
農 政 日 誌
(平成15年４月１日～平成16年３月31日)

４ 月

４月１日㈫◇平成15年度（上期）の関税割当公表につ

いて（総合食料局国際部国際調整課）

◇農林水産公共事業コスト構造改革につい

て（大臣官房予算課、農村振興局整備部設

計課）

◇第4回大規模林道事業の整備のあり方検

討委員会の開催について（林野庁森林整備

部整備課）

◇農業農村整備事業等における公共事業

（補助事業分）の事業評価結果について（農

村振興局計画部事業計画課、土地改良企画

課、整備部農地整備課、水利整備課、林野

庁森林整備部計画課、水産庁漁港漁場整備

部整備課）

◇農林水産大臣談話（平成15年４月１日）

（総合食料局国際部国際経済課）

◇WTO農業委員会特別会合の概要（総合

食料局国際部国際経済課）

◇農林水産研究開発レポート「新たな用途

をめざした稲の研究開発」の発行について

（技術会議事務局技術政策課）

◇京都メカニズムとしての植林の相談窓口

（CDM 植林ヘルプデスク）を設置（林野庁

森林整備部計画課海外林業協力室）

◇第10回農林水産省有明海ノリ不作等対策

関係調査検討委員会の議事録（暫定版）の

公表について（水産庁増殖推進部研究指導

課）

◇「朝日山地森林生態系保護地域」の設定

について（東北森林管理局計画第一部、関

東森林管理局計画第一部）

◇平成15年産水稲10 当たり平年収量につ

いて（大臣官房統計情報部生産統計課）

◇第15回生産調整に関する研究会の開催に

ついて（場所の変更）（食糧庁計画流通部計

画課）

◇主要食料品の小売価格等の見通し（総合

食料局消費生活課物価対策室）

◇農業資材審議会委員・臨時委員・専門委

員の改選について（生産局生産資材課）

◇第４回「食品の表示に関する共同会議」

の議事概要について（総合食料局品質課、

厚生労働省）

◇水産関係公共事業の平成15年度予算の概

要及び事業評価結果について（水産庁漁港

漁場整備部計画課、防災漁村課）

◇平成14年度林野公共事業の事業評価につ

いて（林野庁森林整備部計画課）

◇農林水産省幹部職員名簿（平成15年４月

１日現在）（大臣官房秘書課）

２日㈬◇2002/2003南氷洋鯨類捕獲調査団の入港

について（水産庁資源管理部遠洋課）

◇マイワシ資源の変動と海洋環境の関係

（水産庁増殖推進部漁場資源課、（独）水産

総合研究センター）

◇「外来魚問題に関する懇談会（第６回）」

の結果概要について（水産庁資源管理部沿

岸沖合課）

３日㈭◇第４回 BSE疫学検討チーム検討会の開

催について（生産局畜産部畜産技術課、衛

生課）

◇国等による環境物品等の調達の推進等に

関する法律（グリーン購入法）に基づく調

達方針の公表について（大臣官房企画評価

課環境対策室、経理課）

◇第10回食品流通の効率化等に関する研究

会の開催及び傍聴について（総合食料局流

通課）

◇小中学生を対象としたインターネットア

ンケート調査結果について（総合食料局消

費生活課）

◇平成14年度第３回日本海海況予報―別表

の水産関係機関が検討し独立行政法人水産

総合研究センター日本海区水産研究所がと

りまとめた結果―（水産庁増殖推進部漁場

資源課、独水産総合研究センター日本海区

水産研究所）
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◇都市と農山漁村の共生・対流に関するプ

ロジェクトチーム第４回会合の概要につい

て（農村振興局農村政策課）

◇農業資材審議会農薬分科会特定農薬小委

員会の開催について（生産局生産資材課）

◇「農林水産分野における組換え体の利用

のための指針」に基づく確認について（技

術会議事務局技術安全課）

４日㈮◇「食料自給率早見ソフト」の改訂につい

て（総合食料局食料政策課）

◇「牛肉在庫緊急保管対策事業」における

保管対象牛肉の検品の状況について（生産

局畜産部食肉鶏卵課）

◇第４回「牛肉在庫保管・処分事業に係る

判定委員会」の結果概要について（生産局

畜産部食肉鶏卵課）

◇農林水産省におけるインターンシップの

開始について（大臣官房秘書課）

◇2002年木材輸入実績について（林野庁林

政部木材課木材貿易対策室）

◇「Monthly食料需給情報」の提供につい

て（総合食料局食料政策課）

◇バイオマス・ニッポン総合戦略推進アド

バイザリーグループの設置及び第１回会合

の開催について（大臣官房企画評価課バイ

オマス・ニッポン総合戦略プロジェクトチ

ーム）

◇農業体験学習のポータルサイト「農業体

験学習ネット」の開設について（経営局女

性・就農課、㈳全国農村青少年教育振興会）

◇農林水産省におけるインターンシップの

開始について（訂正）（大臣官房秘書課）

◇平成14年度外国産麦類検査実績の産地

（型）銘柄別、検査項目別平均値（平成14

年４月～平成15年２月）（食糧庁計画流通部

消費改善課）

◇全農佐賀園芸販売所で販売されたタマネ

ギの不適正表示に対する措置について（総

合食料局品質課食品表示対策室）

◇農林物資規格調査会部会の開催及び傍聴

の募集について（総合食料局品質課）

◇公表内容の訂正について（生産局畜産部

食肉鶏卵課）

◇第15回生産調整に関する研究会の資料に

ついて（食糧庁計画流通部計画課）

７日㈪◇日ロ漁業合同委員会第19回会議の結果に

ついて（水産庁資源管理部国際課）

◇有明海における軟弱なしゅんせつ土の再

利用に新たな方向性（水産庁漁港漁場整備

部整備課）

◇第16回牛海綿状脳症（BSE）に関する技

術検討会の開催について（生産局畜産部衛

生課、生産資材課）

◇飼料安全法に基づく収去飼料等の試験結

果の公表について（生産局畜産部飼料課）

◇地産地消の推進に関する政策提案会の出

席者等の募集（大臣官房地方課）

◇韓国漁船による不法設置漁具の押収につ

いて（水産庁資源管理部管理課指導監督室）

◇WTO水産物交渉についてのインド、バ

ングラデシュ、ミャンマーとの意見交換（水

産庁漁政部加工流通課）

８日㈫◇平成15年度（第４回）民間部門農林水産

研究開発功績者表彰事業のご案内について

（㈳農林水産技術情報協会、技術会議事務

局研究開発企画官）

◇米政策改革に係る全国説明会の開催につ

いて（食糧庁計画流通部計画課）

◇第７回日中農産物貿易協議会の開催につ

いて（生産局特産振興課、総合食料局国際

部国際調整課）

◇水産政策審議会第10回資源管理分科会の

結果について（水産庁漁政部漁政課）

◇「サバ類の漁獲可能量（TAC）の留保枠

から9,000トンを追加配分」―水産政策審議

会第8回漁獲可能量部会の結果―（水産庁資

源管理部管理課資源管理推進室）

◇第１回農林水産省政策評価会の開催及び

傍聴について（大臣官房企画評価課）

◇第16回牛海綿状脳症（BSE）に関する技

術検討会の概要について（生産局畜産部衛

生課）

◇普及事業の在り方に関する検討会報告書

について（経営局普及課）

９日㈬◇第６回「農業委員会に関する懇談会」の

開催について（経営局構造改善課）

◇2003年度第二期北太平洋鯨類捕獲調査

（JAPANⅡ）の開始について（水産庁資

源管理部遠洋課）

◇天然種苗を凌ぐブリの人工種苗生産に成

功（㈳日本栽培漁業協会本部、水産庁増殖

推進部栽培養殖課）
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◇水産庁遊漁の部屋のホームページの開設

～遊漁者が守らなければならない法律、規

則やマナーをわかりやすく説明～（水産庁

資源管理部沿岸沖合課遊漁・海面利用室）

◇高齢者活動促進システム確立事業の平成

13年度活動事例集について（経営局女性・

就農課女性・高齢者対策推進室）

◇第４回大規模林道事業の整備のあり方検

討委員会の議事概要について（林野庁森林

整備部整備課）

◇イラクに対する政府米の支援について

（食糧庁総務部国際課）

10日㈭◇第５回「食品の表示に関する共同会議」

の開催及び傍聴の募集について（総合食料

局品質課、厚生労働省）

◇豚コレラ関係の定期報告関連情報につい

て（生産局畜産部衛生課）

◇第10回食肉流通問題調査検討委員会の開

催及び傍聴について（大臣官房企画評価課）

11日㈮◇平成14年産米の検査結果（速報値）（平成

15年3月末日現在）（食糧庁計画流通部消費

改善課）

◇水産政策審議会懇談会の開催について

（水産庁資源管理部国際課）

◇農業資材審議会飼料分科会安全性部会の

開催及び一般傍聴について（生産局畜産部

飼料課）

◇中国産稲わらからのヒ素の検出について

（生産局畜産部飼料課）

◇米国農務省穀物等需給報告（2003年４月

10日発表のポイント）（総合食料局食料政策

課）

14日㈪◇第３回世界自然遺産候補地に関する検討

会の開催及び一般傍聴について（林野庁森

林整備部森林保全課）

◇第10回漁業センサス等研究会の開催のお

知らせ（大臣官房統計情報部構造統計課）

◇全国農業協同組合連合会に対する農業協

同組合法に基づく報告徴求について（経営

局協同組織課）

◇頻発する外国漁船による違法漁具の設置

について―水産庁漁業取締船による押収量

が急増―（水産庁資源管理部管理課指導監

督室）

◇食品表示ウォッチャーの公募について

（総合食料局品質課）

◇麦製品の取引価格の推移（平成15年３月

分）（食糧庁計画流通部計画課）

◇新たに提案公募型の「ごはん食推進活動

支援事業」を行います （食糧庁計画流通

部消費改善課）

◇「e－むらづくり計画」アドバイザリーグ

ループ中間とりまとめについて（農村振興

局整備部農村整備課総合整備事業推進室）

◇中国底びき網漁船の拿捕について―頻発

する中国底びき網漁船の悪質な違法操業に

ついて―（水産庁資源管理部管理課指導監

督室）

◇米政策改革に係る全国説明会の資料につ

いて（食糧庁計画流通部計画課）

15日㈫◇第25回緑化推進連絡会議の開催について

（林野庁森林整備部森林保全課）

◇農林水産政策研究所研究成果報告会開催

について（大臣官房企画評価課、農林水産

政策研究所）

◇第５回大規模林道事業の整備のあり方検

討委員会の開催について（林野庁森林整備

部整備課）

◇平成15年４月14日付けプレスリリースに

ついて（水産庁資源管理部管理課指導監督

室）

◇平成15年４月14日付けプレスリリースに

ついて（食糧庁計画流通部消費改善課）

◇みどりの週間及び緑の募金「全国一斉強

調週間」に係る主要緑化事業について（林

野庁森林整備部森林保全課、㈳国土緑化推

進機構）

◇第７回日中農産物貿易協議会の結果につ

いて（畳表）（生産局特産振興課、総合食料

局国際部国際調整課）

16日㈬◇第７回農業資材審議会飼料分科会安全性

部会の概要について（生産局畜産部飼料課）

◇飼料用稲わら中のひ素調査の結果につい

て（生産局畜産部飼料課）

◇「地球温暖化防止吸収源対策の推進のた

めの国民支援に関する研究会」について（林

野庁林政部企画課）

17日㈭◇「農協系統組織とのトップ懇談会」の開

催について（経営局協同組織課）

◇BSE対応肉用牛肥育経営特別対策事業

に係る肥育牛特別補てん金単価について

（平成15年３月分）（生産局畜産部畜産企画
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課）

◇米の１人１ヵ月当たり消費量（平成15年

２月分）（食糧庁計画流通部計画課）

◇国内産主食用米穀（うるち米）の販売数

量（速報）（食糧庁計画流通部計画課）

◇第７回コーデックス連絡協議会の概要

（総合食料局品質課、厚生労働省）

◇ベルギーからの家きん肉等の一時輸入停

止措置について（生産局畜産部衛生課）

◇冊子『小学生のカイコ飼育観察日記から

の報告』を関東全域の小中学校約8,000校に

提供（技術会議事務局技術政策課、独農業

技術研究機構）

18日㈮◇「農業委員会に関する懇談会」報告書に

ついて（経営局構造改善課）

◇平成14年度における国産及び輸入野菜等

の残留農薬に係る分析結果について（総合

食料局消費生活課）

◇コメの美味しさを遺伝子レベルで解き明

かす研究をスタート（技術会議事務局先端

産業技術研究課）

◇農林水産技術会議委員の選任について

（技術会議事務局総務課）

◇セブン工業㈱七宗工場の不適切な格付の

表示について（総合食料局品質課）

◇ワシントン条約（CITES）第49回常設委

員会の開催（水産庁増殖推進部漁場資源課

生態系保全室）

◇第25回緑化推進連絡会議の概要について

（林野庁森林整備部森林保全課）

◇農林物資規格調査会部会の開催及び傍聴

の募集について（総合食料局品質課）

21日㈪◇第７回農林業センサス等研究会の開催の

お知らせ（大臣官房統計情報部構造統計課）

◇韓国アナゴ筒漁船の拿捕について―外国

漁船の拿捕は本年９件、韓国漁船は８件目

―（水産庁資源管理部管理課指導監督室）

◇有明海調査ニュース第24号（最終号）の

発行について（水産庁増殖推進部研究指導

課）

◇「学校給食における牛肉の取り扱いにつ

いて」の公表について（生産局畜産部 BSE

対策特別チーム）

◇生鮮食品の原産地表示実態調査の結果概

要（総合食料局品質課食品表示対策室）

◇「農協系統組織とのトップ懇談会」の資

料配布について（経営局協同組織課）

22日㈫◇第10回食肉流通問題調査検討委員会の資

料について（大臣官房企画評価課）

◇都道府県農林水産主務部長政策提案会の

開催について（大臣官房地方課）

◇「農業農村整備事業の効率的実施に係る

検討会」平成14年度報告書について（農村

振興局計画部事業計画課、整備部設計課）

◇「地球温暖化防止吸収源対策の推進のた

めの国民支援に関する研究会」の概要（第

１回）（林野庁林政部企画課）

23日㈬◇世界食糧計画（WFP）を通じた対イラク

米支援に係る船積みについて（食糧庁総務

部国際課）

◇農林水産省有明海ノリ不作等対策関係調

査検討委員会「最終報告書―有明海の漁業

と環境の再生を願って―」の公表について

（水産庁増殖推進部研究指導課）

◇豚コレラ関係の定期報告関連情報につい

て（生産局畜産部衛生課）

◇農林物資規格調査会部会の開催について

（総合食料局品質課）

◇平成15年度先端技術を活用した農林水産

研究高度化事業の新規採択課題の決定につ

いて（技術会議事務局地域研究課）

◇民間結集型アグリビジネス創出技術開発

事業平成15年度新規採択課題の決定につい

て（技術会議事務局先端産業技術研究課民

間研究推進室）

◇第５回大規模林道事業の整備のあり方検

討委員会の議事概要について（林野庁森林

整備部整備課）

◇第１回中・長期開門調査検討会議の開催

及び傍聴について（農村振興局整備部農地

整備課）

◇第１回植物検疫に関する研究会の開催及

び傍聴について（生産局植物防疫課）

24日㈭◇平成15年度病害虫発生予報第１号（生産

局植物防疫課）

◇食品の「トレーサビリティシステム」開

発・実証事業への参加募集について（総合

食料局消費生活課）

◇第３回世界自然遺産候補地に関する検討

会の概要について（林野庁森林整備部森林

保全課）

◇平成14年度食料品消費モニター第３回定
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期調査結果について（総合食料局消費生活

課）

25日㈮◇亀井農林水産大臣の海外出張について

（総合食料局国際部国際企画課、国際経済

課）

◇熊谷農林水産大臣政務官の海外出張につ

いて（林野庁林政部木材課木材貿易対策室）

◇沖合・遠洋漁業の生産構造の見通し（試

算）について（水産庁漁政部企画課）

◇ホルマリン不正使用問題に関する情報

（第１報）（水産庁増殖推進部栽培養殖課）

◇無登録農薬に含まれるダイオキシン類の

分析結果について（生産局生産資材課農薬

対策室）

◇農林物資規格調査会部会の審議の概要に

ついて（総合食料局品質課）

◇アルゼンチン産グレープフルーツ、バレ

ンシア種スウィートオレンジ及びレモンの

生果実並びにタイ産マンゴスチンの生果実

の輸入解禁について（生産局植物防疫課）

◇「食品トレーサビリティシステム導入の

手引き」の策定について（総合食料局消費

生活課、㈳農協流通研究所）

◇林業普及指導事業の在り方に関する懇談

会報告書について（林野庁森林整備部研究

普及課）

◇農林水産省養殖水産物安全性確保対策本

部（第２回）の開催について（水産庁増殖

推進部栽培養殖課魚類防疫室）

◇農林水産省養殖水産物安全性確保対策本

部（第２回）の概要について（水産庁増殖

推進部栽培養殖課魚類防疫室）

28日㈪◇小・中学校における農業体験学習の実施

状況（経営局女性・就農課）

◇「農林水産分野等における組換え体の利

用のための指針」に基づく確認について（技

術会議事務局技術安全課）

◇第３回高潮・津波ハザードマップ研究会

の開催について（農村振興局整備部防災課、

水産庁漁港漁場整備部防災漁村課、内閣府、

国土交通省）

◇第49回ワシントン条約（CITES）常設委

員会の結果（水産庁増殖推進部漁場資源課

生態系保全室）

◇韓国まき網漁船の拿捕について―外国漁

船の拿捕は本年11件、韓国漁船は10件目―

（水産庁資源管理部管理課指導監督室）

◇瀬戸内海東部カタクチイワシ漁況予報

（５～６月）（水産庁増殖推進部漁場資源

課、独水産総合研究センター瀬戸内海区水

産研究所）

◇米国からの家きん肉等の一時輸入停止措

置について（生産局畜産部衛生課）

◇「都市と農山漁村の共生・対流」推進組

織の設立に向けた準備会合の開催について

（農村振興局農村政策課）

◇亀井農林水産大臣の海外出張について

（総合食料局国際部国際企画課、国際経済

課）

◇平成15年春褒章受章者名簿（大臣官房秘

書課）

◇平成15年春勲章受章者名簿（大臣官房秘

書課）

30日㈬◇2003年度第二期北西太平洋鯨類捕獲調査

（JARPNⅡ）沿岸調査の終了について（水

産庁資源管理部遠洋課）

◇研究開発の評価結果について（技術会議

事務局技術政策課）

◇中西部太平洋まぐろ類条約（WCPFC条

約）第４回準備会合について（水産庁資源

管理部国際課）

◇地方農政局における電子入札の利用者登

録の開始について（大臣官房地方課、農村

振興局整備部設計課）

◇「敬宮殿下御誕生記念の森」づくりの参

加者を募集します（関東森林管理局東京分

局）

◇「厚生労働省・農林水産省連絡協議会」

の開催について（経営局女性・就農課）

◇水産物の市況について（平成15年４月及

び５月）―東京都中央卸売市場における平

成15年４月（３月21日～４月20日集計）の

市況と、平成15年５月の市況見通し（前月

との比較）―（水産庁漁政部加工流通課）

◇野菜の入荷量と価格の見通し（関東農政

局園芸特産課）

◇米穀の小売価格調査結果の概要（平成15

年３月分）（食糧庁計画流通部計画課）

◇米穀の卸売価格調査結果の概要（平成15

年３月分）（食糧庁計画流通部計画課）

法令>
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４月１日㈫◇自然再生推進法施行規則（農林水産省・

