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近畿農政局 企画調整室

◆◆ 主な内容 ◆◆

近畿には、さまざまな農の体験ができるスポット
があります。観光農園でくり拾いをしたり、田園風
景でリフレッシュしたり、清流に囲まれた棚田を駆
け回ったり。今年はそんな鮮やかな夏の思い出作
りに出かけてみてはいかがでしょうか。

（写真は兵庫県加古川市の「みとろ観光果樹園、
フルーツパーク」、くり拾いは8月下旬から10月中
旬まで）

トピックス

• 子ども向けウェブサイト『こどもMAFF（こどもまふ）』を開設
しています

インフォメーション

• 令和元年度「食料・農業・農村白書」、「食育白書」、「森
林・林業白書」及び「水産白書」に関する近畿ブロック説
明会を開催します

• 令和元年度食料自給率・食料自給力指標について8月5
日、公表しました

• BUZZ MAFF まいどおおきに「なにわの伝統野菜」探訪
配信中

• 近畿農政局「消費者の部屋」特別展示（農業・農村のもつ
大切な役割）のご案内

←農林水産省公式ﾌｪｲｽﾌﾞｯｸ、ﾂｲｯﾀｰ及びYouTubeは、近畿農政局ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞからもアクセスできます。

新鮮mini情報のバックナンバーはこちらから http://www.maff.go.jp/kinki/pr/magazine/mini/index.html



トピックス

近畿農政局では、小学生とその保護者を対象として、食と農について楽しく学べるウェブサイト『こ
どもMAFF（こどもまふ）』を開設しています。

１ ウェブサイトの開設について

社会科の勉強の参考に、夏休みなどの自由研究に、家庭学習の時に、ぜひ御活用ください。

こどもMAFF ：
https://www.maff.go.jp/kinki/syouhi/seikatu/tenji/kids1.html

２ 夏休み向けの特別企画について

毎年「夏休み親子見学デー」を開催していますが、今年は新型コロナウイルス感染症の影響により 
中止することとなりました。そこで、夏休み特別企画として、ウェブサイト内の自由研究コンテンツ『知ろ
う！学ぼう！「食」と「農」しんぶん』の投稿を募集します。たくさんの応募をお待ちしております。

なお、応募いただきました作品につきましては、今後、近畿農政局のホームページに掲載するほか、

様々な媒体を通じて紹介いたします。

『知ろう！学ぼう！「食」と「農」しんぶん』応募要領 等：https://www.maff.go.jp/kinki/syouhi/seikatu/
tenji/kids2.html

【お問い合わせ先】消費･安全部 消費生活課 電話 075-414-9771



農政局からの 　農政局からの
お知らせ　お知らせ

農政局からの 　
お知らせ　

令和元

（概算）

カロリーベース(%) 39 39 39 39 39 39 38 38 37 38

生産額ベース(%) 70 67 68 66 64 66 68 66 66 66

26 27 28 29 30年度 平成22 23 24 25

◆令和元年度「食料・農業・農村白書」、
「食育白書」、「森林・林業白書」及び
「水産白書」に関する近畿ブロック説明会
を開催します

「食料・農業・農村白書」、「食育白書」、「森林・林業白
書」及び「水産白書」は、農業、林業、水産業等を取り巻く
最近の動き、食育の推進等、主要施策の取組状況や課
題について、国民的な関心と理解が一層深まることを期
待して作成されております。このたび、令和元年度白書が
とりまとめられましたので、4白書の説明会を開催します。

1．開催日時

令和2年8月26日（水曜日）13時00分～16時40分

※12時30分より受付を開始します。

2．開催内容

(1) 「食料・農業・農村白書」について

大臣官房広報評価課 （予定13時05分～13時50分）

(2) 「食育白書」について

消費・安全局消費者行政・食育課
（予定14時00分～14時45分）

（3） 「森林・林業白書」について

林野庁企画課 （予定14時55分～15時40分）

（4） 「水産白書」について

水産庁企画課 （予定15時50分～16時35分）

3．参加申し込み

どなたでもご参加できます。ただし、ご参加は先着順（約
100名程度まで）とさせていただきます。次のどちらかの方
法により、令和2年8月24日（月曜日）17時までにお申し込
みください。
(1) インターネットによる申し込み
https://www.contactus.maff.go.jp/j/kinki/form/200806.html

(2) ファクシミリによる申し込み
以下のホームページの申込書に必要事項を明記の上
ファクシミリでお申し込みください。
（FAX：075-414-9060 ）

4．開催場所

キャンパスプラザ京都 5階第1講義室
（京都市下京区西洞院通塩小路下る東塩小路町939）

5．参加費 （無料）

6．新型コロナウイルス感染防止対策

(1)新型コロナウイルスへの感染防止の観点から、座席間
の距離を保つため、例年より参加可能人数が少なくなっ
ております。このため、地方公共団体、法人の方におか
れましては、1団体・法人1名でお願いします。

(2)御参加の際は、マスクの着用をお願いします（マスクを着
用しない場合、建物に入ることができません）。

インフォメーション

(3)会場入口にて、非接触型体温計で検温させていただきます
ので、御了承願います。

【お問い合わせ先】企画調整室 電話 075-414-  9036
詳しくはこちら
https://www.maff.go.jp/kinki/press/kikaku/200807.html

