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令和４年度農林水産関係第２次補正予算について

写真:京都市「イチョウ」

農林水産省 大臣官房予算課

https://www.maff.go.jp/j/budget/r4hosei.html

代表：03-3502-8111（内線3164） ダイヤルイン：03-3501-5534

農林水産省は、令和４年度農林水産関係第２次補正予算を取りま

とめましたので、お知らせします。

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。

【令和４年度農林水産省関係第２次補正予算の概要】

1. 物価高騰等の影響緩和対策

2. 食料安全保障の強化に向けた構造転換対策

3. 「総合的なＴＰＰ等関連政策大綱」に基づく施策の実施

4. 持続可能な成長に向けた農林水産施策の推進

5. 防災・減災、国土強靱化と災害復旧等の推進

【お問い合せ先】

【ウェブサイトアドレス】

うち、物価高騰影響緩和対策：1,127億円
食料安保構造転換対策：1,642億円

：2,704億円
総額 ８,２０６億円

公 共：３,１９１億円
非公共：５,０１６億円

「プレスリリース」農林水産省ホームページ

T P P 等 関 連 施 策

https://www.maff.go.jp/j/budget/r4hosei.html


２

「ディスカバー農山漁村(むら)の宝」
（第９回）選定結果の公表について

農林水産省及び内閣官房は、「強い農林水産業」「美しく活力ある農
山漁村」の実現に向けて、農山漁村の有するポテンシャルを引き出すこ
とにより地域の活性化、所得向上に取り組んでいる優良事例を選定し、
全国へ発信することとしています。

農林水産省 農村振興局農村政策部都市農村交流課

https://www.maff.go.jp/j/press/nousin/kouryu/221107.html

〇地域内の宿泊施設の売上が約８千万円（平成29年度）から約1.2億円（令和

３年度）に増加。

〇地域内の宿泊施設数は、15軒（平成29年度）から31軒（令和３年度）に増加

し、延べ宿泊数は約６千人（平成29年度）から約８千人（令和３年度）に増加。

担当者:中西、藤原、内田
代表:03-3502-8111（内線5451） ダイヤルイン:03-3502-5946

伊根浦地区農泊推進地区協議会

【概 要】

【成 果】

【お問い合せ先】

【ウェブサイトアドレス】

【優秀賞】（ビジネス・イノベーション部門）

今回は37地区を選定し、京都府からはビ
ジネス・イノベーション部門で、伊根町の
「伊根浦地区農泊推進地区協議会」が優秀
賞に選ばれました。
詳細については、以下のウェブサイトを

ご覧ください。

〇地域内に230軒が立ち並ぶ舟屋を活用した宿泊施設と食事施設を整備。宿泊と食

事を別施設で提供する「泊食分離」の実現によって宿泊施設の開業を促進。

伊根湾に沿って230 軒が立ち並ぶ「舟屋」

～泊食分離で船屋群が滞在エリアへ変貌～

「プレスリリース」農林水産省ホームページ

〇町、酒蔵、水産関係者、交通事業者や金融機関等

と連携し地域全体での農泊を推進。個人宅での小

さな漁業「もんどり」、漁具づくり、刺身づくりなどの

体験を提供。

小さなかご網漁「もんどり」体験

https://www.discovermuranotakara.com/
「ディスカバー農山漁村（むら）の宝」外部リンク

https://www.maff.go.jp/j/press/nousin/kouryu/221107.html
https://www.discovermuranotakara.com/


３

近畿農政局「ディスカバー農山漁村（むら）
の宝」（第６回）の選定結果について
近畿農政局は、近畿の特徴ある優れた取組について、「ディスカバ
ー農山漁村(むら)の宝」として選定し、広く発信することにより他地域
への横展開を図ることとしています。

