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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3年1月19日）
（令和3年1月7日からの変更事項）

～Topic～
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【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、28都道
府県において食事券の新規発行の一時停止、25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3年1月19日
更新
http://www.maff.go.jp/j/shokusan/gaisyoku/attach/kekka.pdf

・26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、13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3年1月18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/

◆新型コロナウイルス感染症に係る相談窓口について（再掲）

近畿農政局では、新型コロナウイルス感染症に係る農業者や食品事業者等からの相談に適
切に対応するため、相談窓口を設置しております。お困りのことがありましたら、ご相談
下さい。

「新型コロナウイルス感染症に関する相談窓口」
電話:075‐414‐9036、075‐414‐9037
対応時間:平日 9時00分～17時00分まで

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

◆「令和元年度遺伝子組換え植物実態調査」の結果について

農林水産省は、平成18年度以降、セイヨウナタネやダイズの輸入港の周辺地域において、
遺伝子組換えセイヨウナタネ及び遺伝子組換えダイズの生育や、その近縁種との交雑の有
無を調査しています。
令和元年度の調査では、これまでの調査結果と同様に、主に運搬時にこぼれ落ちた種子に
由来すると考えられる遺伝子組換えセイヨウナタネ及び遺伝子組換えダイズが生育してい
ましたが、組み換えられた遺伝子が交雑可能な近縁種へ拡散したり、生育範囲が拡大した
りする状況を示していませんでした。
このため、遺伝子組換えセイヨウナタネ及び遺伝子組換えダイズが生物多様性に影響する
おそれはないと考えられます。
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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/nouan/210108.html

◆国内産農産物における農薬の使用状況及び残留状況調査の結果について（令和元年度）

農林水産省は、農薬の適正使用を推進し、安全な農作物の生産に資すること等を目的とし
て、農家における農薬の使用状況及び生産段階における農産物中の農薬の残留状況につい
て調査を実施しています。この度、令和元年度の国内産農産物における農薬の使用状況及
び残留状況について取りまとめましたのでお知らせします。

◇調査結果
1.農薬の使用状況について
480戸の農家に対し、記入簿への記入又は聞取りを行うことで農薬の使用状況を調査しま
した。
その結果、479戸の農家においては、農薬が適正に使用されていたことが確認されまし
た。また、1戸の農家で、使用方法が適切でなかった事例が確認されました。
農薬の不適正な使用があった1戸の農家に対しては、地方農政局及び都道府県から、農薬
の適正使用の徹底を図るよう指導を行いました。

2.農薬の残留状況について
480検体の農産物について、のべ3,387種類の農薬と作物の組合せの残留状況を調査しまし
た。
その結果、全ての検体において、食品衛生法（昭和22年法律第233号）に基づく残留基準
値を超えていませんでした。

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/nouyaku/210112.html

◆米に関するマンスリーレポート（令和3年1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3年1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/210115_2.html

◆令和2年産米の相対取引価格・数量について（令和2年12月）

令和2年12月の相対取引価格は、全銘柄平均価格で前年同月より849円（5％）安い14,896
円/玄米60kg、相対取引数量は、全銘柄合計で前年同月より約10万トン少ない約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/210115.html

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

＜表彰＞
◆「ノウフク・アワード2020」優秀賞の表彰16団体が決定しました

農林水産省は、農福連携に取り組んでいる優れた事例を表彰し、全国への発信を通じて他
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地域への横展開を図るため「ノウフク・アワード2020」を実施しています。今般、2020年
度における優秀賞の表彰団体等が決定され、近畿農政局管内から以下の3団体が受賞され
ましたのでお知らせします。

・特定非営利活動法人HEROES（京都府京都市）
・社会福祉法人京都聴覚言語障害者福祉協会 さんさん山城（京都府京田辺市）
・社会福祉法人青葉仁会 あおはにファーム（奈良県奈良市）

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/210112.html

◆「令和2年度全国優良経営体表彰」の発表について

農林水産省及び全国担い手育成総合支援協議会は、令和2年度全国優良経営体表彰の各賞
の受賞者を決定（計41経営体）しました。近畿農政局管内から以下の経営体が農林水産大
臣賞を受賞されましたので、お知らせします。

【農林水産大臣賞】経営改善部門
・アイ・エス・フーズ株式会社 代表 酒井 恵司 氏（兵庫県南あわじ市）
　経営規模：17.5ha（青ネギ 兵庫県7ha、徳島県10.5ha）

