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◆◆ 主な内容 ◆◆

奈良県桜井市笠地区は、15ヘクタールの広大
なそば畑が見られるということで近年人気が上昇
しています。平成４年から国営総合農地開発事業
で広がった農地をそば畑として活用しています。

例年８月にまかれた種が、９月中旬ごろから白
い花を咲かせ、見頃になります。笠地区には、日
本三大荒神の一つ「笠山荒神社」でも知られてお
り、蕎麦を賞味できる「笠そば処」もあります。

トピックス

• 「きんき食と農デジタルミュージアム」を開設しました

インフォメーション

• 令和２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（近畿）

• 近畿農政局「消費者の部屋」特別展示スケジュールのお
知らせ（令和2年10月～12月）

• BUZZ MAFF まいどおおきに「なにわの伝統野菜」探訪、
最終話

←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

近畿農政局管内の食と農の魅力を動画で発信するサイトです。

近畿農業に関する最新のニュースや最先端の技術、近畿ならではの農業などを動画でご紹介します。

米粉を使ったレシピなど「食」に関する動画を紹介します。

近畿ならではの風景を動画で紹介します。

【お問い合わせ先】企画調整室 電話 075-414-9037
https://www.maff.go.jp/kinki/video.html



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　

◎ 用語の解説及び特記事項

・ 主食用作付見込面積とは、水稲作付面積（青刈り面積を
含む。）から、備蓄米、加工用米、新規需要米等の作付面
積を除いた面積（見込み）である。

・ 10ａ当たり予想収量及び予想収穫量は1.70㎜のふるい
目幅で選別された玄米の重量である。

・ 作況指数は、都道府県ごとに、過去５か年間に農家等が
実際に使用したふるい目幅の分布において、最も大きい
割合の目幅以上に選別された玄米を基に算出した数値で
ある。

・ 本調査における作柄概況（９月15日現在）は、その後の
気象が平年並みに推移するものとして作柄予測を行った。
したがって、今後の気象条件等により作柄は変動すること
がある。

表

インフォメーション

◆令和２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（近畿）

近畿の作況指数は99（10ａ当たり予想収量504kg）の見込み

【調査結果の概要】

１ 令和２年産水稲の作付面積（青刈り面積を含む。）は10
万4,100haで、前年産に比べ1,100haの減少が見込まれ
る。うち主食用作付見込面積は９万7,600haが見込まれ
る。

２ ９月15日現在における水稲の10ａ当たり予想収量は504
㎏で、前年産に比べ１kgの増加が見込まれる。また、農家
等が使用しているふるい目幅ベースの作況指数は99が
見込まれる。

３ 主食用作付見込面積に10ａ当たり予想収量を乗じた予
想収穫量（主食用）は49万1,900tが見込まれる。

図 水稲の府県別・作柄表示地帯別作況指数（９月15日現在）

【調査結果】

1 作付面積

令和２年産水稲の作付面積（青刈り面積を含む。）は10
万4,100haで、前年産に比べ1,100haの減少が見込まれる。

なお、水稲の作付面積（青刈り面積を含む。）から、備
蓄米、加工用米、新規需要米等の作付面積を除いた主
食用作付見込面積は９万7,600haが見込まれる。

２ 作柄概況

(1) 穂数は、７月の低温・日照不足等により分げつが抑
制され、各府県ともに平年を下回り、滋賀県、兵庫県
及び和歌山県が「少ない」、京都府、大阪府及び奈良
県が「やや少ない」となった。

(2) １穂当たりもみ数は、幼穂形成期が天候に恵まれた
ことや、穂数の減少による補償作用等により、各府県
ともに「やや多い」となった。

(3) 全もみ数は、穂数減の影響が大きかった滋賀県、和
歌山県が「やや少ない」、その他の府県では「平年並
み」となった。

(4) 登熟は、７月の日照不足の影響で京都府が「やや不
良」と見込まれるものの、８月以降高温・多照で経過し、
９月以降もおおむね天候に恵まれていることや、全も
み数減少による補償作用が見込まれる和歌山県が
「やや良」、その他の府県では「平年並み」が見込まれ
る。

(5) 以上のことから、９月15日現在における近畿の10ａ当
たり予想収量は504kg（前年産に比べ１kg増加）が見込
まれる。また、農家等が使用しているふるい目幅ベー
スの作況指数は99（平年並み）が見込まれる。

３ 予想収穫量（主食用）

主食用作付見込面積に10ａ当たり予想収量を乗じた予
想収穫量（主食用）は49万1,900ｔが見込まれる。

令和２年産水稲の府県別作付面積及び９月15日現在の10a当たり
予想収量

参 考

区 分

作付面積

（青刈り

面積を

含む。）

10ａ当たり

予想収量 主食用作付

見込面積

予想収穫量

（主食用）

① ⑥ ⑦＝①×⑥

ha ha kg kg ㎜ kg kg ha ｔ

近 畿 104,100 △1,100 504 1 … 479 484 99 97,600 491,900

滋 賀 32,400 △ 500 509 0 1.90 474 483 98 29,700 151,200

京 都 14,500 △ 100 503 △ 2 1.85 486 494 98 13,800 69,400

大 阪 4,710 △ 150 499 △ 3 1.80 483 479 101 4,700 23,500

兵 庫 37,600 △ 300 499 2 1.85 474 477 99 34,800 173,700

奈 良 8,540 △ 20 520 5 1.80 507 500 101 8,430 43,800

和歌山 6,250 △ 110 485 △ 9 1.80 474 486 98 6,250 30,300

注：１ ③10ａ当たり予想収量、④10ａ当たり平年収量及び⑤作況指数に
ついては、府県ごとに、過去５か年間に農家等が実際に使用したふ
るい目幅の分布において、最も大きい割合の目幅以上に選別され
た玄米を基に算出した数値である。
なお、②最も大きい割合の目幅の近畿については取りまとめてい
ないため「…」で示している。

