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◆◆ 主な内容 ◆◆

トピックス

• 「近畿地域農業ナビ」を公開しました

インフォメーション

• 世界農業遺産への認定申請に係る承認及び日本農業遺
産の認定を行う地域の決定について

• 近畿農政局「消費者の部屋」2～3月展示（地理的表示
（GI）保護制度）のご案内

• 「平成30年度未来につながる持続可能な農業推進コン
クール」近畿農政局長賞等の受賞者決定のお知らせ

• 平成30年度近畿地域未来につながる持続可能な農業推
進シンポジウムの開催について

• 統計情報

←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

「不知火（シラヌヒ）」は、1972年に「清見」と「中野

3号ポンカン」を交配して育成された品種で、不知火

の中でも「全国統一糖酸品質基準」（糖度13度以上、

クエン酸1.0以下）を満たしたものが「デコポン」とし

て出荷されます。

近畿農政局管内では、和歌山県の収穫量が、熊

本県、愛媛県に次いで全国で3番目となっています。

※収穫量・・・「平成27年産特産果樹生産動態等調査」

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



【お問い合わせ先】 統計部 統計企画課 （電話）０７５－４１４－９６２０
近畿地域農業ナビ＞＞＞ http://www.maff.go.jp/kinki/toukei/toukeikikaku/2015census/navi.html

人口減少や高齢化等が進行する中、今後の地域農業を維持し発展させていくためには、まず、
それぞれの地域の現状・変化を把握することが重要です。

このため、近畿農政局では、関係機関や団体、集落等の皆様がこれらを容易に把握できるよう、
見たい地域をマウスで選択するだけで、農林業センサス等の主要データが図表で表示できる「近
畿地域農業ナビ」を作成し、平成31年１月31日にHP上で公開しました。是非、御利用ください。

主な特徴

１ 近畿６府県の全ての市区町村、旧市区町村、農業集落別データを収録

２ 地域全体の高齢化率や15年後の人口予測値など、関連するデータも収録

３ 表示された統計表やグラフにより、選択した地域と府県平均との比較が可能

（全国平均や前回センサス結果との比較も可能）

４ 統計表・グラフは、Ａ４判４ページに印刷できるよう構成

近畿農政局ＨＰのトップ
ページから、下記のバ
ナーをクリック

サンプル（Ｐ１～Ｐ４）

P1

P2 P3 P4

見たい地域をマウスで選択するだけ！

近畿地域農業ナビ

グラフの表示は、選択地域と府県平均との比較か
ら都府県又は全国との比較に変更したり、平成22
年と27年との比較に変更することができます。

府県との比較
都府県との比較
全国との比較
前回との比較

トピックス

～地域農業の現状や変化が容易に把握できます！～

http://www.maff.go.jp/kinki/toukei/toukeikikaku/2015census/navi.html


◆近畿農政局「消費者の部屋」2～3月展示
（地理的表示（GI）保護制度）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、『地理的表
示 （GI） 保護制度』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：地理的表示 （GI） 保護制度

◇ 期間、場所

• 平成31年2月18日(月曜日)～3月8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。）

• 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

地理的表示(GI)保護制度について、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/190118.html

農政局からの 　農政局からの 　
お知らせ　お知らせ　

農政局からの 　
お知らせ　

滋賀県

申請地域名

滋賀県琵琶湖地域（大津市、彦根市、長
浜市、近江八幡市、草津市、守山市、栗
東市、甲賀市、野洲市、湖南市、高島市、
東近江市、米原市、日野町、竜王町、愛
荘町、豊郷町、甲良町、多賀町）

団体名
琵琶湖と共生する滋賀の農林水産業推
進協議会

システムの名称
森･里･湖(うみ)に育まれる
漁業と農業が織りなす琵琶湖システム

地域の概要

水田営農に支えられながら発展してきた
琵琶湖の伝統的な内水面漁業を中心と
したシステムであり、1000年の歴史を有
するエリ漁や独特の食文化が継承され
ている。

兵庫県

申請地域名
兵庫県兵庫美方地域（香美町、新温泉
町）

団体名
「美方郡産但馬牛」世界・日本農業遺産
推進協議会

システムの名称 兵庫美方地域の但馬牛システム

地域の概要

全国に先駆けて牛籍簿を整備し、郡内
産にこだわった和牛改良を行うことで、
独自の遺伝資源が保全されてきた。但
馬牛の飼養は、地域の草原や棚田の維
持にも貢献。

和歌山県

申請地域名 和歌山県海南市下津地域（海南市）

団体名
下津蔵出しみかんシステム日本農業遺
産推進協議会

システムの名称 下津蔵出しみかんシステム

地域の概要

園地に設置した貯蔵庫でみかんを熟成
させる技術が約300年前から受け継が
れている。みかん栽培発祥の地という伝
承があり、みかんに関連した独特の文
化が形成されている。