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/keiei/210115.html

◆「令和2年度地産地消等優良活動表彰」の発表について
全国地産地消推進協議会は農林水産省とともに、令和2年度地産地消等優良活動表彰を主
催し、各賞の受賞者を決定しました。近畿農政局管内から以下の団体が農林水産大臣賞を
受賞されましたので、お知らせします。

【農林水産大臣賞】生産部門
・農事組合法人 八幡営農組合（兵庫県加古川市）
日本初のデュラム小麦（パスタ用小麦。農研機構と日本製粉が開発）の生産を試行錯誤し
確立。市内のオーマイ株式会社工場で製麺し、地域の特産物として、日本初の純国産パス
タ「加古川パスタ」を誕生させ、JA直売所や地元スーパーでの販売、飲食店でのメニュー
化、市内小・中・養護学校への学校給食への導入等地域ブランドとして展開。

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/shokusan/renkei/210118_16.html

◆「第5回ジビエ料理コンテスト」の結果について
ジビエの普及啓発等に取り組む農林水産省の「鳥獣利活用推進支援事業」の一環として開
催した「第5回ジビエ料理コンテスト」において、各賞の受賞者が決定されました。近畿
農政局管内から以下の方が農林水産大臣賞を受賞されましたので、お知らせします。

【農林水産大臣賞】
・中西 優花 氏（ナカニシ ユウカ）[専門学校生（大阪府堺市）]
「麻辣猪肉刀削麺 マーラーヂュウロウタオシャオミエン（猪の四川風湯麺）」

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/210118.html

＜募集・案内＞
◆「農林水産業・食品産業 作業安全Week」の実施について
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農林水産省は、令和3年2月16日(火曜日)から2月26日(金曜日)に、「農林水産業・食品産
業 作業安全推進Week」を実施し、この期間中に、オンラインで誰でも参加できるシンポ
ジウム等を開催します。 

◇趣旨
農林水産業・食品産業の現場では、毎年、多くの死傷事故が発生しています。農林水産業
・食品産業が継続して発展するには、将来を担う若者が未来を託せる安全に働ける職場に
しなくてはなりません。農林水産省では、作業安全対策を業界全体で推進することが重要
との考えのもと、これら産業に関わる方々が、作業安全対策を自分事と捉え、何よりも安
全、人命を優先することを再確認する機会とするため「農林水産業・食品産業の作業安全
推進Week」を実施します。

◇開催概要
作業安全推進Week期間：令和3年2月16日(火曜日)から2月26日(金曜日)まで
この期間中に、以下の(1)から(3)を開催します。プログラムについては、以下の特設サイ
ト(外部リンク)に順次掲載してお知らせします。
https://anzen-week.com

(1)農林水産業・食品産業の作業安全推進シンポジウム:2月16日(火曜日)
内容：農林水産業・食品産業の分野を横断して、作業安全対策の必要性や優良取組事例
等、現場の安全意識向上を目的とした幅広い情報を発信します。

(2)作業安全確認運動推進会議
農業：2月17日(水曜日)
林業・木材産業、漁業：2月18日(木曜日)
食品産業：2月19日(金曜日)
内容：農業、林業・木材産業、漁業、食品産業の分野ごとに関係団体、都道府県、機械メ
ーカー等の関係者が一同に集まり、作業安全規範の現場周知等、安全対策に係る情報交換
を行い、各分野の現場の状況に応じた安全確認運動を展開します。

(3)作業安全新技術等マッチングミーティング:2月24日(水曜日)から26日(金曜日)
内容：農林水産業の現場の安全対策に活かしていただくため、作業安全に資する新技術等
を開発・販売している企業や研究機関に新技術等を紹介するプレゼンテーションを行って
いただきます。

◇参加方法
全てオンラインで開催し、どなたでも無料で参加できます。
詳細は以下の特設サイト(外部リンク)をご覧下さい。お申し込みも特設サイトで受け付け
ています。 
https://anzen-week.com

