
藤原宮跡（ふじわらきゅうせき）は、藤原京（694
～710年）の中心施設である藤原宮のあったところ
です。

藤原宮跡では、季節ごとに美しい花が植えられ、
菜の花やコスモス、キバナコスモス、ハスなど色と
りどりの大地のカーペットを楽しむことができます。
また、藤原宮跡は大和三山の絶好の眺望スポット
となっています。
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◆◆ 主な内容 ◆◆

トピックス

• 「ディスカバー農山漁村（むら）の宝」（第7回選定）に係る
優良事例を募集します

インフォメーション

• GAP、有機農業・環境保全型農業の意欲的な取組を募集
します（自薦・他薦を問いません）

• 賢く楽しくお買い物！～エコバッグでも食中毒予防～

• 中山間地域等直接支払制度の概要などを講義 -出張講
座「京都大学」-

• 近畿農政局「消費者の部屋」特別展示（知ってる？日本
の食料事情）のご案内

近畿農政局 企画調整室

情報新鮮 ｍini

「パールホワイト」

←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



トピックス 1

農林水産省は、「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」（第7回選定）の優良事例を令和2年7月1日（水曜日）から9月4日（金曜日）まで募
集します。

近畿ディスカバー農山漁村（むら）の宝（第4回選定）について

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。

【お問い合わせ先】農村振興部 農村計画課 電話 075-414-9051

詳しくはこちら（特設Webサイト）https://www.discovermuranotakara.com/sentei/

｢ディスカバー農山漁村の宝」とは

｢強い農林水産業」、｢美しく活力ある農山漁村」の実現のため、農山漁村の有するポテンシャルを引き

出すことにより地域の活性化、所得向上に取り組んでいる優良な事例を選定し、全国への発信を通じて
他地域への横展開を図るものです。

このため、他の地域の参考となるような優れた地域活性化の取組を募集します。選定された地区に対し
ては、選定証の授与を行うとともに、｢ディスカバー農山漁村の宝」特設Webサイトでの活動の紹介などを

通じて、全国的な情報発信を行います。

選定の対象となる取組

地域において、新たな需要の発掘・創造や埋もれていた地域資源の活用により、農林水産業・地域の
活力創造につながる下記のいずれかに該当する取組です。

○ 美しく伝統ある農山漁村の次世代への継承

○ 幅広い分野・地域との連携による農林水産業や農山漁村の再生

○ 国内外の新たな需要に即した農林水産業の実現

選定方法

①団体部門
応募の中から「コミュニティ部門」と「ビジネス部門」の

両部門計30地区程度を「ディスカバー農山漁村の宝」
の優良事例として選定し、両部門の中から最優良地区
を「グランプリ」、グランプリ以外で各部門での優良地区
を「準グランプリ（各部門）」として選定し、表彰します。

②個人部門
応募の中から5〜10名程度を「ディスカバー農山漁村

の宝」の優良事例として選定し、その中から優良者を
「個人賞」として選定し、表彰します。

スケジュールについて



◆賢く楽しくお買い物！～エコバッグでも食中毒
予防～

エコバッグは、コンパクトにたためてお買い物で役に立つ
エコなアイテムです。

目につく汚れやニオイがなくても、知らぬ間に肉や魚の
汁、野菜の土が、エコバッグに付着することがあります。

そのままにして使い続けると、食中毒菌が増殖してしま
い、新たに購入した食品に菌が付着してしまいます。 エコ
バッグを清潔に使うための日頃から気を付けたいポイント
を紹介します。

・ エコバッグは定期的に洗いましょう。

・ 肉、魚、野菜はポリ袋に入れましょう。

・ 肉、魚、冷蔵・冷凍食品などの冷たい物は、まとめて入れ
て、温かいものと、密着しないように入れましょう。

・ 食品と日用品を入れるエコバッグを区別しましょう。

・ 食品を入れたエコバッグの持ち運びは、短時間にしましょ
う。

これらに注意して、賢く楽しくお買い物をしましょう。

詳しくはこちら（農林水産省ホームページ）

https://www.maff.go.jp/j/syouan/seisaku/foodpoisoning/ecob

ag.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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5．応募期間

令和2年6月29日(月曜日)から令和2年9月18日(金曜日)

6．応募の方法

コンクールに応募しようとする者（自薦・他薦を問わな
い。）は、所定の応募用紙に必要事項を記入し、GAP部門
については都道府県GAP担当部署に、有機農業・環境保
全型農業部門については都道府県環境保全型農業担当
部署に提出してください。なお、単一の都道府県をまたぐ取
組の場合は農林水産省生産局農業環境対策課に相談し
てください。

