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-------------------------------------------------------------------- 
1.農政の動き 
-------------------------------------------------------------------- 
 
◆令和元年度「エコフィード全国セミナー(CSF・ASF対策)」の開催及び参加者の募集について 
 
◇目的 
本セミナーは、エコフィード(食品残さ等を活用した家畜用飼料)に関連する制度の周知及び既存のエ
コフィード生産事業者の技術向上の促進や、多様な食品リサイクル手法から飼料化を選択する新規

参入者の育成を図ることを目的として、平成 26 年度から開催しています。本年度は、今般の CSF
発生の背景から、CSF・ASFの知識を深め、安全性を確保したエコフィードの利用・生産の推進を
図ることを目的として、東京で開催します。 
 
◇開催日時及び場所 
日時：令和 2年 2月 26日(水曜日)13時 00分から 16時 00分(開場 12時 30分) 
会場：TKP御茶ノ水カンファレンスセンターホール 2F 
所在地：東京都千代田区神田駿河台 4-3新お茶の水ビルディング 
 
◇主催 
農林水産省及び公益社団法人中央畜産会 
 
◇対象 
エコフィード製造事業者及びエコフィード利用農家、エコフィードに関心のある方、行政担当者等 
 
◇申込締切 
令和 2年 2月 18日(火曜日)17時 00分必着 
 
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/c_siryo/200122.html 
 
◆令和元年産米の契約・販売状況、民間在庫の推移等について（令和元年 12月末現在） 
 
◇契約・販売状況 
令和元年 12月末現在の全国の集荷数量は 265万トン、契約数量は 202万トン、販売数量は 65万ト
ンとなっています。 
 
◇民間在庫の推移 



令和元年 12月末現在の全国段階の民間在庫は、出荷・販売段階の計で 322万トンとなっています。 
 
◇事前契約数量 
全国の事前契約数量は 143万トンとなっています。 
 
産地や銘柄別の契約・販売状況、民間在庫及び事前契約数量につきましては、農林水産省 HP をご
覧下さい。 
 
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/seisaku_tokatu/kikaku/200128.html 
 
◆米国向け日本産うんしゅうみかん生果実の植物検疫条件の緩和について～産地が取り組みやすい

条件での輸出が可能となります～ 
 
日本産うんしゅうみかん生果実を米国に輸出する際、仕向先が特定の州（アリゾナ州、カリフォル

ニア州、テキサス州、ハワイ州、フロリダ州及びルイジアナ州）の場合には、臭化メチルくん蒸の植

物検疫条件が課されていました。日米間の植物検疫協議の結果、これらの州への輸出であっても臭

化メチルくん蒸が不要となりました。 
 
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/200203.html 
 
◆米に関するマンスリーレポート（令和 2年 1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 2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/200207.html 
 
-------------------------------------------------------------------- 
2.お知らせ 
-------------------------------------------------------------------- 
 
＜各種表彰＞ 
 
◆「令和元年度鳥獣対策優良活動表彰」の受賞者の決定について 
－特定非営利活動法人 cambio（カンビオ）（兵庫県多可町）が農村振興局長賞を受賞－ 
 
農林水産省は、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、地域に貢献し

ている個人や団体を表彰する「鳥獣対策優良活動表彰」を実施しています。今般、令和元年度におけ



る農林水産大臣賞と農村振興局長賞の受賞者を決定しました。 
近畿農政局管内からは、特定非営利活動法人 cambio（カンビオ）（兵庫県多可町）が農村振興局長
賞（捕獲鳥獣利活用部門（団体））に選ばれました。 
 
==お問い合わせ先= 
農村振興部農村環境課  電話 075-414-9052 
詳しくはこちら 
https://www.maff.go.jp/kinki/press/keikaku/shigen/200131.html 
 
＜募集・案内＞ 
 
◆「野菜を食べよう」プロジェクトを始めます！ 
～暖冬でお手頃価格になっている野菜をもっと召し上がりませんか～ 
 
暖冬の影響により、例年より全国的に野菜の生育や収穫時期が早まり、野菜が安値となっています。 
一方、野菜の１人 1日当たりの摂取量は 280グラム程度であり、摂取目標量（350グラム）に届い
ていません。 
この機会にお手軽価格の野菜をメニューに加えてみませんか。 
 
詳しくはこちら（農林水産省ホームページ） 
https://www.maff.go.jp/j/seisan/ryutu/yasai/2ibent.html 
 
-------------------------------------------------------------------- 
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。） 
 
◇滋賀県米原市 いぶきファーム 谷口隆一さん 
伊吹の地で育まれた「足元の宝」を伝えたい！ 
https://www.maff.go.jp/kinki/tiiki/otsu/photo/k191213a.html 
 
◇滋賀県米原市 農事組合法人 ブレスファーム伊吹 
伊吹の地を「息吹く」農場に！ 
https://www.maff.go.jp/kinki/tiiki/otsu/photo/191213b.html 
 
◇京都府久御山町 (株)村瀬農産 
新規就農者をサポートし、地域農業を元気にしたい 
https://www.maff.go.jp/kinki/tiiki/kyoto/murase-nousan191212.html 



 
◇大阪市 浅田 裕見子さん・資道さん 
なにわの伝統野菜を守り、土と触れ合う都市農業を実践 
https://www.maff.go.jp/kinki/tiiki/osaka/2019phot/30_dentou/higasisumiyosi_tsuchito.html 
 
◇和歌山県みなべ町 ほりぐち農園 
「六次産業化・地産地消法に基づく総合化事業計画」の認定証を交付 
https://www.maff.go.jp/kinki/tiiki/wakayama/photo/img/20200115rokujinintei/20200115rokujini
ntei.html 
 
