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◆◆ 主な内容 ◆◆
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• 「夏休み親子見学デー」を開催しました

• 平成29年度食料自給率及び食料自給力指標について

インフォメーション

• 平成30年梅雨期における豪雨及び暴風雨による農林
水産関係被害への支援対策について

• 近畿農政局「消費者の部屋」8～9月展示（知ってる？日
本の食料事情）のご案内

• 平成30年秋の農作業安全確認運動について

• 近畿農政局男女共同参画優良事例表彰受賞者決定の
お知らせ

• 平成30年度世界かんがい施設遺産の登録について

• 「第3回 食育活動表彰」募集開始のご案内

• 統計情報

情報新鮮 ｍini

大阪府は古くからぶどう栽培が盛んで、平成29年
産の収穫量は全国第7位（作況調査（果樹））となって
います。品種は、栽培面積全国第3位のデラウエアを
中心に、巨峰、ピオーネ、マスカットベリーAなどが栽
培されています（平成27年産特産果樹生産動向等調
査）。

主な産地は、羽曳野市、柏原市、太子町で府内栽
培面積の約9割（2015年農林業センサス）を占めてい
ます。

また、都市部に近いことから観光農園も多く、8月
から10月までぶどう狩りが楽しめます。



トピックス

近畿農政局では、小学生とその保護者の方に、日本の食料やそれを支える農山漁村及び農林水産業の役割、大

切さについて学び、身近に感じていただくため、「夏休み親子見学デー」を開催しています。

今年も、7月26日・27日の2日間、関係機関と連携し、食と農林水産業に興味を持っていただけるよう、様々な体験

や展示を実施しました。

今年度は約400名の方に来場していただきました。各ブースでは、子どもたちのたくさんの笑顔が溢れる賑やかな

2日間になりました。

● 食料自給率0

カロリーベース食料自給率
• 平成29年度においては、平成28年に天候不順で減少した小麦、てんさいの生産が回復した一方で、米について食

料消費全体に占める米の割合が減少したことや、畜産物における需要増に対応し、国産品が増加したものの、輸
入品がより増加したこと等により、38％となりました。

生産額ベース食料自給率
• 平成29年度においては、国産米の価格上昇により米の国内生産額が増加した一方で、円安の影響もあり、畜産

物や魚介類の輸入額が増加したこと等により、65％となりました。

詳しくはこちら＞＞＞http://www.maff.go.jp/j/press/kanbo/anpo/180808.html

● 食料自給力指標0

食料自給力指標とは、国内の農地等をフル活用した場合、国内生産のみでどれだけの食料を生産することが可能
か（食料の潜在生産能力）を試算した指標です。

平成29年度の食料自給力指標は、現実の食生活とは大きく異なるいも類中心型（パターンC・D）では、推定エネル
ギー必要量等に達するものの、より現実に近い米・小麦・大豆中心型（パターンA・B）では、これらを大幅に下回る結
果となっています。

当日の様子はフォトレポートでご覧いただけます。
http://www.maff.go.jp/kinki/photo/kekka/k180726.html

農機具メーカーの協力によ
り「農業用アシストスーツ」
を体験していただきました。

立体パズルで牛の骨格や
部位を学んでいただきまし
た。

備蓄食料品の展示と試食
を行いました。

模型を使って、乳搾り体験
をしていただきました。

国産熱量の実績値
（食料自給率の分子：供給ベース）

１人・１日当たり
推定エネルギー必要量（注 )
（2,145Kcal）（摂取ベース）

１人・１日当たり
総供給熱量（実績値）

（2,444Kcal）（供給ベース）

再生利用可能な荒廃農地
においても作付けする場合
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◆平成30年梅雨期における豪雨及び暴風雨によ
る農林水産関係被害への支援対策について

