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◆◆ 主な内容 ◆◆

トピックス

• 世界農業遺産への認定申請に係る承認及び日本農業遺産
の認定に関する地域を募集中

• 国内の世界農業遺産認定地域

インフォメーション
• 「平成29年度輸出に取り組む優良事業者表彰」の受賞者のお

知らせ
• 農林水産省 公式 YouTubeチャンネルで 動画を配信しています

 「10分でわかる収入保険のポイント」
 お米の新しい市場を開拓！「日本のお米の輸出」

• 「逆引き事典」を更新しました
• 近畿農政局「消費者の部屋」2～3月展示（食品の表示と米・牛

のトレーサビリティ制度について）のご案内
• ジャガイモによる食中毒を予防するためにできること
• 「平成30年春の農作業安全確認運動」の実施について
• 統計情報

情報新鮮 ｍini

奈良県は古くからイチゴの栽培がさかんで、昭和40年代
から現在まで、収穫量、出荷量ともに近畿1位となっていま
す。

奈良県では、イチゴを県の農業を牽引している農産物とし
て「リーディング品目」に位置づけ、新品種の育成や高設栽
培の普及推進など産地振興を図っています。

写真は、平成23年に品種登録された奈良県育成品種「古
都華」（ことか）です。

果実の色は濃赤色で果皮には光沢があり、食味は糖度
と酸度が高く味が濃厚で、香りの強いことが特徴です。

奈良県のイチゴ出荷量（2016年）・・2,290トン（全国15位、近畿1位）
（農林水産省：平成２８年産野菜生産出荷統計より）



トピックス

農林水産省は、世界農業遺産への認定申請に係る承認及び日本農業遺産の認定を希望する地域を募集してい
ます。

世界農業遺産は、世界において重要かつ伝統的な農林水産業を国連食糧農業機関（FAO）が認定する制度です。
農林水産省では、世界農業遺産の取組を支持し認定の拡大を図るため、認定申請に必要な承認を付与するため
の国内審査を実施します。また、我が国において将来に受け継がれるべき伝統的な農林水産業システムを広く発
掘し、その価値を評価するため、農林水産大臣による日本農業遺産の認定を行っています。

（世界農業遺産・日本農業遺産HP：http ://www.maff.go. jp/j/nousin/kantai/giahs_1.html）

募集期間：平成30年6月20日（水曜日）まで

募集対象：世界農業遺産への認定申請に係る承認及び日本農業遺産の認定を希望する地域

申請方法及び審査基準：申請方法及び審査基準につきましては、以下のURLをご覧ください。
http://www.maff .go.jp/j/nousin/kantai/giahs_14.html

申請から承認・認定までのスケジュール
（1） 一次審査（書類審査）結果の通知 8月頃を予定
（2） 現地調査 9月から11月頃までを予定（世界農業遺産等専門家会議委員による現地調査）
（3） 二次審査（世界農業遺産等専門家会議を開催、申請者からのプレゼンテーションを実施）
（4） 承認・認定地域の決定 平成31年2月頃を予定

申請先及び問い合わせ先
滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県に所在の方

農村振興部 農村環境課
〒602-8054 京都府京都市上京区西洞院通下長者町下ル丁子風呂町

TEL：075-414-9052 FAX：075-451-3965
詳しくはこちら＞＞＞ http://www.maff.go.jp/kinki/press/keikaku/shigen/180118.html

審査基準
1．世界及び日本においての重要性
2．申請地域の特徴

（1）食料及び生計の保障 （2）農業生物多様性 （3）地域の伝統的な知識システム
（4）文化、価値観及び社会組織 （5）ランドスケープ及びシースケープの特徴
（6）変化に対するレジリエンス （7）多様な主体の参画 （8）6次産業化の推進

3．システムの持続性のための保全計画

世界農業遺産は2018年2月5日現在、世界で19ヶ国47地域、日本では9地域が認定されています。

近畿農政局管内では、「みなべ・田辺の梅システム」が認定されています。

認定地域 （認定年）

①トキと共生する佐渡の里山 (2011)

