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俵田地区の鯉のぼり（兵庫県多可町）
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はじめに

　兵庫県多可町八千代区俵田地区では、4月の中頃を
過ぎると約200匹の色とりどりの鯉のぼりが泳ぎ出し
ます。
　右奥に見える赤い屋根は、日本初の滞在型市民農園
のコテージで都市と農村の交流の場となっています。
　多可町内には、このような滞在型市民農園や観光果
樹園、休養地などが整備されており、自然と触れあえ
ることができます。
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全国の野生鳥獣による農作物被害状況について（平成27年度）
　農林水産省は、平成 27 年度の野生鳥獣による農作物被害状況について、都道府県からの報告を基にして、
全国の被害状況を取りまとめました。  （都道府県は、市町村からの報告を基に把握を行っています。）

    

うち   うち   

イノシシ サル シカ イノシシ サル シカ 

滋賀県 18,429 1,275 17,154 8,475 3,493 4,992 253 13 240 117 37 84

京都府 35,259 4,689 30,570 14,405 3,385 11,305 261 15 246 121 15 103

大阪府 12,519 2,806 9,713 4,111 110 3,260 64 5 59 29 2 22

兵庫県 50,828 6,905 43,923 21,836 487 13,243 399 35 363 180 4 148

奈良県 19,763 979 18,784 8,941 2,239 5,351 359 81 278 143 22 87

和歌山県 34,304 2,816 31,488 16,985 4,984 5,461 739 79 660 353 86 149

計 171,102 19,470 151,632 74,752 14,698 43,612 2,075 229 1,846 942 166 594
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資料：『野生鳥獣による都道府県別農作物被害状況（平成26年度）』

　　　『野生鳥獣による都道府県別農作物被害状況（平成27年度）』

◆鳥獣被害対策に関する動画について

　農研機構で行われている研究成果等を踏まえた鳥獣被害対策について、動画等で解説していますのでご覧ください。

　詳しくはこちら ＞＞＞   http://www.maff.go.jp/j/seisan/tyozyu/higai/index.html （農林水産省へリンク）

　　　詳しくはこちら＞＞＞ http://www.maff.go.jp/j/seisan/tyozyu/higai/h̲zyokyo2/h27/h27.html

資料：『野生鳥獣による都道府県別農作物被害状況（平成26年度）』

　　　『野生鳥獣による都道府県別農作物被害状況（平成27年度）』

http://www.maff.go.jp/j/seisan/tyozyu/higai/h_zyokyo2/h27/h27.html
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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　

◆消費税軽減税率制度関係のお知らせ

　平成31年10月１日の消費税率10％の引き上げに合わ
せて、飲食料品（酒、外食を除く）に対して軽減税率
（８％）が適用されます。事業者の方々は税率毎の
「区分経理」や請求書等が「区分記載請求書等」に変
更されるなど日々の業務が変わります。
　また、業種によっては、複数の税率に対応した受発
注システムへの改修やレジへの更新などが必要となり
ます。
　政府では、事業者の方々の軽減税率対応に向けた取
り組みをサポートするため、様々な施策を講じており
ます。詳しくは以下のホームページをご覧ください。

   ・軽減税率制度に関すること
　　国税庁ホームページ・・・http://www.nta.go.jp

   ・中小事業者等への支援
　　「軽減税率対策補助金事務局」
　　専用ダイヤル 0570-081-222
　　ホームページ・・・http://Kzt-hojo.jp

◆近畿農政局「消費者の部屋」5月展示
                     （食品トレーサビリティ）のご案内

　農林水産省では、食品トレーサビリティの普及促進に取
り組んでいます。
  食品トレーサビリティとは、食品がどこから来て、どこ
へ行ったかがわかるようにしておくことです。
  食品トレーサビリティは、食品の安全性等に問題が発生
した場合に、問題のある食品とその流通範囲を迅速に特定
する手法として重要です。範囲を絞った回収ができ、原因
究明も進めやすくなります。
  今回の「消費者の部屋」特別展示では、食品トレーサビ
リティについて、パネルとパンフレットの展示により、ご
紹介します。

