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◆統計情報

・平成27年産水稲の作付面積及び9月15日現在における作柄概況
  （全国、近畿、滋賀、京都、大阪、兵庫、奈良、和歌山）
・平成27年度農林水産情報交流ネットワーク事業全国調査 
  森林資源の循環利用に関する意識・意向調査（全国）
・水産加工統計調査（平成26年）（全国）
・農業経営統計調査 平成26年産米生産費（全国、近畿）
・平成26年漁業経営調査（全国）
・平成27年産「い」の作付面積、収穫量及び畳表生産量（主産県）
・平成27年果樹及び茶栽培面積（7月15日現在）（全国）
・平成27年耕地面積（7月15日現在）（全国、近畿）
・平成27年産大豆（乾燥子実）の作付面積（全国）
・平成27年産水稲の作付面積及び予想収穫量（10月15日現在）
  （全国、近畿、滋賀、京都、大阪、兵庫、奈良、和歌山）

詳しくはこちら
http://www.maff.go.jp/kinki/toukei/toukeikikaku/yotei/2015.html

◆近畿農政局「消費者の部屋」11月展示（豆のチカラ
を再発見）のご案内

　豆は古来から栄養バランスを整えるための食材として、大きな
役割を果たしてきました。日本人にもなじみの深い食材であり、
なくてはならない貴重な栄養源として、行事食や和菓子にも
使われ、食に彩りを添えてきました。
　また、良質なたんぱく質や食物繊維、いま注目のポリフェノール
など、からだに必要な栄養素をそなえた健康食品です。
　消費者の部屋では、豆の栄養成分や機能性成分について紹介
します。  テーマ： 豆のチカラを再発見

内容：パネルとパンフレット等の展示
　　・豆の栄養成分や機能性成分の紹介 　　・豆料理レシピの紹介
　　・近畿地方における豆類の生産情報や国産大豆の流通
　　状況の紹介 
場所：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り下長者町下ル丁子風呂町）

期間：平成27年11月2日（月曜日）～11月13日（金曜日）8時30分～17時
　　（土・日、祝日を除きます。初日は午後1時から、
　　　　　　　　　　　最終日は正午までとなります。）

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/151019.html

テーマ：「飼料用米とはどんなお米ですか」 ～ 耕畜連携に
　　　よる畜産物の高付加価値化 ～

内容：パネル、パンフレットの展示
　　・飼料用米施策に関する情報 　　・飼料用米の生産状況に関する情報
　　・飼料用米等の専用品種に関する情報
　　・飼料用米等を給与して生産した畜産物に関する情報
　　・その他畜産物に関する情報 　　※飼料用米専用品種の稲の展示

場所：中京区役所1F「区民ホール」
　　（京都市中京区西堀川通御池下る西三坊堀川町521）

期間：平成27年11月6日(金曜日) ～ 19日(木曜日)
　　（土・日を除きます。初日は午前10時からとなります。）

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/151023.html

柿（奈良県五條市）
　｢柿が赤くなると医者が青くなる｣ということわざがある
ように、食べると風邪をひかないとか、二日酔いにいいと
言われている柿。
　奈良県は和歌山県と並ぶ全国有数の柿の産地です。実の
ほかにも、葉は｢柿の葉寿司｣の材料として使われています。
　平成26年産果樹生産出荷統計では奈良県の結果樹面積は
1,840ha（全国：21,300ha）で、収穫量は32,600t（240,600t）、
出荷量30,500t（198,900t）となっています。

 

トピックス
・「環太平洋パートナーシップ（TPP）大筋合意についての
近畿ブロック意見交換会」を開催しました
・｢知｣の集積と活用の場の構築に向けたシンポジウム
（西日本会場）を開催しました

 インフォメーション
・平成27年産水稲の作付面積及び予想収穫量（10月15日現在）（近畿）
・平成27年度近畿産業連携ネットワーク交流会の開催について
・近畿農政局「消費者の部屋」11月展示（豆のチカラを再発見）
のご案内
・近畿農政局「消費者の部屋」11月展示（飼料用米）のご案内
・統計情報

TEL(075)414-9015〒602-8054 京都市上京区西洞院通下長者町下ル丁子風呂町京 都 支 局   FAX(075)414-9057

◆近畿農政局「消費者の部屋」11月展示（飼料用米）
のご案内
　飼料用米とは、牛、豚、鶏の家畜の飼料として生産される
お米のことです。
　なぜ、お米を家畜の飼料として生産する必要があるのか、
飼料用米を給与して生産された畜産物はどんなものがある
のか等について紹介します。
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◆平成27年産水稲の作付面積及び予想収穫量（10月15日現在）
 （近畿）

   ◇主食用作付見込面積は10万1,900ha（前年産に比べ2,600ha減少）の見込み
   ◇水稲の10ａ 当たり予想収量は508kg（前年産に比べ11kg増加）の見込み

