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

◆「Go To Eatキャンペーン事業」について

◇感染症対策について
9月8日（火曜日）に、食事券発行事業に参加する飲食店に守っていただく感染症対策を公
表しました。
http://www.maff.go.jp/j/shokusan/gaisyoku/attach/pdf/hoseigoto-39.pdf
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◇飲食店の皆さまへ
参加飲食店の登録は、準備が整った地域から開始される予定です。登録先に関する各地域
の状況一覧を掲載していますのでご確認をお願いします。
http://www.maff.go.jp/j/shokusan/gaisyoku/attach/pdf/hoseigoto-38.pdf

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

◆令和元年産米の契約・販売状況、民間在庫の推移及び米穀販売事業者における販売数量 
・販売価格の動向について（令和2年7月末現在）

令和元年産米の契約・販売状況については、前年とほぼ同水準で、民間在庫については前
年より約2割増で推移しています。

◇契約・販売状況 全国の集荷数量は295万トン、契約数量は285万トン、販売数量は222 
万トン。
◇民間在庫の推移 全国段階の民間在庫は、出荷・販売段階の計で119万トン。
◇米穀販売事業者における販売数量・販売価格の動向
令和2年7月末現在の米穀販売業者が販売している精米の全体数量・価格の動向を指数化し
たものです。
販売数量は前年同月比95.3％（うち小売事業者向けは前年同月比103.2％、中食・外食事
業者等向けは前年同月比86.0％）。また、小売事業者向けの販売価格は前年同月比
100.6％、中食・外食事業者等向けの販売価格は前年同月比99.8％となっています。（速
報値）

産地や銘柄別の契約・販売状況、民間在庫の推移及び米穀販売業者における販売数量・販
売価格の動向については、農林水産省HPを御参照ください。

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/seisaku_tokatu/kikaku/200828.html

◆指定棚田地域振興活動計画の認定について

総務省、文部科学省、農林水産省、国土交通省、環境省は、棚田地域振興法（令和元年法
律第42号）第10条第3項の規定に基づき、8月31日、指定棚田地域振興活動計画を認定しま
した。
近畿農政局管内の認定地域（指定棚田地域、「名称」）は以下のとおりです。

・和歌山県有田川町八幡村
「上湯・あらぎ島の棚田」、「沼の棚田・段々畑」、「久野原の棚田」
・和歌山県有田川町安諦村 「沼谷の棚田」、「杉野原の棚田」
・和歌山県那智勝浦町色川村
「口色川、大野、田垣内、小阪、南平野、熊瀬川」

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/200831.html

◆豪州向け日本産いちご生果実の輸出解禁について

豪州は、日本産いちご生果実の輸入を禁止していましたが、植物検疫当局との協議を重ね
た結果、植物検疫条件に合意し、輸出できることとなりました。

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/syokubo/200901.html
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◆「国産有機サポーターズ」の取組をご紹介します！

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「国産有機サポー
ターズ」を本年7月から募集しています。
この度、取組に参画いただいた42の事業者を紹介する「国産有機サポーターズ」ホームペ
ージを9月2日（水曜日）より開設しました。

国産有機サポーターズホームページ（農林水産省ホームページ）
https://www.maff.go.jp/j/seisan/kankyo/yuuki/supporters/suppoters_top.html

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/200902.html

◆米に関するマンスリーレポート（令和2年9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9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/200904_27.html

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

＜募集・案内＞

◆（募集）新たな食料・農業・農村基本計画説明会開催 「90分でわかる！新たな基本計
画のすべて」～策定した職員が解説します！～（再掲）

農林水産省は、47都道府県(54会場)において、令和2年3月31日に閣議決定された新たな食
料・農業・農村基本計画の説明会を開催し、農業者、消費者、食品産業関係者、地方自治
体等、幅広い関係者への周知を行います。 
本説明会は、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、対面式ではなく、各都道府
県に設置された会場にてウェブ会議又はテレビ会議により開催します。

