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◆◆ 主な内容 ◆◆

トピックス

• 「夏休み親子見学デー」を開設しました

インフォメーション

• 「第4回食育活動表彰」募集開始のご案内

• 令和元年度秋の農作業安全確認運動の実施について

• 「第4回ジビエ料理コンテスト」の募集について

• 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

• 「原料原産地表示制度 事業者向けマニュアルの活用に
関するセミナー」の開催について

• 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

近畿農政局 企画調整室

情報新鮮 ｍini

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等の役割、大
切さについて学び、身近に感じていただくため、
「夏休み親子見学デー」を開催しました。

今年度は特別体験講座として、「生八つ橋手
作り体験」、「牛乳のお話といちごみるく作
り」を行いました。

また、動物検疫探知犬のデモンストレーショ
ンなども行われ、２日間とも子どもたちの楽し
そうな声が響いていました。

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



トピックス

近畿農政局は、7月31日、8月1日の２日間、関係機関と連携し「夏休み親子見学デー」を開催し、
700名を超える方々にご来場いただきました。

このイベントは、小学生とその保護者の方に、パネル展示やクイズ、体験を通じて、日本の食料
やそれを支える農山漁村、農林水産業の役割、大切さについて学び、身近に感じていただくため平
成21年から開催しています。

参加した子どもたちからは、「おもしろくていろいろなことが発見できた」、「食べものを大切
にしようと思いました」などの感想をいただきました。また、保護者の方からは「実際に体験でき
て子どもたちも興味を持ちやすくてよかったです」などの感想をいただきました。

大好きな食べ物を描いて、それが
自分の国でどれくらい作られてい
るか、考えました

植物防疫官になって、顕微
鏡でお米の害虫を見つけ
ました

植物防疫官になって、顕微
鏡でお米の害虫を見つけ
ました

鰹節を削ってみま
した

田んぼの生き物クイズに挑戦し
ました

米粉でベビーカステ
ラを作りました

酪農家になって乳搾りを体験し
ました

動物検疫所 検疫探知犬イメー
ジキャラクター「クンくん」と京都
府広報監「まゆまろ」さん

フライトシミュレーターを使って
農業用ドローンを飛ばしました

検疫探知犬の探知デモンストレー
ション～リンゴ、見つけたぞ～

当日の様子はフォトレポートでご覧いただけます。＞＞＞http://www.maff.go.jp/kinki/photo/kekka/190813.html



◆「第4回ジビエ料理コンテスト」の募集につ
いて

農林水産省は、ジビエの普及啓発や調査実証等に取り組
む「鳥獣利活用推進支援事業」の一環として、8月31日（土
曜日）まで「第4回ジビエ料理コンテスト」のレシピを募集しま
す。

１ 趣旨

農村地域で深刻な被害をもたらす有害鳥獣の捕獲数
が増加傾向にある中で、これを地域資源としてとらえ、野
生鳥獣肉（ジビエ）として有効に活用する前向きな取組が
広がっています。

このような状況の中で、農林水産省では、平成28年度
からジビエの普及啓発や調査実証等に取り組む「鳥獣利
活用推進支援事業」において、ジビエの全国的な需要拡
大を推進しています。

本コンテストは、この一環として事業実施主体である
「一般社団法人日本ジビエ振興協会」が取り組むもので、
選定・表彰された料理レシピを広く紹介・提供することで、
消費者等への普及啓発を図り、ジビエの全国的な需要拡
大と鳥獣利活用の推進を図るものです。

２ 募集内容及び条件

(1)  募集テーマ
国産のイノシシ肉・シカ肉を使用し、多くの人に、安全で

おいしく提供できる料理

(2)  応募条件

ア 国産のイノシシまたはシカ、もしくはその両方を使用す
ること。

イ 調理時間は、仕込み開始から盛り付けまで180分以内
とすること。

ウ レシピは、4人前の主食あるいは主菜で、未発表のも
のとすること。

エ 入賞時には、原則として一定期間、飲食店等で、食品
として一般の方に提供すること。もし、一般の方に提供
できない場合は、必ずレシピの公開をすること。

（3） 対象

ア プロ・アマ、年齢等不問。

イ 一次審査（レシピ審査）を通過した場合、10月21日（月
曜日）エコール辻東京（東京都国立市）で行われる二次
審査で、料理作成が可能な者。（旅費は一般社団法人
日本ジビエ振興協会より支給します）

