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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
(最終更新日：令和2年10月9日、9月15日版からの追加事項)

・Go To Eatキャンペーンを利用する場合は、付与ポイント以上の飲食が必要となりま
す。
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◇事業者の決定について
食事券発行委託事業において2次公募を行い、10月1日（木曜日）に事業者を決定いたしま
した。 都道府県の数で14の地域から22件の応募があり、14都道県14件が採択されまし
た。
http://www.maff.go.jp/j/shokusan/gaisyoku/attach/pdf/hoseigoto-55.pdf

詳しくはこちら（農林水産省ホームページ）
http://www.maff.go.jp/j/shokusan/gaisyoku/hoseigoto.html
詳細はGo To Eatキャンペーン公式サイト（外部リンク）
https://gotoeat.maff.go.jp/

◆雇用調整助成金の特例措置の拡大、小学校休業等対応助成金等の助成対象期間の延長に
ついて

今般、厚生労働省が「緊急雇用安定助成金」の特例措置の拡大（緊急雇用安定助成金含
む）、「小学校休業等対応助成金」及び「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給
付金」について、助成対象期間をそれぞれ12月末まで延長しましたので、お知らせしま
す。

◇雇用調整助成金
・厚生労働省の案内リーフレット（外部リンク）
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000677657.pdf
・農林水産省の案内リーフレット（農林水産省ホームページ）
https://www.maff.go.jp/j/keiei/nougyou_jinzaiikusei_kakuho/singatakoronataiou/at 
tach/pdf/kinnkyuutokuteitiiki-20.pdf
・詳しくはこちら（農林水産省ホームページ）
https://www.maff.go.jp/j/keiei/nougyou_jinzaiikusei_kakuho/singatakoronataiou/ki 
nnkyuutokuteitiiki.html

◇小学校休業等対応助成金
・厚生労働省プレスリリース（外部リンク）
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_13847.html
・農林水産省の案内リーフレット（農林水産省ホームページ）
https://www.maff.go.jp/j/keiei/nougyou_jinzaiikusei_kakuho/singatakoronataiou/at 
tach/pdf/syougakkoukyuukou-20.pdf
・詳しくはこちら（農林水産省ホームページ）
https://www.maff.go.jp/j/keiei/nougyou_jinzaiikusei_kakuho/singatakoronataiou/sy 
ougakkoukyuukou.html

◇新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金
・厚生労働省プレスリリース（外部リンク）
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_13766.html
・詳しくはこちら（農林水産省ホームページ）
https://www.maff.go.jp/j/keiei/nougyou_jinzaiikusei_kakuho/singatakoronataiou/ky 
uhusienkin.html

--------------------------------------------------------------------
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8月末現在）

令和元年産米の契約・販売状況については、契約数量は前年同月比103％、販売数量は前
年とほぼ同水準で、民間在庫については前年より約3割増で推移しています。
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◇契約・販売状況 全国の集荷数量は296万トン、契約数量は292万トン、販売数量は242 
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100万トン。
◇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8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95.2％（うち小売事業者向けは前年同月比104.6％、中食・外食事
業者等向けは前年同月比84.9％）。また、小売事業者向けの販売価格は前年同月比
99.8％、中食・外食事業者等向けの販売価格は前年同月比100.0％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/200929.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、9月30日、指定棚田地域振興活動計画を認定しま
した。
近畿農政局管内では、以下の棚田が認定されました。
・指定棚田地域、「棚田の名称」

・滋賀県大津市仰木村
「仰木の棚田」（上仰木地区）
・和歌山県橋本市紀見村
「芋谷の棚田」

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/200930.html

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

＜各種表彰＞
◆令和２年度「豊かなむらづくり全国表彰事業」農林水産大臣賞（近畿ブロック）の受賞
について

豊かなむらづくり全国表彰事業（農林水産祭むらづくり部門）は、農山漁村における「む
らづくり」の優良事例の表彰を行うことにより、むらづくりの全国的な展開を助長すると
ともに、地域の連帯感の醸成及びコミュニティ機能の強化を図り、農林漁業及び農山漁村
の健全な発展に資することを目的として実施しています。
令和２年度の近畿ブロックにおける農林水産大臣賞の受賞が決定されましたので、お知ら
せします。

【農林水産大臣賞】
・「農事組合法人ゆめ野山」：奈良県五條市（近畿ブロック最優良地区）
・「中部環境保全活動の会」：兵庫県宝塚市

なお、両団体は日本政策金融公庫農林水産事業本部近畿地区統轄賞を合せて受賞していま
す。
※「農事組合法人ゆめ野山」は、令和２年度農林水産祭むらづくり部門において、日本農
林漁業振興会会長賞を受賞しています。
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==お問い合わせ先==
農村振興部 農村計画課  電話 075-414-9050
詳しくはこちら
https://www.maff.go.jp/kinki/press/keikaku/nousonshinkou/201007.html
全国の表彰状況はこちら（農林水産省ホームページ）
http://www.maff.go.jp/j/press/kanbo/bunsyo/201007.html

