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     近畿農政局地方参事官室（京都府担当）からのメール情報 第 156 号  

               2022.12.27 

  

 各  位 

 

                       近畿農政局地方参事官室（京都府担当） 

 

 時下益々ご清栄のことと存じます。 

 日頃より地域農政の推進に格段のご理解とご尽力を賜り厚くお礼申し上げます。 

 

 農政に関するメール情報を以下のとおり配信いたします。  

 皆様の地域の農業を元気にする取組に、少しでもお役に立てば幸いに存じます。 

 

           ～～今回お知らせする情報～～ 

 

〇 令和５年度農林水産予算概算決定の概要について 

 

〇 食料安全保障強化政策大綱の決定について 

 

〇 農村 RMO 推進フォーラムの開催について～みんなで考える農村における地域コミュ 

 ニティ～ 

 

〇 国内肥料資源の利用拡大に向けた関係事業者間のマッチング支援の取組について 

 

〇  BUZZMAFF となりの近畿「【検証】農水省職員なら渋柿を顔色ひとつ変えずに食べ 

 られる説 www」 

  

〇 ジェトロからのセミナーのご案内について 

 

❏❏❏❏❏❏❏❏❏❏❏❏❏❏❏❏❏❏❏❏❏❏❏❏❏❏❏❏❏❏❏❏❏❏❏❏❏❏ 

 

〇 令和５年度農林水産予算概算決定の概要について 

 

   令和５年度農林水産予算概算決定の概要が取りまとまりましたので、公表します。 

 

  ※概要等詳細につきましては、下記 URL を参照してください。 

   「令和５年度農林水産予算概算決定の概要」（農林水産省 HP） 

   https://www.maff.go.jp/j/budget/r5kettei.html 

https://www.maff.go.jp/j/budget/r5kettei.html
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【お問合せ先】 

  農林水産省 大臣官房予算課 

  代表：03-3502-8111（内線 3164）ダイヤルイン：03-3501-3716 

 

 

〇 食料安全保障強化政策大綱の決定について 

 

  令和４年 12 月 27 日、「食料安定供給・農林水産業基盤強化本部（第３回）」が開催 

 され、「食料安全保障強化政策大綱」が決定されました。これは、新しい資本主義の 

 下、食料安全保障の強化のための対策に加え、スマート農林水産業等による成長産業 

 化、農林水産物・食品の輸出促進、農林水産業のグリーン化についても、改めてその 

 目標等を整理し、その実現に向けた主要施策を取りまとめたものです。 

 

  ※食料安定供給・農林水産業基盤強化本部（第３回）の資料につきましては、下記 

   URL を参照してください。 

   「食料安定供給・農林水産業基盤強化本部」（外部リンク） 

   https://www.kantei.go.jp/jp/singi/nousui/shokunou_dai3/gijisidai.html 

 

【お問合せ先】 

  農林水産省 大臣官房政策課 

  代表：03-3502-8111（内線 3087）ダイヤルイン：03-3502-8448 

 

 

〇 農村 RMO 推進フォーラムの開催について～みんなで考える農村における地域コミュ 

 ニティ～ 

 

  農村地域、特に中山間地域では、高齢化や人口減少により集落機能が低下してお 

 り、複数の集落機能を補完して、農用地保全活動や農業を核とした経済活動と併せ 

 て、生活支援等地域コミュニティの維持に資する取組を行う農村型地域運営組織 

 (農村 RMO：Region Management Organization）の形成が急務となっています。 

 

 このため、近畿農政局において、農村型地域運営組織(農村 RMO)の啓発普及及び農村 

 RMO に取り組もうとする関係者の知見の向上を図ることを目的に農村 RMO 推進フォー 

 ラムを開催します。（無料） 

 

【開催日】 

  令和５年１月 10 日(火曜日)  13 時 30 分から 15 時 30 分 

https://www.kantei.go.jp/jp/singi/nousui/shokunou_dai3/gijisidai.html
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  ※申込締切：令和５年１月５日(木曜日) 17 時 

