
あじさいは、主に6月から7月の梅雨、初夏の
風物詩として親しまれています。

あじさいの名所は各地に存在しますが、関西
圏においても京都や大阪の寺院・公園などで、
白、青、紫、赤の色とりどりの花が人々の目を
楽しませてくれます。
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◆◆ 主な内容 ◆◆

トピックス

• みどりの食料システム戦略

インフォメーション

• 令和3年度「飼料用米多収日本一」募集開始につ
いて

• 6次産業化や地産地消等の優れた活動に対する
農林水産大臣賞等表彰の募集を開始しました

• 「ディスカバー農山漁村（むら）の宝アワード」（第
8回選定）エントリー募集します

• 【農林水産統計】「令和元年市町村別農業産出
額（推計）（近畿）」（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



みどりの食料システム戦略とは

トピックス

今後、ＳＤＧｓや環境を重視する国内外の動きが加速していくと見込まれる中、我が国の
食料・農林水産業においてもこれらに的確に対応し、持続可能な食料システムを構築する
ことが急務となっています。

このため、農林水産省では、生産者、団体、企業等幅広い関係者との意見交換及びパブ
リックコメントでいただいたご意見等を踏まえ、食料・農林水産業の生産力向上と持続性の
両立をイノベーションで実現する「みどりの食料システム戦略」を策定しました。

詳しくはこちら（農林水産省ホームページ）
https://www.maff.go.jp/j/kanbo/kankyo/seisaku/midori/index.html

みどりの食料システム戦略（概要）
～食料・農林水産業の生産力向上と持続性の両立をイノベーションで実現～

Measures for achievement of Decarbonization and Resilience with Innovation (MeaDRI)

持続可能な食料システムの構築に向け、「みどりの食料システム戦略」を策定し、
中長期的な観点から、調達、生産、加工 流通、消費の各段階の取組と
カーボンニュートラル等の環境負荷軽減のイノベーションを推進

目指す姿と取組方向
2050年までに目指す姿

農林水産業のCO2ゼロエミッション化の実現
低リスク農薬への転換、総合的な病害虫管理体系の確立・普及

に加え、ネオニコチノイド系を含む従来の殺虫剤に代わる新規農薬
等の開発により化学農薬の使用量（リスク換算）を50％低減
輸入原料や化石燃料を原料とした化学肥料の使用量を30％低減
耕地面積に占める有機農業の取組面積の割合を25％(100万ha)に拡大
2030年までに食品製造業の労働生産性を最低３割向上
2030年までに食品企業における持続可能性に配慮した

輸入原材料調達の実現を目指す
エリートツリー等を林業用苗木の9割以上に拡大
ニホンウナギ、クロマグロ等の養殖において人工種苗比率100%を実現

戦略的な取組方向
2040年までに革新的な技術・生産体系を順次開発（技術開発目標）
2050年までに革新的な技術・生産体系の開発を踏まえ、
今後、「政策手法のグリーン化」を推進し、その社会実装を実現（社会実装目標）
※政策手法のグリーン化：2030年までに施策の支援対象を持続可能な食料・農林水産業を行う者に集中。

2040年までに技術開発の状況を踏まえつつ、補助事業についてカーボンニュートラルに対応することを目指す。
補助金拡充、環境負荷軽減メニューの充実とセットでクロスコンプライアンス要件を充実。

※ 革新的技術・生産体系の社会実装や、持続可能な取組を後押しする観点から、その時点において必要な規制を見直し。
地産地消型エネルギーシステムの構築に向けて必要な規制を見直し。
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◆「ディスカバー農山漁村（むら）の宝アワー
ド」（第８回選定）エントリー募集します

農林水産省では、「強い農林水産業」、「美しく活力ある農
山漁村」の実現のため、「ディスカバー農山漁村（むら）の宝ア
ワード」（第8回選定）と称して、地域の活性化や所得向上に
取り組んでいる全国の優良事例を令和3年6月16日（水曜日）
から8月31日（火曜日）まで募集します。

