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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29年産米に係る生産等について
･農林水産大臣感謝状が贈られました

･全ての加工食品の原材料に産地表示が義務付けられました
･家庭での食料品備蓄について考えてみませんか？

キラリ☆現場にて
･たまごの生産を通じて食の魅力と大切さを伝えたい！

株式会社芦田ポートリー 代表取締役 芦田昭也さん
･農・食・人をつなぎ、夢をつむぐ農業を！

株式会社LEAD 代表取締役 都倉貴博さん

･「農業競争力強化プログラム」（飼料用米）の概要
･ジビエ利用に関する相談窓口の開設について
･「呑吐ダム探検隊」に参加してみませんか？

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

平成29年産米に係る生産等について

平成29年産水稲の作柄概況（９月15日現
在）は、全国、近畿とも農家等が使用してい
るふるい目幅ベースの作況指数は100で「平
年並み」が見込まれます。

兵庫県における10ａ当たり予想収量は497
kgで前年産に比べ４kgの減少が見込まれ、農
家等が使用しているふるい目幅ベースの作況
指数は100となる見込みです。

このことから、県内の主食用の予想収穫量
は、17万4,400tで、前年産に比べ3,000tの
減少が見込まれます。

また、作付状況（9月15日現在）は、新規需要米や加工用米等の取組計画の認定結果及び作付
状況を取りまとめた結果、全国では、主食用米の作付面積は137.0万haとなり、生産数量目標
138.7万haを1.7万ha、自主的取組参考値を1.3万ha下回り、3年連続で超過作付が解消されまし
た。兵庫県の取りまとめ結果においては、主食用米の作付面積は35,100haとなり、生産数量目
標35,235haを135ha、自主的取組参考値を40ha下回りました。

９月15日現在における作柄概況

区分

10ａ当たり
予想収量

農家が使用しているふるい目幅で選別
（近畿地域は1.80mm）

（1.7mm選別） 10ａ当たり
予想収量

10ａ当たり
平年収量 作況指数

① ② ③=①/②
全 国 534kg 519kg 518kg 100 
近 畿 509kg 497kg 496kg 100 
兵庫県 497kg 487kg 489kg 100 

県 南 495kg 485kg 489kg 99 
県 北 501kg 493kg 493kg 100 
淡 路 506kg 489kg 487kg 100 

農林水産大臣感謝状が贈られました

平成28年度は、高病原性鳥インフルエンザの野鳥における確認が過去最
大規模で見られ、９道県の農場においても発生しました。

こうした中、高病原性鳥インフルエンザの発生に係る防疫措置に関して、
防疫資材の緊急増産に対応いただいた「シスメックス株式会社（本社神戸
市）」に対して、農林水産大臣から感謝状が贈られました。



平成29年9月1日に食品表示基準が改正されたことにより、これまで一部の品目だけが対象だっ
た原料原産地の表示義務が、国内で製造された全ての加工食品※に拡大されました。

加工食品について、重量割合上位1位の原材料の産地を、使用した国別の重量順に表示すること
が基本です。

なお、産地が頻繁に変わるなど、国別重量順表示が困難な場合は､「A国又はB国」､「輸入」と
いった表示も認められています。また、重量割合1位の原材料が中間加工食品の場合は、その製造
地を表示することになっています。

この新しい加工食品の原料原産地表示は、平成34年3月31日までの猶予期間が設けられていま
すので、食品事業者（惣菜などの加工食品を直売所等で販売する農家等も対象）は、それまでに
順次、表示を切り替える必要があります。
（※外食、容器包装に入れずに販売する場合、作ったその場で販売する場合、及び輸入品は対象外です。）

