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農林水産省 近畿農政局（兵庫県拠点）

主な内容

Pick up！！
･集落営農実態調査について

･農業技術・研究の見える化サイトを開設しました！
･６次産業化を支援しています
･農作業安全ポスターデザインコンテストの作品募集中！

キラリ☆現場にて
･山田錦発祥の地である兵庫県北播磨地区で吟醸酒を！

～ひょうご酒米処合同会社 初田 源三さん～
･飼料用米でつくられる「オクノのたまご」ご存じですか？

～株式会社オクノ 代表取締役 奥野 克哉さん～

･農業競争力強化プログラム（原料原産地）の概要
･もったいない！食べられるのに捨てていませんか？

集落営農実態調査について
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集落営農に占める法人の割合の推移
全国 近畿 兵庫

農林水産省では、集落営農の育成・確保等に係る施策に資するため、毎年、集落営農数、取組
状況等を把握し、必要な資料を整備しています。

平成29年2月1日現在の集落営農数は、全国で１万5,136（前年比100％）、近畿は2,104（前
年比101％）、兵庫県では882（前年比102％）となっています。

このうち、法人の集落営農数は全国で4,694、近畿は474、兵庫県では111となり、集落営農に
占める法人の割合は全国で31.0％、近畿は22.5％、兵庫県では12.6％となっています。

集落営農に占める法人の割合をグラフでみると、兵庫県の場合は、全国や近畿の平均に比べ低
い傾向にあります。また、生産販売活動では「水稲･陸稲を生産･販売」、それ以外では「機械の
共同所有･共同利用」を行うと答えた集落営農が多くなっています。

詳しくは http://www.maff.go.jp/j/tokei/kouhyou/einou/

活動内容別集落営農数（複数回答） 単位：集落営農

計
（実数）

農産物等の生産・販売活動 農産物等の生産・販売以外の活動

集落内の営農
を一括管理・
運営している

小計
（実数）

水稲・陸稲を
生産・販売

麦､大豆､てん
菜､原材料用
ばれいしょのう
ち､いずれかを
生産・販売

その他の作物
（畜産物を含
む）を生産・販

売

農産加工品の
生産・販売

機械の共同所
有・共同利用

を行う

防除・収穫等
の農作業受託

を行う

農家の出役に
より､共同で農
作業（農業機
械を利用した

農作業以外）
を行う

作付地の団地
化など､集落内
の土地利用調

整を行う

兵庫県 882 593 448 322 235 24 725 658 429 480 168



農業技術・研究の見える化サイトを開設しました！
農林水産省では、新規就農者や新たな作物に挑戦する人が知りたい各品目の基本的な栽培技術

の情報のほか、現場が直面している課題解決に役立つ様々な実用化技術やマニュアルなど農業現
場における技術的問題の解決に向けた、情報を1か所で確認・検索できる「農業技術総合ポータル
サイト」を開設しています。

また、試験公開してきた「農業研究者リスト」を多数の農業研究者と研究成果等を検索できる
「まるみえアグリ:農業研究見える化システム（仮称）」としてリニューアルしました。

平成29年4月10日時点で収録している研究者は約3,300名、研究成果の数は約28,000件となっ
ており、今後も順次更新して充実を図る予定です。

生産者をはじめ、普及指導機関、関連団体･企業等にも活用いただくことを期待しています。

農業技術総合ポータル：http://www.maff.go.jp/j/kanbo/kihyo03/gityo/gijutsu_portal/top.html

「まるみえアグリ:農業研究見える化システム（仮称）｣：https://mieruka.dc.affrc.go.jp/

６次産業化を支援しています
農林水産省では、６次産業化にこれから取り組もうと考えている、あるいは既に取り組んでい

る農林漁業者等向けの、有益な支援対策を準備しています。
これから取り組もうと考えている方には、加工施設の整備などのハ

ード事業や新商品の開発などのソフト支援、金融分野での支援等、既
に取り組んでいる方には、販路拡大のための商談会への参加や輸出の
取り組み等に支援します。

各種支援対策の詳細な支援内容や問い合わせ先等の情報については､
農林水産省HPに掲載されている「６次産業化支援活用ガイド（平成29
年4月版）」に記載されていますのでご覧下さい。

