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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22日、10月9日版からの追加事項)

◇Go To Eatキャンペーンをご利用いただく皆様へ
オンライン予約サイトを通じて飲食を予約し飲食した際のポイント付与及び食事券の購入
にあたっては、サービス産業消費喚起事業（Go To Eatキャンペーン）給付金給付規程
（（令和2年10月9日付け2食産第3487号）（以下のリンク、農林水産省ホームページ）に
基づく申請が必要となります。
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http://www.maff.go.jp/j/shokusan/gaisyoku/attach/kyuhukitei.pdf

申請については、オンライン飲食予約事業者又は食事券発行事業者が利用者の皆様に代わ
り申請することによりポイントの付与又は食事券の購入が可能となります。
なお、サービス産業消費喚起事業（Go To Eatキャンぺーン）給付金を申請するにあた
り、下記の4項目に対して宣誓いただく必要があります（Go To Eatキャンペーンの利用者
は、オンライン予約サイトを通じての飲食を予約又は食事券を購入することにより、以下
の宣誓事項に同意するものとします。）。
1.申請書類の内容に虚偽がないこと。
2.農林水産省大臣官房参事官（経理）又は大臣官房予算課経理調査官の委任した者が行う
関係書類の提出指導、事情聴取等の調査に応じること。
3.不正受給が判明した場合には、「サービス産業消費喚起事業（Go To Eatキャンペー
ン）給付金給付規程」に従い給付金の返還等を行うこと。
4.「給付金給付規程」に従うこと。

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/

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

◆米に関するマンスリーレポート（令和2年10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10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）
https://www.maff.go.jp/j/press/seisaku_tokatu/kikaku/201009.html

◆令和2年産米の相対取引価格・数量について（令和2年9月）

令和2年9月の相対取引価格は、全銘柄平均価格で前年同月より676円（4％）安い15,143円
/玄米60kg、相対取引数量は、全銘柄合計で前年同月より約2万トン少ない約11万トンとな 
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/201016.html

◆ジャンボタニシ（スクミリンゴガイ）防除対策マニュアル及びリーフレットの公表につ
いて

農林水産省は、水稲の生産に被害を及ぼすジャンボタニシ（スクミリンゴガイ）の防除の
徹底を図るため、指導者向け防除対策マニュアル及び生産者向け防除対策リーフレットを
とりまとめましたので、お知らせします。

・指導者向け防除対策マニュアル（スクミリンゴガイ防除対策マニュアル（移植水稲）
https://www.maff.go.jp/j/syouan/syokubo/gaicyu/attach/pdf/index-8.pdf

・生産者向けリーフレット」（【秋冬編】ジャンボタニシによる水稲の被害を防ぐため
に）
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https://www.maff.go.jp/j/syouan/syokubo/gaicyu/attach/pdf/index-10.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/press/syouan/syokubo/201021.html

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

＜表彰＞
◆「～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」の入選作品を決定

農林水産省は、棚田地域を盛り上げるための取組の一環である「～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、9月8日～9月22日の間作品の募集を行
いました。このたび、入選作品として13作品を決定しましたので、公表します。
近畿農政局管内からは1作品が入選しました。

・兵庫県神崎郡市川町上牛尾寺家 寺家の棚田「市川・愛の棚田ばあ」
http://www.maff.go.jp/j/press/nousin/nihon/attach/pdf/201019-2.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/press/nousin/nihon/201019.html

＜募集・案内＞

◆学生おべんとうコンクール2020の作品募集

近畿農政局は、若い世代の食育推進と近畿農政局管内の農林水産業を応援するため、令和
2年11月10日(火曜日)まで、近畿の食材を使用したお弁当の写真を募集します。
応募された作品は、近畿農政局のホームページに掲載し、人気投票や優秀作品の表彰も実
施する予定です。
学生の皆様の応募お待ちしております。

◇募集締切：令和2年11月10日(火曜日)まで

◇募集内容：近畿の食材を使用したお弁当の写真及びコメント
※食材は、近畿（滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県）のものを少なく
とも１つ使用。

◇応募対象者：学生（大学生、短大生、専門学校生等）近畿管外からの応募も歓迎しま
す。

◇応募方法：以下のメールアドレスに(1)テーマ、(2)コメント、(3)使用した近畿の食
材、(4)作成時間、(5)大学等名、(6)氏名、(7)公表する場合のハンドルネームを記入し、
お弁当の写真を添付して送信。
応募用メールアドレス（mirai_club＠maff.go.jp）（注意：＠マークは、半角に置き換え
てください。）

==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/syokuiku/bento2.html

◆「農の雇用事業」第4回目の募集を開始します（令和3年2月研修開始分）
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農林水産省は、農業法人等が就農希望者を新たに雇用して実施する研修に対して支援を行
う「農の雇用事業」を実施しております。
今般、令和3年2月からの研修を希望される方を対象として、令和2年10月16日（金曜日）
から11月13日（金曜日）まで募集します。

