
各 部 署 の 紹 介
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総 務 課

会 計 課

電話：075-414-9036 FAX075-414-9060

各種施策に関する企画・総合調整
広報・報道活動
農畜産物等の災害対策のとりまとめ
農畜産物・飲食料品等の物価対策
農政全般に関する情報発信・収集
相談対応等の事務

公文書の管理、職員の人事・給与・福利
厚生、一般会計・特別会計の経理、国有財
産の管理等の事務

農業政策総合相談窓口

近畿農政局の業務内容や食料・
農業・農村・行政全般に関する
相談と情報の提供、政策提案・
要請の受付

情報公開窓口

情報公開に関する制度・
手続等の相談、案内及び
情報の提供、開示請求に
関する受付

電話：075-414-9012    FAX ：075-414-9607

個人情報保護窓口

個人情報保護事務に係る
相談及び案内、開示請求
書等の受付

入札・契約、歳出・歳入、補助

金等の経理、物品の購入・管理、
国有財産の管理、宿舎の管理、
営繕、庁舎管理等の事務。

政府調達相談窓口

政府調達（国、公庫等の
物品の調達）に関する相
談及び情報の提供

電話：075-414-9041
FAX ：075-417-2089

官公需相談窓口

官公需(国、公団等の機
関が物品の購入やサービ
スの提供を受けたり、工
事の発注をすること)に関
する受注手続等について
の相談及び情報の提供

公文書の接受・施行・保存、

情報公開、職員の人事、服務、
研修及び福利厚生、情報化の
推進、情報システムの整備・管
理等の事務。

新型コロナウイルス
感染症相談窓口

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

消費税転嫁等
相談窓口

消費税に関する
相談窓口

電話：075-414-9037
FAX ：075-414-9060075-414-9037

ウクライナ情勢に
関する農林水産業・
食品関連産業事業者
向け相談窓口

地方問い合わせ
窓口



食の安全に関する正しい知

識の普及啓発、食育の推進、
｢消費者の部屋｣の運営、消費
者相談窓口等の事務。

学生おべんとうコンクール2021消費者とのweb意見交換会

５

消 費 生 活 課

消費者行政及び食育の推進
食品表示法及びJAS法に基づく食品表示の監視
米穀の流通監視
農薬・肥料・飼料等の使用の適正化
牛トレーサビリティ等の事務

消費者の部屋

公益通報受付窓口 消費者相談窓口

外部の労働者等からの公
益通報の受付

農林水産行政、食料、食
生活等についての相談

電話：075-414-9761    FAX ：075-414-9910

※公益通報の受付窓口の詳細
近畿農政局HP：ホーム > 申請・お問い

合わせ>公益通報の受付窓口

※消費者相談窓口の詳細
近畿農政局HP：ホーム > 政策情報 >

食の安全と消費者の信頼確保> 消費者
の信頼確保 > 消費者相談窓口

食品表示110番

食品表示に関する疑義情
報の受付

※食品表示110番の詳細

ホーム > 政策情報 > 食の安全と消費
者の信頼確保 > 消費者の信頼確保 > 
食品表示 > 食品表示の監視業務につ
いて > 食品表示110番

加工食品の原料原産地
表示に関する相談窓口

表示を行う際の疑問や表
示方法等の相談

※相談窓口の詳細

ホーム > 政策情報 > 食の安全と消費者の

信頼確保 > 消費者の信頼確保 > 食品表示 >
新たな加工食品の原料原産地表示制度につ
いて > 加工食品の原料原産地表示に関する
相談窓口

電話：075-414-9026 FAX ：075-414-9910

米穀流通・食品
表 示 監 視 課

ＪＡＳ法、食品表示法、牛ト
レーサビリティ法（流通段階）、
米トレーサビリティ法、食糧法
遵守事項及び農産物検査法
に基づく監視、疑義情報受付
等の事務。

米穀流通監視相談窓口

米穀の流通に関する、相談や疑
わしい情報の受付

電話：075-366-4052
FAX ：075-414-9910

野菜の表示例
（名称と原産地を表示）

巡回監視活動の様子



６

農産安全管理課

農産物の安全性向上等の

ため、病害虫の防除対策、輸
出入に係る植物の検疫に関
する情報の収集及び提供、農
薬の適正使用、肥料等の安
全性確保、土壌汚染の防止・
低減の事務。 電話：075-414-9035

