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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！！
･平成30年度農林水産予算概算要求が公表されました
･秋真っ盛り！！「味覚の里丹波」を訪ねてみませんか？

･平成29年産水稲の作柄概況及び生育状況及び生産動向等について
･平成28年度食料自給率は1％ダウンの38％
･農林漁業成長産業化ファンドがより使いやすくなりました！

キラリ☆現場にて
･コウノトリの里・豊岡で、20種類以上の葡萄を栽培！

～ 田中農園 代表 田中秀幸さん ～
･田舎暮らしに憧れて農業未経験で移住

～ 農事組合法人三日月特産加工組合 組合長理事 岡田真希子さん ～

･農業競争力強化プログラム（就業構造制度）の概要
･GIマークの使用に関するガイドラインの策定について

平成30年度農林水産予算概算要求が公表されました

本文

秋真っ盛り！！「味覚の里丹波」を訪ねてみませんか？
～ 東播用水 源流ミニツアー ～

東播用水は神戸市や東播磨地域の農業用水や水道水を供給するため、篠山市川代で取水し、大
川瀬ダム・呑吐ダムを経て地域に恵みの水を送り続けています。

この度、東播用水「水と緑の交流」実行委員会（農林水産省・兵庫県・神戸市・明石市・加古川市・三木市・稲

美町・水土里ネット兵庫・川代ダム域水管理協議会・水土里ネット東播用水）では、平成29年10月7日（土）に各地発
着の観光バスで東播用水の源流・丹波篠山を訪れ、ダム施設を見学いただくと共に、上流との交
流を深めることを目的とした「源流ツアー」（有料）を実施します。

詳細については、東播用水「水と緑の交流」実行委員会事務局までお問い合わせ下さい。

（旅程）各乗車場所 ⇒ 川代ダム歓迎式・見学 ⇒ 篠山味まつり（自由行動）⇒ 各乗車場所解散

東播用水「水と緑の交流」実行委員会事務局 ： TEL 0794-87-0545

平成30年度農林水産予算概算要求が公表されました

農林水産省では、平成29年8月31日に平成30年度農林水産予算概算要求を取りまとめ、財務省
に提出しました。概算要求総額は、2兆6,525億円で、平成29年度当初予算比115.0％となってい
ます。

ポイントとしては、農政改革を着実に実行するため８つの柱から取りまとめられており、①担
い手への農地集積・集約化等による構造改革の推進、②水田フル活用と経営所得安定対策の着実
な実施、③強い農林水産業のための基盤づくり、④農林水産業の輸出力強化と農林水産物・食品
の高付加価値化、⑤食の安全・消費者の信頼確保、⑥農山漁村の活性化、⑦林業の成長産業化と
森林資源の適切な管理、⑧漁業の成長産業化と資源管理の高度化、その他となっています。

各種事業等の概算要求額は http://www.maff.go.jp/j/budget/index.html



平成29年産水稲の作柄概況及び生育状況､生産動向等について

8月15日現在の平成29年産水稲の作柄概況及び生育状況（8月30日公表）について、全国の早
場地帯の作柄は「平年並み」または「やや良」、遅場地帯の生育状況も「平年並み」または「や
や良」で推移しており、兵庫県では7月上旬以降高温・多照
で経過したことから、県南・県北は「やや良」、淡路は「平
年並み」で、県計としては「やや良」で推移しています。

また、平成29年産主食用米の作付動向については、生産数
量目標の達成が見込まれる都道府県が36道府県（4月末現在）
と需要に応じた生産が順調に進んでいます。

今後も、国としては、需要に応じた主食用米生産を推進し
つつ、飼料用米、麦、大豆等の戦略作物の本作化、地域の特
色のある魅力的な産品の産地づくりや野菜等の高収益作物へ
の転換等の取り組みに対して引き続き支援していくこととし
ています。

農林水産省では、国内の食料消費が、国産でどの程度賄えているかを示すため、食料自給率を
毎年公表しており、先般、平成28年度の食料自給率を公表しました。

カロリーベースの自給率では、小麦及びてんさい等の作付面積は拡大したものの、天候不順に
より生産量が減少したこと等により、38%となりました。

また、生産額ベースの自給率では、野菜及び果実の輸入額が減少する中で、国内生産額が増加
したこと等により、68%となりました。

平成28年度食料自給率は1％ダウンの38％

～食料自給率アップのための5つのアクション～
1.「今が旬」の食べ物を選びましょう！
2. 地元でとれる食材を、日々の食事に活かしましょう！
3. ごはんを中心に、野菜をたっぷり使ったバランスのよい食事を心がけ、

