
201810

◆◆ 主な内容 ◆◆
トピックス

• 平成30年度「食育シンポジウム」を開催しました
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高島市今津町日置前の箱館山のふもと
では、そばが開花期を迎え、真っ白なそば
の花が秋の風物詩となっています。

この地域のそばは、早場米の刈り取り
後や転作ほ場に、地域振興作物として栽
培されており、11月上旬以降に収穫され
た後、冬の名物「箱館そば」として地元住
民や観光客を楽しませてくれます。
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農林水産省と日経ビジネスは、以下のとおり、農業への参入を希望する企業と企業を誘致しようとす

る地域のマッチングを行う「農業参入フェア2018（大阪会場）」を開催します。

会 場 の 様 子

近畿農政局は、平成30年10月2日（火曜日）、京都市にお

いて、『平成30年度「食育シンポジウム」～健全な食生活を

送るために～』を開催しました。

このシンポジウムは、栄養バランスに優れた食生活であ

る「日本型食生活」の大切さを知ってもらい、それを実行して

広めていく取組を参加者と考えることを目的として開催し、

131名の方にご参加いただきました。

ゆる和食研究家 栗山 小夜
子（くりやま さよこ） 氏を迎え、
「頑張らないゆる和食のすすめ
～ちょっとの工夫で毎日を健や
かに～」をテーマに、健康面を
考えた食事についての基調講
演を行って頂きました。

武庫川女子大学短期大学部
幼児教育学科 講師 藤本 勇二
（ふじもと ゆうじ） 氏から「子ども
が学ぶ日本型食生活」をテーマ
に、主に、子どもを含む若者の
食生活の現状を踏まえた問題
についてご講演を行って頂きま
した。

藤本 勇二 氏をコーディネーターとし、京都府連合婦人会 事務局 藤原 公

子（ふじわら きみこ）氏、京都生活協同組合 副理事長 川村 幸子（かわむら

ゆきこ）氏及び基調講演者の栗山 小夜子 氏をパネリストとして、「おいしく、

楽しく日本型食生活を実践し、広めていくために」をテーマに、パネルディス

カッションを行いました。

パネルディスカッションでは、パネリストの経験に基づく食に対する問題点の提示があり、その解決方法に
ついて会場から寄せられた意見を交えた意見交換が行われました。
参加者からは、「学校教育の中でもっと、食に関心をもってもらえるような時間が必要」、「日本型食生活につい

て理解が深まった」、「食育についての気付きをたくさん得ることができた」などの感想をいただきました。

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

* ゆる和食とは、日本に根付いた世界中の食を日本人向けに作りやすく提案する手法と考え方のこと。

◇日 時：平成30年11月30日（金曜日） 13時00分～18時00分 （開場12時30分）

◇場 所：グランキューブ大阪（大阪府立国際会議場） 3階 イベントホール D＋E
（大阪府大阪市北区中之島5丁目3-51）

◇内 容：参入企業による先進事例の発表、各種ブースを設置して行う農業参入
の説明・相談

◇参 加 費：無料

◇申込方法：「農業参入フェア2018（大阪会場）」への参加を希望される方は、
以下の特設サイトからお申し込みください。

＜参加申込の特設サイト（大阪会場）＞
https://www.nikkeibp.co.jp/seminar/atcl/semi/nb181130/

＜マッチングブース出展の問合せ先＞ （ブース出展申込締め切り 平成30年11月9日（金曜日））
農業参入フェア2018運営事務局 担当：杉本、江見
電話 03-6869-0713 FAX 03-3291-3635 Ｅ－Mail agrifair@pcoworks.jp

https://www.nikkeibp.co.jp/seminar/atcl/semi/nb181130/


平成30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）

◇ 主食用作付見込面積は9万9,500haの見込み

◇ 10ａ当たり予想収量は504kg（前年産に比べ6kg減少）
の見込み

【調査結果の概要】

1. 平成30年産水稲の作付面積（青刈り面積を含む。）は
10 万 5,800ha で、う ち主食用 作付見込面積は 9 万
9,500haが見込まれます。

2. 9月15日現在における水稲の10a当たり予想収量は
504kgで、前年産に比べ6kgの減少が見込まれます。
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となる見込みです。

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50万1,100tが見込まれます。

【お問い合わせ先】
統計部 生産流通消費統計課 電話 075-414-9650

詳しくはこちら
http://www.maff.go.jp/kinki/press/toukei/seiryu/180928.html

◆統計情報

• 平成29年度農林水産情報交流ネットワーク事業全国調査
野菜の衛生管理に関する意識・意向調査（全国）

• 平成30年産麦類（子実用）の作付面積（全国）及び収穫量
（都府県）

• 平成30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（全国、近畿）

【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/2018.html
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◆平成30年度（第57回）農林水産祭天皇杯等
の選賞について

