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〈今月の掲載情報〉

※メールマガジンの
サイトはこちらから

★Go To Eat キャンペーン
★スマート農業シンポジウムを開催します
★６次産業化推進シンポジウムを開催しました
★まちなかテラス（まちテラ）を実施しています
★農林水産統計功績者に大臣感謝状等を授与しました
★GFPではオンラインによる訪問診断を行っています
★和牛遺伝資源を守るための法律改正・新法制定

Go To Eat キャンペーン
Go To Eat キャンペーンは、感染予防対策に取り組みながら営業している飲食店および食材を供給する農
林漁業者を応援するため、国が以下の取り組みをするキャンペーンです。
みんなで食事に行って応援しましょう！
キャンペーンは、オンライン飲食予約の利用によるポイント付与と、登録飲食店で使えるプレミアム付食
事券の発行の2種類
キャンペーンWebサイトは
こちらから

★Webで予約し、飲食すると次回使えるポイントがもらえる
昼食時間帯500円分 / 夕食時間帯1,000円分のポイントが付与されます。
付与ポイント以上の飲食が必要となります。

★登録飲食店で使える、お得な食事券が購入できる

https://gotoeat.maff.go.jp/

地域の飲食店で使える、25%お得な食事券を各都道府県などの単位で販売します。
愛知県での取組期間は10月8日から3月31日
【Web受付】10月16日 0時から2021年1月31日 23時59分まで
https://www.funity-rs.jp/aichi/#/message/1

【電話受付】10月16日から11月15日 10時から18時 0570-058-890
【店頭受付】11月16日 0時から2021年1月31日 23時59分まで
愛知県内のファミリーマート
【キャンペーン事務局】 電話：052-433-3680
平日10時から17時（土日祝、年末年始（12月29日から1月3日を除く））
岐阜県での取組期間は10月16日から2月28日
【Web受付】10月26日 10時から2021年1月31日 23時59分まで
https://www.funity-rs.jp/gifu/

【電話受付】10月26日 10時から2021年1月29日 17時まで 0570-07-5210
【キャンペーン事務局】 電話：0570-07-5210
平日10時から17時（土日祝、12月29日から1月3日を除く）
三重県での取組期間は9月25日から2月21日
【Web受付】10月20日 10時から2021年1月31日 23時59分まで
https://www.funity-rs.jp/mie/

【キャンペーン事務局】 電話：飲食店向け：050-3538-4371
消費者向け：050-3538-2860
平日10時から18時（土日祝、12月29日から1月3日を除く）
お問合せ先

経営・事業支援部 食品企業課

TEL

052-746-6430

スマート農業シンポジウムを開催します
先端技術を活用したトラクターの自動運転やドローンなどを活用した「スマート農業」の実証が全国で展
開。とりわけ、中部圏には自動車産業など革新的な技術の集積があり、農業と製造業の連携によるイノベー
ションが期待されています。
このため、農業におけるIoT技術の活用と更なる発展を支える、データ活用と通信に焦点を当てたシンポ
ジウムをWeb形式により開催します。
開催概要

日

時：令和2年11月26日（木曜日）13時30分から16時00分

開催形式：ZoomウェビナーによるWeb配信
テーマ

中部圏におけるスマート農業の取組と普及に向けた課題
～5G元年で見えてきたデータ活用と精密農業の未来～

内 容
 基調講演

澁澤 栄氏 東京農工大学農学部 特任教授
 パネルディスカッション
〔モデレーター〕生源寺 眞一氏 福島大学食農学類 学類長 教授
〔パネリスト〕 青山 智明氏 東海総合通信局情報通信部情報通信振興課 課長
加留 祥行氏 岐阜県農政部農政課スマート農業推進室 室長
中島 悠氏 有限会社すがたらいす 代表取締役
南 祐太朗氏 飛騨蔬菜出荷組合ほうれんそう部会「若菜会」 会長
澁澤 栄氏
共催：公益財団法人 中部圏社会経済研究所、東海農政局
生産部生産技術環境課