平成30年の梅雨期における豪雨及び暴風雨により、各

地域の農林水産業に被害がもたらされました。

このため、被災された農林漁業者の方々が一日も早く経

営再開できるように、平成30年7月16日に決定した支援対

策に加え、 総合的な対策を講じることとしました

なお、今後も状況に応じて必要な対策を検討していきま

す。

詳しくはこちら
http://www.maff.go.jp/j/press/kanbo/bunsyo/saigai/180803.html

◆近畿農政局男女共同参画優良事例表彰受賞者
決定のお知らせ

近畿農政局では、農山漁村における男女共同参画の実

現を目指して、近畿地域で経営参画や社会参画の取組に

功績のあった団体及び個人を表彰するとともに、その活動

事例を広く紹介することにより、農山漁村における男女共

同参画を推進しています。

平成30年度におきましても、受賞者を決定しましたのでお

知らせします。

・経営参画部門 優秀賞

・社会参画部門 優秀賞

＜受賞者の選定について＞
近畿農政局管内の各府県知事から推薦を受けた候補

者について、近畿農政局男女共同参画優良事例表彰

審査会の審査を経て、表彰受賞者を決定しました。

【お問い合わせ先】

経営・事業支援部 経営支援課 電話 075-414-9055

詳しくはこちら
http://www.maff.go.jp/kinki/press/keiei/sien/180810.html

住 所 受賞者（団体）

京都府京田辺市 加藤 雅美 様

大阪府豊能郡能勢町 能勢町農産加工連絡協議会

奈良県宇陀市 辻 公美子 様

住 所 受賞者（団体）

滋賀県長浜市 中島 一枝 様

兵庫県養父市 養父市女性農業者ネットワーク

和歌山県和歌山市 吉本 久美 様

◆平成30年秋の農作業安全確認運動の実施につ
いて

◇重点推進テーマ
まずはワンチェック、ワンアクションで農作業安全

【お問い合わせ先】
生産部 生産技術環境課 電話 075-414-9722

詳しくはこちら
http://www.maff.go.jp/j/seisan/sien/sizai/s_kikaika/anzen/2018_fall.html

農林水産省は、毎年300人以
上発生している農作業死亡事
故を減少させるため、9月から
10月までを農作業安全対策の
重点期間として「秋の農作業安
全確認運動」を実施します。

農作業事故を減少させるた
め、運動の推進にご協力いただ
きますようお願いします。

◆近畿農政局「消費者の部屋」8～9月展示
（知ってる？日本の食料事情）のご案内

近畿農政局「消費者の部屋」では、農林水産行政や食生

活などについての情報提供を行っています。

今回の「消費者の部屋」特別展示は、『知ってる？日本の

食料事情～日本の食料自給率・食料自給力～』をテーマに

行います。ぜひ、お気軽にお立ち寄りください。

◇ テーマ
知ってる？日本の食料事情
～日本の食料自給率・食料自給力～

◇ 場所、期間

• 近畿農政局1階消費者の部屋「特別展示コーナー」

（京都市上京区西洞院通下長者町下る丁子風呂町）

• 平成30年8月27日（月曜日）～9月14日（金曜日）

8時30分～17時
（土・日を除きます。初日は13時から、

最終日は正午までとなります。）

◇ 内容
今回の「消費者の部屋」特別展示では、食料の安

定供給の確保のために食料自給率・食料自給力の維
持向上が必要であること等について、パネルとパンフ
レットの展示により、ご紹介します。

【お問い合わせ先】
消費・安全部 消費生活課 電話 075-414-9761

詳しくはこちら
http://www.maff.go.jp/kinki/press/syouhi/seikatu/180810.html

http://www.maff.go.jp/j/press/kanbo/bunsyo/saigai/180803.html
http://www.maff.go.jp/kinki/press/keiei/sien/180810.html
http://www.maff.go.jp/j/seisan/sien/sizai/s_kikaika/anzen/2018_fall.html
http://www.maff.go.jp/kinki/press/syouhi/seikatu/180810.html


日本の農業、もっと強く。
農業を成長産業にしていくことを目指す「農業競争力プログラム」について、その内容を説明する動画を作

成し、農林水産省ホームページに掲載しています。
⇒ http://www.maff.go.jp/j/kanbo/nougyo_kyousou_ryoku/index.html
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企 画 調 整 室

