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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11月10日、10月22日版からの追加事項)

Go To Eatキャンペーンは、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。
このキャンペーンを利用する場合は、感染予防対策への協力、付与ポイント以上の飲食が
必要となります。
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お店が定めるポイント付与などの条件を守りながら、飲食店を応援していただきますよう
お願いします。

～Topic～
・11月7日、北海道庁から、感染拡大防止に向けて、札幌中央区の対象地域における酒類
提供を行う飲食店などに対し、営業時間や酒類提供時間を短縮するよう要請が出されまし
た。本キャンペーンは、この要請に沿って運用しますので、利用者におかれましてはご留
意いただき、北海道の要請にご協力をお願いいたします。詳細は下記URLの第25回の資料2 
をご参照ください（外部リンク）。
http://www.pref.hokkaido.lg.jp/ss/ssa/koronataisakukaigi.htm

◇よくあるご質問
10月23日更新版：【共通】Q1を追加いたしました（農林水産省ホームページ）
http://www.maff.go.jp/j/shokusan/gaisyoku/attach/qa.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/

◆高収益作物次期作支援交付金の運用見直しに伴う追加措置について（10月30日公表）

農林水産省は、10月12日、令和2年度第1次補正予算で措置した高収益作物次期作支援交付
金（※）について、運用見直しを行いました。この運用見直し以前に、本交付金を見込ん
で、機械や資材に既に投資を行うなど、コロナ禍にあっても積極的な取組を行った生産者
の経営に影響が生じ、取組の継続ができなくなることがないよう、今般、本交付金におい
て、早期の投資により生産性向上等を目指す取組（実証）に対する追加の支援措置を講じ
ることとしました。
（※）新型コロナウイルス感染症による需要の減少により市場価格が低落するなどの影響
を受けた野菜・花き・果樹・茶等の高収益作物について、次期作に前向きに取り組む生産
者を支援するため措置した交付金 

詳しくはこちら
http://www.maff.go.jp/j/press/seisan/kaki/201030.html

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

◆令和2年産米の契約・販売状況、民間在庫の推移、事前契約数量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9月末現在）

令和2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104％、販売数量は前年
同月比90％、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86万トン、契約数量は152万トン、販売数量は9万ト
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191万トン。
◇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9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95.8％（うち小売事業者向けは前年同月比101.6％、中食・外食事
業者等向けは前年同月比88.7％）。また、小売事業者向けの販売価格は前年同月比
99.3％、中食・外食事業者等向けの販売価格は前年同月比99.6％となっています。（速報
値）
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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）
http://www.maff.go.jp/j/press/seisaku_tokatu/kikaku/201030.html

◆米に関するマンスリーレポート（令和2年11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11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/201110.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、10月30日、指定棚田地域振興活動計画を認定し
ましたので、お知らせします。
近畿農政局管内からは、以下の京都府下の活動計画が認定されました。

◇指定棚田地域（棚田の名称）
・宮津市世屋村（上世屋棚田、松尾棚田）

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/201030.html

◆「令和元年地球温暖化影響調査レポート」の公表について

農林水産省は、都道府県の協力を得て、地球温暖化の影響と考えられる農業生産現場にお
ける高温障害等の影響、その適応策等について報告のあった内容を取りまとめ、「令和元
年地球温暖化影響調査レポート」を公表しました。

・概要版
https://www.maff.go.jp/j/seisan/kankyo/ondanka/attach/pdf/index-95.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/seisan/kankyo/ondanka/index.html

◆スマート農業で平場でも中山間でも、水田作での労働時間の短縮が可能に！

農林水産省は、スマート農業実証プロジェクトによる水田作における3類型（大規模、中
山間、輸出）の事例の実証成果を中間報告として公表しました。
併せて、同プロジェクトに参画する農業者（畑作・園芸等）7名のリアルボイス（動画）
第2弾を公開しました。

◇水田作の実証成果について
スマート農業実証プロジェクトは、ロボット、AI、IoTなど先端技術を生産現場に導入・
実証し、経営効果を明らかにし情報発信することで、スマート農業の社会実装を加速化す
ることを目的とした事業です。
現在、全国148地区（令和元年度69地区、令和2年度55地区、令和2年度補正24地区を採
択）において実証を行っており、今般の公表は、令和元年度採択の水田作における3類型
（大規模、中山間、輸出）の事例の1年間の実証成果を中間報告として公表するもので
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す。
例えば、大規模水田作においては、ロボットトラクタ、自動水管理システム、農薬散布ド
ローン等のスマート農業技術の導入により、1.5割程度の労働時間が短縮されました。ま
た、類型に関わらず導入可能な、農薬散布ドローンや自動水管理システムの有効性が判明
しました。（外部リンク）
http://www.affrc.maff.go.jp/docs/smart_agri_pro/chukan_hokoku_suidensaku.pdf