FAX ：075-417-2149

肥料登録更新申請・
届出窓口

農林水産大臣に登録・仮
登録されている肥料の登
録更新申請及び指定混
合肥料等に関する届出の
受付

農薬使用計画書届出窓口

電話：075-414-9035
n_keikaku_kinki@maff.go.jp

くん蒸による農薬の使用及
びゴルフ場における農薬の
使用に関する届出の受付

家畜伝染病（豚熱・口蹄疫・高病原性鳥インフルエンザ等）に対する取組

豚熱、口蹄疫や高病原性鳥インフルエンザ等が発生した場合には、府県からの要請に基づき防疫

作業支援者を派遣するほか、消費者への情報提供や相談窓口の設置、小売店舗での牛肉・豚肉・
鶏肉・鶏卵の表示状況の調査・指導を行います。また、日頃から防疫訓練を行うなど、万一発生した

場合の事態に備えています。

畜水産安全管理課

ペットフード安全法に関
する相談窓口

愛がん動物用飼料の安全
性の確保に関する法律
（ペットフード安全法）
に係る製造業者及び輸入
業者の届出や表示等に関
する相談の受付

電話：075-414-9000

FAX ：075-417-2149

家畜・養殖衛生対策、飼料・

ペットフード・動物用医薬品等の
安全性の確保、飼料・ペットフー
ド等の輸出証明、牛トレーサビ
リティ法（生産段階）等の事務。

牛トレーサビリティ法

（生産段階）
・全ての牛の耳に、個体識別番号が表示された耳標（じ
ひょう）を装着することが義務付けられています。

・牛の管理者(農場等)は、出生、売買又は搬出入等、
と畜場に届くまで、その異動に関して全て届け出する
ことが義務付けられています。

・(独)家畜改良センターの「牛の個体識別
情報検索サービス」により、牛の出生、
飼育した農場、と畜等について、検索
することが可能です。

（流通段階）
・牛肉の取引に関わる者（販売業者等）は、牛肉の個体
識別番号の表示の伝達や帳簿の記録・保存等が必要で
す。

牛の管理者や販売業者等に対して、牛の生産段階、
流通段階における個体識別情報について、監視、
指導等を実施

電話：075-414-9000 FAX：075-417-2149

畜 水 産 安 全 管 理 課

米 穀 流 通 ・ 食 品 表 示 監 視 課

電話：075-414-9082 FAX：075-414-9910

（生産段階）

（流通段階）

牛トレーサビリティ法に関する相談窓口
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生産振興課

農畜産物の生産振興等に関する各種指導・助成
主要食糧の売買・管理
地方競馬監督
各種生産技術対策や環境保全型農業の推進等の事務

米・麦・豆類、飼料用米

等の需要に応じた生産や水
田農業高収益化の推進、
米・米粉の消費拡大、農産
物検査の適正な運用等の事
務。

米政策関連相談窓口 農産物検査証明に関
する申出窓口

米政策に関する地域の取
組などの相談

農産物検査法に基づく不
適正な農産物検査証明に
関する申出の受付

電話：075-414-9021  FAX ：075-414-9030

ブランド米に対応した穀類共同乾燥調
製貯蔵施設（兵庫県豊岡市）

生産コストの低減に向けた水稲の乾
田直播栽培の取組（滋賀県甲賀市）

地域の特性を活かした産地づくりのための支援

経営所得安定対策に関する相談窓口

経営所得安定対策を円滑に実施するため、
本制度に関する情報提供、意見等の把握

（経営政策調整官）

※地方農政局等の相談窓口
近畿農政局HP：ホーム >政策情報 > 基本政策 > 経営所
得安定対策 > 経営所得安定対策に関する相談窓口（近畿
農政局）

電話：075-366-0117  FAX ：075-414-3637

○米の生産コストの低減
○米・麦・大豆等の品質の向上
○米・麦・大豆等の土地利用型農業の経営体の
経営安定

○需要に応じた生産や水田農業高収益化
の推進



キャベツ収穫機による収穫
（兵庫県神戸市）茶の覆下栽培（京都府宇治市）

花きの消費拡大の取組
（フラワーバレンタイン）
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業務管理課

