
【消費者への情報発信】

消費者の関心が高い「アクリルアミド」等をテーマに、消費者団体等と

の意見交換会（４県、38 団体、73 名）及び出前講座（10 回、396 名）を

実施し、また、メールマガジン「消費者情報九州」(毎月２回)及びミニコ

ミ誌「消費生活通信」(奇数月 15 日) を発行しました。 

 熊本地方合同庁舎Ａ棟１階に「消費者の部屋」を設け、農林水産省の施

策の中からテーマを決め、特別展示を年間 27 回実施するとともに、各種

イベント会場に出向いて「移動消費者の部屋」を年６回開設しました。 

「国の施策を知り理解を深めてもらう」ことを 

目的に、夏休み特別イベント「しっとっと？国の 

お仕事～夏休み見学デー～」を、国の他の出先機 

関等の協力も得て、平成 30（2018）年８月１日～ 

２日に開催しました（来場者 1,069 名）｡ 

 これらの取組を通じ、食の安全に関する情報を 

消費者に提供しています。 

食 － 消費者の信頼確保 －

【食品表示の適正化の確保に向けた取組】 

食品関連事業者等に対し、食品表示制度の遵守状況を調査するとともに、

食品表示110番の設置により、食品表示偽装等にかかる外部からの情報提

供を受け付けています。 

不適正表示を確認した場合には、表示の改善を図る 

よう指導を行っています。 

加工食品の原料原産地表示制度については、令和４ 

(2022)年３月末の完全実施に向け、パンフレットの配 

布や説明会の開催を通じて周知を図るとともに、表示 

方法や疑問点等については、相談窓口を設置して対応 

しています。

【米穀等の適正かつ円滑な流通の確保に向けて】

米穀等の適正かつ円滑な流通を確保するため、米トレーサビリティ法

で、米穀事業者による米穀等の取引等の記録の作成・保存や産地情報の 

伝達を義務付けており、また、食糧法で、用途限定米穀について、その定

められた用途以外に使用する目的で出荷・販売する 

ことを禁止しています。 

九州農政局では、これらの法律に基づき、米穀の 

出荷・販売事業者、食料品製造事業者及び外食事業 

者に対する巡回立入検査による監視・指導等を行っ 

ています。 

夏休み特別イベント

小売店舗での調査

外食店の産地情報の伝達例
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【家畜伝染病発生への備えと迅速な防疫対応】 

