
★★☆*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*☆★
近畿アグリレター  Vol.379  発行  農林水産省近畿農政局  2020.12.11
☆★☆*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*☆★
・近畿農政局ホームページ https://www.maff.go.jp/kinki/
・農林水産省フェイスブック https://www.facebook.com/maffjapan
・近畿農政局フォトレポート http://www.maff.go.jp/kinki/photo/index.html
・農林水産省広報誌ａｆｆ https://www.maff.go.jp/j/pr/aff/index.html
・広報紙新鮮mini情報 http://www.maff.go.jp/kinki/pr/magazine/mini/index.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
◆目次◆

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

◆新型コロナの感染リスクを下げながら会食を楽しむため、以下の点を実践しましょう！

1.農政の動き
~~~~~~~~~~~~
◆奈良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12月6日）
◆和歌山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12月10日）
◆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10月末現在）
◆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

2.お知らせ
~~~~~~~~~~
＜募集・案内＞
◆「ジャンボタニシ(スクミリンゴガイ)の防除対策研修会」の開催について
（※好評につき、現在募集は終了しております。）
◆就農情報ポータルサイト「農業をはじめる.JP」本格スタート
◆オンライン米粉料理教室２の開催について
◆農泊の魅力をお伝えします（第２弾）
◆BUZZ MAFF 「紀州備長炭 焼いてみた！」 ＃4「紀州備長炭を焼いてみた！（その３：
窯出し）」配信中

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

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

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

--------------------------------------------------------------------
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12月4日、11月26日版からの追加事項)

～Topic～
・オンラインサイトのポイントについては、その有効期限を付与から60日など短期間の有
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効期限としているサイトがありました。他方で、現在、一部の都道府県でGo To Eatキャ
ンペーンのポイント利用を控えていただく呼びかけが行われています。
このため、短期間の有効期限としていた4事業者において、ポイント利用を控える期間に
応じて有効期限を延長する対応が行われましたのでお知らせします。詳細は、以下のURL 
等をご覧ください（外部リンク）。
なお、上記の当該4事業者以外の9事業者では、当初からポイントの有効期限は、2021年3
月31日までとなっています。※令和2年12月4日公表
【ぐるなび】https://r.gnavi.co.jp/plan/campaign/gotoeat/pdf/gte_20201204_1.pdf 
【Yahoo!ロコ飲食予約】
https://reservation.yahoo.co.jp/promo/gotoeat/#extendPeriodMessage
【HOT PEPPERグルメ】
https://www.hotpepper.jp/doc/info/sp_notification_20201126_2.html
【favy、トレタ】https://favy.page.link/gotoeat_lp01

【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15日※令和2年12月4日更新）
※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。

・新型コロナウイルス感染症対策分科会からの提言を踏まえ、11月24日以降順次、10都道
府県において食事券の新規発行の一時停止、既に発行された食事券やオンライン飲食予約
サイトで付与されたポイントの利用を控える旨の利用者への呼びかけを行うことしまし
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。※令和2年12月4日更
新
http://www.maff.go.jp/j/shokusan/gaisyoku/attach/kekka.pdf

・北海道庁、茨城県庁、埼玉県庁、千葉県庁、東京都庁、神奈川県庁、愛知県庁、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
（茨城県庁）
https://www.pref.ibaraki.jp/1saigai/2019-ncov/documents/201202_chijikisyakaikens 
hiryo.pdf
※令和2年12月2日更新
（埼玉県庁）
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0401/covid19/saitamaken_kyouyokuyousei1124.html 
※令和2年12月1日追加
（千葉県庁）
https://www.pref.chiba.lg.jp/kenfuku/kansenshou/ncov/taisaku-zissi.html
（東京都庁）https://www.bousai.metro.tokyo.lg.jp/1009757/1012266.html
（神奈川県庁）
https://www.pref.kanagawa.jp/docs/jf2/coronavirus/kyoryokukin_3rd.html
※令和2年12月4日
（愛知県庁）https://www.pref.aichi.jp/site/covid19-aichi/kyoryokukin3.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、10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。※令和2年12月2日更
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新
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。

