
かつらぎ町四郷地区では、正月の鏡餅の飾りに
使われる「串柿」づくりが盛んです。

串柿は１串に10個（両端に2個ずつ、真ん中が６
個）刺しつるされ、「いつもニコニコ（2個2個）、仲む
つまじく（中6つ）、共に白髪（白い粉）の生えるまで」
との数合わせによる、家族の和と末永い幸せの願
いがこめられています。

オレンジ色の柿のすだれが並ぶ風景は、400年の
昔から現在に引き継がれているこの地区の伝統で
す。
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◆◆ 主な内容 ◆◆

トピックス

• 「令和元年度近畿産大豆生産・需要拡大協議会 現地検
討会」を開催しました

インフォメーション

• 「ノウフクJAS」の第1号の認証について

• 「第4回ジビエ料理コンテスト」の結果について

• 統計情報（令和元年10月31日～11月26日 公表分）

• 管内主産県の令和元年産うめの結果樹面積、収穫量及
び出荷量

• 近畿４Ｈクラブマルシェの開催について

• 近畿農政局「消費者の部屋」12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

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



トピックス

近畿産大豆生産・需要拡大協議会（※1）は、令和元年11月19日（火曜日）に兵庫県たつの市におい
て、現地検討会を開催しました。

この現地検討会は、近畿産大豆の品質向上と需要拡大の推進を目的に開催し、生産者、実需者、学
識経験者、近畿農政局管内各府県、公設試験研究機関などから約60名の方に御参加いただきました。
現地検討会（ほ場調査）では、大豆と麦のほ場にて「稲・麦・大豆の2年3作体系における大豆の超密播
による多収栽培技術等」と題して生産技術等について御説明をいただきました。

室内検討会では、兵庫県立農林水産技術総合センター農業技術センター農産園芸部 牛尾主席研究
員より、「たつの地域における醤油醸造用大豆の高位安定生産に向けた取り組み」、農研機構 西日本
農業研究センター営農生産体系研究領域転換畑多収栽培グループ 濵口グループ長より「播種の省力
化技術」と題して御講演いただきました。

【お問い合わせ先】
生産部 生産振興課 075-414-9020 ⇒詳しくはこちら「近畿の大豆」

http://www.maff.go.jp/kinki/seisaku/seisan/nousan/daizu/kinki-daizu.html

【現地検討会】

※1 「近畿産大豆生産・需要拡大協議会」とは、近畿産大
豆の生産及び需要拡大を目的に、生産者、消費者団体、
実需者、試験研究機関、近畿農政局管内各府県等で構成
される組織。（座長：京都大学 農学研究科 白岩立彦教授、
事務局：近畿農政局生産部生産振興課）

たつの市集落営農連絡協議会

会長 猪澤敏一 氏 （大豆ほ場にて）

JA兵庫西揖龍農機センター

センター長 四之宮正明 氏 （麦ほ場にて）

「稲・麦・大豆の2年3作体系における大豆の超密播による多収栽培技術等」

【室内検討会】

「たつの地域における醤油醸造用大豆の高位安定生産に向けた取り組み」
兵庫県立農林水産技術総合センター 農産園芸部 主席研究員 牛尾昭浩 氏

「播種の省力化技術」
農研機構 西日本農業研究センター 営農生産体系研究領域
転換畑多収栽培グループ グループ長 濵口秀生 氏



◆「第4回ジビエ料理コンテスト」の結果につい
て

ジビエの普及啓発等に取り組む農林水産省の「鳥獣
利活用推進支援事業」の一環として開催した「第4回ジビ
エ料理コンテスト」において、農林水産大臣賞等の受賞
者が決定しました。大阪府の平岡祐子 氏が農林水産大
臣賞を受賞されましたのでお知らせします。

【お問い合わせ先】
農村振興部 農村環境課 電話 075-414-9052
詳しくはこちら

http://www.maff.go.jp/j/press/nousin/tyozyu/191120.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　

mini 情報 2019.12

インフォメーション

◆統計情報

（令和元年10月31日～11月26日公表分）

• 令和元年耕地面積（7月15日現在） （全国）

• 令和元年度食料・農林水産業・農山漁村に関する意向調
査 野菜やくだものの外観や販売方法に関する意向調査
（全国）

• 令和元年度食料・農林水産業・農山漁村に関する意向調
査 農業・農村の多面的機能及び棚田に関する意向調査
（全国）

• 令和元年産水稲の作付面積及び予想収穫量（10月15日
現在） （近畿） （全国）

• 令和元年度食料・農林水産業・農山漁村に関する意向調
査 有機食品等の消費状況に関する意向調査（全国）

• 生産者の米穀在庫等調査（令和元年6月30日現在の在庫
量）（全国）

• 令和元年産4麦の収穫量（全国）

• 令和元年産びわ、おうとう、うめの結果樹面積、収穫量及
び出荷量 （近畿（うめ））（全国）

【お問い合わせ先】
統計部 統計企画課 電話 075-414-9620

◆「ノウフクJAS」の第1号の認証について

本年3月に、障害者が主体的に携わって生産した農林
水産物及びこれらを原材料とした加工食品について、そ
の生産方法及び表示の基準を規格化したいわゆる「ノウ
フクJAS」が制定されました。令和元年11月1日、登録認
証機関により、第1号の認証事業者として4事業者が認
証され、近畿農政局管内から1事業者が認証されました
のでお知らせいたします。

