
国産大豆は、昭和44年に水田転作作物として位
置づけられ、昭和50年代中頃から水田での作付が
大宗となり、平成30年産の全国の作付面積は約15
万ha、収穫量は約21万トンとなりました。

国産大豆は品質が評価され、ほぼ全量が豆腐、
煮豆、納豆などの食品用に加工され、食品用の
25％を占めています。

近畿管内では滋賀県の作付面積が6,690ha（平成
30年産）と最も多く、全国６位にランク付けされてい
ます。
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◆◆ 主な内容 ◆◆

トピックス

• 全国の野生鳥獣による農作物被害状況について（平成30
年度）

インフォメーション

• 「第8回ご当地!絶品うまいもん甲子園」近畿代表校が決定
しました

• 「食と農林漁業大学生アワード2019」の近畿代表が決定
しました

• 統計情報（令和元年10月17日～10月29日 公表分）

• 「令和元年度地産地消等優良活動表彰」受賞者が決定し
ました

• 令和元年度「豊かなむらづくり全国表彰事業」農林水産大
臣賞（近畿ブロック）の受賞者が決定しました

• 「京都スマート農業祭2019 ～スマート技術マッチングイベ
ント～」を開催します

• 近畿農政局「消費者の部屋」11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



農林水産省は、平成30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。）

全国の鳥獣による平成30年度の農作物被害については、被害金額が約158億円で前年度に比
べ約6億円減少（対前年4％減）、被害面積は約5万2千haで前年度に比べ約1千ha減少（対前年
3％減）、被害量が約49万6千tで前年に比べ約2万1千t増加（対前年4％増）しています。

主要な獣種別の被害金額については、シカが約54億円で前年度に比べ約1億円減少（対前年
2％減）、イノシシが約47億円で前年度に比べ約1億円減少（対前年3％減）、サルが約8億円で前
年度に比べ約1億円減少（対前年12％減）しています。

近畿管内の鳥獣による平成30年度の農作物被害については、被害金額が15億2,015万円で前
年度に比べ5,333万円増加（対前年3.5％増）、被害面積は1,538haで前年度に比べ40ha増加（対前
年2.6％減）となりました。

主要な獣種別の被害金額については、イノシシが7億749万円で前年度に比べ2,650万円増加
（対前年3.7％増）、シカが3億8,025万円で前年度に比べ5,653万円増加（対前年14.9％増）、鳥類
が1億6,911万円で前年度に比べ559万円減少（対前年3.3％減）、サルが9,340万円で前年度に比
べ1,583万円（対前年16.9％減）となりました。

◆鳥獣被害対策コーナー

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
ますのでご覧下さい。
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）

トピックス

被害状況の概要（全国）

近畿の概要

野生鳥獣による府県別農作物被害状況 （平成30年度）

資料 ： 「野生鳥獣による府県別農作物被害状況（平成30年度）」
「野生鳥獣による府県別農作物被害状況（平成29年度）」

資料 ： 「野生鳥獣による府県別農作物被害状況（平成30年度）」
「野生鳥獣による府県別農作物被害状況（平成29年度）」

イノシシ サル シカ イノシシ サル シカ 

滋賀県 13,449 1,631 11,818 7,573 2,242 1,474 155 16 139 91 26 21

京都府 27,352 4,344 23,008 11,801 1,642 8,779 214 12 202 100 9 89

大阪府 14,810 2,185 12,625 5,227 32 4,072 87 13 74 45 1 21

兵庫県 51,138 5,885 45,253 22,009 494 15,554 384 23 361 182 3 154

奈良県 15,059 701 14,357 8,976 759 3,288 231 6 226 151 8 56

和歌山県 30,207 2,165 28,043 15,164 4,172 4,859 466 44 422 226 53 103

計 152,015 16,911 135,104 70,749 9,340 38,025 1,538 113 1,425 796 99 444
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◆「食と農林漁業大学生アワード2019」の近畿
代表が決定しました

食と農林漁業に関わる取組を行っている大学生グループ

による活動発表のコンテスト「食と農林漁業大学生アワード

2019」（食と農林漁業大学生アワード事務局主催）の、北

陸・近畿ブロックの代表に神戸大学が選ばれました。

【北陸・近畿ブロック代表】

※ 「第8回ご当地！絶品うまいもん甲子園」及び「食と農林

漁業大学生アワード2019」は、11月3日に開催されます

「ジャパンハーベスト2019丸の内農園」でコンテストが行わ

れ最優秀校・団体に農林水産大臣賞が贈られます。

【お問い合わせ先】
経営・事業支援部 地域食品課 電話 075-414-9025
詳しくはこちら

http://www.maff.go.jp/j/press/shokusan/service/191023.html

◆令和元年度「豊かなむらづくり全国表彰事
業」農林水産大臣賞（近畿ブロック）及び近
畿農政局長賞等の受賞者が決定しました

豊かなむらづくり全国表彰事業（農林水産祭むらづく
り部門）は、農山漁村における「むらづくり」の優良
事例の表彰を行うことにより、むらづくりの全国的な
展開を促すとともに、地域の連帯感の醸成及びコミュ
ニティ機能の強化を図り、農林漁業及び農山漁村の健
全な発展に資することを目的として実施しています。