◇農業者7名のリアルボイス（動画）について
令和元年度スマート農業実証プロジェクト水田作の実証に取り組む8名の農業者のリアル
ボイスに引き続き、畑作・園芸等の農業者7名の成果やプロジェクトにかける想いなどを
動画にとりまとめました。（外部リンク）
https://www.affrc.maff.go.jp/docs/smart_agri_pro/jissho_seika/r1_seika_1.htm

詳しくはこちら（外部リンク）
https://www.affrc.maff.go.jp/docs/press/201030.html

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

＜表彰＞
◆「ディスカバー農山漁村（むら）の宝」第7回選定結果の公表について

内閣官房及び農林水産省は、農山漁村活性化の優良事例である「ディスカバー農山漁村(
むら)の宝」第7回選定として、28地区及び4名を選定しました。近畿農政局管内からは以
下の3地区が選定されましたので、お知らせします。

・京都府 南丹市 「ニシオサプライズ株式会社 ビジネス」 
・兵庫県 南あわじ市 「福良漁業協同組合」 
・奈良県 橿原市 「大和平野土地改良区」 

◇今後の予定
12月頃、農林水産省及び総理大臣官邸において「ディスカバー農山漁村(むら)の宝」(第7 
回選定)の選定証授与式及び交流会を開催します。

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/kouryu/201104.html

◆近畿「ディスカバー農山漁村（むら）の宝」（第4回）の選定結果について

近畿農政局管内においても、応募のあった事例の中には、これら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について、近畿「ディスカバー農山漁村(む
ら)の宝」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こととし、近
畿「ディスカバー農山漁村(むら)の宝」（第4回）として、以下の7地区と1名を選定しま
したので、お知らせします。

・滋賀県 東近江市 「百済寺樽プロジェクト」 
・京都府 和束町 「お茶の通販・京都おぶぶ茶苑」 
・大阪府 堺市 「大阪府立農芸高等学校」 
・兵庫県 丹波市 「株式会社ゆめの樹野上野」 
・奈良県 葛城市 「葛城山麓地域協議会」 
・和歌山県 田辺市 「株式会社日向屋」 
・和歌山県 みなべ町 「梅遊びグループ」 
・滋賀県 東近江市 「前川 真司」 （個人）
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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（農林水産省ホームページ）
https://www.maff.go.jp/kinki/press/keikaku/nousonshinkou/201105.html

＜募集・案内＞

◆シカ肉・イノシシ肉の愛称募集について

農林水産省は、「シカ肉」「イノシシ肉」のより身近で親しみやすく、みんなが食べたく
なるおいしさのイメージがわく「愛称」を募集いたします。

◇概要
野生鳥獣肉を意味する「ジビエ」という名称は、近年、消費者の認知度も向上し、「ジビ
エ」と銘打ったメニューを提供する飲食店も増加しています。一方で、我が国のジビエの
多くを占めている「シカ肉」や「イノシシ肉」といった個別の呼称については、これま
で、そのままの名称でメニューなどに記載されるのが一般的となっています。
このため、農林水産省では、消費拡大を更に促進するため、「シカ肉」「イノシシ肉」の
より身近で親しみやすく、みんなが食べたくなるおいしさのイメージがわく「愛称」を募
集いたします。

【募集する愛称のイメージ】
シカ肉：森のヘルシーミート、天然のプロテイン、森の恵み など
イノシシ肉：森のジューシーミート、野生のビタミンパワー、山の恵み など

◇応募方法
下記の応募フォームより、必要事項を記入して送信して下さい。
https://www.contactus.maff.go.jp/j/form/nousin/tyozyu/201030.html

また、全国ジビエフェアホームページ（外部リンク）からも御応募いただけます。
https://gibierfair.jp/

◇応募期間
令和2年11月1日（日曜日）から令和2年12月11日（金曜日）

詳しくはこちら
http://www.maff.go.jp/j/press/nousin/tyozyu/201030.html

◆「あぐりデータサポート」のページを追加しました

10月23日に近畿農政局ホームページに「あぐりデータサポート」のページを追加しまし
た。ここでは、データ分析に役立つおすすめコンテンツを紹介しています。
「あぐりデータサポート」へのアクセスは、グローバルナビの統計情報、近畿トップのキ
ーワード及び統計情報トップのバナーからと３WAY。より素早く、おすすめコンテンツに
アクセスできるようになりました。データ分析・検索にご活用ください。

