
牛乳は、各種栄養素をバランス良く含む食品で
す。

日頃、牛乳を飲んでいるお子様たちも、今年は
臨時休校もあり、飲む機会が少なくなっていると思
います。ぜひ、ご家族皆さんで継続的に牛乳を飲
まれてはいかがでしょうか。

1日のスタートは牛乳から。

（撮影：（有） 箕谷酪農場 弓削牧場、兵庫県神戸市）
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◆◆ 主な内容 ◆◆

トピックス

• スマホでみる農林統計

インフォメーション

• 令和元年度近畿地域未来につながる持続可能な農業推
進コンクールにおける近畿農政局長賞及び近畿地域環
境保全型農業推進連絡会議会長賞の決定について

• 統計情報（令和2年3月9日～3月31日公表分）

• 「令和元年度近畿農政局輸出に取り組む優良事業者表
彰」における近畿農政局長賞の決定について

• 第28回優良外食産業表彰における受賞者の決定につい
て

• 農地集積に際して、農地の条件改善（水回りの改善等）に
取り組んでみませんか？

• 近畿農政局「消費者の部屋」4～5月展示（動物検疫）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」



スマホでみる農林統計トピックス

● スマートフォン向けに作成した統計表により、近畿の府県別、市町村別の

主要農林水産統計データが閲覧できます。（総ページ数235）

● メニュー画面で、見たい統計をタップすると該当ページが表示され、戻るボ

タンでメニューに戻るなど、操作が簡単です。

府県別の例（イメージ）

市町村別の例（イメージ）

お問合せ先

アクセスはこちら

近畿農政局 統計部 統計企画課 電話：０７５－４１４－９６２０

（動作には、別途Adobe Readerが必要です。）

近畿農政局ホームページからは、統計情報→分析書・統計資料→スマホでみる農林統計の順に選択



◆第28回優良外食産業表彰における受賞者の決
定について

農林水産省は、農林水産業との連携、消費者ニーズに
対応したサービスの提供、環境への配慮など創意工夫を
活かした事業に取り組んでいる外食事業者等を表彰してい
ます。

今般、「優良外食産業表彰」の農林水産大臣賞及び食料
産業局長賞の受賞者を決定しました。このうち、近畿農政
局管内から4事業者が受賞しましたのでお知らせします。

【国産食材利用推進部門】

【快適給食サービス部門】

【お問い合わせ先】
経営・事業支援部 地域食品企業課 電話 075-414-9024

詳しくはこちら

https://www.maff.go.jp/kinki/press/keiei/tiiki_syokuhin/20032

4.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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◆「令和元年度近畿農政局輸出に取り組む優良
事業者表彰」における近畿農政局長賞の決定
について

農林水産省では、我が国の農林水産物・食品輸出の優
良な取組を広く紹介して輸出促進を図るため、平成28年度
から輸出に取り組む優良事業者表彰を実施しています。

近畿農政局においても、農林水産物・食品の輸出に取り
組む事業者の輸出意欲を喚起し、近畿管内における輸出
を促進するため、平成30年度から優良事業者表彰を実施し
ています。今般、令和元年度の近畿農政局長賞の受賞者
を決定しましたのでお知らせします。

【お問い合わせ先】
経営・事業支援部 輸出促進課 電話 075-414-9101

詳しくはこちら（農林水産省ホームページ）

https://www.maff.go.jp/kinki/press/keiei/zigyo/200310.html

◆令和元年度近畿地域未来につながる持続
可能な農業推進コンクールにおける近畿
農政局長賞及び近畿地域環境保全型農業
推進連絡会議会長賞の決定について

近畿農政局は、農業生産活動の持続性を確保するため、
環境への負荷を低減する取組として、有機農業をはじめと
する環境保全型農業を推進してきたほか、食品安全・環境
保全・労働安全など持続可能性を確保するための一連の
取組であるGAPを推進しています。