令和元年度の近畿ブロックにおける農林水産大臣賞
及び近畿農政局長賞等の受賞事例が決定されましたの
でお知らせします。

【農林水産大臣賞】

【近畿農政局長賞】

※NPO法人太子町ぶどう塾は日本政策金融公庫農林水産
事業本部近畿地区統轄賞も受賞されました。

【お問い合わせ先】

農村振興部 農村計画課 電話 075-414-9050

詳しくはこちら
http://www.maff.go.jp/kinki/press/keikaku/nousonshinkou
/191018.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 2019.11

インフォメーション

◆統計情報

（令和元年10月17日～10月29日 公表分）

• 令和元年産「い」の作付面積、収穫量及び畳表生産量（主
産県）（全国）

• 令和元年果樹及び茶栽培面積（7月15日現在）（全国）

• 農業経営統計調査 平成30年産米生産費（個別経営）

• （全国、近畿）、 〃 （組織法人経営） （全国）

• 令和元年産大豆、小豆、いんげん及びらっかせい（乾燥子
実）の作付面積 （全国）

【お問い合わせ先】
統計部 統計企画課 電話 075-414-9620

都道府県 団体名

兵庫県
神戸大学
地域密着型サークル にしき恋

◆「第8回ご当地!絶品うまいもん甲子園」近畿
代表校が決定しました

高校生による、ご当地食材を使ったオリジナルレシピの
開発と調理・プレゼンテーションを競う料理コンテスト「第8
回ご当地!絶品うまいもん甲子園」（一般社団法人全国食
の甲子園協会主催）において、近畿エリアの代表校が決
定しました。また、決勝大会を逃した高校を対象に、WEB
を使った応援投票で選出される1校に、近畿の高校が選
ばれました。

【近畿エリア代表校】

【応援投票部門】

学校名 所在地 メニュー

育成調理師専門学校
高等課程

兵庫県尼崎市
痺れる～！
甘辛パン

学校名 所在地 メニュー

福知山淑徳高等学校 京都府福知山市 紅の冷和願麺

◆「令和元年度地産地消等優良活動表彰」受賞
者が決定しました

地域の創意工夫ある地産地消や国産農林水産物の消
費拡大に資する優れた取組や活動を表彰する「令和元年
度地産地消等優良活動表彰」における近畿農政局管内
の受賞者をお知らせします。

【食品産業部門】

【生産部門】

【お問い合わせ先】
経営・事業支援部 地域食品課 電話 075-414-9025
詳しくはこちら

http://www.maff.go.jp/j/press/shokusan/service/191023.html

賞 所在地 活動主体の名称

農林水産省

食料産業局長賞
和歌山県
紀の川市

紀の里農業協同組合

府 県 市町村 受賞者（団体）

兵庫県 新温泉町
海上区（近畿ブロック最優
良地区）

滋賀県 高島市
知内区農地・みずべ環境
保全向上協議会

府 県 市町村 受賞者（団体）

京都府 宮津市 上宮津地域会議

大阪府 太子町
NPO法人太子町ぶどう塾
※

賞 所在地 活動主体の名称

農林水産大臣賞
兵庫県
三木市

企業組合 彩雲



◆「京都スマート農業祭2019 ～スマート技術

マッチングイベント～」を開催します

生産現場の過疎高齢化による生産力低下と農山漁村コ
ミュニティの衰退が進みつつある中、近畿管内の農業生産
を将来的にわたり継続、発展させていくためには、革新的な
技術の導入による作業の効率化や軽労化等による経営改
善が求められています。

その対応策の一つとして、全国的に普及が進むAI・ICT等
先端技術を活用した「スマート技術」を近畿管内の生産者に
伝え、普及を推進するため、先進技術の展示相談会（ス
マート技術マッチングイベント）を、京都府及び一般社団法
人京都府農業会議と共催で開催します。

◇日時：令和元年11月15日（金曜日）13時30分～16時

11月16日（土曜日）10時～15時30分

◇場所：京都府農林水産技術センター農林センター

亀岡市余部町和久成９

◇内容：スマート農業機械等展示コーナー、スマート農機実
演コーナー、講演コーナー（15日：農事組合法人
ほづ、京都府農林水産技術センター農林センター、
16日：京都大学農学研究科飯田教授、inaho（いな
ほ）株式会社）

◇参加申込・参加費用：参加申込は不要です。参加費用も
ありません。但し、講演については事前申込が
必要です。参加費：無料

【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/kinki/seisan/smart/sumanoum.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」11月展示（和
食文化の保護・継承）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、『和食文化の保

護・継承～11月は「和食月間」、11月24日は「和食の日」で

す～』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

(1)ヘルスピア21での展示

期間：令和元年11月1日（金曜日）～15日（金曜日）

9時30分～21時（火曜日～土曜日）

9時30分～17時（日曜日）

（月曜日を除きます。初日は13時から、最終日は
正午まで）

場所：ヘルスピア21 1階エントランスホール

京都市南区西九条南田町1-2

(2)近畿農政局での展示

期間：令和元年11月18日（月曜日）～29日（金曜
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）

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:平成25年12月に「和食;日本人の伝統的な食
文化」がユネスコ無形文化遺産に登録されま
した。この登録をきっかけに、私たち一人ひ
とりが和食文化について考え、そのよさを再
認識するとともに、和食文化を未来に向けて
守り伝えていくことが大切です。

今回の「消費者の部屋」特別展示では、和
食文化の保護・継承の取組について、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/191018.htm
l


