
農政－１ 北海道職員「獣医師」の募集について 

 

北海道庁では、家畜保健衛生所、（総合）振興局保健環境部保健行政室又は地域保健室（以下「保

健所」という。）、保健環境部環境生活課、食肉衛生検査所に勤務する獣医師を募集しています。 

 

今後の採用選考実施予定日及び採用予定数はとおりとなっています。 

 

実施予定日 申込期限 会場 採用予定日 

９月 ３日（金） ８月２５日（水） 札幌 １１月１日 

１０月 ２日（土） ９月２２日（水） 札幌・八戸・東京・大阪 １２月１日 

１１月 ５日（金） １０月２７日（水） 札幌 翌１月１日 

１２月 ３日（金） １１月２４日（水） 札幌 翌２月１日 

翌１月１５日（土） １２月２７日（月） 札幌・東京・大阪 翌４月１日 

※ 令和４年３月 31 日までに実施される国家試験において獣医師の資格を取得する見込みの方 

は、令和４年４月１日の採用を予定しています。 

 

採用予定箇所 職務内容 採用予定数 

家畜保健衛生所 家畜衛生の業務 ２５名 

保健所、食肉衛生検査所、

保健環境部環境生活課 
食品衛生、環境衛生及び動物愛護の業務 ４７名 

 

詳細は道のホームページをご覧ください。 

 

○北海道職員獣医師募集のページＵＲＬ 

 https://www.pref.hokkaido.lg.jp/ns/nsi/jyuishi.htm 

 

【問い合わせ】 

農政部農政課人事係 

電話 ０１１－２０４－５３７３（ダイヤルイン） 

 

  



農政－２ 北海道農業・農村情報誌［コンファ］の発行について 

 

北海道では、広く道民の皆さまに本道の農業・農村の姿や、その果たしている様々な役割について

理解していただくことを目的に、平成 10 年度から情報誌「confa（コンファ）」を年２回発行して

います。 

 

「confa（コンファ）」は、Consumer（消費者＝道民）と Farmer（農業者）の Consensus

（合意）から名付けたもので、「消費者と農業者がもっとふれあえるように」「都市と農村をつなぐ

架け橋になりたい」との想いを込めています。 

 

冊子は、本庁舎１階道民ホールや各（総合）振興局農務課のほか、道の駅、市町村の施設などでも

配布しています。 

 

ホームページでもバックナンバーを公開しているほか、Facebook・Instagram で「confa（コン

ファ）」の記事に関する情報や、農業・農村に関する情報を発信していますので、ぜひご覧くださ

い。 

 

▼▼「confa（コンファ）」のバックナンバー▼▼ 

https://www.pref.hokkaido.lg.jp/ns/nsi/seisakug/confa.htm 

 

▼▼「confa（コンファ）」Facebook▼▼ 

https://www.facebook.com/confa.hokkaido/ 

 

▼▼「confa（コンファ）」Instagram▼▼ 

https://www.instagram.com/confa.hokkaido/ 

 

【問い合わせ】 

農政部農政課政策調整係 

電話 ０１１－２０４－５３７６（ダイヤルイン） 

 

  

https://www.pref.hokkaido.lg.jp/ns/nsi/seisakug/confa.htm


農政－３ どさんこ愛食食べきり運動 

 

 

 

 

 

 

 

みなさんは、家での食事や外食などで食べ物を残していませんか？ 

日本で、まだ食べられるのに捨てられる「食品ロス」は年間６１２万トン！ 

世界の食糧援助量の約２倍、国民一人あたり毎日お茶碗１杯分もの量を捨てていることになります。本

当にもったいないですね。 

食品ロスの削減に向けて、北海道では、食を愛おしみ、食べ残しをしない、出さない「どさんこ愛食食

べきり運動」を進めています。 

家庭で、そして外食時に、できることから実践をお願いします。 

 

例えば・・・ 

＜家庭では＞ 

食品の買い置き状況や消費期限・賞味期限をこまめにチェック、

食材を使い切る工夫をしましょう！ 

                ＜外食時には＞ 

注文時に、料理の量や食べられない食材の有無を確認してみまし

ょう！ 

 

★取組事例など詳しくはＨＰをご覧ください

https://www.pref.hokkaido.lg.jp/ns/shs/data/advance/leftover.htm 

 

【問い合わせ先】 

 農政部食の安全推進局食品政策課調整係 

 電話 ０１１－２０４－５４２７（ダイヤルイン） 

 