しっかり朝ごはんを食べましょう！
4. 食べ残しを減らしましょう！
5. 自給率向上を図る様々な取り組みを知り、試し、応援しましょう！

ごはんを１日につき、もう
一口多く食べる

国産大豆100％使用の
とうふを１月にもう２丁
食べる

国産米粉パンを１ヶ月に
もう6枚多く食べる

国産小麦100％使用の
うどんを１ヶ月にもう２玉
食べる

自給率1％向上のために今すぐ
私たちが始められること！

詳しくは http://www.maff.go.jp/j/zyukyu/zikyu_ritu/011_2.html

直近5年間の食料自給率の動向 (単位：％)

年度 24年度 25年度 26年度 27年度 28年度

全国
カロリーベース 39 39 39 39 38
生産額ベース 67 65 64 66 68

兵庫県
カロリーベース 16 16 16 16 -
生産額ベース 37 34 35 37 -

※兵庫県の食料自給率は、平成24～26年度が確定値、平成27年度は概算値となります。

農林漁業成長産業化ファンドがより使いやすくなりました！

本年５月に農林漁業者が主体となり新たな分野を開拓する事業活動に支援する、農林漁業成長
産業化ファンドの支援基準が改正され、これまで６次産業化に取り組む場合、別法人を新たに設
立する必要がありましたが、農業法人等（六次産業化･地産地消法の認定を受けた農林漁業を行う
法人）が取り組む場合、当該農業法人等に対して直接的な出資を行うことが可能となりました。

直接出資のメリットとしては、別法人の設立費用や運営コスト等の負担がなくなる、同一経営
体の中で、一体的な経営管理や、リスク分散による経営の安定を図ることが可能、農林漁業者側
が新たに追加出資を行うことは必須ではなくなることです。

詳細は http://www.maff.go.jp/j/press/shokusan/renkei/170531.html

８月15日現在における作柄（生育）概況

区分 平年比較
作柄（生育）の良否

全 国 早場地帯 平年並み又はやや良
遅場地帯 平年並み又はやや良

近 畿 早場地帯 平年並み
遅場地帯 やや良

兵庫県

県 計 やや良
県 南 やや良
県 北 やや良
淡 路 平年並み



豊岡市下鶴井地区で、巨峰・ピオーネをはじめ20種類以上の
品種のぶどうを栽培されており、６次産業化の認定事業者でも
ある田中農園代表の田中秀幸さん（37歳）にお話を伺いました。

50年以上続くぶどう農家で、本人、妻、両親、アルバイト等
（3～4名）で、ぶどう130ａ、イチジク5aを栽培しており、平
成26年に新たにオープンしたウッド調の落ち着いた雰囲気の直
売所（FRUIT HARVEST田中農園）では、夏秋の収穫期に、ぶ
どうの直売や併設しているカフェでぶどうのスイーツが楽しめ
る他、ぶどう狩り体験も行っています。

お客様に安心で新鮮な美味しいぶどうを食べて頂きたいと、有機肥料を使って自然にやさしい
土作りに力を入れ、人と環境にやさしい栽培方法でぶどう作りを行い、「ひょうご安心ブラン
ド」や豊岡市の「コウノトリの舞」農産物の認定を受けています。

栽培技術や新品種の導入、様々なアイデアの情報収集を積極的
に行っており、経営に反映しています。また、地元小学校の課外
授業を通して、食べ物の成り立ちや大切さを伝える活動や地元の
ＪＡ青年部活動等にも参加しています。

将来は、ぶどう園が豊岡市の定番の観光地となる事を目指して
おり、近隣のぶどう農家が高齢化等により廃園となった果樹園を
借受けての規模拡大や、「ぶどう狩り体験」の栽培面積拡大、関
連施設の拡充を考えています。

コウノトリの里・豊岡で、20種類以上の葡萄を栽培！

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。

田舎暮らしに憧れて農業未経験で移住
「農事組合法人三日月特産加工組合」の組合長理事の岡田

真希子さんに活動の状況などについてお話を伺いました。
岡田さんは、農産物加工処理施設、特産品直売所、お食事

処、そば処が一体となった「味わいの里三日月」の運営に参
画するほか、兵庫県女性農業士として、地域の若手女性農業
者へ積極的に声かけし、悩みなどを相互に相談できる体制を
構築するなど、地域の活性化への寄与が評価され、男女共同
参画優良事例表彰で、経営参画優秀賞を受賞さました。