国土交通省・環境省令第１号）を公布（同

日施行）

◇農水産業協同組合貯金保険法施行規則の

一部を改正する命令（内閣府・財務省・農

林水産省令第2号）を公布（同日施行）

◇競馬法施行規則の一部を改正する省令

（農林水産省令第34号）を公布（同日施行）

◇飼料需給安定法施行規則の一部を改正す

る省令（農林水産省令第35号）を公布（同

日施行）

◇農業経営基盤強化措置特別会計法施行令

の一部を改正する政令（政令第187号）を公

布（同日施行）

◇農林水産省組織規則の一部を改正する省

令（農林水産省令第36号）を公布（同日施

行）

◇農林水産省定員規則の一部を改正する省

令（農林水産省令第37号）を公布（公布の

日から施行し、平成15年４月１日から適用

する）

９日㈬◇産業活力再生特別措置法の一部を改正す

る法律（法律第26号）を公布（同日施行）

◇産業活力再生特別措置法施行令の一部を

改正する政令（政令第202号）を公布（同日

施行）

◇産業活力再生特別措置法施行規則（内閣

府・総務省・財務省・厚生労働省・農林水

産省・経済産業省・国土交通省令第１号）

を公布（同日施行）

◇産業活力再生特別措置法施行規則を廃止

する命令（内閣府・総務省・厚生労働省・

農林水産省・経済産業省・国土交通省令第

２号）を公布（同日施行）

◇新事業創出促進法第９条第１項の業種を

定める省令を廃止する省令（農林水産省令

第38号）を公布（平成15年４月１日施行）

◇新事業創出促進法第９条第２項の規定に

より読み替えて適用される産業活力再生特

別措置法第３条第４項の新設会社を定める

省令を廃止する省令（農林水産省・経済産

業省・国土交通省令第１号）を公布（同日

施行）

15日㈫◇農林畜水産業関係補助金等交付規則の一

部を改正する省令（農林水産省令第39号）

を公布（同日施行）

16日㈬◇農林水産省独立行政法人評価委員会令の

一部を改正する政令（政令第207号）を公布

（同日施行）

17日㈭◇農林物資の規格化及び品質表示の適正化

に関する法律に基づく登録格付機関等を登

録する省令の一部を改正する省令（農林水

産省令第40号）を公布（同日施行）

◇指定漁業の許可及び取締り等に関する省

令の一部を改正する省令（農林水産省令第

41号）を公布（同日施行。ただし、別表第

２遠洋かつお・まぐろ漁業の項の改正規定

は、平成15年８月１日から施行）

18日㈮◇農林物資の規格化及び品質表示の適正化

に関する法律に基づく登録格付機関等を登

録する省令の一部を改正する省令（農林水

産省令第42号）を公布（同日施行）

23日㈬◇薬事法及び採血及び供血あつせん業取締

法の一部を改正する法律の一部の施行期日

を定める政令（政令第212号）を公布（平成

15年７月30日施行）

◇薬事法及び採血及び供血あつせん業取締

法の一部を改正する法律の一部の施行に伴

う関係政令の整備に関する政令（政令第213

号）を公布（薬事法及び採血及び供血あつ

せん業取締法の一部を改正する法律附則第

１条第１号に掲げる規定の施行の日（平成

15年７月30日）から施行）

25日㈮◇植物防疫法施行規則の一部を改正する省

令（農林水産省令第43号）を公布（同日施

行）

28日㈪◇動物用医薬品の使用の規制に関する省令

の一部を改正する省令（農林水産省令第44

号）を公布（同日施行）

◇動物用医薬品等取締規則の一部を改正す

る省令（農林水産省令第45号）を公布（同

日施行）

30日㈬◇農水産業協同組合の優先出資に関する命

令の一部を改正する命令（内閣府・農林水

産省令第５号）を公布（同日施行）

５ 月

５月１日㈭◇亀井農林水産大臣とフィシュラー EC農

業・漁業委員、ラミー EC貿易委員との会談

の概要（総合食料局国際部国際企画課、国

際経済課）

◇熊谷農林水産大臣政務官の訪欧の結果概
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要（林野庁林政部木材課木材貿易対策室）

◇14年12月－15年３月期における玄米及び

精米の適正な表示を確保するための取組状

況（概要）（食糧庁計画流通部消費改善課）

◇トラフグ養殖関係県会議の開催について

（水産庁増殖推進部栽培養殖課魚類防疫

室）

◇OECD閣僚理事会及びWTO非公式少

数国閣僚会議の概要（総合食料局国際部国

際経済課）

◇主要食料品の小売価格等の見通し（総合

食料局消費生活課物価対策室）

◇平成15年度第１回日本海漁況予報「平成

15年度日本海マアジ長期漁況予報」―別表

の水産関係機関が検討し独立行政法人水産

総合研究センター日本海区水産研究所がと

りまとめた結果―（水産庁増殖推進部漁場

資源課、独水産総合研究センター日本海区

水産研究所）

◇野菜に関する月間情報（４月分）の提供

について（生産局野菜課）

◇農林水産省幹部職員名簿（平成15年５月

１日現在）（大臣官房秘書課）

２日㈮◇クローン牛の異動報告のとりまとめにつ

いて（Ｈ15.３.１～Ｈ15.３.31異動情報提

供分）（技術会議事務局技術安全課、生産局

畜産部畜産技術課）

◇2003年度第二期北西太平洋鯨類捕獲調査

（JARPNⅡ）沿岸域調査（三陸沖鯨類捕獲

調査）の終了について（水産庁資源管理部

遠洋課）

◇「まぐろの需給情報」―平成15年度第１

回まぐろ需給協議会及び同予測部会合同会

議の結果―（水産庁漁政部加工流通課）

◇農林物資規格調査会部会の開催及び傍聴

の募集について（総合食料局品質課）

◇水産物に含まれるカドミウムの実態調査

結果について（水産庁漁政部加工流通課、

増殖推進部漁場資源課）

３日㈯◇米国からの家きん肉等の一時輸入停止措

置の一部解除について（生産局畜産部衛生

課）

◇亀井農林水産大臣とスパチャイWTO

事務局長及びハービンソン農業交渉議長と

の会談の概要等（総合食料局国際部国際企

画課、国際経済課）

６日㈫◇平成15年度第１回農林水産省政策評価会

水産庁専門部会の開催及び傍聴について

（水産庁漁政部漁政課）

◇第34回国際熱帯木材機関（ITTO）理事会

等の開催について（林野庁林政部木材課木

材貿易対策室）

◇世界食糧計画（WFP）を通じたイラク向

け支援米船積本船の出港について（食糧庁

総務部国際課）

７日㈬◇平成15年度バイオテクノロジー体験研修

の開催について（技術会議事務局技術安全

課）

◇「第20回森林の市」開催のお知らせ（林

野庁国有林野部業務課）

８日㈭◇飼料安全法の基準・規格等に抵触する事

例について（生産局畜産部飼料課）

◇第５回「食品の表示に関する共同会議」

の議事概要について（総合食料局品質課、

厚生労働省）

◇第２回水産業改良普及事業の在り方に関

する懇談会の開催について（水産庁増殖推

進部研究指導課）

◇農林水産省養殖水産物安全性確保対策本

部（第３回）の開催について（水産庁増殖

推進部栽培養殖課魚類防疫室）

９日㈮◇第10回農林水産省有明海ノリ不作等対策

関係調査検討委員会の議事録（確定版）の

公表について（水産庁増殖推進部研究指導

課）

◇麦類のかび毒の実態調査結果について

（生産局農産振興課）

◇国土保全指標に関するOECD専門家会

合の開催について（生産局農産振興課）

◇豪州において発生しているみつばちに被

害を及ぼす甲虫への対応について（生産局

畜産部衛生課）

◇産業構造審議会商品取引所分科会（第１

回）の開催について（総合食料局商品取引

管理官、経済産業省）

◇つくばリサーチギャラリー特別展示「発

酵食品の世界」に併せ、インターネット絵

巻物「食品加工技術発達史」を公開（技術

会議事務局技術政策課、独農業技術研究機

構）

◇トラフグ養殖関係県会議の概要について

（水産庁増殖推進部栽培養殖課魚類防疫
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室）

◇農林水産省養殖水産物安全性確保対策本

部（第３回）の概要について（水産庁増殖

推進部栽培養殖課魚類防疫室）

12日㈪◇農業資材審議会農薬分科会特定農薬小委

員会（第４回）の開催について（生産局生

産資材課）

◇ドイツからの家きん肉等の一時輸入停止

措置について（生産局畜産部衛生課）

◇中西部太平洋まぐろ類条約（WCPFC）第

４回準備会合の結果について（水産庁資源

管理部国際課）

◇都市と農山漁村の共生・対流に関する政

策提案会の出席者等の募集（大臣官房地方

課）

◇えりも岬緑化事業50周年記念事業につい

て ～蘇った「えりも岬国有林」～（北海道

森林管理局保全調整課、治山第一課）

◇「地球温暖化防止吸収源対策の推進のた

めの国民支援に関する研究会」の開催につ

いて（林野庁林政部企画課）

◇プレスリリースの差し替えについて（大

臣官房地方課）

◇公表内容の訂正について（生産局生産資

材課）

◇中国からの家きん肉等の一時輸入停止措

置について（生産局畜産部衛生課）

13日㈫◇水産庁漁業調査船開洋丸による北上期浮

魚類現存量推定調査の実施について（水産

庁増殖推進部漁場資源課、独水産総合研究

センター中央水産研究所）

◇平成15年度漁港漁場関係事業優良請負者

表彰について（水産庁漁港漁場整備部整備

課）

◇平成15年２月・３月度の蚕糸業需給・価

格動向（生産局特産振興課）

◇農林物資規格調査会部会の開催について

（総合食料局品質課）

◇農林物資規格調査会部会の開催及び傍聴

について（総合食料局品質課）

◇韓国一本釣り漁船の拿捕について―外国

漁船の拿捕は本年12件、韓国漁船は11件目

―（水産庁資源管理部管理課指導監督室）

◇平成14年度農村女性による起業活動実態

調査の概要（経営局女性・就農課女性・高

齢者対策推進室）

◇米国農務省穀物等需給報告（2003年５月

12日発表のポイント）（総合食料局食料政策

課）

14日㈬◇水産政策審議会懇談会の開催について

（水産庁資源管理部国際課）

15日㈭◇第11回食肉流通問題調査検討委員会の開

催及び傍聴について（大臣官房企画評価課）

◇平成15年度病害虫発生予報第２号（生産

局植物防疫課）

◇平成14年産麦の検査結果（平成15年４月

末日現在）（食糧庁計画流通部消費改善課）

◇平成14年度多面的機能評価等調査委託事

業による多面的機能等検討委員会報告につ

いて（水産庁漁政部企画課）

◇第２回水産業改良普及事業の在り方に関

する懇談会議事概要（水産庁増殖推進部研

究指導課）

◇食料・農業・農村政策審議会総合食料分

科会食料需給予測部会畜産物第１及び第２

小委員会の議事要旨及び畜産物の需給

～その動向と見通し～について（総合食料

局食料政策課）

16日㈮◇北村農林水産副大臣の海外出張について

（生産局畜産部衛生課）

◇第８回農林業センサス等研究会の開催の

お知らせ（大臣官房統計情報部構造統計課）

◇平成15年度山地災害防止キャンペーンの

実施について …まちぐるみ みんなで知

ろう 危険箇所…（林野庁森林整備部治山

課山地災害対策室）

◇第４回世界自然遺産候補地に関する検討

会の開催及び一般傍聴について（林野庁森

林整備部森林保全課）

◇平成15年度第１回食料・農業・農村政策

審議会生産分科会果樹部会の開催について

（生産局果樹花き課）

◇平成14年度 林業機械保有状況調査結果

の概要について（速報値）（林野庁森林整備

部研究普及課技術開発推進室）

◇林業用手持機械の振動・騒音測定値につ

いて（林野庁森林整備部研究普及課技術開

発推進室）

◇「牛肉在庫緊急保管対策事業」における

保管対象牛肉の検品結果について（生産局

畜産部食肉鶏卵課）

◇第５回「牛肉在庫保管・処分事業に係る
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判定委員会」の結果概要について（生産局

畜産部食肉鶏卵課）

◇農林水産省幹部職員名簿（平成15年５月

16日現在）（大臣官房秘書課）

◇国営川辺川土地改良事業控訴審判決につ

いての農林水産大臣談話について（農村振

興局計画部土地改良企画課、整備部水利整

備課）

19日㈪◇平成14年度チーズの需給表について（生

産局畜産部牛乳乳製品課）

◇第８回コーデックス連絡協議会の開催及

び一般傍聴について（総合食料局品質課、

厚生労働省）

◇韓国まき網漁船の拿捕について―外国漁

船の拿捕は本年13件、韓国漁船は12件目―

（水産庁資源管理部管理課指導監督室）

◇WTO非農産品市場アクセス交渉モダ

リティ要素の議長案（５月16日）の概要（総

合食料局国際部国際経済課、林野庁林政部

木材課木材貿易対策室、水産庁漁政部漁政

課）

◇国営川辺川土地改良事業に係る地元市町

村長の要請について（農村振興局整備部水

利整備課）

◇国営川辺川土地改良事業に係る原告団申

し入れについて（農村振興局整備部水利整

備課）

◇太平洋島サミットの結果について（漁業

関係）（水産庁資源管理部国際課）

◇「地球温暖化防止吸収源対策の推進のた

めの国民支援に関する研究会」の概要（第

２回）（林野庁林政部企画課）

◇農業生産資材審議会農業機械化分科会基

本方針部会の開催及び一般傍聴について

（生産局生産資材課）

◇「学校給食における牛肉の取り扱いにつ

いて」の公表について（生産局畜産部 BSE

対策特別チーム）

◇都市との農山漁村の共生・対流に関する

副大臣プロジェクトチーム第5回会合（現地

検討会）について（お知らせ）（農村振興局

農村政策課）

20日㈫◇地域水産加工技術セミナーの開催につい

て ～これからの水産加工 in八戸～（水産

庁増殖推進部研究指導課）

◇マダラ種苗の量産に成功 （水産庁増殖

推進部栽培養殖課、㈳日本栽培漁業協会本

部）

◇海亀問題を含む反漁業キャンペーンにつ

いて（水産庁資源管理部国際課）

◇平成15年度農林水産省タウンミーティン

グ（第１回）の開催及び参加者の募集につ

いて（大臣官房地方課）

◇太田農林水産副大臣の海外出張について

（水産庁漁政部加工流通課）

◇北村農林水産副大臣の国際獣疫事務局

（OIE）総会開会式典出席の概要等（生産局

畜産部衛生課）

◇肥料取締法に基づき実施した立入検査に

おいて、下水汚泥肥料から許容基準を超え

る水銀を検出（生産局生産資材課）

21日㈬◇カナダにおける BSEの発生について

（生産局畜産部衛生課）

◇平成15年度第１回全国畜産課長会議の開

催及び傍聴について（全国畜産課長会事務

局）

◇『国際漁業資源の現況』の公表について

（水産庁増殖推進部漁場資源課、独水産総

合研究センター）

◇平成15年度「農林研究の歳時記」の配付

について（技術会議事務局筑波事務所）

◇第11回食肉流通問題調査検討委員会の資

料について（大臣官房企画評価課）

◇肥料取締法に基づき実施した立入検査に

おいて、下水汚泥肥料から許容基準を超え

る水銀を検出（第２報）（生産局生産資材課）

22日㈭◇第６回大規模林道事業のあり方検討委員

会の開催について（林野庁森林整備部整備

課）

◇国営川辺川土地改良事業に係る地元農家

の要請について（農村振興局整備部水利整

備課）

◇農林物資規格調査会部会の開催について

（総合食料局品質課）

◇第３回「ライフジャケット着用推進会議」

の開催について（水産庁増殖推進部研究指

導課、国土交通省、海上保安庁）

◇水産庁漁業調査船照洋丸による北太平洋

における海洋水塊の構造調査の実施につい

て（水産庁増殖推進部漁場資源課、独水産

総合研究センター遠洋水産研究所）

23日㈮◇米の１人１ヶ月当たり消費量（平成15年
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３月分）（食糧庁計画流通部計画課）