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/kihyo01/210115_13.html

◆令和３年度農山漁村振興交付金（農泊推進対策及び農福連携対策）の概要の説明動画を
公開しました

近畿農政局では、農山漁村振興交付金により地域の創意工夫による活動の計画づくりから
農業者等を含む地域住民の就業の場の確保、農山漁村における所得の向上や雇用の増大に
結びつける取組を総合的に支援しており、このうちの農泊推進対策及び農福連携対策につ
いては、公募により支援地域・団体を決定しています。
今回、近畿農政局ホームページ等において、令和３年度農山漁村振興交付金（農泊推進対
策及び農福連携対策）の説明動画を公開しましたので、興味のある方は是非ご覧くださ
い。

◇令和３年度農山漁村振興交付金（農泊推進対策）の概要の説明動画はこちら
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http://www.maff.go.jp/kinki/seisaku/nosonsinko/kyousei/nouhaku/nouhaku.html
◇令和３年度農山漁村振興交付金（農福連携対策）の概要の説明動画はこちらYouTube 
maffchannel（外部リンク）
https://www.youtube.com/watch?v=OyEcmhyxdB0

◆令和３年度農山漁村振興交付金（農泊推進対策及び農福連携対策）の個別相談を受付け
ています（再掲）

令和３年度の公募に係る個別相談を令和３年１月18日（月）から1月29日（金）まで「農
山漁村地域づくりホットライン」（農村計画課内）において受付けていますので、これら
対策の活用を検討されている方は是非ご相談ください。

近畿農政局（農村計画課）のホットライン
電話番号：075-414-9051
メール：chiikihotline_kinki@maff.go.jp
詳しくはこちら（農山漁村振興交付金）
http://www.maff.go.jp/kinki/keikaku/nousonshinkou/kyousei/sinkou_koufukin.html
詳しくはこちら（農山漁村地域づくりホットライン）
https://www.maff.go.jp/kinki/keikaku/nousonshinkou/kasseika/chiikihotline.html

◆農泊の魅力をお伝えします（第３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。今
回、新たに、鈴木ゆゆうた（YouTuber）が岡山県吉備中央町で農泊を満喫する様子が
YouTubeにアップされましたので、興味のある方は是非ご覧ください。

YouTube（外部リンク）
鈴木ゆゆうた＠岡山県吉備中央町
https://www.youtube.com/watch?v=49UYQnfH7J8

◆BUZZ MAFF 「紀州備長炭 焼いてみた！」＃5（原木切り出し）、＃6（最終回）配信中

農林水産省公式YouTuberとして10月23日から発信してきました、和歌山県拠点のBUZZ 
MAFF 「紀州備長炭 焼いてみた！」も、1月4日の＃5（原木切り出し）、1月13日の紀州備
長炭を使った美しい炭琴の音色とともに＃6（最終回）を迎えました。紀州備長炭の素晴
らしさが体系的に分かります。ぜひご覧ください。

詳しくはこちら
https://www.maff.go.jp/kinki/photo/kekka/video/b3.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。）

◇奈良県葛城市｜葛城山麓地域協議会
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（奈良県
拠点）
https://www.maff.go.jp/kinki/tiiki/nara/photo/photo_2021/report_20210101.html

◇滋賀県東近江市｜【団体】百済寺樽プロジェクト【個人】前川真司さん
近畿「ディスカバー農山漁村（むら）の宝」の選定証授与式を行いました！（滋賀県拠
点）
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http://www.maff.go.jp/kinki/tiiki/otsu/photo/210114.html

◇京都府亀岡市｜ソルモンド 富永誠さん、杉本晴信さん
九条ねぎが有名な京都で、おいしい「白ねぎ」づくりに邁進中！
https://www.maff.go.jp/kinki/tiiki/kyoto/soil-monde201208.html

◇滋賀県野洲市｜野洲市の認定農業者の意見交換会 
活発に意見を出し合い、課題解決に活かす
https://www.maff.go.jp/kinki/tiiki/otsu/photo/210115.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12月26日から令和3年1月22日まで間、月次公表以外の公表はありませんでし
た。

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

∞＊編集後記＊∞＊∞＊∞＊∞＊∞＊∞＊∞＊∞＊∞＊∞＊∞＊∞＊∞＊∞

先日の1月20日は大寒。暦の上では2月3日の立春までが1年のうちで最も寒い時期といわれ
ます。今年は例年にもまして寒さが厳しく感じられましたが、徐々に暖かさを感じられる
日も出てきています。春の足音が聞こえるまでに、公私ともにしっかりと「仕込み」をし
ておきたいと思うこの頃です。

■□・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・■

☆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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