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◆◆ 主な内容 ◆◆

トピックス

• 平成30年度食料自給率・食料自給力指標について

インフォメーション

• 伊吹そばが地理的表示(GI)に登録されました

• 近畿農政局「消費者の部屋」9～10月展示（農山漁村にお
ける女性の参画）のご案内

• 「近畿農政局男女共同参画優良事例表彰」受賞者決定の
お知らせ

• 令和元年度秋の農作業安全確認運動の実施について

• 統計情報

• 令和元年産水稲の8月15日現在における作柄概況及び
生育概況（近畿）

←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

和歌山県の柿の収穫量は３万9,200トン（平成30
年産）で、昭和54年より40年連続日本一となってい
ます。
露地の柿の収穫は、９月上旬から渋柿の極早

生（「中谷早生」、「紀北川上早生」等）が始
まり、「刀根早生」、「平核無」まで渋柿がつ
づき、ついで、10月下旬から甘柿の「富有」の
収穫が12月上旬まで行われます。
（写真は「刀根早生」）

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



トピックス

● 食料自給率0

カロリーベース食料自給率
• 平成30年度においては、米の消費が減少する中、主食用米の国内生産量が前年並みとなった一方、天候不順で

小麦、大豆の国内生産量が大きく減少したこと等により、37％となりました。

生産額ベース食料自給率
• 平成30年度においては、野菜や鶏卵等の単価下落により国内生産額が減少した一方、魚介類の輸出増加等によ

り国内消費仕向額も減少したことから、66％となりました。

直近10年の食料自給率の動向
t料自給率の動向

● 食料自給力指標0

食料自給力指標とは、「国内生産のみでどれだけの食料（カロリー）を最大限生産することが可能か」（食料の潜在
生産能力）を試算した指標です。

食料自給力指標は、農地面積の減少等により、すべてのパターンで微減となっています。昨年と同様に、米・小麦・
大豆中心型（パターンA・B）では推定エネルギー必要量（2,143kcal）を下回るものの、いも類中心型中心型（パターン
C・D）ではこれを上回っています。
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（概算）

カロリーベース(%) 40 39 39 39 39 39 39 38 38 37

生産額ベース(%) 70 70 67 68 66 64 66 68 66 66

26 27 28 29年度 21 22 23 24 25

○国産熱量の実績値
（食料
自給率の分子：供給ベー
ス）

パターンＡ：栄養バランスを
一定程度考慮して、主要
穀物（米、小麦、大豆）を中
心に熱量効率を最大化し
て作付けする場合

パターンＢ：主要穀物（米、
小麦、大豆）を中心に熱量
効率を最大化して作付け
する場合（栄養バランスは
考慮しない）

パターンＣ：栄養バランス
を一定程度考慮して、い
も類を中心に熱量効率を
最大化して作付けする場
合

パターンＤ：いも類を中心
に熱量効率を最大化して
作付けする場合（栄養バラ
ンスは考慮しない）

注１：１人・１日当たり推定エネルギー必要量とは、「比較的に短期間の場合には、『そのときの体重を保つ（増加も減少もしない）ために適当なエネルギー』」の推定値をいう。
注２：「農産物について現在の農地で作付けする場合」の面積は442万ha（平成30年度耕地面積統計）。
注３：「農産物について再生利用可能な荒廃農地においても作付けする場合」は、再生利用可能な荒廃農地面積９万ha（平成29年）を計算に使用した。
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インフォメーション

◆伊吹そばが地理的表示(GI)に登録されました

令和元年9月9日、特定農林水産物等の名称の保護に関

する法律（地理的表示法）に基づき、伊吹そばが地理的表

示(GI)に登録（登録番号第85号）されました。（近畿農政局

管内で8番目、滋賀県で2番目の登録）

伊吹そばは、滋賀県米原市に位置する伊吹山中腹で古

くから栽培されてきた在来種で、主に直径4.5ｍｍ以下の小

粒なそばです。甘皮（種皮）の部分が多く、それに由来する

緑の色調や香りが強く出ます。また、うま味と甘みは他の優

良品種と比べても遜色がなく、製粉会社やそば店から高く

評価されています。

【お問い合わせ先】
経営・事業支援部地域食品課 075-414-9025
詳しくはこちら
http://www.maff.go.jp/kinki/photo/kekka/k190909.html