◇滋賀会場
日時：令和2年9月17日（木曜日）14時～16時（受付13時30分）
場所：コラボしが21 滋賀県大津市打出浜2-1（定員100名）

◇京都会場
日時：令和2年9月17日（木曜日）14時～16時（受付13時30分）
場所：キャンパスプラザ京都 京都市下京区西洞院通塩小路下る東塩小路町939（定員80 
名）

◇大阪会場
日時：令和2年9月17日（木曜日）10時～12時（受付9時30分）

令和2年9月17日（木曜日）14時～16時（受付13時30分）
場所：大阪合同庁舎1号館6階第2会議室 大阪市中央区大手前1-5-44（定員各25名）

◇兵庫会場
日時：令和2年9月24日（木曜日）14時～16時（受付13時30分）

令和2年9月25日（金曜日）10時～12時（受付9時30分）
令和2年9月25日（金曜日）14時～16時（受付13時30分）

場所：神戸地方合同庁舎4階第1会議室 神戸市中央区海岸通29番地 （定員各15名）

◇奈良会場
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日時：令和2年9月17日（木曜日）14時～16時（受付13時30分）
場所：ホテルリガーレ春日野 奈良市法蓮町757-2（定員48名）

◇和歌山会場
日時：令和2年9月24日（木曜日）14時～16時（受付13時30分）

令和2年9月25日（金曜日）10時～12時（受付9時30分）
令和2年9月25日（金曜日）14時～16時（受付13時30分）

場所：和歌山地方合同庁舎5階会議室 和歌山市二番丁3（定員各10名）

◇申込方法：
一般傍聴及び取材をご希望される方は、以下のホームページから該当日時・会場欄に設け
た「申し込む」からお申し込み頂くか、ホームページから申込書を印刷し、必要事項を記
入の上、下記宛先へFAXによりお申し込みください。
定員になり次第締め切らせていただきます。

==お問い合わせ先==
企画調整室  電話 075-414-9037 FAX 075-414-9060
詳しくはこちら
https://www.maff.go.jp/kinki/press/kikaku/200826.html

◆オンライン米粉料理教室の開催について

近畿農政局では、水田を有効活用し食料自給率の向上を図るため、近畿米粉食品普及推進
協議会と連携し、米粉利用の推進に取り組んでいます。
このたび、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、米粉の普及及び
需要拡大を図るため、「オンライン米粉料理教室」を開催することになりましたので、お
知らせします。

◇日時：(1)令和2年10月3日（土曜日）11時～12時
(2)令和2年10月3日（土曜日）15時～16時
(3)令和2年11月28日（土曜日）15時～16時

◇定員：各会10名

◇場所：オンライン開催（Zoomを使用）

◇参加費：無料

◇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。

※宛先 info@riceflour.jp
※申込期限：9月28日（月曜日）
※お申し込みは１人につき１回限りとさせていただきます。

==お問い合わせ先==
生産部生産振興課  電話 075-414-9021
詳しくはこちら
https://www.maff.go.jp/kinki/press/sinko/200903.html

◆スマート農業実証プロジェクト農業者REAL VOICE（動画の公開）

農林水産省では、スマート農業実証プロジェクト令和元年度採択地区（水田作）のうち代
表的な８地区を対象に実証農家の「生の声」を取りまとめた動画を農林水産省ホームペー
ジ上に公開しました。近畿農政局管内では、兵庫県養父市の（株）Amnak様の動画が掲載
されておりますので是非ご覧下さい。
また、スマート農業に関するアンケート調査も実施しています。御協力をお願い致しま
す。
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詳しくはこちら（農林水産省ホームページ）
https://www.affrc.maff.go.jp/docs/press/200904.html

◆令和2年度 農福連携支援研修の受講者を募集します

農林水産省は、農福連携を実践したり支援しようとする方が農福連携を総論的に学んでい
ただく機会を確保するため、昨年度に引き続き、農林水産研修所つくば館水戸ほ場におい
て、農福連携支援研修を実施し、その受講者を募集します。