全ての加工食品の原材料に産地表示が義務付けられました

近畿農政局では、相談窓口を設置していますので、ご不明な点はお気軽にご相談ください。
お問合せ先 近畿農政局消費・安全部表示・規格課 075-414-9026

近畿農政局大阪府拠点 06-6941-9060

詳しくは http://www.maff.go.jp/kinki/syouhi/hyouzi/toiawase.html

基本的な表示の見方

名 称 ウインナーソーセージ

原 材 料 名 豚肉（アメリカ産、国産、デンマーク産）、豚脂肪、
たん白加水分解物、還元水あめ、食塩、香辛料/調
味料（アミノ酸等）、リン酸塩（Na､K）……

内 容 量 150ｇ

賞 味 期 限 29.10.30

保 存 方 法 10℃以下で保存
製 造 者 ○○株式会社

兵庫県神戸市中央区海岸通○○番地

家庭での食料品備蓄について考えてみませんか？
地震等の大規模な災害や感染症の発生時には、食料供給の減少が予想

されるほか、水や保存性の高い食料品を中心に食料品の需要が一時的に
集中し、品薄や売り切れ状態となったり、感染拡大防止等の観点から外
出を控えなければならなくなる恐れがあります。

こうした事態に備えるため、日頃から、家庭においても、普段使いの
食料品等の「買い置き」などにより、最低でも３日分、出来れば一週間
分程度の食料品の備蓄に取り組むことが望まれます。

特に、お米は保存性、栄養面、費用、保存スペースのどれをとっても
優れており、備蓄の柱となります。

農林水産省では、家庭での食糧品の備蓄について、ガイドラインを作
成していますのでご活用下さい。

詳しくは http://www.maff.go.jp/j/zyukyu/anpo/gaido-kinkyu.html

使用された原材料が量の多い
順に表示されます。

賞味期限や保存方法が表示
されます。

内容量はグラムやミリリットルな
どの単位を明記して表示され
ます。

２か国以上の産地の原材料
を混ぜて使用している場合は、
多い順に国名が表示されます。

その商品の内容を表す一般
的な名称が表示されます。

ご希望の方は、ホームページから必要事項を記入の上、お申し込み下さい。

詳細は http://www.maff.go.jp/kinki/tiiki/hyogo/pr/mail_magazine.html



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。

農林水産省が推進する、６次産業化総合事業計画の認定事業
者でもある、丹波市の株式会社芦田ポートリーの代表取締役
芦田昭也さんに、６次産業化による地域と連携した取り組み等
について、お話を伺いました。

丹波市氷上町の株式会社芦田ポートリーは平成24年に設立､
「餌や飼育方法にこだわった養鶏による安心・安全なこだわり
の卵」を生産し、新たにスイーツの加工も手掛けるため、同年
に６次産業化総合化事業計画の認定を受けました。

平成26年8月には豪雨災害により平飼いの鶏舎が全壊する危機に直面しましたが、不屈の精神
で復興に奔走し鶏舎を再建しました。以前より飼養羽数が少なくなるため、加工品の販売に比重
を高める方向へと経営の舵をきりました。

現在では、今までのスイーツに加え、自社
で健やかに育て上げた鶏肉を使用したハムや
ソーセージ、ブランド化しつつある丹波人参
を使ったキャロットケーキなど、自社と地域
の素材を生かした加工品作りに励んでいます。

今後は、地元の農作物を使ったたまご料理
で地域を盛り上げるとともに、農家食堂をつ
くることが目標です。

たまごの生産を通じて食の魅力と大切さを伝えたい！

農・食・人をつなぎ、夢をつむぐ農業を！

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を追加しました。

詳細は https://www.gyakubiki.maff.go.jp/appmaff/input

兵庫県青年農業士会の会長として活躍され、加古川市で施設野
菜を栽培されている、株式会社LEADの代表取締役 都倉貴博さん
（35歳）にお話を伺いました。

大学を卒業後、東京のアパレル業界に勤め平成18年4月に退職、
兵庫県に戻り、農業研修後に祖父の跡を継ぎ就農しました。

現在は、ハウス土耕栽培で、小松菜、水菜、紫水菜、ルッコラ、
わさび菜を加古川ほ場、稲美ほ場の約50aで周年栽培しています。

全く畑違いの業界からの転身でしたが、就農して感じたことは、
農業界には面白い人が多く、色々な方とお付き合いをしていくうちに、農業に魅了され、今では
楽しいと日々感じています。