近畿農政局 農村振興部農村計画課 担当者：山口、中嶋
代表：075-451-9161（内線2415、2423）ダイヤルイン：075-414-9050

○平安時代から受け継がれた嵯峨地域の稲穂たなびく景観を守る取組を実施。

○耕作放棄地と放置竹林の増加に対応するため、放置竹林の間伐で発生する

稈をチップ堆肥化し、枝葉を動物園等と連携して象糞堆肥化して水稲の有機

栽培に利用。

https://www.maff.go.jp/kinki/press/keikaku/nousonshinkou/221107.html

株式会社 アドプランツコーポレーション 放置竹林の再生の取組

【取組の概要】

【お問い合せ先】

【ウェブサイトアドレス】

【ビジネス・イノベーション部門】

今回は、７地区及び１名を選定し、京
都府からはビジネス・イノベーション部
門として、「株式会社アドプランツコー
ポレーション」（京都市）が選定されま
した。

「みどりの食料システム戦略」の実現に貢献する 2030年までに
利用可能な技術を紹介！ ～技術カタログ（Ver.2.0）～

【お問い合せ先】

農林水産省は、「みどりの食料システム戦略」技術カタログ（Ver.1.0）に、
2030年までに利用可能な技術を追加した「技術カタログVer.2.0」を公開しまし
たのでお知らせします。詳細は、以下のウェブサイトを参照ください。

「プレスリリース」農林水産省ホームページ

【コンテンツ】
【全体版】「みどりの食料システム戦略」技術カタログ

～現在普及可能な新技術～（Ver.2.0）(PDF : 20,682KB)

農林水産省 大臣官房政策課技術政策室 ダイヤルイン：03-6744-0408

【ウェブサイトアドレス】

「プレスリリース」近畿農政局ホームページ

https://www.maff.go.jp/j/press/kanbo/kihyo03/221108.html

https://www.maff.go.jp/kinki/press/keikaku/nousonshinkou/221107.html
https://www.maff.go.jp/j/press/kanbo/kihyo03/221108.html


京都府八幡市で、有機農業に取り組んでいるかみむら農園を訪問し、お話を伺
いました。 (取材：令和4年9月)