滋 賀 県 拠 点

京 都 府 拠 点

大 阪 府 拠 点

兵 庫 県 拠 点

奈 良 県 拠 点

和 歌 山 県 拠 点

TEL(075)451-9161 FAX(075)414-9060

TEL(077)522-4261   FAX(077)523-1824

TEL(075)414-9015   FAX(075)414-9057

TEL(06)6943-9691   FAX(06)6943-9699

TEL(078)331-9941   FAX(078)331-5177

TEL(0742)32-1870   FAX(0742)36-2985

TEL(073)436-3831   FAX(073)436-0914

〒602-8054 京都市上京区西洞院通下長者町下ル丁子風呂町

〒520-0044 大津市京町3-1-1 大津びわ湖合同庁舎6Ｆ

〒602-8054 京都市上京区西洞院通下長者町下ル丁子風呂町

〒540-0008 大阪市中央区大手前1-5-44 大阪合同庁舎1号館6Ｆ

〒650-0024 神戸市中央区海岸通29 神戸地方合同庁舎4Ｆ

〒630-8113 奈良市法蓮町387 奈良第3地方合同庁舎

〒640-8143 和歌山市二番丁3 和歌山地方合同庁舎
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◆統計情報

• 畜産統計（平成30年2月1日現在）（全国）

• 平成30年農業構造動態調査（平成30年2月1日現在）（全国）

• 6次産業化総合調査（平成28年度）（全国）

• 平成29年農業物価指数 －平成27年基準－（全国）

• 生産者の米穀在庫等調査（平成29年度）（全国）

• 生産者の米穀在庫等調査（平成30年6月末見込み）（全国）

• 平成30年産水稲の西南暖地における早期栽培等の作柄概
況（7月15日現在）（全国）

【お問い合わせ先】
統計部 統計企画課 電話 075-414-9620

詳しくはこちら
http://www.maff.go.jp/kinki/toukei/toukeikikaku/yotei/2018.html

◆平成30年度世界かんがい施設遺産の登録につ
いて

国際かんがい排水委員会(ICID)は、平成30年8月13日に
カナダ・サスカトゥーンで開催された第69回国際執行理事
会において、以下の施設が世界かんがい施設遺産に登録
されました。

近畿農政局管内からは、大和川分水築留掛かり(やまと
がわぶんすいつきどめかかり)(大阪府柏原市、八尾市、東
大阪市)が登録されました。

【お問い合わせ先】
農村振興部 設計課 事業調整室 電話 075-414-9513

詳しくはこちら
http://www.maff.go.jp/kinki/press/seibi/sekei/180814.html

施設の所在地 施設の名称

大阪府柏原市、八尾市、
東大阪市

大和川分水築留掛かり(やまとが
わぶんすいつきどめかかり）

山形県東田川郡庄内町 北楯大堰(きただておおぜき)

長野県佐久市 五郎兵衛用水(ごろうべえようすい）

熊本県熊本市、菊陽町、
大津町

白川流域かんがい用水群(しらかわ
りゅういきかんがいようすいぐん）

世界かんがい施設遺産

かんがいの歴史・発展を明らかにし、理解醸成を図るととも
に、かんがい施設の適切な保全に資するために、歴史的な
かんがい施設を国際かんがい排水委員会（※ICID)が認定・
登録する制度であり、平成26年に創設されました。登録によ
り、かんがい施設の持続的な活用・保全方法の蓄積、研究
者・一般市民への教育機会の提供、かんがい施設の維持管
理に関する意識向上に寄与するとともに、かんがい施設を核
とした地域づくりに活用されることが期待されています。

ICID：International Commission on Irrigation and Drainage
本部所在地：インド、ニューデリー

◆「第3回 食育活動表彰」募集開始のご案内

農林水産省では、ボランティア活動、教育活動又は農林
漁業、食品製造・販売等その他の事業活動を通じて食育を
推進する優れた取組を表彰するとともに、その取組の内容
を広くお知らせし、食育を推進する優れた取組が全国に展
開するように「食育活動表彰」を実施しています。

現在、31年度表彰の候補者を募集していますので、皆様
の御応募をお待ちしています。

◇応募締め切り

• ボランティア部門
（都道府県、政令指定都市及び大学の長による推薦）

平成30年10月31日（水曜日）必着

• 教育関係者・事業者部門
（自薦又は他薦）

平成30年11月9日（金曜日）必着

【お問い合わせ先】
経営・事業支援部 地域食品課 075-414-9025

詳しくはこちら
http://www.maff.go.jp/j/press/syouan/hyoji/180817.html

http://www.maff.go.jp/kinki/toukei/toukeikikaku/yotei/2018.html
http://www.maff.go.jp/kinki/press/seibi/sekei/180814.html
http://www.maff.go.jp/j/press/syouan/hyoji/180817.html