【お問い合わせ先】
農村振興部 農村計画課 電話 075-414-9050
経営・事業支援部 食品企業課 電話 075-414-9024

詳しくはこちら

http://www.maff.go.jp/j/press/nousin/kouryu/191101.html

事業所名 所在地 加工食品

山城就労支援事業所
「さんさん山城」

京都府京田辺市
お茶やえび芋等

の生産加工

◆管内主産県の令和元年産うめの結果樹面積、
収穫量及び出荷量

- 収穫量は前年産に比べ２割を超える減少 –

【調査結果の概要】

１ 結果樹面積

管内主産県（注）の結果樹面積は、和歌山県が4,960ha
で前年産並み、奈良県が285haで前年産に比べ12ha（４％）
減少しました。

２ 収穫量及び出荷量

収穫量は、和歌山県が５万7,500ｔ、奈良県が1,210ｔで、前
年産に比べそれぞれ１万5,700ｔ（21％）、380ｔ（24％）減少し
ました。

出荷量は、和歌山県が５万5,500ｔ、奈良県が1,160ｔで、前
年産に比べそれぞれ１万5,100ｔ（21％）、350ｔ（23％）減少し
ました。

なお、和歌山県の収穫量は全国の65％を占め、昭和40
年産から55年連続全国１位となっています。

注： 主産県とは、全国の栽培面積のおおむね80％を占
めるまでの上位都道府県及び果樹共済事業を実施す
る都道府県をいい、近畿では和歌山県及び奈良県が
該当します。

【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/toukeikikaku/1
91126.html

受賞レシピ 受 賞 者 所在地

「棒棒鹿」
バンバンロク

シカ肉料理教室＆発酵ワーク
ショップ ぽけっと 平岡 祐子 氏

大阪府

枚方市

表 うめの結果樹面積、収穫量及び出荷量

図 うめの都道府県別収穫量割合

和歌山

（65）

群馬

（５）

三重

（２）

宮城

（２）

神奈川

（１）

奈良

（１）
その他

（24）

令和元年産

収穫量

８万8,100ｔ

（100％）



◆近畿４Ｈクラブマルシェの開催について

近畿４Ｈクラブ（※）は、近畿地域の若手農業者を会員とす
る組織であり、様々な活動を通じて、会員の農業技術を磨き、
高品質の農産物栽培等に取り組んでいます。

この度、当クラブでは、活動内容や成果を、より多くの方に
知っていただくために、初めてマルシェを開催することとしまし
た。府県域を越えて行う今回のようなマルシェは、全国的にも
非常に珍しい取組であり、新鮮でおいしいこだわりの農産物
も数多くそろえておりますので、是非お越しください。

◇日時：令和元年12月10日（火曜日）12時～19時

◇場所：阪駅前ダイヤモンド地下街（ディアモール大阪）内

ディーズスクエア

各線「梅田」駅直結、ＪＲ線「大阪」駅 徒歩３分

◇内容：近畿管内各府県の４Ｈクラブ員が府県毎に６つの
ブース（180×90cm の販売台）を出店し、各府県の
農業等に関するＰＲや、各自が生産した農作物や

農産加工品等の販売等を行います。

※ 近畿４Ｈクラブは、近畿管内の若手農業者で構成する
「近畿農業青年クラブ連絡協議会」（会員数（令和元年６
月現在）：７３３名、事務局：近畿農政局）の略称です。４Ｈ
とは、農業の改良と生活の改善に役立つ腕（Hands）を磨
き、科学的に物を考えることのできる頭（Head）の訓練をし、
誠実で友情に富む心（Heart）を培い、楽しく暮らし、元気で
働くための健康（Health）を増進するという、当クラブの４つ
の信条の英語の頭文字を総称したものです。

【お問い合わせ先】

経営・事業支援部 経営支援課内

近畿農業青年クラブ連絡協議会事務局

電話 075-414-9055

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

◆近畿農政局「消費者の部屋」12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。

今回の「消費者の部屋」特別展示は、『近畿地方のブラ
ンド牛肉』及び『植物検疫ってなあに～日本の農業と緑を
守るために～』をテーマに行います。ぜひ、お気軽にお立
ち寄りください。

(1) 『近畿地方のブランド牛肉』

◇テーマ：近畿地方のブランド牛肉

♪是非、ご当地でご賞味ください♪

◇期間：令和元年12月2日（月曜日）～12月20日

（金曜日）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）

◇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：近畿地方の地域色豊かなブランド牛肉、部
位の特徴にあったさまざまな調理法、牛肉の
健康効果などについて、パネルとパンフレッ
トの展示によりご紹介します。

(2) 『植物検疫ってなあに

～日本の農業と緑を守るために～』

◇テーマ：同上

◇期間：令和元年12月2日（月曜日）から12月13日
（金曜日）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）

◇場所：京都市北区役所本庁舎2階

「北区民交流スペース」

京都市北区紫野東御所田町33-1

◇内容：植物検疫の役割や海外から植物を持ち帰る
際に注意することなどについて、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


