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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26日、11月10日版からの追加事項)

～Topic～
【利用者の皆様へ】
・感染が拡大している状況を踏まえ、北海道札幌市、埼玉県、東京都及び大阪府において
は、Go To Eatキャンペーンにより得たポイント及び既に発行された食事券の利用を、極
力控えていただくようご協力とご理解をお願いします。（期間：北海道札幌市は11月30 
日～12月15日、埼玉県は11月27日～、東京都は11月27日～12月17日、大阪府※は11月27 
日～12月11日）
※今後の感染状況を踏まえ、期間を変更する可能性があります。

・北海道庁、東京都庁、大阪府庁から、感染拡大防止に向けて、対象地域の酒類提供を行
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う飲食店などに対し、営業時間短縮等の要請が出されました。本キャンペーンは、これら
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、要請にご協力
をお願いいたします。
詳細は、下記URLをご参照ください。（外部リンク）
（北海道庁）http://www.pref.hokkaido.lg.jp/ss/ssa/koronataisakukaigi.htm
（東京都庁）https://www.bousai.metro.tokyo.lg.jp/1009757/1012266.html
（大阪府庁）http://www.pref.osaka.lg.jp/kikaku/corona-kinkyuzitai/index.html

・新型コロナウイルス感染症対策分科会が示している「感染リスクが高まる「5つの場
面」」を踏まえ、Go To Eatキャンペーン事業においても、11月21日以降順次、9都道府県
において食事券の利用、ポイントの付与・利用は、原則として「4人以下の単位」での飲
食とする対応を行うこととしました。
この制限を導入する都道府県は（以下のリンク）をご参照ください。
http://www.maff.go.jp/j/shokusan/gaisyoku/attach/kansenboushikyoka.pdf
飲食店及び消費者の皆様におかれましては、感染症予防対策への理解と協力をお願いいた
します。

・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

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
--------------------------------------------------------------------

◆兵庫県における高病原性鳥インフルエンザの疑似患畜の確認に伴う近畿農政局の対応に
ついて（令和2年11月25日）

本日、兵庫県淡路市の養鶏場において、家畜伝染病である高病原性鳥インフルエンザの疑
似患畜（今シーズン10例目）が確認されました。本発生は、兵庫県における今シーズン初
めての発生であり、これを受け、近畿農政局では、同日、近畿農政局鳥インフルエンザ対
策本部会議を開催し、今後の対応方針を決定しました。
家きん飼養者の皆様におかれましては、飼養衛生管理基準の遵守と異常家きんの早期発見
・早期通報をお願いします。

◇今後の対応
（1）現場状況の的確な把握、各種情報の収集
（2）関係機関との連携・調整
（3）兵庫県からの要請に応じて防疫作業支援要員の派遣
（4）生産者、消費者、流通業者等への正確な情報の提供
（5）相談窓口の設置

◇鳥インフルエンザ相談窓口
消費・安全部  畜水産安全管理課（全般）
電話 075-414-9000  FAX 075-417-2149
消費・安全部  消費生活課（消費者向け）
電話 075-414-9761  FAX 075-417-2149

詳しくはこちら
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https://www.maff.go.jp/kinki/press/syouhi/anzen/201125.html
令和2年度 令和2年度 高病原性鳥インフルエンザ国内発生事例について（農林水産省ホー
ムページ）
https://www.maff.go.jp/j/syouan/douei/tori/r2_hpai_kokunai.html

◆令和2年産米の相対取引価格・数量について（令和2年10月）

令和2年10月の相対取引価格は、全銘柄平均価格で前年同月より668円（4％）安い15,065 
円/玄米60kg、相対取引数量は、全銘柄合計で前年同月より約9万トン少ない約18万トンと
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/201117.html