◇麦製品の取引価格の推移（平成15年４月

分）（食糧庁計画流通部計画課）

◇国内産主食用米穀（うるち米）の販売数

量（速報）（食糧庁計画流通部計画課）

◇対日直接投資総合案内窓口の設置につい

て（総合食料局食品産業企画課）

◇森の“聞き書き甲子園”―FOXFIRE IN
 

JAPAN―ホームページ開設について（林

野庁森林整備部森林保全課、文部科学省）

◇株式会社サンデリカが製造した「おにぎ

り」における不正表示に対する措置につい

て（総合食料局品質課食品表示対策室）

◇太田農林水産副大臣とジラールWTO

非農産品市場アクセス交渉グループ議長と

の会談結果概要（水産庁漁政部加工流通課、

林野庁林政部木材課木材貿易対策室）

◇中・長期開門調査検討会議に関する第2回

検討会議の開催及び専門委員について（農

村振興局整備部農地整備課）

◇CDM プロジェクト政府承認審査結果に

ついて（大臣官房企画評価課環境対策室）

◇飼料安全性の基準・規格等に抵触する事

例について（生産局畜産部飼料課）

◇平成15年度第２回飼料用輸入麦の同時契

約（SBS）の入札結果の概要（食糧庁計画

流通部流通課）

◇「我が国の水産外交について」の公表に

ついて（水産庁資源管理部国際課）

◇「農林水産分野等における組換え体の利

用のための指針」に基づく確認について（技

術会議事務局技術安全課）

◇韓国はえ縄漁船の拿捕について―外国漁

船の拿捕は本年14件、韓国漁船は13件目―

（水産庁資源管理部管理課指導監督室）

26日㈪◇第２回農林水産省政策評価会の開催及び

傍聴について（大臣官房企画評価課）

◇平成15年度全国飼料増産戦略会議及び第

１回国産稲わら緊急確保対策協議会開催に

ついて（生産局畜産部飼料課）

◇農林物資規格調査会部会の審議の概要に

ついて（総合食料局品質課）

◇第34回国際熱帯木材機関（ITTO）理事会

等の結果について（林野庁林政部木材課木

材貿易対策室）

◇平成14年度中央食品表示ウォッチャー食

品表示状況モニター年度報告について（総

合食料局品質課）

◇第71回国際獣疫事務局（OIE）総会の主な

概要について（生産局畜産部衛生課国際衛

生対策室）

◇農林水産省独立行政法人評価委員会第9

回農業分科会の開催について（生産局総務

課）

◇農業資材審議会農業機械化分科会基本方

針部会（議事要旨）（生産局生産資材課）

◇特別栽培農産物に係る表示ガイドライン

の改正について（総合食料局品質課）

◇第４回世界自然遺産候補地に関する検討

会終了後の座長会見時配付資料について

（林野庁森林整備部森林保全課）

27日㈫◇飼料安全法に基づく収去飼料等の試験結

果の公表について（生産局畜産部飼料課）

◇ノルウェー王国ルートヴィクセン漁業大

臣と亀井農林水産大臣との会談結果概要に

ついて（水産庁資源管理部国際課）

◇食料・農業・農村政策審議会 農村振興

分科会農業農村整備部会 平成15年度第１

回企画小委員会の開催について（農村振興

局計画部事業計画課）

◇平成14年度MA一般輸入米の種類別、産

地（型）銘柄別及び検査項目別平均値（食

糧庁計画流通部消費改善課）

◇平成14年度外国産麦類検査実績の産地

（型）銘柄別、検査項目別平均値（平成14

年４月～平成15年３月）（食糧庁計画流通部

消費改善課）

◇農林水産政策研究所「介護サービス事業

の展開と農の福祉機能」に関する研究成果

報告会開催について（大臣官房企画評価課、

農林水産政策研究所）

◇飼料安全法の基準・規格等に抵触する事

例について（生産局畜産部飼料課）

◇ズワイガニ稚ガニの大量飼育に成功

（水産庁増殖推進部栽培養殖課、㈳日本栽

培漁業協会本部）

◇イベント等予定一覧（平成15年６～７月）

（大臣官房総務課広報室）

28日㈬◇第12回食肉流通問題調査検討委員会の開

催及び傍聴について（大臣官房企画評価課）

◇「高齢社会における森林空間の利用に関

する調査」について（林野庁森林整備部計
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画課）

◇「平成15年産うんしゅうみかん生産出荷

安定指針」及び「平成15年産りんご適正生

産出荷見通し」について（生産局果樹花き

課）

◇日・NZ非公式漁業協議の開催について

（水産庁資源管理部国際課）

◇誤字訂正のお願い（林野庁森林整備部計

画課）

◇肥料取締法に基づき実施した立入検査に

おいて、し尿汚泥肥料から許容基準を超え

る水銀を検出（生産局生産資材課）

◇韓国漁船による違法漁具の押収について

―後を絶たない外国漁船による違法設置漁

具―（水産庁資源管理部管理課指導監督室）

29日㈭◇カナダでの BSE発生に伴う海外調査に

ついて（生産局畜産部衛生課）

◇牛海綿状脳症（BSE）サーベイランスの

結果について（平成15年４月末まで）（生産

局畜産部衛生課）

◇農林物資規格調査会総会の開催及び傍聴

の募集について（総合食料局品質課）

◇第１回動物の伝達性海綿状脳症実験指針

検討会の開催について（技術会議事務局地

域研究課）

◇農林水産研究レポート「昆虫テクノロジ

ー研究」の発行について（技術会議事務局

技術政策課）

◇日・NZ非公式漁業協議の結果について

（水産庁資源管理部国際課）

◇飼料安全法の基準・規格等に抵触する事

例について（生産局畜産部飼料課）

30日㈮◇野菜に関する月間情報（５月分）の提供

について（生産局野菜課）

◇第７回農業資材審議会農薬分科会の開催

について（生産局生産資材課）

◇森林火災モニタ試作システムの公開につ

いて（技術会議事務局筑波事務所、独森林

総合研究所、宇宙開発事業団）

◇米穀の小売価格調査結果の概要（平成15

年４月分）（食糧庁計画流通部計画課）

◇米穀の御売価格調査結果の概要（平成15

年４月分）（食糧庁計画流通部計画課）

◇野菜の入荷量と価格の見通し（関東農政

局園芸特産課）

◇水産物の市況について（平成15年５月及

び６月）（水産庁漁政部加工流通課）

◇農薬危害防止運動の実施について（生産

局生産資材課）

◇水産業改良普及事業の在り方に関する懇

談会報告書について（水産庁増殖推進部研

究指導課）

◇クローン牛の異動報告のとりまとめにつ

いて（Ｈ15.４.１～Ｈ15.４.30異動情報提

供分）（技術会議事務局技術安全課）

◇「知っておきたい 食品の表示」につい

て（総合食料局品質課）

◇第６回大規模林道事業の整備のあり方検

討委員会の議事概要について（林野庁森林

整備部整備課）

◇足尾国有林における「観測監視地区」の

設定について（関東森林管理局森林整備第

一部）

◇家畜クローン研究の現状について（技術

会議事務局技術安全課、生産局畜産部畜産

技術課生産技術室）

◇平成15年度「ブランド・ニッポン」加工

食品供給促進技術開発事業及び食品資源循

環システム構築技術開発事業の採択課題決

定について（総合食料局食品産業企画課）

◇第２回中・長期開門調査検討会議の開催

について（農村振興局整備部農地整備課）

◇第６回「牛肉在庫保管・処分事業に係る

判定委員会」の結果概要について（生産局

畜産部食肉鶏卵課）

◇飼料安全性の基準・規格等に抵触する事

例について（第２報）（生産局畜産部飼料課）

◇第１回農村の地域資源に関する研究会の

開催について（農村振興局計画部事業計画

課、整備部設計課）

◇平成15年度第１回輸入米に係る特別売買

（SBS）の結果の概要（食糧庁計画流通部

流通課）

法令>

５月６日㈫◇農林物資の規格化及び品質表示の適正化

に関する法律に基づく登録格付機関等を登

録する省令の一部を改正する省令（農林水

産省令第46号）を公布（同日施行）

９日㈮◇農林水産省組織規則の一部を改正する省

令（農林水産省令第47号）を公布（同日施

行）
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◇エネルギー等の使用の合理化及び再生資

源の利用に関する事業活動の促進に関する

臨時措置法及び石油及びエネルギー需給構

造高度化対策特別会計法の一部を改正する

法律（法律第37号）を公布（平成15年10月

１日施行。ただし、次の各号に掲げる規定

は、当該各号に定める日から施行。略）

12日㈪◇遊漁船業の適正化に関する法律施行規則

の一部を改正する省令（農林水産省令第48

号）を公布（船舶職員法の一部を改正する

法律の施行の日（平成15年６月１日）から

施行）

13日㈫◇農林中央金庫法施行規則の一部を改正す

る命令（内閣府・農林水産省令第６号）を

公布（同日施行）

16日㈮◇独立行政法人環境再生保全機構法（法律

第43号）を公布（同日施行。ただし、附則

第18条から第27条まで及び第29条から第36

条までの規定は、平成16年４月１日から施

行）

20日㈫◇漁業センサス規則の一部を改正する省令

（農林水産省令第49号）を公布（同日施行）

23日㈮◇食品安全基本法（法律第48号）を公布（公

布の日から起算して三月を超えない範囲内

において政令で定める日から施行。ただし、

第29条第１項中両議院の同意を得ることに

関する部分は、公布の日から施行）

26日㈪◇飼料及び飼料添加物の成分規格等に関す

る省令の一部を改正する省令（農林水産省

令第50号）を公布（同日施行）

29日㈭◇農林物資の規格化及び品質表示の適正化

に関する法律に基づく登録格付機関等を登

録する省令の一部を改正する省令（農林水

産省令第51号）を公布（同日施行）

30日㈮◇林業経営の改善等に必要な資金の融通の

円滑化のための林業改善資金助成法等の一

部を改正する法律（法律第52号）を公布（平

成15年７月１日施行）

◇森林法の一部を改正する法律（法律第53

号）を公布（公布の日から起算して三月を

超えない範囲内において政令で定める日か

ら施行。ただし、第４条から第６条までの

改正規定並びに附則第８条、第９条、第12

条、第13条及び第16条の規定は、平成16年

４月１日から施行）

◇食品衛生法等の一部を改正する法律（法

律第55号）を公布（公布の日から起算して

三月を超えない範囲内において政令で定め

る日から施行。ただし、次の各号に掲げる

規定は、当該各号に定める日から施行。略）

◇行政機関の保有する個人情報の保護に関

する法律等の施行に伴う関係法律の整備等

に関する法律（法律第61号）を公布（行政

機関の保有する個人情報の保護に関する法

律の施行の日から施行）

６ 月

６月２日㈪◇冷凍水産物需給情報（平成15年５月）-平

成15年度第１回冷凍水産物需給情報検討会

の結果―（水産庁漁政部加工流通課）

◇日本海・九州西広域漁業調整委員会第4回

日本海北部会の開催について（水産庁資源

管理部管理課資源管理推進室）

◇農林物資規格調査会部会の開催について

（総合食料局品質課）

◇全国飼料増産戦略会議国産稲わら緊急確

保対策協議会について（生産局畜産部飼料

課）

◇主要食料品の小売価格等の見通し（総合

食料局消費生活課物価対策室）

◇大学等技術移転促進法に基づく試験研究

独立行政法人等技術移転事業者の認定につ

いて（技術会議事務局先端産業技術研究課、

㈳農林水産技術情報協会）

◇平成15年度第１回食料・農業・農村政策

審議会 生産分科会果樹部会の概要につい

て（生産局果樹花き課）

◇大西洋まぐろ類保存国際委員会

（ICCAT）中間合意の結果について（水産

庁資源管理部国際課）

◇平成14～15年度魚類に含まれる水銀の実

態調査（平成14年度分中間報告）について

（水産庁増殖推進部漁場資源課）

３日㈫◇農林物資規格調査会部会の開催及び傍聴

の募集について（総合食料局品質課）

４日㈬◇「法人の森林」に参加する企業・団体へ

の環境貢献度情報の提供について（林野庁

国有林部業務課国有林野管理室）

◇平成15年産 麦類、れんげ及びイタリア

ンライグラスの作付面積（都府県）（大臣官

房統計情報部生産統計課）

◇第３回農林水産省政策評価会の開催及び
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傍聴について（大臣官房企画評価課）

◇肥料取締法に基づき実施した立入検査に

おいて、し尿汚泥肥料から許容基準を超え

る水銀を検出（第２報）（生産局生産資材課）

◇BSEに係る亀井農林水産大臣とカナ

ダ・ヴァンクリフ食品農産食料大臣との電

話会談の概要について（生産局畜産部衛生

課）

◇平成15年度第１回MA一般輸入米入札

結果の概要（食糧庁計画流通部流通課）

５日㈭◇農林水産省独立行政法人評価委員会第10

回林野分科会の開催について（林野庁森林

整備部整備課）

◇平成15年度病害虫発生予報第３号の発表

について（生産局植物防疫課）

◇韓国はえ縄漁船の拿捕について―九州・

山口沖で昨年同期を上回る拿捕件数―（水

産庁資源管理部管理課指導監督室）

６日㈮◇平成15年６月３日に厚生労働省が公表し

た「水銀を含有する魚介類等の接触に関す

る注意事項」について（水産庁増殖推進部

漁場資源課）

◇亀井農林水産大臣とべーカー駐日米国大

使との会談の概要について（生産局畜産部

衛生課）

◇平成15年度第1回農業農村整備事業の効

率的実施に係る検討会の開催について（農

村振興局計画部事業計画課、整備部設計課）

◇第12回食肉流通問題調査検討委員会の資

料について（大臣官房企画評価課）

９日㈪◇「水産業改良普及事業の在り方に関する

懇談会」とりまとめ論点整理（案）につい

ての意見・情報の募集結果について（水産

庁増殖推進部研究指導課）

◇農林水産省養殖水産物安全性確保対策本

部（第４回）の開催について（水産庁増殖

推進部栽培養殖課）

◇日本・ペルー政府間漁業協議の結果につ

いて（水産庁資源管理部国際課海外漁業協

力室）

◇韓国漁船による違法漁具の押収について

―山陰東部で初の違法漁具押収―（水産庁

資源管理部管理課指導監督室）

◇平成15年度外国産麦類検査実績の産地

（型）銘柄別、検査項目別平均値（平成15

年４月分）（食糧庁計画流通部消費改善課）

◇農林水産省養殖水産物安全性確保対策本

部（第４回）の概要について（水産庁増殖

推進部栽培養殖課）

10日㈫◇林政審議会施策部会の開催及び一般傍聴

について（林野庁林政部企画課）

◇農林水産省政策評価会林野庁専門部会の

開催及び傍聴についてのお知らせ（林野庁

林政部企画課）

◇貝殻島昆布協定について（水産庁資源管

理部国際課）

◇父の日に牛乳を贈ろう キャンペーン

熊本県酪農女性部協議会による農林水産大

臣への牛乳の贈呈について（生産局畜産部

牛乳乳製品課）

◇第17回牛海綿状脳症（BSE）に関する技

術検討会の開催について（生産局畜産部衛

生課）

◇豚コレラ関係の定期報告関連情報につい

て（生物局畜産部衛生課）

◇国連森林フォーラム第3回会合（UNFF

３）の概要（林野庁森林整備部計画課海外

林業協力室）

◇片倉チッカリン㈱による登録の失効した

普通肥料の生産・販売について（生産局生

産資材課）

◇韓国イカ釣り漁船の拿捕について―外国

漁船の拿捕は本年16件、韓国漁船は15件目

―（水産庁資源管理部管理課指導監督室）

11日㈬◇カナダでの BSE発生に伴う海外調査に

ついて（生産局畜産部衛生課）

◇全農パールライス東日本株式会社におけ

る精米の不正表示に対する措置について

（食糧庁計画流通部消費改善課）

◇第８回コーデックス連絡協議会の概要

（総合食料局品質課、厚生労働省）

◇「小笠原原生植生回復ボランティア in母

島」に参加しませんか （林野庁関東森林

管理局東京分局）

◇小笠原国有林におけるアカガシラカラス

バトサンクチュアリーの設定及び設定記念

式典について（林野庁関東森林管理局東京

分局）

◇ブラックバス等外来魚問題に関する関係

者の取り組みについて（水産庁資源管理部

沿岸沖合課）

◇産業構造審議会商品取引所分科会（第２
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回）の開催について（総合食料局商品取引

管理官、経済産業省）

◇組換え体利用飼料のモニタリング検査結

果について（生産局畜産部飼料課）

◇第７回「食品の表示に関する共同会議」

の開催及び傍聴の募集について（総合食料

局品質課、厚生労働省）

12日㈭◇日本海北部のマガレイ、ハタハタ資源回

復計画案を了承―６月11日の日本海・九州

西広域漁業調整委員会日本海北部会の結果

―（水産庁資源管理部管理課資源管理推進

室）

◇第13回食肉流通問題調査検討委員会の開

催及び傍聴について（大臣官房企画評価課）

◇「穀物及び茶の需給 ～その動向と見通

し～」について（総合食料局食料政策課）

◇全国農業協同組合連合会に対する農業協

同組合法に基づく報告徴求について（経営

局協同組織課）

◇米国農務省穀物等需給報告（2003年6月11

日発表）のポイント（総合食料局食料政策

課）

13日㈮◇BSEに係る亀井農林水産大臣とカナ

ダ・ヴァンクリフ食品農産食料大臣との電

話会談の概要について（生産局畜産部衛生

課）

◇米粉パンの試食会について（食糧庁計画

流通部加工食品課）

◇日韓漁業取締実務者協議の開催について

―新日韓漁業協定発効以降、６回目の開催

―（水産庁資源管理部管理課指導監督室）

◇食料・農業・農村政策審議会総合食料分

科会第８回食料需給予測部会の開催及び傍

聴について（総合食料局食料政策課）

◇第４回高潮・津波ハザードマップ研究会

の開催について（農村振興局整備部防災課、

水産庁漁港漁場整備部防災漁村課、内閣府、

国土交通省）

◇飼料問題懇談会（生産局畜産部飼料課）

◇かきの流通実態調査の結果概要（水産庁

漁政部加工流通課）

◇第17回牛海綿状脳症（BSE）に関する技

術検討会の概要について（生産局畜産部衛

生課）

◇韓国まき網漁船の拿捕について―外国漁

船の拿捕は本年17件、韓国漁船は16件目―

（水産庁資源管理部管理課指導監督室）

◇第６回「食品表示に関する共同会議」の

議事概要について（総合食料局品質課）

◇第９回農林業センサス等研究会の開催の

お知らせ（大臣官房統計情報部構造統計課）

16日㈪◇水源林造成事業の平成15年度における期

中評価実施地区について（林野庁森林整備

部整備課）

◇中山間地域等総合対策検討会（第11回）

の開催について（農村振興局地域振興課）

◇平成15年産麦の検査結果（速報）（平成15

年５月末日現在）（食糧庁計画流通部消費改

善課）

◇麦製品の取引価格の推移（平成15年５月

分）（食糧庁計画流通部計画課）

◇亀井農林水産大臣の国内出張について

（大臣官房地方課）

◇2003年漁期のペルー水域における外国い

か釣り漁船の入漁条件について（水産庁資

源管理部遠洋課）

◇平成15年度農林水産省タウンミーティン

グ（第１回）の出席者について（大臣官房

地方課）

◇平成15年度農林水産省タウンミーティン

グ（第１回）の開催について（北陸農政局

企画調整部企画調整課）

◇「第２回ロバートマクナマラセミナー・

農業及び農業研究の成長及び復興における

役割の開催について」（農林水産技術会議事

務局国際研究課）

◇亀井農林水産大臣の大田市場の視察につ

いて（総合食料局流通課）

17日㈫◇農林水産省独立行政法人評価委員会第11

回林野分科会の開催について（林野庁森林

整備部研究普及課）

◇輸入植物検疫におけるメガネトリバネア

ゲハの取扱いに関する技術検討会（第２回）

の開催について（生産局植物防疫課）

◇気候変動枠組条約第18回補助機関会合

（SBSTA18）における吸収源 CDM の議

論の概要―吸収源 CDM の定義及び方法論

に関して―（林野庁森林整備部計画課海外

林業協力室）

◇第４回農林水産省政策評価会の開催及び

傍聴について（大臣官房企画評価課）

◇第２回森の“聞き書き甲子園”の開催―
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FOXFIR IN JAPAN―（林野庁森林整備

部森林保全課、文部科学省）

◇ IATTC（全米熱帯まぐろ類委員会）第70

回年次会合等の開催について（水産庁資源

管理部国際課）

◇水産用医薬品適正使用徹底都道府県担当

者会議の開催について（水産庁増殖推進部

栽培養殖課）

◇「学校給食における牛肉の取り扱いにつ

いて」の公表について（生産局畜産部 BSE

対策特別チーム）

◇第55回国際捕鯨委員会（ベルリン）の状

況（水産庁資源管理部遠洋課）

18日㈬◇第７回及び第８回「牛肉在庫保管・処分

事業に係る判定委員会」の結果概要につい

て（生産局畜産部食肉鶏卵課）

◇農林水産大臣談話（農林水産省）

◇第５回 BSE対策検討会の開催について

（生産局畜産部衛生課）

◇地産地消の推進に関する政策提案会の開

催について（大臣官房地方課）

◇第13回食肉流通問題調査検討委員会の資

料について（大臣官房企画評価課）

◇農林物資規格調査会総会の開催について

（総合食料局品質課）

◇第29回総合科学技術会議における果実品

質計測機器の総理報告について（技術会議

事務局先端産業技術研究課）

◇「果実の需給 ～その動向と見通し～」

について（総合食料局食料政策課）

◇「世界の穀物等の需給・価格 ～その動

向と見通し～」について（総合食料局食料

政策課）

◇株式会社トーヨー食品における精米の不

正表示に対する措置について（食糧庁計画

流通部消費改善課）

◇日インドネシア違法伐採対策協力「共同

発表」・アクションプラン署名式等につい

て（林野庁林政部木材課木材貿易対策室）

◇食肉流通問題調査検討委員会報告につい

て（大臣官房企画評価課）

19日㈭◇「農林水産省国際コメ年推進本部」の設

置について（総合食料局国際部国際協力課）

◇第４回「農林水産省の安全・安心のため

の政策推進本部」の開催について（総合食

料局消費生活課）

◇農林物資規格調査会総会の開催及び傍聴

の募集について（総合食料局品質課）

◇農林水産省養殖水産物安全性確保対策本

部（第５回）の開催について（水産庁増殖

推進部栽培養殖課）

◇貝殻島昆布協定について（水産庁資源管

理部国際課）

◇我が国の競馬のあり方に係る有識者懇談

会の開催及び傍聴について（生産局畜産部

競馬監督課）

◇飼料問題懇談会の概要（生産局畜産部飼

料課）

◇第２回動物の伝達性海綿状脳症実験指針

検討会の開催及び傍聴について（技術会議

事務局地域研究課）

20日㈮◇都市と農山漁村の共生・対流推進組織設

立総会の開催について（農村振興局農村政

策課）

◇渡辺農林水産大臣政務官の海外出張につ

いて（総合食料局国際部国際企画課）

◇水産庁漁業調査船開洋丸によるさけ・ま

す資源調査の実施について（水産庁増殖推

進部漁場資源課）

◇国内産主食用米穀（うるち米）の販売数

量（速報）（食糧庁計画流通部計画課）

◇米の１人１ヵ月当たり消費量（平成15年

４月分）（食糧庁計画流通部計画課）

◇日・FTA（フォーラム漁業機関）漁業協

議の開催について（水産庁資源管理部国際

課）

◇飼料安全法に基づく収去飼料等の試験結

果の公表について（生産局畜産部飼料課）

◇第55回国際捕鯨委員会（IWC）年次会合

結果（水産庁資源管理部遠洋課）

◇農林物資規格調査会総会の審議の概要に

ついて（総合食料局品質課）

◇「食の安全・安心のための政策大綱」に

ついて（総合食料局消費生活課）

◇カナダでの BSE発生に伴う海外調査に

ついて（生産局畜産部衛生課）

◇「地球温暖化防止吸収源対策の推進のた

めの国民支援に関する研究会」の開催につ

いて（林野庁林政部企画課）

◇林政審議会施策部会の概要について（林

野庁林政部企画課）

◇平成14砂糖年度７月－９月における砂糖
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及び異性化糖の需給見通し（生産局特産振