農林水産祭中央審査委員会において、平成30年度（第57
回）農林水産祭の天皇杯等の受賞者が決定されましたので、
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）

【内閣総理大臣賞】（多角化経営）

詳しくはこちら
http://www.maff.go.jp/kinki/press/keikaku/nousonshinkou/181018.html

出品財 府県 市町村 受賞者

経営（ねぎ） 京都府 京都市 こと京都株式会社

出品財 府県 市町村 受賞者

経営（在来作物） 奈良県 奈良市 プロジェクト粟

◆平成30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

平成30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2地区が
農林水産大臣賞に選定されました。

【農林水産大臣賞】

※葛籠町自治会は特別賞（日本政策金融公庫農林水産事業本部近
畿地区統轄賞）も受賞されました。

【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/kinki/press/keikaku/nousonshinkou/181018.html

府県 市町村 受賞団体

滋賀県 彦根市 葛籠町自治会 ※

兵庫県 淡路市 山田ふるさと村づくり実行委員会

◆「ディスカバー農山漁村（むら）の宝」
（第5回選定）の選定結果について

内閣官房及び農林水産省は、「ディスカバー農山漁村

（むら）の宝」（第5回選定）として、32地区の農山漁村活性
化の優良事例を選定しました。

このうち、近畿農政局管内からは、3地区が選定されました。

後日、近畿農政局管内より応募のあった地区の中から、
近畿「ディスカバー農山漁村（むら）の宝」として選定し、そ
の結果を公表します。

【お問い合わせ先】

農村振興部 農村計画課 電話 075-414-9051

詳しくはこちら
http://www.maff.go.jp/kinki/press/keikaku/nousonshinkou/181017.html

府県 市町村 地区名

京都府 与謝野町 与謝地域山村活性化協議会

兵庫県 丹波市 有限会社 こやま園

奈良県 川上村 一般社団法人 吉野かわかみ社中
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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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TEL(06)6943-9691   FAX(06)6943-9699
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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

◆近畿農政局「消費者の部屋」11月展示（お
鍋でおなかも心もほかほかに）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、『お鍋でおなかも心

もほかほかに』をテーマに行います。ぜひ、お気軽にお立ち

寄りください。

◇ テーマ
お鍋でおなかも心もほかほかに

◇ 場所、期間

• 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番地の2）

• 平成30年11月1日(木曜日)～11月14日(水曜日)

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

今回の「消費者の部屋」特別展示では、お鍋の効

果（野菜の摂取、家族団らん、暖房の節約など）につ

いて、パネルを展示するとともに、すてきなレシピをご

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/181018.html

◆どうやって儲けましょ？～「一農ネット交流
会in近畿」開催のお知らせ

近畿農政局では、新規就農者や就農予定者などの皆様
のがんばる仲間づくりを応援するため、毎年交流会を開催
しています。
今回は、個々の農家を「企画」「生産」「販売」を一気通貫

で行う「農産物メーカー」ととらえ、「どうやって売っていくの
か」をテーマに据えて以下のとおり講演及び名刺交換会を
行います。
仲間作りや新規販路開拓の機会ととらえ、ご興味のある

方は是非ご参加ください。

◇ 場所：大阪合同庁舎1号館6階 第2会議室

（大阪市中央区大手前1-5-44）

◇ 日時：平成30年11月26日（月曜日）

13時30分～17時00分 （受付：13時から）

◇ 参集者
近畿地域の新規就農者、農業研修中の方など、農業
に携わる方

◇ 内容
【講演会】
（１）テーマ：「農産物の生産・加工・販売」

講 師：株式会社早和果樹園
代表取締役会長 秋竹 新吾 氏

（２）テーマ：「流通業者からの期待」
講 師：株式会社プラス

取締役会長 野田 忠 氏

【名刺交換会】（講師、参加者と名刺交換をして頂けま
す。名刺をご持参下さい）

◇ 参加費：無料

◇ 募集人数：30名（募集人数になり次第締切とさせて
いただきます。）

◇ 申込方法
11月15日（木）までにインターネットによる受付フォー
ムに必要事項をご記入の上、お申し込みください。

【お問い合わせ先】
経営・事業支援部経営支援課 電話 075-414-9055

詳しくはこちら
http://www.maff.go.jp/kinki/press/keiei/sien/181019.html

http://www.maff.go.jp/kinki/press/syouhi/seikatu/181018.html
http://www.maff.go.jp/kinki/press/keiei/sien/181019.html