＜募集・案内＞

◆「令和2年度鳥獣対策優良活動表彰」表彰候補の募集を開始します

農林水産省は、これまで鳥獣被害防止や捕獲した鳥獣の食肉（ジビエ）の利活用等に取り
組み、地域への貢献が顕著であると認められる個人及び団体を表彰する「鳥獣対策優良活
動表彰」の表彰候補を募集します。 

◇表彰対象者は、地域で鳥獣対策に貢献している個人又は団体とします。なお、鳥獣対策
の活動が、概ね5年以上継続的に行われていることとします。

（個人）
市町村の鳥獣被害対策実施隊（以下、「実施隊」という。）の隊員や実施隊の活動に協力
している者、市町村で活動している者とし、都道府県内の市町村や集落等において、鳥獣
対策への的確な指導・助言又は継続的な参加により、地域への貢献が顕著であると認めら
れる者とします。

（団体）
実施隊又は実施隊と連携して活動している団体とし、他の模範となるような鳥獣対策に継
続的に取り組んでいる団体とします。

◇表彰の内容
農林水産大臣賞2点以内（被害防止部門（個人・団体）又は捕獲鳥獣利活用部門（個人・
団体））
農林水産省農村振興局長賞6点以内（被害防止部門（個人・団体）又は捕獲鳥獣利活用部
門（個人・団体））
令和2年度の表彰式については、令和3年2月頃を予定しております。

◇募集期間
〇都道府県による推薦の場合
応募者から都道府県鳥獣被害対策担当部署への提出期限：令和2年11月13日（金曜日）必
着
〇農作物野生鳥獣被害対策アドバイザーによる推薦の場合
農作物野生鳥獣被害対策アドバイザーから農村振興局農村政策部鳥獣対策・農村環境課へ
の提出期限：令和2年11月27日（金曜日）必着

◇応募方法
以下のURLをご覧頂き、応募用紙に必要事項を記入の上、該当部署に提出して下さい。

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/nousin/tyozyu/200924.html

◆農山漁村の起業促進施策『INACOME』における地域課題の募集

農林水産省は、農山漁村の課題解決に資する取組を推進するため、起業促進施策
「INACOME（イナカム）」において起業者と地域課題のマッチングプログラムを新たに開
始し、当該プログラムにより解決を目指す地域課題を募集します。

◇趣旨
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全国の農山漁村には、労働力不足、耕作放棄地問題、鳥獣被害、孤立化・孤独化問題、教
育・医療問題など、様々な課題があります。
一方で、若い世代を中心に、農山漁村に新たな生活スタイルを求める「田園回帰」の動き
があることに加えて、一部の地域では地域課題をビジネスの手法で解決することで持続可
能な農山漁村を目指す取組が見られます。
INACOMEでは、このような動きや取組を広く展開させるために、やる気溢れる人材と地域
の豊富な資源や課題をマッチングし、地域課題を解決する具体的なプロジェクトの創出を
サポートするプログラムを新たに開始します。
今回は、本プログラムを始動するに当たり、起業者等とのマッチングを通じて解決を目指
す地域課題を募集します。

◇応募対象者
事業展開する地域が明確であり、起業者等とのマッチングを通じて地域課題の解決を目指
す自治体・NPO法人・一般社団法人等であれば、どなたでも応募いただけます。

◇応募方法及び募集期間
応募方法：以下のリンクにある応募フォームからご登録願います。
募集ページURL（外部リンク）
https://inacome.jp/kadai-bosyu
募集期間：令和2年9月29日（火曜日）～10月22日（木曜日）

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/kanbo/kihyo01/200930.html

◆10月は食品ロス削減月間です

10月は食品ロス削減月間となっています。この月間において、農林水産省は、消費者庁、
環境省と連携して、食品ロスの削減に向けた取組を集中的に普及・啓発します。 

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/shokusan/kankyoi/200925.html

◆農林水産省オリジナルバーチャル背景を御活用ください！

農林水産省では、農業や農村の魅力を知っていただくため、農林水産業に関するオリジナ
ルバーチャル背景を作成しています。
Web会議をする際の背景やPCのデスクトップ等に是非御活用ください。
自由にダウンロードすることができますのでよろしければ御活用ください。
なお、加工、二次配布（本ページによりダウンロードすることが使用条件となっておりま
す。）は行わないよう御留意願います。
近畿農政局管内の背景は以下のものがあります。