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/keiei/zinzai/201016.html

◆「農業参入フェア2020（大阪会場）」開催のご案内

農林水産省と日経ビジネスは、以下のとおり、農業への参入を希望する企業と企業の誘致
をしようとする地域のマッチングを行う「農業参入フェア２０２０（大阪会場）」を開催
します。

◇日時：令和2年11月25日（水曜日）13時00分～17時30分（開場12時30分）
◇場所：グランキューブ大阪（大阪府立国際会議場）3Ｆイベントホール

（大阪市北区中之島５丁目３－５１）
◇内容：企業参入による先進事例の発表

企業の誘致を希望する都道府県、農地中間管理機構によるプレゼンテーション
各種ブースを設置して行う農業参入の説明・相談

◇参加費：無料
◇申込方法：「農業参入フェア2020（大阪会場）」への参加を希望される方は、以下の特
設サイトからお申し込みください。（外部リンク）
https://www.nikkeibp.co.jp/seminar/atcl/semi/nb201125/

＜マッチングブース出展の問合せ先＞
農業参入フェア２０２０運営事務局
株式会社ピーシーオーワークス内 担当者：江見・福重
TEL：03－6869－0713 FAX：03－3291－3635
e-mail：agrifair@pcoworks.jp

==お問合せ先==
経営・事業支援部農地政策推進課 電話075-414-9014
詳しくはこちら
https://www.maff.go.jp/kinki/press/keiei/kozo/201013.html

◆ノウフクマルシェ2020 を開催！

農林水産省では、障害者の皆さんが農業分野での活躍を通じ、自信や生きがいを持って社
会参画を実現していく取組である農福連携を推進しています。
その一環として、農福連携に取り組んでいる地域の農産物及びノウフクJAS商品（ノウフ
ク商品）の価値を多くの人にPRする「ノウフクマルシェ2020」を開催します。

◇開催日時及び場所
日時：令和2年11月6日（金曜日）10:00～17:00
場所：二子玉川ライズ ガレリア（東京都世田谷区玉川2－21－1）

◇近畿農政局管内の出店者
・さんさん山城（京都府）
・社会福祉法人 青葉仁会（奈良県）

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/201019.html
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◆全国ジビエフェア2020 参加店の募集について

農林水産省では、全国的なジビエ（野生鳥獣肉）の認知向上、普及、需要拡大に向けた取
組を行っています。
その一環として、ジビエメニューを提供する飲食店等の情報をとりまとめ、ジビエを消費
者にPRする「全国ジビエフェア」を開催することとしています。
開催に向けて、10月8日より参加店の募集を開始しましたので、お知らせします。

◇全国ジビエフェアについて
農作物の鳥獣被害防止対策等のための鳥獣捕獲が増加する中、捕獲した鳥獣を地域資源と
してとらえ、ジビエとして有効活用する取組が拡大しています。
このような中、農林水産省では令和2年度全国ジビエプロモーション事業において、ジビ
エの認知向上、普及、需要拡大に資する取組を推進しています。
全国ジビエフェアは、この一環として、ジビエのPRを行うとともに、フェア期間中にジビ
エメニューを提供・販売する飲食店等をとりまとめて情報提供することで、全国的なジビ
エの消費拡大を図るものです。（事業実施主体：（一社）日本フードサービス協会）

開催時期：令和2年11月1日（日曜日）～令和3年2月28日（日曜日）

◇参加店の募集について
本フェアの開催に向けて、10月8日より、参加飲食店等の募集を開始しました。
ジビエメニューを提供する飲食店や惣菜店、ジビエ商品を扱う小売店等が対象です。フェ
ア開催期間中でもお申込いただけます。
既にジビエを取り扱っている飲食店等はもとより、これからジビエを取り扱ってみたいと
考えている店舗等についても御相談ください。
参加申込みなど詳細につきましては以下のホームページを御参照ください。
全国ジビエフェア2020参加店募集ページ（外部リンク）
http://www.jfnet.or.jp/contents/gibier/

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/201008.html

◆食品ロス削減のための消費者啓発に取り組む小売・外食事業者数の中間報告

農林水産省は、本年８月31日より、ポスターなど普及啓発資材を活用した消費者に対する
食品ロス削減のための啓発活動を行う小売・外食店舗等を募集しています。
このたび、10月15日（木曜日）までに、71事業者（うち近畿では７事業者）より応募があ
りましたので中間報告いたします。
なお、応募は10月29日（木曜日）までであり、今後も以下の農林水産省HPにて、公表内容
の更新を随時行ってまいります。積極的なご応募お待ちしております。
https://www.maff.go.jp/j/shokusan/recycle/syoku_loss/201014.html

