
奈良県内のいちご生産者５名で組織する「奈良
いちごラボ」は市場･仲卸を通じて、アジア圏から米
国への輸出に取り組んでいます。

いちごの品種は、 果皮と果肉が真っ白で、そう果
（表面のつぶつぶ）だけが赤い「パールホワイト」
（メンバーが育成） 、ツヤのある濃い赤色の「古都

華（ことか）」、淡いさくら色の「淡雪（あわゆき）」など
で、この３品種の特に大粒で厳選した３色とり混ぜ
てパッケージしたものは、海外の富裕層向けや贈
答用として出荷されます。
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◆◆ 主な内容 ◆◆

トピックス

• 農林水産省「花いっぱいプロジェクト」

インフォメーション

• 「農の雇用事業（令和2年度 第1回）」の募集を開始しまし
た！

• 「農山漁村ナビ」のリニューアルについて

• 「令和元年度飼料用米多収日本一」の決定について

• 「飼料用米活用畜産物ブランド日本一」の決定について

• 令和２年春の農作業安全確認運動の実施について

• 統計情報（令和2年2月4日～2月28日公表分）

• 近畿農政局「消費者の部屋」3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

「パールホワイト」「古都華」

「淡雪」



トピックス

詳しくはこちら（農林水産省ホームページ）

https://www.maff.go.jp/j/seisan/kaki/flower/index.html



◆「農山漁村ナビ」のリニューアルについて

農林水産省は、地域づくりの優良事例を情報発信する
ポータルサイト「農山漁村ナビ」を広く国民一般の皆様にも
利用していただけるようリニューアルしました。

◇リニューアルの内容

・ GoogleMapとの連動による事例検索機能の追加

GoogleMapとの連動で、地域資源等の位置、周辺施設の
情報等も把握できるようになりました。

・ 農山漁村関連の最新事例のほとんどを網羅（約1,000
件）

地域づくりの優良事例や棚田、農業水利施設など、様々
なコンテンツが満載です。

また、キーワード、都道府県別はもちろん、新たなカテゴ
リーを追加し、内容毎に簡単に検索できます。

新しい農山漁村ナビは、以下のURLからご覧下さい。
https://www.nou-navi.maff.go.jp/（外部リンク）

詳しくはこちら（農林水産省ホームページ）

https://www.maff.go.jp/j/press/nousin/nousei/200217.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　

インフォメーション
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◆「農の雇用事業（令和2年度第1回）」の募
集を開始しました！

農業法人等が就農希望者を新たに雇用して実施する研
修に対して支援を行う「農の雇用事業」の令和2年度 第1回
募集を開始しました！

◇募集期間：令和2年3月4日（水曜日）～4月3日（金曜
日）（受付は土日祝日を除きます。また、
郵送の場合は締切日当日必着です）

◇研修期間：令和2年6月から最長2年間
※研修実施期間が3ヵ月未満の場合には、
助成金は交付されません

◇助成額：年間最大 120万円（研修生が障害者、生活困
窮者又は刑務所出所者等の場合は、年間最大
150万円）

◇支援対象となる主な経費

(1) 新規就業者に対する研修費
・法人等の研修指導者が研修生に行った指導に要する経
費

・就業上必要な資格取得にかかる講習費、テキスト購入費、
受験料等

・研修実施及び資格取得に必要な交通・宿泊費等

(2) 指導者研修費
・研修生を指導する者又は経営者等が、農業法人等にお
ける人材育成や労務管理等の向上に必要な知識を習得
するため、専門的な知識を有する者等から指導を受ける
際の謝金やテキスト購入費、研修に必要な交通・宿泊費
等

(3) 語学研修費
・研修生が定住外国人の場合、研修生が日本語研修を受
けるために教育機関に支払った経費等について研修生1
人当たり月額上限30,000円まで（最長6ヶ月）助成します。

詳しくはこちら全国新規就農相談センターHP
https://www.be-farmer.jp/nounokoyou/original/

◆「令和元年度飼料用米多収日本一」の決
定について

農林水産省及び一般社団法人日本飼料用米振興協会
は、平成28年度から飼料用米多収日本一表彰事業を開催
しています。
この度、令和元年度の農林水産大臣賞をはじめ各受賞