 

【開催方式等】 

  オンライン形式(ZOOM 配信)限定  オンライン聴講者  500 名 

 

【プログラム】 

  (１)開会挨拶 

  (２)基調講演：「地域おこしから地域運営へ  ～地域の生き残りをかけて～」 

       特定非営利活動法人 いわて地域づくり支援センター 常務理事  若菜 千穂氏 

  (３)事例報告 

        事例 1：石川県七尾市  釶打ふるさとづくり協議会  事務局長  村田 正明氏 

        事例 2：京都府南丹市  摩気高山の郷振興会 

                      副理事長兼事務局長  西村 寿氏、事務局次長  小林 康夫氏 

        事例 3：京都府福知山市  中六人部地域づくり協議会   

                      会長  藤田 重行氏、副会長兼事業推進部長  北山 哲史氏 

        事例 4：滋賀県甲賀市  羽ばたけ鮎河自治振興会  部会長  辻 聡氏 

  (４)聴講者とのコミュニケーション・セッション 

  (５)行政説明：「農村 RMO 推進について」 

 

【聴講申し込み方法等】 

  聴講申し込み等詳細は、以下の URL をご覧ください 

  「プレスリリース」（近畿農政局 HP) 

  https://www.maff.go.jp/kinki/press/keikaku/nousonshinkou/221220.html 

   

    「農村 RMO|集落コミュニケーションのための地域づくり」（外部リンク） 

  https://nouson-rmo.com/lp/webinar230110.html 

 

【お問合せ先】 

  近畿農政局 農村振興部農村計画課 

  担当者：日下、藤田 

  代表：075-451-9161（内線 2480）ダイヤルイン：075-414-9050 

  FAX 番号：075-451-3965 

 

 

〇 国内肥料資源の利用拡大に向けた関係事業者間のマッチング支援の取組について 

 

    海外からの輸入原料に依存した肥料から、堆肥や下水汚泥資源等の国内資源を 

 活用した肥料への転換を進める取組を推進するためには、肥料原料の供給者、肥料 

 の製造事業者、肥料の利用者の間での連携が不可欠です。 

https://www.maff.go.jp/kinki/press/keikaku/nousonshinkou/221220.html
https://nouson-rmo.com/lp/webinar230110.html
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  このため、これら関係事業者の連携づくりの契機となるよう、関連事業者のニー 

 ズ等に関する情報を一元的に収集し、互いに閲覧できるマッチングサイトを開設し 

 ます。 

 

【情報登録のお願い】 

  肥料原料の供給事業者、肥料の製造・販売事業者及び肥料の利用者（生産者団体、 

 耕種農家等）の皆様におかれましては、事業者情報やそれぞれのニーズ等に関する 

 情報について、下記のリンク先から登録してください。 

 （既定のフォーマットに入力いただくことで情報が登録されます。） 

 

 ※登録方法等詳細については、以下の URL をご確認ください。 

  「国内肥料資源の利用拡大に向けた関係事業者間のマッチング支援の取組について」 

  （農林水産省ＨＰ） 

  https://www.maff.go.jp/j/seisan/sien/sizai/s_hiryo/kokunaishigen/matching.html 

 

【お問合せ先】 

  農林水産省 農産局技術普及課生産資材対策室 

  代表：03-3502-8111（内線 4773）ダイヤルイン：03-6744-2182 

 

 

〇  BUZZMAFF となりの近畿「【検証】農水省職員なら渋柿を顔色ひとつ変えずに食べ 

 られる説 www」 

 

  「となりの近畿」では、若手職員を中心に、となりにあるとほっこりするような 

 近畿農業の魅力をお届けします。 

 

  今回は和歌山県九度山町に、柿の収穫へ行ってきました！甘柿・渋柿の違いや、 

 なかなか知られていない柿の選果方法など、貴重なお話をたくさん聞くことができ 

 ました！そして、メンバーが生の渋柿を実食して・・・？ 

 

