3.8

栃木県 75 74 70 120 119 112 栃木県 1.6 3.0 2.8

群馬県 34 30 33 92 99 101 群馬県 1.6 2.1 1.6

埼玉県 11 10 10 22 24 22 埼玉県 5.7 2.8 1.7

千葉県 29 29 27 73 73 65 千葉県 4.9 3.5 2.8

東京都 1 1 1 5 4 10 東京都 10.6 0.5 0.2

神奈川県 3 2 2 14 13 10 神奈川県 7.2 1.2 0.4

山梨県 20 20 19 92 94 78 山梨県 0.7 1.3 0.5

長野県 53 53 54 120 130 122 長野県 1.7 4.0 2.4

静岡県 18 17 17 55 54 52 静岡県 2.9 2.7 1.5

管　内 19 18 17 44 45 42 管　内 39.0 25.3 17.8

カロリーベース 生産額ベース 全国に占める割合（％）
（参考）
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年度 S40 45 50 55 60 H3 8 13 18 23 28

 カロリーベース 73 60 54 53 53 46 42 40 39 39 38

 生産額ベース 86 85 83 77 82 74 71 70 68 67 67
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（２）自給力指標

食料自給力指標とは、「日本国内のみでどれだけの食料（カロリー）を最大限生産す

ることが可能か」（食料の潜在生産能力）を試算したもので、現在国内にある、すべて

の田んぼや畑で食べものを作ることを前提として生産できるカロリー量を４通りの作

付けパターンで示している。食料自給力指標は、近年低下傾向にあり将来の食料供給

能力の低下が危惧される状況。

図表Ⅳ-１-３ 食料自給力指標

パターンＡ：栄養バランスを一定程度考慮して、主要穀物（米、小麦、大豆）を中心に熱量効率を最大化
して作付けする場合

パターンＢ：主要穀物（米、小麦、大豆）を中心に熱量効率を最大化して作付けする場合（栄養バランス
は考慮しない）

パターンＣ：栄養バランスを一定程度考慮して、いも類を中心に熱量効率を最大化して作付けする場合
パターンＤ：いも類を中心に熱量効率を最大化して作付けする場合（栄養バランスは考慮しない）

※ 食料自給率の詳しい情報は、http://www.maff.go.jp/j/zyukyu/zikyu_ritu/011_2.ht

ml（農林水産省）をご覧下さい。

http://www.maff.go.jp/j/zyukyu/zikyu_ritu/011_2.html
http://www.maff.go.jp/j/zyukyu/zikyu_ritu/011_2.html
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２ 食育の推進

（１）「第３次食育推進基本計画」に基づく食育の推進

平成28（2016）年３月に「第３次食育推進基本計画」が決定。平成28（2016）年度か

ら平成32（2020）年度までの５年間を計画期間とし、食育の推進に当たっての基本的な

方針や目標値を掲げ、重点課題の解決に向け取組を進めている。

計画には、15項目21の目標値が設定されており、このうち、③⑥⑩⑫⑯⑰⑱⑳が新規

の目標。③⑥⑫については、現状値において目標を達成。

図表Ⅳ-２-１ 第３次食育推進基本計画
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図表Ⅳ-２-２ 第３次食育推進基本計画の目標値と現状値
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（２）「関東農政局における食育推進方針」に基づく食育の推進

関東農政局管内は、多くの人口、企業や教育機関が集中する大消費地がある一方、中

山間地などもある多様な地域である。このため、大都市圏では、都市近郊における農林

漁業体験を推進し、中山間地域では、特色ある食材や伝統料理などの食文化の保護・継

承を推進するなど地域の特性をふまえた取組を行っている。

平成29（2017）年度は、以下の重点項目について、内容や取組方法を含め専門家に相

談しつつ、現場のニーズを聞き取りながら、食育実践者間の自主的な連携を促した。

ア 若い世代における食や農林水産業へ関心を高めるための食育

若い世代（特に、学生～出産・子育て世代）に向け、ごはん食のメリット等をわかりや

すく、中食や外食の有効活用等を含めた実行性の高い「日本型食生活」を周知

（ア）食育月間（６月）における消費者の部屋特別展示

「食・農・地域を知り、伝えよう日本

の食文化」をテーマに、埼玉県男女共同

参画推進センター交流サロン及びさいた

ま新都心合同庁舎２号館１階エントラン

スホールにおいて、日本型食生活の実践、

地域や家庭で受け継がれた日本の食文化

の継承、関東食育推進ネットワーク会員

の取組、関東農政局管内都県の食育推進

の取組等についてのポスター展示を行っ

た。

※ 詳しい内容は、http://www.maff.go.jp/kanto/syo_an/seikatsu/shokuiku/ibento/29

_tokubetu_tenzi.html（関東農政局）をご覧ください。

（イ）管内食育イベントへの参加

管内のイベントや研修会等において、第３次食育推進基本計画を周知するとともに、食

育ポスターの展示、パンフレット等の説明・配布により食育情報を発信した。

埼玉県男女共同参画推進センター
交流サロンでの展示

イベントでの情報発信 大学生向けの講演

http://www.maff.go.jp/kanto/syo_an/seikatsu/shokuiku/ibento/29_tokubetu_tenzi.html
http://www.maff.go.jp/kanto/syo_an/seikatsu/shokuiku/ibento/29_tokubetu_tenzi.html
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イ 農林漁業者、農林漁業関係団体と連携した食育

子供から高齢者までの幅広い世代に対し、食への感謝や農林水産業への理解を深めるた

め、食料の生産段階の様々な体験の機会を提供

（ア）食育月間セミナー

平成29（2017）年６月28日に、「食・農・地域を知り、

伝えよう日本の食文化」をテーマにセミナーを開催し、

361名が参加した。

長野県短期大学生活科学科教授 中澤弥子氏から「伝
なかざわひ ろ こ

えよう 育てよう日本の豊かな食文化 ～日本国内外での

農や食の体験活動の事例から～」と題し講演していただ

き、スマイル農園園主 豊泉裕氏、日本料理教室 A Tas
とよいずみゆたか

te of Culture 主宰 安藤エリザベス氏からの事例紹介
あんどう

の後、意見交換を行った。

※ 詳しい内容は、http://www.maff.go.jp/kanto/syo_an/seikatsu/shokuiku/ibento/29

_shokuiku_semina.html（関東農政局）をご覧ください。

（イ）教育ファームの体験に関する情報

管内の食と農の体験に関する情報を収集し、関東農政局ホームページ「食育ひろば」で

267件（平成30（2018）年３月末現在）の施設を一覧で紹介。また、毎月、新規団体の取

組内容を紹介した。

※ 詳しい内容は、http://www.maff.go.jp/kanto/syo_an/seikatsu/shokuiku/（関東農

政局）をご覧ください。

ウ 食品関連事業者等と連携した食育

子供から高齢者までの幅広い世代に向け、「日本型食生活」を推進するとともに、食の

生産から消費までの食の循環の理解や食品ロスの削減等の推進

平成29年度食育活動の実践に関する交流会の開催

平成30（2018）年２月14日に、「多様な連携

で食育の実践の環を広げよう」をテーマに食

育実践者同士の連携を広め、管内の食育活動

の活性化を図ることを目的に交流会を開催し、

70名が参加した。

※ 詳しい内容は、http://www.maff.go.jp/kanto/syo_an/seikatsu/shokuiku/ibento/30

0214_shokuiku_kouryu.html（関東農政局）をご覧ください。

セミナーの様子

グループディスカッションの様子

http://www.maff.go.jp/kanto/syo_an/seikatsu/shokuiku/ibento/29_shokuiku_semina.html
http://www.maff.go.jp/kanto/syo_an/seikatsu/shokuiku/ibento/29_shokuiku_semina.html
http://www.maff.go.jp/kanto/syo_an/seikatsu/shokuiku/
http://www.maff.go.jp/kanto/syo_an/seikatsu/shokuiku/ibento/300214_shokuiku_kouryu.html
http://www.maff.go.jp/kanto/syo_an/seikatsu/shokuiku/ibento/300214_shokuiku_kouryu.html
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エ ｢和食；日本人の伝統的な食文化｣の保護・継承