者が決定しました。また、近畿農政局におきまして、近畿農
政局長賞の受賞者を決定しましたので、近畿農政局管内
の受賞者をお知らせします。

【農林水産大臣賞】

(1)単位収量の部

【近畿農政局長賞】

(1)単位収量の部

（2）地域の平均単収からの増収の部

【お問い合わせ先】

生産部生産振興課 電話 075-414-9020

詳しくはこちら（農林水産省ホームページ）

https://www.maff.go.jp/j/press/seisaku_tokatu/kokumotu/200

226.html

◆「飼料用米活用畜産物ブランド日本一」
の決定について

一般社団法人日本養豚協会は、平成29年度から飼料用
米を活用した畜産物の高付加価値化に取り組む畜産事業
者等を表彰しています。

近畿農政局管内の受賞者は次のとおりです。

【農林水産大臣賞】

【審査員特別賞】

経営体
（団体名・個人）

住所
品種及び
作付面積

（㎡）

10aあたり

の収量

（kg/10a）

相澤　正之
（あいざわ　まさゆき）

奈良県
奈良市

べこあおば
11,292

940

経営体
（団体名・個人）

住所
10aあたり

の収量

（kg/10a）

農事組合法人 木喰の郷もろはた
代表理事理事長 松本武美

京都府
南丹市

640

経営体
（団体名・個人）

住所

10aあ たりの収

量（kg /10a ）

地域平均

単収差

農事組合法人アグリファーム国友
代表理事 吉田道明

滋賀県
長浜市

144

ブランド名 受賞者 所在地

 オクノの玉子 株式会社オクノ
  兵庫県
加古川市

ブランド名 受賞者 所在地

こだわり卵
ボリスブラウン

奈良県立
磯城野高等学校

奈良県
磯城郡

・ 動画の掲載に対応

動画により視覚的に分かりや
すく事例の内容を紹介できるよう
になりました。



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」3月展示（食品
トレーサビリティ）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、『食品トレーサビリ
ティって？』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：食品トレーサビリティって？

～生産者から消費者まで、みんなでつなぐ
信頼のバトン～

◇期間：令和2年3月9日（月曜日）～3月31日（火曜日）
8時30分～17時15分（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

◇内容： みなさん、食品トレーサビリティってご存
じですか。
食品トレーサビリティとは、「食品の移動

を把握できること」。
食品を取り扱った記録を残すことにより、

食品事故等の問題があったときに、その食品
がどこから来たか（遡及）、どこにいったか
（追跡）を調べ、原因究明や商品回収を円滑
に行えるようにする仕組みです。農林水産省
では、食品トレーサビリティの普及促進に取
り組んでいます。

【お問い合わせ先】

消費・安全部消費生活課 電話 075-414-9771
詳しくはこちら
https://www.maff.go.jp/kinki/press/syouhi/seikatu/200526.html

◆統計情報

（令和2年2月4日～2月28日公表分）

• 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（全国）

• 令和元年産かんしょの作付面積及び収穫量（全国）

• 令和元年産そば（乾燥子実）の作付面積及び収穫量（全
国）

• 平成27年（2015年）農林漁業及び関連産業を中心とした産
業連関表（飲食費のフローを含む。）（全国）

• 平成30年林業産出額（全国）

• 令和元年産日本なし、ぶどうの結果樹面積、収穫量及び
出荷量（全国）

• 令和元年産茶の摘採面積、生葉収穫量及び荒茶生産量
（主産県）（全国）

• 令和元年産こんにゃくいもの栽培面積、収穫面積及び収
穫量（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
詳しくはこちら

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

◆令和２年春の農作業安全確認運動の実施につ
いて

近年、農業就業人口が減少する中、農作業死亡事故者
数は300人以上で推移している状況であることから、事故件
数を減少させることが喫緊の課題となっており、農作業事
故防止に向けた対策の強化を図る必要があります。

このため、農林水産省は、春作業が行われる３～５月を
重点期間として、春の農作業安全確認運動を実施します。

◇重点推進テーマ
「見直そう！農業機械作業の安全対策」

特に、乗用型の農業機械作業におけるシートベルト・ヘ
ルメットの着用徹底により、転落・転倒死亡事故（約90 件）
の大幅減少を目指します。

詳しくはこちら（農林水産省ホームページ）

http://www.maff.go.jp/j/seisan/sien/sizai/s_kikaika/anzen/in
dex.html

今回の「消費
者の部屋」特別
展示では、食品
トレーサビリ
ティについて、
パネルとパンフ
レットの展示に
より、ご紹介し
ます。


