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◆◆ 主な内容 ◆◆

和歌山県の桃の収穫量は7,420トン（平成30年産）
で、管内第1位（全国第５位）です。紀の川流域の、
紀の川市、かつらぎ町を中心に、海南市などが主
な産地となっています。
「白鳳」、「清水白桃」などの中生種を中心に、早
生種の「はなよめ」や「日川白鳳」、晩生種の「川中
島白桃」など多くの品種が栽培されています。出荷
は全国に先駆けて６月中旬に始まり、京阪神地域
を中心に８月中旬までつづきます。
（写真は早生種「はなよめ」）

トピックス

• 「あふてらす 農林漁業はじめるサイト」の開設について

インフォメーション

• 「令和元年度地産地消等優良活動表彰」の開催のお知ら
せ

• 「ディスカバー農山漁村（むら）の宝」（第６回選定）募集の
お知らせ ～見つけよう！今、元気なムラの取組～

• 統計情報
• 農業者・食品事業者向け消費税軽減税率制度の講師派
遣をしています

• 近畿農政局「消費者の部屋」７～８月展示のご案内

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



トピックス

農林水産省は、農業・林業・漁業、その加工・販売に興味がある方や、これから始めたい方向け
の情報を発信するポータルサイト「あふてらす 農林漁業はじめるサイト」を開設しました。

農林水産業は、国民への食料の安定供給や国土・生物の保全等重要な役割を担っており、国の
基（もとい）を成すものですが、日本の農林水産業は担い手の高齢化や減少が課題となっていま
す。

一方、近年、農業法人等での雇用が拡大し、若手の新規就業者数が比較的高い水準で推移す
るなど、明るい兆しも見られます。

しかしながら、これまで農林水産業と繋がりのなかった皆さんが「農林水産業について知りた
い！始めたい！」と思っても、品目、規模、地域、本人のスキルなどによって、仕事の選び方、始め
方はさまざまであり、どこを見て、どこに相談したらよいか分かりにくい状況でした。
そこで、農林水産省は、
・ 農林水産業との関わりがなかった皆さんへの一次産業の魅力の紹介
・ 農林水産業に仕事として関わりたい人のための全国各地の求人情報や就業支援フェア等の開
催情報の提供
・ 就業に当たっての支援制度や関連する情報の提供
・ 生産品の6 次産業化や付加価値の向上に挑戦するための情報の提供
を目的とするポータルサイト「あふてらす 農林漁業はじめるサイト」を開設しました。

＜URL＞あふてらす～農林漁業はじめるサイト～（農林水産省）
http://www.maff.go.jp/j/aff_terrace/index.html

＜ロゴ＞

令和という新しい時代に、新たな世界に一歩踏み出すために、「あふてらす 農林漁業はじめるサ
イト」をぜひ御活用ください。

農林水産省は、皆さんのチャレンジを全力で応援します。
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◆ 「ディスカバー農山漁村（むら）の宝」
（第6回選定）募集のお知らせ
～見つけよう！今、元気なムラの取組～

◆「令和元年度地産地消等優良活動表彰」応
募開始について

農林水産省は、全国各地のそれぞれの立地条件を活か
した創意工夫のある様々な地産地消及び国産農林水産
物・食品の消費拡大の取組を募集し、優れた取組を表彰す
る「地産地消等優良活動表彰」を実施しています。
この度、本年度の応募を開始いたしました。

１ 概要

地産地消は、地域の生産者と消費者を結び付け、食料
自給率の向上に貢献するとともに、農林漁業の6次産業化
による地域の活性化にもつながります。また、国産農林水
産物の魅力を広く発信し、消費者の日本の食や農林漁業
への理解を促し、国産農林水産物の消費拡大を推進して
いくことも重要です。
こうした中、事業者・団体等による地産地消や国産農林
水産物・食品の消費拡大の推進に関する取組を広く募集
し、優れた活動を表彰します。

２ 表彰部門

表彰の部門は、生産部門、食品産業部門、教育関係部
門及び個人部門とします。

３ 表彰対象者

地域の農林水産物・食品の利用促進や消費拡大を行う
団体・企業又は個人とします。

４ 応募期間

令和元年6月24日(月曜日)から令和元年8月9日(金曜日)
まで

５ 表彰への応募

表彰を受けようとする者又は表彰の候補者を推薦しよう
とする者は、所定の応募用紙に必要事項を記入し、応募
期間中に、近畿農政局の地産地消担当部署（「６ 申込
先」参照）に、郵送又はメールにて提出してください。

６ 申込先

近畿農政局 経営・事業支援部地域食品課
〒602-8054  京都府京都市上京区西洞院通下長者町下
る丁子風呂町
メールアドレス：chisan1kinki@maff.go.jp