◇大阪府 岸和田市彩誉ブランド委員会 
彩誉糖度コンテスト開催！栄えある 1位は！ 
https://www.maff.go.jp/kinki/tiiki/osaka/2019phot/32_contest/toudo.html 
 
◇京都府亀岡市 雫の里農園 
故郷を離れ、亀岡市でイチゴ栽培 
https://www.maff.go.jp/kinki/tiiki/kyoto/sizukunosato191212.html 
 
◇京都府綾部市 かまべファーム 
福祉の現場で培った経験を活かし、農と福祉の連携に取り組む 
https://www.maff.go.jp/kinki/tiiki/kyoto/kamabe-farm200119.html 
 
◇第 5回消費者団体等との意見交換会を開催しました（兵庫県加東市 消費生活課） 
https://www.maff.go.jp/kinki/photo/kekka/k200122.html 
 
◇近畿農政局「移動消費者の部屋」を開設しました（兵庫県神戸市 消費生活課） 
https://www.maff.go.jp/kinki/photo/kekka/k191209.html 
 
◇兵庫県農業共済組合創立総会が開催されました 
https://www.maff.go.jp/kinki/tiiki/hyogo/p_repo/20200121.html 
 
◇近畿農政局「消費者の部屋」特別展『知ってますか？大切な「食」と「農」のこと。』を開催しま

した（京都市 消費生活課） 
https://www.maff.go.jp/kinki/photo/kekka/k200207.html 
 
 
-------------------------------------------------------------------- 
4.消費者の部屋 
-------------------------------------------------------------------- 
 



◆近畿農政局「消費者の部屋」2月展示「スマート農業技術の導入の加速化に向けて」のご案内（再
掲） 
 
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、『スマート農業技術の導入の加速化に向けて』をテーマに行い

ます。ぜひ、お気軽にお立ち寄りください。 
 
◇テーマ：スマート農業技術の導入の加速化に向けて 
 
◇期間：令和 2年 2月 17日（月曜日）～2月 28日（金曜日）  9時 30分～21時（火曜日～土曜
日）、9時 30分～17時（日・月曜日）（初日は 13時から、最終日は正午までとなります。） 
 
◇場所：ヘルスピア 21  1階エントランスホール（京都市南区西九条南田町 1－2） 
 
◇内容：スマート農業とは、ロボット技術や情報通信技術等の先端技術と我が国で培われてきた農

業技術を組み合わせ、農作業の自動化・省力化を可能とする新たな農業であり、現在、実際の生産現

場に導入し、その効果を検証する取組が進められています。 
今回の「消費者の部屋」特別展示では、近畿地域におけるスマート農業技術の現場への導入に向け

た取組状況などについて、パネルの展示により、ご紹介します。 
 
==お問い合わせ先== 
消費・安全部 消費生活課  電話 075-414-9761 
詳しくはこちら 
https://www.maff.go.jp/kinki/press/syouhi/seikatu/200107.html 
 
◆近畿農政局「消費者の部屋」2～3月展示（地理的表示(GI)保護制度）のご案内（再掲） 
 
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、『地理的表示(GI)保護制度』をテーマに行います。ぜひ、お気
軽にお立ち寄りください。 
 
◇テーマ：地理的表示(GI)保護制度 
 
◇期間：令和 2年 2月 18日(火曜日）～3月 6日(金曜日）  8時 30分～17時（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：近畿農政局 1階消費者の部屋「特別展示コーナー」（京都市上京区西洞院通下長者町下る丁
子風呂町） 
 
◇内容：地理的表示(GI)保護制度は、農林水産物の品質等の特性が産地と結びついている産品を登録



し、これを国が保護する制度です。登録された産品には GIマークを使用することができます。 
今回の「消費者の部屋」特別展示では、地理的表示(GI)保護制度について、パネルとパンフレットの
展示により、ご紹介します。 
 
==お問い合わせ先== 
消費・安全部 消費生活課  電話 075-414-9761 
詳しくはこちら 
https://www.maff.go.jp/kinki/press/syouhi/seikatu/200107_11.html 
 
-------------------------------------------------------------------- 
5.統計情報 
-------------------------------------------------------------------- 
 
◆令和元年度 農林水産統計公表予定及び公表結果 
 
・令和元年産もも、すももの結果樹面積、収穫量及び出荷量（全国） 
・令和元年産てんさいの作付面積及び収穫量（北海道） 
・令和元年産春植えばれいしょの作付面積、収穫量及び出荷量（全国） 
・令和元年産かんしょの作付面積及び収穫量（全国） 
 
詳しくはこちら 
http://www.maff.go.jp/kinki/toukei/toukeikikaku/yotei/2019.html 
 
∞＊編集後記＊∞＊∞＊∞＊∞＊∞＊∞＊∞＊∞＊∞＊∞＊∞＊∞＊∞＊∞ 
 
梅の花が早くも見頃を迎えました。暖かい日が続き開花も早まっているようです。 
2月 14日はバレンタインデー。農林水産省では男性が女性に花を贈る「フラワーバレンタイン」を
応援しています。実は 2 月は、1 年中で花屋さんに並ぶ花の種類が一番多い月。フラ－バレンタイ
ンの前後、ホワイトデーも男性にとっては花贈りの大きなチャンスです。貴男も大切な人に日頃の

感謝を花束にしてはいかがでしょうか。 
 
フラワーバレンタイン（農林水産本省ホームページ） 
http://www.maff.go.jp/j/press/seisan/kaki/200210.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  
■・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・□■ 


