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　近年、石川県では、野生鳥獣（本県では殆どがイノシシによるもの）による農作物被害が依然とし
て高い水準で発生しており、営農活動に深刻な影響を与えています。
　このため、県下全域で被害を防ぐ捕獲が行われており、捕獲強化を進めた結果、令和２年度は、
約１万２千頭（前年比約１千頭減）のイノシシが捕獲されました。
　捕獲したイノシシを、食肉（ジビエ）として有効活用することで、さらなる捕獲の推進や、地域の新
たな収入源となることが期待されており、国をあげてジビエの利用拡大に取り組んでいます。

　ジビエとは、イノシシやシカ、クマなどの野生鳥獣の肉のことを言います。
　ジビエは野山を駆け巡った天然のごちそうです。中でも、イノシシ肉は豚肉と比べて、熱量や脂質は
ほぼ同じですが、ビタミン B 群と鉄分が豊富です。

ジビエの魅力

熱量
（kcal）

たんぱく質
（g）

脂質
（g）

鉄分
（mg）

ビタミンB2
（mg）

ビタミンB6
（mg）

ビタミンB12
（mg）

イノシシ肉（※1） 249 18.8 19.8 2.5 0.29 0.35 1.7

牛　肉（※2） 294 17.1 25.8 2.0 0.17 0.35 1.4

豚　肉（※3） 237 17.1 19.2 0.6 0.23 0.28 0.5

栄養成分の比較（100gあたり）　

（※1） 肉、脂身つき、生　　（※2） 和牛肉（サーロイン）、赤肉、生　　（※3） 大型種肉（肩ロース）、脂身つき、生

農林水産省ＨＰ（出典：文部科学省「日本食品標準成分表2020年版（八訂）」）

収穫前、イノシシに
荒らされた稲

石川県でのイノシシによる農作物被害額

石川県ＨＰ（鳥獣による農作物被害額）



安全安心なジビエの提供

ジビエの仕入れ・調理する際の注意点

　県内における野生鳥獣の食肉処理施設（以下、処理加工施設）では、厚生労働省や農林水産省及び
県が策定したガイドラインや手引きに基づき、安全安心かつ良質なジビエを提供しています。
　県では、保健所の立ち入り検査において衛生管理の徹底や食中毒の予防方法について指導を行うと
ともに、衛生管理講習会を開催して、安全安心の向上を支援しています。

ジビエは必ず食肉処理業の許可を受けた処理加工施設から仕入れてください。

ジビエは必ず加熱調理を行い、使用した器具は洗浄、消毒を徹底してください。
　生または加熱不十分なジビエ（野生シカ・イノシシ肉）を食べたことが原因とみられるＥ型肝炎や腸管
出血性大腸菌Ｏ157感染症など、食中毒のリスクがある他、寄生虫の感染も知られています。寄生虫
の中には冷凍で死滅しないものもいるため、食中毒を起こさないためには、以下のことを守りましょう。

ジビエを調理する際の注意点

 飲食店や販売店の方へ

石川県内の処理加工施設は次のとおりで、
すべて食肉処理業の許可を受けています。
（令和４年３月現在）

・小松市　Gibier Atelier 加賀ノ國
・白山市　白山ふもと会、Hunter Base Japan
・金沢市　ジビエ工房 三谷
・羽咋市　合同会社のとしし団
・七尾市　山本ジビエ処理施設
・穴水町　里山食品
・珠洲市　奥能登ジビエしおかぜファーム

美味しい
ジビエに変身

①生食は絶対しない！ ②中心部75℃で1分間以上の加熱
　  又はこれと同等以上の効力を有する方法により加熱

③使用した器具は
　洗浄、消毒を徹底



ジビエ推進に係るＰＲの取組
　「固い」、「臭い」といった誤ったイメージを持っている方も多いことから、美味しいジビエを広く県民の
皆さんへ周知し、ジビエの消費拡大を図るため、いしかわジビエ料理フェアをはじめ、スーパーマーケット
での試食会、食イベントでのジビエ料理の販売、一般家庭向け料理教室などを行っています。

   捕獲したイノシシをジビエとして活用した頭数は、平成２５年度にはわずか３０頭程度でしたが、平成
２９年度、平成３０年度は１，０００頭を超えるまでになりました。
　しかし、令和元年に県内で豚熱に感染したイノシシが確認されて以降、国の方針に従い、県内の処理加
工施設に対し、豚熱陽性イノシシの確認地点から半径１０ｋｍ圏内の感染確認区域で捕獲したイノシシの
ジビエ利用の自粛を要請してきたため、令和元年度、令和２年度は、ジビエ利用頭数が減少しています。
　こうした中、令和３年４月に、国が感染確認区域で捕獲したイノシシについて、サーベイランス（ＰＣＲ
検査）で豚熱陰性が確認できた場合、捕獲現場の消毒等豚熱ウイルスの拡散防止策を講じた上でジビ
エ利用を可能としました。県内の処理加工施設は、県による豚熱ウイルス拡散防止のための現地研修を
受講の上、ジビエ利用を再開しています。
　なお、豚熱（ＣＳＦ）は豚やイノシシの病気であり、人には感染しません。

