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◆◆ 主な内容 ◆◆

トピックス

• 「平成29年度近畿地域未来につながる持続可能な農業推
進シンポジウム」を開催しました

インフォメーション

• 農林漁業体験スポット及び工場見学等施設情報のお知らせ

• 近畿農政局「消費者の部屋」４～５月展示（植物検疫）のご
案内

• バーベキューを楽しむ皆様へ

• 第26回優良外食産業表彰における受賞者の決定について

• ジビエ利用モデル地区の選定のお知らせ

• 統計情報

情報新鮮 ｍini

転作田や遊休農地に菜の花を栽培し、観光資源や

環境学習などの場として活用するとともに、収穫した

菜種から菜種油を製造し、家庭などで利用します。

利用後の廃食用油は回収してバイオディーゼル燃

料（ＢＤＦ）に精製し、自動車や農業機械などの燃料と

して使用します。自動車や農業機械から排出された

二酸化炭素は、菜の花の生育過程で吸収されるとい

う資源循環型の取組で、日本各地で取り組まれてい

ます。

撮影場所：兵庫県洲本市



トピックス

近畿農政局は、平成30年3月14日（水曜日）に京都市において、近畿地域環境保全型農業推進連絡
会議との共催で、「平成29年度近畿地域未来につながる持続可能な農業推進シンポジウム」を開催し
ました。

はじめに、平成29年度未来につながる持続可能な農業推進コンクールに係る近畿農政局長賞及び
近畿地域環境保全型農業推進連絡会議会長賞の表彰式を行いました。続いて、受賞された6団体から、
取組事例の発表をそれぞれ行っていただきました。

次に、農林水産省主催の同コンクール（有機農業・環境保全型農業部門）において農林水産省生産
局長賞を受賞された「アグリイノベーション大学校」の運営会社である株式会社マイファーム取締役の
木本一花氏から、「農業から未来を考える アグリイノベーション大学校」と題して、講演をしていただき
ました。農業従事者数が減少の一途をたどり、高齢化が深刻な状況である中、同大学校では週末に社
会人向け農業スクールを開講し、有機農業による栽培を通じて新規就農時に必要な「技術・経営・仲
間」のベースを得られる学びの「場」の提供を行っていることを紹介していただきました。

当日は、有機農業を始めとする環境保全型農業やGAPに関心のある生産者、流通業者、学生、行政
関係者など約60名の方に参加をしていただき、閉会後には参加者同士で話し込む姿も見られました。

【お問い合わせ先】
生産部 生産技術環境課 075-414-9722

近畿農政局長賞等を受賞者された皆様の詳しい取組内容はこちら
http://www.maff.go.jp/kinki/photo/kekka/k180314.html

農林水産省主催のコンクールの表彰式及び事例発表はこちら
http://www.maff.go.jp/j/seisan/kankyo/jizoku_konkuru.html

受賞された皆様

浅小井農園株式会社
代表 松村 務 氏

ooI茶いづみ・みかの原碾茶
グループ代表 中岡 基裕 氏

京丹後森本アグリ株式会社
取締役 矢野 直幸 氏

農事組合法人農園たかはし
代表 髙橋 嘉男 氏

松本NGKグループ
事務局長 奥井 重柾氏

山本博氏

講演をしていただいた
株式会社マイファーム

取締役木本一花氏

受賞者の紹介と
講評をしていただいた

中村会長

【近畿農政局長賞】

GAP部門

・浅小井農園株式会社（滋賀県近江八幡市）

・ooI茶いづみ・みかの原碾茶グループ（京都府木津川市）

有機農業・環境保全型農業部門

・京丹後森本アグリ株式会社（京都府京丹後市）

【近畿地域環境保全型農業推進連絡会議会長賞】

有機農業・環境保全型農業部門

・農事組合法人農園たかはし（大阪府藤井寺市）

・松本NGKグループ（兵庫県神戸市）

・山本博氏（和歌山県紀の川市）
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インフォメーション

◆近畿農政局「消費者の部屋」４～５月展示（植
物検疫）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、『植物検疫ってなあ

に？～農業と緑を守るために～』をテーマに行います。ぜ

ひ、お気軽にお立ち寄りください。

◇ 植物検疫ってなあに？ ～農業と緑を守るために～

◇ 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4月23日（月曜日）～5月１8日（金曜日）

8時30分～17時
（土・日、祝日を除きます。初日は13時から、

最終日は正午までとなります。）

◇ 内容：植物検疫の役割や海外から植物を持ち帰る際に
気を付けること等について、パネルや標本の展示
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/180409.html