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/

◆新型コロナの感染リスクを下げながら会食を楽しむため、以下の点を実践しましょう！

○飲酒をするのであれば、1）少人数・短時間で、2）なるべく普段一緒にいる人と、3）
深酒・はしご酒などはひかえ、適度な酒量で、楽しみましょう。
○箸やコップは使い回さず、1人ひとりで使いましょう。
○座席の配置は斜め向かいにしましょう。
○会話する時はなるべくマスクを着用しましょう。
○換気が適切になされているなどの工夫をしている、感染拡大予防ガイドラインを遵守し
たお店を利用しましょう。
○体調が悪い人は参加しないようにしましょう。

詳しくはこちら
「感染リスクが高まる「５つの場面」」（内閣官房 外部リンク）
https://corona.go.jp/proposal/
新型コロナウイルスについて
https://www.maff.go.jp/j/saigai/n_coronavirus/index.html
「５つの場面」に注意しましょう
https://www.maff.go.jp/j/saigai/n_coronavirus/5scenes.html

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

◆奈良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12月6日）

本日、奈良県五條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（今シーズン国内16例目）が確認されました。本発生は、奈良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。

◆和歌山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12月10日）

本日、和歌山県紀の川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（今シーズン国内21例目）が確認されました。本発生は、和歌山県における今
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。

◇今後の対応（奈良県、和歌山県共通）
（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）奈良県、和歌山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
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（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
https://www.maff.go.jp/kinki/press/syouhi/anzen/201206.html
https://www.maff.go.jp/kinki/press/syouhi/anzen/201210.html
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10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101％、販売数量は前年
同月比89％、民間在庫については前年より約1割増で推移しています。

◇契約・販売状況 全国の集荷数量は204万トン、契約数量は171万トン、販売数量は25万
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325万トン。
◇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10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97.8％（うち小売事業者向けは前年同月比103.0％、中食・外食事
業者等向けは前年同月比91.9％）。また、小売事業者向けの販売価格は前年同月比
99.5％、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）
http://www.maff.go.jp/j/press/seisaku_tokatu/kikaku/201127.html

◆米に関するマンスリーレポート（令和2年12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12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/201208.html

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

＜募集・案内＞

◆「ジャンボタニシ(スクミリンゴガイ)の防除対策研修会」の開催について
（※好評につき、現在募集は終了しております。）

◇趣旨
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近年、これまでスクミリンゴガイが生息していない、あるいは生息していても大きな被害
が発生していなかった地域における食害等の被害が顕在化しています。
また、本年は暖冬の影響から、越冬したと思われる大型の個体が例年になく多く見られ、
被害を受けた水田が多く発生しました。今後も暖冬傾向が想定される中、本種による被害
を抑えるため、地域の実情に応じた防除体系の確立を早急に行う必要があります。
このことから、農林水産省では、本種の防除体系の確立に向けた取組みを実施することと
しました。
今般、その取組みの一環として、以下のとおり本省の委託事業「令和2年度病害虫の効率
的防除体制の再編委託事業」を活用し、本事業のコンソーシアムである滋賀県が主催、近
畿農政局が協力して、滋賀県野洲市において、地域の生産者、普及員、JA等を対象とした
「ジャンボタニシ(スクミリンゴガイ)の防除対策研修会」を行います。

◇研修会の日時、場所及び現地ほ場(実演場所)
日時：令和2年12月16日(水曜日) 13時30分～16時00分 (受付 12時30分～)
場所：さざなみホール
所在地：滋賀県野洲市比留田3313-3
現地ほ場（実演場所）：滋賀県野洲市須原

