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--------------------------------------------------------------------
0.新型コロナウイルス感染症関係
--------------------------------------------------------------------

◆令和2年度第３次補正予算の新型コロナウイルス感染症の影響を受ける農林漁業者・食
品関連事業者への支援策の公表について

今般、令和２年度第三次補正予算案が閣議決定されたことに伴い、新型コロナウイルス感
染症の影響を受ける農林漁業者・食品関連事業者の方々への支援策を改訂しました。
なお、令和２年度第三次補正予算の成立を前提としているものは、事業内容が今後変更等
されることがあります。
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詳しくはこちら（農林水産省ホームページ）
https://www.maff.go.jp/j/saigai/n_coronavirus/support.html

◆「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23日、12月4日版からの追加事項)

～Topic～
【利用者の皆様へ】
・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、20都道
府県において食事券の新規発行の一時停止、15都道府県において、利用者に対し既に発行
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呼び
かけを行うこととしました。これらの呼びかけを行っている都道府県では、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。
この対応を行っている都道府県は（以下のリンク）をご参照ください。※令和2年12月23
日更新
http://www.maff.go.jp/j/shokusan/gaisyoku/attach/kekka.pdf

・15都道府県において、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、以下の農林水産省ホームページをご参照ください。

・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、11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14日
更新
http://www.maff.go.jp/j/shokusan/gaisyoku/attach/kansenboushikyoka.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/

◆新型コロナの感染リスクを下げるために全ての場面で引き続き守ってほしいこと

○マスク着用や三密（密閉・密集・密接）の回避を徹底しましょう。
○換気を良くしましょう（室内の場合）。
○集まりは、少人数・短時間を心掛けましょう。
○大声をださず会話はできるだけ静かにしましょう。
○共用施設の清掃・消毒、手洗い・アルコール消毒を徹底しましょう。

・詳しくはこちらをご覧ください
「感染リスクが高まる「５つの場面」」（内閣官房）
⇒ 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
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--------------------------------------------------------------------

◆滋賀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13日）

本日、滋賀県東近江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23例目）が確認されました。本発生は、滋賀県における今シー
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）滋賀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
https://www.maff.go.jp/kinki/press/syouhi/anzen/201213.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年産米の相対取引価格・数量について（令和2年11月）

令和2年11月の相対取引価格は、全銘柄平均価格で前年同月より680円（4％）安い15,010 
円/玄米60kg、相対取引数量は、全銘柄合計で前年同月より約4万トン少ない約13万トンと
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/201215.html

◆指定棚田地域の指定について

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7条第1項の規定に基づき、令和2年12月16日、新たに6府県26地域の指定棚田
地域を指定しましたのでお知らせします。
近畿農政局管内からは、京都府、大阪府の以下の棚田が指定されました。

◇指定棚田地域（棚田の名称）
・京都府亀岡市・大阪府豊能町の西別院村（牧の棚田）
・大阪府河南町白木村（平岩の棚田）

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/201216.html
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◆全国の野生鳥獣による農作物被害状況について（令和元年度）

農林水産省は、令和元年度の野生鳥獣による農作物被害状況について、都道府県からの報
告を基にして、全国の被害状況をとりまとめました。（都道府県は、市町村からの報告を
基に把握を行っています。）

◇被害状況の概要
1．鳥獣による令和元年度の農作物被害について、被害金額は約158億円で前年度に比べ約
2千万円増加（対前年0.2％増）、被害面積は約4万8千haで前年度に比べ約3千ha減少（対
前年7％減）、被害量は約45万8千tで前年に比べ約3万8千t減少（対前年8％減）していま
す。

2．主要な鳥獣種別の被害金額については、シカが約53億円で前年度に比べ約1億円減少（
対前年2％減）、イノシシが約46億円で前年度に比べ約1億円減少（対前年2％減）、サル
が約9億円で前年度に比べ約1億円増加（対前年4％増）、ヒヨドリが約6億円で前年度に比
べ約3億円増加（対前年96％増）しています。

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/tyozyu/201223.html

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

＜募集・案内＞

◆スマート農業に関する最新情報を動画を交えて一斉公開！

農林水産省と農研機構は、「スマート農業実証プロジェクト」の実証成果やスマート農業
に関する最新の研究成果や製品などを動画を交えて紹介する「スマート農業推進フォーラ
ム2020」を、農林水産省webサイトで公開します。

◇農業者20名のREAL VOICE（リアルボイス）について（動画）
令和元年度の「スマート農業実証プロジェクト」水田作・畑作・園芸等の実証に取り組む
15名の農業者の動画（「REAL VOICE」）に引き続き、新たに20名の農業者の成果やプロジ 
ェクトにかける想いなどを動画にとりまとめました。
興味のある作目を選んでいただくと、農業者の生の声「REAL VOICE」がご覧いただけま
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/kanbo/kihyo03/201211.html
動画などのコンテンツのあるページ
https://www.maff.go.jp/j/kanbo/smart/forum/R2smaforum/index.html

