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◆◆ 主な内容 ◆◆
トピックス

• 平成30年度「和食シンポジウム」を開催しました

• 平成30年度「SAVOR JAPAN（農泊 食文化海外発信地
域）」の認定について

インフォメーション

• 近畿ブロック農福連携シンポジウム「未来につなぐ農福連
携～持続性のある農業と福祉の連携～」開催のご案内

• 「食肉情報出張講座～国産食肉の安全・安心の確保と健
康機能を考える～」のご案内

• 近畿農政局「消費者の部屋」12～1月展示（近畿地域の麦
のご紹介）のご案内

• 外食時の「おいしい食べきり」全国共同キャンペーンを実
施しています！

• 統計情報

• 平成30年産水稲の収穫量（近畿）

←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

近畿農政局 企画調整室

情報新鮮 ｍini

「クリスマスローズ」は、キンポウゲ科ヘレボル
ス属の多年草です。

本来は、クリスマスの頃に咲くヘレボルス・ニゲ
ルだけを「クリスマスローズ」と呼んでいましたが、
現在は、ヘレボルス属全体の原種及び園芸品種
をあわせて「クリスマスローズ」と呼んでいます。

濁りのない花色、丸い花弁、整った花形を目指
して品種改良が行われています。タネで増殖しま
すが、同一の個体からとれたタネでも、1株ごとに
異なる花を咲かせるので、好みの花を探す楽しみ
があります。

http://www.maff.go.jp/kinki/pr/magazine/mini/index.html

撮影協力：藤田植物園（大阪府八尾市）
フォトレポート＞＞＞http://www.maff.go.jp/kinki/tiiki/osaka/2018phot/20_christmasrose/yao.html



「SAVOR JAPAN(農泊 食文化海外発信地域）」は、農泊を推進している地域の中から、特に食と食文化によ

りインバウンド誘致を図る地域の取組を農林水産大臣が認定し、その地域の食の魅力を「SAVOR JAPAN」ブ

ランドで海外に対して一体的かつ強力にPRすることで、増加するインバウンド需要を農山漁村に呼び込もうと

するものです。

本年6月から7月にかけて取組計画の募集を行った結果、全国から17地域の申請があり、特に優れた取組と

して認められる6地域が「SAVORJAPAN（農泊食文化海外発信地域）」として認定されました。

近畿では以下の3地域が今回認定されました。

府県 市町村・地域 実行組織

京都府 京都府森の京都地域（※1） 一般社団法人 森の京都地域振興社

京都府 京都府山城地域（※2） 一般社団法人 京都山城地域振興社

和歌山県 湯浅町 一般社団法人 湯浅観光まちづくり推進機構

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

詳しくはこちら
http://www.maff.go.jp/kinki/press/keiei/tiiki_syokuhin/181207.html

※1 京都府森の京都地域：亀岡市、南丹市、京丹波町、福知山市、綾部市
※2 京都府山城地域：宇治市、城陽市、八幡市、京田辺市、木津川市、久御山町、井手町、宇治田原町、笠置町、和束町、精華町、南山城村

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

詳しくはこちら>>http://www.maff.go.jp/kinki/photo/kekka/k181127.html

近畿農政局は、平成30年11月27日（火曜日）、大阪市において、平成30年度「和食シンポジウム～11月24
日は和食の日、守ろう・つなげよう・ひろめよう～」を開催しました。

このシンポジウムは、「和食」への理解を深めてもらうことを目的に開催し、管内の消費者、企業、行政、
教育関係者、栄養士の方など約100名の方々にご参加いただきました。

基 調 講 演

熊倉 功夫 氏

MIHO MUSEUM館長熊倉功夫氏を講師に迎え、「和食とは何か－創造と継承
－」と題し、自然に生かされた日本の食文化の来歴をわかりやすく説明するとと
もに和食文化の素晴らしさについて講演いただきました。

パネルディスカッション

同志社女子大学生活科学部食物栄養科学科 教授 小切間美保氏
のコーディネートにより、熊倉功夫氏、田村圭吾氏、大阪市立大学非
常勤講師 山下満智子氏、イオンリテール株式会社近畿カンパニー
商品統括部統括部長 奥村太郎氏をパネリストとして迎え、「和食文
化の保護・継承」についてパネルディスカッションを実施しました。

参加者からは、「和食文化の大切さをあらためて確認することがで
きた。」「四季、行事、地域ごとに特色ある食がある和食は素晴らし
い文化だと感じた。」「各家庭で和食伝承を広めていきたい。」などの
感想をいただきました。

休憩時間には京料理「萬重」三代
目若主人 田村圭吾氏により、芳醇な
本場の「だし」をふるまっていただき、
多数の参加者から「おいしかった」と
大好評でした。

小切間 美保 氏 山下 満智子 氏 奥村太郎氏

http://www.maff.go.jp/kinki/press/keiei/tiiki_syokuhin/181207.html
http://www.maff.go.jp/kinki/photo/kekka/k181127.html
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◆近畿ブロック農福連携シンポジウム「未来に
つなぐ農福連携～持続性のある農業と福祉の
連携～」開催のご案内

障害者の就労訓練や雇用の場として農業分野に注目が
集まっています。このため、近畿地域においても自主的・自
律的な農福連携の取組が持続可能なものとなることを目的
に、農福連携シンポジウムを開催します。