園芸特産課

米穀の輸出入届出及び
米麦等の輸入納付金申
出の受付や問い合わせ 電話：075-414-9741

FAX ：075-414-9030

野菜、果樹、花き、工芸
農作物等の生産・流通の改
善等に関する指導・助成、
需給等の調査、野菜価格安
定対策等の事務。

燃油価格高騰対策
に関する相談窓口

燃油価格高騰対策に関す
る相談に対し、活用可能
な事業の紹介、事業の申
請先や問い合わせ先の
紹介等

電話：075-414-9023
FAX ：075-451-5337

輸入米の荷役風景（港湾）

全国に先駆けて平成14年に設
立した「近畿米粉食品普及推進
協議会」と連携し、シンポジウ
ムや米粉を使った料理教室など
を開催。

米粉を使用した料理教室

朝ごはんの習慣化やバランスの
よい「日本型食生活」の普及を通
じて米の消費拡大を図るため、関
係者や消費者に向けた情報発信な
どの業務。

米の消費拡大

米飯給食

米粉食品の普及

米粉のシンポジウム

ホームページで
おにぎり屋さんを紹介

主要食糧の売買管理等、

主要食糧の輸入に係る納付
金徴収、米穀の輸出入数量

の届出等に関する事務。

米の輸出入の届出、
輸入納付金相談窓
口



９

畜 産 課

畜産クラスタ－事業等により整備した牛舎

畜産の振興、畜産経営の

改善、畜産物の流通・消費
に関する指導・助成、畜産
環境の保全、草地の整備、
飼料の確保、地方競馬監督
等の事務。

農業農村整備事業等により整備した畜舎及び草地

畜産農家の生産拡大、耕畜連携による自給飼料生産
の取組等を推進

耕畜連携による
自給飼料生産

生産技術環境課

農業技術の改良・普及、有機
農業、環境保全型農業、ＧＡ
Ｐ（農業生産工程管理）の推
進、生産資材等のコスト削減、
地球温暖化対策、「みどりの
食料システム戦略」に関する
取組等の事務。

「みどりの食料シス
テム戦略」に関する
問い合わせ窓口

電話：075-414-9722
FAX ：075-451-5337

農業用ドローンによる省力化
技術の実証

近畿地域未来につながる持続可能な農業
推進コンクール表彰式・シンポジウムの開催

スマート農業等の農業技術の改良・普及、有機農業などの環境保全に効果の高い営農
活動及びGAPの取組支援やシンポジウムの開催等による優良な取組紹介等を実施

環境保全型農業直
接支払交付金お問
い合わせ窓口

環境保全型農業直接支
払交付金に関する相談・
問い合わせ

同戦略の取組や支援策
等に関する問い合わせ



１０

農業経営の改善・安定
農林水産物及び食品の輸出の促進
地産地消の推進や知的財産の保護・活用
農林漁業の６次産業化や農商工連携の推進
食品産業の育成・振興
農地政策の推進
新規就農の促進や女性の活動促進等の事務