②能登の里山里海 (2011)

③静岡の茶草場農法 (2013)

④阿蘇の草原の維持と持続的農業 (2013)

⑤クヌギ林とため池がつなぐ国東半島・宇佐の農林水産循環(2013)

⑥清流長良川の鮎 (2015)

⑦みなべ・田辺の梅システム (2015)

⑧高千穂郷・椎葉山の山間地農林業複合システム(2015)

⑨持続可能な水田農業を支える「大崎耕土」の伝統的水管理システム (2017)

①

②

③

④ ⑤
⑥

⑦
⑧

⑨

詳しくはこちら＞＞＞ http://www.maff.go.jp/j/nousin/kantai/giahs_1_1.html
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インフォメーション

◆「平成29年度輸出に取り組む優良事業者表
彰」の受賞者のお知らせ

農林水産省は、「平成29年度輸出に取り組む優良事業者
表彰」の農林水産大臣賞及び食料産業局長賞の受賞者を
決定し、発表しました。

近畿管内では、以下の2事業者が食料産業局長賞を受賞
されました。

【お問い合わせ先】
経営・事業支援部地域連携課 電話 075-414-9101

詳しくはこちら
http://www.maff.go.jp/kinki/press/keiei/zigyo/180112.html

◆近畿農政局「消費者の部屋」2～3月展示（食
品の表示と米・牛のトレーサビリティ制度につ
いて）のご案内

近畿農政局「消費者の部屋」では、農林水産行政や食生

活などについての情報提供を行っています。

今回の「消費者の部屋」特別展示は、『知っておきたい！

～食品の表示と米・牛のトレーサビリティ制度について～』

をテーマに行います。ぜひ、お気軽にお立ち寄りください。

◇ テーマ：知っておきたい！ ～食品の表示と

米・牛のトレーサビリティ制度について～

◇ 場所、期間

• 近畿農政局1階消費者の部屋「特別展示コーナー」

（京都市上京区西洞院通下長者町下る丁子風呂町）

• 平成30年2月16日（金曜日）～3月9日（金曜日）
8時30分～17時
（土・日を除きます。初日は13時から、

最終日は正午までとなります。）

◇ 内容：「食品表示制度」、「米トレーサビリティ制度」及

び「牛トレーサビリティ制度」について、パネルと

パンフレットの展示により、ご紹介します。

【お問い合わせ先】
消費・安全部 消費生活課 電話 075-414-9761

詳しくはこちら
http://www.maff.go.jp/kinki/press/syouhi/seikatu/180202.html

府県名 市町村名 事業者の名称

京都府 京都市 京都青果合同株式会社

兵庫県 神戸市 白鶴酒造株式会社

お米の新しい市場を開拓！「日本のお米の輸出」

農林水産省は、お米の輸出について分かりやすく説

明した動画を作成しました。

輸出用米の生産に取り組んでいる生産者の方、海外

で日本産米の 販売に取り 組んでい る方へのインタ

ビューや、お米の輸出に

関する耳寄りな情報もた

っぷりお伝えします。

ぜひ、ご覧下さい。

・動画はこちらから↓
https://www.youtube.com/watch?v=Cp6xPSbXJFQ

・動画の内容を1分で紹介したダイジェスト版はこちら↓
https://www.youtube.com/watch?v=kSEcJhVpgac

◆「逆引き事典」を更新しました

農林水産省では、補助金等を「誰が」「何をしたい」から検
索できる逆引き事典を公開しています。

事業の名前が分からなくても、例えば「農業を営む私」が
「機械を買いたい」時に利用できる事業の一覧を見ることが
でき、更には事業同士の比較も可能です。

補助金については、平成30年度予算案、平成29年度補正
予算案まで掲載しています。

詳しくはこちら
https://www.gyakubiki.maff.go.jp/

「10分でわかる収入保険のポイント」

農林水産省は、平成31年1月から始まる「収入保険制
度」について、対象品目や加入する場合の流れ、既存の
類似制度との関係等。

制度のポイントを約10分
にまとめた説明動画を公
開してします。

ぜひ、ご覧ください。

・動画はこちらから↓
https://www.youtube.com/watch?v=HjVHiUWmXmw

収入保険制度についてはこちら
http://www.maff.go.jp/j/keiei/hoken/saigai_hosyo/syu_nosai/index.html