  



農政－４ 「北海道らしい食づくり名人」制度について 

 

北海道には、地域ごとに特色のある風土と食材があり、固有の食文化があります。 

こうした地域の食材や食文化を生かして「食」にかかわる活動を行っており、食の知恵と技を持つ方々

を「食づくり名人」として登録し、紹介することで、食文化の伝承や新たな食品づくりを担っていただ

くのが、「北海道らしい食づくり名人」制度です。 

令和２年(2020 年)３月末現在、農林水産業の生産者や加工業者、シェフなど者など、さまざまな食

に関わる分野で１６０名の名人が登録され、各地域で活躍しています。 

食づくり名人に関心のある方は、「北海道らしい食づくり名人」と検索してください。 

 

【問い合わせ】 

農政部食の安全推進局食品政策課調整係 

 電話 ０１１－２０４－５４２７（ダイヤルイン） 

  



農政－５ 毎月１９日は「食育の日」 

 

  道では、様々な経験を通じて「食」に関する知識と「食」を選択する力を習得し、健全な食生活を実

践することができる人間を育てる「食育」の取組を進めています。 

 「食育の日」は、食育の取組を継続的に展開し、より一層の定着を図るための機会として、国の「食

育推進基本計画」により定められ、食育の「育（いく）」という言葉が「１９」という数字を連想させる

ことから、毎月１９日とされています。 

みなさん、この「食育の日」に、毎日の生活を支える「食」について、あらためて考えてみませんか？ 

 道の食育の取組はホームページをご覧ください。 

 

【問い合わせ】 

農政部食の安全推進局食品政策課調整係 

電話 ０１１－２０４－５４２７（ダイヤルイン） 

 

  



農政－６ 毎月第３土曜日と日曜日は「愛食の日」です！ 

   

   道では、「愛食運動」の一環として、地元で獲れた農水産物を地元で消費する「地産地消」を進めて

おり、特に毎月第３土曜日、日曜日を、道民みんなで身近な道産食品の良さを理解し、愛用を進める日、

「愛食の日」（どんどん食べよう道産ＤＡＹ）に設定し、包括連携協定企業と連携し、ロゴマークを使用

した普及啓発活動を展開しています。 

  食事の際には積極的に道産食品を利用するなど、いつも以上に地産地消を進めてくださいますよう

お願いいたします。 

 

【問い合わせ】 

農政部食の安全推進局食品政策課６次産業化係 

電話 ０１１－２０４－５４３２（ダイヤルイン） 

 

  



農政－７ 北のめぐみ愛食レストランの認定について 

 

  北海道では、地産地消をはじめとする愛食運動の普及と道産食材の一層の利用を促進するため、道内

において道産食材を使用したこだわり（自慢）料理を提供し、北海道食材の素晴らしさを利用者の皆さ

んに伝えていただける外食店や宿泊施設を「北のめぐみ 愛食レストラン」として認定しています。 

 令和３年(2021 年)１月 12 日現在、317 店が認定されています。 

  平日のランチに、また、旅行の途中など、是非、愛食レストランをご利用いただきますようお願いし

ます。 

 

 ※北のめぐみ愛食レストランについてはこちらから 

    https://www.pref.hokkaido.lg.jp/ns/shs/data/restaurant-index.htm 

 

【問い合わせ】 

  農政部食の安全推進局食品政策課６次産業化係 

  電話 ０１１－２０４－５４３２（ダイヤルイン） 

 

  

https://www.pref.hokkaido.lg.jp/ns/shs/data/restaurant-index.htm


農政－８ 「麦チェン！北海道」の推進について 

 

  道では平成２１年度から、生産から流通、消費に至るすべての関係者が一体となって、輸入小麦から

道産小麦への利用転換を図る「麦チェン」に取り組み始めました。 

  安全・安心な北海道産小麦を使って、食べて、みんなでおいしく、地域を応援しましょう。 

  北海道の大地と太陽、小麦の穂で「笑顔」をイメージした麦チェンのマークは、道産小麦の美味しさ

や安全性によって誰もが笑顔になれることを表現しています。小麦製品を食べるときは、ぜひこのロゴ

マークを気にかけてみてください。 

   また、道産小麦のおいしさや魅力をＰＲしていただける「麦チェン！サポーター店」を募集していま

す。認定店は道のホームページなどで広く紹介しますので、ぜひご応募ください。  

 