◇日時：平成31年1月22日（火曜日）13時30分～17時30分

◇場所：キャンパスプラザ京都 5階第1講義室
（京都市下京区西洞院通塩小路下る東塩小路町939）

◇ 内容
基調講演

「～コクヨグループの農福連携の取組～」
ハートランド株式会社
代表取締役社長 谷 健次 氏

取組事例の紹介
きょうと農福連携センター（京都府庁内）

施策等の紹介
農林水産省農村振興局農村政策部

パネルディスカッション
テーマ 「持続性のある農業と福祉の連携」

＜コーディネーター＞

・京都大学大学院農学研究科
特定准教授 横田 茂永 氏
助教 川﨑 訓昭 氏

＜パネリスト＞

・ハートランド株式会社
代表取締役社長 谷 健次 氏

・社会福祉法人 よさのうみ福祉会
リフレかやの里 藤原 さゆり 氏

・京都大学大学院農学研究科博士課程
植田 剛司 氏

・きょうと農福連携センター（京都府庁内）

◇参集範囲
・これから農福連携の取り組みを考えている方

・すでに農福連携に取り組んでいる方

・国及び地方自治体の農業・福祉関係担当者等

◇申込方法：平成31年1月15日（火曜日）までに、参加申
込書に必要事項をご記のうえ、メールまた
はFAXでお申し込み下さい

【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
/181214.html

◆近畿農政局「消費者の部屋」12～1月展示
（近畿地域の麦のご紹介）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、『近畿地域の麦の
ご紹介』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：近畿地域の麦のご紹介

◇ 期間、場所

• 平成30年12月25日（火曜日）～
平成31年1月18日（金曜日） 8時30分～17時

（土・日、祝日、年末年始（12/29～1/3）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。）

• 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）

◇ 内容
『近畿地域の麦のご紹介』と題して、近畿地域の麦

の生産の状況（作付面積、収穫量、作付品種）及び近
畿産麦を使った製品をパネル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/181211.html

◆「食肉情報出張講座～国産食肉の安全・安心
の確保と健康機能を考える～」のご案内

「国産食肉の安全・安心の確保」をテーマに、国産食肉の
安全性等について正確な情報提供を行うため食肉情報出
張講座を開催します。

◇日時：平成31年1月22日（火曜日）13時30分～16時30分

◇場所：ホテルセントノーム京都平安の間
（京都市南区東九条東山王町19-1）

◇ 内容
基調講演：「食肉による食中毒予防に向けてHACCPの

導入」
岩手大学 名誉教授 品川 邦汎 氏

講 演：「食肉の成分と健康機能」
東京農業大学応用生物科学部 教授
東京大学 名誉教授
清水 誠 氏

現地報告：「安心・安全な食肉の生産について」
京都市中央卸売市場第二市場
場長 廣瀬 智史 氏

◇定員等：100名（参加費無料）

◇申込方法：平成31年1月11日（金曜日）までに、参加申
込書に必要事項をご記入の上、FAXでお申
し込み下さい。

【お問い合わせ先】
生産部 畜産課 電話 075-414-9022

詳しくはこちら
http://www.maff.go.jp/kinki/press/chikusan/181214.html

http://www.maff.go.jp/kinki/press/keikaku/nousonshinkou/181214.html
http://www.maff.go.jp/kinki/press/syouhi/seikatu/181211.html
http://www.maff.go.jp/kinki/press/chikusan/181214.html


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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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

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30年耕地面積（7月15日現在）（全国、近畿）

• 平成30年産4麦の収穫量（全国）

• 平成30年産びわ、おうとう、うめの結果樹面積、収穫量及
び出荷量(全国）

• 平成30年産うめの結果樹面積、収穫量及び出荷量（和歌
山）

• 平成30年度農林水産情報交流ネットワーク事業全国調査

環境保全に配慮した農業生産に資する技術の導入実態
に関する意識・意向調査（全国）

• 野生鳥獣資源利用実態調査（平成29年度）（全国）

• 生産者の米穀在庫等調査（平成30年6月末）（全国）

• 農業経営統計調査 平成29年産米生産費（個別経営）(全
国、近畿）

• 農業経営統計調査 平成29年産米生産費（組織法人経営）
（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/kinki/toukei/toukeikikaku/yotei/2018.html

◆外食時の「おいしい食べきり」全国共同キャ
ンペーンを実施しています！

農林水産省は、消費者庁、環境省及び全国おいしい食べ
きり運動ネットワーク協議会とともに、平成30年12月から平
成31年1月までの忘新年会シーズンに、全国の自治体にお
いて、外食時の「おいしい食べきり」全国共同キャンペーン
を実施しています。

歓送迎会、忘年会、新年会では多くの食品ロスが発生し
ています。乾杯後30分・お開き10分前は自分のお席で料理
を楽しみ、食品ロスの削減に取り組みましょう。

詳しくはこちら

外食時の「おいしい食べきり」全国共同キャンペーン
http://www.maff.go.jp/j/press/shokusan/kankyoi/181130.html

◆平成30年産水稲の収穫量（近畿）

◇ 平成30年産水稲の収穫量について、以下のとおり近
畿の結果を取りまとめましたのでお知らせします。

【調査結果の概要】

1. 平成30年産水稲の作付面積（子実用）は10万3,100ha
で、うち主食用作付面積は９万9,500haとなりました。

2. 水稲の10ａ当たり収量（1.70 ㎜のふるい目幅ベース）
は502㎏で、前年産に比べ８kg減少しました。
なお、農家等が使用しているふるい目幅ベース
（1.80mm）の作況指数は98となりました。

3. 収穫量（子実用）は51万7,500ｔで、うち主食用の収穫
量は49万8,700ｔとなりました。

【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/181210.html
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