３ 審査方法

一次審査（レシピ審査）で上位12作品を選出。

二次審査（実食審査）で応募者自らが作成した料理を審
査し、上位3賞を決定。

審査はブラインド方式で行われます。

４ 応募方法

原則として、コンテスト専用応募シート（電子版）に必要
事項を記入し、料理のでき上がり写真（データ）を添付して、
一般社団法人日本ジビエ振興協会ホームページ上から送
付してください。

電子版での応募が不可能な場合は、応募シート（紙版）
に写真添付で同協会事務局に郵送してください。

【応募フォーマット】一般社団法人日本ジビエ振興協会
ホームページ
http://www.gibier.or.jp/contest2019/

【郵送の宛先】〒391-0301 長野県茅野市北山5513-142 
一般社団法人日本ジビエ振興協会コンテスト係
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◆「第４回 食育活動表彰」募集開始のご案内

農林水産省では、ボランティア活動、教育活動又は農林
漁業、食品製造・販売等その他の事業活動を通じて食育を
推進する優れた取組を表彰するとともに、その取組の内容
を広くお知らせし、食育を推進する優れた取組が全国に展
開することを目的に「食育活動表彰」を実施しています。

現在、第4回食育活動表彰の候補者を募集していますの
で、皆様の御応募をお待ちしています。

１ 応募部門

• ボランティア部門
（都道府県、政令指定都市及び大学等の長による推

薦）

• 教育関係者・事業者部門
（自薦又は他薦）

２ 応募締切

令和元年10月31日（木曜日）必着

【お問い合わせ先】
消費・安全部 消費生活課 075-414-9771

詳しくはこちら
http://www.maff.go.jp/j/press/syouan/hyoji/190712.html

◆令和元年秋の農作業安全確認運動の実施につ
いて

◇重点推進テーマ
「まずはワンチェック、ワン
アクションで農作業安全 」

◇運動の展開方向
令和元年の運動については、GAP（農業生産工程管

理）の周知を通じた現場の改善活動、農業者への安全確
保の声かけ・注意喚起等の農作業事故防止対策の取組
を推進します。

【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/sizai/190729.html

農林水産省は、毎年300人以
上発生している農作業死亡事
故を減少させるため、9月から
10月までを農作業安全対策の
重点期間として「秋の農作業安
全確認運動」を実施します。

農作業事故を減少させるた
め、運動の推進にご協力いただ
きますようお願いします。



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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大 阪 府 拠 点

兵 庫 県 拠 点
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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
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◆近畿農政局「消費者の部屋」8月展示（農
業・農村のもつ大切な働き）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、『農業・農村のも
つ大切な働き～農業・農村の多面的機能の紹介～ 』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：農業・農村のもつ大切な働き
～農業・農村の多面的機能の紹介～

◇ 期間、場所

・令和元年8月19日（月曜日）～8月30日（金曜日）
9時～ 17時（初日は13時から、最終日は正午まで
となります。）

・京エコロジーセンター 1階 エントランス
（京都市伏見区深草池ノ内町13 ）

◇ 内容:農業・農村は私たちが生きていくのに必要な「食」
を支えているだけではなく、洪水を防いだり、美し
い風景をつくったり、生きものを育てるなど、いろい
ろと大切な働き（農業・農村の多面的機能）を発揮
しています。

今回の「消費者の部屋」特別展示では、農業・農
村のもつ大切な働きについて、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/190805_13.
html

◆統計情報

（令和元年7月19日～８月９日 公表分）

• 平成30年農業物価指数 －平成27年基準－（全国）

• 農業経営統計調査 平成30年産てんさい生産費（全

国）

• 令和元年産水稲の西南暖地における早期栽培等の作
柄概況（7月15日現在）（全国）

• 生産者の米穀在庫等調査（令和元年6月30日現在の見
込み在庫量及び平成30年結果）（全国）

• 平成30年産キウイフルーツの結果樹面積、収穫量及び
出荷量（全国）

• 平成30年新規就農者調査（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

◆「原料原産地表示制度 事業者向けマニュア
ルの活用に関するセミナー」の開催について

農林水産省は、令和元年9月から令和2年2月の期間に、
全国20会場において、食品関連事業者向けの「原料原産
地表示制度 事業者向けマニュアルの活用に関するセミ
ナー」を開催いたします。

近畿管内では、10月16日（水曜日）に滋賀県近江八幡
市及び10月29日（火曜日）に兵庫県姫路市で開催されま
す。
詳しくはこちら
http://www.maff.go.jp/j/press/syouan/hyoji/190726.html