上村さんは、板前や自動車営業などを経験した後

に、義理のお父さんが作った野菜のうまさに感動し

たことがきっかけで、2010年に新規就農しました。

2017年に八幡市初の有機JASの取得農家となり、キ

ュウリや大根、ニンジンなどの有機野菜を生産。

2017年からは有機イチゴの生産も開始。

有機肥料は、おからに米ぬかなどを混ぜて発酵

させたものを施用して野菜を生産。イチゴは竹粉

を乳酸菌発酵させた肥料を施用することで、香り

がよくなり、糖度も増すそうです。

防虫対策は、天敵資材としてミヤコバンカー、

アカメ、アブラバチを有機JASの許容範囲で使用。

さらに、イチゴの受粉には、マゴットセラピー(蛆

の食性を利用して壊疽・壊死組織を除去する治療

法)にも使われているビーフライ（農業用ハエ）を

使用しています。

超プレミアムな有機イチゴは、「瑠璃の宝箱」（か

みむら農園のブランド名）として、無農薬野菜・有機

野菜を扱う通販会社や生協などで販売。

また、大根は2017年と19年のオーガニック・エコフ

ェスタin徳島の栄養価コンテスト部門で、最優秀評価

を獲得しているとのことでした。

上村さんからは、有機農産物はまだまだ流通量も少な

く特別なものとして扱われているが、消費者に広く認

知してもらえるよう取り組んでいくとのことでした。

かみむら農園の上村慎二さん

ほ場(露地)での有機野菜の栽培

有機イチゴ「瑠璃の宝箱」

こだわりの有機農業に取り組んで、超プレミアムな有機

イチゴを生産・販売 かみむら農園 上村 慎二さん（八幡市）

2010年に新規就農して、八幡市初の有機
JAS取得農家となる

こだわりの有機農業の取組

有機農産物の販売及び今後の展開

４



京丹後市で米ぬかペレット等を活用した循環型農業に取り組み、主に水稲やメロ

ン、堀川ゴボウ等の野菜を栽培されている株式会社野木源を訪問し、代表取締役の

野木武さんにお話を伺いました。 （取材：令和4年10月）

（株）野木源で生産・販売されている米は、良食

味米として定評がある丹後コシヒカリのほか複数品

種で、栽培期間中は農薬を使わない等、手間暇をか

けて環境に配慮した栽培に取り組まれています。

現在、約20haの農地で水稲を栽培されており、来

年度はさらに面積を拡大する予定とのことです。

地域に根ざした循環型農業

同社では、自社製造する米ぬかペレットや籾ガラ、竹

粉、牡蠣ガラ等の地域資源を活用して土づくりを行い、

水稲や野菜を栽培する循環型農業に取り組まれていま

す。

農業を通じて自然や土に触れ、農業や食の大切さを地

域内外の方に知ってもらうため、水稲の田植時期やネギ

の収穫時期等には体験イベントも開催されています。

環境にやさしく、持続可能な農業の推進

同社が運営する直売所「野木源」では、自社生産

した米や野菜のほか、豆乳マフィン等の洋菓子や大

福餅、おはぎ等の季節限定の加工品、コンニャク等

の地元の特産品も購入することができます。

同社では、地域内外の多くの人と関わりながら、

今後も地域の活性化に貢献していきたいと考えてお

られます。

農産物の加工、販売

（右） 野木 武 代表取締役
（左） 野木 久聖 専務

ネギの栽培ほ場の様子

同社の直売所「野木源」で
製造・販売されている「おはぎ」

みどりの食料システム戦略農林水産省

からだの芯から健康になれる農産物を届けたい

株式会社 野木源（京丹後市）

株式会社 野木源 https://nogigen.raku-uru.jp/

５
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近畿農政局 食に関するWebセミナー（第３回）
「地方自治体の農産物認証制度について」

化学農薬や化学肥料の使用量を減らして生産するなど環境に配慮した
農産物を地方自治体が認証する制度が各地にあります。
今回は兵庫県・滋賀県の認証制度について、ご紹介します。お買い物の
際には、ぜひ認証マークを探してみてください！

〇みどりの食料システム戦略について
近畿農政局 消費生活課長 安宅 倭

〇兵庫県・滋賀県の認証制度について
（兵庫県12/13、滋賀県12/20）

https://www.maff.go.jp/kinki/press/syouhi/seikatu/221116.html
「プレスリリース」近畿農政局ホームページ

近畿農政局 消費・安全部消費生活課 担当者：森、上野
電話：075-414-9771

13時30分～15時00分（各日とも）

ひょうご
食品認証制度について

環境こだわり
農産物認証制度について

（火） （火）
〈講師〉
兵庫県 農林水産部
流通戦略課
主幹 豊住 泰久 氏

〈講師〉
滋賀県 農政水産部
みらいの農業振興課
参事 今井 清之 氏

参加場所：Web会議室
（ZoomによるWeb開催）

定員：80名（先着順）
申込期限、申込方法は以下のウェブサイトをご覧ください。
・申込時に記載されたアドレス宛にご招待用のURLを送信します。
・通信料は参加者負担になります。
・スマートフォンからの参加でWi-Fi等を利用しない場合、通信料がかさむ場合があり
ますのでご注意ください。

https://www.maff.go.jp/kinki/press/syouhi/seikatu/221116.html
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食品に関するリスクコミュニケーション 「食品中の放射性物
質のこれからを考える」の開催及び参加者の募集について
農林水産省は、消費者庁、内閣府食品安全委員会、厚生労働省及び経済産
業省と連携して、大阪府において、食品中の放射性物質に関する意見交換会
「食品中の放射性物質のこれからを考える」を開催します。参加方法等につき
ましては、以下のウェブサイトを参照ください。

「和食の日（11月24日）」を含む11月は、官民協働「Let‘s！和ごはんプロジェ
クト」の集中活動月間である「和ごはん月間」です。今年もプロジェクトメンバー
間の連携企画、各種イベント等の他、プロジェクト初の事務局主催のリアルイベ
ントを大阪駅地下街で開催します。