テーマ：食品トレーサビリティに取り組みましょう！

期　間：平成29年5月9日（火）～5月24日（水）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

内　容：パネルとパンフの展示
　　     ・食品トレーサビリティの仕組みについて
　　     ・食品トレーサビリティの普及促進方策について
　　　 ・食品事業者の取組状況及び導入事例について

【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/170411.html

◆「平成28年度輸出に取り組む優良事業者表彰」
　　受賞者の取組内容のご紹介

  「平成28年度輸出に取り組む優良事業者表彰」におい
て受賞された、農林水産物・食品の輸出に取り組まれ
ている優良事業者の取組内容（事例）をご紹介してい
ます。
　近畿管内からは、受賞された福島鰹株式会社、株式
会社なにわ花いちば、株式会社神明の3事業者の事例が
掲載されています。

【お問い合わせ先】
農林水産省食料産業局輸出促進課

詳しくはこちら（農林水産省へリンク）
http://www.maff.go.jp/j/shokusan/export/torikumi̲zirei/170427.html

◆「平成29年度飼料用米多収日本一」
　　　　コンテスト開催のご案内

　飼料用米生産農家の生産技術の向上を目指し、多収を実現
している先進的で他の模範となる経営体を表彰し、その成果を
広く紹介する「飼料用米多収日本一」を（一社）日本飼料用米振
興協会と農林水産省 の共催で開催します。
　募集期間は、平成29年6月30日（金曜日）まで。参加申込みの
あった経営体のうち、特に優秀と認められた経営体に対し、農林
水産大臣賞をはじめ、各賞が贈られます。
　参加資格、参加申込み方法は、ホームページをご覧ください。

【お問い合わせ先】
近畿農政局生産部生産振興課　電話 075-414-9020

詳しくはこちら
http://www.maff.go.jp/kinki/seisan/sinko/201605.html

「平成28年度飼料用米多収日本一」の受賞者はこちら
http://www.maff.go.jp/kinki/seisan/nousan/inemugi/hyousyou/hyousyou.html

http://www.maff.go.jp/j/shokusan/export/torikumi_zirei/170427.html
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◆農業技術・研究の見える化サイトのご案内

　農林水産省では、農業現場における技術的問題の解
決に向けて、最新の技術や研究成果について生産者が
活用しやすい環境を整備するため、当省ホームページ
等に分散していた農業技術に関する情報を1か所で確
認・検索できる「農業技術総合ポータルサイト」を公
開しています。
　また、「農業研究者リスト」を多数の農業研究者と
研究成果等を検索できる「まるみえアグリ：農業研究
見える化システム（仮称）」としてリニューアルしま
した。
　スマホ・タブレットにも対応していますのでご利用
ください。

【お問い合わせ先】
・「農業技術総合ポータルサイト」
　大臣官房政策課技術政策室

・「まるみえアグリ：農業研究見える化システム（仮称）」
　農林水産技術会議事務局研究企画課

　詳しくはこちら
　http://www.affrc.maff.go.jp/docs/press/170410.html

◆統計情報

・青果物卸売市場調査（平成28年年間計及び月別結
　果）（全国）

・平成28年漁業・養殖業生産統計（全国）

・平成28年産指定野菜（春野菜、夏秋野菜等）の作付面
　積、収穫量及び出荷量（併載：平成28年産きゅうり、な
　す、トマト及びピーマンの年間計）（全国）

・平成28年漁業・養殖業生産統計（全国）

・平成28年木材統計（全国）

・平成28年産西洋なし、かき、くりの結果樹面積、収穫量
　及び出荷量（全国）

・管内主産県の平成28年産かきの結果樹面積、収穫量
　及び出荷量（近畿）

・平成28年産かきの結果樹面積、収穫量及び出荷量（和
　歌山）

・管内主産県の平成28年産春レタス（兵庫県）、夏秋なす
　（京都府）、たまねぎ（兵庫県）及びししとう（和歌山県）
　の作付面積、収穫量及び出荷量（近畿）

詳しくはこちら
http://www.maff.go.jp/kinki/toukei/toukeikikaku/yotei/2017.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「農業競争力強化プログラム」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 


