
「不知火（シラヌヒ）」は、1972年に「清見」と「中野3
号ポンカン」を交配して育成された品種です。「デコ
ポン」は登録商標で、日本園芸農業協同組合連合
会に加盟する全国のJAが出荷する「不知火」のうち、
糖度13度以上、クエン酸1%以下の基準を満たした
ものが「デコポン」として出荷されます。

近畿農政局管内では、和歌山県の収穫量が、熊
本県、愛媛県に次いで全国で3番目となっています。

※収穫量・・・「平成28年産特産果樹生産動態等調査」
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◆◆ 主な内容 ◆◆

トピックス

• 農林水産省公式SNS 「BUZZ MAFF」の発信を開始しまし
た

インフォメーション

• 令和元年度地産地消等優良活動表彰の近畿農政局長賞
受賞者の決定並びに表彰式及び推進セミナーの開催に
ついて

• 世界農業遺産・日本農業遺産の認定等に関する募集に
ついて

• 「野菜を食べよう」プロジェクトを始めます！

• 「令和元年度鳥獣対策優良活動表彰」の近畿農政局管内
の受賞者決定について

• 統計情報（令和2年1月15日～1月28日公表分）

• 近畿農政局「消費者の部屋」2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



農林水産省職員自らが、省公式YouTubeチャンネルでYouTuberとなるなど、担当業務にとらわれず、その人なら
ではのスキルや個性を活かして、我が国の農林水産物の良さや農林水産業、農山漁村の魅力を発信するプロ
ジェクト「BUZZ MAFF」を立ち上げ、1月7日から発信を開始しました。

【お問い合わせ先】企画調整室 電話 075-414-9037

詳しくはこちら>>https://www.maff.go.jp/j/pr/buzzmaff/index.html

ほぼ毎日更新中！

近畿農政局管内では兵庫県拠点がInstagramを1月8日より発信しています。ぜひご覧下さい。

公式YouTubeはこちらから ⇒  https://www.youtube.com/channel/UCk2ryX95GgVFSTcVCH2HS2g/videos

公式Instagramはこちらから ⇒  https://www.instagram.com/maffjapan/?hl=ja



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

◆「野菜を食べよう」プロジェクトを始めます！

暖冬の影響により、例年より全国的に野菜の生育や収
穫時期が早まり、野菜が安値となっています。

一方、野菜の1人１日当たりの摂取量は平均280グラム
程度であり、摂取目標量（350グラム）を大きく下回ってい
る状況です。
そこで、農林水産省では、野菜の消費拡大を推進するた

め、「野菜を食べよう」プロジェクトを実施します！
冬野菜はビタミンやミネラル、食物繊維、機能性成分が

豊富に含まれており、寒い冬を元気に過ごすために欠か
せない食材です。野菜がお手頃価格となっているこの機会
に、皆さんもご自宅等で鍋料理を楽しむなどして、旬の冬
野菜を味わってください！！