地方公共団体、民間団体と連携し、若い世代（特に、学生～出産・子育て世代）に向け、

各種食育イベント等において「和食」や「食文化」の魅力を発信

（ア）各種イベント等の機会を利用し「和食文化」等の教材の説明・配布

農林水産省では、平成25（2013）年度から和食給食の推進など子供たちへの和食文化の

継承の取組を行ってきた。

平成29（2017）年度は、子育て世代やその方々に接する栄養士等向けに、和食文化の魅

力を伝え継承していくための一助となるようパンフレット等の説明・配布を行った。

栄養士等専門職 子育て中のママ、 小学生用和食 四季を楽しむ和食すごろく
向けテキスト パパ向け啓発冊子 文化学習教材

（イ）「農泊 食文化海外地域」（SAVOR JAPAN）認定制度の普及

地域の「食」やそれを支える「農林水産業」、食や農に関連した「地域資源」をストー

リー化してインバウンド誘致に努める地域の取組を選定し、「SAVOR JAPAN」として海外へ

情報発信しており、平成29（2017）年度において、浜松・浜名湖地域 食×農プロジェク
はままつ はま な こ

ト推進協議会が認定された。

オ 学校関係者、栄養関係者等との連携の強化

学校関係者、栄養関係者、食育実践者（消費者、企業、料理人、学生団体等）等多様な

者との連携を強化し、第３次食育推進基本計画の周知をはじめ食育情報を共有

（ア）メールマガジン等の発信（毎月19日）

毎月19日の「食育の日」には、関東食育推進ネットワーク会員（1,551個人・団体）に

対し、メール等により、新しい施策や会員主催イベントの紹介、参加者の取組概要等の情

報提供を行った。

（イ）関東農政局ホームページ「食育ひろば」の活性化

「食育ひろば」で食育に関する情報を発信した。

※ 詳しい内容は、http://www.maff.go.jp/kanto/syo_an/seikatsu/shokuiku/（関東農

政局）をご覧ください。

http://www.maff.go.jp/kanto/syo_an/seikatsu/shokuiku/
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（ウ）弁当の日の取組

平成29（2017）年６月19日に、関東農政局における食育月間（６月）食育の日の取組と

して、「お昼に集合～♪こだわり弁当で楽しく共食しよう！」をテーマに昼食会を開催。

本局、支局において計188名が参加し、それぞれの弁当を持参し楽しくコミュニケーショ

ンを図った。

※ 詳しい内容は、http://www.maff.go.jp/kanto/syo_an/seikatsu/shokuiku/ibento/a

ttach/pdf/top-4.pdf（関東農政局）をご覧ください。

カ 地方自治体との連携

関東農政局では、管内都県・政令指定都市食育担当者会議を年２回開催するととも

に、管内都県が主催する食育推進会議等に15回参加し、食育推進業務の情報提供や意

見交換を行うなど、管内における地方自治体の食育推進計画作成割合100％を目標に

連携を進めている。

図表Ⅳ-２-３ 管内都県の市町村食育推進計画の作成状況

資料：農林水産省消費・安全局消費者行政・食育課調べ（平成30（2018）年３月末現在）

楽しく共食こだわりの弁当

市町村数 作成済み数 作成割合（％）

茨城県 44 41 93.2

栃木県 25 23 92.0

群馬県 35 35 100.0

埼玉県 63 52 82.5

千葉県 54 35 64.8

東京都 62 45 72.6

神奈川県 33 33 100.0

山梨県 27 25 92.6

長野県 77 51 66.2

静岡県 35 35 100.0

管内計 455 375 82.4

都県
作成状況

http://www.maff.go.jp/kanto/syo_an/seikatsu/shokuiku/ibento/attach/pdf/top-4.pdf
http://www.maff.go.jp/kanto/syo_an/seikatsu/shokuiku/ibento/attach/pdf/top-4.pdf
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事例７ 食育活動の実践に関する交流会 ～多様な連携で食育実践の環を広げよう～

関東農政局では、平成30（2018）年２月14日、

「多様な連携で食育実践の環を広げよう」をテ

ーマに、食育活動を行っている農林漁業者、食

品関連事業者、消費者、教育機関、行政等が参

加し、多様な連携により食育活動の活性化を図

ることを目的とした交流会を開催した。

１ 講演

講演では「多様な主体が参加する地域連携活動のツボ」と題し、明治大学農学部
めい じ

食料環境政策学科専任講師 本所靖博氏から多様な連携活動のた
ほんじよやすひろ

めの５つのツボが紹介された。

【連携のツボ1】無理をしない。何事も楽しみ続ける工夫が大切。

どうやったら続けられるか最初から考える

【連携のツボ2】お互い（連携相手）の想いを知る。困っている所

へ助けに行く

【連携のツボ3】地元などのニーズに応える

【連携のツボ4】係わっていくうちに他人事が自分事になる

【連携のツボ5】自然に出会うのを待つ（自分からは仕掛けない、出会うべき人は

出会う、現場合わせで乗り切る）ことで長続きする

２ 交流会

ワールドカフェ方式（２ラウンド制）により８グループに分かれてのディスカッ

ションが行われ、ラウンド１では、進行役を中心に参加者が事前に提出した「交流

会シート」を活用し食育活動と効果、課題等を共有し、

さらにラウンド２ではメンバーを替え課題解決に向けた

新たな連携等について話し合い意見を取りまとめた。

各グループからの意見発表では、

○ 食育情報のプラットフォーム(基盤)を作り、そこに

アプローチして食育情報や連係情報を入手する仕組

み作りにより新たな連携が生まれるのではないか。

また、「交流会シート」はプラットフォームのサイト

をペーパーにしたものと言え、参加者が現在の課題

等を共有できるものである。

○ 食生活に課題のある高校生以上への食育を考えてい

く必要がある。

○ 食育には色々な考え方や活動があるが、エビデンス（根拠）を重視した活動であ

りたいとの意見が出された。

※ 詳しい内容は、http://www.maff.go.jp/kanto/syo_an/seikatsu/shokuiku/ibento/30

0214_shokuiku_kouryu.html（関東農政局）をご覧ください。

交流会の様子

本所 靖博氏

交流会シート

http://www.maff.go.jp/kanto/syo_an/seikatsu/shokuiku/ibento/300214_shokuiku_kouryu.html
http://www.maff.go.jp/kanto/syo_an/seikatsu/shokuiku/ibento/300214_shokuiku_kouryu.html
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平成29（2017）年度（第１回）食育活動表彰

農林水産省は、ボランティア活動、教育活動、農林漁業、食品製造・販売等その他

の事業活動を通じた食育関係者の取組を対象として、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されてい

くことを目的として、「食育活動表彰」を実施している。

【ボランティア部門】（食生活改善推進員）

消費・安全局長賞

都留市食生活改善推進員会（山梨県都留市）
つ る つ る

（推進員における地域に密着した健康づくり活動）

・生活習慣病予防食や介護予防食などの食生活の改

善のための地域での調理講習会（35回）を継続し、

各家庭を訪問してみそ汁の塩分測定（平26年度427件）

を行ったアンケート結果から、具だくさん、天然だしによる減塩の提案やチラシを

配布し周知を図っている。

【教育関係者・事業者部門】（教育等関係者）

消費・安全局長賞

岸田学園 行田幼稚園（埼玉県行田市）
きし だ ぎよう だ ぎよう だ

（栽培活動を通して発達段階に応じた食育活動）

・園内に「こども農園」を作り、年少組は枝豆、年

中組はポップコーン、年長組は稲の栽培を年間保育

計画に中に位置づけて計画的に実施している。地域

農家や父母会の協力で、収穫したじゃがいもでのカレーパーティー、案山子作り、

脱穀・籾摺り・精米から餅つき会、栗ごはん会食など、様々な体験活動を通じて食

を大切にする心を育んでいる。

消費・安全局長賞

千葉県立桜が丘特別支援学校（千葉県千葉市）
さくら おか ち ば

（給食を生きた教材として活用した食育活動）

・毎年、食に関する指導の全体計画に基づき、食育

の達成目標（「豊かな心、生きる力」を育てる）の具

体的な食育の取組を決め、小学部、中学部、高等部、

寄宿舎の各発達段階に応じた到達目標は全職員会議を通じて共有している。ユネス

コスクールに加盟しており、毎月の食育の日に、「世界のごはん」の日を設け、国

際理解につなげ、日本の食事との比較で食文化の理解を深めている。

生活習慣病予防食
介護予防食の調理講習会

稲の栽培体験

世界の食文化を学ぶ授業
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【教育関係者・事業者部門】（農林漁業者等）

