
「大阪府立農芸高等学校」は、大阪府内で唯
一酪農を学べる農業高校です。

近隣小中学校を対象に、酪農体験や出張食
育授業を実施するなど消費者の地域酪農へ
の理解向上と牛乳・乳製品の消費拡大などに
取り組み、近畿「ディスカバー農山漁村の宝」
（第４回）にも選定されています。
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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４回）選定証
授与式を開催しました

インフォメーション

• 新型コロナウイルス感染症に係る相談窓口について

• 「ノウフク・アワード2020」優秀賞の表彰16団体が決定しま
した

• 「令和2年度全国優良経営体表彰」の発表について

• オンライン米粉料理教室の開催について

• BUZZ MAFF 「紀州備長炭 焼いてみた！」完結しました

• 感染リスクを下げながら会食を楽しむ工夫を！

近畿農政局 企画調整室

情報新鮮 ｍini

←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 http://www.maff.go.jp/kinki/pr/magazine/mini/index.html



近畿農政局では、近畿独自の特徴ある優れた取組について、近畿「ディスカバー農山漁村（むら）の宝」
（第4回）として7地区及び1名を選定しました。

その情報を広く発信するため、各府県において、選定した地区及び個人に対し選定証授与式を開催し、そ
の様子は全国紙や地方紙のほかTVニュースで報道されました。 。

近畿「ディスカバー農山漁村（むら）の宝」（第４回） 選定地区の取組概要

百済寺樽プロジェクト
・室町時代からの名刹「百済寺」で製造
されていた銘酒「百済寺樽」を、地域資
源として復活。
・地域おこし協力隊を中心に、地域を巻
き込んだ取組とするため、発足当初か
ら連携団体の増加を目指す。 等

お茶の通販・京都おぶぶ茶苑
・年４回茶畑直送の茶葉が届く「茶畑
オーナー制度」を実施。

・日本茶文化の体験型観光地として、茶
産地のツーリズム化を実現。また、日本
茶の魅力を伝えるため、現地で日本茶
普及活動を実施。 等

大阪府立農芸高等学校

・大阪府内で唯一酪農を学べる農業高
校で、府内唯一の酪農教育ファーム認
証牧場。
・酪農を学ぶ女子高校生達の研究チー
ムが中心に活動。 等

滋賀県東近江市 京都府和束町 大阪府堺市

株式会社ゆめの樹 野上野

・全国的にも珍しい自治会１００％出資
の自治会法人が、「日本一の丹波栗産
地の復活」に取り組み、毎年「丹波栗ま
つり」を開催し都市部の消費者との交
流を推進。 等

葛城山麓地域協議会
・７集落が協議会を組織し、地域の魅
力を発信するために、山麓の７集落を
巡る「葛城山麓ウォーク」を地域住民、
学生や障がい者施設等と連携して開催

・獣害の少ない作物の栽培実験や地域
の特産品となる農産物の栽培を推進。

株式会社日向屋
・若手農家で捕獲チームを結成し、ワ
ナ等の免許を取得。また、ジビエ加工
施設「ひなたの杜」を誘致し、鳥獣の捕
獲から解体、食すまでを体験できるグ
リーンツーリズムを実施。 等

兵庫県丹波市 奈良県葛城市 和歌山県田辺市

左より、南川(なみかわ)東近江市副市長、
百済寺樽プロジェクト代表 藤田彩夏さん、

【個人部門】前川真司さん、宮本滋賀県拠
点地方参事官

トピックス

梅遊びグループ
・奥みなべの農業女子が中心となってグ
ループを結集し、奥みなべ梅林を開園。
・梅の生産現場を案内する「梅畑歩き」を
実施し、四季をとおした梅の魅力をPR。ま
た、「奥みなべ梅林」期間中、予約制で里
の女性達の手作りによる農家ランチ「奥
みなべ梅御膳」を来訪者に提供。 等

和歌山県みなべ町

前川 真司
・万葉集にも登場する絶滅危惧種「紫
草（ムラサキ）」の保全活動を行ってい
た農業高校に教師として赴任、その後
退職し、地域おこし協力隊として就任。
東近江ムラサキ紫縁（支援）プロジェク
トを開始し、その中心として活躍。 等