興課）

◇農林水産省政策評価会林野庁専門部会の

概要（林野庁林政部企画課）

◇フィリピン（ダバオ）産パパイヤ及びマ

ンゴウ生果実の植物検疫措置について（生

産局植物防疫課）

◇平成15年度カツオ長期来遊資源動向予測

（６月～11月）―平年を上回る高い水準で

来遊し体長42～47㎝の魚群が中心―（水産

庁増殖推進部漁場資源課、独水産総合研究

センター遠洋水産研究所）

◇第６回日韓漁業取締実務者協議の結果に

ついて（水産庁資源管理部管理課指導監督

室）

◇水産用医薬品適正使用徹底都道府県担当

者会議の概要について（水産庁増殖推進部

栽培養殖課）

23日㈪◇農業資材審議会飼料分科会安全性部会の

開催及び一般傍聴について（生産局畜産部

飼料課）

◇商品取引に対する行政処分について（商

品取引管理官付、経済産業省）

◇農林物資規格調査会部会の開催について

（総合食料局品質課）

◇農林水産省国際コメ年推進本部第１回会

合の開催結果について（総合食料局国際部

国際協力課）

◇日中民間緑化協力委員会・第４回会合の

開催について（林野庁森林整備部計画課）

24日㈫◇日インドネシア違法伐採対策協力「共同

発表」・アクションプラン署名式等につい

て（林野庁林政部木材課木材貿易対策室）

25日㈬◇「農業経営者との懇談会」の開催につい

て（経営局総務課）

◇座礁鯨類処理問題検討委員会報告（検討

の概要）について（水産庁資源管理部遠洋

課）

◇牛海綿状脳症（BSE）の疑似患畜の範囲

の見直し等について（生産局畜産部衛生課）

◇日・FTA漁業協議の結果について（水産

庁資源管理部国際課）

◇第７回農業資材審議会農薬分科会の概要

について（生産局生産資材課農薬対策室）

◇食料・農業・農村政策審議会（主要食糧

分科会）の開催について（食糧庁総務部企

画課）

26日㈭◇第７回農業資材審議会農薬分科会（議事

要旨）（生産局生産資材課）

◇米穀の卸売価格調査結果の概要（平成15

年５月分）（食糧庁計画流通部計画課）

◇米穀の小売価格調査結果の概要（平成15

年５月分）（食糧庁計画流通部計画課）

◇地産地消の推進に関する政策提案会の概

要について（大臣官房地方課地方提案推進

室）

◇農林水産省循環型社会構築・地球温暖化

対策推進本部第６回会合の開催について

（大臣官房企画評価課環境対策室）

◇第７回農業資材審議会農薬分科会（議事

要旨）（生産局生産資材課農薬対策室）

◇第５回 BSE疫学検討チーム検討会の開

催について（生産局畜産部畜産技術課）

27日㈮◇『平成15年度食料需給見通し』及び『平

成15年度における「食料需給見通し」の見

直しについて』（総合食料局食料政策課）

◇第８回農業資材審議会飼料分科会安全性

部会の概要について（生産局畜産部飼料課）

◇国際専門家会議（JECFA）におけるカド

ミウム及びメチル水銀の評価結果について

（生産局農産振興課）

◇農業農村整備事業の効率的実施に係る検

討会「広域農道の整備について」報告書に

ついて（農村振興局計画部事業計画課、整

備部設計課、農地整備課）

◇全国草地畜産コンクールの概要について

（生産局畜産部飼料課）

◇株式会社スイートガーデンの産業活力再

生特別措置法に基づく経営資源再活用計画

の認定について（総合食料局食品産業振興

課）

◇牛の個体識別のための情報の管理及び伝

達に関する特別措置法施行令案について

（生産局畜産部食肉鶏卵課）

◇牛の個体識別のための情報の管理及び伝

達に関する特別措置法の施行期日を定める

政令案について（生産局畜産部食肉鶏卵課）

◇米国産レタスの輸出前検疫措置について

（生産局植物防疫課検疫対策室）

◇太田農林水産副大臣の海外出張について

（水産庁漁政部漁政課）

◇株式会社ミツハシにおける精米の不正表
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示に対する措置について（食糧庁計画流通

部消費改善課）

◇水産物表示検討会中間とりまとめについ

て（水産庁漁政部加工流通課）

◇茶類のアクリルアミド分析結果（生産局

特産振興課）

◇日中民間緑化協力委員会・第４回会合の

開催（結果概要）（林野庁森林整備部計画課

海外林業協力室）

◇「地球温暖化防止吸収源対策の推進のた

めの国民支援に関する研究会」の概要（第

３回）（林野庁林政部企画課）

◇クローン牛の異動報告のとりまとめにつ

いて（Ｈ15.５.１～Ｈ15.５.31異動情報提

供分）（技術会議事務局技術安全課）

◇平成14年度飼料原料中のダイオキシン類

実態調査結果について（生産局畜産部飼料

課）

◇農畜水産物に係るダイオキシン類の実態

調査の結果について（水産庁増殖推進部漁

場資源課、生産局畜産部畜産企画課畜産環

境対策室、生産局農産振興課技術対策室）

◇平成14年度第２回食糧モニター定期調査

結果（食糧庁計画流通部計画課）

30日㈪◇関税割当申請書等の記載要領について

（総合食料局国際部国際調整課）

◇平成15年度上半期及び平成15年度の関税

割当公表の一部改正について（総合食料局

国際部国際調整課）

◇平成15年度第１回水源林造成事業期中評

価委員会の開催について（林野庁森林整備

部整備課）

◇平成14年度中山間地域等直接支払制度の

実施状況（概要）（農村振興局地域振興課中

山間地域振興室）

◇平成14年度中山間地域等直接支払制度の

実施状況（農村振興局地域振興課中山間地

域振興室）

◇野菜の入荷量と価格の見通し（関東農政

局園芸特産課）

◇水産物の市況について（平成15年６月及

び７月）（水産庁漁政部加工流通課）

◇東京及び海外主要５都市における食料品

の小売価格調査結果について（総合食料局

消費生活課物価対策室）

◇アグリコールサービスの停止のお知らせ

（大臣官房総務課広報室）

◇第５回 BSE疫学検討チーム検討会の概

要について（生産局畜産部畜産技術課、衛

生課）

◇主要木材の短期需給見通し（平成15年第

３四半期及び第４四半期）（林野庁林政部木

材課）

法令>

６月３日㈫◇農林物資の規格化及び品質表示の適正化

に関する法律に基づく登録格付機関等を登

録する省令の一部を改正する省令（農林水

産省令第52号）を公布（同日施行）

◇主要食糧の需給及び価格の安定に関する

法律施行規則の一部を改正する省令（農林

水産省令第53号）を公布（平成15年７月１

日施行）

９日㈪◇動物用医薬品の使用の規制に関する省令

の一部を改正する省令（農林水産省令第54

号）を公布（同日施行）

11日㈬◇産業活力再生特別措置法施行規則の一部

を改正する命令（内閣府・総務省・財務省・

厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国

土交通省令第2号）を公布（同日施行）

◇公職選挙法の一部を改正する法律（法律

第69号）を公布（公布の日から起算して六

月を超えない範囲内において政令で定める

日から施行。ただし、次の各号に掲げる規

定は、当該各号に定める日から施行。略）

◇農林水産省設置法の一部を改正する法律

（法律第70号）を公布（公布の日から起算

して三月を超えない範囲内において政令で

定める日から施行。ただし、第２条の規定

は、平成18年４月１日から施行）

◇食品の製造過程の管理の高度化に関する

臨時措置法の一部を改正する法律（法律第

71号）を公布（公布の日から起算して二月

を超えない範囲内において政令で定める日

から施行。ただし、附則第２条の改正規定

並びに次条、附則第３条及び附則第５条の

規定は、同日施行）

◇牛の個体識別のための情報の管理及び伝

達に関する特別措置法（法律第72号）を公

布（公布の日から起算して六月を超えない

範囲内において政令で定める日から施行。

ただし、第４章、第19条第３項並びに第23
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条第３号（第18条第４項に係る部分に限

る。）、第４号及び第５号（第19条第３項に

係る部分に限る。）の規定は、公布の日から

起算して一年六月を超えない範囲内におい

て政令で定める日から施行）

◇食品の安全性の確保のための農林水産省

関係法律の整備等に関する法律（法律第73

号）を公布（公布の日から起算して三月を

超えない範囲内において政令で定める日か

ら施行。略）

◇飼料の安全性の確保及び品質の改善に関

する法律の一部を改正する等の法律（法律

第74号）を公布（公布の日から起算して三

月を超えない範囲内において政令で定める

日から施行。ただし、附則第３条の規定は、

同日施行）

◇林業改善資金助成法施行令及び林業経営

基盤の強化等の促進のための資金の融通等

に関する暫定措置法施行令の一部を改正す

る政令（政令第249号）を公布（平成15年７

月１日から施行）

◇林業改善資金助成法施行規則の全部を改

正する省令（農林水産省令第55号）を公布

（平成15年７月１日施行）

13日㈮◇武力攻撃事態等における我が国の平和と

独立並びに国及び国民の安全の確保に関す

る法律（法律第79号）を公布（同日施行。

ただし、第14条から第16条までの規定は、

別に法律で定める日から施行）

◇職業安定法及び労働者派遣事業の適正な

運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整

備等に関する法律の一部を改正する法律

（法律第82号）を公布（公布の日から起算

して九月を超えない範囲内において政令で

定める日から施行）

17日㈫◇動物用医薬品等取締規則の一部を改正す

る省令（農林水産省令第56号）を公布（平

成15年９月16日施行）

◇農業振興地域の整備に関する法律施行規

則の一部を改正する省令（農林水産省令第

57号）を公布（平成15年８月20日施行）

◇農地法施行規則の一部を改正する省令

（農林水産省令第58号）を公布（平成15年

8月20日施行）

18日㈬◇下請中小企業振興法の一部を改正する法

律（法律第86号）を公布（公布の日から起

算して六月を超えない範囲内において政令

で定める日から施行）

◇下請代金支払遅延等防止法の一部を改正

する法律（法律第87号）を公布（公布の日

から起算して一年を超えない範囲内におい

て政令で定める日から施行。ただし、第10

条及び第11条の改正規定は、公布の日から

起算して30日を経過した日から施行）

◇農業経営基盤強化促進法の一部を改正す

る法律（法律第89号）を公布（公布の日か

ら起算して三月を超えない範囲内において

政令で定める日から施行）

◇種苗法の一部を改正する法律（法律第90

号）を公布（公布の日から起算して20日を

経過した日から施行）

◇農業災害補償法の一部を改正する法律

（法律第91号）を公布（平成16年４月１日

から施行。ただし、次条並びに附則第３条

及び第８条の規定は、同日施行）

◇廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一

部を改正する法律（法律第93号）を公布（平

成15年12月１日から施行。ただし、次の各

号に掲げる規定は、当該各号に定める日か

ら施行。略）

◇遺伝子組換え生物等の使用等の規制によ

る生物の多様性の確保に関する法律（法律

第97号）を公布（この法律は、議定書が日

本国について効力を生ずる日から施行。た

だし、次の各号に掲げる規定は、当該各号

に定める日から施行。略）

◇遺伝子組換え生物等の使用等の規制によ

る生物の多様性の確保に関する法律におけ

る主務大臣を定める政令（政令第263号）を

公布（法の施行の日から施行）

20日㈮◇行政手続等における情報通信の技術の利

用に関する法律の施行に伴う関係法律の整

備等に関する法律の一部の施行期日を定め

る政令（政令第265号）を公布（平成15年10

月１日施行）

◇食品の製造過程の管理の高度化に関する

臨時措置法の一部を改正する法律の施行期

日を定める政令（政令第267号）を公布（平

成15年７月１日施行）

◇食品の安全性の確保のための農林水産省

関係法律の整備等に関する法律の施行期日

を定める政令（政令第268号）を公布（平成
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15年７月１日施行）

◇肥料取締法施行令及び家畜伝染病予防法

施行令の一部を改正する政令（政令第269

号）を公布（食品の安全性の確保のための

農林水産省関係法律の整備等に関する法律

の施行の日（平成15年７月１日）から施行）

◇飼料の安全性の確保及び品質の改善に関

する法律の一部を改正する等の法律の施行

期日を定める政令（政令第270号）を公布（平

成15年７月１日施行）

◇飼料の安全性の確保及び品質の改善に関

する法律施行令の一部を改正する政令（政

令第271号）を公布（飼料の安全性の確保及

び品質の改善に関する法律の一部を改正す

る等の法律の施行の日（平成15年７月１日）

から施行）

◇食品安全基本法の施行期日を定める政令

（政令第272号）を公布（平成15年７月１日

施行）

◇食品安全委員会令（政令第273号）を公布

（法の施行の日（平成15年７月１日）施行。

ただし、第１条第２項の規定は、同日施行）

23日㈪◇家畜伝染病予防法施行規則及び動物用医

薬品等取締規則の一部を改正する省令（農

林水産省令第59号）を公布（食品の安全性

の確保のための農林水産省関係法律の整備

等に関する法律の施行の日（平成15年７月

１日）から施行）

◇独立行政法人肥飼料検査所の業務運営並

びに財務及び会計に関する省令の一部を改

正する省令（農林水産省令第60号）を公布

（飼料の安全性の確保及び品質の改善に関

する法律の一部を改正する等の法律の施行

の日（平成15年７月１日）から施行）

24日㈫◇農林物資の規格化及び品質表示の適正化

に関する法律に基づく登録格付機関等を登

録する省令の一部を改正する省令（農林水

産省令第61号）を公布（同日施行）

25日㈬◇農林水産省設置法の一部を改正する法律

の施行期日を定める政令（政令第276号）を

公布（平成15年７月１日施行）

◇農林水産省組織令の一部を改正する政令

（政令第277号）を公布（平成15年７月１日

施行）

◇食料・農業・農村政策審議会令の一部を

改正する政令（政令第279号）を公布（平成

15年７月１日施行）

◇証券取締法等の一部を改正する法律の一

部の施行に伴う関係政令の整備に関する政

令（政令第280号）を公布（証券取引法等の

一部を改正する法律附則第１条第２号に定

める日（平成15年６月30日）から施行）

◇農林水産省組織規則の一部を改正する省

令（農林水産省令第62号）を公布（平成15

年７月１日施行。ただし、第１章第３節第

１款第２目の改正規定（第234条第６号、第

239条第７号及び第244条第２号に係る部分

に限る。）及び第１章第３節第１款の次に１

款を加える改正規定（第286条の23第７号及

び第286条の28第２号に係る部分に限る。）

は、牛の個体識別のための情報の管理及び

伝達に関する特別措置法の施行の日から施

行）

◇肥料取締法施行規則の一部を改正する省

令（農林水産省令第63号）を公布（食品の

安全性の確保のための農林水産省関係法律

の整備等に関する法律（平成15年法律第73

号）の施行の日（平成15年７月１日）から

施行）

27日㈮◇飼料及び飼料添加物の成分規格等に関す

る省令の一部を改正する省令（農林水産省

令第64号）を公布（飼料の安全性の確保及

び品質の改善に関する法律の一部を改正す

る等の法律の施行の日（平成15年７月１日）

から施行）

◇家畜伝染病予防法施行令及び薬事法関係

手数料令の一部を改正する政令（政令第288

号）を公布（食品の安全性の確保のための

農林水産省関係法律の整備等に関する法律

第２条の規定の施行の日（平成15年７月30

日）から施行）

◇独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支

援機構法施行令（政令第293号）を公布（平

成15年10月１日から施行。ただし、次条か

ら附則第６条までの規定、附則第46条中国

土交通省組織令（平成12年政令第255号）第

41条の改正規定（同条第３号の次に１号を

加える部分に限る。）及び附則第48条の規定

は、同年７月１日から施行）

30日㈪◇農業協同組合及び農業協同組合連合会の

信用事業に関する命令の一部を改正する命

令（内閣府・農林水産省令第７号）を公布
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（同日施行）

◇水産資源保護法施行規則の一部を改正す

る省令（農林水産省令第65号）を公布（平

成15年７月14日施行）

◇持続的養殖生産確保法施行規則の一部を

改正する省令（農林水産省令第66号）を公

布（同日施行）

◇飼料及び飼料添加物の成分規格等に関す

る省令の一部を改正する省令（農林水産省

令第67号）を公布（平成16年１月１日施行）

◇農薬取締法第13条の規定による報告及び

検査に関する省令の一部を改正する省令

（農林水産省・環境省令第６号）を公布（食

品の安全性の確保のための農林水産省関係

法律の整備等に関する法律の施行の日（平

成15年７月１日）から施行）

◇飼料の安全性の確保及び品質の改善に関

する法律施行規則の一部を改正する省令

（農林水産省令第68号）を公布（飼料の安

全性の確保及び品質の改善に関する法律の

一部を改正する等の法律の施行の日（平成

15年７月１日）から施行）

◇動物用医薬品等取締規則等の一部を改正

する省令（農林水産省令第69号）を公布（平

成15年７月30日施行）

◇薬事法に基づく医薬品の使用の禁止に関

する規定の適用を受けない場合を定める省

令（農林水産省令第70号）を公布（平成15

年７月30日施行）

７ 月

７月１日㈫◇日本海北部マガレイ・ハタハタ資源回復

計画の公表について（水産庁資源管理部管

理課管理推進室）

◇ IATTC（全米熱帯まぐろ類委員会）第70

回年次会合の結果について（水産庁資源管

理部国際課）

◇平成15年度上期及び平成15年度関税割当

公表の一部改正等について（大臣官房国際

部貿易関税課）

２日㈬◇2003年漁期のペルー水域における外国い

か釣り漁船の入漁について（水産庁資源管

理部遠洋課）

◇亀井農林水産大臣の国内出張について

（農村振興局地域振興課）

◇『「わがまちの資源を活かす」優良事例』

について（農村振興局農村政策課）

◇平成15年度第１回日本海海況予報（水産

庁増殖推進部漁場資源課、独水産総合研究

センター日本海区水産研究所）

◇瀬戸内海東部カタクチイワシ漁況予報

（７～８月）（水産庁増殖推進部漁場資源

課、独水産総合研究センター瀬戸内海区水

産研究所）

◇WTO農業委特別会合の結果概要（大臣

官房国際部国際経済課）

３日㈭◇農林水産本省「消費者の部屋」の平成15

年度後期特別展示スケジュールについて

（消費・安全局消費者情報官消費者の部屋）

◇平成15年度病害虫発生予報第４号の発表

について（消費・安全局植物防疫課）

◇森と湖に親しむ旬間の実施について（林

野庁森林整備部治山課水源地治山対策室）

◇第15回全国農業青年交換大会について

（経営局女性・就農課）

◇「アジア森林パートナーシップ（AFP）

第２回実施促進会合」の開催について（林

野庁森林整備部計画課海外林業協力室）

◇野菜中の硝酸塩に関するホームページの

開設について（消費・安全局農産安全管理

課）

４日㈮◇関係団体等と大臣との意見交換会につい

て（消費・安全局消費者情報官）

◇第３回中・長期開門調査検討会議の開催

について（農村振興局整備部農地整備課）

◇第２回植物検疫に関する研究会の開催及

び傍聴について（消費・安全局植物防疫課）

◇『観光カリスマ百選』選定結果について

（第３回委員会の結果）（農村振興局地域振

興課）

◇第７回「食品の表示に関する共同会議」

の議事概要について（消費・安全局表示・

規格課、厚生労働省）

◇農林物資規格調査会部会の開催及び傍聴

の募集について（消費・安全局表示・規格

課）

◇野菜に関する月間情報（６月分）の提供

について（生産局野菜課）

６日㈰◇水産庁漁業取締船「からしま」の衝突事

故について（水産庁資源管理部管理課指導

監督室）

７日㈪◇水産政策審議会委員・特別委員の改選に
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ついて（水産庁漁政部漁政課）

◇平成15年度上期のとうもろこし及び麦芽

の関税割当公表（第２次）について（大臣

官房国際部貿易関税課）

◇第一回保安林整備等のあり方に関する検

討会開催について（林野庁森林整備部治山

課）

◇「外食・中食（なかしょく）事業者との

懇談会」の開催について（総合食料局食品

産業振興課外食産業室）

◇太田農林水産副大臣の海外出張結果概要

（水産庁漁政部漁政課）

８日㈫◇平成15年度第１回水源林造成事業期中評

価委員会の議事概要について（林野庁森林

整備部整備課）

◇食料・農業・農村政策審議会 第８回総

合食料分科会の開催及び傍聴について（総

合食料局食料企画課）

９日㈬◇ボリビア・シェラレオーネ及びホンジュ

ラスの船籍を有するまぐろ延縄漁業に従事

する船舶のわが国港への寄港許可措置につ

いて（水産庁資源管理部管理課）

◇農林物資規格調査会総会の開催について

（消費・安全局表示・規格課）

◇「e-むらづくり計画」の策定について―

IT活用による農山漁村の活性化―（農村振

興局整備部農村整備課総合整備事業推進

室）

◇亀井農林水産大臣の海外出張について

（大臣官房国際部国際政策課、国際経済課）

◇平成15年度公団営事業再評価第三者委員

会（第１回）議事概要について（農村振興

局総務課）

◇我が国の競馬のあり方に係る有識者懇談

会の開催及び傍聴について（生産局畜産部

競馬監督課）

◇カナダでの BSE発生に伴う海外調査に

ついて（消費・安全局衛生管理課）

10日㈭◇アグリコールサービス停止のお知らせ

（大臣官房情報課）

◇「保安林整備等のあり方に関する検討会」

（第１回）の概要（林野庁森林整備部治山

課）

◇平成15年４月・５月度の蚕糸業需給・価

格動向（生産局特産振興課）

◇ホルマリンの環境への影響調査の結果に

ついて（水産庁増殖推進部研究指導課）

◇農林水産省独立行政法人評価委員会第12

回林野分科会の開催について（林野庁森林

整備部研究普及課）

◇農林漁業保険審査会の開催について（経

営局保険課）

◇第２回農村の地域資源に関する研究会の

開催について（農村振興局計画部事業計画

課、整備部設計課）

◇第８回「食品の表示に関する共同会議」

の開催及び傍聴の募集について（消費・安

全局表示・規格課、厚生労働省）

◇提案公募型の「ごはん推進活動支援事業」

に係る選択の決定について（総合食料局食

糧部消費流通課流通加工対策室）

◇平成15年度外国産麦類検査実績の産地

（型）銘柄別、検査項目別平均値（平成15

年４月～５月）（総合食料局食糧部消費流通

課）

11日㈮◇平成14年度食料品消費モニター第４回定

期調査結果の概要について（消費・安全局

消費・安全政策課）

◇日 EUハイレベル漁業協議等の結果につ

いて（水産庁資源管理部国際課）

◇第10回農林業センサス等研究会の開催の

お知らせ（大臣官房統計部経営・構造統計

課センサス統計室）

◇商品取引員に対する行政処分について

（商品取引管理官付、経済産業省）

◇地方農政局長・地方農政事務所長等会議

の開催について（大臣官房地方課）

◇「期限表示の用語・定義の統一について」

（食品衛生法施行規則（昭和23年厚生省第

23号）、乳及び乳製品の成分規格等に関する

省令（昭和26年厚生省令第52号）及び加工

食品品質表示基準（平成12年３月31日付け

農林水産省告示第513号）の一部改正案に関

する意見の募集について）に対して寄せら

れたご意見等について（消費・安全局表示・

規格課、厚生労働省）

◇無登録農薬の取締実施の状況（消費・安

全局農産安全管理課）

◇亀井農林水産大臣とヴェネマン米国農務

長官との会談の概要（大臣官房国際部国際

政策課、国際経済課）

◇農林物資規格調査会総会の審議の概要に
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ついて（消費・安全局表示・規格課）

