
満開になっています。
この「菜の花エコプロジェクト」 とは、菜の花を栽

培し、収穫した種から油をしぼり、学校給食や食用
油として使用する。使用したあとの廃食油をバイオ
ディーゼル燃料に精製し、ディーゼル車の燃料とし
て使用する。ディーゼル車から排出される二酸化
炭素は菜の花の成長により吸収されるという資源
循環型の取組です。

生産される油は地域の特産品として販売されて

おり、油かすは地元のお茶の肥料としても活用さ
れています。
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◆◆ 主な内容 ◆◆

トピックス

• 「平成30年度近畿地域みらいにつながる持続可能な農業
推進シンポジュウム」を開催しました

インフォメーション

• 「第３回食育活動表彰」受賞者の決定について

• 気候変動に対する農業技術国際シンポジュウム「地球規
模で考える気候変動と農山漁村」の開催について

• 「畜産関係の消費税軽減税率制度の地方説明会」の開催
について

• 消費税軽減税率制度に関する特設ページを公開していま
す

• 近畿農政局「消費者の部屋」４～５月展示（動物検疫）のご
案内

• 「農業用ドローンの普及拡大に向けた官民協議会」を設立
しました

• 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

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



トピックス

近畿農政局は、平成31年3月20日（水曜日）に京都市内において、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」を開催
しました。

はじめに、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コンクールに係るＧＡＰ部門及
び有機農業・環境保全型農業部門について、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。その後、受賞された6団体から、地域資源を活用し環境に配慮し
た取組やＧＡＰを農業経営の効率化に活用している取組について発表をいただきました。

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70名の方に参加いただき、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/k190320-2.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/hozen_type/jizoku_konkur
u30.html

受賞された皆様

有限会社エコ農業ニシサカ
取締役 西坂藤行氏 京都府立農芸高等学校

株式会社アグリケーション
専務取締役中島健氏

有限会社なかむら農園

代表取締役仲村知也氏

JAたじま村岡米生産組合
事務局吉田修久氏

吉田農園株式会社
代表取締役吉田道明氏

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

・有限会社エコ農業ニシサカ（滋賀県高島市）

・京都府立農芸高等学校（京都府南丹市）

有機農業・環境保全型農業部門

・株式会社アグリケーション（滋賀県草津市）

・有限会社なかむら農園（大阪府羽曳野市）

・JAたじま村岡米生産組合（兵庫県香美町）

【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

・吉田農園株式会社（滋賀県長浜市）

・あぐり・すりーえす（京都府舞鶴市）
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インフォメーション

◆ 「第3回食育活動表彰」受賞者の決定につい
て

農林水産省は、「第3回食育活動表彰」の農林水産大臣及
び消費・安全局長賞の受賞者を決定しました。

近畿農政局管内からは、教育関係者・事業者部門におい
て２団体が受賞されました。

【消費・安全局長賞】

〇教育等関係者の部

【農林水産大臣賞】

〇食品製造・販売者等の部

【お問い合わせ先】

経営・事業支援部 地域食品課 電話 075-414-9025

農林水産大臣賞等を受賞された皆様の詳しい取り組み内
容はこちら
http://www.maff.go.jp/kinki/press/keiei/tiiki_syokuhin/attach/pdf
/190422_32-1.pdf

農林水産省での表彰式及び取り組み事例はこちら
http://www.maff.go.jp/j/press/syouan/hyoji/190419.html

府県名 市町村名 受賞者の名称

京都府 京都市 学校法人睦美学園 睦美幼稚園

府県名 市町村名 受賞者の名称

大阪府 堺 市 大阪いずみ市民生活協同組合

◆気候変動に対応する農業技術国際シンポジウ
ム「地球規模で考える気候変動と農山漁村」
の開催について

2019年５月13日（月曜日）～15日（水曜日）に、滋賀県立芸

術劇場びわ湖ホール（滋賀県大津市）中ホールにおいて、気

候変動に対応する農業技術国際シンポジウム「地球規模で

考える気候変動と農山漁村」を開催します。参加を希望され

る方は、農林水産省のホームページからお申し込み下さい。

【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/j/kanbo/kankyo/seisaku/kikouhendo
u/symposium/main.html

