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--------------------------------------------------------------------
0.新型コロナウイルス感染症関係
--------------------------------------------------------------------

◆令和2年度 国産農林水産物等販売促進緊急対策事業について

本事業は、新型コロナウイルスの感染拡大の影響を受け、インバウンドの減少や輸出の停
滞などにより、在庫の滞留、価格の低下、売上げの減少などが顕著な牛肉、花き、野菜・
果物、茶、甘味、林・水産物などについて、生産者、農林漁業団体、地方公共団体、民間
企業などが行う販売促進の取組を支援するものです。
つぎの2つの事業について、事業説明会を開催します。

(1)インターネット販売推進事業
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農林水産省は新型コロナウイルス感染拡大に伴い、在庫の滞留、売上げの減少等が生じて
いる品目について、インターネット販売サイト（ECサイト）を通じて行う際の配送費を支
援します。
インターネット販売推進事業の事業実施主体（(株)日本食糧新聞社）が、生産者や卸事業
者等の出品検討者向け説明会を開催します。

関西地区では以下のとおり開催されます（要参加申込み）。
・大阪府
日時：8月18日(火曜日) 10:30～ 14:00～
会場：AP大阪梅田東 ROOM J+K

大阪府大阪市北区堂山町3-3 日本生命梅田ビル 5階

・京都府
日時：8月19日(水曜日) 10:30～ 14:00～
会場：京都リサーチパーク 東地区1号館G会議室

京都府京都市下京区中堂寺南町134 4階

説明会日程及び参加申請はこちら（外部リンク）
https://seisansya-madoguchi.jp/

(2)地域の創意による販売促進事業
農林水産省は新型コロナウイルス感染拡大に伴い、在庫の滞留、売上げの減少等が生じて
いる品目について、地域の創意に基づく販売促進の取組を支援します。
地域の創意による販売促進事業についても、事業実施主体（(株)博報堂）が、生産者団
体、民間事業者や地方公共団体等向けの説明会を開催します。

大阪会場は近日開催予定です。

説明会日程及び参加申請はこちら（外部リンク）
https://chiikinosoui.jp/setsumeikai.html

令和2年度 国産農林水産物等販売促進緊急対策事業について詳しくはこちら
https://www.maff.go.jp/j/kanbo/hanbaisokushin/hansoku.html

◆「Go To Eatキャンペーン事業」について

◇事業の目的
「Go To Eatキャンペーン事業」は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う外出の
自粛等の影響により、甚大な影響を受けている飲食業に対し、期間を限定した官民一体型
の需要喚起を図るものです。

◇事業概要
感染予防対策に取り組みながら頑張っている飲食店を応援し、食材を供給する農林漁業者
を応援するものです。
・新しい生活様式に基づいた外食の愉しみ方に留意して下さい。
・参加飲食店の条件
参加飲食店は、業界ガイドラインに基づき、感染予防対策に取り組んでいることを条件と
し、その取り組み内容を掲示していただきます。

〇食事券(給付金767億円)
登録飲食店で使えるプレミアム付食事券(購入額の25%分を上乗せ)
・地域の飲食店で使える食事券 (例: 1セット 1万2,500円を1万円で購入)の発行事業者を
部道府県、政令指定都市及び特別区単位で公募
・購入制限:1回の購入当たり2万円分(上記の例では2セット/人まで)
・おつりは出ない
・販売は2021年1月末まで、有効期限は3月末まで
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〇オンライン飲食予約(給付金767億円)
オンライン飲食予約サイト経由で、期間中に飲食店を予約・来店した消費者に対し、次回
以降に飲食店で使用できるポイントを付与
・屋食時間帯は500円分、タ食時間帯 (15:00～)は1,000円分のポイントを付与
・ポイント付与の上限は、1回の予約当たり10人分( 最大10,000円分のポイント)
・ポイント付与は2021年1月末まで、利用は3月末まで

〇公募
・農林水産省が直接契約
(1)食事券発行事業者
(2)オンライン飲食予約サイト事業者
(3)実績確認事業者
(4)キャンペーン参加支援事業者 (相談窓口、申請案内、広報)
・公募は企画競争入札によるが、 コスト面も評価項日に含める