◆農山漁村地域づくりホットラインの開設について

農林水産省では、食料・農業・農村基本計画に基づき「しごと」、「くらし」、「活力」
の3つの柱からなる農村の振興を進めるため、農村の実態や要望を直接把握し、関係府省
とも連携して課題の解決を図ることとしています。
このため、農山漁村の現場で地域づくりに取り組む団体や市町村等の皆様からの相談を受
け付け、地域づくりに関する取組を後押しするための窓口「農山漁村地域づくりホットラ
イン」を開設しました。

==お問い合わせ先==
農村振興部農村計画課 電話 075-414-9051
詳しくはこちら
https://www.maff.go.jp/kinki/press/keikaku/nousonshinkou/201222.html
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◆【近畿農政局】学生おべんとうコンクール2020結果について

～『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～

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、「学
生おべんとうコンクール2020」を実施しました。
令和2年10月20日から11月10日まで、近畿の食材を使用したお弁当の写真を募集した結
果、大学生、短大生、専門学校生等から93作品の応募がありました。
今般、近畿農政局のホームページを通じた一般投票及び審査員による審査により、グラン
プリ等各賞が決定しましたので、発表いたします。（※ 氏名は常用漢字を使用していま
す。）

◇受賞結果
＜グランプリ＞
「ぐるっと一周！近畿観光弁当」  （平安女学院大学  平安女子）宇佐美  亜希さん
＜アイデア賞＞
「鉄分補給！おいしが（滋賀）弁当」  （滋賀県立大学  おかえり）岡田  英里子さん
＜おいしそうで賞＞
「お家ピクニック」  （東大阪大学短期大学部  中澤桜子）中澤  桜子さん
<かんたんで賞>
「母に食べて欲しいお弁当」 （大阪成蹊短期大学  RINO）坂本  莉乃さん
＜特別賞（最多人気賞）＞
「近畿野菜1食分盛りだくさん弁当」 （相愛大学  高橋まいか）高橋  まいかさん

==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

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

◇大阪府河南町｜ クボタサンべジファーム株式会社
様々な障がいを持つ人に広く雇用の機会を提供
https://www.maff.go.jp/kinki/tiiki/osaka/2020phot/22_kubotasannbeji/kanankubota. 
html

◇京都市｜福島鰹株式会社
和食“だし文化”を世界へ
https://www.maff.go.jp/kinki/photo/kekka/yushutsu_jirei/fukushima-k.html

◇和歌山県九度山町｜一心農園 元家恭子さん
九度山の富有柿の美味しさに惹かれ
https://www.maff.go.jp/kinki/tiiki/wakayama/torikumi/img/202012motoya/202012moto 
yasan.html

◇兵庫県豊岡市｜「成田エコファーム」代表 成田智輝さん
夢は全ての水稲を農薬や化学肥料に頼らず栽培
https://www.maff.go.jp/kinki/tiiki/hyogo/202012-1.html
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◇近畿「ディスカバー農山漁村（むら）の宝」（第4回）選定証授与式を開催しました（
和歌山県拠点）
https://www.maff.go.jp/kinki/tiiki/wakayama/photo/img/20201216disukaba-muranotak 
arasennteisyoujyuyosiki/202012dhisukaba-muranotakarasenteisyouzyuyosiki.html

◇近畿「ディスカバー農山漁村（むら）の宝」（第4回）選定証授与式を開催しました（
大阪府拠点）
https://www.maff.go.jp/kinki/tiiki/osaka/2020phot/23_nogei/discover.hyosyo.html

◇近畿「ディスカバー農山漁村（むら）の宝」（第4回）選定証授与式を開催しました（
兵庫県拠点）
https://www.maff.go.jp/kinki/tiiki/hyogo/p_repo/202012-2.html

◇ウェブ会議を利用した意見交換を実施しました（兵庫県拠点）
https://www.maff.go.jp/kinki/tiiki/hyogo/p_repo/202012-3.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年産なたね（子実用）の作付面積及び収穫量 （全国）
・令和2年産水稲市町村別収穫量 （近畿）
・農業経営統計調査 令和元年産米生産費（個別経営） （近畿）（全国） 
・農業経営統計調査 令和元年産米生産費（組織法人経営） （全国）

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

∞＊編集後記＊∞＊∞＊∞＊∞＊∞＊∞＊∞＊∞＊∞＊∞＊∞＊∞＊∞＊∞

今年最後の配信となりました。今年は九州を中心とした7月豪雨等の災害に見舞われまし
たし、なんといっても新型コロナウイルス感染症の拡大は、日々変化する自然界の新たな
脅威を再認識させられました。来年こそは穏やかな一年になりますことを願います。みな
さん、どうぞ、よいお年をお迎え下さい。

■□・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・■

☆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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