農林水産物及び食品の輸
出の促進に関する法律に基づ
く輸出証明書の審査・発行、
輸出事業計画の審査、輸出の
促進、輸出に関する相談対
応等の事務。

農林水産物・食品の輸出に関する
相談窓口

農林水産物・食品の輸出に関する相談や情報の提供

電話：075-414-9101 FAX ：075-414-7345

放射性物質検査証明等、自由販売証明関係
電話：075-366-4053 FAX ：075-414-7345

輸出証明書の審査・発行窓口

放射性物質検査証明等、自由販売証明、施設認定・
証明書の審査・発行業務

施設認定・証明書関係
電話：075-414-9101 FAX ：075-414-7345

輸出促進課

担い手育成課

農業の担い手の育成・確

保、農業経営の改善・安定
等の事務。

農業の担い手の育成・確保

農業経営の改善・安定等

・農業経営の法人化、人・農地プランの実質化等を
推進。

・認定農業者制度の適切な運用等を推進。

＜人・農地プラン実質化相談窓口＞
人・農地プランに関する相談窓口
TEL 075-414-9017    FAX 075-414-7345



１１

食品企業課

食品産業の育成振興、

バイオマス・再生可能エネ
ルギーの利活用の促進、食
品・容器包装リサイクルの
促進、卸売市場の整備、商
品市場における取引等の監
督の推進等の事務。

市場取引110番

大規模小売業者のバイイ
ングパワーに起因する卸
売市場における不適切な
取引の通報・相談

電話：075-414-9024  FAX ：075-414-7345

農山漁村再生可能
エネルギー相談窓口

営農型太陽光発電をはじ
めとする農林漁業の発展
と調和の取れた再生可能
エネルギーの促進を図る
ための相談

〇日本の食品ロスの状況

地域食品・連携課

和食文化の保護・継承、地
産地消の推進、農泊 食文化海
外発信地域の推進、地理的表
示、知的財産の保護・活用等の
事務、農林漁業の６次産業化の
推進等の事務

電話：075-414-9025 FAX ：075-414-7345

知的財産総合相談窓口 地理的表示等の不正通報窓口 6次産業化等の推進に関す
る総合相談窓口

農林水産業の現場や地域に
おける知的財産に係る知識
の普及・意識啓発の促進、
知的財産の活用等に関する
相談

地理的表示保護制度に係る生産行程
管理業務の不適切な遂行状況及び
地理的表示又は登録標章の不適切
な使用状況を含む様々な情報の受付

農林漁業の６次産業化の推
進に関する相談や情報の
提供

和食文化の保護・継承、地産地消の推進、
農泊 食文化海外発信地域の推進を実施

和食文化の保護・継承

地産地消（直売所の様子）

農泊 食文化海外発信地域を
「SAVOR JAPAN」ブランドとし
て海外へ発信し、誘客を促進

SAVOR JAPANマーク

地理的表示、知的財産の保護・活用の推進を
実施

近畿の地理的表示登録産品ＧＩマーク

農林漁業の６次産業化等の取組を支援

地域資源を活用した新商品



１２

農地制度問い合わせ窓口

農地法等の農地制度の内容に関すること

※農地制度改革問い合わせ窓口の詳細はこちら
近畿農政局HP：ホーム >政策情報 > 農業経営 > 農地の

効率的利用の促進 > 農地制度改革問い合わせ窓口の設置
について

電話：075-414-9014 FAX ：075-414-1384

農地政策推進課

農地の権利移動その他農地

関係の調整、農地の利用集積
の推進、農業委員会等の指導、
国有農地等の管理・処分等の
事務。

経営支援課

就 農 相談 会

農地の効率的な利用の確保
農地中間管理機構の活用

Ａ

Ｂ Ｃ
農地の集積・集約化

都道府県
農地中間管理機構

(都道府県の第3セクター)

必要なら大区画化等の
条件整備も行います。

農地を
貸したい人

貸付け

公的機関だから
安心して貸せます。

農地を
借りたい人

まとまった使いやすい
農地が借りられます。

貸付け
(転貸)

新規就農相談窓口

新規就農に関する相談及び情報の提供

電話：075-414-9055 FAX ：075-414-7345

新規就農の促進や青年農業者
の育成、女性の農業経営への参
画促進、農業経営体の育成支援、
農業分野における外国人材の受
入れ、農業者の協同組織の発達、
各種制度資金の調整等の事務。

新規就農の促進・青年農業者の育成

就農前、就農準備段階に対する支援や
経営開始に対する支援。