◇平成15年度第１回太平洋スルメイカ長期

漁海況予報（水産庁増殖推進部漁場資源課、

独水産総合研究センター北海道区水産研究

所）

◇産業構造審議会商品取引所分科会（第３

回）の開催について（総合食料局商品取引

管理官、経済産業省）

◇豚コレラ関係の定期報告関連情報につい

て（消費・安全局衛生管理課）

◇牛海綿状脳症（BSE）サーベイランスの

結果について（平成15年５月末まで）（消

費・安全局衛生管理課）

12日㈯◇亀井農林水産大臣とゼーリック米国通商

代表との会談の概要（大臣官房国際部国際

政策課、国際経済課）

13日㈰◇亀井農林水産大臣とヴァンクリフ・カナ

ダ農業・農産食料大臣との会談の概要（大

臣官房国際部国際政策課、消費・安全局衛

生管理課）

14日㈪◇農林水産省におけるインターシップの受

け入れ開始について（大臣官房秘書課）

◇アジア森林パートナーシップ（AFP）第

２回実施促進会合の結果概要について（林

野庁森林整備部計画課海外林業協力室）

◇大規模林道事業の整備のあり方検討委員

会現地調査及び地元等意見聴取の実施につ

いて（林野庁森林整備部整備課）

◇第４回これからの「森林の守り手」の姿

を描く検討会の概要について（林野庁林政

部経営課林業労働対策室）

◇搾乳ユニット自動搬送装置の金型使用希

望企業の募集について（生産局農産振興課

技術対策室）

◇非農産品市場アクセス交渉会合の結果概

要（林野庁林政部木材課木材貿易対策室、

水産庁漁政部加工流通課、大臣官房国際部

国際経済課）

15日㈫◇平成15年度第１回「消費者等との定例懇

談会」の開催について（消費・安全局消費

者情報官）

◇WTO貿易と環境委員会における違法

伐採対策に関する議論の概要（林野庁林政

部木材課木材貿易対策室）

◇平成15年緑化推進運動功労者内閣総理大

臣表彰について（林野庁森林整備部森林保

全課、生産局果樹花き課花き対策室）

◇平成15年度公団営事業再評価第三者委員

会（第１回）議事録について（農村振興局

総務課）

16日㈬◇りんご火傷病の植物検疫措置に関する

WTOパネルの最終報告について（消費・安

全局植物防疫課）

◇南西糖業株式会社の産業活力再生特別措

置法に基づく事業再構築計画の変更の認定

について（生産局特産振興課）

17日㈭◇第１回独立行政法人評価委員会水資源機

構分科会等合同会議の開催及び傍聴につい

て（農村振興局総務課公団管理室）

◇第１回中・長期開門調査検討会議専門委

員会の開催について（農村振興局整備部農

地整備課）

◇全国農業協同組合連合会に対する農業協

同組合法に基づく処分の発出について（経

営局協同組織課）

◇「高性能農業機械等の試験研究、実用化

の促進及び導入に関する基本方針」の制定

について（生産局農産振興課技術対策室）

◇平成15年産麦の検査成績（速報）（平成15

年６月末日現在）（総合食料局食糧部消費流

通課）

◇食料・農業・農村政策審議会 第８回総

合食料分科会の議事要旨及び配付資料につ

いて（総合食料局食料企画課）

◇都市と農山漁村の共生・対流に関する政

策提案会の開催について（大臣官房地方課

地方提案推進室）

18日㈮◇平成14年度農林水産省政策評価（実績評

価）の結果について（大臣官房企画評価課）

◇第２回「国産材新流通・加工システム検

討委員会」の開催について（林野庁林政部

木材課）

◇農林水産政策研究所研究結果報告会の開

催について（農林水産政策研究所霞が関分

室）

◇うなぎ加工品の原料原産地表示に係る追

跡確認調査の実施について（消費・安全局

表示・規格課）

◇農山漁村の美しさに関する検討報告につ

いて（農村振興局農村政策課）

◇亀井農林水産大臣の現地視察について

（総合食料局流通課）
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◇食料・農業・農村政策審議会総合食料分

科会食糧部会の開催について（総合食料局

食料企画課）

◇次世代農業機械等緊急開発事業における

開発課題の実施体制について（生産局農産

振興課技術対策室、生産系特定産業技術研

究推進機構）

◇平成15年度第１回太平洋イワシ・アジ・

サバ等漁海況予報（水産庁増殖推進部漁場

資源課、独水産総合研究センター中央水産

研究所）

22日㈫◇水産政策審議会第11回資源管理分科会の

開催について（水産庁漁政部漁政課）

◇水産政策審議会第10回施策部会の開催に

ついて（水産庁漁政部漁政課）

◇水産政策審議会第３回漁港漁場整備分科

会の開催について（水産庁漁政部漁政課）

◇水産政策審議会第７回企画部会の開催に

ついて（水産庁漁政部漁政課）

◇外来魚問題に関する懇談会（第７回）の

開催について（水産庁資源管理部沿岸沖合

課）

◇第４回水産政策審議会の開催について

（水産庁漁政部漁政課）

◇WTO農業委特別会合の結果概要（大臣

官房国際部国際経済課）

◇平成15年度日本海スルメイカ長期漁況予

報（水産庁増殖推進部漁場資源課、独水産

総合研究センター日本海区水産研究所）

23日㈬◇農薬の容器又は包装の誤表示について

（第１報）（消費・安全局農産安全管理課農

薬対策室）

◇米の１人１ヶ月当たり消費量（平成15年

５月分）（総合食料局食料企画課）

◇出荷取扱業者の登録状況について（総合

食料局食糧部消費流通課）

◇国内産主食用米穀（うるち米）の販売数

量（速報）（総合食料局食糧部計画課）

◇食料・農業・農村政策審議会総合食料分

科会食糧部会資料リスト（総合食料局食糧

部計画課）

◇平成15年度公団営事業再評価第三者委員

会（第２回）議事概要について（農村振興

局総務課）

◇バイオマス・ニッポン総合戦略推進アド

バイザリーグループ第２回会合の開催につ

いて（大臣官房環境政策課資源循環室）

24日㈭◇第３回動物伝達性海綿状脳症実験指針検

討会の開催及び傍聴について（技術会議事

務局地域研究課）

25日㈮◇平成14年度 LL牛乳生産量について（生

産局畜産部牛乳乳製品課）

◇農林物資規格調査会部会の開催について

（消費・安全局表示・規格課）

◇日加漁業協議について（水産庁資源管理

部国際課）

◇ IWC等に関するメキシコ及び米国との

協議について（水産庁資源管理部遠洋課）

◇新たな特別会計財務書類の公表について

（大臣官房経理課）

◇クローン牛の異動報告のとりまとめにつ

いて（Ｈ15.６.１～H15.６.30異動情報提

供分）（技術会議事務局技術安全課、生産局

畜産部畜産振興課）

◇「低温・日照不足対策関係局庁連絡会議」

の設置について（経営局経営政策課）

◇都市と農山漁村の共生・対流に関する政

策提案会の概要について（大臣官房地方課

地方提案推進室）

28日㈪◇飼料安全法に基づく収去飼料等の試験結

果の公表について（消費・安全局衛生管理

課薬事・飼料安全室）

◇亀井農林水産大臣の海外出張について

（大臣官房国際部国際政策課、国際経済課）

◇我が国における食料供給予測について

（総合食料局食料企画課）

◇三井農林株式会社及び日東食品株式会社

の産業活力再生特別措置法に基づく事業再

構築計画の変更承認について（総合食料局

食品産業振興課、経済産業省）

◇農業の多面的機能のパンフレット「日本

農業の果たす役割」について（農村振興局

農村政策課）

◇肥料取締法に基づき実施した立入検査に

おいて、し尿汚泥肥料から許容基準を超え

るニッケルを検出（消費・安全局農産安全

管理課）

◇地球温暖化防止吸収源対策の推進のため

の国民支援に関する研究会「中間報告」に

ついて（林野庁林政部企画課）

◇英文農林水産省組織・機構名（大臣官房

国際部国際政策課）
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29日㈫◇国連公海漁業協定第２回非公式協議の結

果について（水産庁資源管理部国際課）

◇生鮮・冷蔵牛肉に係る関税の緊急措置の

発動について（生産局畜産部食肉鶏卵課）

◇豚肉等に係る関税の緊急措置の発動につ

いて（生産局畜産部食肉鶏卵課）

◇大規模林道事業の整備のあり方検討委員

会現地調査及び地元等意見聴取の実施につ

いて（林野庁森林整備部整備課）

◇食料・農業・農村政策審議会消費・安全

分科会委員等の指名・任命及び食料・農業・

農村政策審議会第１回消費・安全分科会の

開催について（消費・安全局消費・安全政

策課）

◇中国政府による木炭の輸出禁止措置につ

いて（林野庁林政部経営課）

◇「低温・日照不足対策本部」の設置につ

いて（経営局経営政策課）

◇農林水産省男女共同参画推進本部現地懇

談会（青森県）開催について ～農山漁村

の男女共同参画社会の形成に向けて～（経

営局女性・就農課、青森県）

◇第８回「食品の表示に関する共同会議」

の議事概要について（消費・安全局表示・

規格課、厚生労働省）

◇熊谷農林水産大臣政務官の低温・日照不

足関係現地調査について（生産局農産振興

課）

◇太田農林水産副大臣の低温・日照不足関

係現地調査について（生産局農産振興課）

30日㈬◇搾乳ユニット自動搬送装置の金型使用者

決定について（生産局農産振興課技術対策

室）

◇視覚障害者向け音声テープ「平成14年度

食料・農業・農村白書のあらまし」の作成・

配布について（大臣官房情報課情報分析室）

◇水産政策審議会第10回施策部会の結果に

ついて（水産庁漁政部企画課）

◇低温と日照不足に対する農作物の技術指

導について（生産局農産振興課）

◇第４回水産政策審議会の結果について

（水産庁漁政部漁政課）

◇水産政策審議会第７回企画部会の結果に

ついて（水産庁漁政部漁政課）

◇水産政策審議会第11回資源管理分科会の

結果について（水産庁漁政部漁政課）

◇水産政策審議会第３回漁港漁場整備分科

会の結果について（水産庁漁港漁場整備部

計画課）

◇第３回むらの伝統文化顕彰の募集につい

て（農村振興局農村政策課）

◇牛海綿状脳症（BSE）サーベイランスの

結果について（平成15年６月末まで）（消

費・安全局衛生管理課）

◇「オーライ ニッポン会議」役員の総理

面談について（お知らせ）（農村振興局農村

政策課）

◇平成15年度公団営事業再評価第三者委員

会（第２回）議事録について（農村振興局

総務課）

◇都市と農山漁村の共生・対流に関する副

大臣プロジェクトチーム第６回会合開催に

ついて（お知らせ）（農村振興局農村政策課）

◇日本・ペルー政府間漁業協議の開催につ

いて（水産庁資源管理部国際課海外漁業協

力室）

◇韓国漁船の拿捕について―外国漁船の拿

捕は本年18件、韓国漁船は17件目―（水産

庁資源管理部管理課指導監督室）

31日㈭◇米穀の小売価格調査の結果概要（平成15

年６月分）（総合食料局食料企画課）

◇米穀の卸売価格調査の結果概要（平成15

年６月分）（総合食料局食料企画課）

◇平成15年産麦の検査結果（速報）（平成15

年７月末日現在）（総合食料局食糧部消費流

通課）

◇「まぐろの需給情報」―平成15年第２回

まぐろ需給協議会予測部会の結果―（水産

庁漁政部加工流通課）

◇平成15年度病害虫発生予報第5号の発表

について（消費・安全局植物防疫課）

◇平成14年度環境物品等の調達実績の概要

について（大臣官房環境政策課、経理課）

◇「オーライ ニッポン会議」役員の総理

面談の概要（農村振興局農村政策課）

◇都市と農山漁村の共生・対流に関するプ

ロジェクトチーム第６回会合の概要（農村

振興局農村政策課）

◇観光立国行動計画について（農村振興局

地域振興課）

◇農林水産省養殖水産物安全性確保対策本

部（第６回）の開催について（水産庁増殖
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推進部栽培養殖課）

◇「水の展示会」（農業用水部門）への出展

について（農村振興局計画部土地改良企画

課）

◇日本中央競馬会運営審議会委員の発令に

ついて（生産局畜産部競馬監督課）

◇野菜の入荷量と価格の見通し（関東農政

局園芸特産課）

◇水産物の市況について（平成15年７月及

び８月）（水産庁漁政部加工流通課）

法令>

７月１日㈫◇食品の製造過程の管理の高度化に関する

臨時措置法施行規則の一部を改正する省令

（厚生労働省・農林水産省令第２号）を公

布（同日施行）

◇農林水産省定員規則の一部を改正する省

令（農林水産省令第71号）を公布（同日施

行）

２日㈬◇牛の個体識別のための情報の管理及び伝

達に関する特別措置法の施行期日を定める

政令（政令第299号）を公布（施行期日は平

成15年12月１日とし、同法附則第１条ただ

し書きに規定する規定の施行期日は平成16

年12月１日とする。）

◇牛の個体識別のための情報の管理及び伝

達に関する特別措置法施行令（政令第300

号）を公布（法の施行の日（平成15年12月

１日）から施行。ただし、第4条の規定は、

法附則第１条ただし書きに規定する規定の

施行の日（平成16年12月１日）から施行）

◇牛の個体識別のための情報の管理及び伝

達に関する特別措置法施行規則（農林水産

省令第72号）を公布（法の施行の日（平成

15年12月１日）から施行。ただし、第４章

の規定は、法附則第１条ただし書きに規定

する規定の施行の日（平成16年12月１日）

から施行）

４日㈮◇主要食糧の需給及び価格の安定に関する

法律等の一部を改正する法律（法律第103

号）を公布（平成16年４月１日施行。ただ

し、次条、附則第３条及び附則第8条の規定

は、同日施行）

７日㈪◇農林物資の規格化及び品質表示の適正化

に関する法律に基づく登録格付機関等を登

録する省令の一部を改正する省令（農林水

産省令第73号）を公布（同日施行）

９日㈬◇家畜伝染病予防法施行規則の一部を改正

する省令（農林水産省令第74号）を公布（同

日施行）

10日㈭◇農産物検査法施行規則の一部を改正する

省令（農林水産省令第75号）を公布（平成

16年４月１日施行）

14日㈪◇重症急性呼吸器症候群を感染症の予防及

び感染症の患者に対する医療に関する法律

第６条第６項の指定感染症として定める等

の政令の施行に伴う感染症の予防及び感染

症の患者に対する医療に関する法律第54条

第１号の輸入禁止地域等を定める省令の準

用に関する省令（厚生労働省・農林水産省

令第３号）を公布（重症急性呼吸器症候群

を感染症の予防及び感染症の患者に対する

医療に関する法律第６条第６項の指定感染

症として定める等の政令の施行の日から施

行）

15日㈫◇動物用医薬品等取締規則等の一部を改正

する省令（農林水産省令第76号）を公布（薬

事法及び採血及び供血あつせん業取締法の

一部を改正する法律附則第１条第１号に掲

げる規定の施行の日（平成15年７月30日）

から施行）

16日㈬◇独立行政法人法の施行に伴う関係法律の

整備等に関する法律（法律第119号）を公布

（地方独立行政法人法（平成15年法律第118

号）の施行の日から施行。ただし、次の各

号に掲げる規定は、当該各号に定める日か

ら施行する。 略）

◇次世代育成支援対策推進法（法律第120

号）を公布（同日施行。ただし、第７条及

び第22条第１項の規定は公布の日から起算

して六月を超えない範囲内において政令で

定める日から、第８条から第19条まで、第

22条第２項、第23条から第25条まで、第26

条第１号から第３号まで及び第27条の規定

は平成17年４月１日から施行）

17日㈭◇特定国内種事業に係る届出等に関する省

令の一部を改正する省令（農林水産省・環

境省令第７号）を公布（絶滅のおそれのあ

る野生動植物の種の保存に関する法律の一

部を改正する法律の施行の日（平成15年７

月20日）から施行）

18日㈮◇森林法の一部を改正する法律の施行期日
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を定める政令（政令第312号）を公布（平成

