
◆◆主な内容◆◆

インフォメーション

●「ディスカバー農山漁村（むら）の宝」（第9回）及
び近畿農政局「ディスカバー農山漁村（むら）の
宝」（第6回）の選定結果

●統計情報 作物統計調査 令和４年産水稲の作
付面積及び10月25日現在の予想収穫量（近畿）

●近畿農政局食に関するＷｅｂセミナーを開催しま
す！

●消費税のインボイス制度開始に関するWeb説明
会を開催します

トピックス

●「【近畿農政局】学生おべんとうコンクール2022」
～「お弁当でSDGs！」近畿の有機食材でお弁当
をつくろう～ 結果発表

近畿農政局 企画調整室

情報新鮮 ｍini

←農林水産省公式Facebook、Twitter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、「近畿農政局 ミニ情報」で検索できます。
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近畿農政局

BUZZMAFF「となりの近畿」

～黒枝豆を収穫～
（兵庫県丹波篠山市）

近畿農政局では、YouTubeを使って近畿管内２

府４県の農林水産業に関する色々な情報をお知
らせするチャンネル、BUZZMAFF「となりの近畿」
を動画配信しています。

11月には、「丹波の黒枝豆を収穫してみた」とい
う動画を配信しています。

丹波篠山市では「丹波黒」という品種の黒枝豆
を栽培しており、美味しく味わえる時期を毎年指
定しています（今年は10月5日解禁、11月末ごろ

まで）。この時期は、黒枝豆を求める多数の消費
者が他府県からも丹波篠山市に訪れ、大変な賑
わいとなります。



1.趣旨
農林水産省及び内閣官房は「強い農林水産業」、「美しく活力ある農山漁村」の実現に向けて、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や所得向上に取り組んでいる優良事例を選定し、全
国へ発信することとしています。

2.選定結果
令和4年11月7日(月曜日)に総理大臣官邸で開催された「ディスカバー農山漁村(むら)の宝」(第9回選定)有
識者懇談会において、第9回選定として37地区を選定（うち、近畿管内の選定は次の3地区）しました。
また、優秀賞（ビジネス・イノベーション部門）に京都府伊根町 伊根浦地区農泊推進地区協議会が選定され、
そのほかの地区には奨励賞が授与されます。

府県／市町村 地区名／氏名 部 門
京都府伊根町 伊根浦地区農泊推進地区協議会 ビジネス・イノベーション
兵庫県三木市 東播用水土地改良区 コミュニティ・地産地消
和歌山県有田川町 有田川町×龍谷大学 コミュニティ・地産地消

インフォメーション

「ディスカバー農山漁村（むら）の宝」
（第9回）の選定結果

近畿農政局「ディスカバー農山漁村（むら）の宝」
（第6回）の選定結果

1.趣旨
近畿農政局管内から応募のあった事例には、ディスカバー農山漁村(むら)の宝(第9回選定)となった取組
以外にも優れた取組があることから、近畿独自の特徴ある優れた取組を近畿農政局「ディスカバー農山漁
村(むら)の宝」(第6回)として選定し、広く発信することにより他地域への横展開を図るものです。
近畿農政局「ディスカバー農山漁村（むら）の宝」選定委員会を開催し、次の7地区及び1名を選定しました。

2.選定結果
府県／市町村 地区名／氏名 部 門
滋賀県守山市 びわこ板倉ファーム ビジネス・イノベーション
京都府京都市 株式会社アドプランツコーポレーション ビジネス・イノベーション
兵庫県川西市、加東市プラスワングループ ビジネス・イノベーション
兵庫県香美町 兵庫県立香住高等学校海洋科学科 ビジネス・イノベーション
奈良県宇陀市 宇陀市古民家活用地域活性化協議会 ビジネス・イノベーション
和歌山県田辺市 和歌山県立神島高等学校商品開発プロジェクト「神島屋」 ビジネス・イノベーション
大阪府河内長野市 NPO法人里山ひだまりファーム コミュニティ・地産地消
奈良県橿原市 谷尾薫 個 人

https://www.maff.go.jp/j/nousin/kouryu/discover.html

詳しくはこちら（農林水産省ホームページ）

https://www.discovermuranotakara.com
「ディスカバー農山漁村（むら）の宝」特設ホームページ（外部リンク）

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/keikaku/nousonshinkou/221107.html

農林水産省HP

農山漁村（むら）の宝HP

https://www.maff.go.jp/j/nousin/kouryu/discover.html
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◆消費税のインボイス制度開始に関するWeb説明
会を開催します