消費・安全局長賞

はあとキッチン（埼玉県比企郡滑川町）
ひ き なめがわ

（子供同士で体験し、五感をフルに使った体験型

の食育活動）

・「食は命なり」をテーマとし、地域の子育て世代の

親子を対象に、お米や野菜栽培・収穫体験、弁当づ

くり、伝統食づくりなど五感をフルに使った体験活動（年間64回、延べ480人）を

通じて、日本人の生活の知恵や伝統食文化、里山農業を大切にした食育活動を展開

している。

【教育関係者・事業者部門】（食品製造・販売者等）

農林水産大臣賞

いばらきコープ生活協同組合

（茨城農業を応援する野菜の販売体験と多様な暮ら

しの変化に対応した地域の共食）

・子供達に野菜を好きになってもらい、茨城県の農

業の応援をしてもらう取組として、野菜の販売体験

（キッズマルシェ）を年６回（132人）実施した。また子供から高齢者まで、地域

みんなで夕食を囲み、食育等の生活習慣に関する支援やボランティアによる学習支

援など誰もが安心して過ごせる地域の共食の場づくりとして、「ほぺたん食堂」を

10回（269人）、調理ボランティア（延べ95名）が参加した。

【教育関係者・事業者部門】（地方公共団体）

消費・安全局長賞

富士市食育推進会議
ふ じ

（学校・PTA・地域との連携による食育推進の取組）

・富士市食育推進会議は、富士市食育推進計画「富

士山おむすび計画」の推進にあたり、中学校区単位

で食育推進校及び食育推進地区を指定し、学校・PTA

・地域が連携した食育推進事業を実施している。実施にあたっては、地域の特色を

活かし、地場産物を活用しながら、地域の農家や食品製造業者等と連携し、食事バ

ランス・地産地消・食文化の継承等、様々な要素を組み合わせた食育事業を展開し

ている。

子供が先生となったお弁当作り

子供食堂（ほぺたん食堂）

地産地消炊き込みご飯作り
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３ 食品の安全と消費者の信頼の確保

（１）消費・安全行政の推進

消費・安全行政の推進と消費者への情報提供

関東農政局では、「消費者相談窓口」を開設し、消費者からの食品の安全等に関する

相談に対応したほか、関東農政局「消費者の部屋」において常設展示をするとともに、

定期的に特別展示を実施し、農林水産省の各種施策等についての情報を提供。

消費者の部屋（常設展示） 埼玉県男女共同参画推進センター
交流サロン（特別展示）

和食：日本人の伝統的な食文化、食の安全、 農林水産省の主要な施策からテーマを決
食育、世界・日本農業遺産等に関するパンフ めて、パネル展示等を実施。
レット、パネル等を展示。

（２）食品の安全等に関するコミュニケーションの推進

消費者団体との意見交換会の開催と学習会等への講師派遣

関東農政局では、食品の安全等に対する消費者の信頼確保や相互理解を深めるため、

消費者団体との意見交換会の開催や公的機関等が開催する学習会等への講師派遣を実

施。

消費者団体との意見交換会 食品の安全等に関する学習会へ講師派遣

消費者団体を対象とした会合形式のコミュニ 消費者団体や公的機関が開催する学習会
ケーションを管内各都県において計４回開催。 等に、職員を計８回派遣。

※ 食品の安全確保と消費者の信頼確保の取組に関する施策情報は、http://www.maff.go.
jp/kanto/syo_an/seikatsu/index.html（関東農政局）をご覧下さい。

http://www.maff.go.jp/kanto/syo_an/seikatsu/index.html
http://www.maff.go.jp/kanto/syo_an/seikatsu/index.html
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（３）食品の安全確保の取組の強化

食品の安全性を高めるための措置を策定・普及し、問題発生を未然に防止

食品の安全性を向上させるためには、科学的根拠に基づき、生産から消費の必要な

段階で汚染の防止や低減を図る措置を策定・普及させることが重要である。このため、

農林水産省は、有害化学物質及び有害微生物による農畜水産物・加工食品の汚染実態

調査、調査を踏まえた汚染防止・低減措置の策定、これら措置の関係者への普及、さ

らには、措置の効果検証・見直しを行っている。

図表Ⅳ-３-１ 食品安全に関するリスク管理の流れ

資料：農林水産省作成

ア 有害化学物質、微生物等の含有実態調査

（ア）有害化学物質等の実態調査

農林水産省では、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29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」に基づいて実態調査を実施。

関東農政局では、国産米中のヒ素、麦類のカビ毒、国産りんご果汁中のパツリンの含

有の実態調査のため試料採取等を行った。

なお、有害化学物質等の分析は検査機関へ委託、分析結果のリスク管理への反映と公

表は農林水産省本省が行っている。

※ 有害化学物質等の詳しい内容は、http://www.maff.go.jp/j/syouan/seisaku/risk_an

alysis/priority/hazard_chem.html（農林水産省）をご覧下さい。

http://www.maff.go.jp/j/syouan/seisaku/risk_analysis/priority/hazard_chem.html
http://www.maff.go.jp/j/syouan/seisaku/risk_analysis/priority/hazard_chem.html
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図表Ⅳ-３-２ 平成29年度 有害化学物質等の実態調査の実施状況

資料：農林水産省

（イ）農薬の使用状況調査及び残留実態調査

農薬の使用量や使用時期など使用方法を定めた農薬使用基準の妥当性の確認など、農薬

のリスク管理に係る施策の企画立案等のための基礎資料を得るとともに、農薬の使用状

況、農薬の使用頻度等を把握するため、農産物（米穀、野菜、果樹）における、農家等

での農薬の使用状況及び残留実態調査を実施

関東農政局では、米穀、ぶどう、だいこん、さといも、ほうれんそう、みずな、ねぎ、

たまねぎ、なす及びさやいんげんの10品目を対象に農薬における使用状況及び残留実態

調査を行った。

図表Ⅳ-３-３ 農薬の使用状況調査数（全国）

（単位：農家数）

平成25年度 26 27 28

調査農家数 3,928 3,948 240 466

うち不適正使用農家数 6 2 - -

調査した検体数 928 1,001 991 2,772

残留基準値を超えた検体数 1 1 2 -

資料：農林水産省、「国内農産物における農薬の使用状況及び残留状況調査」

※ 農薬の使用状況調査及び残留実態調査の結果は、http://www.maff.go.jp/j/nouyaku/

n_monitor.html（農林水産省）をご覧下さい。

調査名 危害要因 調査の趣旨
具体的な
調査対象品目

調査点数
（全国）

玄米

精米
（上記玄米をとう精したもの）

タイプＢ
トリコテセン類

国産麦類について、現行のリスク管理措置の有効性
を検証すると共に、アセチル体や配糖体を含めたリ
スク管理措置の必要性を検討するため、全国的な含
有実態、遊離のＤＯＮ、ＮＩＢとそれらのアセチル
体や配糖体との比率及び年次変動を把握。