◆農林水産省 公式 YouTubeチャンネルで
動画を配信しています



日本の農業、もっと強く。
農業を成長産業にしていくことを目指す「農業競争力プログラム」について、その内容を説明する動画を作

成し、農林水産省ホームページに掲載しています。
⇒ http://www.maff.go.jp/j/kanbo/nougyo_kyousou_ryoku/index.html
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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

豊岡駐在所

奈 良 県 拠 点

和 歌 山 県 拠 点

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(0796)22-2171   FAX(0796)22-2172

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

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

〒602-8054 京都市上京区西洞院通下長者町下ル丁子風呂町

〒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ル丁子風呂町

〒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

〒668-0023 豊岡市加広町5-10

〒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

◆ジャガイモによる食中毒を予防するためにできること

～学校や家庭等の菜園でジャガイモ栽培を行う皆様へ～

ジャガイモには、炭水化物やビタミンなどの栄養素が多く

含まれるほか、微量の天然毒素が含まれています。毒素が

増えると、おう吐や腹痛を起こすことがあるので、ジャガイ

モの栽培から収穫まできちんと取扱うように気をつけましょ

う。

ジャガイモを学校や家庭等の菜園で栽培し、調理して食

べるときの注意点をご紹介します。

農林水産省ホームページにリーフレットを公表しています↓

http://www.maff.go.jp/j/syouan/seisaku/solanine/yobou/yobou.html#04

【お問い合わせ先】
消費・安全部 消費生活課 電話 075-414-9761

◆統計情報

• 平成29年産もも、すももの結果樹面積、収穫量及び出荷量
（全国）

• 平成29年産てんさいの作付面積及び収穫量（北海道）

【お問い合わせ先】

統計部 統計企画課 電話 075-414-9620

詳しくはこちら
http://www.maff.go.jp/kinki/toukei/toukeikikaku/yotei/2017.html

～ 天然毒素の特徴と食中毒予防のポイント ～

・ イモに光（日光、蛍光灯）が当たると増える

ポイント① イモに光を当てない

・未熟なイモでは、濃度が高いことがある

ポイント② イモは大きく育て、熟してから収穫する

・イモを傷つけると増える

ポイント③ 収穫、保管時にイモを傷つけない

・芽とその周辺や緑色の部分では、濃度が高い

ポイント④ 芽とその周辺や緑色の部分は除く

・皮では、内側の部分より濃度が高い

ポイント⑤ 皮はできるだけむく

・濃度が高いとイモが苦くなる

ポイント⑥ 苦みやえぐみのあるイモは食べない

◆「平成30年春の農作業安全確認運動」の実施に

ついて

農林水産省は、毎年350件前後発生している農作業死亡事
故を減少させるため、3月から5月までを農作業安全対策の重
点期間として、平成30年春の農作業安全確認運動を実施しま
す。

◇ 実施期間
平成30年3月1日（木曜日）～平成30年5月31日（木曜日）

◇ 重点推進テーマ
まずはワンチェック、ワンアクションで農作業安全

◇ 事故を防止するには、農業者一人一人の安全意識の向上
が不可欠です。さらに家族や地域の方からの「声かけ」で
一層の事故防止意識を農業者の方に持ってもらうことが重
要です。

• 乗用型トラクター乗車時にはシートベルト、ヘルメットを着
用しましょう。

• 気温の上がる5月頃からは、熱中症の予防に心がけま
しょう。

• 農業者の方も特別加入制度により労災保険に加入でき
ますので、労災保険に加入しましょう。

【お問い合わせ先】

生産部生産技術環境課

電話 075-414-9722

詳しくはこちら
http://www.maff.go.jp/j/press/seisan/sizai/180206.html