【農業遺産】
・滋賀県琵琶湖地域（沖島漁港）
https://www.maff.go.jp/j/nousin/teijyuu/attach/img/noujuu-36.jpg
・滋賀県琵琶湖地域（エリ漁）
https://www.maff.go.jp/j/nousin/teijyuu/attach/img/noujuu-26.jpg
（提供：琵琶湖と共生する滋賀の農林水産業推進協議会）
・兵庫県兵庫美方地域（放牧（ア））
https://www.maff.go.jp/j/nousin/teijyuu/attach/img/noujuu-47.jpg
・兵庫県兵庫美方地域（放牧（イ））
https://www.maff.go.jp/j/nousin/teijyuu/attach/img/noujuu-42.jpg
（提供：「美方郡産但馬牛」世界・日本農業遺産推進協議会） 
・和歌山県みなべ町・田辺市（ミツバチ）
https://www.maff.go.jp/j/nousin/teijyuu/attach/img/noujuu-33.jpg
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・和歌山県みなべ町・田辺市（梅林）
https://www.maff.go.jp/j/nousin/teijyuu/attach/img/noujuu-27.jpg
（提供：みなべ・田辺地域世界農業遺産推進協議会）
・和歌山県海南市（みかんと農村）
https://www.maff.go.jp/j/nousin/teijyuu/attach/img/noujuu-25.jpg
・和歌山県海南市（蔵出しみかん）
https://www.maff.go.jp/j/nousin/teijyuu/attach/img/noujuu-46.jpg
（提供：下津蔵出しみかんシステム日本農業遺産推進協議会）

詳しくはこちら
http://www.maff.go.jp/j/press/nousin/nousei/201005.html

◆BUZZ MAFF まいどおおきに「なにわの伝統野菜」探訪 ＃７とうとう最終話「勝間南
瓜」いただきま～す！ 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7話は、最終回。勝間南瓜を料理して美味しくいただきます。最後にタコお
嬢とタコ坊がごあいさつします。
是非ご覧いただき、チャンネル登録をお願いします。

詳しくはこちら（外部リンク）
https://www.youtube.com/watch?v=EdO1fZPyCb4

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

◇兵庫県内日本学校農業クラブ連盟加盟11校
農林水産大臣からの激励状を農業高校生に手交しました
https://www.maff.go.jp/kinki/tiiki/hyogo/20200925.html

◇兵庫県赤穂市 ありなしファームの森田知善さん
いちご狩りで地域活性化を！
https://www.maff.go.jp/kinki/tiiki/hyogo/pr/h_satt/pdf/202009-1.html

◇奈良県天理市 かよ柿出荷組合
日本最古の古道「山の辺の道」を巡り、刀根早生柿発祥の地へ
https://www.maff.go.jp/kinki/tiiki/nara/photo/photo_2020/report_20200904.html

◇滋賀県 高島市立マキノ西小学校
学校給食に近江牛！美味しさを知って
http://www.maff.go.jp/kinki/tiiki/otsu/photo/200930.html

◇和歌山県下日本学校農業クラブ連盟加盟4校
農林水産大臣からの激励状を手交しました
https://www.maff.go.jp/kinki/tiiki/wakayama/photo/img/202009gekireijou/202009gek 
ireijou.html
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◇和歌山県田辺市 中山間地における果樹（かんきつ・梅）生産のスマート化プロジェク
ト
スマート農業実証プロジェクトに係る実演会開催！
https://www.maff.go.jp/kinki/tiiki/wakayama/photo/img/20200929suma-tonougyou/200 
730.html

◇新たな食料・農業・農村基本計画説明会をWeb会議方式で開催（滋賀県拠点）
http://www.maff.go.jp/kinki/tiiki/otsu/photo/200925.html

◇新たな食料・農業・農村基本計画説明会を開催しました（和歌山県拠点）
https://www.maff.go.jp/kinki/tiiki/wakayama/photo/img/202009kihonnkeikakusetumei 
kai/202009kihonkeikakusetumeikai.html

◇新たな食料・農業・農村基本計画に関する説明会をテレビ会議により開催（兵庫県拠
点）
https://www.maff.go.jp/kinki/tiiki/hyogo/20200929.html

◇兵庫県神戸市 近畿農政局「移動消費者の部屋」を開設しました（消費生活課）
https://www.maff.go.jp/kinki/photo/kekka/201006.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年度容器包装利用・製造等実態調査（全国） 
・令和2年産水稲の作付面積及び9月15日現在における作柄概況（全国）（近畿）
詳しくはこちら
https://www.maff.go.jp/kinki/toukei/toukeikikaku/yotei/2020.html

∞＊編集後記＊∞＊∞＊∞＊∞＊∞＊∞＊∞＊∞＊∞＊∞＊∞＊∞＊∞＊∞

10月に入りクールビズの期間も終わりスーツを着る機会が増えましたが、ようやく、スー
ツに気候が合うようになってきました。実家の刀根早生柿の収穫も、今年は昨年のような
10月の長雨による汚損果の発生もなく、無事に終えられそうです。水稲では、ウンカの被
害にあわれたほ場もよく見かけました。このメルマガが配信されている頃には台風14号も
通過していると思いますが、何事もなく無事に収穫できることは本当にありがたいことだ
としみじみ感じます。

■□・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・■

☆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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