
お正月の生け花に使われる切り花の葉牡丹（葉
ボタン）は、和歌山県紀の川市（旧那賀町）が日本
一の産地で、「那賀の葉ボタン」として全国に出荷さ
れています。
葉ボタンは日持ちが良く、花束やフラワーアレンジ

メント用など幅広い用途があり、年々需要が高まっ
ています。
葉ボタンの花言葉は「祝福」「利益」など。 「祝福」

は、紅白の色合いがおめでたいとされ、正月飾りと
して親しまれていることにちなむといわれます。
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◆◆ 主な内容 ◆◆

トピックス

• 近畿「ディスカバー農山漁村（むら）の宝」（第3回）選定証
授与式を開催しました

インフォメーション

• 農福連携推進近畿ブロックセミナー「広がる農福連携の
輪」の開催について

• 令和元年度関西食の輸出促進施策合同説明会 開催の
ご案内

• 令和元年度「SAVOR JAPAN（農泊 食文化海外発信地
域）」の認定について

• 第７回「食品産業もったいない大賞」における近畿の受賞
者について

• 統計情報（令和元年12月6日～12月25日 公表分）

• 近畿農政局「消費者の部屋」1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



【お問い合わせ先】農村振興部農村計画課 電話 075-414-9051

詳しくはこちら>>https://www.maff.go.jp/kinki/photo/kekka/k191212.html

近畿農政局は、近畿「ディスカバー農山漁村（むら）の宝」（第3回）選定証授与式を開催し、選定された5地
区及び1名に対して、近畿農政局長から選定証の授与を行いました。

また、選定証授与式の後、全国段階で選定された近畿管内の地区を交えて、懇談会を開催しました。
懇談会では、各団体から取組概要について紹介頂き、これまでの活動に当たっての苦労話や今後の活動の
展開方向などについて発表していただき、参加者による意見交換、情報共有等を行いました。

今後、参加者間のネットワークの構築や取組の横展開が図られることが期待されます。

近畿「ディスカバー農山漁村（むら）の宝」（第3回） 選定地区

守山矢島かぶらの会

伝統野菜復活で地域活性化

伝統野菜を復活させ、小中学校、自治
体、商社が一体となる取り組みで新な
ブランドとして地域活性化に貢献

上世屋定住促進協議会

土着しよう土着してもらおう

若手世代中心に、ジビエ処理施設や移
住体験施設、ECサイトを立ち上げ、新た
な移住者の受け皿を作る

特定非営利活動法人cambio

マイナスからの挑戦！
そして広がる未来

福祉事業での鳥獣対策と地域課題解
決型無添加ドッグフード「TASHIKA」の
製造販売

滋賀県 守山市 京都府 宮津市 兵庫県 多可町

奈良追分協議会

地域の歴史から始める
農福連携と地域共生

若年認知症の人等働きたくても働けな
い人たちと、人手不足の農家との連携
で地域活性化を目指す

美しい多地区の田園風景を楽しむ
会

活気と夢に満ちた農村地域を
次世代に継承！

水田フル活用と育苗で農業農村の継
続・交流（稲作、生き物観察、食育）の
実施、女性・子供の村づくりへの参加

谷口隆一【個人部門】

足元に素晴らしい地域の宝物があった

薬草と高山植物で有名な伊吹山の伊
吹大根、蓬、在来蕎麦を企業連携で付
加価値を高めた６次産業に取り組む

奈良県 奈良市 奈良県 田原本町 滋賀県 米原市

「ディスカバー農山漁村（むら）の宝」（第6回選定） 近畿管内選定地区

さんさん山城

農福連携で広がる地域コミュニティの輪

廃園予定の茶園を継承し、農福連携に取り組み、地域の
特産品を栽培。また、特産品を使用した加工品も開発・販
売

農事組合法人かなん

直売所から町や農業を元気に！！

学校給食センターや幼稚園、福祉施設などへの野菜や味噌
の納入や、地域の小中学校を対象とした職業体験実習も受
け入れるなど、食農教育に積極的に取り組む

大阪府 河南町京都府 京田辺市

近畿農政局長を受賞された６地区の皆様

認定証授与式
の様子

懇親会の様子



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　

インフォメーション

◆令和元年度「SAVOR JAPAN（農泊 食文化
海外発信地域）」の認定について

農林水産省は、インバウンド需要を農山漁村に呼び
込むための仕組みとして創設した「SAVOR  JAPAN（農
泊 食文化海外発信地域）」について、今年度は6地域を
認定しました。 近畿農政局管内では以下の1地域が今
回認定されました。