タイプＡ
トリコテセン類

国産麦類について、リスク管理措置の必要性を検討
するため、全国的な含有実態及び年次変動を把握。

ゼアラレノン
国産麦類について、リスク管理措置の必要性を検討
するため、全国的な含有実態及び年次変動を把握。

国産りんご果汁中
のパツリン含有実
態調査

パツリン
国産のりんご果汁について、現行のリスク管理措置
の効果を検証するための、最新の含有実態を把握。

リンゴ果汁 120

麦類のかび毒の含
有実態調査

国産米中ヒ素の含
有実態調査

ヒ素

科学的な根拠をもって安全であること確認 。 もし
も、無機ヒ素濃度が高ければ、適切なリスク管理措
置を講じるための基礎資料として、米中の無機ヒ素
含有実態を把握。

各500

小麦
大麦

小麦 120
大麦 100

http://www.maff.go.jp/j/nouyaku/n_monitor.html
http://www.maff.go.jp/j/nouyaku/n_monitor.html
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（ウ）有害微生物リスク管理強化対策事業

生鮮野菜を衛生的に保ち、食中毒事件が起きないようにするために「栽培から出荷まで

の野菜の衛生管理指針」（平成23年、農林水産省作成）等を活用し、生産現場における

普及、実践を推進

関東農政局では、管内２産地の野菜の生産に関わるほ場や調製作業場において、野菜

や野菜が触れる機器、用具等などを対象とした微生物検査を実施。その結果を踏まえた

衛生管理の専門家（検査機関）による改善の提案・助言を受け、生産段階での野菜の衛

生管理を推進。専門家が作成したそれぞれの産地の衛生管理マニュアルを活用し、生産

者を対象とした勉強会を開催することにより、産地での衛生管理の改善、レベル向上を

進めた。

①管内２産地の野菜の生産に関わるほ場や調製作業場における微生物検査の様子

②衛生管理の専門家（検査機関）による改善の提案・助言の内容（抜粋）

・収穫用カマが泥の付いたまま保管されています。使用後の

用具は有害微生物が残存している可能性を想定し、汚染拡

大予防の観点から、洗浄ルールを明確化していくことが望

まれます。カマに限らず収穫や調整に使用する用具は、使

用毎に破損の確認と合わせて、洗浄を行いましょう。
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・繰り返し使用する収穫用コンテナは雨などにより泥が多く

ついてしまった場合に洗浄されているだけで、特に定期的

な洗浄をしていません。収穫容器は繰り返し使用するので、

これらを洗浄することになかなか手が出せないと思われま

す。しかしながら、衛生管理に取組むには、定期的に点検

し洗浄することが重要です。

・冷蔵庫内は清掃が不十分な状況です。床や壁の清掃を定期

的（年１～２回）に行うように計画しましょう。なお、必

要のない物品や資材は日頃から除去するようにして、保管

環境の整理整頓も心掛けることが望まれます。

③生産者を対象とした勉強会の概要

衛生管理の専門家（検査機関）が、産地の生産状況に沿った衛生管理マニュアルを作

成。

マニュアルの理解を深めるため、産地の生産者を集め勉強会を開催。食中毒の基礎知

識、収穫時に使用する器具の衛生管理、野菜を取り扱う従事者の健康管理、ほ場での衛

生管理等の必要性、対策について勉強した。

産地の生産者を集めた勉強会の様子

※ 有害微生物等の詳しい内容は、http://www.maff.go.jp/j/syouan/seisaku/risk_anal

ysis/priority/hazard_microbio.html（農林水産省）をご覧下さい。

http://www.maff.go.jp/j/syouan/seisaku/risk_analysis/priority/hazard_microbio.html
http://www.maff.go.jp/j/syouan/seisaku/risk_analysis/priority/hazard_microbio.html


4306

イ 生産資材の適正な使用・管理の推進

（ア）肥料取締法に係る立入検査・改善指導等

肥料生産事業者が肥料取締法を遵守しているかについて監督することを目的に、肥料生

産事業者への立入検査業務を実施

関東農政局では、管内の指定配合肥料生産事業者17事業者に対して立入検査を実施し、

表示の確認を行い、そのうち８事業者に対して改善指導を実施した。

図表Ⅳ-３-４ 平成29年（2017）度関東農政局管内における指導件数及び指導内容

指導件数 主な指導内容

・ 原料の使用実態にあった表示をするよう指導。
８ ・ 肥料中の含有実態にあった表示をするよう指導。

・ 表示されている保証成分を確保するよう指導。

※ 肥料生産事業者に対する立入検査結果は、http://www.maff.go.jp/j/syouan/nouan/k

ome/k_hiryo/kensa_kekka/index.html（農林水産省）をご覧下さい。

（イ）汚泥肥料の放射性セシウム濃度についてのモニタリング

東日本大震災に伴う原発事故を受け、肥料原料となる下水汚泥等の原料汚泥中の放射性

セシウム濃度が200 Bq/㎏以下である汚泥肥料は、流通させて差し支えないとする方針

の下、原料汚泥の管理を実施

関東農政局では、毎月、肥料原料の汚泥排出事業者約230事業者から、出荷した原料

汚泥の放射性セシウム濃度の報告を受け取りまとめを行った。

図表Ⅳ-３-５

関東農政局管内における出荷した原料汚泥の放射性セシウム濃度の報告対象事業者数
（単位：事業者）

平成26年度 27 28 29

管 内 245 238 221 226

資料：関東農政局調べ

○取りまとめの内容（平成29（2017）年度）

関東農政局管内の肥料原料の汚泥排出事業者約230事業者から、出荷された原料汚

泥の放射性セシウム濃度については、全て200Bq/㎏以下であったことを確認した。

※ 独立行政法人農林水産消費安全技術センターが立入検査の際、収去した汚泥肥料の放

射性セシウム濃度の検査結果は、http://www.maff.go.jp/j/syouan/soumu/saigai/hiryo_

kekka.html（農林水産省）をご覧下さい。

http://www.maff.go.jp/j/syouan/nouan/kome/k_hiryo/kensa_kekka/index.html
http://www.maff.go.jp/j/syouan/nouan/kome/k_hiryo/kensa_kekka/index.html
http://www.maff.go.jp/j/syouan/soumu/saigai/hiryo_kekka.html
http://www.maff.go.jp/j/syouan/soumu/saigai/hiryo_kekka.html
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（ウ）飼料の安全性の確保に関する対応

飼料及び飼料添加物の安全性の確保等を図るため、飼料等の供給源の把握及び立入検査

を実施

関東農政局では、飼料の事業者（製造業者・輸入業者）からの届出により飼料の供給

源の把握を行うとともに、独立行政法人農林水産消費安全技術センターと連携し、港湾

サイロ等から飼料を収去し、残留農薬等の試験を行った。

図表Ⅳ-３-６

関東農政局管内における平成29年度（2017）飼料等の製造及び輸入の届出数
（単位：件）

新規 変更 廃止 計

飼料製造 18 200 15 233

飼料輸入 21 134 5 160

飼料添加物製造 3 60 7 70

飼料添加物輸入 4 67 1 72

計 46 461 28 535

図表Ⅳ-３-７ 関東農政局管内における平成29年度（2017）立入検査及び飼料の収去数

立入検査 輸入飼料の収去（件数）

（事業者数） とうもろこし サイロ

17 17 1

○関東農政局管内における平成29年度（2017）残留農薬等の試験結果

平成29年度に収去した飼料については、すべて基準値以下であった。

試験結果は農林水産省Webページで公表。

http://www.maff.go.jp/j/syouan/tikusui/siryo/kouhyo.html

※ 飼料安全法に関する情報は、http://www.maff.go.jp/j/syouan/tikusui/siryo/index.

html（農林水産省）を御覧下さい。

http://www.maff.go.jp/j/syouan/tikusui/siryo/kouhyo.html
http://www.maff.go.jp/j/syouan/tikusui/siryo/index.html
http://www.maff.go.jp/j/syouan/tikusui/siryo/index.html
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（エ）愛がん動物用飼料（ペットフード）の安全性の確保に関する対応

