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◆◆ 主な内容 ◆◆

トピックス

• 「平成30年度食料・農業・農村白書」の公表について

• 平成30年度「食料・農業・農村白書」、「食育白書」、「森
林・林業白書」及び「水産白書」に関する近畿ブロック説
明会を開催します

インフォメーション

• 近畿農政局「消費者の部屋」７月展示のご案内

• 「令和元年度第1回『食育シンポジウム』～農業体験して、
食生活を考えよう！～」の開催のお知らせ

• 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

• 令和元年度「夏休み親子見学デー」を開催します

←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

和歌山県の梅の収穫量は7万3,200トン（平成30年
産）。全国の収穫量の65%を占めます。なかでも南
高梅は和歌山県みなべ町が発祥の地であり、梅収
穫量日本一の和歌山県を代表する品種で、梅干し
や梅酒として加工されています。

完熟した梅は、自然落果するので、畑にネットを
敷いて拾い集め、塩漬け後はビニールハウスなど
で天日干しされ梅干しに加工されます。

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



トピックス

「食料・農業・農村白書」、「食育白書」、「森林・林業白書」及び「水産白書」は、農業、林業、水産業等を取

り巻く最近の動き、食育の推進等、主要施策の取組状況や課題について、国民的な関心と理解が一層深まる

ことを期待して作成されております。このたび、平成30年度白書がとりまとめられましたので、白書の説明会を

開催します。

◇日 時：令和元年7月11日（木曜日）13時00分～16時40分
＊12時30分より受付を開始します。

◇場 所：キャンパスプラザ京都 4階第2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：（1） 「食料・農業・農村白書」について
説明者：大臣官房広報評価課 （予定13時05分～13時50分）

（2） 「食育白書」について
説明者：消費・安全局消費者行政・食育課 （予定14時00分～14時45分）

（3） 「森林・林業白書」について
説明者：林野庁企画課 （予定14時55分～15時40分）

（4） 「水産白書」について
説明者：水産庁企画課 （予定15時50分～16時35分）

◇申込方法：どなたでもご参加できます。ただし、ご参加は先着順（約270名まで）とさせていただきます。
次のどちらかの方法により、令和元年7月3日（水曜日）17時までにお申し込みください。
(1) インターネットによる申し込み

https://www.contactus.maff.go.jp/j/kinki/form/30hakusyo.html
(2) ファクシミリによる申し込み

以下のホームページの申込書に必要事項を明記の上ファクシミリでお申し込みください。
（FAX：075-414-9060）

◇参 加 費：無料

【お問い合わせ先】企画調整室 電話 075-414- 9036

⇒詳しくはこちら

http://www.maff.go.jp/kinki/press/kikaku/190610.html

農林水産省では、毎年5月頃に、この1年間における食料・農業・農村の動向をまとめた食料・農業・農村白書
を公表しています。

本年5月28日に公表した平成30年度の白書では、冒頭に特集を3テーマ設け、多発した自然災害の状況と講
じた支援の内容、復旧・復興に向けた動き等について記述しているほか、現場実装が進むスマート農業や、障
害者の活躍とともに農業の働き手の確保にもつながる農福連携について、全国の様々な事例を交えて紹介し
ています。

特集に続くトピックスでは、農産物・食品の輸出拡大や、規格・認証制度等の活用、野生鳥獣のジビエとして
の利用等について取り上げ、その動向や施策等について記述しています。

また、農林水産省では、皆さまにとってより一層わかりやすい白書の作成を目指しています。白書をお読みい
ただいた皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。

農林水産省ホームページ（平成30年度食料・農業・農村白書）
http://www.maff.go.jp/j/wpaper/w_maff/h30/index.html

【お問い合わせ先】
大臣官房広報評価課情報分析室
電話 03-3501-3883 FAX 03-6744-1526
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インフォメーション

◆「令和元年度第1回『食育シンポジウム』～
農業体験して、食生活を考えよう！～」の開催
のお知らせ

近畿農政局は、参加者が農業体験の効果を共有するこ

とで、今後の農業体験の参画を促し、より良い食生活を広

めていく場として、「農業体験して、食生活を考えよう！」を

テーマとする「食育シンポジウム」を開催します。皆様のご

参加をお待ちしています。

◇ 日時：令和元年6月28日（金曜日）13時30分～16時30分

◇ 場所：コープイン京都201・202号室

（京都市中京区柳馬場蛸薬師上ル井筒屋町411）

◇ 開催内容
（１）講演

「農業実習によって、学生は何を学び感じるのか」

神戸大学大学院農学研究科附属食資源教育研究
センター 教授 大山 憲二 氏

（２）活動事例報告
• (株)野木源 代表取締役 野木 武氏

(きょうと食いく先生)
• こどもの食育すぽっと ゆめつぼ

代表 大坪 さやか氏(管理栄養士)
• 中京学院大学短期大学部健康栄養学科

助教 藤岡 美香氏
（３）パネルディスカッション

「農業体験を実践し、よりよい食生活を広めていくため
に」

◇ 参加費：無料

◇ 参加人数：120名
（募集人数になり次第締切とさせていただきます。）

◇ 申し込み方法
参加を希望される方は、令和元年6月26日（水曜日）ま

でに、インターネットまたはファックス・郵送でお申し込み
下さい。

【お問い合わせ先】

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

530.html

◆近畿農政局「消費者の部屋」７月展示のご案
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。お近くにお越

しの際は、ぜひ、お気軽にお立ち寄りください。

＜植物検疫＞

◇ テーマ： 『植物検疫ってなあに～日本の農業と緑を守る
ために～』

◇ 期間、場所

• 令和元年7月1日（月曜日）～7月16日（火曜日）
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、植物検疫
の役割や海外からの植物を持ち帰る際に注意す
ることについて、パネルとパンフレット、また、害虫
標本の展示により、ご紹介します。

⇒詳しくはこちら
http://www.maff.go.jp/kinki/press/syouhi/seikatu/190617.
html

＜動物検疫＞

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

◇ 期間、場所

• 令和元年7月3日（水曜日）～7月16日（火曜日）
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

日本は牛や馬、鶏のヒナなどの動物、肉製品などの畜
産物を海外からたくさん輸入しています。今回の「消費者
の部屋」特別展示では、これらの輸入検査がどのように行
われているのか、また、旅行者の手荷物に肉製品や果物
などの検査対象品が入っているのか、また、旅行者の手
荷物に肉製品や果物などの検査対象品が入っているかを
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。

⇒詳しくはこちら
http://www.maff.go.jp/kinki/press/syouhi/seikatu/190619.
html

【お問い合わせ先】
消費・安全部 消費生活課 電話 075-414-9761

◆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。
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

インフォメーション

◆令和元年度「夏休み親子見学デー」を開催します
近畿農政局は、関係機関と協力して、小学生とその保護者

の方に、日本の食料やそれを支える農山漁村や農林水産業の
役割、大切さについて、パネル展示やクイズ、体験を通じて楽
しく学び、身近に感じていただくために「夏休み親子見学デー」
を開催します。参加費無料で１日楽しめるイベントです。お気軽
にお越し下さい。

【お問い合わせ先】
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/190620.html