また、新着情報や事業者の取り組み事例、パンフ等の各種情報も掲
載されていますので、ご活用下さい。

詳しくは http://www.maff.go.jp/j/shokusan/sanki/6jika.html
（農林水産省HPから６次産業化をクリックしてもご覧頂けます）

近年、農作業死亡事故の発生件数が350件前後で高止っている中、農作業中の事故を減少させ
ることが喫緊の課題となっています。

このため、『一人一人の安全意識と周囲からの｢声かけ｣から始まる農作業の事故防止』をテー
マに農作業安全に対する国民意識の醸成及び効果的な推進を図ることを目的とした農作業安全ポ
スターデザインコンテストの作品を平成29年6月30日（金曜日）まで募集しています。

詳しくは http://www.maff.go.jp/j/press/seisan/sizai/170331_14.html

農作業安全ポスターデザインコンテストの作品募集中！

まるみえアグリ(仮称)は、農林水産研究勢力が生み出す最先端の技術に
ついて生産者が相談しやすくすぐに利用できることを目的に構築された
情報公開（Web）システムです。



兵庫県内で活躍している農業者や農業生産法人、企業等の活動を取り
上げ、「キラリ☆現場にて」として紹介させていただきます。

山田錦発祥の地である兵庫県北播磨地区で吟醸酒を！

「ひょうご酒米処合同会社」は、山田錦発祥の地である兵庫県
北播磨地区の加西市で、平成29年1月に、六次産業化･地産地消に
基づく総合化事業計画の認定を受けた事業者です。

代表社員の初田源三さんにお話を伺いました。

兵庫県立北条高等学校農業科で農業の基礎を学び、「安全・安
心な農業」を理念とした稲作農業を行い、平成21年には、エコ
ファーマーの認定を受けています。現在は、60年間培ってきた稲
作農業のノウハウ伝承と市内の耕作放棄地も含めた経営規模の拡

大を図り、農地面積14.5haで特別栽培米、山田錦14ha、主食米を0.5ha耕作しています。
また、「米作りの楽しさを次の世代に伝えたい」「どうやって安全･安心なお米を作っているのか
目で確かめてほしい」との思いから、働く仲間の募集なども行っています。

また、平成29年5月からは、総合化事業計画の新商品「純米吟醸酒・初」の
販売が始まります。｢初」は、原料となる酒米の生産から、清酒のコーディネイ
ト・販売までを一貫して手掛ける初めてのお酒です。

自らの姓の｢初｣、酒造りに心を込めた初心の｢初｣、初めての｢初｣と、初づく
しの清酒となり、ラベルの題字は、自身の孫娘が書き上げました。
｢初｣を孫娘が安心して楽しめるようにともイメージし、取り組んだ自信作です。

今後は、日本酒に関心がある消費者の皆さんに、原料米の安全・安心を訴え、
新規需要を開拓し、独自ブランドの清酒を製造・販売し、収益性を確保するこ
とで、所得の向上を図り、地域の雇用拡大にも寄与したいと思っています。

飼料用米でつくられる「オクノのたまご」ご存じですか？

飼料用米を配合した飼料で養鶏をされ「オクノのたまご」とし
て親しまれて地域に根づいた農業をされている加古川市にある養
鶏場「株式会社オクノ」の代表取締役 奥野克哉さんにお話を伺
いました。

大学を卒業後、会社員としてスーパーの食品事業部に勤めてい
ました。その時にお客様に自分の口で商品の説明をして販売する
ことの重要性を実感し、平成3年に就農後も、この経験が現在の
経営スタイルの原点となっています。

飼料用米を使うきっかけとして、たまごの国内自給率は95％以上と言われていますが、実際は
飼料を輸入でまかなっているため、自給率は10％程度と低く、輸入飼料を地域で栽培される飼料
用米に置き換えることで、自給率の向上や地域農業への貢献をしたいと考えたからです。

また、購入する飼料用米を作付する田んぼに自社の鶏糞を還元することで循環型農業を地域と
一体となって行っています。飼料についても慎重さとこだわりを持ち、徹底した管理を行うこと
でお客様に安全で安心なたまごを提供しています。

これらの取り組みが世間からも信頼され「オクノの
たまご」の奥野さんと呼ばれ、子ども達の誇りにもな
り、自ずと後を継ぎたいと言ってくれたことを嬉しく
思っています。