今般、近畿地域における優れた取組を行う生産者に対し、
近畿農政局長賞及び近畿地域環境保全型農業推進連絡
会議会長賞の受賞者を決定しましたのでお知らせします。

1.近畿農政局長賞

【GAP部門】

2.近畿地域環境保全型農業推進連絡会議会長賞

【有機農業・環境保全型農業部門】

【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（農林水産省ホームページ）

https://www.maff.go.jp/kinki/press/kankyo/190221.html

賞 受賞者 所在地

農林水産大臣賞 株式会社今里食品 兵庫県宝塚市

食料産業局長賞
ドリームフーズ

株式会社
滋賀県彦根市

食料産業局長賞 有限会社樽一 大阪府堺市

賞 受賞者 所在地

 農林水産大臣賞
株式会社

魚国総本社
大阪府大阪市

◆統計情報

（令和2年3月9日～3月31日公表分）

• 鶏卵流通統計調査（令和元年）（全国）

• 令和元年産飼料作物の作付（栽培）面積及び収穫量、えん麦（緑肥用）の作付面積（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 フードチェーン関係者のGAPに関
する意識・意向調査（全国）

• 平成30年市町村別農業産出額（推計）

（農林業センサス結果等を活用した市町村別農業産出額の推計結果）（近畿）（全国）

• 平成30年漁業産出額（全国）

• 牛乳乳製品統計（令和元年基礎調査）（全国）

• 令和元年農道整備状況調査（全国）

• 6次産業化総合調査（平成30年度）（全国）

• 平成30年農業・食料関連産業の経済計算（概算）（全国）

• 令和2年集落営農実態調査（令和2年2月1日現在）（全国）

• 令和元年度農林水産情報交流ネットワーク事業 全国調査

食料・農業及び水産業に関する意識・意向調査（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

受賞者 所在地

株式会社 横江ファーム 滋賀県草津市

たじま農業協同組合 兵庫県豊岡市

受賞者 所在地

小町の里生産組合 京都府京丹後市

炭育ち 池上農園 兵庫県神戸市

受賞者 所在地

福島鰹株式会社 京都府京都市

舞妓の茶本舗 京都府京田辺市

石光商事株式会社 兵庫県神戸市

株式会社早和果樹園 和歌山県有田市



◆近畿農政局「消費者の部屋」4～5月展示
（動物検疫）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、『動物検疫制度を
ご存知ですか？～家畜伝染病の国内侵入を防止するた
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。

◇テーマ：動物検疫制度をご存知ですか？

～家畜伝染病の国内侵入を防止するために～

◇期間：令和2年4月1日（水曜日）～5月12日（火曜日）
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

◇内容： 動物検疫は、中国等アジア各国で発生したアフ
リカ豚熱や口蹄疫、鳥インフルエンザ、狂犬病など
の動物の病気が国内に侵入することを防止するた
めに設けられている制度です。日本は、牛や馬、
鶏のヒナなどの動物、肉製品などの畜産物を海外
からたくさん輸入しています。

【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

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
◆農地集積に際して、農地の条件改善（水回り
の改善等）に取り組んでみませんか？

「農地耕作条件改善事業」

農地中間管理事業の重点実施区域内の農用地区域に
おいて、暗渠排水や土壌改良等の基盤整備を支援します。

申請は年複数回受付できるなど、きめ細やかなニーズに
お応えできるものとなっております。

また、基盤整備と合わせて、導入する作物の栽培上必要
な施設やスマート農業導入等、営農への支援も行えます。

詳しくお話をお聞きになりたい方は、農地整備課までお
気軽にお問い合わせください。

【基盤整備の一例】

1．暗渠排水 ～湿田から野菜等を作付けできる乾田へ～

（施工前） （施工中） （施工後）

2．区画の拡大（畦畔除去） ～効率的な農業が可能な農
地へ～

（施工前） （施工中） （施工後）

【営農支援の一例】

（機械のリース導入） （種子への補助） （加工品の試作）

【スマート農業導入の一例】

（GNSS基地局の設置）（自動操舵システムの導入）

【お問い合わせ先】
農村振興部 農地整備課 電話 075-414-9541
詳しくはこちら
https://www.maff.go.jp/kinki/seisaku/nosonsinko/nouson_seib
i/202003.html

今回の「消費
者の部屋」特別
展示では、これ
らの輸入検査
がどのように行
われているかに
ついて、パネル
とパンフレットの
展示により、紹
介します。

また、旅行者
の手荷物に肉
製品や果物な
どの検査対象
品が入っている
かを嗅ぎ分ける
「検疫探知犬」
の活動も紹介し
ます。