※因幡・但馬地域：鳥取県（鳥取市、岩美町、若桜町、智頭町、
八頭町）兵庫県（香美町、新温泉町）

【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/gaisyoku/191206.html

府 県 市町村・地域 地 区 名

鳥取県・兵庫県
因幡・但馬地域

（※）
一般社団法人麒
麟のまち観光局
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◆農福連携推進近畿ブロックセミナー「広がる
農福連携の輪」の開催について

障がい者の就労訓練や雇用の場として農業分野に注
目が集まっている中で、令和元年6月に「農福連携等推
進ビジョン」（農福連携等推進会議決定）が示され、11月
にはノウフクJAS第1号の認証事業者が認証されたとこ
ろです。
こうしたことを踏まえ、近畿地域において農福連携の取

組が、今後より一層、自主的・自立的に展開され、普及
啓発・人材育成及び地域活性化の推進等に資することを
目的に、農福連携推進近畿ブロックセミナーを開催しま
す。

◇日時：令和2年2月6日（木曜日）

13時30分～17時20分（受付13時～）

◇場所：キャンパスプラザ京都 5階第1講義室

京都市下京区西洞院通塩小路下る

東塩小路町939

◇内容：(1)基調講演

「農福は地球を救うか」

日本農福連携協会 会長 皆川芳嗣 氏

「農福連携で何が変わるか？」

農林水産省農林水産政策研究所

企画広報室長 吉田行郷 氏

(2)施策の紹介

「ノウフクJASについて」

一般社団法人 日本基金 理事 木下 卓 氏

(3)パネルディスカッション

テーマ：「福祉事業の多様化と持続可能性」

パネリスト

日本農福連携協会 会長 皆川芳嗣 氏

農林水産省農林水産政策研究所

企画広報室長 吉田行郷 氏

さんさん山城 施設長 新免修 氏

有限会社ポニーの里ファーム

代表取締役 明見美代子 氏

コーディネーター

京都大学大学院農学研究科

特定准教授 横田茂永 氏

助教 川﨑訓昭 氏

◇申込方法：令和2年1月30日（木曜日）までに、以下の近畿
農政局ホームページをご覧いただき、インター
ネット登録フォームまたは、参加申込書に必要
事項をご記入の上、メールかFAXでお申し込み
下さい。 （定員250名程度。先着順とさせてい
ただきますので、締め切り以前であっても定員
に達した時点で受付を終了させていただくこと
があります。）

【お問い合わせ先】

農村振興部農村計画課 電話 075-414-9051

詳しくはこちら
https://www.maff.go.jp/kinki/press/keikaku/nousonshinkou/1
91220.html

◆令和２年度関西食の輸出促進施策合同説明会
開催のご案内

近畿農政局では、近畿厚生局、近畿経済産業局と共
同で、農林水産物・食品の輸出促進に向け、令和2年度
関西食の輸出促進合同説明会（令和2年度輸出促進関
連施策及び輸出に係る各種証明書に関する説明会）を
開催します。

また、説明会終了後に、個別相談会を開催します。

◇日時：令和2年1月30日（木曜日）14時～17時15分

（13時30分から受付開始、終了後に個別相談会）

◇場所：大阪合同庁舎1号館第1別館2階 大会議室

大阪府大阪市中央区大手前1-5-44

◇内容：(1)「農林水産物及び食品の輸出の促進に関す
る法律」施行に伴う政府の取組内容
（農林水産省食料産業局、近畿農政局）

(2) 令和2年度輸出促進関連施策

近畿経済産業局、大阪国税局

近畿運輸局、（独）日本貿易振興機構
（ジェトロ）大阪本部

(3) 輸出に際し必要となる各種証明書

衛生証明書及び自由販売証明書（近畿厚
生局）、食品等の放射性物質規制に係る
輸出証明書（近畿農政局）、植物検疫証
明書（神戸植物防疫所）、輸出検疫証明
書（動物検疫所神戸支所）、大阪商工会
議所が取り扱う貿易証明関係書類（大阪
商工会議所）