◇開催日程
【対象】 ／ 【日程（いずれも3日間）】 ／ 【申込〆切】

（1） 自治体職員、普及指導員、JA職員 ／10月19日（月曜日）～21日（水曜日）／ 9月
23日（水曜日） 
（2） 障害福祉サービス事業所職員 第1回／11月10日（火曜日）～12日（木曜日）／ 10
月13日（火曜日） 
（3） 障害福祉サービス事業所職員 第2回 ／12月14日（月曜日）～16日（水曜日）／ 11 
月16日（月曜日） 
（4） 農業者 ／令和3年2月15日（月曜日）～17日（水曜日）／ 令和3年1月18日（月曜
日）

◇会場：農林水産研修所つくば館水戸ほ場
茨城県水戸市鯉渕町5930-1

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/kouryu/200828.html

◆「第5回ジビエ料理コンテスト」の募集について

農林水産省は、ジビエの全国的な需要拡大と鳥獣利活用の推進とともに消費者への普及啓
発を図るため、10月31日（土曜日）まで「第5回ジビエ料理コンテスト」のレシピを募集
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/nousin/tyozyu/200904_11.html

◆「～棚田ばあ～棚田で輝くお婆ちゃんの作文・フォトコンテスト」を開催します！

農林水産省は、棚田地域を盛り上げるための取組の一環として、9月22日（火曜日）まで
「～棚田ばあ～棚田で輝くお婆ちゃん」の写真及び作文を募集します。

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/nousin/nihon/200908.html

◆BUZZ MAFF まいどおおきに「なにわの伝統野菜」探訪 ＃5「幻の『鳥飼茄子』」料理し
てもらうで～！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、大阪府拠点が、大阪の粉もん文化のひとつ「たこ焼き」から生まれた
「タコヤキ兄妹」に扮して、「なにわの伝統野菜」の魅力を発信します。
今回配信の第5話は、出荷量が少なく幻のなすと呼ばれる「鳥飼茄子」の特徴を活かす料
理にチャレンジします。
是非ご覧いただき、チャンネル登録をお願いします。
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詳しくはこちら（外部リンク）
第5話：https://www.youtube.com/watch?v=FCNF4U6UI8A

--------------------------------------------------------------------
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。）

◇大阪府堺市南区鉢ヶ峯地域 田中正剛さんら
大阪初！ドローンを使用したスマート農業
https://www.maff.go.jp/kinki/tiiki/osaka/2020phot/8_osakahatsu/drone.sakai.html

◇滋賀県竜王町 農事組合法人山之上生産組合とダイハツ工業株式会社滋賀竜王工場
企業が農家の労働力不足をバックアップ
https://www.maff.go.jp/kinki/tiiki/otsu/photo/200903.html

◇奈良県大和郡山市平和地区
今が旬！おいしい！朝取りいちじく
https://www.maff.go.jp/kinki/tiiki/nara/photo/photo_2020/report_20200902.html

◇大阪府花き園芸連合会及び西日本旅客鉄道株式会社
大阪産「花」の展示を通して「元気」を発信
https://www.maff.go.jp/kinki/tiiki/osaka/2020phot/10_himawari/genki.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

・令和元年木質バイオマスエネルギー利用動向調査（全国）
・令和元年農作物作付（栽培）延べ面積及び耕地利用率（全国）
・水産加工統計調査（令和元年）（全国）
詳しくはこちら
https://www.maff.go.jp/kinki/toukei/toukeikikaku/yotei/2020.html

∞＊編集後記＊∞＊∞＊∞＊∞＊∞＊∞＊∞＊∞＊∞＊∞＊∞＊∞＊∞＊∞

9月に入り、朝晩は少し過ごしやすくなりました。わが家の水稲の収穫作業も先週無事に
終了しましたが、そのときに感じたのが準備の大切さです。本格的に集落のコンバインを
借りるようになってまだ、2年目なのですが、昨年どのように作業したかほとんど忘れて
いました。例えば狭いあぜ道は降りて移動していたことなど。みなさんも、農機具を使わ
れる場合は、事前の整備等されて、余裕を持って行うようお願いします。農林水産省も秋
の農作業安全確認運動で9月から10月を重点期間としております。

農作業安全対策のページ（農林水産省ホームページ）
https://www.maff.go.jp/j/seisan/sien/sizai/s_kikaika/anzen/index.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。
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☆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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