２ 表中の「△」は、減少したものを示す。

【お問い合わせ先】

統計部生産流通消費統計課 電話 075- 414- 9640
詳しくはこちら
https://www.maff.go.jp/kinki/press/toukei/seiryu/200930.html
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◆近畿農政局「消費者の部屋」特別展示
スケジュールのお知らせ

（令和2年10月～12月）

近畿農政局では、消費者をはじめとした国民の皆様に情
報を提供するため「消費者の部屋」を開設し、農林水産行
政や食料消費・食生活などをテーマとした展示等を行って
います。

今回は、令和2年度第3四半期（10月～12月）に開催する 
特別展示のスケジュールをお知らせします。お近くにお越し
の際は、ぜひお気軽にお立ち寄りください。

なお、御来場の際は、新型コロナウイルス感染症対策とし
て、マスク着用や手指消毒への御協力に加え、発熱や咳・
くしゃみ、体調不良等の際は、御来場をお控えいただきます
よう、お願いします。

◇近畿農政局1階「消費者の部屋」での特別展示

◇他の会場での展示

※展示期間、テーマ等について、変更する場合があります。

【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/201007.html

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、最終話

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、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ました。

第５話 ９月９日公開「幻の『鳥飼茄子』」料理してもらうで～

第６話 ９月23日公開 「勝間南瓜」紹介 すんで～！「勝間」と
書いて「こつま」と読む

第７話10月3日公開 まいどおおきにとうとう最終話「勝間
南瓜」いただきま～す！
詳しくはこちら
https://www.maff.go.jp/kinki/photo/kekka/video/b2.html#2

農林水産省近畿農政局
企 画 調 整 室

滋 賀 県 拠 点

京 都 府 拠 点

大 阪 府 拠 点

兵 庫 県 拠 点

奈 良 県 拠 点

和 歌 山 県 拠 点

〒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

TEL(075)451- 9161 FAX(075)414- 9060

TEL(077)522- 4261   FAX(077)523- 1824

TEL(075)414- 9015   FAX(075)414- 9057

TEL(06)6943- 9691   FAX(06)6943- 9699

TEL(078)331- 9941   FAX(078)331- 5177

TEL(0742)32- 1870   FAX(0742)36- 2985

TEL(073)436- 3831   FAX(073)436- 0914

展示期間 テーマ
10月8日（木曜日）
～10月30日（金曜日）

統計でみる近畿の農林水産業のすがた

11月2日（月曜日）
～11月25日（水曜日）

和食文化の保護・継承 ～和食 それは、豊かな自然
と、日本人の心が育んだ伝統の食文化～

11月26日（木曜日）
～12月16日（水曜日）

食べて応援！近畿の牛肉

12月17日（木曜日）
～1月13日（水曜日）

近畿管内のお豆さんたち(仮称)

展示期間 テーマ 展示場所／住所
10月９日（金曜日）
～10月21日（水曜日）

知ってる？日本の食料事情 中京区役所 1階「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

10月19日（月曜日）
～10月28日（水曜日）

食べて応援！近畿の牛肉 東山区役所 １階「展示ホール」／京都市東
山区清水五丁目130-6

11月2日（月曜日）
～11月9日（月曜日）

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～

サンサ右京 １階「区民ロビー」／京都市右
京区太秦刑部町12

11月10日（火曜日）
～11月16日（月曜日）

知ってる？日本の食料事情 京都堀川下長者町郵便局「展示コーナー」／
京都市上京区西堀川通出水上る桝屋町１

11月11日（水曜日）
～11月24日（火曜日）

食べて応援！近畿の牛肉 ヘルスピア２１ １階「エントランスホー
ル」／京都市南区西九条南田町1-2

11月13日（金曜日）
～11月27日（金曜日）

和食文化の保護・継承 ～和食 それは、豊か
な自然と、日本人の心が育んだ伝統の食文化～

東山区役所 １階「展示ホール」／京都市東
山区清水五丁目130-6

11月30日（月曜日）
～12月11日（金曜日）

知ってる？日本の食料事情 北区役所 本庁舎2階「北区民交流スペー
ス」／京都市北区紫野東御所田町33-1

12月16日（水曜日）
～12月25日（金曜日）

鍋のおいしい冬が来た！
～今日の気分は○○鍋～

左京区役所 １階「区民ロビー」／京都市左
京区松ヶ崎堂ノ上町7-2

12月17日（木曜日）
～12月25日（金曜日）

知ってる？日本の食料事情 東山区役所 １階「展示ホール」／京都市東
山区清水五丁目130-6