◇研修内容
講習   13時30分～15時00分
・あいさつ
・全国におけるスクミリンゴガイの被害対策について
・スクミリンゴガイの発生生態と防除について
・発生地域でのスクミリンゴガイ防除の取組について
・滋賀県内のスクミリンゴガイの被害状況と実証ほの取組内容
<現地ほ場へ移動>
実演   15時30分～16時00分
・スクミリンゴガイの防除を目的とした耕うんの実演
（雨天の場合は、実演を中止し、耕うんの動画をさざなみホールにて上映）

==お問い合わせ先==
消費・安全部 農産安全管理課 電話075-414-9035
詳しくはこちら
https://www.maff.go.jp/kinki/press/syouhi/anzen/201208.html

◆就農情報ポータルサイト「農業をはじめる.JP」本格スタート

農林水産省と一般社団法人全国農業会議所は、就農を検討している方が、農業を知り、具
体的な行動を起こしていくために必要となる情報を一元的に閲覧できる、就農情報ポータ
ルサイト「農業をはじめる.JP」をスタートします。今後は、関係省庁や自治体、JAグル 
ープ等の情報にも効率的にアクセスできるようになります。

「農業をはじめる.JP」（外部リンク）
https://www.be-farmer.jp/

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/201207_5.html

◆オンライン米粉料理教室２の開催について

近畿米粉食品普及推進協議会主催、近畿農政局の後援でオンライン米粉料理教室を10、11 
月に開催したところですが、好評につき、「オンライン米粉料理教室２」の開催が決定し
ました！
今回は参加者からの要望にお応えして「卵不使用の米粉料理」を作ります。また、開催時
間も要望がありました、平日の夜と日曜日の午後に開催することになりました。

5



前回同様、zoomを使用して、講師とやり取りしながら米粉料理を作ります。参加費は無料
ですので、興味のある方は是非、参加をお待ちしております！

◇日時
（1）令和3年1月18日（月曜日）19時～20時
（2）令和3年2月7日（日曜日）15時～16時
（3）令和3年2月19日（金曜日）19時～20時

◇定員：各回10名

◇場所：オンライン開催（zoomを使用）

◇参加費：無料（各自、必要な食材及び調理器具をご用意ください。）

◇参加申込：オンライン米粉料理教室は事前申込みが必要です。
E-mailでのお申し込みのみになります。

※宛先 info@riceflour.jp
（申込期限：（1）～（3）のそれぞれ5日前）

※お申し込みは１人につき１回限りとさせていただきます。

==お問い合わせ先==
生産部生産振興課 電話 075-414-9021
詳しくはこちら
https://www.maff.go.jp/kinki/press/sinko/201210_5.html

◆農泊の魅力をお伝えします（第２弾）

農林水産省では、Withコロナ期での国内向け農泊プロモーションを実施しています。カジ
サック等のYouTuberが農泊を満喫する様子がYouTubeにアップされました。
各地域で体験できる農泊の魅力が窺える内容となっていますので、興味のある方は是非ご
覧ください。

YouTube（外部リンク）
北海道美瑛町（YouTuber：みぽたぽた）
https://www.youtube.com/watch?v=k0FXf7z1dP4
神奈川県相模原市（YouTuber：ナオトのソト飯すたいる）
https://www.youtube.com/watch?v=VSW6yPBV_eU
長野県飯山市（YouTuber：カジサック）
前編：https://www.youtube.com/watch?v=8qFK92GrZHg
後編：https://www.youtube.com/watch?v=5rA-joL9Bu4
奈良県曽爾村（YouTuber：わたなべ夫婦）
https://www.youtube.com/watch?v=kvfDSyWb7Z4
福岡県柳川市（YouTuber：にしやん会長）
https://www.youtube.com/watch?v=lSyV_Kfdg7k