ペットフードの安全性を確保するため、ペットフードの製造業者、輸入業者等に対する

立入検査等を実施

関東農政局では、ペットフードの事業者（製造業者・輸入業者）からの届出により事

業内容の把握を行うとともに、調査を実施し、ペットフード安全法の普及・啓発を行っ

た。

また、ペットフードの販売業者（卸・小売）に対する立入検査を実施し、表示の基準

に違反した事業者に対する指導・助言並びにペットフードの集取・試験を行うことによ

り、成分規格の適合状況等の把握を行った。

図表Ⅳ-３-８ 関東農政局管内におけるペットフードの事業者数

（単位：届出事業者数）

平成25年度 26 27 28 29

製造業者 77 84 96 143 117

輸入業者 23 39 16 26 39

図表Ⅳ-３-９ 関東農政局管内におけるペットフードの

販売業者・製造業者等に対する立入検査等実施数
（単位：事業者数）

平成25年度 26 27 28 29

販売業者（卸・小売） 135 131 96 84 83

製造業者・輸入業者 － 1 2 14 15

注：製造業者・輸入業者については、平成26年度以降実施。

○主な指導内容

・表示事項（名称、賞味期限、原材料名、原産国名、事業者名及び住所）の一部欠落。

・事業者種別が「製造(業)者」、「輸入(業)者」、「販売(業)者」のいずれかになってい

ない。

・犬用又は猫用の記載がない。

・原産国名が邦文表示でない。

※ ペットフード安全法に関する情報は、http://www.maff.go.jp/j/syouan/tikusui/pet

food/index.html（農林水産省）をご覧下さい。

http://www.maff.go.jp/j/syouan/tikusui/petfood/index.html
http://www.maff.go.jp/j/syouan/tikusui/petfood/index.html
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（オ）農薬の適正使用の取組

農薬の適正使用の徹底を図るため、適用作物の誤認などの不注意に起因する農薬の不

適正使用による農薬残留基準値の超過の防止、住宅地周辺や学校等公共施設での農薬使

用に際しての周辺住民や施設利用者への周知、疑義資材の販売や使用の根絶等の取組を

実施

関東農政局では次の①～③の取組を行った。

① 管内で収穫された農産物が農薬残留基準値を超過する事案が発生したことを受け、

県等が実施する原因究明や再発防止に向けた取組に対して指導を行うとともに、残留

基準値の超過に至った原因を踏まえ、生産現場における適正な農薬選択・農薬使用等

について周知。

② 「住宅地等における農薬使用について」の周知のため、管内都県が主催する講習会

や研修会に職員を講師として派遣。

③ 農薬登録を受けることなく、農薬効果を標榜するなどの表示がある資材（疑義資材）

について、表示の是正を行うよう製造者、販売者に対し指導を実施。

①について具体的な指導内容、周知の状況

県等に対し、農薬のラベルに記載されている適用作物、使

用時期、使用方法等を十分確認すること、農薬の使用前後に

は防除器具を点検し、十分に洗浄されているか確認すること

等、農薬の適正使用が徹底されるよう指導、周知した。

また、農薬を使用する機会が増えてくる６月から８月にか

けては、農薬に伴う事故・被害の防止のため、周辺への影響

にも配慮した農薬の安全かつ適正な使用や保管・管理などを

呼びかける「農薬危害防止運動」を実施し、管内各都県と連

携して本運動の推進を図った。

②講師派遣状況

関東農政局管内で都県の農薬管理指導士養成研修の講師

等、合計11回の講師を派遣した。

③疑義資材の是正内容等

関東農政局管内の生産資材製造者１事業者が、農薬登録を受けることなく、商品チラシ

及び会社のホームページにより農薬的効果を謳っていたことから、農薬としての効能効果

を標榜しないよう指導した。

平成29年度農薬危害防止
運動啓発ポスター
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ウ 食品防御の取組

安全な食品を消費者に届けるため、食品への意図的な異物混入から食品を守る食品防御

の取組を推進

平成25（2013）年に発生した冷凍食品への農薬混入事案以降、農林水産省では、

食品事業者が行う食品防御対策を検討。（平成26（2014）年３月17日関係府省庁局

長申合せ）平成28（2016）年５月の伊勢志摩サミットにおいて飲食提供事業者に対

し、食品防御を助言・指導。今後、G20サミットやラグビーワールドカップ、東京

オリンピック・パラリンピック競技大会という国際的に注目の高いイベントが予定

されていることから、飲食提供事業者への食品防御対策の助言・指導を行うことと

している。

関東農政局では、伊勢志摩サミットに併せて開催された管内の関係閣僚会合の飲食提

供事業者に食品防御対策の説明を行った。平成28（2016）年度からは、食品防御対策の

構築に向けた事業者等の実態把握調査行い、また、都県食品産業協議会の総会等で、食

品製造事業者及び外食事業者に対して、食品防御の取組の説明を行っている。

図表Ⅳ-３-10 関東農政局管内の実態把握調査及び説明等実施件数

（単位：件）

平成28年度 29

実態把握調査 ３ ３

説明等 － 15

資料：関東農政局

図表Ⅳ-３-11 食品防御の進め方
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エ 農業生産工程管理（ＧＡＰ）について

農業生産工程管理（ＧＡＰ）とは、農業において、食品安全、環境保全、労働安全

等の持続可能性を確保するための生産工程管理の取組であり、農林水産省では、市場

のグローバル化への対応として、以下の目標を設定し、ＧＬＯＢＡＬＧ．Ａ．Ｐ．、

ＡＳＩＡＧＡＰ及びＪＧＡＰの国際水準ＧＡＰの普及を推進している。

① 平成30（2018）年度中にＧＡＰ指導体制における指導員数を全国で1,000人以上

確保。（平成30年3月31日現在で全国の指導員数は788人、管内では170名）

② ＧＡＰ認証件数を平成31（2019）年度末までに現状の３倍（13,500件）以上に

増加。

ＧＡＰの実施と認証取得の拡大は、2020年東京オリンピック・パラリンピック競技

大会への国産農畜産物の供給の観点だけでなく、農業経営の改善、輸出の拡大、農業

の人材育成等農業競争力の強化を図る観点からも重要とされている。

（参考）
2020年に開催される東京オリンピック・パラリンピック競技大会において、選手村等で提供される飲

食物の食材の調達基準については、国際水準ＧＡＰ認証及び都県による第三者の確認を受けて生産され
た農畜産物となっている。

図Ⅳ-３-11 都県別ＧＡＰ指導員数（平成30年3月31日現在））
（単位：人）

都県 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 山梨県 長野県 静岡県 管内計

指導員数 68 7 0 19 8 13 0 1 0 54 170

資料：関東農政局調べ

図Ⅳ-３-12 都県ＧＡＰの状況

運営主体 ＧＡＰ名称 対象品目

茨城県 茨城県ＧＡＰ規範 野菜、果樹、米、麦

栃木県 栃木県ＧＡＰ規範 野菜、果樹、米、麦、その他作物（食用）

群馬県 群馬県ＧＡＰ 野菜、果樹、米、麦

埼玉県 埼玉スマートＧＡＰ 野菜、果樹、米、麦、茶

千葉県 ちばＧＡＰ 野菜、果樹、米、麦、その他作物（食用）

東京都 東京都ＧＡＰ 野菜、果樹

神奈川県 神奈川県ＧＡＰチェックシート 野菜、果樹、米、麦、茶

山梨県 やまなしＧＡＰ 野菜、果樹、米

長野県 長野県ＧＡＰ 野菜、果樹、米、麦、その他作物（非食用）、きのこ

静岡県 しずおか農林水産物認証制度 野菜、果樹、米、茶、きのこ

資料：関東農政局調べ
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図Ⅳ-３-13 都県版第三者による確認体制整備状況