田舎暮らしに憧れ、農業をするつもりで20年前に東京から
三日月町※に夫婦で移住して来ました。とはいっても、当時は二人とも農作業の経験はなく、少
し授業を受けた程度でしたので、地元の先輩農家のもとで半年間研修をさせてもらい、町役場や
普及センターからも支援をいただきました。

現在は、夫と７棟16ａで花壇苗のハウス栽培を行っています。
移住者の私たちを快く受け入れてくれた地域への恩返しになればと、地域の役員を引き受けて

いくうちに組合長理事に推薦をいただきました。私には施設運
営の経験などありませんので、従業員の皆さんに色々と助けて
いただきながら、学ぶことも多く、また、農家だけをしていて
は知り合えない方との出会いがあることも有難いと思います。

現在の組合長理事という立場で今後を考えると、過疎高齢化
が進む中で「味わいの里三日月」は、人が集まる場としても雇
用の場としても大切なので、地域農業の活性化と連携させて地
域の中心として盛り上げていきたいと考えています。

※市町村合併により、現在は佐用町



就業構造改善の仕組み http://www.maff.go.jp/j/kanbo/nougyo_kyousou_ryoku/video09.html
農工法に基づく農村における就業機会の拡大 http://www.maff.go.jp/j/nousin/sinkou/170301.html

農政に関するご相談､事業や制度へのご意見･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」（就業構造制度）の概要

産業構造が変化する中で、農業構造の改善を図ろうとする農村を維持発展させていくためには、
農村地域での立地ニーズが高いと見込まれる産業の導入や、農村に賦存する多様な地域資源を活
用した地域内発型産業の創出を促進することにより、就業の場を確保することが必要です。

そのため、農村地域への工業の導入促進を目的とする農村地域工業等導入促進法（農工法）の
対象業種を現行の５業種に限定することなく、サービス業などの産業も含める等の見直しが行わ
れました。（あわせて、法律名を「農村地域への産業の導入の促進等に関する法律」に改称）

なお、支援措置として、個人が産業用地に供するものとして農用地等を譲渡した場合の所得税
の軽減や日本政策金融公庫による低利融資など、対象業種の見直しを踏まえた拡充を行います。

2017.09

詳しくは http://www.maff.go.jp/j/shokusan/gi_act/gi_mark/index.html

GIマークの使用に関するガイドラインの策定について
～ 広告、インターネット販売、外食業等 ～

地理的表示（GI）保護制度においては、平成29年8月時点で、27道府県の39産品が登録されて
いますが、GI産品や、それを活用した加工品であることをPRしたり、レストラン等で提供する際
の扱いが明確でなく、販売展開に不安があるとの声があったところです。

このため、農林水産省は、GIマークを、広告、インターネット販売及び飲食業でのメニュー表
示等に使用する場合に守るべきルールを定めた「広告、インターネット販売、外食業等における
GIマークの使用に関するガイドライン」を策定しました。

GIマーク使用の注意点
GIマークは､GI産品と一体的に付すことが必要
（何がGI商品なのか誤解を与えないため）

GI産品を使用した加工食品の包装等に直接GI
マークを付すことはできない

農林水産省への使用申請と許諾
GIマーク
使用事業者

農林水産省

GIマーク使用前に

申請

許諾

･ 使用する事業団体ごとでの申請が可能
（支店や店舗ごとの申請は不要）

･ GI産品ごとの申請は必要なし
※使用の方法や申請手続については、「広告、インターネット販売、
外食事業におけるGIマークの使用に関するガイドライン」を参照

販売店・インターネット販売・飲食店におい
て、GIマークを活用してGI産品を提供する
ことを可能に。

GIマークの使用に関するガイドライン（概要）

ガイドライン
の対象

○○ぶどう

○○りんご ○○カシス

＊＊＊円

＊＊＊円 ＊＊＊円

---------- ----------

---------- ----------

○○メロン

＊＊＊円

○○メロン

-------
-------
＊＊＊円

②インターネット販売

GI産品
「○○ビーフ
を使用しています」

○○ビーフ
ステーキ

＊＊＊円

-----＊＊円

-----＊＊円

-----＊＊円

-----＊＊円

-----＊＊円

③飲食店の
メニュー

○○メロンジュース

GI登録された
○○メロン

を使用しています

④GI産品を使用した加
工品、料理などの販売

①広告でGI産
品をGIマークと
ともに宣伝