滋賀県東近江市

【お問い合わせ先】

農村振興部農村計画課

電 話 075-414-9051

左から松田大阪府拠点地方参事
官、大阪府立農芸高等学校喜多
校長

（株）ゆめの樹 野上野（のこの、兵

庫県丹波市）自治会法人役員の
皆さん

葛城山麓地域協議会（奈良県）の
みなさん

株式会社 日向屋（和歌山県田辺
市）のお二人

梅遊びグループ（和歌山県みなべ
町）のお二人
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◆オンライン米粉料理教室の開催について

新型コロナウイルス感染拡大の影響により、イベント等の
開催が難しい中、米粉の需要拡大を図るため、近畿米粉食
品普及推進協議会主催、近畿農政局の後援により、オンライ
ンで米粉料理教室を開催したところ、好評につき、再度開催
することになりました。

米粉に興味がある方、料理が好きな方、参加無料ですので
是非、ご参加ください。

◇ 日時：令和3年2月19日（金）19時～20時
◇ 定員：10名
◇ 場所：オンライン開催（zoomを使用）
◇ 参加申込：オンライン米粉料理教室は事前申込みが必要

です。E-mailでのお申し込みのみになります。
info@riceflour.jp （申込期限：2月14日）

【問い合わせ先】
生産部生産振興課 TEL:075-414-9021
詳しくはこちら
URL: https://www.maff.go.jp/kinki/press/sinko/201210.html

◆新型コロナウイルス感染症に係る相談窓口につ
いて

農林水産省では、新型コロナウイルス感染症に係る農業
者や食品事業者等からの相談に適切に対応するため、各地
方農政局等に相談窓口を設置しておりますので、お困りのこ
とがありましたら、ご相談下さい。

・ 電話：075‐414‐9036、075‐414‐9037

・ 対応時間：平日 9時00分～17時00分まで

・ 設置場所：近畿農政局 企画調整室

◆「ノウフク・アワード2020」優秀賞の表彰16団
体が決定しました

農林水産省は、農福連携に取り組んでいる優れた事例を
表彰し、全国への発信を通じて他地域への横展開を図るた
め「ノウフク・アワード2020」を実施しています。

今般、2020年度における優秀賞の表彰団体等が決定され、
近畿農政局管内から以下の3団体が受賞されましたのでお
知らせします。

詳しくはこちら
http://www.maff.go.jp/j/press/nousin/kouryu/210112.html

◆「令和2年度全国優良経営体表彰」の発表につ
いて

農林水産省及び全国担い手育成総合支援協議会は、令
和2年度全国優良経営体表彰の各賞の受賞者を決定（計41
経営体）しました。

近畿農政局管内から以下の経営体が農林水産大臣賞を
受賞されましたので、お知らせします。

【農林水産大臣賞】（経営改善部門）

詳しくはこちら
http://www.maff.go.jp/j/press/keiei/keiei/210115.html

受賞者 所在地

アイ・エス・フーズ株式会社
代表 酒井 恵司 氏

兵庫県南あわじ

経営規模：17.5ha（青ネギ 兵庫県7ha、徳島県10.5ha）

受賞者 所在地

特定非営利活動法人
HEROES

京都府京都市

社会福祉法人京都聴覚言語障害者福祉協会
さんさん山城

京都府京田辺市

社会福祉法人青葉仁会
あおはにファーム

奈良県奈良市

https://www.youtube.com/watch?v=rco4m9soai4

https://www.youtube.com/watch?v=ZDEtknQYv9E

https://www.youtube.com/watch?v=6wBk8Xz6xQQ

https://www.youtube.com/watch?v=ObPbwAeevQA

◆BUZZ MAFF 「紀州備長炭 焼いてみ
た！」完結しました

10月後半から発信しました農林水産省公式YouTuber和
歌山県拠点の「紀州備長炭 焼いてみた！」は、1月13日の
発信で完結しました。紀州備長炭の魅力が体系的に存分
に味わえます。ぜひ、ご覧ください。

詳しくはこちら
https://www.maff.go.jp/kinki/photo/kekka/video/b3.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