◆令和元年度食料自給率・食料自給力指標につ
いて8月5日、公表しました

1．目的

食料自給率とは、国内の食料供給に対する食料の国内
生産の割合を示す指標です。我が国の食料の国内生産及
び消費の動向を把握するため、毎年公表しています。

食料自給力指標とは、国内生産のみでどれだけの食料
を最大限生産することが可能かを試算した指標です。我が
国の食料の潜在生産能力の動向を把握するため、平成27
年から公表しています。

2．令和元年度の結果

(1)食料自給率

＜カロリーベース食料自給率＞

カロリーベースの食料自給率については、サンマ・サバ
等の魚介類が不漁となり、米消費が減少した一方で、小麦
の単収が増加したこと等により、対前年度から1ポイント上
昇の38％となりました。

なお、飼料自給率については、前年度並みの25％、カロ
リーベースの食料国産率（飼料自給率を反映しない）は対
前年度から1ポイント上昇の47％となりました。

＜生産額ベース食料自給率＞

生産額ベースの食料自給率については、豚肉等の国産
単価が上昇した一方、野菜の国産単価が増収により下落し、
サンマ・サバ等の魚介類が不漁となった等により、前年度
並みの66％となりました。（生産額ベースの食料国産率（飼
料自給率を反映しない）については、前年度並みの69％）

＜直近10年の食料自給率の動向＞

(2)食料自給力指標

＜令和元年度食料自給力指標＞

米・小麦中心の作付け ：1,754kcal  (1,727kcal)

いも類中心の作付け ：2,537kcal  (2,546kcal)

令和元年度の食料自給力指標は、米・小麦中心の作付
けについては農地面積が減少したものの、小麦の平年単
収や魚介類の漁獲可能量（TAC）の増加により、前年度を
27kcal/人・日上回る、1,754kcal/人・日となりました。 いも
類中心の作付けについては、農地面積の減少や労働力
（延べ労働時間）の減少により、前年度を9kcal/人・日下回
る、2,537kcal/人・日となりました。

この結果、いも類中心の作付けでは、推定エネルギー必
要量（2,168kcal）を上回るものの、米・小麦中心の作付けで
はこれを下回ります。

詳しくはこちら（農林水産省ホームページ）

http://www.maff.go.jp/j/press/kanbo/anpo/200805.html
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うり）

インフォメーション
◆BUZZ MAFF まいどおおきに「なにわの伝統
野菜」探訪 配信中

BUZZ MAFF（ばずまふ）とは？ 農林水産省職員自らが、
省公式YouTubeチャンネルでYouTuberとなるなど、担当業
務にとらわれず、その人ならではのスキルや個性を活かし
て、我が国の農林水産物の良さや農林水産業、農山漁村
の魅力を発信するプロジェクトです。

近畿農政局からは、先月までの滋賀県拠点に続き、大阪
府拠点が「まいどおおきに『なにわの伝統野菜』探訪」として、
「たこ焼き」から生まれた「タコお嬢」と「タコ坊」の「タコヤキ
姉弟」が「なにわの伝統野菜」の魅力を面白く発信していま
す。

是非ご覧いただき、チャンネル登録をお願いします。

7月28日更新

まいどおおきに「な
にわの伝統野菜」探
訪 ～はじまるでぇ～

8月11日更新

まいどおおきに「毛
馬胡瓜」紹介すんで
～！

◆近畿農政局「消費者の部屋」特別展示（農
業・農村のもつ大切な役割）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、『農業・農村のもつ
大切な役割 ～農業・農村の多面的機能の紹介～』をテー
マに行います。

なお、新型コロナウイルス感染症対策として、御来場の
際は、マスクの着用や手指の消毒に御協力をお願いしま
す。また、発熱や咳・くしゃみ等の症状があるなど、体調不
良の際は、御来場をお控えください。

◇テーマ：農業・農村のもつ大切な役割
～農業・農村の多面的機能の紹介～

◇期間：令和2年8月11日（火曜日）～8月21日（金曜日）
9時～17時

(初日は13時から、最終日は正午までとなります。)

◇場所：京エコロジーセンター 1階 展示室
京都市伏見区深草池ノ内町13

◇内容：農業・農村は、私たちが生きていくのに必要
な「食」を支えているだけではなく、洪水を防
いだり、美しい風景をつくったり、生きものを
育てるなどのいろいろな役割（農業・農村の多
面的機能）を持っています。

今回の「消費者の部屋」特別展示では、農
業・農村のもつ大切な役割について、パネル展
示により御紹介します。

毛馬胡瓜
（けまきゅ

鳥飼茄子
（とりがいなす）

勝間南瓜
（こつまなんきん）

※画像は大阪府HPから引用

詳しくはこちら（外部リンク）
1作目：https://www.youtube.com/watch?v=Sw6i2wiPers 
2作目：https://www.youtube.com/watch?v=lrpXKsaMfBI

【お問い合わせ先】
消費・安全部 消費生活課 電話 075-414-9771
詳しくはこちら
https://www.maff.go.jp/kinki/press/syouhi/seikatu/200713.html
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〒602-8054  京都市上京区西洞院通下長者町下る丁子風呂町

〒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る丁子風呂町

〒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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