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

＜募集・案内＞

◆今年の和食王選手権は動画とフォトコンテスト！

農林水産省は、「和食」や「郷土料理」に対して、子どもたちの関心と理解を育むことを
目的に、全国子ども和食王選手権を開催しています。このたび、第5回全国子ども和食王
選手権を開催し、YouTube動画コンテストやInstagramフォトコンテストの募集を開始する
とともに、和食への理解を育む魅力を伝えてくれるアンバサダーを任命します。

◇和食文化の背景は、“謎”だらけ
「にんじゃ汁」「やせうま」・・・これは、郷土料理の名前です。 長く日本人の健康を
支え、地域の風土や文化に深く結びついている郷土料理は、核家族化が進み、地域での行
事なども減少している今、その魅力や価値を伝えることが難しくなってきています。 「
なぜ、こんな変な名前なんだろう」と思うような郷土料理は、日本各地にあります。その
面白い謎を解き明かすことで、知的好奇心を刺激し、子どもたちが住んでいる地域の魅力
や和食文化への興味を深めてもらい、コンテストへの多くの参加を期待しています。

◇募集の開始
今年も、小学生を対象にYouTube動画コンテスト（テーマ：未来に残したい日本の郷土料
理）と、未就学児から小学生を対象にInstagramフォトコンテスト（テーマ：私の好きな
和食）を実施することとしており、令和3年1月6日(水曜日)まで募集します。

詳細はこちらから（外部リンク、第5回全国子ども和食王選手権ページ）
https://washoking.maff.go.jp/

◇和食王アンバサダーの任命
この度、「和食」や「郷土料理」の魅力を伝え、和食王選手権（本選）の審査員を勤めて
いただく「和食王アンバサダー」を新たに設けることとなりました。 今年は、和食文化
の背景を“謎”として設定し、「キョウドリョウリって、ナゾだらけ！」という謎解きテ
イストのコンセプトに沿う松丸亮吾さんを「和食王アンバサダー」に任命します。

詳しくはこちら
http://www.maff.go.jp/j/press/shokusan/wasyoku/201113.html

◆【近畿農政局】学生おべんとうコンクール2020  全93作品公開、投票受付中！

3



～『学生のアイデア・若きチカラで近畿の生産者を応援しよう！』コロナに負けるな！近
畿の食材でお弁当づくり～

新型コロナウイルス感染症の影響を受けている近畿管内の農林水産業を少しでも応援する
ため、学生のアイデア、若いチカラのこもったお弁当を募集し、応募された作品を近畿農
政局ホームページに掲載して情報発信することで、近畿の食材の消費拡大及び食育の推進
を目的として「学生おべんとうコンクール2020」を開催しています。

このたび、学生のみなさまにご応募頂いた全93作品を公開しました。ご応募してくださっ
た学生のみなさま、ありがとうございました。
作品をご覧いただき、あなたのお気に入りの「おべんとう」に投票をお願いします。あな
たの投票で特別賞（最多人気賞）が決定されます！

◇投票期間：令和2年11月29日(日曜日)まで

◇投票方法：下記フォームより投票お願いします。
https://www.contactus.maff.go.jp/j/kinki/form/obentovote.html

==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

◆【京都府】就農相談会を大阪市内で開催！

京都府では、畜産・茶業の未来の担い手となる人材を育成するため「畜産人材育成研修」
、「宇治茶実践学舎」を開講しています。

そこで、畜産・宇治茶を中心に京都府内での就農を目指している方々を対象とした就農相
談会を開催しますので、是非ご来場下さい。

◇場所：TKPガーデンシティ大阪梅田 カンファレンスルーム８Ａ（８階）
大阪市福島区福島５丁目４－２１（JR大阪駅 桜橋口より徒歩１０分）

◇日時：令和2年12月12日(土曜日)13時30分～15時30分

◇内容：就農相談（畜産・宇治茶・その他野菜等京都府内での就農全般）
1相談30分を予定しています。ご予約時に希望時間をご指定ください。
【個別相談時間】(1)13時30分～14時(2)14時～14時30分(3)14時30～15時(4)15時～15時30 
分