◆「畜産関係の消費税軽減税率制度の地方説明
会」の開催について

本年10月１日に消費税率が10％に引き上げられることに伴

い、低所得者の負担を軽減するため飲食料品と新聞に対す

る軽減税率(８％)制度が実施される予定です。特に畜産物の

流通は、関係事業者が多いことや請求費目が煩雑であること

から、より一層の制度理解と区分経理・区分記載への準備を

促すため、畜産関係の説明会を開催します。

◇日時：2019年５月17日(金曜日)10時00分～16時30分

<テーマ別説明時間(予定)>

１．生乳関係・・・・・10時00分～11時30分

２．食肉関係・・・・・13時00分～14時30分

３．製造・小売関係・・15時00分～16時30分

◇場所：近畿農政局第１会議室

（京都市上京区西洞院通下長者町下る丁子風呂町）

◇内容：「畜産関係の消費税軽減税率制度」について

◇対象者

１．生乳関 係 :生乳生 産者 団体 、生乳の 集出荷 を
行っている農協、農協連等

２．食肉関係:食肉市場、食肉センターなどのと畜場等、
食肉流通における卸売・仲卸事業者、家畜の集出
荷を行っている農協、農協連等

３．製造・小売関係:乳・乳製品製造メーカー、食肉加工
食品製造メーカー、食肉小売事業者等

◇定員：60名程度（参加無料）

◇申込み方法
参加を希望される方は、5月13日（月曜日）までに、
FAXまたはインターネットに必要事項を記入の上、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/seisaku/seisan/tikusan/tikusa
nnsinnkou/syouhizei.html

◆消費税軽減税率制度に関する特設ページを公
開しています

軽減税率の対象品目の1つである「飲食料品」を取り
扱う食品事業者の皆さまへのご不明な点や疑問などを
解決するために、軽減税率制度対応に利用できる支援
措置や関連情報、また、農業者向けのパンフレット等を
掲載していますので、是非、ご利用ください。

【お問い合わせ先】

企画調整室 電話 075-414-9037

詳しくはこちら
http://www.maff.go.jp/j/shokusan/keigen20191001.html

消費税軽減税率制度説明会の開催予定一覧(税務署主催)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shoh
i/keigenzeiritsu/06.htm

http://www.maff.go.jp/kinki/press/keiei/tiiki_syokuhin/attach/pdf/190422_32-1.pdf
http://www.maff.go.jp/j/press/syouan/hyoji/190419.html
http://www.maff.go.jp/j/shokusan/keigen20191001.html
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/06.htm


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30年） （全国）

• 平成29年漁業産出額（全国）

• 平成29年市町村別農業産出額（推計）

（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）（近畿、全国）

• 牛乳乳製品統計（平成30年基礎調査）（全国）

• 平成31年集落営農実態調査（平成31年2月1日現在）
（全国）

• 平成30年農道整備状況調査（全国）

• 平成29年農業・食料関連産業の経済計算（概算）（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

（近畿）
http://www.maff.go.jp/j/tokei/sokuhou/yotei/index_nenkan_30.ht
ml （全国）

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
（動物検疫）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、『動物検疫制度をご

存知ですか？～家畜伝染病の国内侵入を防止するために

～』をテーマに行います。ぜひ、お気軽にお立ち寄りくださ

い。

◇ テーマ：動物検疫制度をご存知ですか？
～家畜伝染病の国内侵入を防止するために～

◇ 期間、場所

• 平成31年4月15日（月曜日）～5月10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。）

• 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

今回の「消費者の部屋」特別展示では、輸入検査が

どのように行われているのか、また、旅行者の手荷物
に検査対象品（肉製品、果物など）が入っているかを嗅
ぎ分ける「検疫探知犬」の活動について、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/190318.html

◆「農業用ドローンの普及拡大に向けた官民協
議会」を設立しました

農林水産省は、平成31年３月18日に、農業用ドローンの普

及拡大に向けて、農業者や民間事業者のニーズをくみ取り、

情報発信を行うため、「農業用ドローンの普及拡大に向けた

官民協議会」を設立しました。

◇ 設立会の主な内容

• 官民協議会設立と運営について

• 特別講演

• 農業用ドローン活用の事例紹介

【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/j/press/seisan/gizyutu/190306.html

http://www.maff.go.jp/kinki/toukei/toukeikikaku/yotei/2018.html
http://www.maff.go.jp/j/tokei/sokuhou/yotei/index_nenkan_30.html
http://www.maff.go.jp/kinki/press/syouhi/seikatu/190318.html
http://www.maff.go.jp/j/press/seisan/gizyutu/190306.html