15年８月１日施行）

◇酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律

施行令の一部を改正する政令（政令第313

号）を公布（平成15年８月１日施行）

◇森林法施行規則の一部を改正する省令

（農林水産省令第77号）を公布（森林法の

一部を改正する法律の施行の日（平成15年

８月１日）から施行）

24日㈭◇公職選挙法施行令の一部を改正する政令

（政令第317号）を公布（公職選挙法の一部

を改正する法律（平成15年法律第69号）の

施行の日（平成15年12月１日）から施行。

ただし、第34条の２第１項の改正規定は、

平成15年８月25日から施行）

◇独立行政法人の組織、運営及び管理に係

る共通的な事項に関する政令の一部を改正

する政令（政令第318号）を公布（平成15年

10月１日施行）

◇独立行政法人水資源機構法施行令（政令

第329号）を公布（同日施行。だだし、附則

第８条から第43条までの規定及び附則第44

条の規定（国土交通省組織令（平成12年政

令第255号）第78条第4号の改正規定に係る

部分に限る。）は、平成15年10月１日施行）

25日㈮◇公職選挙法の一部を改正する法律（法律

第127号）を公布（公布の日から起算して一

年を超えない範囲内において政令で定める

日から施行）

◇環境の保全のための意欲の増進及び環境

教育の推進に関する法律（法律第130号）を

公布（平成15年10月１日施行。ただし、第

11条から第16条まで及び第26条から第28条

までの規定は、平成16年10月１日から施行）

29日㈫◇商品取引所法施行規則の一部を改正する

省令（農林水産省・経済産業省令第２号）

を公布（平成15年９月８日施行）

◇受託業務保証金規則の一部を改正する省

令（農林水産省・経済産業省令第３号）を

公布（平成15年９月８日施行）

30日㈬◇動物用医薬品の臨床試験の実施の基準に

関する省令の一部を改正する省令（農林水

産省令第78号）を公布（同日施行）

◇新事業創出促進法施行令の一部を改正す

る政令（政令第334号）を公布（平成15年10

月１日施行）

◇官公需についての中小企業者の受注の確

保に関する法律施行令の一部を改正する政

令（政令第335号）を公布（平成15年10月１

日施行）

◇下請中小企業振興法の一部を改正する法

律の施行期日を定める政令（政令第336号）

を公布（平成15年11月１日施行）

◇下請中小企業振興法施行令及び中小企業

総合事業団法施行令の一部を改正する政令

（政令第337号）を公布（下請中小企業振興

法の一部を改正する法律（平成15年法律第

86号）の施行の日（平成15年11月１日）か

ら施行）

◇国等による環境物品等の調達の推進等に

関する法律第２条第２項の法人を定める政

令の一部を改正する政令（政令第341号）を

公布（平成15年10月１日施行）

◇独立行政法人農畜産業振興機構法施行令

（政令第342号）を公布（同日施行。ただし、

附則第５条から第23条までの規定は、平成

15年10月１日から施行）

◇独立行政法人農業者年金基金法施行令

（政令第343号）を公布（同日施行。ただし、

附則第18条から第34条までの規定は、平成

15年10月１日から施行）

◇独立行政法人農林漁業信用基金法施行令

（政令第344号）を公布（同日施行。ただし、

附則第４条から第15条までの規定、附則第

16条中財務省組織令（平成12年政令第250

号）第３条第34号及び第19条第５号の改正

規定並びに附則第17条の規定は、平成15年

10月１日から施行）

８ 月

８月１日㈮◇米政策に係る全国説明会の開催について

（総合食料局食糧部計画課）

◇「生産情報公表 JAS規格」ロゴマーク

（JASマーク）の募集について（消費・安

全局表示・規格課、㈳日本農林規格協会）

◇「地域に根ざした食育コンクール2003」

募集を始めました（消費・安全局消費者情

報官）

◇平成14年産特産農産物の生産実績に関す

る調査について（生産局特産振興課）

◇第２回保安林整備等のあり方に関する検

討会開催について（林野庁森林整備部治山
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課）

◇食の安全・安心に関する政策提案会の出

席者等の募集（大臣官房地方課地方提案推

進室）

◇野菜に関する月間情報（７月分）の提供

について（生産局野菜課）

◇平成15年度公団営事業再評価第三者委員

会（第３回）議事概要について（農村振興

局総務課）

◇平成15年度第３回飼料輸入麦の同時契約

（SBS）の入札結果の概要（総合食料局食

糧部食糧貿易課）

◇農林水産養殖水産物安全性確保対策本部

（第６回）の概要について（水産庁増殖推

進部栽培養殖課）

◇平成15年産水稲うるち米品種別作付見込

み面積について（総合食料局食料企画課）

◇主要食料品の小売価格等の見通し（消

費・安全局消費・安全政策課）

４日㈪◇渡辺農林水産大臣政務官の低温・日照不

足対策関係現地調査について（生産局農産

振興課）

◇韓国大型機船底びき網漁船の拿捕につい

て―水産庁では初の韓国大型機船底びき網

漁船の拿捕―（水産庁資源管理部管理課指

導監督室）

◇農林水産省幹部職員名簿（平成15年8月１

日現在）（大臣官房秘書課）

◇平成15年度第３回農業農村整備事業の効

率的実施に係る検討会の開催について（農

村振興局計画部事業計画課、整備部設計課）

◇紺綬褒章者への褒章の伝達について（水

産庁漁政部企画課）

◇亀井農林水産大臣の国内出張について

（大臣官房地方課）

◇「モントリオール・プロセス第1回国別森

林レポート2003」の作成・提出について（林

野庁森林整備部計画課海外林業協力室）

５日㈫第１回アサリ資源全国協議会の開催につい

て（水産庁増殖推進部研究指導課）

◇第２回植物検疫に関する研究会の開催及

び傍聴について（消費・安全局植物防疫課）

◇ IWC等に関するメキシコ及び米国との

協議の結果について（水産庁資源管理部遠

洋課）

◇平成15年度民間結集型アグリビジネス創

出技術開発事業成果発表会の開催について

（技術会議事務局先端産業技術研究課民間

研究推進室）

◇森林ボランティア団体等との意見交換会

の開催について（林野庁森林整備部森林保

全課）

◇平成14年度食料品消費モニター第4回定

期調査結果について（消費・安全局消費・

安全政策課）

◇食品安全委員会への食品健康影響評価の

依頼について（消費・安全局消費・安全政

策課、衛生管理課薬事・飼料安全室）

◇農薬の容器又は包装の誤表示について

（第２報）（消費・安全局農産安全管理課農

薬対策室）

◇米政策改革に係る全国説明会の資料につ

いて（総合食料局食糧部計画課）

６日㈬◇15年度食品トレーサビリティシステム開

発・実証試験の採択について（消費・安全

局消費・安全政策課）

◇第２回保安林整備等のあり方に関する検

討会の概要（林野庁森林整備部治山課）

◇フィリピン（ダバオ）産パパイヤ及びマ

ンゴウ生果実の植物検疫措置について（消

費・安全局植物防疫課検疫対策室）

◇平成15年度北西太平洋サンマ長期漁況海

況予報（水産庁増殖推進部漁場資源課、独

水産総合研究センター東北区水産研究所）

◇平成14年の特用林産物の生産動向につい

て（林野庁林政部経営課特用林産対策室）

◇報告書「加工食品の原料原産地表示に関

する今後の方向」についての意見の募集に

ついて（消費・安全局表示・規格課）

◇平成15年度外国産麦類検査実績の産地

（型）銘柄別、検査項目別平均値（平成15

年４～６月）（総合食料局食糧部消費流通

課）

◇農林水産本省「消費者の部屋特別展示；

田んぼの生きもの探検2003 ～メダカやカ

エルがいっぱいいるよ!!～」の実施について

（農村振興局土地改良企画課、消費・安全

局消費者情報官消費者の部屋）

７日㈭◇「外来魚問題に関する懇談会（第７回）」

の結果概要について―ブラックバス等外来

魚問題に関する関係者の取り組みについて

―（水産庁資源管理部沿岸沖合課）
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◇大規模林道事業の平成15年度における期

中評価実施路線について（林野庁森林整備

部整備課）

◇食料・農業・農村政策審議会第１回消費・

安全分科会の配付資料について（消費・安

全局消費・安全政策課）

８日㈮◇カナダにおける BSEの発生を契機とす

る米国との協議の結果について（消費・安

全局衛生管理課国際衛生対策室）

◇平成15年度上期のとうもろこしの関税割

当て（コーンスターチ用第２次）について

（大臣官房国際部貿易関税課）

◇平成15年度公団営事業再評価第三者委員

会（第３回）議事録等について（農村振興

局総務課）

◇信用事業を行う農協の平成14年事業年度

末におけるリスク管理債権等の状況につい

て（経営局金融調整課）

◇国際コメ年の日本語のロゴマークについ

て（大臣官房国際部国際協力課）

11日㈪◇大臣と話そう―子どもたちと亀井農林水

産大臣との懇談の実施について―（大臣官

房情報課）

◇第１回アサリ資源全国協議会の結果につ

いて（水産庁増殖推進部研究指導課）

◇米穀の需給及び価格の安定に関する基本

指針について（総合食料局食糧部計画課）

◇乳用種雄牛の遺伝的能力評価値の公表に

ついて（生産局畜産部畜産振興課、独家畜

改良センター）

◇亀井農林水産大臣とフィシュラー EU農

業・漁業委員との電話会談の概要（大臣官

房国際部国際経済課）

◇「森林ボランティア団体等との意見交換

会」の概要（林野庁森林整備部森林保全課）

◇捕鯨問題に関する北村副大臣からデイカ

サ・駐日メキシコ大使への申し入れについ

て（水産庁資源管理部遠洋課）

◇水稲作況委員会（第１回）の意見（大臣

官房統計部生産流通消費統計課）

12日㈫◇森林資源現況調査結果の概要について

（速報値）（林野庁森林整備部計画課）

◇オランダからの家きん肉等の輸入停止措

置の解除について（消費・安全局衛生管理

課国際衛生対策室）

◇農林水産政策研究所参与会議の開催につ

いて（大臣官房企画評価課、農林水産政策

研究センター）

◇大規模林道事業の整備のあり方検討委員

会現地調査及び地元等意見聴取の実施につ

いて（林野庁森林整備部整備課）

◇加工米飯の生産量（総合食料局食糧部消

費流通課）

◇日本・ペルー政府間漁業協議の結果につ

いて（水産庁資源管理部国際課海外漁業協

力室）

13日㈬◇2003年第2期北西太平洋鯨類捕獲調査

（JAPANⅡ）の終了について（水産庁資源

管理部遠洋課）

◇亀井農林水産大臣とラミー EU貿易担当

委員との電話会談の概要（大臣官房国際部

国際経済課）

14日㈭◇農業に関する米・EU共同ペーパーの概

要・WTO農業交渉に関する米国・EU合意

に対する亀井農林水産大臣の見解（大臣官

房国際部国際経済課）

◇日韓水産当局間ハイレベル協議の開催に

ついて（水産庁資源管理部国際課）

◇農薬の容器又は包装の誤表示について

（第３報）（消費・安全局農産安全管理課）

◇台風第10号関係被害に係る北村農林水産

副大臣の現地調査について（経営局経営政

策課）

◇亀井農林水産大臣とクリステンソン在日

米国臨時大使との会談について（大臣官房

国際部国際政策課）

15日㈮◇第２回 FAO水産委員会・養殖小委員会

の結果について（水産庁資源管理部国際課）

◇第11回農林業センサス等研究会の開催の

お知らせ（大臣官房統計部経営・構造統計

課センサス統計室）

◇肥料取締法に基づく立入検査の結果につ

いて（消費・安全局農産安全管理課）

◇ IWCに関するハンガリー及びギリシャ

との協議について（水産庁資源管理部遠洋

課）

◇平成15年産米の検査結果（速報値）（総合

食料局食糧部消費流通課）

18日㈪◇亀井農林水産大臣とクリステンソン駐日

米国臨時代理大使との会談概要（大臣官房

国際部国際経済課）

◇平成15年産麦の検査結果（速報）（総合食
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料局食糧部消費流通課）

◇有機農産物の認定生産工程管理者調査の

実施について（消費・安全局表示・規格課）

19日㈫◇種苗法による品種登録について（生産局

種苗課）

◇農林水産省循環型社会構築・地球温暖化

対策推進本部第７回会合の開催について

（大臣官房環境政策課）

◇日韓水産当局間ハイレベル協議の結果概

要について（水産庁資源管理部国際課）

◇中国産鶏肉等の輸入一時停止措置の解除

について（消費・安全局衛生管理課国際衛

生対策室）

◇非農産品市場アクセス交渉会合の結果概

要（林野庁林政部木材課木材貿易対策室、

水産庁漁政部加工流通課、大臣官房国際部

国際経済課）

20日㈬◇第1回大規模林道事業期中評価委員会の

開催について（林野庁森林整備部整備課）

◇農林水産省独立行政法人評価委員会第13

回林野分科会の開催について（林野庁森林

整備部整備課）

◇麦製品の取引価格の推移（平成15年７月

分）（総合食料局食料企画課）

◇第２回独立行政法人評価委員会水資源機

構分科会等合同会議の開催及び傍聴につい

て（農村振興局総務課公団管理室）

◇第９回「食品の表示に関する共同会議」

の開催及び傍聴の募集について（消費・安

全局表示・規格課、厚生労働省）

◇第９回「食品の表示に関する共同会議」

の開催及び傍聴の募集についての訂正につ

いて（消費・安全局表示・規格課、厚生労

働省）

◇北村副大臣の海外出張について（大臣官

房国際部国際政策課、国際調整課）

◇都道府県の病害虫等の防除基準等の適正

措置について（消費・安全局植物防疫課）

◇農林水産省木材利用拡大行動計画の策定

について（林野庁林政部木材課）

21日㈭◇ドイツからの家きん肉等の輸入停止措置

の解除について（消費・安全局衛生管理課

国際衛生対策室）

◇第２回中・長期開門調査検討会議専門委

員会の開催について（農村振興局整備部農

地整備課）

◇WTO農業交渉における今後の対応方

針（大臣官房国際部国際経済課）

◇平成15年度病害虫発生予報第６号の発表

について（消費・安全局植物防疫課）

◇豚コレラ関係の定期報告関連情報につい

て（消費・安全局衛生管理課）

22日㈮◇林政審議会の開催及び一般傍聴について

（林野庁林政部林政課）

◇消費者団体との施策意見交換会「食品に

関するリスクコミュニケーション」に出席

する消費者団体などの募集について（消

費・安全局消費者情報官）

◇日・キリバス漁業協議の開催について（水

産庁資源管理部国際課）

◇輸入とうもろこし中のアフラトキシンの

モニタリング検査結果に基づく注意喚起に

ついて（消費・安全局衛生管理課薬事・飼

料安全室）

◇世界まぐろはえ網漁業会議（WTLFC）の

開催について（水産庁資源管理部遠洋課）

◇汚水処理施設連携整備事業の実施状況等

について（農村振興局整備部農村整備課、

国土交通省、環境省）

◇平成14年度末の汚水処理人口普及状況に

ついて（農村振興局整備部農村整備課、国

土交通省、環境省）

◇食品トレーサビリティ地域フォーラム開

催のお知らせ（消費・安全局消費・安全政

策課）

◇産業構造審議会商品取引所分科会（第４

回）の開催について（総合食料局商品取引

管理官、経済産業省）

25日㈪◇カンクン閣僚文書案（改訂版）の概要（大

臣官房国際部国際経済課）

◇食品安全委員会への食品健康影響評価の

依頼について（第２回）（消費・安全局消費・

安全政策課）

◇クローン牛の異動報告のとりまとめにつ

いて（Ｈ15.７.１～Ｈ15.７.31異動情報提

供分）（生産局畜産部畜産振興課）

◇第３回 ASEAN＋３農林大臣会合

（AMAF＋３）の結果概要について（大臣

官房国際部国際政策課、国際調整課）

◇シンポジウム「牛胚移植の新たな展開と

受胎率向上」の開催について（生産局畜産

部畜産振興課）
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26日㈫◇森林ボランティア支援室の開設等につい

て（林野庁森林整備部森林保全課）

◇亀井農林水産大臣の海外出張について

（大臣官房国際部国際政策課、国際経済課）

◇日ハンガリー及び日ギリシャ捕鯨問題非

公式協議結果について（水産庁資源管理部

遠洋課）

◇平成14年度松くい虫被害について（林野

庁森林整備部森林保全課森林保護対策室）

◇第６回 BSE疫学検討チーム検討会の開

催について（消費・安全局衛生管理課）

◇米の１人１ヶ月当たり消費量（平成15年

６月分）（総合食料局食料企画課）

◇平成15年度水田農業経営確立対策の取組

状況（平成15年７月31日現在）（生産局農産

振興課、総合食料局食糧部計画課生産調整

推進室）

◇国内産主食用米穀（うるち米）の販売数

量（速報）（総合食料局食糧部計画課）

27日㈬◇米の安定供給連絡会議の設立について

（総合食料局食糧部計画課）

◇「低温・日照不足対策本部」第2回会合の

開催について（経営局経営政策課、生産局

農産振興課）

◇現在の米需給について（総合食料局食糧

部計画課）

◇第３回農村の地域資源に関する研究会の

開催について（農村振興局計画部事業計画

課、整備部設計課）

◇農林物資規格調査会総会の開催及び募集

について（消費・安全局表示・規格課）

◇「消費者の部屋」特別展示「体験してみ

ませんか グリーン・ツーリズム」の実施

について（農村振興局地域振興課グリー

ン・ツーリズム推進室、消費・安全局消費

者情報官消費者の部屋）

◇水稲作況委員会（第２回）の意見（大臣

官房統計部生産流通消費統計課）

◇世界まぐろはえ縄漁業会議（WTLFC）の

結果について（水産庁資源管理部遠洋課）

28日㈭◇野菜衛生管理技術講習会の開催について

（消費・安全局農産安全管理課）

◇第４回中・長期開門調査検討会議の開催

について（農村振興局整備部農地整備課）

◇平成15年産米の検査結果（速報値）（平成

15年８月15日現在）（総合食料局食糧部消費

流通課）

◇平成13年度農業・食料関連産業の経済計

算（要旨）（大臣官房情報課情報分析室）

29日㈮◇「食品安全危機管理対応チーム」の設置

について（消費・安全局総務課食品安全危

機管理官、消費・安全政策課）

◇「有害汚染物質ごとの対策検討チーム」

の設置について（消費・安全局総務課食品

安全危機管理官、消費・安全政策課）

◇りんご火傷病の植物検疫措置に関する

WTOパネル報告の上級委員会への申立て

について（消費・安全局植物防疫課）

◇亀井農林水産大臣と EUフィシュラー農

業委員、ラミー貿易委員との会談の概要（大

臣官房国際部国際政策課、国際経済課）

◇米穀の小売価格調査結果の概要（平成15

年７月分）（総合食料局食料企画課）

◇米穀の卸売価格調査結果の概要（平成15

年７月分）（総合食料局食料企画課）

◇亀井農林水産大臣の横浜市中央卸売市場

本場の視察について（総合食料局流通課）

◇研究開発の事前評価結果について（技術

会議事務局技術政策課）

◇野菜の入荷量と価格の見通し（関東農政

局園芸特産課）

◇水産物の市況について（平成15年８月及

び９月）（水産庁漁政部加工流通課）

◇平成15年度第１回大規模林道事業期中評

価委員会について（林野庁森林整備部整備

課）

◇中国木炭の輸出禁止に関する連絡会議

（第２回）の結果について（林野庁林政部

経営課林産対策室）

◇飼料安全法に基づく収去飼料等の試験結

果の公表について（消費・安全局衛生管理

課薬事・飼料安全室）

◇牛海綿状脳症（BSE）サーベイランスの

結果について（平成15年７月末まで）（消

費・安全局衛生管理課）

◇平成15年度林野公共事業の事業評価の結

果について（林野庁国有林野部業務課、森

林整備部治山課、計画課）

法令>

８月１日㈮◇担保物権及び民事執行制度の改善のため

の民法等の一部を改正する法律（法律第134
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号）を公布（公布の日から起算して一年を

超えない範囲内において政令で定める日か

ら施行）

◇銀行等の株式等の保有の制限等に関する

法律の一部を改正する法律（法律第135号）

を公布（公布の日から起算して一月を超え

ない範囲内において政令で定める日から施

行）

◇イラクにおける人道復興支援活動及び安

全確保支援活動の実施に関する特別措置法

（法律第137号）を公布（同日施行）

◇食品衛生法等の一部を改正する法律の施

行期日を定める政令（政令第349号）を公布

（平成15年８月29日施行）

５日㈫◇農林物資の規格化及び品質表示の適正化

に関する法律に基づく登録格付機関等を登

録する省令の一部を改正する省令（農林水

産省令第79号）を公布（同日施行）

６日㈬◇独立行政法人北方領土問題対策協会法施

行令（政令第359号）を公布（同日施行。た

だし、附則第４条から第10条までの規定は、

平成15年10月１日から施行）

８日㈮◇次世代育成支援対策推進法の一部の施行

期日を定める政令（政令第371号）を公布（次

世代育成支援対策推進法第７条及び第22条

第１項の規定の施行期日は、平成15年８月

22日施行）

◇次世代育成支援対策推進法施行令（政令

第372号）を公布（平成17年４月１日施行）

12日㈫◇農地法施行規則の一部を改正する省令

（農林水産省令第80号）を公布（同日施行）

13日㈬◇農地法施行規則の一部を改正する省令

（農林水産省令第81号）を公布（平成15年

10月１日施行）

◇農林水産省関係構造改革特別区域法第2

条第3項に規定する省令の特例に関する措

置及びその適用を受ける特定事業を定める

省令（農林水産省令第82号）を公布（平成

15年10月１日施行）

◇動物用医薬品等取締規則の一部を改正す

る省令（農林水産省令第83号）を公布（同

日施行）

18日㈪◇農業協同組合及び農業協同組合連合会の

事業報告書、貸借対照表、損益計算書及び

附属明細書並びに計算に関する省令の一部

を改正する省令（農林水産省令第84号）を

公布（同日施行）

20日㈬◇農林水産省組織規則の一部を改正する省

令（農林水産省令第85号）を公布（同日施

行。ただし、別表第３及び別表第７の改正

規定中「更埴市」を「千曲市」に改める部

分は、平成15年９月１日から施行）

25日㈪◇金融機関等による顧客等の本人確認等に

関する法律施行規則の一部を改正する命令

（内閣府・総務省・法務省・財務省・厚生

労働省・農林水産省・経済産業省・国土交

通省令第３号）を公布（同日施行）

29日㈮◇地方自治法施行令の一部を改正する政令

（政令第375号）を公布（平成15年９月２日

施行）

◇独立行政法人農業・生物系特定産業技術

研究機構法施行令（政令第389号）を公布（平

成15年10月１日施行）

◇独立行政法人農業技術研究機構法の一部

を改正する法律の施行に伴う関係政令の整

備及び経過措置に関する政令（政令第390

号）を公布（平成15年10月１日施行）

◇農林水産省関係構造改革特別区域法施行

規則の一部を改正する省令（農林水産省令

第86号）を公布（平成15年10月１日施行）

◇植物防疫法施行規則の一部を改正する省

令（農林水産省令第87号）を公布（同日施

行）

◇家畜伝染病予防法施行規則の一部を改正

する省令（農林水産省令第88号）を公布（同

日施行）

◇競馬法施行規則の一部を改正する省令

（農林水産省令第89号）を公布（平成15年

９月１日施行）

９ 月

９月１日㈪◇亀井農林水産大臣の海外出張について

（大臣官房国際部国際政策課、国際経済課）

◇野菜に関する月間情報（８月分）の提供

について（生産局野菜課）

◇食料・農業・農村政策審議会 農村振興

分科会 農業農村整備部会平成15年度第１

回国際小委員会の開催について（農村振興

局計画部事業計画課）

◇北海道新規就農相談会「北の FARM・ing

フェア」の開催について（大臣官房地方課

北海道対策室、北海道、㈳北海道農業担い
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手育成センター）

