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Ｐ１‥飼料価格高騰緊急対策について（令和４年９月）
Ｐ２‥あなたのサステナブルな取組を日本中、世界中に伝えます！～「サステナアワード2022」募集開始～ /「令和

４年度鳥獣対策優良活動表彰」の募集を開始！
Ｐ３‥現場だより「自然の恵みを生かした環境を後世に残したい」株式会社 自然耕房あおき（京丹後市）
Ｐ４‥現場だより「営農組織を立ち上げ「まる曽玉ねぎ」を復活、さらに、栽培グループ等を法人化！」酒井美明
Ｐ５‥「農業参入フェア2022」の開催及び参加者の募集について / 近畿農政局「消費者の部屋」展示スケジュール

のお知らせ
Ｐ６‥食育イベント全国キャラバンを実施します！ / 10月は「食品ロス削減月間」、10月30日 は「全国一斉商慣習

見直しの日（食品ロス削減の日）」

ウクライナ情勢に伴う穀物価格の上昇等によって配合飼料価格が上昇しており、畜産経
営を圧迫しています。このような中で、令和４年度第３四半期に、生産コスト削減や飼料自
給率向上に取り組む生産者に対し、補塡金の交付を行います。
また、購入粗飼料等の高騰の影響を受け、生産コストが上昇している酪農経営について、
生産コスト削減や国産粗飼料の利用拡大に取り組む生産者に対し、補塡金を交付します。
詳細につきましては、以下のウェブサイトを参照願います。

写真:綾部市 「彼岸花」

1．配合飼料価格高騰緊急特別対策
農林水産省畜産局飼料課 代表：03-3502-8111（内線4856）ダイヤルイン：03-6744-7192 

2．国産粗飼料利用拡大緊急酪農対策
農林水産省畜産局牛乳乳製品課 代表：03-3502-8111（内線4932）ダイヤルイン：03-3502-5987

１．配合飼料価格高騰緊急特別対策
生産コスト削減等に取り組む生産者に対し、補塡金を交付
【補塡単価：配合飼料6,750円/トン】
【交付タイミング：来年２月に価格安定制度による第３四半期の支払いとは別に、緊急対策の
補塡金を交付予定】

２．国産粗飼料利用拡大緊急酪農対策
生産コストの削減や国産粗飼料の利用拡大に取り組む酪農経営に対し、補塡金を交付
【補塡単価：都府県10,000円/頭 北海道7,200円/頭】
【交付タイミング：事業実施主体に対し、速やかに交付申請手続きが行われた農協等を通じ、
生産者には11月以降、順次交付予定】

URL:https://www.maff.go.jp/j/chikusan/kikaku/lin/l_zigyo/shiryo.html

「飼料価格高騰緊急対策について（令和４年９月）」農林水産省ＨＰ

飼料価格高騰緊急対策について（令和４年９月）

https://www.maff.go.jp/j/chikusan/kikaku/lin/l_zigyo/shiryo.html


食と農林水産業に関する、持続可能な消費（例：見た目重視より持続性重視）、環境との
調和、脱炭素、生物多様性、資源循環などのサステナブルな取組

【応募期間】

「みどりの食料システム戦略」に基づき、農林水産省が消費者庁、環境省と連携し
行う「あふの環（わ）2030プロジェクト」として、食と農林水産業に関わるサステナブル
な取組に関する動画作品を募集します。

～「サステナアワード2022」募集開始～

【アワード事務局】

農林水産省大臣官房みどりの食料システム戦略グループ
地球環境対策室 担当者：古田、五十嵐、笠原、佐野、諸江
代 表：03-3502-8111（内線3296）ダイヤルイン：03-6744-2016
E-mail：SCAFFFaward@maff.go.jp

【ウェブサイトアドレス】

URL:https://www.maff.go.jp/j/kanbo/kankyo/seisaku/sa2022.html

【応募テーマ】

「令和４年度鳥獣対策優良活動表彰」の募集を開始！

２

「あふの環プロジェクト公式ホームページ」農林水産省ＨＰ

農林水産省 農村振興局農村政策部鳥獣対策・農村環境課鳥獣対策室
担当者：吉川、髙野
代表：03-3502-8111（内線5491） ダイヤルイン：03-6744-2196