【お問い合わせ先】
生産部園芸特産課 電話 075-414-9023

詳しくはこちら

https://www.maff.go.jp/j/seisan/ryutu/yasai/2ibent.html
mini 情報 2020.2

◆世界農業遺産・日本農業遺産の認定等に関す
る募集について

農林水産省は、世界農業遺産への認定申請に係る承
認及び日本農業遺産の認定を希望する地域を募集しま
す。

世界農業遺産は、世界的に重要かつ伝統的な農林水
産業を営む地域（農林水産業システム）を、国際連合食糧
農業機関（FAO）が認定する制度です。

日本農業遺産は、我が国において重要かつ伝統的な
農林水産業を営む地域（農林水産業システム）を農林水
産大臣が認定する制度です。

◇応募対象：伝統的な農林水産業システム（おおむね
100年以上の歴史がありかつ現在も営まれている）
を有する、旧市町村以上の広がりのある地域

◇申請者：対象地域内の市町村及び農林漁業者の組織
する団体が含まれている協議会等

◇申請地域に必要な要素

(1)食料及び生計の保障

(2) 農業生物多様性

(3) 独自性のある伝統的な知識システム

(4) 文化、価値観及び社会組織

(5) 特徴的なランドスケープ及びシースケープ

(6)変化に対する強靱性（日本農業遺産のみ）

(7)多様な主体の参画（日本農業遺産のみ）

(8)６次産業化の推進（日本農業遺産のみ）

◇問い合わせ先

申請者の所在地【滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈
良県、和歌山県】

近畿農政局 農村振興部 農村環境課

TEL：075-414-9052 FAX：075-451-3965

詳しくはこちら

https://www.maff.go.jp/kinki/press/keikaku/shigen/200121.ht
ml

◆令和元年度地産地消等優良活動表彰の近畿農
政局長賞受賞者の決定並びに表彰式及び推進
セミナーの開催について

近畿農政局では、令和元年度地産地消等優良活動表彰
の近畿農政局長賞受賞者4団体を決定しました。

なお、表彰式及び推進セミナーを令和2年2月27日(木曜
日)に京都テルサにおいて開催しますので、みなさまの参加
をお待ちしています。

1.令和元年度地産地消等優良活動表彰の近畿農政局長賞
の受賞者について

【近畿農政局長賞】

☆全国表彰における近畿の受賞団体
◯農林水産大臣賞（食品産業部門）

企業組合 彩雲（兵庫県三木市）
◯農林水産省食料産業局長賞（生産部門）

紀の里農業協同組合 （和歌山県紀の川市）

2.令和元年度地産地消等優良活動表彰式及び推進セミ
ナーの開催について

◇日時：令和2年2月27日(木曜日) 13時15分～16時30

◇場所：京都テルサ東館3階 大会議室
京都市南区東九条下殿田町70番地

◇ 内容
○令和元年度地産地消等優良活動表彰近畿農政局長

賞表彰式

○基調講演
「地産地消で活躍される女性のキャリアと地域の未来」

京都府立大学 生命環境科学研究科
准教授 中村 貴子 氏

○事例発表
近畿農政局長賞受賞団体からの事例発表

○特別事例発表
企業組合 彩雲

◇参加費：無料
◇定 員：100名（募集人数になり次第締切らせていただ

きます。）
◇申込方法：令和2年2月25日(火曜日)までに、参加申込

みフォームまたはFAXでお申し込み下さい。

【お問い合わせ先】
経営・事業支援部 地域食品課 電話 075-414-9025

詳しくはこちら

https://www.maff.go.jp/kinki/press/keiei/tiiki_syokuhin/200121.html

活動団体名称 府県名
市区町村

名
部門

舞鶴湾かき小
屋・美味星

京都府 舞鶴市 生産部門

株式会社  徳 大阪府
大阪市

住之江区
食品産業部門

まるとも海産 和歌山県 湯浅町 食品産業部門

はっぴいおかん 大阪府 羽曳野市 個人部門



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」2月展示（フラ
ワーバレンタイン～世界でいちばん花を贈る
日～）

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、『フラワーバレンタ
イン～世界でいちばん花を贈る日～』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：フラワーバレンタイン～世界でいちばん花
を贈る日～

◇ 期間、場所

(1)近畿農政局での展示

期間：令和2年2月7日（金曜日）～2月17日（月曜
日） 8時30分～17時（土・日、祝日を除きます。
初日は13時から、最終日は正午までとなりま
す。）

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

(2)京都堀川下長者町郵便局での展示

期間：令和2年2月10日（月曜日）～2月17日（月曜
日）（初日は13時から、最終日は正午までとな
ります。）

場所：京都堀川下長者町郵便局「展示コーナー」

京都市上京区西堀川通出水上る桝谷町1

◇内容： 欧米・近隣アジア諸国では、バレンタイン
デーに男性が大切な人へ花を贈る習慣があり
ます。

日本でも花き業界が「フラワーバレンタイ
ン」のキャンペーンを展開しはじめて10周年、
記念イベントとして花贈りが似合う男性「ベ
ストフラワリスト」アワードを開催するなど、
男性の花贈りを勧めています。

今回の「消費者の部屋」特別展示では、花
の贈り方、花の効用などについて、パネルの
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
https://www.maff.go.jp/kinki/press/syouhi/seikatu/200124_10.html

◆統計情報

（令和2年1月15日～1月28日公表分）

• 平成30年農業総産出額及び生産農業所得（全国）

• 平成30年農業産出額及び生産農業所得（都道府県別）
（全国）（近畿）

• 令和元年産もも、すももの結果樹面積、収穫量及び出荷
量（全国）

• 令和元年産てんさいの作付面積及び収穫量（北海道）

【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

https://www.maff.go.jp/kinki/toukei/toukeikikaku/yotei/2019.html

◆「令和元年度鳥獣対策優良活動表彰」の近畿
農政局管内の受賞者決定について

農林水産省は、鳥獣被害防止や捕獲した鳥獣の食
肉（ジビエ）の利活用等に取り組み、地域に貢献して
いる個人や団体を表彰する「鳥獣対策優良活動表
彰」を実施しています。今般、令和元年度における農
林水産大臣賞と農村振興局長賞の受賞者を決定しま
した。

近畿農政局管内からは、特定非営利活動法人
cambio（カンビオ）（兵庫県多可町）が農村振興局長

賞に選ばれました。

【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

https://www.maff.go.jp/kinki/press/keikaku/shigen/200131.h
tml

農村振興局長賞（捕獲鳥獣利活用部門（団体））

24時間受入体制の構築により町内の有害捕獲

個体の８割以上を受入。「無添加シカ肉ドッグ
フード」を製造し、障害者の雇用機会創出に取
り組む。

取組概要

特定非営利活動法人cambio（カンビオ）
（理事長：後藤高広） 兵庫県多可町