〇スケジュール
・7月21日～8月7日まで公募を行い、 8月下旬に事業者と契約。
・食事券は、準備が整った地域から順次実施。
（食事券については、関心を示すものの準備が整わない地域に配慮し、予算の6割で1次公
募を行う）
・オンライン飲食予約によるポイント付与については、状況を踏まえて開始時期を検討。
・事業開始に先立って、新型コロナウイルス感染症対策分科会に事業内容を説明し、その
意見も踏まえて最終的な実施内容を決定する。

〇飲食店の皆さまへ
7月21日（火曜日）から開始した公募は、オンライン飲食予約サイト事業者、食事券発行
事業者、実績確認事業者等を公募するものです。
※本キャンペーンに参加を希望される飲食店の皆さまは、追って本公募により決定した事
業者に登録し、ご参加いただくことになります。

詳しくはこちら（農林水産省ホームページ）
https://www.maff.go.jp/j/shokusan/gaisyoku/hoseigoto.html

--------------------------------------------------------------------
1.農政の動き
--------------------------------------------------------------------

◆AIによる農地の形状変化の特定に成功！

農林水産省は、国立研究開発法人 産業技術総合研究所（以下「産総研」という。）との
共同研究の成果として、AI（人工知能）により人工衛星画像等を解析し、形状変化のあっ
た筆ポリゴンを含む区画を抽出する手法を開発しました。
これにより、従来は5年を要していた筆ポリゴンの更新が1年で可能となり、農地情報のデ
ジタルインフラとして、スマート農業の推進やデータ駆動型の農業経営の実現に大きく貢
献することとなります。

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/tokei/kikaku/200710.html

◆米に関するマンスリーレポート（令和2年7月号）の公表について

米に関する価格動向や需給動向に関するデータを集約・整理した「米に関するマンスリー
レポート（令和2年7月号）」を取りまとめましたのでお知らせします。

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/seisaku_tokatu/kikaku/200710.html
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◆令和元年産米の相対取引価格・数量について（令和2年6月）

令和2年6月の相対取引価格は、全銘柄平均価格で前年同月と同水準の15,642円/玄米
60kg、相対取引数量は、全銘柄合計で前年同月より約12万トン多い19万トンとなっていま
す。
産地銘柄別の相対取引価格・数量については、農林水産省ホームページをご覧ください。

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/seisaku_tokatu/kikaku/200714.html

--------------------------------------------------------------------
2.お知らせ
--------------------------------------------------------------------

＜募集・案内＞

◆「シニア世代の新規就農に向けた農業研修支援事業」の募集を開始します（第3回）
～農業法人や農業者の皆様が行う研修や雇用して行う研修も対象に追加！～

農林水産省は、50代の就農希望者に対する実践研修等を行う研修機関等へその費用の助成
を行う「シニア世代の新規就農に向けた農業研修支援事業」を実施しています。
今般、令和2年10月からの研修を希望される研修機関等を対象として、令和2年7月28日（
火曜日）から8月21日（金曜日）まで募集を受け付けます。
これまでの研修実施主体である、都道府県、市町村、農業協同組合等に加えて、今回か
ら、農業法人や農業者の皆様も対象になりました。

詳しくはこちら全国新規就農相談センターHP（外部リンク）
https://www.be-farmer.jp/service/senior/

◆「国産有機サポーターズ」の募集について

農林水産省では、国産の有機食品の需要喚起の取組にご協力いただける事業者の募集を開
始します。
有機農業や国産の有機食品に対する消費者の関心を高め、需要を喚起するため、国産の有
機食品を積極的に取り扱っている小売事業者や飲食サービス事業者の皆さまの御参加をお
待ちしております。

◇募集日程
8月21日（金曜日）までに応募のあった事業者の情報を取りまとめ、8月末に農林水産省ホ 
ームページ「国産有機サポーターズ」のページにて公開します（その後も、一定期間ごと
に応募のあった事業者を取りまとめ、随時情報を更新します）。