 詳しい情報については、ホームページで「麦チェン」と検索してください。 

 

【問い合わせ】 

農政部食の安全推進局食品政策課６次産業化係 

 電話 ０１１－２０４－５４３２（ダイヤルイン） 

 

  



農政－９ YES!clean 表示制度について 

 

 北海道では、堆肥等の有機物の施用などによる土づくりに努め、化学肥料や化学合成農薬の使用を必

要最小限にとどめるなど、環境との調和に配慮したクリーン農業を推進しています。このクリーン農業

への理解と取組の一層の拡大を図るため、一定の基準を満たした農産物に、YES!clean マークを表示す

る「北のクリーン農産物（YES!clean）表示制度」には、令和２年(2020 年)３月末時点で、で、５０

作物、２５７集団が登録されています。 

 YES!clean 農産物は次のマークが目印ですので、お買い物にお役立てください。 

 

 【問い合わせ】 

 農政部食の安全推進局食品政策課クリーン農業係 

 電話 ０１１－２０４－５４３１（ダイヤルイン） 

 

  



農政－10 米トレーサビリティ法の施行について 

～お米の産地名が消費者の皆さまに分かるよう産地情報のリレーが行われています～ 

 

【米トレーサビリティ法とは】 

  米・米加工品の産地情報を消費者まで伝達することや、問題が発生した場合などに流通ルートを速

やかに特定するため、米穀等の取引等の記録を作成・保存することを義務づけるものです。 

 

○産地情報の伝達をしましょう。 

 ・ 消費者への産地情報の伝達 

    消費者に米・米加工品を販売する場合には、産地情報の伝達を行うことが必要です。 

    また、外食店等では、米飯類のみ産地情報の伝達が必要です。 

 ・ 事業者間における産地情報の伝達 

    米・米加工品を他の事業者へ譲り渡す場合には、伝票等又は商品の容器・包装への記載により、

産地情報の伝達が必要です。 

 

○取引等の記録の作成・保存をしましょう。 

  事業者は、米・米加工品の① 取引、② 事業所間の移動、③ 廃棄など 

を行った場合には、その記録を作成し、保存することが必要です。 

 

米トレーサビリティ制度の概要やＱ＆Ａについては、下記ＵＲＬからご覧になることができます。 

https://www.pref.hokkaido.lg.jp/ns/nsk/kome/ind 

http://www.maff.go.jp/j/syouan/keikaku/kome_toresa/index.htm 

 

【問い合わせ先】 

  農政部生産振興局農産振興課こめ係 

 電話 ０１１－２０４－５９８２（ダイヤルイン） 

  

https://www.pref.hokkaido.lg.jp/ns/nsk/kome/ind
http://www.maff.go.jp/j/syouan/keikaku/kome_toresa/index.htm


・海外から肉製品等を持ち込まないようにしましょう（手荷物、国際郵便等）。 

・過去１週間以内に海外から来た人や帰ってきた人や、当日に他の畜産関係施設に 

入った人は、農場に入らないようにしましょう。 

・農場に入るときは、必ず農場の指示に従って、手や靴の消毒を徹底しましょう。 

 

手荷物検査場で、 

旅客の手荷物の臭いをかいで 

肉製品を探します。 

検疫対象物（肉製品等）を 

発見すると座り込んで 

ハンドラーに知らせます。 

ハンドラーからの知らせを 

受けた家畜防疫官が手荷物検査

を実施します。 

農政－11 海外悪性伝染病侵入防止対策にご協力を！ 

 

  現在、近隣諸国では、日本にはない口蹄疫やアフリカ豚熱等の海外悪性伝染病が継続的に発生し、

畜産業を中心に大きな被害が生じています。 

海外からの観光客、外国人技能実習生、留学生等の訪日外国人の方々や帰国者が、これらの伝染病

の発生国から、肉製品等を不正に国内に持ち込んでしまうことがあります。 

このような肉製品等に含まれる病原体を介して、家畜の海外悪性伝染病が侵入する可能性があるた

め、北海道の空の玄関口である新千歳空港を中心に、国の検疫探知犬が肉製品の探知活動を行ってお

り、北海道庁でも関係機関の方々と連携し、肉製品の持ち込みを防止すべく広報キャンペーンなどに

協力しています。 

道民の皆様におかれましても、世界に誇る北海道の酪農・畜産を守るため、次の点に注意して、海

外悪性伝染病の侵入防止に御協力ください。 

 