（平成30（2018）年８月末現在）

運営主体 名称 運用開始 認証経営体数

茨城県 茨城県ＧＡＰ第三者確認制度 平成29年12月 29

栃木県 とちぎＧＡＰの第三者確認制度 平成30年４月 -

群馬県 群馬県「ＧＡＰ確認」 平成30年６月 -

埼玉県 Ｓ－ＧＡＰ農場評価制度 平成28年10月 375

千葉県 千葉ＧＡＰ制度 平成30年２月 46

東京都 東京都ＧＡＰ認証制度 平成30年４月 -

神奈川県 － － -

山梨県 やまなしＧＡＰ認証制度 平成29年７月 309

長野県 － － -

静岡県 しずおか農林水産物認証制度 平成18年６月 1,133

資料：関東農政局調べ

図表Ⅳ-３-14 ＧＡＰの導入・実践の流れ

・農業生産工程管理（GAP）に関する情報

http://www.maff.go.jp/j/seisan/gizyutu/gap/index.html（農林水産省）

・農業生産工程管理（GAP）とは

http://www.maff.go.jp/j/seisan/gizyutu/gap/g_summary/index.html（農林水産省）

・国際水準GAPの取組拡大に向けた指導の手引き

http://www.maff.go.jp/j/seisan/gizyutu/gap/attach/pdf/170714-9.pdf（農林水産省）

・都道府県別指導体制状況について

http://www.maff.go.jp/j/seisan/gizyutu/gap/170714.html（農林水産省）

①農場利用計画・点検項目等

の作成

農業生産を行う上で必要な関

係法令等のないように即して

各点検項目手順書を作成

②実践・記録

点検項目等に

沿って農作業を

行い、記録

③点検･評価

点検項目等と記

録の内容を基に

点検を行い、結

果を保存

④見直し・改善

改善が必要な部

分を把握して見

直し、次作付け

で活用

導入によるメリット：食品安全・環境保全・労働安全・経営改善

http://www.maff.go.jp/j/seisan/gizyutu/gap/index.html
http://www.maff.go.jp/j/seisan/gizyutu/gap/g_summary/index.html
http://www.maff.go.jp/j/seisan/gizyutu/gap/attach/pdf/170714-9.pdf
http://www.maff.go.jp/j/seisan/gizyutu/gap/170714.html
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（４）消費者の信頼の確保

ア 食品表示の適正化

食品表示の適正化を図るため、地方農政局等の職員が監視・指導

食品表示は、消費者が食品を摂取する際の安全性の確保や自主的かつ合理的な食品

の選択の機会の確保に資する重要な情報の一つであり、その適正化を図ることは食品

に対する消費者の信頼を確保する上で極めて重要である。

このため、農林水産省では、原材料や原産地等の品質に関する表示の適正化を図る

ため、新たな原料原産地表示制度に関する事業者等からの相談に対応するとともに、

食品表示法並びにＪＡＳ法に基づき地方農政局等の食品表示監視担当職員による監

視・指導を行っている。

具体的には、表示状況調査あるいは食品表示110番や科学的な分析等を通じて得ら

れた疑義情報について、各流通段階における立入検査等を実施し、不適正な表示を確

認した場合には、改善のための指示・公表を行うなど、食品表示の適正化を推進する

ため、厳格な対応を行っている。

（ア）生鮮食品等の表示状況調査の実施

平成29（2017）年度は、小売業者、中間流通業者

（卸売業者、製造業者等）を日常的に巡回し、生鮮

食品については名称、原産地等が、加工食品につい

ては名称、原材料名、原料原産地名等が、それぞれ

適正に表示されているかどうかを、また、有機農産

物については有機ＪＡＳマークが付された上で適正

に「有機○○」等と表示されているかどうか等の調

査を行った。

（イ）食品表示110番による監視

広く国民から不適正な食品表示に関する情報等を受け付けるため食品表示110番を設置

している。平成29（2017）年度においても引き続き、不適正な食品表示に関する情報提供

等を受け付け、対応を行った。

図表Ⅳ-３-16 食品110番の受付件数（管内）
（単位：件）

平成25年度 26 27 28 29

食品表示110番受付件数 5,176 4,321 1,984 1,172 1,077

うち情報提供（違反情報） 789 551 401 305 285

資料：関東農政局調べ

図表Ⅳ-３-15
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（ウ）立入検査、改善指導等

生鮮食品等の表示状況調査、食品表示110番の情報等を活用し、食品表示について食品

表示法並びにＪＡＳ法違反の疑いのある業者に対し、事実確認のため、法令に基づく立入

検査等を行い、不適正表示を確認した場合には、指示・公表することを基本とし、常習性

がなく過失による一時的なものであることが明らかであり、かつ、改善方策を講じている

場合は、指導を行った。

図表Ⅳ-３-17 国が実施した管内の食品表示法に基づく指示・公表の状況（平成29年度）

公表日 品 目 違 反 内 容

H29. 6.13 畜 産 物 加 工 小分けし販売したチーズについて、容器包装の重量を含む重量を内容
品 量として表示し販売していた

H29. 8.25 そうざい 輸入された加工食品を小分け包装したそうざいに、原産国名を表示せ
ず販売していた

H29.10.24 生鮮水産物 輸入品のメバチマグロ、ホンマグロに原産国名を表示せず、水域名の
みを表示し販売していた

※ 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は、http://www.maff.go.jp

/j/jas/kansi/shido.html（農林水産省）をご覧下さい。

（エ）新たな加工食品の原料原産地表示制度の周知

食品表示法に基づく食品表示基準が平成

29（2017）年９月に改正され、これまで一

部の加工食品のみに義務付けられていた原

料原産地表示について、全ての加工食品を

対象に、重量割合上位１位の原材料の原産

地を、原則として国別重量順で表示する新

たな制度が始まった。

関東農政局では、巡回調査時における小

売業者、製造業者等へのチラシ配布による

周知のほか相談窓口において、食品関連事

業者等からの相談対応や消費者への制度の

周知等を行っている。

なお、平成29（2017）年９月１日から平

成34（2022）年３月31日までは、食品メー

カー等が準備をする猶予期間としており、準備ができた商品から順次表示される。

※ 加工食品の原料原産地表示制度に関する詳しい内容は、http://www.caa.go.jp/polic

ies/policy/food_labeling/quality/country_of_origin/（消費者庁）をご覧下さい。

図表Ⅳ-３-18 新たな加工食品の原料原産

地表示制度での表示例

http://www.maff.go.jp/j/jas/kansi/shido.html
http://www.maff.go.jp/j/jas/kansi/shido.html
http://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/quality/country_of_origin/
http://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/quality/country_of_origin/
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イ 食品のトレーサビリティ

食品事故等発生時の円滑な原因究明と商品回収等に資するトレーサビリティ

食品のトレーサビリティは、コーデックス委員会において「生産、加工及び流通の

特定の一つ又は複数の段階を通じて、食品の移動を把握できること」と定義されてい

る。

トレーサビリティは、食品事故等の問題があったときに、食品の移動ルートを書類

等で特定し、遡及・追跡して、原因究明や商品回収等を円滑に行えるようにする仕組

みである。

我が国においては、牛、米穀等のトレーサビリティが義務化されている。また、義

務化されていない食品についても、自主的な取組が着実に促進されるよう、食品トレ

ーサビリティの意味や効果、業種ごとの取組の進め方などを解説したマニュアルを活

用し、食品事業者への普及・啓発を行っている。このほか、地域におけるセミナー・

講習会等の開催、相談窓口の設置、指導員による普及促進活動等を行う都道府県等の

取組を支援している。

※ コーデックス委員会とは、消費者の健康の保護、食品の公正な貿易の確保等を目的として、昭和38
（1963）年に国連食糧農業機関（FAO）及び世界保健機関（WHO）により設置された国際的な政府間機関。
国際食品規格の策定等を行っている。我が国は昭和41（1966）年から同委員会に加盟。