 九州管内では平成 29（2017）年２月の佐賀県における高病原性鳥インフルエ

ンザの発生以降、特定家畜伝染病は発生していませんが、国内では 26 年振りと

なる豚コレラが平成 30（2018）年９月に岐阜県で発生し、平成 31（2019）年２月

には愛知県等でも豚コレラの発生があり、また、近隣諸国では平成 30（2018）

年９月に中国でアフリカ豚コレラが発生し、平成 31（2019）年に入りモンゴル、

ベトナム等に拡大しており、口蹄疫や鳥インフルエンザも継続して発生してい

ます。 

国内や近隣諸国で家畜伝染病が続発する中、農

場での予防対策と家畜伝染病発生時の迅速かつ的

確な防疫対応が重要であることから、九州農政局

では各県の防疫対策を消費・安全対策交付金等に

より支援するとともに、発生県からの防疫措置に

対する人的支援の要請に備えた支援登録者リスト

の作成、実際に高病原性鳥インフルエンザ等の発

生を想定した演習を行っています。 

【重要病害虫の侵入から国内農産物を守る取組】 

世界には農産物に重大な損害を与える病害虫（以下「重要病害虫」という。）

が多数存在します。九州は温暖で大陸等に近いことから、重要病害虫が侵入し、

まん延するリスクが高い地域です。 

 平成 27(2015)年９月以降、鹿児島県の奄美大島でミカン

コミバエ種群※が多数確認されました。このため、同年 12

月から平成 28(2016)年７月までの７ヶ月間に緊急防除に

取り組み、誘殺板等による本虫の駆除及びポンカンやタン

カン等の寄主果実 1,800ｔ余りの廃棄により本虫の根絶に

至りました。 

 九州農政局では、重要病害虫の発生や拡大を防止するた

め関係機関や各県担当部局と年間を通して病害虫の発生状

況を共有するとともに、消費・安全対策交付金等により、

防除等への支援を行っています。 

※ 体長は７～８㎜程度。中国、台湾、東南アジア、ハワイ諸島などに分布。成虫は１～２ヶ月以上 

の間に千個以上の卵を産み、１年間に数世代の世代交代を繰り返す。

食 － 農畜産物の防疫対策 －

演習での防護服の着脱
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【実践の環
わ

を広げよう】 

【第３次食育推進基本計画の重点課題】 

１ 若い世代を中心とした食育の推進 

２ 多様な暮らしに対応した食育の推進 

３ 健康寿命の延伸につながる食育の推進 

４ 食の循環や環境を意識した食育の推進 

５ 食文化の継承に向けた食育の推進 

市町村数
作成済み
市町村数

作成割合
（％）

1,741 1,476 84.8

233 192 82.4

福 岡 県 60 40 66.7
九 佐 賀 県 20 20 100.0
長 崎 県 21 21 100.0
熊 本 県 45 34 75.6
大 分 県 18 18 100.0

州 宮 崎 県 26 19 73.1
鹿 児 島 県 43 40 93.0

九 州

資料： 農林水産省「平成30年度食育推進計画等に関する調査」

区　　分

全 国

食育推進計画の作成状況（平成31（2019）年３月）

※第３次食育推進基本計画では、食育推進計画を 
作成・実施している市町村の割合を、2020年度まで 
に100％とする目標を設定。 

会場の風景

～食育の推進に当たっての
　 　　　　　目標値（抜粋）～

作成時の値
（2015年度)

現状値
(2017年度)

目標値
(2020年度)

・朝食を欠食する若い世代の割合 24.7% 23.5% 15%以下

・農林漁業体験を経験した国民
 （世帯）の割合

36.2% 36.3% 40%以上

・伝統的な料理や作法等を継承し
 伝えている国民の割合

41.6% 37.8%  50%以上

・食育推進計画を作成・実施して
　いる 市町村の割合

76.7% 79.3% 100%

コラム【「第13回食育推進全国大会inおおいた」開催】

平成 30（2018）年６月 23・24 日の２日間、大分市において「第 13 回食

育推進全国大会 in おおいた」が開催されました。会場には 33,500 人に上

る多くの方が来場し、期間中、九州農政局ではブースを出展するとともに、

「食べて学ぶ日本の文化」と題してシンポジウムを開催し、伝統的な食文

化への理解の促進や継承の推進を図りました。 

また、同大会では、農林水産省主催の 「第２回食育活動表彰」が行われ、

九州地域からは、「佐伯市食育推進会議」（詳細は取組事例参照）が、食育を人

づくり・地域づくりに繋げる取組で農林水産大臣賞を受賞したほか、歌とダンスで

食育活動を展開している「育ドル娘＆育ドルDream」、土壌微生物の力による野菜

作りの普及啓発に努めている「SKO48」、子ども達に命のつながりを伝える活動をし

ている「はかた一番どり推進協議会」が消費・安全局長賞を受賞しました。

第３次食育推進基本計画に基づく市町村の食育推進計画の作成状況は、

全国 84.8％、九州 82.4％となっています。 

九州農政局では、食育についての理解の促進や関係者相互の連携の推進

を目的として、毎年、交流会などを行っており、平成 30（2018）年 12 月に

は、若い世代への食育を推進するため、熊本県立大 

学と連携し、プロサッカーチームのロアッソ熊本か 

ら３名の選手を招くとともに、同大学の栄養学専門 

の准教授に協力を得てシンポジウムを開催し、参加 

者に健全な食生活の実践を促しました。

食 － 食育 －
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■直売所の年間販売金額（百万円）
全国 九州