将来はオクノブランドとして経営の多角化や、畜産
を核とした循環型のコア、農業を学んだ子達の就職の
受け皿として雇用することで色んな人材を集め経営の
幅を広げたいと考えています。

飼料用米を50％以上使用した配
合飼料（右）と商品（上）



農政に関するご相談、事業や制度へのご質問などがございましたら、お気軽に地方参事官ホットラ
インまでお問い合わせ下さい。 また、広報誌に対するご意見等もお待ちしています。

地 方 参 事 官 ホ ッ ト ラ イ ン

TEL：078-331-5924 FAX：078-331-5177

「農業競争力強化プログラム」（原料原産地）の概要
消費者がより適切に食品を選択するための機会の確保や、消費者の需要に即した食品の生産の

振興に資するよう、全ての加工食品について、実行可能な方法で原料原産地を表示することと
し、国民の日々の選択が日本の食と農を支える社会を実現します。

具体的には、全ての加工食品を対象に、製品に占める重量割合上位１位の原料について、原則
として、原産地を国別重量順に表示します。

原料原産地の表示が困難な場合は、①可能性表示（Ａ国又はＢ国）②大括り表示（輸入）③さ
らに中間加工原材料については製造地表示（Ａ国製造）を行うなどの仕組みを整備し、実行可能
性を担保し、インターネットなどにより自主的に補足的な情報開示に努めることとしています。

なお､消費者庁では、4月25日まで食品表示基準改正案への意見募集が行われ、現在、改正につ
いて検討中です。

詳しくは
http://www.maff.go.jp/j/kanbo/nougyo_kyousou_ryoku/attach/pdf/nougyo_kyoso_ryoku-34.pdf

近畿農政局 食品表示110番
電 話：０７５－４１４－９０２６ ＦＡＸ：０７５－４１７－２１４９
ホームページ http://www.maff.go.jp/kinki/syouhi/hyouzi/hyouzi110ban.html

近畿農政局食品表示１１０番

………………..
日常のお買い物などで、不審な表示を見かけたら、食品表示110番にお知らせ下さい。
皆様の声が、食品表示の適正化につながります。

「食品表示110番」をご存じですか？ ＜食品の偽装表示ホットライン＞

もったいない！食べられるのに捨てていませんか？
～ 「食品ロス」について考える ～

世界では穀物需給がひっぱくし食料価格が上昇しつつある中、食料の多くを輸入に依存する日
本ですが、売れ残りや期限を越えた食品、食べ残しなど、本来食べられたはずなのに捨てられて
しまった、いわゆる「食品ロス」は日本国内で約621万トンもあります。

これは飢餓に苦しむ人々への世界各国からの1年間の食料援助（約320万トン）のおおよそ2倍
の量で、日本人1人当たりお茶碗約1杯分（約136g）を毎日捨てている計算となります。

この食品ロスは食品メーカーや卸、小売店、飲食店、家庭等、「食べる」ことに関係する様々
な場所で発生しますが、このうち、家庭においての食品ロスは282万トン発生しています。

食材別にみると最も多いのは野菜、次いで調理加工品、果実類、魚介類で、食べずに捨てた理
由として多いのは鮮度の低下、腐敗、カビの発生、冷蔵庫などに入れたまま期限が過ぎたもの、
調理の際に食べられる部分を過剰に捨てていることなどがあげられます。

買ったものを使い切る・食べ切るために冷蔵庫の保存場所を上手に
活用すれば、食べ物は更に長持ちし廃棄量を減らし家計面にとっても
メリットになります。

また、事業者が食品製造工程の改善による賞味期限の延長に加え、
新たな容器包装資材の開発や、パッケージ構造の工夫による鮮度保持、
小分け・個包装、内容物の分離性向上、輸送時の損傷軽減、そしてこ
れら複数の取組を組み合わせるなどといった容器包装技術を活用する
ことが食品ロスの削減につながっています。

容器包装技術は、年々進化していますが、皆様のご家庭でも「食品
ロス」について、一度考えてみませんか？

詳しくは http://www.maff.go.jp/j/shokusan/recycle/youki/index.html#kokinoka_jirei

冷蔵庫

マイナス３度くらいでわずかに
凍らせるパーシャル室

ブロック肉､
魚の切り身など

0度に保たれ
たチルド室

スライス肉、
豆腐など

～冷蔵庫の使い方をひと工夫～

野菜室

野菜､果物
など