「プレスリリース」農林水産省ＨＰ
URL:https://www.maff.go.jp/j/press/nousin/tyozyu/220930.html

あなたのサステナブルな取組を日本中、世界中に伝えます！

令和４年10月３日（月曜日）～令和４年11月30日（水曜日）
※応募の詳細な条件は、以下のあふの環プロジェクト公式
ホームページをご覧ください。

〇都道府県による推薦
応募者から都道府県鳥獣被害対策担当部署への提出期限
・令和４年11月４日（金曜日）必着
〇農作物野生鳥獣被害対策アドバイザーによる推薦の場合
農作物野生鳥獣被害対策アドバイザーから農村振興局農村政策部鳥獣対策・農村
環境課への提出期限
・令和４年11月18日（金曜日）必着
※応募方法等詳細につきましては、以下のウェブサイトを参照願います。

農林水産省は、これまで鳥獣被害防止や捕獲した鳥獣の食肉（ジビエ）の利
活用等に取り組み、全国や地域への貢献が顕著であると認められる個人及び
団体を表彰する「鳥獣対策優良活動表彰」の表彰候補を募集します。

https://www.maff.go.jp/j/kanbo/kankyo/seisaku/sa2022.html
https://www.maff.go.jp/j/press/nousin/tyozyu/220930.html


京都府京丹後市において、女性を中心としたメンバーで、農薬や化学肥料を使わずに

多品種の野菜を生産する「株式会社自然耕房あおき」を訪問し、自然と人に優しい農法

の取組について代表取締役の青木美恵さんにお話を伺いました。（取材：2022年９月）

代表の青木さんは、2015年、急逝されたご主人が長

年かけて築き上げた豊かな農地を守り続けるため、自ら

が後継者となることを決意され、そこに思いを共有する

様々な経歴を持つ５人の女性メンバーが集まり有機農業

を継続。2016年には法人化されました。

現在、メンバーがチーム一丸となって経営を行いなが

ら、農薬や化学肥料を使わ

ない環境にやさしい農業に

取り組み、５haの農地で年

間約150種類の季節野菜を

栽培されています。

微生物が活発に活動する土づくり

同社では、京都府内の広葉樹のチップ、刈草、モミがら、

牡蠣がらなど自然素材を使った堆肥によって、有益な微生物

が豊富に存在する土づくりをされています。

こうしてつくられた農地では、野菜が自分の力で健康に育

つ環境が整い、病虫害にも強くなるとのことです。

環境に優しい農業を目指して

同社の野菜は、ホテルやレストランで使用されるほ

か、インターネット通販や地元の自然食品を中心に扱

う小売店などで購入することができます。

有益な微生物が活発に活動する環境の中で、自然の

サイクルに逆らわず健康的に育った野菜は、「味が濃

くて香りが強い」、「風味が豊かでしっかりしている

」とレストランのシェフや消費者から好評を得ている

とのこと。

また同社は、地元の福祉施設などと連携した地域雇

用に取り組んでおられ、今後もその活動を通じて地元

にもっと貢献していきたいとのことです。

個性豊かな味と香りを時間をかけて育む

株式会社 自然耕房あおき
代表取締役 青木美恵さん

オクラの栽培ほ場の様子

株式会社 自然耕房あおき
のみなさん

みどりの食料システム戦略農林水産省

自然の恵みを生かした環境を後世に残したい

株式会社 自然耕房あおき（京丹後市）

株式会社 自然耕房あおき

http://www.shizenkobo-aoki.com/

３



平成26年度から京都府亀岡市で実施中の、国営緊急農地再編整備事業（亀岡中部地
区）曽我部地域で、玉ねぎの生産を行っている営農組織「まる曽れい仙の郷」の組織

長の酒井美明さんを訪問し、お話を伺いました。(取材：令和４年８月)

