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◆◆ 主な内容 ◆◆
トピックス

• 近畿「ディスカバー農山漁村（むら）の宝」（第2回）選定証
授与式を開催しました

インフォメーション

• 近畿農政局長賞の授与式及び地産地消等推進フォーラ
ムのご案内

• 「第3回 全国子ども和食王選手権」全国大会における近
畿の受賞者について

• 近畿農政局「消費者の部屋」2月展示（食をささえる農業
研究）のご案内

• 統計情報

• 第6回「食品産業もったいない大賞」における近畿の受賞
者について

• 農畜水産物・食品の輸出の際に求められる証明書一覧を
更新しました

←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

兵庫県南あわじ市では、ビニールトンネルを用
いた栽培技術によって、寒さが厳しい１月、２月
にも冬レタスを出荷をしています。

冬レタスの収穫後は、春レタスの苗を定植する
など、長期間にわたって出荷しています。

冬レタスの収穫量は、全国の市町村順位1位、
春レタスは全国2位となっており、全国へ出荷さ
れています。

※出荷量の順位は2017年
※冬レタス（11月～翌年3月）、春レタス（4月～5月）

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



【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/photo/kekka/k181211.html

近畿農政局は、近畿「ディスカバー農山漁村（むら）の宝」（第2回）選定証授与式を開催し、選定された6地
区に対して、近畿農政局長から選定証の授与を行いました。

また、選定証授与式の後、全国段階で選定された近畿管内の3地区を交えて、懇談会を開催しました。
懇談会では、農政局より各団体の取組内容やその成果について紹介し、その後、各団体からこれまでの活
動に当たっての苦労話や今後の活動の展開方向などについて発表していただき、参加者による意見交換、
情報共有等を行いました。

今後、参加者間のネットワークの構築や取組の横展開が図られることが期待されます。

近畿「ディスカバー農山漁村（むら）の宝」（第2回） 選定地区

社会福祉法人
わたむきの里福祉会

美味い米で創る！まちづくりへの挑戦

平成17年から開始した農業事業の今
後の展開を検討する6次産業化プロ
ジェクトの取組

伊根浦地区農泊推進地区協議会

舟屋に泊まる
日本で一番海に近い暮らし

舟屋を活用した地域ならではの宿泊及
び漁業体験、食を通じた農泊推進事業

田尻漁業協同組合

「どこいく？」「田尻漁港！」となるように

平成6年頃より漁協主導の観光漁業を
開始。
朝市、体験漁業、海鮮BBQなど多彩な
直売サービスを展開

滋賀県 日野町 京都府 伊根町 大阪府 田尻町

能座集落＆株式会社A m n a k

蘇る能座の農地
～集落と企業の連携～

国家戦略特区のもと、不耕作農地で生
産した酒米から日本酒新銘柄「能座ほ
まれ」を製造・販売

飛鳥ニューツーリズム協議会

飛鳥から世界へ！日本文化を発信

インバウンドをホームステイ型民泊で
受入。

田舎生活体験を飛鳥時代の歴史的遺
産及び原風景と共に共通体験

熊野米プロジェクト

米作り・人づくり・町づくり

地域を見直し新しい価値を創造し、モノ
とココロが一緒に流通するを念頭に地
域課題と向き合う

兵庫県 養父市 奈良県 明日香村 和歌山県 田辺市

「ディスカバー農山漁村（むら）の宝」（第5回選定） 近畿管内選定地区

与謝地域山村活性化協議会

農福連携で次世代に繋ぐ
農村のかたち

未利用野菜を高機能冷凍機で長期保
存可能なカット野菜にし、旬でない時期
に販売することで高付加価値化を実現。

有限会社 こやま園（プロデュース賞）

新丹波ブランド
丹波なた⾖茶を世界に発信

昔から丹波地方で民間薬用に栽培さ
れてきた「なた豆」を「なた豆茶」として、
加工販売。

⼀般社団法人吉野かわかみ社中

室町時代から続く
吉野林業を次の500年へ

製材加工施設を整備し、原木加工から
最終製品まで対応できる体制を構築し、
消費者ニーズに合致した商品開発に
取り組む。

奈良県 川上村兵庫県 丹波市京都府 与謝野町

認定証授与式
の様子

懇談会の様子

近畿農政局長を受賞された６地区の皆様

http://www.maff.go.jp/kinki/photo/kekka/k181127.html
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◆近畿農政局長賞の授与式及び地産地消等推進
フォーラムのご案内

近畿農政局は、平成31年2月15日（金曜日）地産地消等
推進フォーラムを開催します。

本フォーラムでは、京都府立大学京都和食文化研究セン
ター田中延子客員教授を迎えて「学校給食における地場産
物の活用について」の基調講演、近畿農政局長賞及び農
林水産大臣賞受賞者の事例発表による地域の様々な地産
地消の取組や国産農林水産物・食品の消費拡大の成果、
課題の紹介を行います。皆様のご参加をお待ちしています。