一般家庭向け料理教室
県内各地で１０回開催（Ｒ1）

食イベントでのジビエ料理販売
農林漁業まつり （R1.10月）

イノシシ捕獲頭数 ジビエへの利活用頭数

スーパーマーケットでの試食会
　ナルックス（金沢市）で2回開催（R1）

いしかわジビエ料理フェア開催
（R2.1月～2月）
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石川県 健康福祉部 食品安全対策室
メールアドレス  foodsafe@pref.ishikawa.lg.jp 
ホームページ    『いしかわの食の安全・安心情報』

〒920-8580　石川県金沢市鞍月1丁目 1番地　電話 076-225-1445

環境にやさしい植物性大豆インキを使用しています

いしかわ　食の安全

ジビエ料理提供店舗、イノシシ肉販売店舗の紹介
令和２年度いしかわジビエ料理提供店をご紹介します

（期間限定で提供している店舗もありますので、事前に各店舗にお問い合わせください）。

石川県内ジビエ料理提供店

金
沢
市

ANAクラウンプラザホテル金沢
カスケイドダイニング 金沢市昭和町16-3 076-224-9802

イタリアンカフェ ぶどうの木 金沢市岩出町ハ50-1 076-258-0231

Ｕｖａ－Ｕｖａ 金沢市木倉町5-4 076-254-5992

海鮮居酒屋　けん坊 金沢市新神田5-55-1 076-292-3136

金沢国際ホテル イルプント 金沢市大額町ル８ 076-296-3650

ご飯処　かどや 金沢市堅田町乙137-4 076-257-6718

タパス・エ・バール（ぶどうの木） 金沢市本町2丁目9-28 076-260-4343

タベルナ・ガッパ 金沢市鱗町81-1
ライラックガーデン鱗町 076-261-3882

Table ７ 金沢市堀川町5-4 076-225-7001

能加万菜くし家　金澤 金沢市片町2丁目2-15 076-255-1948

金沢プレミナンス 金沢市北安江4丁目8-31 076-234-7701

Life Community MEGLI 金沢市赤土町へ240 076-256-0980

レストダイニング AJITO 金沢市片町1丁目8-20
ＧＡＺＡ片町ビル１Ｆ 076-222-5703

Ristorante SUGIYAMA 金沢市野町1-2-43
安藤芳園堂ビル２Ｆ 076-225-3080

焼肉道場 金沢市千木町ル210 076-258-1232

小
松
市

ＡＴＡＫＡ　ＣＡＦＥ 小松市安宅町タ-140-4 070-1461-7561

ＡＲＵ 小松市大領中町1-227 0761-46-5761

松寿園ドレミカフェ 小松市向本折町ニ32-2 0761-22-5120

料亭 一浪 小松市栄町1 0761-22-0809

うどん工房 穂の香 小松市若杉町3-21 0761-21-9418

日本料理 梶助 小松市大和町141 0761-22-8314

餃子菜館　勝ちゃん 小松市土居原町395 0761-22-4077

中国食堂 餃子屋 なおけん 小松市糸町2-2 0761-21-9852

Chinese Restaurant 桂花 小松市幸町3-117
幸町ドゥエリング１階 0761-48-4361

イタリアカフェ食堂　cocoon 小松市福乃宮町2-86 0761-22-9009

こまつ町家文庫 小松市龍助町102 0761-27-1205

ビュッフェ・こまつ　せせらぎ 小松市瀬領町丁1-1 0761-46-1919

珍香楼　シェアン 小松市園町ニ57-1 0761-22-2551

中華レストラン　珍龍 小松市園町ホ117-1 0761-21-4109

Bistro DEUX et DEUX 小松市沖町へ6-1 0761-25-1515

トラットリア TAPAS 小松市沖町ツ93 0761-23-5078

レストラン ミューレミュー 小松市丸の内町2丁目225-2 0761-21-2165

よっしー製作所 小松市沖町ロ25-1 0761-21-9899

中国海鮮料理　麗華 小松市沖町ト170-5 0761-22-8882

和食屋 南 小松市白嶺町1-41 0761-23-3151

ワインの酒場　mono 小松市土居原町302-1 0761-68-9312

白
山
市

一揆そば 長助 白山市釜清水町チ2-1 076-254-2256

一里野高原ホテルろあん 白山市尾添チ70-4 076-256-7141

田舎食どう　忠次郎 白山市白峰ハ1-1 076-259-8989

花月荘 白山市鶴来日詰町カ -193 076-272-1331