詳しくはこちら（農林水産省ホームページ）
https://www.maff.go.jp/j/press/seisan/kankyo/200728.html

◆令和2年度6次産業化アワードのエントリー受付が始まります

地域における6次産業化を推進させるため、6次産業化アワードとして、6次産業化の優良
事例を募集し、表彰しています。
このたび、令和2年度の募集を開始いたします。

◇表彰対象事業者
6次産業化や農商工連携に主体的に取り組んでいる農林漁業者又はその組織する団体。
6次産業化に関して過去に受賞経験がある事業者も対象とします。
表彰対象事業者の条件を満たしていれば、自薦・他薦を問いません。

◇募集期間
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令和2年7月13日（月曜日）～令和2年9月11日（金曜日）必着 

◇応募方法
実施要領・応募様式を以下のURLからダウンロードしてください。実施要領を確認し、応
募様式に必要事項を記入の上、実践内容等が分かる資料（3点以内）と合わせて事務局ま
で郵送又は電子メールにて御提出願います。

当事業ホームページ（外部リンク）
https://www.e-toroku.jp/6jika_gpa_r02/

◇表彰
農林水産大臣賞1点以内
農林水産省食料産業局長賞5点以内
審査委員会奨励賞数点

詳しくはこちら（農林水産省ホームページ）
https://www.maff.go.jp/j/press/shokusan/renkei/200713.html

◆地産地消など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、全国各地のそれぞれの立地条件を活かした創意工夫のある様々な地産地消
や、国産農林水産物、食品の消費拡大を推進する取組を募集し、優れた取組を表彰する「
地産地消等優良活動表彰」を実施しています。
自薦・他薦を問わず、地域の特色を活かした魅力あふれる取組・活動を是非ご紹介くださ
い！！

◇募集期間
令和2年7月29日(水曜日)～9月23日(水曜日)

◇表彰部門
・生産部門
農林水産物を生産する団体・企業等
・食品産業部門
農林水産物を加工・流通・販売する団体・企業等
・教育関係部門
保育園・幼小中高校、大学、学校給食等
※国産・地場産品を使用したメニューづくりの取組は、教育関係部門、食品産業部門で応
募できます。

◇表彰の種類
・農林水産大臣賞  2点程度
・文部科学大臣賞  1点程度
・農林水産省関係局長賞  適宜
・全国地産地消推進協議会会長賞  適宜

◇表彰式
令和3年2月12日(金曜日)

◇応募方法
応募条件・方法の詳細（応募用紙）は、下記ＵＲＬ（外部リンク）をご覧ください。
https://www.e-toroku.jp/eatlocal2020

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/shokusan/service/200729.html

◆「第5回 食育活動表彰」募集開始について
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農林水産省は、食育を推進する優れた取組を募集し、さらに食育を広げていくために「食
育活動表彰」を実施しています。
この度、「第5回食育活動表彰」の募集を令和2年10月30日（金曜日）まで行います。

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/syouan/hyoji/200721.html

◆棚田カード第2弾 発表

～棚田めぐりしませんか～
農林水産省では、棚田地域を盛り上げるため、平成30年、都道府県の担当者に呼びかけ、
棚田カードプロジェクトチームを立ち上げました。
同チームにおいて、棚田を訪れるきっかけになることを願い、昨年度に引き続き、第2弾
棚田カードを作成しました。

◇棚田カードについて
今回、棚田カード第2弾として11県52地区の棚田カードを作成しました。
第1弾及び第2弾の累計地区数は、31府県108地区です。
カードの表面に、四季折々の美しい棚田の写真を採用することによって棚田の魅力を伝え
るとともに、裏面には、棚田の枚数（面積）や傾斜、作付け品種などの情報、棚田の歴史
などを掲載しています。
カードの配布方法は地域によって異なりますので、詳細はこちらのサイトで御確認くださ
い。
（農林水産省Webサイト「棚田に恋」）
https://www.maff.go.jp/j/nousin/tanada/tanadani-koi.html