 

 

 

 

～検疫探知犬による探知活動の流れ～ 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

【問い合わせ】 

農政部生産振興局畜産振興課家畜衛生係 

 電話 ０１１－２０４－５４４１(ダイヤルイン)  

 

  



農政－12 北海道職員採用試験「普及職員（農業）」の受験者募集について 

 

北海道庁では、試験研究機関や農業関係団体などと連携し、農業の生産性向上、農業経営や農村生

活の改善などに関する技術や知識を農業者に普及指導する普及職員を募集しています。 

 

今後の令和３年度北海道職員採用試験の予定は以下のとおりとなっています。 

・ 普及職員（農業）A 区分（大学卒業又は卒業見込みの方） 

申込受付 ８月１６日（月）～２５日（水） 

採用予定数 １０名 

 

・ 普及職員（農業）C 区分（民間企業等の職務経験者） 

申込受付 ８月２日（月）～１３日（金） 

採用予定数 １２名 

 

 

詳しい詳細は道のホームページをご覧ください。 

 

○普及職員（農業）職員採用のページＵＲＬ 

 https://www.pref.hokkaido.lg.jp/ns/gjf/fukyuu-saiyou.htm 

 

【問い合わせ】 

農政部生産振興局技術普及課普及推進係 

電話 ０１１－２０４－５３７９（ダイヤルイン） 

  



農政－13 農業大学校の学生募集について 

 

２年間の実践的研修教育で農業者を養成 

次代の農業者を養成する北海道立農業大学校（本別町）が、令和４年度（2022 年度）の学生を 

募集します。 

●畜産経営学科・畑作園芸経営学科（合計 60 名） 

●稲作経営専攻コース（10 名） 

 推薦入校試験 一般入校試験 

願書受付 9/21（火）～10/1（金） 10/7（木）～10/15（金） 

入校試験 10/13（水） 11/5（金） 

受験資格 
・高等学校等を卒業した者（見込み含む） 

・道内で就農する意思を有する者 

●農業経営研究科（10 名） 

願書受付 10/7（木）～10/15（金） 

入校試験 11/5（金） 

受験資格 
農業大学校を卒業した者、短期大学又は、大学で農業に関する課程を

修め卒業した者（見込み含む） 

 

詳しくはホームページをご覧いただくか、お問い合わせください。 

北海道立農業大学校 検索 

▶北海道立農業大学校教務部教務課 ☎(0156)24-2122 

 

 

 

 

 

農大ホームページ          農大 Facebook 

QR コード            QR コード 

 

【問い合わせ】 

北海道立農業大学校 教務部教務課 

 電話 0156-24-2122 

 

  



農政－14 農業経営の法人化や企業連携の相談窓口を設置しています 

 

  北海道では、地域農業を担う多様な担い手の育成・確保を図るため、農業経営の法人化や生産者と

民間企業との連携、企業の農業参入など、様々なご相談を受け付ける窓口として、農政部農業経営課

に「企業連携・農業法人化サポートデスク」を開設しています。 

  農業経営の法人化や企業との連携に関心をお持ちの生産者・団体、企業の皆様、まずはご相談くだ

さい。 

 

【問い合わせ先】 

  農政部農業経営局農業経営課「企業連携・農業法人化サポートデスク」 

  電話 ０１１－２０６－７３６４（ダイヤルイン） 

 

  



農政－15 農業用水路への転落事故を防ぐために 

 

５月から８月にかけては、農作業が本格化し、農業用水路の水量が増え、流れも速くなることか

ら、水路への転落が死亡事故につながることが心配されます。 

痛ましい事故を未然に防ぐため、家庭や地域において、子供や高齢者が危険な場所に近づかないよ

うに日ごろから注意を呼びかけていただくことが大切です。 

特に、小さなお子さんは、保護者が目を離さないようにし、子供たちが水路のそばで遊んでいると

ころを見かけたときは、進んで声をかけてあげるようにしてください。 

また、農業者の皆様にあっては、大雨などにより増水した用水路の見回りや点検を行う場合は、大

変危険ですので、気象情報を確認したうえで慎重に行うなど、十分に注意してください。 

 

【問い合わせ】 

 農政部農村振興局農業施設管理課土地改良団体係 

 電話 ０１１－２０４－５９６６（ダイヤルイン） 

 