また、近畿管内（滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、
和歌山県）より応募のあった取組について、近畿農政局にお
いて近畿地域独自の視点を加えたうえで、地域の活性化や
農林漁業者の所得向上に資する取組等について、「近畿ディ
スカバー農山漁村（むら）の宝」として選定します。
選定結果については、近畿農政局のホームページ等において
公表するとともに、近畿農政局より選定証を交付する予定で
す。

お問い合わせはこちら
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/2
10616.html

◆６次産業化や地産地消等の優れた活動に対する
農林水産大臣賞等表彰の募集を開始しました

農林水産省は、農林漁業者等の経営の多角化により、付
加価値を生み出すことで所得の向上や地域の活性化につな
がる優れた取組を表彰する「6次産業化アワード」と、地域の
農林水産物の利用により、生産者と消費者の結び付きを通
じた地域の農林漁業・関連産業の振興や食育に資する優れ
た取組を表彰する「地産地消等優良活動表彰」を実施します。

◆令和３年度「飼料用米多収日本一」募集開始に
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で
は、飼料用米の生産に取り組まれる農家の生産技術の向上
を図るため、平成28年から「飼料用米多収日本一」コンテスト
を開催しています。この度、令和3年度の募集を開始いたし
ます。

応募先・お問い合わせはこちら
近畿農政局生産部生産振興課
〒602-8054 京都市上京区西洞院通下長者町下る丁子風呂町
電話 075-414-9020

詳しくはこちら
https://www.maff.go.jp/kinki/press/sinko/210610.html

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

募集期間は、8月１１日（水）までとなっています。

お問い合わせはこちら
近畿農政局 経営・事業支援部 地域食品・連携課
電話 075-414-9025

詳しくはこちら
https://www.maff.go.jp/kinki/press/keiei/tiiki_syokuhin/210615.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

単位：億円

部門 産出額 部門 産出額

1 1 68 南あわじ市 (兵庫県) 213.5 野菜 131.9 乳用牛 26.5

2 2 102 紀の川市 (和歌山県) 172.9 果実 112.0 野菜 22.6

3 5 161 田辺市 (和歌山県) 135.5 果実 118.7 野菜 4.5

4 3 168 神戸市 (兵庫県) 128.5 野菜 47.2 米 29.8

5 8 195 みなべ町 (和歌山県) 117.3 果実 103.1 野菜 8.6

6 6 198 豊岡市 (兵庫県) 116.3 鶏 54.0 米 38.5

7 13 201 丹波市 (兵庫県) 115.7 肉用牛 35.7 米 35.2

8 7 207 東近江市 (滋賀県) 113.9 米 66.2 野菜 20.8

9 9 224 五條市 (奈良県) 111.1 果実 55.1 野菜 24.2

10 4 228 有田川町 (和歌山県) 110.2 果実 93.4 鶏 3.3

順位 市町村
農業
産出額

上位部門の産出額

全国
順位

１位部門 ２位部門
前年
順位

お問い合わせはこちら
統計部統計企画課 電話 075-414-9623

詳しくはこちら（近畿農政局ホームページ）
https://www.maff.go.jp/kinki/press/toukei/toukeikikaku/210615.html

令和３年６月１５日に「令和元年市町村別農業産出額（推計）（近畿）」を公表しました。

（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）

【統計結果の概要】
近畿における令和元年市町村別農業産出額は、１位が兵庫県南あわじ市で213.5億円、次い

で和歌山県紀の川市が172.9億円、和歌山県田辺市が135.5億円、兵庫県神戸市が128.5億円、
和歌山県みなべ町が117.3億円の順となっています。

表 農業産出額上位10市町（近畿）

注：市町村別の順位及び全国順位は、秘匿している市町村も含め、原数（100万円）により判定した。