葉物野菜は日常野菜であり、差別化が難しいですが、農業のクリエーターとして、野菜栽培に
適した環境づくりを徹底し、味の濃さ、風味の
良さ、鮮度の良さを特徴とした野菜を育ててい
ます。野菜のほとんどは契約しているレストラ
ンやスーパー、卸などに出荷しています。

また、経営を安定させ、雇用を守るため、規
模拡大を計画しており、１次産業のみにとらわ
れず、2次・3次産業を視野に入れた飲食業など
を展開したいと考えています。



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

飼料用米を推進するための取り組みとして、食料・農業・農村基本計画で掲げた飼料用米の生
産努力目標の確実な達成に向けて、生産性の向上と畜産物のブランド力強化が飼料用米生産の持
続可能性の確保につながる理想的なサイクルを実現する必要があります。

このため、水田活用の直接支払交付金による支援とあわせて、現場で取組可能な飼料用米の生
産コスト低減策をとりまとめた「飼料用米生産コスト低減マニュアル」や「飼料用米多収日本
一」表彰を活用しながら、多収品種の導入、多収を実現する低コスト栽培技術の普及などを推進
し、飼料用米の生産コスト低減を進めます。

また、耕種農家と畜産農家の連携により、飼料用米を輸入とうもろこしの代替品として利用す
るだけではなく、その特徴を活かして畜産物の高付加価値化を図る取り組みを進めます。

詳細は http://www.maff.go.jp/j/kanbo/nougyo_kyousou_ryoku/video10.html

2017.10

ジビエ利用に関する相談窓口の開設について

農村地域では、深刻な被害をもたらす野生鳥獣の被害防止対策により野生鳥獣の捕獲数が増加
する中で、これを地域資源と捉え、ジビエとして有効に活用する前向きな取り組みが広がってい
るところです。

このため、農林水産省は、ジビエ利用に取り組む地域を支援するため、ジビエの捕獲や加工、
流通、外食、小売りなど、様々な分野で活躍している民間の有識者で構成する「ジビエ利用拡大
専門家チーム」（以下「専門家チーム」といいます。）を発足しました。

ジビエ利用に関するご相談、お問い合わせのための専用電話、専用メールアドレスを設け、農
林水産省と専門家チームが官民連携で対応、支援します。お気軽にご相談ください。

○お電話によるお問い合わせ先
専用電話 ： 03-3502-6571
受付時間 ： 平日9時30分～18時15分 （土日祝日及び年末年始を除く）

○メール・FAXによるお問い合わせ先
専用メールアドレス ： gibier-soudan@maff.go.jp
FAX番号 ： 03-3502-7587

詳しくは http://www.maff.go.jp/j/press/nousin/tyozyu/170912.html

普段は入ることのできないダム内部
の監査廊なども見学できるよ！！

主催：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

「呑吐ダム探検隊」に参加してみませんか？

この度、東播用水｢水と緑の交流｣実
行委員会では、平成29年11月11日
(土)に｢呑吐ダム探検隊｣を開催します｡

各自で吞吐ダム管理所前（三木市志
染町三津田）に集合いただき受付とな
りますが、参加費は無料で、どなたで
も参加いただけます。

（※小学生以下は保護者同伴でお願いします。）

詳細は､事務局にお問い合わせ下さい｡

事務局：東播用水土地改良区
TEL:0794-87-0545 FAX:0794-87-0547

ダムはどんな役割をするの？東播用水の水は
どこからくるの？みんなの疑問にお答えします。
ダムを見学しながら楽しく学びましょう！！

「農業競争力強化プログラム」（飼料用米）の概要