（ア）米トレーサビリティ法及び食糧法遵守事項に基づく監視・指導

米穀等の適切かつ円滑な流通の確保のため、米トレーサビリティ制度の周知や米トレー

サビリティ法及び食糧法遵守事項に基づく監視・指導を実施

図表Ⅳ-３-19 米トレーサビリティー制度の概要
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○米トレーサビリティ制度の周知

制度の開始から７年が経過したものの、未だ一部事業者において米トレーサビリティ法

の認知が十分ではないことから、法制度の定着を図るため、米穀事業者及び一般消費者に

対して、制度説明、パンフレットの配布を実施し、生産、流通、製造、小売、外食及び消

費の各段階に応じて制度を周知・普及を図っている。なお、平成29年度においては、延べ

530箇所に出向き、周知・普及を実施した。

○米トレーサビリティ法に基づく監視・指導

米穀等の取引記録の作成・保存状況や消費者に対する産地情報伝達の履行状況を確認す

るため、外食事業者を中心に立入検査を実施し、適正に履行していない事業者に対しては、

改善を指導している。

○食糧法遵守事項に基づく監視・指導

飼料用米等用途が限定された米穀の適正流通を確保するため、用途以外の目的で出荷・

販売をしない等の遵守すべき事項について、生産者・出荷販売事業者等に対し立入検査を

実施して確認し、適正に履行していない事業者に対しては、改善を指導している。

○米穀流通監視相談窓口

米トレーサビリティ制度に対する問い合わせ、不適正な米穀の流通に関する情報の提供

等に対応するため、関東農政局及び関東農政局管内都県域拠点に「米穀流通監視相談窓口」

を設置し受け付けを行っている。

図表Ⅳ-３-20 米穀流通監視相談窓口の受付件数（管内）
（単位：件）

平成25年度 26 27 28 29

米穀流通監視相談受付件数 254 240 140 106 106

資料：関東農政局調べ

※ 米トレーサビリティ制度の詳しい内容は、http://www.maff.go.jp/j/syouan/keikaku

/beikoku/index.html（農林水産省）をご覧下さい。

http://www.maff.go.jp/j/syouan/keikaku/beikoku/index.html
http://www.maff.go.jp/j/syouan/keikaku/beikoku/index.html
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（イ）牛トレーサビリティ制度の監視・指導

牛トレーサビリティ制度の信頼を確保するため、牛の生産段階及び牛肉の流通段階にお

ける監視・指導を実施

「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」に基づいて、ＢＳ

Ｅのまん延防止措置の的確な実施や牛肉の安全性に対する信頼確保を図るため、牛を個

体識別番号により一元管理するとともに、個体識別情報の提供の促進などを目的として

牛トレーサビリティ制度を運用している。

関東農政局では、牛の生産段階において管理者（飼育農家）に対し、耳標の装着や出

生、異動等の届出の徹底を図るため、調査と指導を行った。また、牛肉の流通段階にお

いては、食肉販売業者等に対し、適正な個体識別番号の表示・伝達及び帳簿の備え付け

がなされているか等の調査と指導を行った。

図表Ⅳ-３-21 国が実施した管内の牛トレーサビリティ法に基づく勧告・公表の状況

（平成29（2017）年度）

実施日 段階別 違 反 内 容

H29.12.22 流通段階 特定料理について、事実と異なる牛の個体識別番号を表示して提供

注：特定料理とは、焼き肉、しゃぶしゃぶ、すき焼き、ステーキをいう。

図表Ⅳ-３-22 生産者段階及び流通段階における管内対象者数

生産段階 流通段階

※1 ※2 ※3 食肉販売 特定料理
飼養戸数（戸） 飼養頭数（頭） と畜者 事 業 者 提供業者

64,000 3,842,000 28 10,621 4,348

資料：生産段階（※1及び※2は畜産統計、※3は関東農政局調べ 平成30年2月1日現在）、
流通段階（関東農政局調べ 平成30年2月1日現在）

注：特定料理提供業者とは、特定料理の提供の事業を行うものであって、料理の提供を主たる事
業とし、かつ、提供する料理が主として特定料理である者。

※ 牛トレーサビリティ制度の詳しい内容は、http://www.maff.go.jp/j/syouan/tikusui

/trace/index.html（農林水産省）をご覧下さい。

http://www.maff.go.jp/j/syouan/tikusui/trace/index.html
http://www.maff.go.jp/j/syouan/tikusui/trace/index.html
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（ウ） 食品産業事業者等による入出荷記録の作成・保存の取組推進

食品事故等発生時の原因究明や商品回収等を円滑に行えるようにするため、生産、加工、

流通等の各段階で商品の入荷と出荷に関する記録を作成・保存しておく食品トレーサビ

リティの取組を推進

関東農政局では、都県の食品産業協議会等を通じて、生産者や流通加工業者に対して、

「実践的なマニュアル」（平成26（2014）年３月農林水産省作成）の配布や説明を行い、

同マニュアルに基づいた食品トレーサビリティの取組を推進した。

※「実践的なマニュアル」は、業種ごとにトレーサビリティの取組要素を3つのステップに分け、食品
トレーサビリティに取り組んでいない事業者でも簡単に取り組めるよう、図やイラストを多く掲載し、
取組みのヒント（One Point!）や事例を紹介して、徐々にステップアップできるように解説している。

業種ごとに作成した「実践的なマニュアル」

図表Ⅳ-３-23 流通加工業者における内部トレーサビリティの状況

資料：農林水産省「農林水産情報交流ネットワーク事業全国調査」

※ 食品トレーサビリティ制度の詳しい内容は、http://www.maff.go.jp/j/syouan/seisa

ku/trace/index.html（農林水産省）をご覧下さい。
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（５）農作物の輸出促進に係る植物検疫対応について

農産物の輸出促進に向け、輸出先国が定める植物検疫等の課題解決に向けた情報提供な

ど、輸出に取り組む産地の支援を実施

関東農政局は次の①～③の取組を行った。

① 関東農政局では、輸出に取り組む産地を訪問し、情報提供及び意見交換により、産

地が抱える植物検疫等の課題を把握。産地の要望に応じて農林水産省委託事業「輸出

先国の規制に対応するためのサポート体制整備事業」のサポート事務局に依頼し専門

家の派遣を行った。

② 関東から台湾へ輸出しているもも、りんご等生果実について、台湾当局による現地

査察への同行を行った。

③ 新たに輸出に取り組む産地への啓発のため、輸出に取り組む産地や二国間合意に基

づく検疫条件を満たした産地情報等を収集し、関東版のマップ（農作物の主な輸出産

地）を作成。関係者に情報共有を行った。

ア 諸外国向け農産物の輸出解禁及び条件緩和の動き

農林水産省では、農産物の輸出環境整備のため、諸外国に対し輸出解禁要請を行ってお

り、平成29（2017）年度は米国向け日本産かき生果実の輸出解禁、EU向けかんきつ生果実

の輸出条件緩和など、新たな品目の輸出が可能となった。

関東農政局管内では、平成29（2017）年１月にベトナム向け日本産なし生果実の輸出が

解禁され、茨城県から輸出が行われている。

イ 輸出に取り組む産地への情報提供

輸出に取り組む産地へ、平成27（2015）年度以降の輸出解禁

及び検疫条件緩和の情報、諸外国に植物等を輸出する場合の検

疫条件一覧（早見表）、輸出先国の規制に対応するためのサポー

ト事業パンフレット等を配布するなど、情報提供を行ってきた。

産地を訪問し意見交換を行う中で、植物検疫等の規制に対し

て産地が抱える課題について把握、産地の要望に応じてサポー

ト事務局に専門家の派遣を依頼し、専門家から相手国が求める

植物検疫条件や残留農薬基準等のサポートが行われた。

ウ 台湾当局による台湾向け生果実の現地査察

りんご、なし、もも及びすももの生果実について、毎年台湾側検査官による現地査察が

行われている。関東農政局は、台湾側検査官が行う登録選果こん包施設及び生産園地の査

察への立会を行い、台湾への生果実の輸出促進に向け対応している。

※ 植物検疫に関連して輸出に取り組む産地情報や、農産物の輸出促進に向けた支援制度

の詳しい内容は、http://www.maff.go.jp/j/syouan/syokubo/keneki/171004.html（農林

水産省）をご覧下さい。

サポート事業パンフレット

http://www.maff.go.jp/j/syouan/syokubo/keneki/171004.html
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図表Ⅳ-３-24 輸出に取り組む産地情報