ほ場整備事業を契機に、曽我部地域の６集落（春日部、中、南条、犬

飼、法貴、寺）で、地域の活性化、農地の維持継承のため、水稲以外に

高収益作物で何か取り組めないか考え、玉ねぎの栽培を開始。

玉ねぎの出荷等を組織的に取り組むため、令和３年３月に各集落の営

農組織、生産グループ等をまとめた６集落合同の営農組織「まる曽れい

仙の郷」を立ち上げ、同組織で玉ねぎの移植機や収穫機などを導入。

曽我部地域の「まる曽玉ねぎ」として復活！

曽我部地域は、もともと盆地の気候（昼夜の寒暖差）を活かした

玉ねぎの栽培が盛んな地域で、一時、会社勤め等による兼業化で玉

ねぎを栽培する農家が減少していましたが、まる曽れい仙の郷を立

ち上げて玉ねぎの出荷管理を行い、商品名を「まる曽玉ねぎ」とし

て復活させました。

まる曽玉ねぎは収穫後、ほ場の近くにある小屋で玉ねぎを束ねて

吊るし乾燥させることで、追熟し玉ねぎの甘味が増すそうです。

曽我部地域の６集落で営農組織「まる曽れい仙の郷」を立ち上げ、
玉ねぎの生産に取り組む

まる曽れい仙の郷は、玉ねぎの出荷管理等を行っていますが、

玉ねぎの栽培は各集落の栽培グループ等に任せています。

さらに、酒井さんがいる春日部集落では、担い手である玉ねぎ

の栽培グループ等を法人化、令和４年９月に株式会社春日部ファ

ームを設立して、水稲や玉ねぎ以外にも、小豆等の新しい農作物

の栽培に取り組んで、経営発展に繋げていきたいとのことです。

まる曽玉ねぎは、青果としての出荷だけでなく、ハンバーグやスープ
等の加工用としても出荷！

収穫した「まる曽玉ねぎ」は、近隣のスーパーやＪＡの直売所に出

荷。また、加工用の玉ねぎは、京丹波町の加工食品会社に出荷して、

まる曽玉ねぎを使ったハンバーグやスープとして販売。

さらに、市内の社会福祉法人と連携して、まる曽玉ねぎを入れた味

みそ（ごはんのお供的なもの）等を作って、ＪＡの直売所、PRイベン

ト等で販売しています。

それらの取り組みが評価され、2021年度「第12回地域再生大賞優

秀賞」受賞。

４

まる曽れい仙の郷、組織長の酒井美明さん

玉ねぎの栽培グループ等を法人化して、更なる経営発展を目指し
ている

吊るし小屋で玉ねぎを乾燥

まる曽玉ねぎの出荷

９月に設立した株式会社春日部ファームで稲刈りを実施

まる曽れい仙の郷 組織長 酒井 美明さん（亀岡市）

営農組織を立ち上げ「まる曽玉ねぎ」を復活、さらに、栽培グループ
等を法人化！



東京会場：令和４年11月15日（火曜日）13時00分～17時30分 東京国際フォーラム B７
大阪会場：令和４年11月22日（火曜日）13時00分～17時30分 大阪国際会議場 ３Fイベントホール
福岡会場：令和４年12月 ７日（水曜日）13時00分～17時30分 福岡国際会議場 多目的ホール

【内 容】

農林水産省及び日経ビジネスは、法人の農業参入を促進するため、農業参入を希望
する法人と法人を誘致したい地域の具体的なマッチングなどを行う「農業参入フェア
2022」を開催します。本フェアは、事前登録制で参加費無料で公開します。

～成功する農業参入・農業経営のノウハウ～

【お問合せ先】
農林水産省経営局農地政策課有効利用グループ
担当者：渡辺、赤平
代 表：03-3502-8111（内線5167）ダイヤルイン：03-6744-2152

