
プレスリリース 

令和元年 9 月 10 日 14:00 

大阪府政記者会 

大阪科学・大学記者クラブ 会員各位 

昨年５月に開催された「大阪ぶどうサミット」で、大阪府内のぶどうに関わる団体等が

一体となって、ぶどうを核とした魅力ある地域づくりを推進していくため共同宣言を行い

ました。 

令和元年５月 17 日に、共同宣言を推進するため、事業者団体、行政機関、研究機関を中

心とした産官学連携の『大阪ぶどうネットワーク』が設立され（以下ネットワーク）、大

阪ぶどう・ワインのホームページの立ち上げ、当研究所で開発したぶどう新品種「ポン

タ」の普及やワイン分析勉強会など、プロモーションから技術支援まで幅広く活動を進め

ています。 

令和元年９月 15 日には、ネットワークの本格的なプロモーション活動として、大阪城

公園内で開催される「大阪城マルシェ」に出展し、府内のぶどう産地とワイナリーが集

い、G20 でも採用された大阪のぶどう・ワインの PR 活動を行います。 

今後も「大阪ぶどうネットワーク」では、大阪のぶどう・ワインの振興のため、様々な

取り組みを行っていく予定です。当研究所も引き続き、ぶどうの生産技術や新品種の開

発、ワイン醸造技術の支援などに取り組んでまいります。 

＜参考＞ 

〇「大阪産」ぶどう、ワイン専用ページ 

http://www.pref.osaka.lg.jp/ryutai/osaka_mon/budouwain.html 

〇大阪ぶどうネットワーク 

大阪のぶどうに携わる事業者団体、行政機関、研究機関が交流を目的にした産官学連携のネッ

トワーク。大阪府、羽曳野市、柏原市、太子町、大阪狭山市、交野市、河内長野市、JA 大阪

南、JA 中河内、大阪府果樹振興会、大阪ワイナリー協会、（地独）大阪府立環境農林水産総合

研究所の 12 組織が加盟（令和元年９月現在）。 

大阪のぶどう・ワイン振興を目指す産官学ネットワーク 

『大阪ぶどうネットワーク』が発足し、PR活動を本格開始！ 

 ～G20 で注目の大阪のぶどう、ワインが登場～ 

地方独立行政法人 大阪府立環境農林水産総合研究所 

食と農の研究部 葡萄グループ 

（大阪ぶどうネットワーク事務局）担当：谷本、平松、池永 

TEL：072-979-7035 FAX:072-956-9691 

▲ぶどう新品種「ポンタ」
▲大阪ぶどうとワイン（イメージ図）

http://www.pref.osaka.lg.jp/ryutai/osaka_mon/budouwain.html


＜添付資料＞共同宣言書 
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