統 計 情 報

◆作物統計調査
令和４年産水稲の作付面積及び10月25日現在の

予想収穫量（近畿）

詳しくはこちら（近畿農政局ホームページ）

図 水稲の府県別・作柄表示地帯別
作況指数（10月25日現在）

https://www.maff.go.jp/kinki/toukei/toukeikikaku/y
otei/2022.html#1109

◆近畿農政局食に関するＷｅｂセミナーを
開催します！

近畿農政局では、令和4年度食に関するWebセミナー
を開催しています。
今回は、持続可能な食料システムの構築に向け、環
境に配慮した農業や環境に配慮した農産物について
理解を深めていただき、商品選択につながるよう環
境に配慮した地方自治体の農産物認証制度について
ご紹介します。参加費は無料です。
皆様の参加申込みをお待ちしております。

１ 開催日時等（募集人数：各日80名(先着順)）
※定員になり次第、受付終了

(1)令和4年12月13日（火曜日）13時30分～15時
申込期限：令和4年12月12日（月曜日）
・みどりの食料システム戦略について
・兵庫県認証(ひょうご食品認証制度)について

(2)令和4年12月20日（火曜日）13時30分～15時
申込期限：令和4年12月19日（月曜日）
・みどりの食料システム戦略について
・滋賀県認証(環境こだわり農産物認証制度)に
ついて

２ 開催場所 Web会議室（ZoomによるWeb開催）
３ 参加対象者 食に関心のある消費者・消費者団体等
４ 申込方法 以下のインターネットによる受付フォー

ムにて、お申込みください。
＜インターネットによる申込先URL＞
https://www.contactus.maff.go.jp/j/
kinki/form/syokusemina3.html

近畿農政局では令和５年10月１日から導入されるイ
ンボイス制度に備え、近畿農政局管内の農業者、食
品事業者及び関連団体等向けの制度説明会を下記の
開催日程・開催方法で行います。
この制度説明会では、インボイス制度についての理
解を深め、インボイス登録の要否について検討が出
来るようにするとともに、登録する場合には事前準
備をスムーズに進められるよう、大阪国税局から説
明を行います。
説明会の参加申込みは、12月中旬ごろ開設予定の近
畿農政局のホームページ内の申込フォームにて受け
付けます。

１ 開催日程（各回とも所要時間は１時間程度
説明内容は同じ。）
①令和5年1月12日(木曜日) 10時30分開始
② 同 上 13時10分開始
③令和5年1月18日(水曜日) 10時30分開始
④ 同 上 13時10分開始

２ 開催方法 Web方式(Webex使用)
３ 問い合わせ先：近畿農政局企画調整室

徳田、瀧脇 TEL：075－414－9037

－近畿の作況指数は102（10ａ当たり予想収量517kg）
の見込み－

【調査結果の概要】

１ 令和４年産水稲の作付面積（子実用）は９万
6,400haで、前年産に比べ2,900ha減少しました。
うち、主食用作付面積は９万2,800haとなりました。

２ 10月25日現在における水稲の10ａ当たり予想収量
は517㎏で、前年産に比べ14kgの増加が見込まれま
す。

３ 予想収穫量（子実用）は49万8,400ｔで、前年産に
比べ1,300ｔの減少が見込まれます。うち、主食用
の予想収穫量は47万9,500ｔが見込まれます。

４ 農家等が使用しているふるい目幅ベースの作況指
数は102が見込まれます。
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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

トピックス

お問合せ先 ： 近畿農政局 企画調整室 TEL : 075-414-9037

近畿農政局 HP
https://www.maff.go.jp/kinki/syouhi/seikatu
/syokuiku/2022bento_result.html#KNo51

近畿農政局は、若い世代が「地元近畿の有機農産物」に少しでも興味をもち、食に対する意識を醸
成することを目的に、『「お弁当でSDGs！」近畿の有機食材でお弁当をつくろう』をテーマに、「【近畿
農政局】学生おべんとうコンクール2022」を開催しました。今般、個人の部72作品、団体の部11作品
の応募作品から近畿農政局ホームページを通じた一般投票、近畿地域の食育ネットワーク「未来に
つなぐ食育倶楽部」会員からの投票及び審査員（近畿の食育仕事人）による審査により、各賞を決
定しました。

グランプリ
おいしそうで賞

グランプリ

No.8 「夏の風物詩夕涼み弁当」
相愛大学人間発達学部発達栄養学科

「おとぼけトリオ」（村上尚也さん 、中村心音
さん、 藤原野々香 さん）

No.51 「働く女性にたっぷり栄養ハナマル弁当」
相愛大学 大内理恵子さん

個人の部 団体の部

そのほかの受賞者等の情報はいかのHP をご覧ください。

https://www.maff.go.jp/kinki/syouhi/seikatu
https://www.maff.go.jp/kinki/syouhi/seikatu