 ※動画等の詳細については、以下の URL をご確認ください。 

  「【検証】農水省職員なら渋柿を顔色ひとつ変えずに食べられる説」(外部リンク） 

   https://www.youtube.com/watch?v=DoJOXxGySoY 

 

  「BUZZ MAFF『となりの近畿』」（近畿農政局ＨＰ） 

   https://www.maff.go.jp/kinki/photo/kekka/video/b10.html 

   

【お問合せ先】 

https://www.maff.go.jp/j/seisan/sien/sizai/s_hiryo/kokunaishigen/matching.html
https://www.youtube.com/watch?v=DoJOXxGySoY
https://www.maff.go.jp/kinki/photo/kekka/video/b10.html
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  近畿農政局 企画調整室 

  TEL:075-414-9036 FAX:075-414-9060 

 

 

〇 ジェトロからのセミナーのご案内について 

 

  ジェトロ（日本貿易振興機構）では、農林水産・食品分野の海外専門家を講師に 

 迎え、現地市場開拓に役立つヒントや最新マーケット情報をお届けするセミナー 

（ウェビナー）を開催します。 

 

  今回は、2022 年 12 月６日にライブ配信し、ご好評いただいた「米国向け・醤油の 

 輸出における米国食品安全強化法（FSMA）への対応」を編集し、オンデマンドにて 

 再配信します。米国市場への進出を検討されている醤油の事業者様に向けて米国向 

 けに食品を輸出する際に遵守が義務づけられている米国食品安全強化法（FSMA）に 

 ついて、食品輸出と食品衛生管理に豊富な知見を持つ専門家が詳しく解説します。 

 前回お見逃しになった方のみならず、再度ご確認されたい方もぜひご視聴ください。 

 

【日 時】 

  2022 年 12 月 20 日（火）～2023 年３月 10 日（金）10：00 

   

【形 式】 

  オンライン開催（オンデマンド配信）使用ツール：YouTube 

 

【概 要】 

  日本から米国へ食品を輸出する際に必要な FSMA の概要について、米国市場および 

 日本からの食品輸出について豊富な知見を持つ専門家が醤油のハザード分析を通し 

 て説明します。 

 ※主なターゲット顧客：今後海外への販路拡大に意欲のある醤油事業者、関連団体、 

            商社 

 ※講師：合同会社グローバリューション 代表社員/ジェトロ輸出プロモーター 

     村井 京太 氏 

 ※お申込み方法等、詳細は以下 URL よりご確認ください。 

  「ジェトロ イベント情報」（外部リンク） 

  https://www.jetro.go.jp/events/afg/ea78abfe635f2229.html 

  ※募集締切：2023 年３月９日（木）23 時 59 分 

 

【お問合せ先】 

  ジェトロ農林水産・食品戦略的商流構築課 （担当：神東、花輪） 

tel:075-414-9036
https://www.jetro.go.jp/events/afg/ea78abfe635f2229.html
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  Tel：03-3582-8348 E-mail：afg_seminar@jetro.go.jp 

 

 ❏❏❏❏❏❏❏❏❏❏❏❏❏❏❏❏❏❏❏❏❏❏❏❏❏❏❏❏❏❏❏❏❏❏❏❏❏❏ 

 

 メール情報の配信停止・配信先変更ご希望の方は、その旨を記載し、このメールに 

返信願います。 

 

▷▷▷▷▷▷▷▷▷▷▷▷▷▷▷▷▷▷▷▷▷▷▷▷▷▷▷▷▷▷▷▷▷▷▷▷▷▷▷▷▷▷▷▷▷▷▷▷▷▷▷▷▷▷▷▷▷▷▷▷▷▷▷▷▷▷▷▷▷▷▷▷▷▷▷▷ 

------------------------------------------ 

 近畿農政局 地方参事官室（京都府担当） 

 〒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 

  E-MAIL: kinki_sanjikan_kyoto@maff.go.jp 

------------------------------------------- 
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