TEL

中部社研Webサイト
https://www.criser.jp/mos
ikomi.html?id=63
【申込期限】
11月24日（火）

後援：東海総合通信局
お問合せ先

お申込みはこちらから

052-746-1313

6次産業化推進シンポジウムを開催しました
10月16日、名古屋市内において令和2年度6次産業化推進シンポジウムを開催しました。
「令和時代の6次産業化を考える」と題し、これからの6次産業化のあり方や可能性について、参加者全員
で考えることを目的としました。
基調講演では、JAで長年農家の経営指導に取り組ま
れ、昨年3月まで東海農政局の総合化事業計画認定審
査委員会の委員を務められていた、有限会社いちゆう
取締役 高木幹夫氏より、「生産面からみた6次産業」
と題する講演が行われました。

高木氏

パネルディスカッションでは、コーディネーターとして、ダイス
ビュー有限会社代表取締役 大槻恭久氏をお招きしました。
パネラーとして、基調講演の高木氏、総合化事業計画認定事業者
の有限会社とり沢代表取締役 伊藤友貴氏（岐阜県海津市）、高香園
代表 野場義尊氏（愛知県豊田市）及び株式会社いのさん農園代表取
締役社長 岡田孝幸氏（三重県津市）の5名が参加され、「6次産業化
により事業を発展させるために必要なことは何か」をテーマに討論
していただきました。

高木氏の講演の様子

最後に、6次産業化を発展させるためには、3つのワーク（フット
ワーク・チームワーク・ネットワーク）と信頼できる協力者（プラ
ンナーなど）と組むことなどが重要であると結んでいただきました。
なお、シンポジウムの基調講演、総合化事業計画認定事業者によ
る事例発表及びパネルディスカッションの映像は、後日、当局の
Webサイトに掲載する予定です。
お問合せ先

経営・事業支援部 地域食品・連携課

パネルディスカッションの様子
（左から、大槻氏、高木氏、伊藤氏、野場氏、岡田
氏）

TEL

052-223-4602

まちなかテラス（まちテラ）を実施しています
～岐阜県大垣市～
大垣市では、新型コロナウイルス感染症の影響を受ける飲食店などを支援するため、がんばろう大垣プロ
ジェクトとして「まちなかテラス」を実施しています。
大垣市中心部の歩道や広場では、現在「まちなかテラス」と銘
打って、店舗前の歩道にテーブルや椅子を置くなどのテラス営業
や物品の販売が11月末まで行われています。
国土交通省が新型コロナウイルス感染症の影響を受ける飲食店
などを支援する緊急措置として、地方公共団体と地域住民・団体
などが一体となって取り組む沿道飲食店などの路上利用に係る道
路占用の許可基準を緩和しました。
これを受け、大垣市と大垣市商店街振興組合連合会が「3密」
の回避と「新しい生活様式」を取り入れた感染予防や中心市街地
の活性化対策として実施しているものです。
参加店は、7月当初は12店舗でした
が、9月末には27店舗まで拡大しまし
た。歩道上のテラスは解放感があると
いったことから、お客さんの評判は
上々で、賑わっているとのことです。
市の担当者は「予想以上にお客さん
が多く、また新規に参加を希望する店
舗も増えている。参加店舗のPRもし
ていきたい。」と話していました。
コロナ禍の中、飲食店などの支援を行っている大垣市の取組を紹介しました。
お問合せ先

大垣市 都市計画部 都市計画課

TEL

0584-47-8698

農林水産統計功績者に大臣感謝状等を授与しました
農林水産省は、毎年10月18日の「統計の日」に当たり、農林水産統計調査に永年ご協力いただいた方や
功績のあった方々に、大臣感謝状又は表彰状を授与するとともに、感謝の意を伝えています。
このたび、令和2年度の受賞者（東海3県で36名）に対して、大臣感謝状または表彰状を授与しました。

 農林水産大臣感謝状
永年協力者32名

（敬称略、順不同）

・岐阜県 6名

岩本高司（高山市） 野原栄司（揖斐郡池田町） 杉野孝男（本巣市）
橋本俊介（高山市） 藤井泰（養老郡養老町） 野邑仁（郡上市）

・愛知県17名

西山直司（田原市） 渡邉昭夫（愛西市） 小林悠紀彦（豊橋市）
齋藤茂晴（額田郡幸田町） 村田和人（西尾市） 林学（一宮市）
石川雄幸（西尾市） 太田一成（田原市） 川内巧（知多郡南知多町）
恒川昌三（江南市） 鈴木一俊（碧南市） 石田正明（豊橋市） ほか5名