0%
50%

100%

九州

全国

75.0

82.9

9.7

6.4

10.5

7.6

4.8

3.2

■年間販売金額別の直売所の割合（H28）

5千万円未満 ５千万～１億円
１億～３億円 ３億円以上

【九州の農産物直売所の状況】 

 全国の直売所の年間販売額は約１兆円、九州では、1,800 億円を売り上げ

ており、九州の直売所で年間販売金額が１億円を超えている割合は約 15％

と、全国の約 11％を上回っています。 

食料の安定供給の確保 －地産地消－食 － 地産地消 －

九州経済連合会が行う「社食で地産地消」の取組に協力

し、事業実行委員会に参画しました。 

平成30（2018）年11月には、89箇所の社員食堂等で地産地

消メニューの提供や農産物の出張直売が行われ、九州産食材

の認知度向上や販路拡大等に一定の役割を果たしました。 
「社食で地産地消」の連携事例 

農産物直売所

企業の社食等給食事業者  

食材発注

資料：6次産業化総合調査 

コラム【「社食で地産地消」の取組】

【地産地消等優良活動の取組を表彰】 

 九州農政局では、創意工夫ある地産地消や国産農林水産物の消費拡大の

取組を表彰しています。平成 31（2019)年２月に開催した「地産地消等推進

フォーラム」では、九州農政局長賞を７団体に授与するとともに、特別講演

やパネルディスカッションを行いました。 

受賞団体の取組概要は、九州農政局ホームページをご覧下さい。 

http://www.maff.go.jp/kyusyu/press/keiei/attach/pdf/18122

1-1.pdf

有機液肥を利用した資源循環型農業

への理解を深めるための稲作体験

高校生と連携し、阿蘇の草原を維持させるため

に欠かせない「あか牛」を使ったレシピ開発
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地域別フードバンク活動団体数（H29.1）  

資料：28 年度フードバンク活動実態把握調査（農林水産省委託事業抜粋） 

※１ 地域の子供等を対象に無料又は安価で栄養のある食事や温かな団らんを提供する取組。 

※２ 生産・流通・消費等の過程で発生する未利用食品を食品企業や生産現場等からの寄付を受けて、必要と

している人や施設等に提供する取組。農林水産省では食品ロス削減を図る一つの手段としてフードバンク

活動を支援しています。 

【食品ロス削減に向けた取り組み】

わが国における「まだ食べられるのに捨てられている食品(食品ロス)
」の発生量は年間で646万トンと推計（平成27（2015）年）され、国民 
一人当たりの食品ロス量は1日約139グラムとお茶碗1杯のご飯の量に相 

当する分が廃棄されています。食品ロス削減が喫緊の課題となっている
中、食品製造過程で発生する規格外品や賞味期限が近づいたといった理
由から廃棄されてしまう食品・食材を企業から引き取り、こども食堂※ １

などの福祉施設へ無償で提供するフードバンク※ ２活動が年々増加してい
ます。また、食品ロスの削減を推進するための「食品ロスの削減の推進
に関する法律」が令和元(2019)年５月24日に成立しました。 

食 － 食品ロスの削減 －

コラム【フードバンクの情報交換会】

九州農政局では、平成 31（2019）年２月にフードバンク団体と食品企業を

対象に、情報交換・マッチングを目的とした「フードバンク活動促進情報交

換会」を開催しました。情報交換会では、先進的な取り組みを行うフードバ

ンク団体や、既にフードバンク団体へ食品提 

供を行う食品企業から取組事例報告を行いま 

した。出席者からは、「フードバンクの詳し 

い活動内容を知ることが出来た」「食品ロス 

削減の取組として積極的に参加したい」とい 

った感想が出されました。         

国内のフードバンク活動団体の推移 

食品ロスと「ＳＤＧｓ」

平成 27（2015）年９月の国連サミットで 150 を超える加盟国首脳 

参加のもと採択された「持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）」におい 

て、食品ロスについても 2030 年までに小売・消費レベルにおける世  

界全体の一人当たりの食料破棄を半減させる目標が掲げられています。 

 また、令和元（2019）年５月に開催されたＧ20 新潟農業大臣会合において、食料

の損失・廃棄の削減の達成に向けた閣僚宣言が採択されました。
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