 【調査結果の概要】
 １. 近畿における平成27年産水稲の作付面積(子実用)は10万5,800haで､
　前年産に比べ2,200haの減少が見込まれる。また、主食用作付見込
　面積は10万1,900haが見込まれる。
  ２. 10月15日現在における近畿の水稲10ａ当たり予想収量は508㎏で､
    前年産に比べ11kgの増加が見込まれる。
  ３. 以上の結果、予想収穫量（子実用）は53万7,200tが見込まれる。
　   また、主食用作付見込面積に10ａ当たり予想収量を乗じた
    近畿の予想収穫量（主食用）は51万7,700ｔが見込まれる。
   4. ふるい目幅別重量分布について近畿平均でみると、2.00mm
　以上は過去5か年平均値と比べ1.2%少なくなっている。（農家等
    が使用しているふるい目幅ベースの近畿の作況指数は100）

インフォメーショントピックス

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　

農政局からの 　
お知らせ　

府県別10ａ当たり予想収量（10月15日現在）

お問い合わせ先
統計部生産流通消費統計課　電話　075-414-9650

詳しくはこちら
http://www.maff.go.jp/kinki/toukei/toukeikikaku/kekka-kinkihuken/20151030.html

「環太平洋パートナーシップ（TPP）大筋合意についての近畿ブロック
意見交換会」を開催しました

◆平成27年度近畿産業連携ネットワーク交流会の
開催について

　6次産業化の取組の推進は、5年目を迎え、従来の取り組み
に加えて、地域資源（歴史、文化、伝統、観光資源を含む）を
活かした生産者団体などが主体となった産地、地域単位での
6次産業化への取り組みも重要となってきています。
　そのような状況を踏まえて、近畿産業連携ネットワークでは、
産地、地域における取り組みの事例報告やフリー討論を内容
とした交流会を以下のとおり開催します。
　一般の方々の参加も可能となっていますので、ご応募お
待ちしています。
 
日時：平成27年11月18日（水曜日）14時～16時

場所：マイドームおおさか
　　（大阪市中央区本町橋2番5号）

内容：
　事例報告及びフリーディスカッション 
　　　コーディネーター：京都大学大学院農学研究科教授 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　小田滋晃氏
　　事例報告：
　　　(1)一般社団法人野迫川村観光局代表理事・副理事長 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　奥村直幸氏
　　　　（特定非営利活動法人奈良NPOセンター理事・事務局長）
　　　　　事例：漁業、観光を基点にした地域再生の取組
　　　(2)家島諸島都市漁村交流推進協議会会長 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　岡部賀胤氏
　　　　　事例：島内関係者が結成した協議会による観光
　　　　　　　の取組
　　　(3)吉野かわかみ社中代表 　下西昭昌氏
　　　　　事例：森林組合と行政が組織を結成し事業を進める
　　　　　　　取組
　　　(4)みのり農業協同組合養鶏事業所 　野網厚詞氏
　　　　　　（株式会社野乃鳥代表取締役）
　　　　　事例：播州百日どりの取組を通じた地域の活性化を
　　　　　　　進める取組

　関係機関からの情報提供 
　参加者フリー交流 

参集者：農林漁業者（団体含む）、連携事業者（観光関連事業者
　　　含む）、実需者、行政関係者等100名程度

申込方法
　下記URLの｢近畿産業連携ネットワーク交流会参加申込
フォーム｣により、11月13日（金曜日）までにお申し込みくだ
さい。

お問い合わせ先
事業支援部地域連携課　電話　075-414-9101

詳しくはこちら
http://www.maff.go.jp/kinki/keiei/zigyo/6ji/271118_kouryu.html

　農林水産省では、TPPの大筋合意の内容について、交渉結果等を説明し、関係者の要望を聞き、
受け止めて、今後の対策検討に生かしていくとの趣旨で、10月19日に畜産関係品目を、22日に園芸・
特産関係品目、水田・畑作関係品目をそれぞれ京都市内で、29日には大阪市内で食品産業向けの近畿
ブロック意見交換会を開催しました。

｢知｣の集積と活用の場の構築に向けたシンポジウム（西日本会場）
を開催しました
　農林水産省は、平成27年10月21日に京都劇場において、農林水産・食品分野に異分野の知識や
技術を導入し、新たな産学連携研究の仕組み（「知」の集積と活用の場）づくりを行うため、「「知」の
集積と活用の場の構築に向けたシンポジウム」を開催しました。
　妹尾賢一郎氏による「農林水産・食品産業を導く「知」を創る」の基調講演、國本裕氏による「味の素
（株）の研究開発と海外展開」の特別講演、そして、「農林水産・食品産業における「知」の集積と活用」
をテーマにパネルディスカッションを行いました。

会場内の様子 各会場での担当者による説明

農林水産技術会議事務局長による挨拶 妹尾産学連携推進機構理事長の基調講演 國本味の素（株）常任顧問の特別講演

農林水産技術会議事務局産学官連携室長
による説明 

会場内の様子パネルディスカッションの様子 

TPP大筋合意についての関税に関する交渉結果等詳しくはこちらから ---> http://www.maff.go.jp/kinki/
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