◇日時：平成31年2月15日（金曜日）13時～16時30分

◇場所：メルパルク京都
（京都市下京区東洞院通七条下ル東塩小路町676番13）

◇ 内容

○平成30年度地産地消等優良活動表彰 近畿農政局長
賞授与式、記念撮影

○基調講演
「学校給食における地場産物の活用について」

京都府立大学 京都和食文化研究センター
客員教授 田中 延子 氏

○事例発表（近畿農政局長賞受賞者）

・せせらぎの郷 （滋賀県野洲市）
・社会福祉法人

志心福祉会はなぶさ保育園（京都府京都市）

・加東市学校給食センター（兵庫県加東市）

・有限会社 こやま園（兵庫県丹波市）

・株式会社 プラス（和歌山県田辺市）

・REICAFE（レイカフェ）（和歌山県海南市）

○特別講演 （農林水産大臣賞受賞者）
協同組合青森県黒にんにく協会
代表理事 柏崎 進一 氏

◇参加費：無料

◇定 員：100名（募集人数になり次第締切らせていただ
きます。）

◇申込方法：平成31年2月12日（火曜日）までに、参加申
込みフォームまたはFAXでお申し込み下さ
い。

【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/190
115.html

◆「第３回 全国子ども和食王選手権」全国大会
における近畿の受賞者について

「第３回全国子ども和食王選手権全国大会」において、近
畿ブロックから、「和食王部門」に出場した京都教育大学附
属京都小中学校６年生チームが優勝にあたる「和食王」を、
「和食お絵かき部門」に出展した奈良市立伏見小学校２年
生奥垣佳士さんが「全国総合銀賞」を受賞しました。

【和食王部門】

☆和食王（優勝）

【和食お絵かき部門】

☆全国総合銀賞

【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/181
227_62.html

◆近畿農政局「消費者の部屋」2月展示
（食をささえる農業研究）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、『食をささえる農業
研究～研究成果を食卓へ～』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：食をささえる農業研究 ～研究成果を食卓へ～

◇ 期間、場所

•平成31年2月7日（木曜日）～2月20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。）

•京都市西京区役所2階「西京☆ギャラリー」
（京都市西京区上桂森下町25-1）

◇ 内容
農研機構西日本農業研究センターが開発した、消

費者ニーズに対応した小麦や大豆の新品種と、それ
を原料とした加工品について、パネルとパンフレット等
でご紹介します。

【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/190108_18.html

学 校 ・ 学 年 京都教育大学附属京都小中学校 ６年

氏 名
嶋村 和子さん 、徳持 こはるさん 、
齋藤 咲良さん

作品タイトル 『はも 』っちゃう ！？

学 校 ・ 学 年 奈良市立伏見小学校 ２年

氏 名 奥垣 佳士さん

作品タイトル
みんなで「ありがとう」のわ、

つなぐ、つながる、つづける

http://www.maff.go.jp/kinki/press/keiei/tiiki_syokuhin/190115.html
http://www.maff.go.jp/kinki/press/keiei/tiiki_syokuhin/181227_62.html
http://www.maff.go.jp/kinki/press/syouhi/seikatu/190108_18.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

• 農業経営統計調査 平成29年度牛乳生産費（全国）

• 農業経営統計調査 平成29年度肉用牛生産費［子牛・去勢
若齢肥育牛・乳用雄育成牛・乳用雄肥育牛・交雑種育成
牛・交雑種肥育牛生産費］ （全国）

• 農業経営統計調査 平成29年度肥育豚生産費（全国）

• 平成30年産春植えばれいしょの作付面積、収穫量及び出
荷量（都府県）

• 平成30年産水陸稲の収穫量（全国）

• 平成30年産水稲の収穫量（近畿）

• 農業経営統計調査 平成29年個別経営の営農類型別経営
統計（水田作経営、畑作経営、野菜作・果樹作・花き作経
営、酪農・肉用牛・養豚・採卵養鶏・ブロイラー養鶏経営）
（全国）

• 農業経営統計調査 平成29年個別経営の経営形態別経営
統計（全国）

• 農業経営統計調査 平成29年組織法人経営の営農類型別
経営統計（併載：経営形態別経営統計）（全国）

• 営農類型別経営統計からみた１農業経営体当たりの経営
状況（推計） （平成25年～平成29年）（全国）

• 平成30年産なたね（子実用）の作付面積及び収穫量（全
国）

• 平成29年農業総産出額及び生産農業所得（全国）

• 平成29年農業産出額及び生産農業所得（都道府県別）

• 平成29年農業産出額及び生産農業所得（近畿）

• 平成30年産水稲市町村別収穫量（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

◆第６回「食品産業もったいない大賞」におけ
る近畿の受賞者について

食品産業の持続可能な発展に向け、地球温暖化・省エネ
ルギー対策の観点から、顕著な実績を挙げている食品関
連事業者並びに食品産業によるこうした取組を促進・支援
している企業、団体及び個人を表彰する第６回「食品産業
もったいない大賞」における近畿農政局管内の受賞者を
お知らせします。

☆食品産業もったいない大賞審査委員会委員長賞

詳しくはこちら（農林水産省ホームページ）
http://www.maff.go.jp/j/press/shokusan/kankyoi/181221.html

企業・団体等名 取組内容

大阪府立農芸高等学校
とびだせ！農芸エコフィード
～未利用資源を活かした

畜産物の流通～

株式会社 DINS堺
バイオエタノール事業所

廃棄飲料からバイオエタノール燃
料を製造し循環型社会形成に貢献

◆農畜水産物・食品の輸出の際に求められる
証明書一覧を更新しました

【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/seisan/nousan/yusyutu/yushutsup
amph.html

近畿農政局では、農畜水
産物・食品の輸出の際に求
められる証明書一覧のパン
フレットを作成しホームペー
ジに掲載しているところです
が、平成31年１月１日現在
の情報に更新しましたので、
お知らせします。近畿地域
からの輸出を検討されてい
る皆様の参考としてご利用
ください。

農畜水産物・食品の輸出の際に
求められる証明書一覧

（国・品目別）

（平成31年１月１日現在）

近畿農政局 経営・事業支援部

http://www.maff.go.jp/kinki/toukei/toukeikikaku/yotei/2018.html
http://www.maff.go.jp/j/press/shokusan/kankyoi/181221.html
http://www.maff.go.jp/kinki/seisan/nousan/yusyutu/yushutsupamph.html