◇農泊とは
農山漁村において日本ならではの伝統的な生活体験と農村地域の人々との交流を楽しみ、
農家民宿、古民家を活用した宿泊施設など、多様な宿泊手段により旅行者にその土地の魅
力を味わってもらう農山漁村滞在型旅行を指します。
詳しくはこちら（農林水産省ホームページ）
https://www.maff.go.jp/j/nousin/kouryu/170203.html
農泊ポータルサイト（外部リンク）
https://nohaku.net/
近畿地方の農泊一覧（近畿農政局ホームページ）
http://www.maff.go.jp/kinki/seisaku/nosonsinko/kyousei/nouhaku/nouhaku.html
関東地方の農泊プロモーション（外部リンク）
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https://tsuchitoumitohito.com/
楽天トラベル特設ページ（外部リンク）
https://travel.rakuten.co.jp/movement/area/nohaku/

◆BUZZ MAFF 「紀州備長炭 焼いてみた！」 ＃4「紀州備長炭を焼いてみた！（その３：
窯出し）」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ています。
第４話は、いよいよ紀州備長炭の窯出しです。真っ赤に焼けた備長炭や滅多に見られない
窯の上など、魅力ある画像をお楽しみください。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=ZDEtknQYv9E

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

◇京都市｜大京食品株式会社
ヘルシーいなり 世界で人気
https://www.maff.go.jp/kinki/photo/kekka/yushutsu_jirei/daikyo-shokuhin.html

◇神戸市｜大阪国税局、近畿経済産業局、近畿農政局
近畿地域日本酒の輸出拡大に向けた3省庁連携の情報・意見交換会を実施
https://www.maff.go.jp/kinki/photo/kekka/k201118.html

◇消費者とのWeb意見交換会を開催しました（消費生活課）
https://www.maff.go.jp/kinki/photo/kekka/201118.html

◇大阪府茨木市｜梅花女子大学管理栄養学科
食を巡る現状と食育の推進について講義
https://www.maff.go.jp/kinki/photo/kekka/20201111-2.html

◇大阪府4Hクラブ連絡協議会
天赦日に縁起いいもん大阪産（もん）
https://www.maff.go.jp/kinki/tiiki/osaka/2020phot/20_engiiimon/tensyabi.html

◇神戸市｜神戸肉流通推進協議会
世界に本物の神戸ビーフを
https://www.maff.go.jp/kinki/photo/kekka/yushutsu_jirei/kobe-niku.html

◇滋賀県竜王町｜有限会社古株牧場
「農林水産祭天皇杯」受賞者が表敬訪問
https://www.maff.go.jp/kinki/photo/kekka/201130.html

◇滋賀県栗東市｜特定非営利活動法人縁活
農福連携事業のフロンティア！
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http://www.maff.go.jp/kinki/tiiki/otsu/photo/201023.html

◇大阪市｜株式会社フロレスタ
自社ドーナツに使用する大豆の収穫をしました！
https://www.maff.go.jp/kinki/tiiki/osaka/2020phot/21_tonyudonut/daizu_syukaku.ht 
ml

--------------------------------------------------------------------
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年産4麦の収穫量 （全国）
・農業経営統計調査 令和元年牛乳生産費 （全国）
・農業経営統計調査 令和元年肉用牛生産費［子牛・去勢若齢肥育牛・乳用雄育成牛・乳
用雄肥育牛・交雑種育成牛・交雑種肥育牛生産費］ （全国）
・農業経営統計調査 令和元年肥育豚生産費 （全国）
・令和2年産春植えばれいしょの作付面積、収穫量及び出荷量（都府県） （全国）
・令和2年産水陸稲の収穫量 （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＊∞＊∞＊∞＊∞＊∞＊∞＊∞＊∞＊∞＊∞＊∞＊∞＊∞＊∞

12月に入っても暖かい日が多く、今年はまだ冬用タイヤに交換する気が起こりません。冬
野菜も順調に育っているようで、実家からたくさんの野菜をもらい、単身赴任中の一人鍋
で活躍しています。ただ、14日頃からは本格的な冬の到来が予報されています。コロナの
感染が拡大する中、風邪などひかないよう、冬野菜で栄養をとって体調管理に努めたいと
思います。

■□・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・■

☆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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