◆近畿農政局男女共同参画優良事例表彰受賞者
決定のお知らせ

近畿農政局では、農山漁村における男女共同参画の実

現を目指して、近畿地域で経営参画や社会参画の取組に

功績のあった団体及び個人を表彰するとともに、その活動

事例を広く紹介することにより、農山漁村における男女共

同参画を推進しています。

令和元年度におきましても、受賞者を決定しましたのでお

知らせします。

・経営参画部門 優秀賞

経営参画部門 奨励賞

・社会参画部門 優秀賞

【お問い合わせ先】

経営・事業支援部 経営支援課 電話 075-414-9055

詳しくはこちら
http://www.maff.go.jp/kinki/press/keiei/sien/190826.html

住 所 受賞者（団体）

滋賀県近江八幡市 湖島婦貴の会

京都府福知山市 平野グループ

住 所 受賞者（団体）

大阪府守口市 田中 明美 様

兵庫県相生市 相生市農村女性連絡協議会

和歌山県有田郡有田川町 横岩 史 様

◆近畿農政局「消費者の部屋」9～10月展示
（農山漁村における女性の参画）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、『農山漁村におけ

る女性の参画～農業でがんばる私たち！！～』をテーマに

行います。ぜひ、お気軽にお立ち寄りください。

◇ 期間、場所

・令和元年9月19日（木曜日）～10月2日（水曜日）
9時～22時（初日は13時から、9月23日（月曜日）は9
時～17時まで、最終日は正午までとなります。）

・宇治市男女共同参画支援センター

「ギャラリー ステップ ワン」

JR宇治駅前市民交流プラザ「ゆめりあ うじ」1階

（京都府宇治市宇治里尻5-9）

◇ 内容:男女共同参画社会とは、「男性も女性も、意欲に
応じて、あらゆる分野で活躍できる社会」です。
今回の「消費者の部屋」特別展示では、「農山漁村
における女性の参画」について、パネルの展示に
よりご紹介します。
・農業経営等への女性の参画状況
・京都で活躍されている農村女性の紹介
・農業女子プロジェクトの紹介

【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/190905.htm
l

◆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 」

【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。

住 所 受賞者（団体）

奈良県磯城郡田原本町 ようやるでおばちゃんの会



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

インフォメーション

◆統計情報

（令和元年8月20日～9月10日 公表分）

• 令和元産一番茶の摘採面積、生葉収穫量及び荒茶生産
量（主産県）（全国）

• 平成30年産パインアップルの収穫面積、収穫量及び出荷
量（沖縄県）（全国）

• 平成30年産指定野菜（秋冬野菜等）及び指定野菜に準ず
る野菜の作付面積、収穫量及び出荷量（全国）（近畿）
併載：平成30年産野菜（41品目）の作付面積、収穫量及び
出荷量（年間計）（全国）

• 2018年漁業センサス結果の概要（概数値）

（全国） （近畿）

• 平成30年木材流通構造調査（全国）

• 農業経営統計調査 平成30年産大豆生産費（個別経営）

（全国）

• 農業経営統計調査 平成30年産大豆生産費（組織法人経
営）（全国）

• 農業経営統計調査 平成30年産そば生産費 （全国）

• 農業経営統計調査 平成30年産原料用かんしょ生産費

（全国）

• 農業経営統計調査平成30年産原料用ばれいしょ生産費

（全国）

• 農業経営統計調査 平成30年産さとうきび生産費（全国）

• 令和元年産水稲の8月15日現在における作柄概況（全国）

• 令和元年産水稲の8月15日現在における作柄概況及び生
育状況（近畿）

• 平成30年農作物作付（栽培）延べ面積及び耕地利用率

（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

◆令和元年産水稲の8月15日現在における作柄
概況及び生育状況（近畿）

【調査結果の概要】

1. 早場地帯（滋賀県）の作柄は、全もみ数が「平年並み」と見込
まれ、登熟も順調に推移していることから｢平年並み｣と見込
まれます。

２. 遅場地帯（滋賀県を除く５府県）の生育は、7月が日照不足で
あったものの、その後は高温・多照にあることから、｢平年並
み｣で推移しています。

【お問い合わせ先】
統計部 生産流通消費統計課 電話 075-414-9650

詳しくはこちら
http://www.maff.go.jp/kinki/press/toukei/seiryu/190830.html

水稲の府県・作柄表示地帯別作柄概況及び生育状況（８月15日現在）
（平年比較）