◆バーベキューを楽しむ皆様へ
ゴールデンウィークには、家族や、友人とバーベキューを

楽しむ方も多いのではないでしょうか。
でも、食品の扱い方を間違えると食中毒になることがあり

ます。
バーベキューを安全に楽しむには食中毒を起こす菌を食

べ物にくっつけない・増やさない・やっつけることが重要です。
農林水産省では、バーベキューを安全に楽しむための食

中毒予防のポイントをまとめました。
食材を運ぶとき、調理するとき、食べるときの場面に応じ

た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/foodpoisoning/test.html

食品を運ぶとき

• 生肉/生魚はそれぞれ別のビニール袋に入れ、他の食
品とくっつかないようにしましょう。

• クーラーボックスに入れ、保冷剤でしっかり冷やしま
しょう。また、クーラーボックスは涼しい場所に置きま
しょう。

バーベキュー場で ～清潔な手と器具で調理しましょう～

• 調理前や食べる前にはしっかり手を洗い、食中毒菌を
つけないようにしましょう。

• もし水道がなかったら、ウェットティッシュできれいにふ
きましょう。

• 手にけがをしている時は、使い捨て手袋を着けましょう。

• 加熱する食品と加熱しない食品で別々のまな板を使
いましょう。

• 分けて使うのが難しいときは、加熱しないで食べる物
を先に切りましょう。

バーベキュー場で ～いざ焼いて食べましょう～

• 生肉は中心まで十分に加熱しましょう。

• 食べる時も箸は区別して、清潔な手、箸、皿で食べま
しょう

食品を焦がし過ぎないように・・・

• 食品をこまめにひっくり返して焦がし過ぎないよう
にしましょう。

（肉や魚に火が直に触れたときできる物質の中に
は体によくない物質があります。）

• 焦げすぎる前に食べましょう。

（いも類や野菜類は高い温度で長く加熱すると体
によくない物質ができます。）

食べ終わったら・・・

• 残った食べ物はもったいなくても捨てましょう。
• ゴミは持ち帰るか、指定の場所に捨てましょう。

食中毒を起こす菌を
食べ物にくっつけない・増やさない・やっつける
ことでバーベキューを安全に楽しもう！

◆農林漁業体験スポット及び工場見学等施設情
報のお知らせ

近畿農政局では、食や農林水産業等の関心や理解を深

めていただくことを目的として、近畿2府4県の農林漁業体

験スポットや工場体験等施設に関する情報を提供していま

す。

農林漁業体験等を希望される方は
是非ともご活用ください。

〇農林漁業体験スポット一覧

http://www.maff.go.jp/kinki/syouhi/seikatu/syokuiku/taiken.html

〇工場見学等施設一覧

http://www.maff.go.jp/kinki/syouhi/seikatu/syokuiku/kengaku.html

【お問い合わせ先】
経営・事業支援部 地域食品課 電話 075-414-9025

食品を十分に加熱すると、美味しそうな色や香りができたり、
消化しやすくなります。また、食中毒菌も殺すことができます。

でも、加熱し過ぎると、ある程度以上食べた時に、健康に悪
い影響を与える可能性のあるものもできます。

食品を加熱することは食中毒の予防に大切ですが、焦がし
すぎには注意しましょう。



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

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(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

〒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

◆統計情報

• 平成29年産飼料作物の作付（栽培）面積及び収穫量、えん
麦（緑肥用）の作付面積（全国）

• 鶏卵流通統計調査（平成29年）（全国）

• 牛乳乳製品統計（平成29年基礎調査）（全国）

• 平成28年市町村別農業産出額（推計）（全国）
（農林業センサス結果等を活用した市町村別農業産出額の推計結果）

• 平成30年集落営農実態調査（平成30年2月1日現在）（全国）

• 平成28年林業産出額 （全国）

【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/j/tokei/sokuhou/yotei/index_nenkan_29.html

◆第26回優良外食産業表彰における受賞者の
決定について

農林水産省は、「優良外食産業表彰」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ました。

近畿農政局管内では以下の4事業者が受賞されました。

【国産食材利用推進部門】
農林水産大臣賞

食料産業局長賞

【新規業態・人材開発部門】
食料産業局長賞

【海外進出・食文化普及部門】
農林水産大臣賞

詳しくはこちら
http://www.maff.go.jp/j/press/shokusan/service/180314.html

府県名 受賞者

大阪府 森口産業 株式会社

府県名 受賞者

兵庫県 株式会社 トリドールホールディングス

府県名 受賞者

大阪府 株式会社 グルメ杵屋

府県名 受賞者

京都府 株式会社 弘

インフォメーション

◆ジビエ利用モデル地区の選定のお知らせ

農林水産省は、先導的モデルとなる取組等を定めたマス
タープランを策定した17地区を「ジビエ利用モデル地区」とし
て選定しました。

近畿農政局管内からは、以下の5地区が選定されました。

【お問い合わせ先】
農村振興部 農村環境課 電話 075-414-9052

詳しくはこちら
http://www.maff.go.jp/kinki/press/keikaku/shigen/180312.html

モデル地区名
マスタープラン策定主体

（コンソーシアム名）

京都府・大阪府 京都

丹波・大阪北摂地区
京都丹波・大阪北摂連携ジビエ
モデル構想協議会

京都府 中丹地区
京都中丹認証ジビエ推進コン
ソーシアム

兵庫県 県内広域
兵庫県シカ・イノシシ丸ごと1頭
活用コンソーシアム

和歌山県 紀北地区
わかやまジビエ紀北地区コン
ソーシアム

和歌山県 古座川町 古座川ジビエコンソーシアム