==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
https://www.maff.go.jp/kinki/toukei/toukeikikaku/agridata.html

◆BUZZ MAFF 「紀州備長炭 焼いてみた！」 ＃2「紀州備長炭を焼いてみた！（その１：
窯入れの準備）」配信中
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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、10月後半から新たに和歌山県拠点の職員が、紀州備長炭の魅力を炭焼
き職人に弟子入り体験することでお伝えしています。
第2話は、「紀州備長炭を焼いてみた！（その１：窯入れの準備）」です。
自然に囲まれた炭焼き小屋での作業や滅多に見られない窯の中の不思議な光景が繰り広げ
られます。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=UcObm5IqP08

--------------------------------------------------------------------
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｜大阪府花き振興協議会
JR天王寺駅にコスモス畑が登場！
https://www.maff.go.jp/kinki/tiiki/osaka/2020phot/16_cosmos/tennouji.html

◇兵庫県神戸市｜社会福祉法人プロップ・ステーション
農業分野でのユニバーサル社会の取組促進に向け意見交換
https://www.maff.go.jp/kinki/photo/kekka/201021.html

◇兵庫県姫路市｜おかもと農園 岡本将司さん
子ども達の将来なりたい職業に！
https://www.maff.go.jp/kinki/tiiki/hyogo/pr/h_satt/pdf/202010-2.html

◇兵庫県稲美町｜大西範裕さん
安心安全は当たり前、おいしいものを届けたい！
https://www.maff.go.jp/kinki/tiiki/hyogo/pr/h_satt/pdf/202010-1.html

◇滋賀県長浜市｜長浜市立南郷里小学校
学校給食にビワマス＆近江牛！美味しさを知って
https://www.maff.go.jp/kinki/tiiki/otsu/photo/201027.html

◇田辺市立秋津川中学校 訪問記（和歌山県拠点）
https://www.maff.go.jp/kinki/tiiki/wakayama/photo/img/20201016akidugawacyuugakko 
u/200730.html

◇奈良県吉野町｜奈良県立吉野高等学校
地域の交通安全を願って手作りの木製ストラップを配付
https://www.maff.go.jp/kinki/tiiki/nara/photo/photo_2020/report_20201003.html

◇「統計の日」を記念し農林水産大臣の感謝状を贈呈しました（京都府拠点）
https://www.maff.go.jp/kinki/photo/kekka/201104.html

◇滋賀県草津市｜滋賀県立草津養護学校
学校給食に近江しゃも！美味しさを知って
https://www.maff.go.jp/kinki/tiiki/otsu/photo/201022.html

◇「統計の日」を記念し、農林水産大臣感謝状を手交しました（奈良県拠点）
https://www.maff.go.jp/kinki/tiiki/nara/photo/photo_2020/report_20201101.html
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◇農林水産統計業務永年協力者に大臣感謝状を手交しました（滋賀県拠点）
https://www.maff.go.jp/kinki/tiiki/otsu/photo/201105.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

・農業経営統計調査 令和元年産大豆生産費（個別経営）（全国） 
・農業経営統計調査 令和元年産大豆生産費（組織法人経営）（全国）
・農業経営統計調査 令和元年産そば生産費（全国）
・農業経営統計調査 令和元年産原料用ばれいしょ生産費（全国）
・令和元年漁業構造動態調査結果（全国）
・令和2年耕地面積（7月15日現在）（全国）
・令和2年産大豆、小豆、いんげん及びらっかせい（乾燥子実）の作付面積（全国）
・令和2年産水稲の作付面積及び予想収穫量（10月15日現在）（近畿）（全国）
・生産者の米穀在庫等調査（令和2年6月30日現在の在庫量）（全国）

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

∞＊編集後記＊∞＊∞＊∞＊∞＊∞＊∞＊∞＊∞＊∞＊∞＊∞＊∞＊∞＊∞

11月に入り気持ちのいい秋晴れがつづいていますが、ここに来て新型コロナウイルスの感
染者が急増傾向になっています。内閣官房からは、「寒冷な場面における感染防止対策の
徹底等について」の注意喚起が出されました。みなさまにおかれましても、マスクの着用
はもちろんのこと、寒い環境でも換気の実施と、適度は保湿（湿度40％以上を目安）をこ
ころがけていただくようお願いします。

■□・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・■

☆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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