7. 審査の方法

GAPや有機農業・環境保全型農業等に関する学識経験
や知見等を有する委員で構成する審査委員会を設置し、
公募要領の別紙審査項目による書類審査を行います。

【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）

http://www.maff.go.jp/j/press/seisan/kankyo/200629.html

◆GAP、有機農業・環境保全型農業の意欲
的な取組を募集します（自薦・他薦を問
いません）

農林水産省は、持続可能な農業の確立を目指し意欲的
に経営や技術の改善等に取り組んでいる農業者等を表
彰する「未来につながる持続可能な農業推進コンクール」
を実施します。

GAP部門、有機農業・環境保全型農業部門で農林水産
大臣賞を選定する予定ですので、奮ってご応募ください。

1．趣旨

農林水産省は、農業生産活動の持続性を確保するた
め、農業の自然循環機能を生かし、農業生産に由来する
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するほか、食品安全、環境
保全、労働安全、人権保護、農場経営管理等の持続可能
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。

この一環として、持続可能な農業の確立を目指し意欲
的に経営や技術の改善等に取り組んでいる農業者等を
表彰する「未来につながる持続可能な農業推進コンクー
ル」を実施します。

※GAP(Good Agricultural Practice:農業生産工程管理)

2．表彰部門

表彰の部門は、(1)GAP部門、(2)有機農業・環境保全型
農業部門とします。

3．表彰対象者

(1)GAP部門(個別経営の部、団体の部、人材育成の部)

応募時点で第三者認証を備えたGAP（GLOBALG.A.P.、
ASIAGAP、JGAP）を取得し、かつ、継続的なGAPの取組
を通じて、農業経営の改善や持続可能性の確保について
顕著な成果を上げている農業者、農業団体及び教育機
関等。なお、実需者と連携した取組についても表彰の対
象とします。

(2)有機農業・環境保全型農業部門(個別経営の部、団体の
部、人材育成の部)

有機農業をはじめとする環境保全型農業の取組を通じ
て、環境負荷低減や生物多様性など環境の保全等に顕
著な成果を上げている農業者、農業団体及び教育機関
等。なお、実需者と連携した取組についても表彰の対象と
します。

4．表彰の種類

農林水産大臣賞2点以内
（1）GAP部門1点以内
（2）有機農業・環境保全型農業部門1点以内

生産局長賞6点以内
（1）GAP部門3点以内

個別経営の部、団体の部、人材育成の部
（2）有機農業・環境保全型農業部門3点以内

個別経営の部、団体の部、人材育成の部



◆近畿農政局「消費者の部屋」特別展示（知っ
てる？日本の食料事情）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、『知ってる？日本
の食料事情』をテーマに行います。

なお、新型コロナウイルス感染症対策として、御来場の
際は、マスクの着用や手指の消毒に御協力をお願いしま
す。また、発熱や咳・くしゃみ等の症状があるなど、体調不
良の際は、御来場をお控えください。

◇テーマ：知ってる？日本の食料事情

◇期間：令和2年7月14日（火曜日）～7月27日（月曜日）
9時～正午、13時～16時30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：西京区役所 2階 「西京☆ギャラリー」
京都市西京区上桂森下町25-1

◇内容：食料・農業・農村基本計画は、食料自給率目
標をはじめ、食料・農業・農村に関し、政府が
中長期的に取り組むべき方針を定めたもので、
概ね5年ごとに変更することとされています。
今回の「消費者の部屋」特別展示では、令和

2年3月に決定された新たな食料・農業・農村基
本計画等について、パネル展示により御紹介し
ます。
あわせて農林水産省職員自らが、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YouTubeやInstagramで発信するプロジェクト
「BUZZ MAFF（ばずまふ）」を御紹介します。

【お問い合わせ先】
消費・安全部 消費生活課 電話 075-414-9771
詳しくはこちら
https://www.maff.go.jp/kinki/press/syouhi/seikatu/200713.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
◆中山間地域等直接支払制度の概要などを講義

-出張講座「京都大学」-

近畿農政局は、令和2年7月6日（月）、京都大学を結び、
初めての試みとなるWEB講義による出張講座を実施しまし
た。講師は大坪局長と農村振興部の小笠原参事官が行い、
生物資源経済学専攻の学生23名が聴講しました。

テーマは中山間地域等直接支払制度の概要等とし、中
山間地域等の現状と課題、中山間地等直接支払制度の概
要等につき、農業の有する多面的機能の役割や支援、中
山間地の取組事例等の説明を行いました。

講義のあと、質疑を行い、学生からは該当地域の振興に
ついての成功事例や、中心的な役割となる人と地域との関
係、新型コロナウイルス感染症の中山間地への影響、長
期にわたる事業と高齢化の課題、また、リクルートについ
ての質問もあり盛沢山な質問で活気のある講義となりまし
た。

大坪局長による

オンライン講義

の様子

質疑に回答する

小笠原参事官

オンラインの画面

【お問い合わせ先】
企画調整室 電話 075-414-9036
詳しくはこちら
https://www.maff.go.jp/kinki/photo/kekka/200703.html