◇近畿農政局管内の棚田カード作成地区
近畿農政局管内では第2弾に1県2地区の棚田カードを作成し、合計5府県9地区で作成され
ています。
・滋賀県高島市畑 「畑」
・京都府大江町毛原 「毛原」
・京都府京丹後市丹後町袖志 「袖志」
・大阪府南河内郡千早赤阪村大字森屋 「下赤阪の棚田」
・奈良県高市郡明日香村稲渕 「稲渕棚田」
・和歌山県有田郡有田川町清水字蘭島 「あらぎ島」
・和歌山県東牟婁郡那智勝浦町大字小阪 「小阪」
・和歌山県橋本市柱本 「芋谷の棚田」 第2弾NEW
・和歌山県中辺路町温川 「温川の棚田」 第2弾NEW

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/nousin/nihon/200720.html

◆「スマホでみる農林統計」に農業産出額上位品目を追加しました

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249）
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。
動作には、別途 Adobe Reader が必要です。

◇更新内容
令和2年7月16日 農業産出額上位品目を追加しました。有機JASほ場の面積、担い手への集
積面積及び漁業（滋賀県）データを更新しました。

==お問い合わせ先==
統計部統計企画課  電話 075-366-2005
詳しくはこちら
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https://www.maff.go.jp/kinki/toukei/toukeikikaku/smapho/index.html

◆近畿農政局子ども向けウェブサイト『こどもMAFF（こどもまふ）』開設の御案内

～こどもMAFF（こどもまふ）で自由研究～
近畿農政局では、小学生とその保護者の皆様に、日本の食料やそれを支える農山漁村や農
林水産業について学んでいただけるウェブサイト『こどもMAFF』を開設します。
社会科の勉強の参考に、夏休みなどの自由研究に、家庭学習の時に、ぜひ御活用くださ
い。

◇夏休み向けの特別企画について
毎年「夏休み親子見学デー」を開催していますが、今年は新型コロナウイルス感染症の影
響により中止することとなりました。そこで、夏休み特別企画として、ウェブサイト内の
自由研究コンテンツ『知ろう！学ぼう！「食」と「農」しんぶん』の投稿を募集します。
たくさんの応募をお待ちしております。
なお、応募いただきました作品につきましては、今後、近畿農政局のホームページに掲載
するほか、様々な媒体を通じて紹介いたします。
（オリジナルしんぶんのページ）
https://www.maff.go.jp/kinki/syouhi/seikatu/tenji/kids2.html

==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/syouhi/seikatu/tenji/kids1.html

◆BUZZ MAFF まいどおおきに「なにわの伝統野菜」探訪 ＃1～はじまるでぇ～配信中

BUZZ MAFF（ばずまふ）とは？農林水産省職員自らが、省公式YouTubeチャンネルで
YouTuberとなるなど、担当業務にとらわれず、その人ならではのスキルや個性を活かし
て、我が国の農林水産物の良さや農林水産業、農山漁村の魅力を発信するプロジェクトで
す。
近畿農政局からは、7月28日から、大阪府拠点が「まいどおおきに『なにわの伝統野菜』
探訪」として、「たこ焼き」から生まれた「タコお嬢」と「タコ坊」の「タコヤキ姉弟」
が「なにわの伝統野菜」の魅力を面白く発信していきます。
是非ご覧いただき、チャンネル登録をお願いします。

詳しくはこちら（外部リンク）
https://www.youtube.com/watch?v=Sw6i2wiPers

--------------------------------------------------------------------
3.フォトレポート
--------------------------------------------------------------------

◆近畿農政局管内で頑張る生産者・事業者の方々などを写真で紹介しています。（※ 氏
名は常用漢字を使用しています。）

◇大阪府4Hクラブ連絡協議会
地産地消で新型コロナを吹っ飛ばせ
https://www.maff.go.jp/kinki/tiiki/osaka/2020phot/4_keitora/osaka4H.html