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
認定を行った地域

日本農業遺産の認定を行った地域

mini 情報 2019.2

◇今後の予定

世界農業遺産への認定申請を承認した地域については、
今後FAOへ申請を行い、FAOにおいて審査を受けることと
なります。

日本農業遺産に認定された地域については、4月19日
（金曜日）に農林水産省講堂で認定式を行う予定です。

【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/190215.html

◆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行う地域の決定について

農林水産省は、平成31年1月24日に行われた世界農業
遺産等専門家会議の評価結果を踏まえ、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行う地
域を決定しました。

世界農業遺産は、世界において重要かつ伝統的な農林
水産業を営む地域を認定する制度であり、各国政府（日本
の場合は農林水産省）の承認を得て、国連食糧農業機関
(FAO)が認定します。

また、日本農業遺産は、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有する地域を認
定する制度であり、農林水産大臣が認定します。

近畿農政局管内からは3地域を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行う地域に決
定しました。

インフォメーション

http://www.maff.go.jp/kinki/press/syouhi/seikatu/190118.html
http://www.maff.go.jp/kinki/press/keikaku/shigen/190215.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

農政局からの 　農政局からの 　
お知らせ　お知らせ　

農政局からの 　
お知らせ　

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る丁子風呂町

〒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る丁子風呂町

〒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年産もも、すももの結果樹面積、収穫量及び出荷
量 （全国）

• 平成30年産てんさいの作付面積及び収穫量（北海道） （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

◆「平成30年度未来につながる持続可能な農
業推進コンクール」近畿農政局長賞等の受
賞者決定のお知らせ

近畿農政局は、「未来につながる持続可能な農業推進コン
クール」の応募者から、平成30年度の近畿農政局長賞等の
受賞者を決定しました。

【近畿農政局長賞】
〇GAP部門

〇有機農業・環境保全型農業部門

【近畿地域環境保全型農業推進連絡会議会長賞】
〇有機農業・環境保全型農業部門

【お問い合わせ先】
生産部 生産技術環境課 電話 075-414-9722

インフォメーション

府県名 市町村名 受賞者の名称

滋賀県 高島市 有限会社 エコ農業ニシサカ

京都府 南丹市 京都府立農芸高等学校

府県名 市町村名 受賞者の名称

滋賀県 草津市 株式会社 アグリケーション

大阪府 羽曳野市 有限会社 なかむら農園

兵庫県 香美町 JAたじま村岡米生産組合

府県名 市町村名 受賞者の名称

滋賀県 長浜市 吉田 道明 氏

京都府 舞鶴市 あぐり・すりーえす

◆平成30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の開催について

近畿農政局は、近畿地域において、持続可能な農業の確
立を目指し意欲的に経営や技術の改善に取り組んでいる生
産者を表彰し、その取組を紹介することによって、関係者の
意欲を喚起し、理解を深めることを目的にシンポジウムを開
催します。

シンポジウムでは、「未来につながる持続可能な農業推進
コンクール」の受賞者に取組事例を発表していただきます。

有機農業を始めとする環境保全型農業や GAPにご関心の
ある生産者、流通業者、行政等の皆さまのご参加をお待ちし
ています。

◇日時：平成31年3月20日（水曜日） 13時～16時

◇場所：ホテルルビノ京都堀川 平安の間
（京都府京都市上京区東堀川通下長者町下ル3-7）

◇内容：
・平成30年度近畿地域未来につながる持続可能な農
業優良事例表彰式

・受賞者による取組事例紹介

◇定員：150名程度（参加無料）

◇申込み方法
参加を希望される方は、3月13日（水曜日）までに、
「参加申込書」 に必要事項を記入の上、FAXにてお申
し込み下さい。（FAX番号：075-451-5337）

【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/kinki/press/kankyo/190221.html

http://www.maff.go.jp/kinki/toukei/toukeikikaku/yotei/2018.html
http://www.maff.go.jp/kinki/press/kankyo/190221.html

