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◆◆ 主な内容 ◆◆

和歌山県有田地方では、有田川が流れる左右の山や、
海岸沿いの山々にみかん畑が広がります。山という山は
すべてみかん畑です。

9月になると極早生みかん（ゆら早生、日南早生などの 
品種）が徐々に色付き始め、緑色が薄くなっていき、収穫
が始まります。

有田みかんの最盛期は、11月から収穫される早生み 
かん（宮川早生や興津早生、田口早生などの品種）です。
早生みかんは皮が薄く、甘みも増しています。12月になる
と普通みかん（中生・晩生）が収穫されます。

（JAありだ ホームページより引用

http://www.ja-arida.or.jp/orange/mikan06.php ）

トピックス

• 近畿農政局ホームページで輸出拡大の取り組みを紹介し
ていきます。

インフォメーション

• 「ディスカバー農山漁村（むら）の宝」第7回選定結果の公
表について

• 近畿「ディスカバー農山漁村（むら）の宝」（第4回）の選定
結果について

• 令和2年度（第59回）農林水産祭天皇杯等の選賞につい
て

• 令和２年度「豊かなむらづくり全国表彰事業」農林水産大
臣賞 (近畿ブロック) の受賞について

• 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12月）

• 感染リスクを下げながら会食を楽しむ工夫を！

←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。
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トピックス

農林水産省では、農林水産物や食品の輸出額を2030年に5兆円に拡大する目標に向けて、我が国の 

強みを最大限に活かす品目別（牛肉、米、果樹など）の具体的目標を設定し、戦略的な取り組みを行って
います。

近畿農政局でも、これら輸出拡大に向けた取組みの一貫として、輸出に挑戦する生産者などの裾野を広
げることを目的に、輸出に取り組む産地の動画や担当者の事例をフォトレポート形式で連載するなどの情
報発信を行っていきます。

動画で紹介！ YOUTUBE・ホームページで連載

輸出に重点的に取り組むグローバル産地を動画で紹介しています。

フォト レポートで紹介！ ホームページ上で連載

輸出に精力的に取り組む企業や団体についての事例をホームページ等で紹介していきます。

連載します

神戸肉流通推進協議会

輸出相談窓口について

近畿農政局では、「農林水産物・食品の輸出に関する相談窓口」を設置し、輸出に関する事業者の御質問
を受け付けており、必要に応じ、関係機関等を紹介するなどの対応をしています。
また、円滑な輸出に必要な支援も行っていますので、お気軽に御相談ください。

【お問い合わせ先】

経営・事業支援部 輸出促進課 電話 075-414-9101



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　

インフォメーション

◆令和2年度（第59回）農林水産祭天皇杯等の選
賞について

◆「ディスカバー農山漁村（むら）の宝」第7回
選定結果の公表について

内閣官房及び農林水産省は、農山漁村活性化の優良事例
である「ディスカバー農山漁村(むら)の宝」第7回選定として、
28地区及び4名を選定しました。近畿農政局管内からは以下
の3地区が選定されましたので、お知らせします。

地区名 所在地 部門

ニシオサプライズ株式会社 京都府 南丹市 ビジネス

福良漁業協同組合 兵庫県 南あわじ市 ビジネス

大和平野土地改良区 奈良県 橿原市 コミュニティ

詳しくはこちら
http://www.maff.go.jp/j/press/nousin/kouryu/201104.html

◆近畿「ディスカバー農山漁村（むら）の宝」
（第4回）の選定結果について

近畿農政局管内においても、応募のあった事例の中には、
これら以外にも優れた取組があることから、近畿独自の特徴
ある優れた取組について、近畿「ディスカバー農山漁村(むら) 
の宝」として選定し、広く発信することにより他地域への横展
開を図ることとし、近畿「ディスカバー農山漁村(むら)の宝」
（第4回）として、以下の7地区と1名を選定しましたので、お知
らせします。

地区名／氏名 所在地 部門

百済寺樽プロジェクト 滋賀県 東近江市 団体

お茶の通販・京都おぶぶ茶苑 京都府 和束町 団体

大阪府立農芸高等学校 大阪府 堺市 団体

株式会社ゆめの樹野上野 兵庫県 丹波市 団体

葛城山麓地域協議会 奈良県 葛城市 団体

株式会社日向屋 和歌山県 田辺市 団体

梅遊びグループ 和歌山県 みなべ町 団体

前川 真司 滋賀県 東近江市 個人

【お問い合わせ先】
農村振興部 農村計画課 電話 075-414-9050

詳しくはこちら
http://www.maff.go.jp/j/press/nousin/kouryu/201104.html

農林水産祭中央審査委員会において、令和2年度（第59回）
農林水産祭の天皇杯等の受賞者が決定されました。
近畿農政局管内の受賞者（農業関連部門）についてお知らせ
します。

【天皇杯】（多角化経営部門）

出品財 受賞者 所在地

経 営
（６次産業化）

有限会社 古株牧場
（代表 古株治明）

滋賀県蒲生郡
竜王町

【日本農林漁業振興会会長賞】（むらづくり部門）

出品財 受賞者 所在地

むらづくり
活動

農事組合法人
ゆめ野山

（代表 松本正之）
奈良県五條市

詳しくはこちら
http://www.maff.go.jp/j/press/kanbo/bunsyo/201007.html

◆令和２年度「豊かなむらづくり全国表彰事業」
農林水産大臣賞 (近畿ブロック) の受賞について

令和２年度「豊かなむらづくり全国表彰事業（農林水産祭
むらづくり部門）」において、近畿農政局管内から上記「農
事組合法人ゆめ野山」と以下の地区が農林水産大臣賞を
受賞されました。

【農林水産大臣賞】

受賞者（団体） 所在地

「中部環境保全活動の会」 兵庫県宝塚市

なお、両団体は日本政策金融公庫農林水産事業本部近畿地区統轄
賞を合せて受賞しています。

【お問い合わせ先】
農村振興部 農村計画課 電話 075-414-9050

詳しくはこちら
https://www.maff.go.jp/kinki/press/keikaku/nousonshinkou/201007.html

◆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12月）

◇近畿農政局1階「消費者の部屋」での特別展示

展示期間 テーマ
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）

近畿地域のお豆さんたち

◇他の会場での展示

展示期間 テーマ 展示場所／住所
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

【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/syouhi/seikatu/tenji/index.html
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インフォメーション

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