◇予約方法：参加を希望される方は、畜産センターまで、メールか電話でご予約くださ
い。
畜産センター 業務部 担い手・普及担当：電話0773-47-0301
メール：ngc-chikusan@pref.kyoto.lg.jp

詳しくはこちら（京都府農林水産技術センター畜産センター、外部リンク）
https://www.pref.kyoto.jp/chikken/

◆BUZZ MAFF 「紀州備長炭 焼いてみた！」 ＃3「紀州備長炭を焼いてみた！（その２：
口焚き）」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
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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３話は、「紀州備長炭を焼いてみた！（その２：口焚き）」です。
今回は、紀州備長炭の原木を窯に入れ、「口焚き」と呼ばれる作業を行います。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口焚き工程の詳しい解説が行われます。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=rco4m9soai4

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

◇「統計の日」の感謝状を贈呈（大阪府拠点）
https://www.maff.go.jp/kinki/tiiki/osaka/2020phot/18_tokei/kansya.html

◇「統計の日」の農林水産大臣感謝状を手交しました（和歌山県拠点）
https://www.maff.go.jp/kinki/tiiki/wakayama/photo/img/20201111toukeinohikansyazy 
ousyukou/20201111toukeinohinourinsuisandaizinkansyazyousyukou.html

◇兵庫県芦屋市｜芦屋市立朝日ケ丘小学校
芦屋市立朝日ケ丘小学校のみなさんと食料自給率について考えました
https://www.maff.go.jp/kinki/tiiki/hyogo/p_repo/20201106.html

◇「統計の日」を記念し農林水産大臣感謝状を贈呈しました（兵庫県拠点）
https://www.maff.go.jp/kinki/tiiki/hyogo/p_repo/20201110.html

◇令和2年度高収益作物振興事例発表・意見交換会を開催（滋賀県拠点）
https://www.maff.go.jp/kinki/tiiki/otsu/photo/201112.html

◇認定NPO法人大阪府高齢者大学校
日本農業の現状と今後の方向性などを講義
https://www.maff.go.jp/kinki/tiiki/osaka/2020phot/19_syucyou/koureisyadaigaku.ht 
ml

◇兵庫県たつの市｜藤本俊祥さん
地域の農地を守っていきたい！
https://www.maff.go.jp/kinki/tiiki/hyogo/202011-2.html

◇兵庫県神戸市｜鷺野チャンタラ沙織さん
人気の野菜を瑞々しいままで届けます！
https://www.maff.go.jp/kinki/tiiki/hyogo/202011-1.html

◇京都府久御山町｜ロックファーム京都株式会社
若いちからで農業を盛り上げる
https://www.maff.go.jp/kinki/tiiki/kyoto/rockfarm200929.html

◇京都府南丹市｜「青い森自然農園」齋藤健司さん
大地の力で作物を育てたい
https://www.maff.go.jp/kinki/tiiki/kyoto/aoimori201001.html
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◇奈良県宇陀市｜特定非営利活動法人ハンサムガーデン
循環型農業にスマート農業技術を加えて収益向上を研究
https://www.maff.go.jp/kinki/tiiki/nara/photo/photo_2020/report_20201102.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

・令和元年漁業経営統計調査 （全国）
・令和2年産びわ、おうとう、うめの結果樹面積、収穫量及び出荷量 （全国）（近畿、う
め）
・2020年農林業センサス結果の概要（令和2年2月1日現在）（概数値） （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＊∞＊∞＊∞＊∞＊∞＊∞＊∞＊∞＊∞＊∞＊∞＊∞＊∞＊∞

今年の紅葉は、8月の高温多照が良かったのか、例年に比べ色が鮮やかで、わが家の柿畑
も濃い赤色に染まりました。今年も早いものであと一月あまりとなりました。新型コロナ
ウイルスの感染拡大はここ3週間が重要な局面を迎えているといわれています。何かと気
ぜわしい師走ですが、「いつでもマスク」を意識して感染防止に努めたいと思っていま
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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