【ウェブサイトアドレス】

URL:https://www.maff.go.jp/j/press/keiei/seisaku/221003.html

【開催日時及び会場】

近畿農政局「消費者の部屋」展示スケジュールの
お知らせ（令和４年10月～12月）

５

「プレスリリース」農林水産省ＨＰ

近畿農政局消費・安全部消費生活課
担当者：小槻、高礒、前田
ダイヤルイン：075-414-9771 FAX番号：075-417-9910

「プレスリリース」近畿農政局ＨＰ

「農業参入フェア2022」の開催及び参加者の募集について

近畿農政局では、消費者をはじめとした国民の皆様に情報を提供するため「消費者の
部屋」を開設し、農林水産行政や食料消費・食生活などをテーマとした展示等を行ってい
ます。今回は、令和４年度第３四半期（10月～12月）に開催する展示スケジュールをお知
らせします。お近くにお越しの際は、ぜひお気軽にお立ち寄りください。

〇セミナー

〇相談コーナー
※参加申込方法等詳細につきましては、以下のウェブサイトをご覧ください。

・参入法人による取組事例の発表 ・経済専門家による基調講演
・農業専門家による基調講演

※展示期間、テーマ等は、変更する場合があります。

展示期間 テーマ 担当課等

10月6日（木曜日）
～10月31日（月曜日）

統計でみる近畿の農林水産業のすがた 統計企画課

11月1日（火曜日）
～11月25日（金曜日）

受け継がれる食文化～うちの郷土料理～を食卓に 地域食品・連携課

11月28日（月曜日）
～12月15日（木曜日）

ご存じですか？国産鶏種～畜産の発展と豊かな食
生活のために～

家畜改良センター兵庫牧場

12月16日（金曜日）
～1月12日（木曜日）

毎日くだもの200グラム運動！ 園芸特産課

URL:https://www.maff.go.jp/kinki/press/syouhi/seikatu/221003.html

https://www.maff.go.jp/j/press/keiei/seisaku/221003.html
https://www.maff.go.jp/kinki/press/syouhi/seikatu/221003.html


６

食育イベント全国キャラバンを実施します！

地方農政局と全国食育推進ネットワークが連携した、食育イベント全国キ
ャラバンを実施します。皆さまの参加をお待ちしております。

10月は「食品ロス削減月間」、10月30日 は「全国
一斉商慣習見直しの日（食品ロス削減の日）」
令和４年度の食品ロス削減月間において、農林水産省は、引き続き消費者庁、
環境省と連携して、食品ロスの削減に向けた取組を集中的に普及・啓発します。

お問合せ先：近畿農政局京都府拠点
〒602-8054 京都市上京区西洞院通下長者町下る丁子風呂町

TEL：075-414-9015 FAX：075-414-9057
ホームページ：https://www.maff.go.jp/kinki/tiiki/kyoto/index.html

～落語から防災まで、全国の食育イベントに自宅から参加できます～

京の食文化を次世代の食育につなぐ「料理＆トークショー」

URL:https://www.maff.go.jp/j/press/syouan/hyoji/220930.html
「プレスリリース」農林水産省ＨＰ

近畿農政局消費・安全部消費生活課 TEL：075-414-9771

農林水産省大臣官房新事業・食品産業部外食・食文化課 食品ロス・リサイクル対策室
担当：岸田、浅田、髙橋 電話番号：03-6744-2066（直通）

URL:https://www.maff.go.jp/j/press/shokuhin/recycle/220929.html
「プレスリリース」農林水産省ＨＰ

＜農林水産省・消費者庁・環境省共同＞

＜農林水産省＞

＜消費者庁＞

＜環境省＞

啓発ポスターの作成、食品ロス削減全国大会の開催（10月30日）、コンビニでの「てまえどり」呼びかけ

商習慣の見直しに取り組む食品製造・小売事業者の募集・公表 ほか

「めざせ！食品ロス・ゼロ」川柳コンテスト ほか

「自治体職員向け食品ロスの削減のための取組マニュアル」最新版の公開 ほか

日 時：令和４年11月23日（祝・水曜日）14時00分～16時00分
場 所：京都府京都市内
参加方法：オンライン参加（先着200名）・対面参加（先着20名）予定

https://www.maff.go.jp/j/press/syouan/hyoji/220930.html
https://www.maff.go.jp/j/press/shokuhin/recycle/220929.html