(4)個別相談会（18時まで）

◇定員：120名程度

◇参加費：無料

◇申込方法：令和2年1月24日（金曜日）までに、ホームペー
ジ上の申込フォーム又はFAXでお申し込み下さい。

【お問い合わせ先】

経営・事業支援部地域連携課 電話：075-414-9101

詳しくはこちら

https://www.maff.go.jp/kinki/seisan/nousan/yusyutu/r2yushu
tusetumei.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」1月展示（お鍋
でぽかぽか

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、『冬は鍋だね！野
菜たっぷり、日替わりお鍋』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：冬は鍋だね！野菜たっぷり、日替わりお
鍋

◇期間：令和2年1月14日（火曜日）～1月24日（金曜
日）8時30分～17時（土・日を除きます。初
日は13時から、最終日は正午までとなりま
す。）

◇場所：左京区役所1階「区民ロビー」

京都市左京区松ヶ崎堂ノ上町7番地の2

◇内容： 寒さが身に染みるこの季節、冬の食卓で定
番の鍋料理には嬉しい効果がたくさんありま
す。たっぷりの野菜をおいしく食べることが
でき、体はぽかぽか、お鍋を囲んで家族の会
話も弾みます。バリエーションは無限大の鍋
料理！今年の冬もお鍋で健康、ぽかぽかの冬
を過ごしてみませんか！？

今回の「消費者の部屋」特別展示では、お
鍋の効果や、毎日の献立に役立つ鍋レシピに
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。

・鍋料理の効率的な野菜摂取について

・そのほか、お鍋の嬉しい効果について

・鍋料理レシピの紹介

◇参考

・「食事バランスガイドについて」（農林水産省
ホームページ）
http://www.maff.go.jp/j/balance_guide/ 

・「鍋ほか推進プロジェクト」（フード・アクショ
ン・ニッポンホームページ）

http://tabeyo-kokusan.jp/season/winter

【お問い合わせ先】

消費・安全部消費生活課 電話 075-414-9761

◆統計情報

（令和元年12月6日～12月25日 公表分）

• 農業経営統計調査 平成30年度牛乳生産費（全国）

• 農業経営統計調査 平成30年度肉用牛生産費［子牛・去勢
若齢肥育牛・乳用雄育成牛・乳用雄肥育牛・交雑種育成
牛・交雑種肥育牛生産費］（全国）

• 農業経営統計調査 平成30年度肥育豚生産費（全国）

• 農業経営統計調査 平成30年個別経営の経営収支（全国）

• 農業経営統計調査 平成30年組織法人経営の経営収支
（全国）

• 農業経営統計調査 平成30年営農類型別経営統計からみ
た1農業経営体当たりの経営状況（推計）（全国）

• 令和元年産春植えばれいしょの作付面積、収穫量及び出
荷量（都府県）（全国）

• 令和元年産水陸稲の収穫量 （近畿）、（全国）

• 平成30年林業経営統計調査 （全国）

• 令和元年産なたね（子実用）の作付面積及び収穫量 （全
国）

【お問い合わせ先】
統計部 統計企画課 電話 075-414-9620

◆第７回「食品産業もったいない大賞」におけ
る近畿の受賞者について

公益財団法人食品等流通合理化促進機構は、食品
産業の持続可能な発展に向け、地球温暖化・省エネル
ギー対策の観点から、顕著な実績を挙げている食品関
連事業者並びに食品産業によるこうした取組を促進・支
援している企業、団体及び個人を表彰する第７回「食品
産業もったいない大賞」を決定しました。近畿農政局管
内の受賞者をお知らせします。

【お問い合わせ先】
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/shokusan/kankyoi/191225.ht
ml

企業・団体等名 取組内容

株式会社紀州ほそ川
畜産物のブランド化をもたらし
た未利用資源「梅酢」の活用