７ 表彰の審査

地産地消や国産農林水産物・食品の消費拡大等に関す
る学識経験や知見等を有する委員で構成する審査委員
会を設置し、審査基準による書類審査を行います。

【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/190627
.html

内閣官房と農林水産省は、「ディスカバー農山漁村（む
ら）の宝」（第６ 回選定）として優良事例の募集を開始しまし
た。

１ 趣旨

「ディスカバー農山漁村（むら）の宝」は、「強い農林水産
業」、「美しく活力ある農山漁村」の実現のため、農山漁村
の有するポテンシャルを引き出すことにより地域の活性化
や所得向上に取り組んでいる優良な事例を選定し、全国
への発信を通じて他地域への横展開を図るものです。

２ 募集する取組

地域において、新たな需要の発掘・創造や埋もれていた
地域資源の活用を行うことにより、農林水産業・地域の活
力創造につながる、次の(1)から(3)のいずれかに該当する
取組について幅広く募集します。

(1)  美しく伝統ある農山漁村を次世代へ継承する取組

(2)  幅広い分野・地域との連携により農林水産業・農山漁
村を再生する取組

(3)  国内外の新たな需要に即した農林水産業を実現する
取組

３ 選定方法

応募資料をもとに、有識者懇談会において総合的に審
査し、優良事例を選定します。

(1) 団体部門（「コミュニティ部門」及び「ビジネス部門」）
応募状況に応じて、応募の中から両部門計30地区程

度を「ディスカバー農山漁村（むら）の宝」の優良事例とし
て選定し、両部門の中から最優良地区を「グランプリ」とし
て、また、グランプリ以外で各部門での優良地区を「準グ
ランプリ（各部門）」として選定し、表彰します。

(2) 個人部門
応募状況に応じて、応募の中から複数者（5～10名程

度）を選定し、その中から優良者を「個人賞」として選出し、
表彰します。

４ 応募資格

上記に該当する取組を行っている団体及び個人とし、自
薦・他薦は問いません。

５ 応募期間

令和元年7月1日(月曜日)から令和元年9月2日（月曜日）
まで

６ 応募方法

下記ホームページ内の応募フォームに必要事項を記入
いただき、応募用紙（Wordファイル）を添付のうえご応募下
さい。
https://www.discovermuranotakara.com/sentei/

【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
/190701.html
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◆統計情報

（令和元年6月～7月2日現在 公表分）

• 平成30年産さとうきびの収穫面積及び収穫量（全国）
• 農業経営統計調査 平成30年産麦類生産費（個別経営）
（全国）

• 農業経営統計調査 平成30年産小麦生産費（組織法人
経営）（全国）

• 農業経営統計調査 平成30年産なたね生産費（全国）

• 平成31年農業構造動態調査（平成31年2月1日現在）
（全国）

• 畜産統計（平成31年2月1日現在）（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/2019.html

◆農業者・食品事業者向け消費税軽減税率制度
の講師派遣をしています

消費税の軽減税率制度の実施を踏まえ近畿農政局で
は、農業者や食品事業者の皆様が、軽減税率制度がは
じまってから迷うことのないように、大阪国税局の協力を
得て、制度の理解を深めていただき、その分野での制度
の円滑な実施が図られることを目的に、講師（国税局の
職員）派遣を行います。（講師費用は無料です）

申し込みをされる場合は、下記の「申し込み・問い合わ
せ先」までご連絡をお願いいたします。

【申し込み・お問い合わせ先】
企画調整室 電話 075-414-9037

ＦＡＸ 075-414-9060

日本の農業、もっと強く。

◆近畿農政局「消費者の部屋」7～8月展示
（国産農林水産物の消費拡大の取組（フー
ド・アクション・ニッポン）を知ろう）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、『国産農林水産物

の消費拡大の取組 （フード・アクション・ニッポン）を知ろ
う』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：国産農林水産物の消費拡大の取組
（フード・アクション・ニッポン）を知ろう
～近畿の産品と出会い、“あなたの逸品”を発見
しよう～

◇ 期間、場所

(1) 近畿農政局での展示

期間：令和元年7月17日（水曜日）～7月30日（火曜
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。）

場所：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）

(2) 近畿中国森林管理局での展示

期間：令和元年8月5日（月曜日）～8月21日（水曜日）
9時～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。）

場所：近畿中国森林管理局1階
「森林（もり）のギャラリー」プロムナード
（大阪市北区天満橋1－8－75）

◇ 内容:フード・アクション・ニッポンは日本の食を次の世
代に残し、創るために民間企業・団体・行政等が
一体となって推進する国産農林水産物の消費拡
大の取組です。2018年度フード・アクション・ニッポ
ン アワードにおいて受賞された近畿地区のいくつ
かの逸品をパネルやパンフレット等と共にご紹介
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/190703.htm
l

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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〒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
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