==お問合せ先==
経営・事業支援部農食品企業課 電話075-414-9024
詳しくはこちら
https://www.maff.go.jp/kinki/press/keiei/syokuhinkigyo/201016.html

◆BUZZ MAFF 「紀州備長炭 焼いてみた！」 ＃１「紀州備長炭で焼いてみた！」 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、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ます！。
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記念すべき第１回配信は、「紀州備長炭で焼いてみた！」と本編ダイジェストです。
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=hrEgb25o5WM

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

◇京都府向日市｜モリヤマ農園 森山佳之さん
地域農業を仲間とともにつないでいきたい！
https://www.maff.go.jp/kinki/tiiki/kyoto/moriyama200629.html

◇滋賀県長浜市｜滋賀県立長浜農業高等学校
長浜農業高校に大臣激励状を伝達しました！
https://www.maff.go.jp/kinki/tiiki/otsu/photo/201009-2.html

◇滋賀県甲賀市｜滋賀県立甲南高等学校総合学科「生物と環境コース」
甲南高等学校に大臣からの激励状を伝達しました！
https://www.maff.go.jp/kinki/tiiki/otsu/photo/201009-1.html

◇滋賀県草津市｜滋賀県立湖南農業高等学校
湖南農業高校に大臣激励状を伝達しました！
https://www.maff.go.jp/kinki/tiiki/otsu/photo/201005.html

◇滋賀県東近江市｜滋賀県立八日市南高等学校
八日市南高校に大臣激励状を伝達しました！
https://www.maff.go.jp/kinki/tiiki/otsu/photo/201013.html

◇大阪府能勢町｜有限会社能勢物産センター
能勢町産米を使ったおにぎり屋がオープン
https://www.maff.go.jp/kinki/tiiki/osaka/2020phot/15_onigiri-ya/nose.musubi.html

◇大阪府｜柏原市スマートブドウ生産実証コンソーシアム
スマート農業技術を活用したブドウ栽培
https://www.maff.go.jp/kinki/tiiki/osaka/2020phot/13_smart.jissyo/kasiwara_smart
.html

◇奈良県｜三宅町農業委員会
香り良く濃厚な味わいの「金ゴマ」を生産しています!! 
https://www.maff.go.jp/kinki/tiiki/nara/photo/photo_2020/report_20201001.html

◇大阪府｜南河内ぶどう・みかんスマート農業実証コンソーシアム
草刈用ロボットの実演説明会が開催されました！
https://www.maff.go.jp/kinki/tiiki/osaka/2020phot/14_smart.habikino/kusakariki.h 
tml

◇滋賀県野洲市｜須原魚のゆりかご水田協議会・せせらぎの郷
須原の自然再生に挑み続ける！！
https://www.maff.go.jp/kinki/tiiki/otsu/photo/201013-2.html

◇滋賀県東近江市｜グリーン・ファーム湯ノ口  湯ノ口絢也 さん
恋して、つなげる農業

6



https://www.maff.go.jp/kinki/tiiki/otsu/photo/201020.html

◇奈良県明日香村｜特定非営利法人 明日香の未来を創る会
棚田の案山子コンテスト2020
https://www.maff.go.jp/kinki/tiiki/nara/photo/photo_2020/report_20201002.html

◇農業生産現場における労働力の確保に係る座談会開催！（和歌山県拠点）
https://www.maff.go.jp/kinki/tiiki/wakayama/photo/img/roudouryokukakuhozadankai2 
0201001/202008NHKTVsatuei.html

◇新たな食料・農業・農村基本計画に関する説明会が開催されました（大阪府拠点）
https://www.maff.go.jp/kinki/tiiki/osaka/2020phot/17_kihonkeikaku/setumeikai.osa 
ka.html

◇新たな食料・農業・農村基本計画web説明会を開催しました（京都府拠点）
https://www.maff.go.jp/kinki/tiiki/kyoto/kihonkeikaku_web_setsumei200917.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年果樹及び茶栽培面積（7月15日現在）（全国） 
・令和2年産「い」の作付面積、収穫量及び畳表生産量（主産県）（全国）
詳しくはこちら
https://www.maff.go.jp/kinki/toukei/toukeikikaku/yotei/2020.html

∞＊編集後記＊∞＊∞＊∞＊∞＊∞＊∞＊∞＊∞＊∞＊∞＊∞＊∞＊∞＊∞

衣替えが過ぎても着ていた夏物スーツですが、さすがに寒くなりました。23日は二十四節
気の「降霜」。秋が深まり、日によっては霜が降りるようになります。やはり秋冬物衣類
を出さなければいけませんね。みなさまも季節の変わり目、マスクや手洗いを徹底して、
風邪などひかれませんよう、ご自愛下さい。

■□・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・■

☆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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