資料：農林水産省「農作物の主な輸出産地（関東）」
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（６）動植物防疫措置の強化

ア 特定家畜伝染病の発生に備えた対応

高病原性鳥インフルエンザ等の特定家畜伝染病発生時に迅速かつ的確に対応するため、

防疫支援体制を整備するとともに、都県との連携体制を維持・強化

関東農政局では次の①～③の取組を行った。

① 関東農政局特定家畜伝染病対策マニュアル等を整備するとと

もに、高病原性鳥インフルエンザ等の発生時における都県から

の防疫作業の支援要請を想定した職員の防護服の着脱演習を

行った。

② 発生県（千葉県）の職員を招き、発生時の初動対応や課題等

について管内都県担当者と共有する会議を開催した。

③ 特定家畜伝染病発生時に連携した対応が図られるよう都県が

開催する防疫演習等に参加した。

図表Ⅳ-３-25 関東農政局管内での鳥インフルエンザの発生状況（平成20年以降）

発生年月 発生県 種類 防 疫 の 内 容

採卵鶏
H23.03 千葉県 約35,000羽 患畜等のと殺、死体の処理、汚染物品の処理、家

肉用鶏 きん舎等の消毒、家きんの移動制限等。
約62,000羽

採卵鶏 患畜等のと殺、死体の処理、汚染物品の処理、家
H29.03 千葉県 約62,000羽 きん舎等の消毒、家きんの移動制限等。

図表Ⅳ-３-19 国内防疫の取組

資料：農林水産省「最近の家畜衛生をめぐる情勢について」

※ 家畜の伝染性疾病の発生予防やまん延防止の詳しい内容は、http://www.maff.go.jp/

j/syouan/douei/katiku_yobo/k_bousi/index.html（農林水産省） をご覧下さい。

防護服の着脱の様子

http://www.maff.go.jp/j/syouan/douei/katiku_yobo/k_bousi/index.html
http://www.maff.go.jp/j/syouan/douei/katiku_yobo/k_bousi/index.html
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イ 病害虫の発生予防及びまん延防止

（ア）病害虫の発生予察情報に基づくまん延防止

農作物の安定生産のためには、適期の病害虫防除が必要なことから、病害虫防除が適切

に実施されるよう、発生予察事業による病害虫の発生予測を行い適期防除を推進

関東農政局では、管内10都県が指定有害動植物の発生予察を円滑に行えるよう植物防

疫事業交付金を交付するとともに、指定有害動植物発生予察事業計画と有害動植物の発

生状況及び防除の実施状況の取りまとめを行った。

図表Ⅳ-３-26 関東農政局管内における発生予察情報の発表件数

単位：件

資料：関東農政局調べ

※ 発生予察事業の詳しい内容は、http://www.maff.go.jp/j/syouan/syokubo/gaicyu/in

dex.html（農林水産省）をご覧下さい。

29年度 28年度 29 28 29 28 29 28
茨　城 - 1 3 2 12 12 - -
栃　木 4 2 1 1 12 12 - -
群　馬 1 1 1 2 12 12 - -
埼　玉 2 1 1 1 10 10 - -
千　葉 - 3 1 1 11 11 - -
東　京 3 1 - - 8 8 - -
神奈川 3 5 2 2 11 11 - -
山　梨 - - - - 11 11 - -
長　野 1 2 1 4 6 6 - -
静　岡 4 4 1 - 12 12 - -
管内計 18 20 11 13 105 105 - -

特殊報 注意報 発生予報 警報

http://www.maff.go.jp/j/syouan/syokubo/gaicyu/index.html
http://www.maff.go.jp/j/syouan/syokubo/gaicyu/index.html


4323

（イ）植物の移動規制等の対策強化

国内にまん延すると有用な植物に重大な損害を与えるおそれがある重要病害虫が発見

された場合には、植物防疫法に基づき、「重要病害虫発生時対応基本指針」に従い、そ

の病害虫を駆除し、及びまん延を防止するために必要な措置を迅速かつ的確に実施

関東農政局では、以下の重要病害虫のうち①②に対して、まん延防止対策に取り組む

都県等への消費・安全対策交付金の交付により対策の支援を行った。また、③について

は関係機関に対して移動規制に関する周知を行った。

① ウメ輪紋ウイルス

平成21年４月に東京都において初めてウメ輪紋ウイルスによる植物の病気の発生が確

認されて以降、ウメ輪紋ウイルスのまん延防止に取組み、平成29年度においても東京都

及び神奈川県で、規制対象植物の移動を禁止するとともに、感染植物の処分等を実施。

また、東京都青梅市は、悉皆調査、宿主植物の消毒、即時伐採の強化対策を実施。

② テンサイシストセンチュウ

平成29年９月に長野県において国内で初めてテンサイシストセンチュウが確認され,

直ちに長野県は、当該センチュウが確認された区域でのあぶらな属植物等の作付けの禁

止、当該区域からの規制対象植物を移動制限し、土壌消毒を実施。また、上記対策に加

え今後の対策として、長野県は農薬登録に向けた試験や侵入経路解明等の試験研究を実

施。

③ イモゾウムシ、アリモドキゾウムシ及びアフリカマイマイ

関東農政局管内において、移動規制の対象となる植物等が移動規制対象地域から持ち

込み又は持ち出される可能性のある地域の関係機関に対して、移動規制に関する周知を

実施。

テンサイシストセンチュウとは

てんさい等のふだんそう属植物やあぶらな属

植物等に寄生し、特にてんさい生産において甚

大な被害を及ぼすことが知られています。

てんさいでは生育の遅れや黄化症状、地上部

のしおれなどが見られ、枯死する場合もある。

被害株の地下部はひげ根が異常に増え、奇形

となり収量が著しく低下する。

人畜には無害であり、本線虫が付着した野菜

を食しても人の健康を害することはない。

出典：農林水産省Webサイト(http://www.maff.go.jp/j/s
youan/syokubo/keneki/hs.html)を加工して作成。

※ 重要病害虫発生時対応基本指針の詳しい内容は、http://www.maff.go.jp/j/syouan/s

yokubo/keneki/k_kokunai/ap/ap.html（農林水産省）をご覧下さい。

図 テンサイシストセンチュウ

Ａ Ｂ Ｃ

Ａ：ふだんそう属の被害根
Ｂ：雌成虫 Ｃ：幼虫

http://www.maff.go.jp/j/syouan/syokubo/keneki/k_kokunai/ap/ap.html
http://www.maff.go.jp/j/syouan/syokubo/keneki/k_kokunai/ap/ap.html
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（ウ）防除技術の高度化

生産コストの削減、生産者所得の向上実現のため、先端技術を活用したIPM技術体系の

確立の取組支援やドローン等の無人航空機を活用した農薬散布の防除方法等の普及、指

導を実施

関東農政局では、都県等に対して｢先端技術を活用したIPM技術体系の確立｣の取組や、

農業協同組合等が実施する「IPM実践地域の育成｣の取組について、消費・安全対策交付

金の交付により取組の支援を行った。

また、「空中散布等における無人航空機利用技術指導指針」に基づき、安全かつ適正

な空中散布の実施の指導を行った。

自動走行台車による水散布

※ 総合的病害虫・雑草管理（IPM)及び農林水産航空事業の詳しい内容は、http://www.m

aff.go.jp/j/syouan/syokubo/gaicyu/index.html（農林水産省）をご覧下さい。

http://www.maff.go.jp/j/syouan/syokubo/gaicyu/index.html
http://www.maff.go.jp/j/syouan/syokubo/gaicyu/index.html