◇平成15年産麦の検査結果（速報）（平成15

年８月15日現在）（総合食料局食糧部消費流

通課）

◇農林物資規格調査会部会の開催及び傍聴

の募集について（消費・安全局表示・規格

課）

◇「冷凍水産物需給情報」（平成15年８月分）

（水産庁漁政部加工流通課）

◇林業用手持機械の震動・騒音測定値につ

いて（林野庁森林整備部研究普及課技術開

発推進室）

２日㈫◇亀井農林水産大臣の外食産業関係視察に

ついて（総合食料局食品産業振興課外食産

業室）

◇我が国における食料供給予測について

（総合食料局食料企画課）

◇第５回農林水産省政策評価会の開催及び

傍聴について（大臣官房企画評価課）

◇日・キリバス漁業協議の結果について（水

産庁資源管理部国際課）

３日㈬◇大規模林道事業の整備のあり方検討委員

会現地調査及び意見聴取の実施について

（林野庁森林整備部整備課）

◇米国農務省穀物等需給報告（2003年７月

11日発表のポイント）（総合食料局食料企画

課）

◇米国農務省穀物等需給報告（2003年８月

12日発表のポイント）（総合食料局食料企画

課）

４日㈭◇亀井農林水産大臣と米国ヴェネマン農務

長官との会談概要（大臣官房国際部国際政

策課、国際経済課）

◇「2003昆虫産業創出ワークショップ」を

福岡と仙台で開催（技術会議事務局先端産

業技術研究課）

◇農林水産物の輸出促進に関する政策提案

会の出席者等の募集（大臣官房地方課地方

提案推進室）

◇農薬の容器又は包装の誤表示について

（第４報）（消費・安全局農産安全管理課農

薬対策室）

５日㈮◇「田園自然再生活動コンクール」の募集

について（農村振興局計画部資源課）

◇民間派遣研究の実施について（大臣官房

秘書課）

◇第二回森の“聞き書き甲子園”―FOX-

FORE IN JAPAN―「聞き書き」を行う参

加高校生の決定及び「聞き書き研修」の開

催について（林野庁森林整備部森林保全課、

文部科学省）

◇水とみどりの「美の里」プラン21―個性

ある魅力的な農山漁村づくりに向けて―

（農村振興局農村政策課）

◇亀井農林水産大臣の海外出張について

（大臣官房国際部国際政策課、国際経済課）

◇太田農林水産大臣の海外出張について

（大臣官房国際部国際政策課、国際経済課）

◇平成15年度農林水産省農作物新品種命名

登録（第１回）について（技術会議事務局

地域研究課）

◇日・ソロモン漁業協議の開催について（水

産庁資源管理部国際課）

◇農林水産政策研究所研究結果報告会の開

催について（農林水産政策研究所）

◇「平成14年度国有林野の管理経営に関す

る基本計画の実施状況」及び「平成14年度

国有林野事業の決算概要」について（林野

庁国有林野部経営企画課、管理課）

◇「平成14年度プレジャーボート全国実態

調査結果」及び「三水域連携による放置艇

対策検討委員会提言」について（水産庁漁

港漁場整備部計画課、国土交通省）

◇林政審議会の概要について（林野庁森林

整備部森林保全課、国有林野部管理課、経

営企画課）

８日㈪◇平成15年外国産麦類検査実績の産地（型）

銘柄別、検査項目別平均値（平成15年４月

～７月）（総合食料局食糧部消費流通課）

◇第９回「食品の表示に関する共同会議」

の議事概要について（消費・安全局表示・

規格課、厚生労働省）

◇豚コレラ関係の定期報告関連情報につい

て（消費・安全局衛生管理課）

◇太田農林水産副大臣と許（ホ）韓国農林

部長官等との会談結果概要（大臣官房国際

部国際政策課、国際経済課、水産庁資源管

理部国際課）

◇主要食料品の小売価格等の見通し（消

費・安全局消費・安全政策課）

◇「土地改良長期計画（素案）」の意見・情

報の募集について（農村振興局計画部土地
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改良企画課）

◇「新たな土地改良長期計画の策定のあり

方について（中間とりまとめ）」の意見・情

報の募集について（農村振興局計画部土地

改良企画課）

◇自主流通米の調整保管の解除及び14年産

政府米の追加販売等について（総合食料局

食糧部計画課）

９日㈫◇亀井農林水産大臣と EUフィシュラー農

業委員との会談の概要（大臣官房国際部国

際政策課）

◇第３回保安林整備等のあり方に関する検

討会開催について（林野庁森林整備部治山

課）

◇第１回「JAS制度のあり方検討委員会」

の開催及び傍聴の募集について（消費・安

全局表示・規格課）

◇平成15年６月・７月度の蚕糸業需給・価

格動向（生産局特産振興課）

10日㈬◇第８回日中農産物貿易協議会の開催につ

いて（生産局野菜課、林野庁林政部経営課

特用林産対策室、大臣官房国際部貿易関税

課）

◇平成15年度（下期）の関税割当公表につ

いて（大臣官房国際部貿易関税課）

◇ベルギーからの家きん肉等の輸入停止措

置の解除について（消費・安全局衛生管理

課国際衛生対策室）

◇亀井農林水産大臣と墨ウサビアガ農政大

臣の会談の概要（大臣官房国際部国際政策

課、国際調整課）

◇平成15年度下期の麦芽の関税割当につい

て（大臣官房国際部貿易関税課）

◇平成15年度下期のアルコール製造用糖み

つの関税割当てについて（大臣官房国際部

貿易関税課）

◇平成15年度下期の豆類（ひよこ豆、緑豆、

ひら豆、大豆及び落花生を除く）の関税割

当てについて（大臣官房国際部貿易関税課）

◇平成15年度下期のでん粉、イヌリン及び

でん粉調製品の関税割当てについて（大臣

官房国際部貿易関税課）

◇平成15年度下期の落花生の関税割当てに

ついて（大臣官房国際部貿易関税課）

◇平成15年度上期及び平成15年度の関税割

当公表の一部改正について（大臣官房国際

部貿易関税課）

◇関税割当申請書等の記載要領について

（大臣官房国際部貿易関税課）

11日㈭◇平成15年度中央食品表示ウォッチャー食

品表示状況モニター報告（第１回）につい

て（消費・安全局表示・規格課）

◇食料・農業・農村政策審議会（第４回農

村振興分科会）の開催について（農村振興

局農村政策課）

◇農林水産省独立行政法人評価委員会第14

回林野分科会の開催について（林野庁森林

整備部整備課）

◇亀井農林水産大臣とノルウェー・ピータ

ーセン外務大臣との会談の概要（大臣官房

国際部国際政策課、国際経済課）

◇平成14年木材需給表（丸太換算）につい

て（平成14年１月～12月）（林野庁林政部企

画課）

◇プリマハム株式会社の産業活力再生特別

措置法に基づく事業再構築計画の変更の認

定について（生産局畜産部食肉鶏卵課）

◇亀井農林水産大臣とスイス・ダイス経済

大臣との会談の概要（大臣官房国際部国際

政策課、国際経済課）

◇日・ソロモン漁業協議の結果について（水

産庁資源管理部国際課）

◇平成15年産米の検査結果（速報値）（平成

15年８月末日現在）（総合食料局食糧部消費

流通課）

◇亀井農林水産大臣と韓国ホ・サンマン農

林部長との会談の概要（大臣官房国際部国

際政策課）

◇デンマークからの家きん肉等の一時輸入

停止措置について（消費・安全局衛生管理

課国際衛生対策室）

12日㈮◇第２回バイオマス・ニッポン総合戦略推

進会議の開催について（大臣官房環境政策

課資源循環室）

◇WTO農業交渉―閣僚会議文書案の４

項及び付属書Ａに関する修正提案―（大臣

官房国際部国際政策課、国際経済課）

◇「農林水産分野等における組換え体の利

用のための指針」に基づく確認について（消

費・安全局衛生管理課薬事・飼料安全室）

◇農林物資規格調査会総会の開催について

（消費・安全局表示・規格課）
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◇農林物資規格調査会部会の開催及び傍聴

の募集について（消費・安全局表示・規格

課）

◇水産政策審議会第12回資源管理分科会の

開催について（水産庁漁政部漁政課）

◇北西太平洋漁業機関（NAFO）第25回年

次会合の開催について（水産庁資源管理部

国際課）

◇食の安全・安心に関する政策提案会の開

催について（大臣官房地方課地方提案推進

室）

◇株式会社食創における精米年月日の不適

正表示に対する措置について（消費・安全

局表示・規格課食品表示・規格監視室）

◇平成15年８月の国内産米穀の卸・小売価

格の概況について（総合食料局食料企画課）

◇第３回植物検疫措置に関する研究会の開

催及び傍聴について（消費・安全局植物防

疫課）

◇ベーリング公海漁業条約第8回年次会議

の開催について（水産庁資源管理部国際課、

増殖推進部漁場資源課）

◇全国資源評価会議のホームページへの掲

載について（水産庁増殖推進部漁場資源課、

独水産総合研究センター）

◇日本中央競馬会審査会委員の発令につい

て（生産局畜産部競馬監督課）

◇平成15年度北西太平洋アカイカ漁況予報

（水産庁増殖推進部漁場資源課、独水産総

合研究センター北海道区水産研究所）

◇第２回森の“聞き書き甲子園”―FOX-

FIRE IN JAPAN―森の名手・名人100人

の選定を受けた森の“聞き書き甲子園”参

加高校生との組み合わせの決定について

（林野庁森林整備部森林保全課、文部科学

省）

◇新たな「森の名手・名人100人」の選定に

ついて（㈳国土緑化推進機構）

◇平成15年農林水産省政策評価（実績評価）

についての意見・情報の募集について（大

臣官房企画評価課）

14日㈰◇亀井農林水産大臣とブルガリア・ショウ

レヴァ副首相兼経済大臣との会談の概要

（大臣官房国際部国際政策課、国際経済課）

◇亀井農林水産大臣とフランス・ゲイマー

ル農業・食料・漁業・農村大臣との会談の

概要（大臣官房国際部国際政策課、国際経

済課）

◇亀井農林水産大臣とカナダ・ヴァンクリ

フ農業大臣との会談の概要（大臣官房国際

部国際政策課、国際経済課）

◇カンクン閣僚会議文書三次案・農業部分

の概要（二次案からの主要な変更点）（大臣

官房国際部国際政策課、国際経済課、林野

庁林政部木材課木材貿易対策室、水産庁漁

政部加工流通課）

15日㈪◇カンクン閣僚会議閣僚ステートメント

（案）（大臣官房国際部国際政策課、国際経

済課）

◇亀井農林水産大臣記者会見発言要旨（大

臣官房国際部国際政策課、国際経済課）

16日㈫◇平成15年産麦の検査結果（速報）（平成15

年８月末日現在）（総合食料局食糧部消費流

通課）

◇食料・農業・農村政策審議会農村振興分

科会農業農村整備部会平成15年度第１回技

術小委員会の開催について（農村振興局計

画部事業計画課）

◇新たな農林水産研究基本目標の策定に向

けた検討チームの設置について（技術会議

事務局研究調査官）

17日㈬◇大規模林道事業の整備のあり方検討委員

会現地調査及び地元等意見聴取の実施につ

いて（林野庁森林整備部整備課）

◇住宅地等における農薬使用について（消

費・安全局農産安全管理課農薬対策室）

◇農林物資規格調査会総会の審議の概要に

ついて（消費・安全局表示・規格課）

◇日本フードパッカー㈱及び日本ハム㈱に

おける牛肉格付情報の不正変更に伴う牛肉

不正表示について（消費・安全局表示・規

格課）

◇第三回保安林整備等のあり方に関する検

討会の概要（林野庁森林整備部治山課）

◇平成15年度食料・農林水産業・農山漁村

に関する意向調査 imfomation（大臣官房

情報課）

◇日中農産物貿易協議会の結果について

（生産局野菜課、林野庁林政部経営課特用

林産対策室、大臣官房国際部貿易関税課）

◇食料・農業・農村政策審議会消費・安全

分科会第１回家畜衛生部会の開催について
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（消費・安全局衛生管理課）

18日㈭◇第10回「食品の表示に関する共同会議」

の開催について（消費・安全局表示・規格

課、厚生労働省）

◇農林水産公共事業のコスト縮減対策の概

要（大臣官房予算課、農村振興局整備部設

計課、林野庁森林整備部計画課、水産庁漁

港漁場整備部整備課）

19日㈮◇第12回農林業センサス等研究会の開催の

お知らせ（大臣官房統計部経営・構造統計

課センサス統計室）

◇クローン牛の異動報告のとりまとめにつ

いて（Ｈ15.８.１～Ｈ15.８.31異動情報提

供分）（技術会議事務局技術安全課、生産局

畜産部畜産振興課生産技術室）

◇―わが村はここちよく―平成15年度農村

アメニティ・コンクール受賞候補地区への

意見募集について（農村振興局農村政策課）

◇第１回消費者・生産者・食品事業者等と

の懇談会の開催について（消費・安全局消

費・安全政策課）

◇農業・農村に関する意見交換会「水土里

のカレッジミーティング」の開催について

（農村振興局整備部設計課）

◇平成15年産新米の品質表示に係る特別調

査の実施について（消費・安全局表示・規

格課食品表示・規格監視室）

◇国内産主食用米穀（うるち米）の販売数

量（速報）（総合食料局食糧部計画課）

◇米の１人１ヶ月当たりの消費量（平成15

年７月）（総合食料局食料企画課）

◇麦製品の取引価格の推移（平成15年８月

分）（総合食料局食料企画課）

◇14年産政府米追加販売の成約状況につい

て（総合食料局食糧部計画課）

◇農林物資規格調査会の開催について（消

費・安全局表示・規格課）

◇平成15砂糖年度10月－12月期における砂

糖及び異性化糖の需給見通し（生産局特産

振興課）

◇食の安全・安心に関する政策提案会の概

要について（大臣官房地方課地方提案推進

室）

◇水産政策審議会第12回資源管理分科会の

結果について（水産庁漁政部漁政課）

22日㈪◇北西大西洋漁業機関（NAFO）第25回年

次会合の結果について（水産庁資源管理部

国際課）

◇スクレイピーの発生について（消費・安

全局衛生管理課）

◇第４回動物の伝達性海綿状脳症実験指針

検討会の開催及び傍聴について（技術会議

事務局地域研究課）

◇飼料安全法に基づく収去飼料等の試験結

果の公表について（消費・安全局衛生管理

課薬事・飼料安全室）

◇第１回「経営構造対策の在り方に関する

研究会」の開催について（経営局構造改善

課）

◇全国資源評価会議（マイワシ太平洋系群）

開催について（水産庁増殖推進部漁場資源

課）

◇食料・農業・農村政策審議会 消費・安

全分科会第１回家畜衛生部会の概要（消

費・安全局衛生管理課）

24日㈬◇遺伝子組換え農作物について考える「市

民会議」の開催及びパネリストの募集につ

いて（技術会議事務局技術安全課、㈳農林

水産先端技術産業振興センター）

◇平成15年度「木の日」関連行事及び木材

PR活動について（林野庁林政部木材課）

◇第１回漁船漁業構造改革推進会議の開催

について（水産庁漁政部企画課）

◇消費者団体との施策意見交換会「食品に

関するリスクコミュニケーション」第２回

の開催及び傍聴について（消費・安全局消

費者情報官）

25日㈭◇食料・農業・農村政策審議会 第4回農村

振興分科会配付資料一覧（農村振興局農村

政策課）

◇農林物資規格調査会部会の開催及び傍聴

の募集について（消費・安全局表示・規格

課）

◇農林水産研究開発レポート「地球温暖化

の防止に関わる森林の機能」の発行につい

て（技術会議事務局技術政策課）

26日㈮◇第２回米の安定供給連絡会議の開催につ

いて（総合食料局食糧部計画課）

◇「農林水産省災害対策本部」の開催につ

いて（経営局経営政策課）

◇中西部太平洋まぐろ類条約（WCPFCC）

条約第５回準備会合について（水産庁資源
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管理部国際課）

◇平成15年９月第３週の国内産米穀の卸・

小売価格の概況について（総合食料局食料

企画課）

◇水稲作況委員会（第３回）の意見（大臣

官房統計部生産流通消費統計課）

◇肥料取締法に基づき実施した立入検査に

おいて、し尿汚泥肥料から許容基準を超え

る水銀を検出（消費・安全局農産安全管理

課）

◇現在の米需給について（総合食料局食糧

部計画課）

◇第５回中・長期開門調査検討会議の開催

について（農村振興局整備部農地整備課）

◇ベーリング公海漁業条約第８回年次会議

の結果について（水産庁資源管理部国際課、

増殖推進部漁場資源課）

◇商品取引員に対する行政処分について

（商品取引管理官付、経済産業省）

◇水産庁漁業調査船開洋丸による「浮魚類

の資源調査のための表中層トロール運用方

法改善」の実施について（水産庁増殖推進

部漁場資源課、独水産総合研究センター東

北区水産研究所）

◇第18回牛海綿状脳症（BSE）に関する技

術検討会・第７回 BSE疫学検討チーム合

同検討会の開催について（消費・安全局衛

生管理課、農産安全管理課）

29日㈪◇平成15年度第2回太平洋スルメイカ長期

漁況予報（水産庁増殖推進部漁場資源課、

独水産総合研究センター北海道区水産研究

所）

◇第３回日本海・九州西広域漁業調整委員

会等の開催について（水産庁資源管理部管

理課資源管理推進室）

◇第３回太平洋広域漁業調整委員会等の開

催について（水産庁資源管理部管理課資源

管理推進室）

◇平成15年度全国資源管理推進会議が新潟

県で開催されます（水産庁資源管理部管理

課資源管理推進室）

◇農林物資規格調査会部会の開催及び傍聴

の募集について（消費・安全局表示・規格

課）

◇林政審議会の開催及び一般傍聴について

（林野庁林政部林政課）

◇都市と農山漁村の共生・対流表彰事業「オ

ーライ ニッポン大賞」の募集について（農

村振興局農村政策課）

◇バイオマス利活用フロンティア推進事業

の取組事例に関するホームページの開設に

ついて（農村振興局農村政策課）

◇平成15年10月１日に設立される独立行政

法人について（大臣官房文書課）

30日㈫◇冷害等に係る市川農林水産副大臣、木村

農林水産大臣政務官の現地調査について

（経営局経営政策課）

◇野菜に関する月間情報（９月分）の提供

について（生産局野菜課）

◇販売業の登録状況について（総合食料局

食糧部消費流通課）

◇平成15年産米の検査結果（速報値）（平成

15年９月15日現在）（総合食料局食糧部消費

流通課）

◇野菜の入荷量と価格の見通し（関東農政

局園芸特産課）

◇水産物の市況について（平成15年9月及び

10月）（水産庁漁政部加工流通課）

法令>

９月５日㈮◇平成15年７月18日から同月22日までの間

の豪雨による災害についての激甚災害の指

定及びこれに対し適用すべき措置の指定に

関する政令（政令第396号）を公布（同日施

行）

10日㈬◇独立行政法人水産総合研究センター法の

一部を改正する法律の施行に伴う関係政令

の整備及び経過措置に関する政令（政令第

397号）を公布（平成15年10月１日施行。た

だし、第12条から第17条までの規定は、同

日施行）

◇特許法等の一部を改正する法律の一部の

施行に伴う関係政令の整備に関する政令

（政令第398号）を公布（特許法等の一部を

改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定

の施行の日（平成16年４月１日）施行）

◇農業経営基盤強化促進法の一部を改正す

る法律の施行期日を定める政令（政令第399

号）を公布（平成15年９月15日施行）

◇農業経営基盤強化促進法施行令の一部を

改正する政令（政令第400号）を公布（農業

経営基盤強化促進法の一部を改正する法律
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の施行の日（平成15年９月15日）から施行）