日時：11月24日（木曜日）、25日（金曜日）12時00分～18時00分
場所：大阪市北区梅田大阪駅前ダイヤモンド地下街2号ディーズスクエア

(地下街「ディアモール大阪」円形広場横)
出展：飯坂食糧・大阪ガスネットワーク株式会社・オプティマルキッチン欒(おうち)・株式

会社華月・甲南女子大学・山長商店株式會社・有限会社ホリホック・株式会社マル
ヤナギ小倉屋・NPO法人みんなのお箸プロジェクト

https://www.maff.go.jp/j/press/syouan/seisaku/221028.html
「プレスリリース」農林水産省ホームページ

農林水産省 消費・安全局食品安全政策課 担当者：柚賀、吉武、高見
代表：03-3502-8111（内線4474) ダイヤルイン：03-3502-5719

（1）基調講演：「放射線の基礎知識～食と放射能の理解のために～」
近畿大学原子力研究所准教授山田崇裕氏

（2）行政担当による情報提供
（3）意見交換（パネルディスカッション）

11月は「和ごはん月間」、もっと気軽に和食を楽しもう！

開催日：12月14日（水曜日）13時30分～16時30分
会場：新大阪丸ビル別館（大阪府大阪市東淀川区東中島1－18－22）
開催方法：シンポジウム形式（実開催及びZoomによるオンラインライブ配信）

https://www.maff.go.jp/j/press/shokuhin/wasyoku/221028.html
「プレスリリース」農林水産省ホームページ

農林水産省 新事業・食品産業部外食・食文化課食文化室 担当者：永濵、月岡、江澤
代表：03-3502-8111（内線4067）ダイヤルイン：03-6744-2012

～プロジェクト初 大阪駅でイベントを開催～

https://www.maff.go.jp/j/press/syouan/seisaku/221028.html
https://www.maff.go.jp/j/press/shokuhin/wasyoku/221028.html
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お問い合せ先：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

近畿農政局京都府拠点では、メールマガジンを発行し、プレスリリース等の公
表、農林水産施策の紹介等を行います。メールマガジンは、月２回をめどに発行
しており、どなたでもご利用いただけますので、ぜひご登録ください。

近畿農政局京都府拠点からのお知らせ

https://www.maff.go.jp/kinki/tiiki/kyoto/mailmagakyoto.html

農林水産省は、「環境にやさしい栽培技術」と「省力化に資する先端技術等」を
組み合わせた「グリーンな栽培体系」の取組を学ぶオンラインセミナーを開催し
ます。「化学肥料使用低減の技術体系とプラスチック被覆肥料の代替」と「農地

農林水産省 農産局技術普及課 担当者：渕上、池田、道端
代表：03-3502-8111（内線5199） ダイヤルイン：03-3501-3769

「グリーンな栽培体系を学ぶ第2回オンライン
セミナー」の開催について

【開催日時】

【お問合せ先】

【ワード検索】

令和４年12月13日（火曜日）13時00分～16時10分

【内 容】
(1)講演「化学肥料使用低減の技術体系とプラスチック被覆肥料の代替」
・ 名古屋大学大学院生命農学研究科応用生命科学専攻土壌生物化学研究室
客員研究員柴原藤善氏

・滋賀県農業技術振興センター 環境研究部主査高山尊之氏

(2)産地の取組発表（千葉県）
(3)講演「農地からの温室効果ガス削減技術」
農研機構農業環境研究部門気候変動緩和策研究領域領域長白戸康人氏

(4)産地の取組発表（福島県、山形県）

「プレスリリース」農林水産省ホームページ
https://www.maff.go.jp/j/press/nousan/gizyutu/221104.html

【ウェブサイトアドレス】

【ウェブサイトアドレス】

からの温室効果ガス削減技術」の講演のほか、「グリーンな栽
培体系への転換サポート事業」を取り組んでいる各産地から
取組状況を発表します。参加申込方法等詳細については、
以下のウェブサイトをご覧ください。

https://www.maff.go.jp/kinki/tiiki/kyoto/mailmagakyoto.html
https://www.maff.go.jp/j/press/nousan/gizyutu/221104.html