◇京都大学にwebで出張講座を行いました（企画調整室）
https://www.maff.go.jp/kinki/photo/kekka/200703.html

◇なら食と農の魅力創造国際大学校で出張講座を行いました（奈良県拠点）（奈良県桜井
市）
https://www.maff.go.jp/kinki/tiiki/nara/photo/photo_2020/report_20200701.html
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◇兵庫県立農業大学校で出張講座を行いました（企画調整室）（兵庫県加西市）
https://www.maff.go.jp/kinki/photo/kekka/200709_2.html

◇兵庫県丹波市 （株）芦田ポートリー
総合化事業計画が再認定されました
https://www.maff.go.jp/kinki/tiiki/hyogo/20200701.html

◇兵庫県丹波市 岡田美穂さん
丹波の手と手を繋いで！
https://www.maff.go.jp/kinki/tiiki/hyogo/pr/h_satt/pdf/202007-1.html

◇京都府亀岡市 人見英作さん
「黄綬褒章」受賞者が表敬訪問
https://www.maff.go.jp/kinki/photo/kekka/200713.html

◇奈良県五條市 堀園芸株式会社
花木の付加価値の向上を目指す
https://www.maff.go.jp/kinki/tiiki/nara/photo/photo_2020/report_20200702.html

◇和歌山県 JA紀北かわかみ・JA紀の里
JA間の地域連携に関する協定調印式が開催
https://www.maff.go.jp/kinki/tiiki/wakayama/photo/img/20200717BCPchiikirennkeiky 
outei/202007chiikirennkeikyoutei.html

◇和歌山県 和歌山市四季の郷公園
「四季の郷公園」がリニューアルオープン！
https://www.maff.go.jp/kinki/tiiki/wakayama/photo/img/20200718sikinosatokouen/20 
0730.html

◇国営事業地区で「ラジコン草刈機等の実演会」を開催（農地整備課）（京都府亀岡市）
https://www.maff.go.jp/kinki/photo/kekka/k200720.html

--------------------------------------------------------------------
4.統計情報
--------------------------------------------------------------------

◆令和2年度 農林水産統計公表予定及び公表結果

・令和2年産水稲の西南暖地における早期栽培等の作柄概況（7月15日現在）(全国)
・令和元年生産者の米穀在庫等調査 （全国）
・令和元年農業物価指数 －平成27年基準－ （全国）

詳しくはこちら
https://www.maff.go.jp/kinki/toukei/toukeikikaku/yotei/2020.html

∞＊編集後記＊∞＊∞＊∞＊∞＊∞＊∞＊∞＊∞＊∞＊∞＊∞＊∞＊∞＊∞

このたびの令和2年7月豪雨におきましては、全国各地域の農林水産業に被害がもたらされ
ました。改めて、お亡くなりになりました方々にご冥福をお祈りしますとともに、被災さ
れたみなさまに、心からお見舞い申し上げます。
農林水産省では、被災された農林漁業者の方々が営農意欲を失わず一日も早く経営再建で
きるように、総合的な対策を講じました。
被災された農林漁業者の心が折れることのないよう、再度災害防止の観点を踏まえつつ早
急に農林漁業関係施設等の復旧を進めるとともに、原形回復にとどまらない改良復旧の考
え方も踏まえ、被災農地周辺の農地も含め、災害への対応強化と生産性の向上等を一体的
に図る取組等を進めています。
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詳しくは以下の農林水産省ホームページをご覧下さい。
http://www.maff.go.jp/j/press/kanbo/bunsyo/saigai/200730_1.html

■□・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・■

☆配信停止、メールアドレス等変更には
御登録いただいたメールアドレスとパスワードが必要です。
パスワードをお忘れの場合はパスワードの再発行をお願いします。
☆配信中止・配信メールアドレスの変更・バックナンバーの閲覧は、
⇒ http://www.maff.go.jp/kinki/pr/mmg/index.html
☆近畿アグリレターに関するご意見・ご要望は、
⇒ https://www.contactus.maff.go.jp/j/kinki/form/1209.html
までお願いします。

編集・発行：近畿農政局 企画調整室
〒602－8054 京都府京都市上京区西洞院通下長者町下る丁子風呂町
電話：075-451-9161（内線2122） FAX：075-414-9060 
■・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・□■
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