・三重県 9名

岸野隆夫（津市） 村田明久（度会郡南伊勢町） 小林正美（津市）
出口清敏（志摩市） 大山忠秋（志摩市） 森下大造（伊勢市）
住田正美（鈴鹿市） 澤井照雄（伊賀市） ほか1名

永年協力者 西山直司氏

特別協力者3名
・愛知県 1名

神谷製材株式会社（海部郡飛島村）

・三重県 2名

三昌鶏卵株式会社（四日市市）
松下隆（和歌山県新宮市）

 農林水産大臣表彰状
農林業センサス功績者1名
・三重県 1名

河村角夫（亀山市）

詳細については、東海農政局のWebサイトをご覧ください
https://www.maff.go.jp/tokai/tokei/kanshajo/index.html

永年協力者 恒川昌三氏（右）

お問合せ先 統計部 調整課
TEL 052-763-4729

～農林水産物・食品の輸出に意欲ある皆様へ～

GFPではオンラインによる訪問診断を行っています

「GFP」とは、Global Farmers/Fishermen/Foresters/Food Manufacturers Projectの略称であり、農林
水産省が推進する日本の農林水産物・食品輸出プロジェクトです。
農林水産物・食品の輸出をめぐる状況は
農林水産物・食品の輸出額については、2012年の4,497億円から2019年に9,121億円へと倍増しました。
しかし、2020年に入ると新型コロナウイルスの影響により、大きく落ち込んだ時期もありましたが、農産物
では回復の動きが出てきたところです。
2030年までに農林水産物・食品の輸出額を5兆円とする目標が、新たな食料・農業・農村基本計画（本年3月
に閣議決定）で掲げられています。本年10月の閣僚会議での総理大臣指示を受け、年末までに具体的な戦略の
策定に取り組んでいます。
GFP（農林水産物・食品輸出プロジェクト）では
農林水産省は、「GFP」のコミュニティサイトにおいて、輸出を意欲的に取り
組もうとする生産者・事業者等のマッチング等の支援を行っています。
GFPに登録すると、農林水産省・ジェトロなどの職員が直接事業者を訪問し、
輸出の参考となるレポートの提供や、輸出の課題などの相談、アドバイスを行う
「訪問診断」を無料で受けられます。
現在、コロナ禍のため、オンラインでの訪問診断を行っており、東海管内にお
いても、希望する事業者に対し順次オンラインで実施しています。
GFPの登録は無料です。GFPへの参加を希望される方は、GFPのWebサイトを
ご確認の上、メンバー登録をお願いします。

オンラインでの訪問診断の様子
（東海農政局にて）

メンバー登録はこちらから

https://www.gfp1.maff.go.jp/

お問合せ先

経営・事業支援部 輸出促進課

TEL 052-223-4619

和牛遺伝資源を守るための法律改正・新法制定
農林水産省は、知的財産としての価値がある、和牛の人工授精用精液・受精卵の不適正な流通を防ぎ、
事業者の利益を保護しています。このたび、家畜改良増殖法の改正と新たな法律（家畜遺伝資源に係る不
正競争の防止に関する法律）が制定されました。

家畜遺伝資源法の制定

家畜改良増殖法の改正
〇精液などの封入容器への名称など
の表示、譲渡記録簿の作成・保存
の義務化
〇人工授精所以外での保存禁止な
どの措置により不適正流通を防止

〇不正競争行為を定義し、使用者・
使用目的を制限
〇不正競争により損害を受けた場合
の生産者の差止請求、損害賠償請
求権を規定
などの措置により遺伝資源の海外へ
の流出を防止

精液封入容器への表示（個体識別番号、精液採取年月日）

お問合せ先

＜編
集＞
＜ We b サ イ ト ＞

生産部 畜産課

東海農政局 企画調整室
🔍

東海農政局

TEL 052-223-4625

TEL 052-223-4610