割烹 にしき 白山市西新町1103 076-275-9114

川魚山菜料理 和田屋 白山市三宮町イ55-2 076-272-0570

白峰温泉の里　御前荘 白山市白峰ツ112-3 076-259-2224

週末 café　SOSORI 白山市河内町下折50-3 090-3762-1814

永清 白山市白峰ヌ60-1 076-259-2056

中山旅館 白山市吉野甲92 076-255-5818

山里の香りただよう宿 ふらり 白山市仏師ヶ野町乙55 076-256-7550

白
山
市

前向き 純喫茶 節介さん 白山市八幡町ヲ150-1 076-209-2863

萬寿荘 さわだ旅館 白山市鶴来日詰町カ135 076-272-0180

道の駅めぐみ白山（風土ピア） 白山市宮丸町2183 076-276-8931

みらくる１０ 白山市鶴来本町4丁目千目
35番地 076-225-4362

八尾家 白山市鶴来水戸町ネ79-1 076-256-2883

料亭 かつ新 白山市相木町151-1 076-275-1871

レストラン手取川 白山市木滑出75-1 076-255-5159
能
美
市 イタリア料理　イルボッツォロ 能美市仏大寺町2番地 0761-58-0540

羽
咋
市

お食事処　ハマヤ 羽咋市飯山町イ57-4 0767-26-2231

道の駅 のと千里浜 羽咋市千里浜町タ1-62 0767-22-3891

七
尾
市

味処　狩女の里 七尾市能登島須曽41-24 0767-85-2344

おでん串あげ　灘 七尾市大手町135-1 0767-53-0829

中
能
登
町

オーガニック農家レストラン まる 中能登町春木14-19-2 0767-74-1656

お食事処・民宿 美来里 中能登町久乃木5-24 0767-76-1888

回転寿司 能登さと海 鹿島店 中能登町徳前よ109-1 0767-76-1439

割烹 かめや 中能登町高畠ツ181 0767-77-1522

割烹 定塚 中能登町二宮レ199 0767-76-0072

カフェとりのす 中能登町井田ぬ10-1
道の駅織姫の里なかのと 0767-76-0510

鮨あすか 中能登町福田フ1-1 0767-77-1115

千代寿司 中能登町高畠ち1-1 0767-77-2222

加工品・精肉販売店

金
沢
市

コリヤンハウス精肉総合食材工場 金沢市駅西本町4丁目3番5号 076-232-5333

ＪＡ金沢市ほがらか村　野田店 金沢市野田町ム94-1 076-245-4602

ナルックス本店（なるわ店） 金沢市鳴和1-1-10 076-252-1600

ナルックスみずき店 金沢市みずき1丁目1番地 076-258-1177

ジビエ工房三谷 金沢市高坂町甲15-1 076-225-5800
か
ほ
く
市

食工房ファミーリエ かほく市木津ハ90-1 076-205-6750

白
山
市

JA 白山よらんかいねぇ広場 白山市井口町に58-1 076-273-3002

鳥越福祉会 青い鳥ワークセンター 白山市杉森町ヘ1-1 076-254-8182

白山ふもと会 白山市東二口卯117-1 076-256-7088

Hunter Base Japan 白山市河内町下折イ50-3 076-272-2112

Hunter Base Table 白山市河内町下折イ50-3 080-9467-6965
食彩館せせらぎ
（道の駅一向一揆の里） 白山市出合町甲36 076-254-2888

道の駅瀬女 白山市瀬戸寅163-1 076-256-7172

道の駅めぐみ白山 白山市宮丸町2183 076-276-8931

山立会 白山市木滑西1番地 076-255-5579
野
々
市
市

ＮＯＰＰＯＫＵＮ 野々市市本町2丁目1-1 076-246-0210
能
美
市 シャルキュトリー　ガリビエ 能美市徳山町ヤ55-1 0761-58-2013

羽
咋
市

JA グリーンはくい 羽咋市太田町と80 0767-26-8741

ファーマーズベーカリー 羽咋市千里浜町タ1番地62　
道の駅のと千里浜 0767-22-3891

神子の里 羽咋市神子原町は190 0767-26-3580

のとしし団 羽咋市飯山町ヲ32 0767-26-2944

七
尾
市

山本ジビエ処理施設 七尾市能登島須曽41-24 0767-57-2843

狩女の会 七尾市能登島須曽41-24 080-9467-6965
中
能
登
町

産直館　織姫市場 中能登町井田ぬ10-1 0767-76-8000