◇独立行政法人水産総合研究センターの業

務運営並びに財務及び会計に関する省令の

一部を改正する省令（農林水産省令第90号）

を公布（平成15年10月１日施行）

12日㈮◇独立行政法人国際協力機構の設立に伴う

関係政令の整備及び経過措置に関する政令

（政令第410号）を公布（同日施行。ただし、

第１章の規定は、平成15年10月１日施行）

◇農業経営基盤強化促進法施行規則の一部

を改正する省令（農林水産省令第91号）を

公布（平成15年９月15日施行）

16日㈫◇農業機械化促進法施行規則の一部を改正

する省令（農林水産省令第92号）を公布（平

成15年10月１日施行）

◇生物系特定産業技術研究推進機構の事業

計画書に記載すべき事項を定める省令等を

廃止する省令（財務省・農林水産省令第１

号）を公布（平成15年10月１日施行）

◇独立行政法人農業・生物系特定産業技術

研究機構の業務運営に関する省令（財務

省・農林水産省令第２号）を公布（平成15

年10月１日施行）

◇独立行政法人農業・生物系特定産業技術

研究機構の民間研究促進業務及び基礎的研

究業務に係る財務及び会計に関する省令

（財務省・農林水産省令第３号）を公布（平

成15年10月１日施行）

◇生物系特定産業技術研究推進機構の農業

機械化促進業務に関する業務方法書に記載

すべき事項を定める省令等を廃止する省令

（農林水産省令第93号）を公布（平成15年

10月１日施行）

◇独立行政法人農業・生物系特定産業技術

研究機構の農業技術研究業務及び農業機械

化促進業務に係る財務及び会計に関する省

令（農林水産省令第94号）を公布（平成15

年10月１日施行）

17日㈬◇漁業協同組合等の信用事業に関する命令

の一部を改正する命令（内閣府・農林水産

省令第８号）を公布（平成16年４月１日施

行。ただし、第16条、第32条及び第48条の

改正規定は、同日施行）

18日㈭◇独立行政法人農業者年金基金法施行規則

（農林水産省令第95号）を公布（同日施行。

ただし、附則第15条の規定は、平成15年10

月１日施行）

24日㈬◇農林物資の規格化及び品質表示の適正化

に関する法律に基づく登録格付機関等を登

録する省令の一部を改正する省令（農林水

産省令第96号）を公布（同日施行）

25日㈭◇関税割当制度に関する政令の一部を改正

する政令（政令第427号）を公布（平成15年

10月１日施行）

◇土地改良法施行令の一部を改正する政令

（政令第429号）を公布（同日施行）

◇エネルギー等の使用の合理化及び再生資

源の利用に関する事業活動の促進に関する

臨時措置法施行令の一部を改正する政令

（政令第430号）を公布（平成15年10月１日

施行。ただし、附則第３条の規定は、エネ

ルギー等の使用の合理化及び再生資源の利

用に関する事業活動の促進に関する臨時措

置法及び石油及びエネルギー需給構造高度

化対策特別会計法の一部を改正する法律附

則第７条の規定の施行の日から施行）

◇独立行政法人緑資源機構法施行令（政令

第438号）を公布（同日施行。ただし、附則

第９条及び第11条から第33条までの規定

は、平成15年10月１日施行）

◇電源開発促進法の廃止に伴う関係政令の

整理及び経過措置に関する政令（政令第443

号）を公布（法第３条の規定の施行の日（平

成15年10月２日）施行）

◇土地改良法施行規則の一部を改正する省

令（農林水産省令第97号）を公布（同日施

行）

26日㈮◇中小漁業融資保証法施行規則の一部を改

正する命令（内閣府・農林水産省令第９号）

を公布（平成15年10月１日施行）

◇農業信用保証保険法施行規則の一部を改

正する命令（内閣府・農林水産省令第10号）

を公布（平成15年10月１日施行）

◇農林中央金庫法施行規則の一部を改正す

る命令（内閣府・農林水産省令第11号）を

公布（平成15年10月１日施行）

◇独立行政法人農林漁業信用基金の業務運

営等に関する省令（財務省・農林水産省令

第４号）を公布（平成15年10月１日施行）

◇独立行政法人農林漁業信用基金の農業信

用保険業務、林業信用保証業務及び漁業信

用保険業務に係る財務及び会計に関する省
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令（財務省・農林水産省令第５号）を公布

（平成15年10月１日施行）

◇家畜改良増殖法に基づく家畜登録機関に

関する省令の一部を改正する省令（農林水

産省令第98号）を公布（平成15年10月１日

施行）

◇農林漁業信用基金の林業等資金暫定業務

に関する業務方法書の記載事項を定める省

令の廃止等に関する省令（農林水産省令第

99号）を公布（平成15年10月１日施行）

29日㈪◇独立行政法人農業者年金基金の業務運営

並びに財務及び会計に関する省令の特例を

定める省令（厚生労働省・農林水産省令第

４号）を公布（平成15年10月１日施行）

◇農業者年金基金の財務及び会計に関する

省令等を廃止する省令（厚生労働省・農林

水産省令第5号）を公布（平成15年10月１日

施行）

◇独立行政法人農業者年金基金の業務運営

並びに財務及び会計に関する省令（農林水

産省令第100号）を公布（平成15年10月１日

施行）

◇独立行政法人緑資源機構法施行規則（農

林水産省令第101号）を公布（同日施行。た

だし、附則第４条から第10条までの規定は、

平成15年10月１日から施行）

◇独立行政法人緑資源機構の業務運営並び

に財務及び会計に関する省令（農林水産省

令第102号）を公布（平成15年10月１日施行）

◇小型漁船安全規則の一部を改正する省令

（農林水産省・国土交通省令第2号）を公布

（海上衝突予防法の一部を改正する法律

（平成15年法律第63号）の施行の日（平成

15年11月29日）から施行）

30日㈫◇独立行政法人国際協力機構の業務運営並

びに財務及び会計に関する省令の特例を定

める省令（外務省・農林水産省・経済産業

省令第１号）を公布（同日施行）

◇独立行政法人北方領土問題対策協会の業

務運営並びに財務及び会計に関する命令

（内閣府・農林水産省令第12号）を公布（同

日施行。ただし、附則第３項及び第４項の

規定は、平成15年10月１日から施行）

◇独立行政法人農畜産業振興機構法施行規

則（農林水産省令第103号）を公布（同日施

行。ただし、附則第３条から第10条までの

規定は、平成15年10月１日から施行）

◇独立行政法人農畜産業振興機構の業務運

営並びに財務及び会計に関する省令（農林

水産省令第104号）を公布（平成15年10月１

日施行。ただし、附則第５条及び第６条の

規定は、同日施行）

◇農林水産技術会議事務局組織規則の一部

を改正する省令（農林水産省令第105号）を

公布（平成15年10月１日施行）

◇独立行政法人農林漁業信用基金の農業災

害補償関係業務及び漁業災害補償関係業務

に関する業務方法書の記載事項を定める省

令（農林水産省令第106号）を公布（平成15

年10月１日施行）

◇独立行政法人農林漁業信用基金の農業災

害補償関係業務及び漁業災害補償関係業務

に係る財務及び会計に関する省令（農林水

産省令第107号）を公布（平成15年10月１日

施行）

10 月

10月１日㈬◇産業構造審議会商品取引所分科会（第５

回）の開催について（総合食料局商品取引

監理官）

◇主要食料品の小売価格等の見通し（消

費・安全局消費・安全政策課）

◇第９回コーデックス連絡協議会の開催及

び一般傍聴の募集について（消費･安全局消

費・安全政策課、厚生労働省）

◇長崎地区特定漁港漁場整備事業計画の変

更について（消費・安全局消費・安全政策

課、厚生労働省）

◇間伐推進強化期間の取組について（林野

庁森林整備部整備課）

◇平成15年産麦の検査結果（速報）（平成15

年９月15日現在）（総合食料局食糧部消費流

通課）

◇平成15年度（下期）の関税割当公表につ

いて（大臣官房国際部貿易関税課）

◇平成15年度病害虫発生予報第７号の発表

について（消費・安全局植物防疫課）

◇「BSE関連出荷停止肥料適正処理緊急対

策事業」の実施について（消費・安全局農

産安全管理課）

２日㈭◇第３回中・長期開門調査検討会議専門委

員会の開催について（農村振興局整備部農
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地整備課）

◇農林物資規格調査会部会の開催及び傍聴

の募集について（消費・安全局表示・規格

課）

◇農林物資規格調査会部会の開催について

（消費・安全局表示・規格課）

◇みなみまぐろ保存委員会第10回年次会合

（CCSBT10）の開催について（水産庁資源

管理部国際課）

３日㈮◇平成15年９月第４週の国内産米穀の卸・

小売価格の概況について（総合食料局食糧

部計画課）

◇食料・農業・農村政策審議会総合食料分

科会食糧部会の開催について（総合食料局

食料企画課）

◇第１回自然再生推進会議及び自然再生専

門家会議の開催について（大臣官房環境政

策課）

◇豚コレラ関係の定期報告関連情報につい

て（消費・安全局衛生管理課）

◇第２回バイオマス・ニッポン総合戦略推

進会議の概要について（大臣官房環境政策

課）

◇「観光カリスマ百選」選定結果について

（農村振興局地域振興課）

◇平成15年産水稲の品種別作付状況（速報）

（総合食料局食糧部計画課）

◇「消費・安全局設置から３ヶ月間のとり

くみ」について（消費・安全局消費・安全

政策課）

◇平成16年産畑作物価格等について（総合

食料局食糧部食糧貿易課、生産局農産振興

課、特産振興課）

６日㈪◇遺伝子組換え農作物について考える「市

民会議」の一般傍聴のご案内について（技

術会議事務局技術安全課、㈳農林水産先端

技術産業振興センター「市民会議事務局」）

◇厚生労働省の第13回牛海綿状脳症

（BSE）の検査に係る専門家会議の開催に

ついて（消費・安全局衛生管理課）

◇農林物資規格調査会部会の審議の概要に

ついて（消費・安全局表示・規格課）

◇ IATTC（全米熱帯まぐろ類委員会）第71

回本会合等の開催について（水産庁資源管

理部国際課）

◇日中海洋生物資源専門家小委員会の開催

について（水産庁資源管理部国際課）

◇平成15年度東北海区サバ長期漁海況予報

（水産庁増殖推進部漁場資源課、独水産総

合研究センター東北区水産研究所）

◇信用事業を行う漁協の平成14事業年度末

におけるリスク管理債権等の状況について

（水産庁漁政部水産経営課）

◇厚生労働省の第13回牛海綿状脳症

（BSE）の検査に係る専門家会議の結果に

ついて（消費・安全局衛生管理課）

７日㈫◇牛海綿状脳症（BSE）対策本部の開催に

ついて（消費・安全局衛生管理課）

◇平成15年度大規模林道事業期中評価委員

会地元等意見聴取の実施について（林野庁

森林整備部整備課）

◇中西部太平洋まぐろ類条約（WCPFC）第

５回準備会合の結果について（水産庁資源

管理部国際課）

◇平成15年度第２回日本海海況予報（水産

庁増殖推進部漁場資源課、独水産総合研究

センター日本海区水産研究所）

◇第19回牛海綿状脳症（BSE）に関する技

術検討会の概要について（消費・安全局衛

生管理課）

８日㈬◇平成15年度第２回水源林造成事業期中評

価委員会及び地元等意見聴取の実施につい

て（林野庁森林整備部整備課）

◇水産政策審議会第11回施策部会の開催に

ついて（水産庁漁政部企画課）

◇農産物登録検査機関による不適正な証明

について（総合食料局食糧部消費流通課）

◇第６回日韓漁業共同委員会第１回小委員

会の開催について（水産庁資源管理部国際

課）

◇日独農村コンクール合同シンポジウムの

開催について（農村振興局農村政策課）

９日㈭◇「食を考える国民フォーラム」の開催に

ついて（消費・安全局消費者情報官）

◇食料・農業・農村政策審議会総合食料分

科会食糧部会資料リスト（総合食料局食糧

部食糧貿易課）

◇平成14年度食料需給表について（総合食

料局食料企画課）

◇マサバ太平洋系群資源回復計画案了承さ

れる―第３回太平洋広域漁業調整委員会等

の結果―（水産庁資源管理部管理課）
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◇社会資本整備重点計画について（農村振

興局整備部防災課、国土交通省）

◇新たな土地改良長期計画（H15～H19）に

ついて（農村振興局計画部土地改良企画課）

10日㈮◇第５回動物の伝達性海綿状脳症実験指針

検討会の開催及び傍聴について（技術会議

事務局地域研究課）

◇林政審議会の概要について（林野庁森林

整備部計画課、国有林野部経営企画課、林

政部林政課）

◇ IATTC第71回会合の結果概要（水産庁

資源管理部国際課）

◇日中海洋生物資源専門家小委員会の結果

について（水産庁資源管理部国際課）

◇第７回大規模林道事業の整備のあり方検

討委員会の議事概要について（林野庁森林

整備部整備課）

◇食料・農業・農村政策審議会総合食料分

科会食糧部会の開催について（総合食料局

食料企画課）

◇平成15年10月第１週の国内産米穀の卸・

小売価格の概況について（総合食料局食糧

部計画課）

◇座礁・沈船対応マニュアルの送付につい

て（水産庁増殖推進部漁場資源課）

◇亀井農林水産大臣の川辺川土地改良事業

の現地視察について（農村振興局整備部水

利整備課）

◇「非定型的な BSE」患畜に関する情報（消

費・安全局衛生管理課）

14日㈫◇第２回大規模林道事業期中評価委員会の

開催について（林野庁森林整備部整備課）

◇水産庁漁業調査船照洋丸による海外まき

網漁業で利用される FADs周辺における

小型まぐろ類の行動調査の実施について

（水産庁増殖推進部漁場資源課、独水産総

合研究センター遠洋水産研究所）

◇遊漁船業法に基づく遊漁船業者の登録数

について（水産庁資源管理部沿岸沖合課遊

漁海面利用室）

◇第２回消費者・生産者・食品事業者等と

の懇談会の開催について（消費・安全局消

費・安全政策課）

◇みなみまぐろ保存委員会第10回年次会合

（CCSBT10）の結果概要について（水産庁

資源管理部国際課）

◇日ロ漁業取締専門会議の開催について

（水産庁資源管理部国際課）

◇日本の森林を育てる紙缶飲料自販機を７

階に設置―間伐材パネルつき自販機は中央

省庁初―（林野庁林政部木材課）

◇りんご火傷病の植物検疫措置に関する

WTO上級委員会会合について（消費・安全

局植物防疫課）

15日㈬◇水産業改良普及事業50周年記念式典の開

催について（水産庁増殖推進部研究指導課）

◇韓国はえ網漁船の拿捕について（水産庁

資源管理部管理課指導監督室）

◇第３回日本海広域漁業調整委員会等の結

果（水産庁資源管理部管理課資源管理推進

室）

◇平成15年産米の検査結果（速報値）（平成

15年９月30日現在）（総合食料局食糧部消費

流通課）

◇第10回「食品の表示に関する共同会議」

の議事概要について（消費・安全局表示・

規格課、厚生労働省）

◇平成15年度外国産麦類検査実績の産地

（型）銘柄別、検査項目別平均値（平成15

年４月～８月）（総合食料局食糧部消費流通

課）

◇農林物資規格調査会部会の開催について

（消費・安全局表示・規格課）

16日㈭◇麦製品の取引価格の推移（平成15年９月

分）（総合食料局食糧部計画課）

◇林政審議会施策部会の開催及び一般傍聴

について（林野庁林政部企画課）

◇マイワシ太平洋系群資源評価の掲載等に

ついて（水産庁増殖推進部漁場資源課）

◇「動物の伝達性海綿状脳症の実験指針」

の策定について（技術会議事務局地域研究

課）

◇「健全な水循環系構築のための計画づく

りに向けて」について（農村振興局計画部

土地改良企画課、林野庁森林整備部治山課）

◇第20回牛海綿状脳症（BSE）に関する技

術検討会の開催について（消費・安全局衛

生管理課）

◇平成15年産麦の検査結果（速報）（平成15

年９月末日現在）（総合食料局食糧部消費流

通課）

17日㈮◇ドイツ「わが村は美しくコンクール」審
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査委員による、農村アメニティ・コンクー

ル現地調査等について（農村振興局農村政

策課）

◇韓国はえ縄漁船の拿捕について（水産庁

資源管理部管理課指導監督室）

◇平成15年10月第２週の国内産米穀の卸・

小売価格の概況について（総合食料局食糧

部計画課）

◇農林物資規格調査会部会の審議の概要に

ついて（消費・安全局表示・規格課）

◇農林物資規格調査会部会の開催について

（消費・安全局表示・規格課）

◇「高齢者もいきいき共食シンポジウム

2003」の開催について（消費・安全局消費

者情報官）

◇平成15年度第２回水源林造成事業期中評

価委員会の議事概要について（林野庁森林

整備部整備課）

◇平成14年度末の漁村における汚水処理人

口普及率について（水産庁漁港漁場整備部

防災漁村課）

◇食料・農業・農村政策審議会経営分科会

の開催について（経営局保険課）

◇日中農業科学技術交流グループ第22回会

議について（大臣官房国際部国際協力課海

外技術協力室）

◇自然再生推進法に関する地方出先機関相

談窓口ネットワークについて（大臣官房環

境政策課、環境省、国土交通省）

◇水産政策審議会第11回施策部会の結果に

ついて（水産庁漁政部企画課）

◇世界遺産条約に基づく世界遺産一覧表へ

の記載に係る今年推薦作業方針について

（林野庁森林整備部森林保全課）

◇平成15年度第２回MA一般輸入米入札

結果の概要（総合食料局食糧部食糧貿易課）

◇農林水産省幹部職員名簿（平成15年10月

16日現在）（大臣官房秘書課）

20日㈪◇輸入飼料原料中の有害物質のモニタリン

グ結果の公表について（消費・安全局衛生

管理課薬事・飼料安全室）

◇第７回瀬戸内海広域漁業調整委員会の開

催について（水産庁資源管理部管理課資源

管理推進室）

◇「国際農業研究の推進指針」の決定につ

いて（技術会議事務局国際研究課）

◇第22回南極海洋生物資源保存委員会

（CCAMLR）年次会合の開催について（水

産庁資源管理部国際課）

◇食料・農業・農村政策審議会総合食料分

科会食糧部会資料リスト（総合食料局食糧

部計画課）

◇第６回日韓漁業共同委員会第１回小委員

会の結果について（水産庁資源管理部国際

課）

◇国内産主食用米穀（うるち米）の販売数

量（速報）（総合食料局食糧部計画課）

◇米の１人１ヶ月当たり消費量（平成15年

８月分）（総合食料局食糧部計画課）

◇APEC第16回海洋資源保全ワーキン

グ・グループ及び第14回漁業ワーキング・

グループ会合の結果について（水産庁増殖

推進部漁場資源課、漁政部加工流通課）

21日㈫◇冷害に係る亀井農林水産大臣の意見交換

会について（経営局経営政策課）

◇「第８回農協のあり方についての研究会」

の開催について（経営局協同組織課）

◇飼料安全法の基準・規格等に違反する事

例について（消費・安全局衛生管理課薬事・

飼料安全室）

◇「食品に関するコミュニケーション（家

畜に使用する抗菌性物質に関する意見交換

会）」の開催及び出席する消費者団体の募集

について（消費・安全局消費者情報官）

◇平成15年度リデュース・リユース・リサ

イクル推進功労者等表彰の結果発表につい

て（総合食料局食品産業企画課食品環境対

策室）

◇日ロ漁業委員会第19回会議に係る追加漁

獲枠について（水産庁資源管理部国際課）

◇平成15年度第２回大規模林道事業期中評

価委員会について（林野庁森林整備部整備

課）

◇中国底びき網漁船（２そうびき）の拿捕

について―外国船の拿捕は本年24件、中国

漁船は３件目―（水産庁資源管理部管理課

指導監督室）

◇全国森林計画の策定について（林野庁森

林整備部計画課）

◇第10回コーデックス連絡協議会の開催及

び一般傍聴の募集について（消費・安全局

消費・安全政策課、厚生労働省）

農 政 日 誌 ― 451―



22日㈬◇第９回コーデックス連絡協議会の概要

（消費・安全局消費・安全政策課）

◇第２回「JAS制度のあり方検討会」の開

催及び傍聴の募集について（消費・安全局

表示・規格課）

◇地中海漁業一般委員会（CFCM）第28回

年次会合の結果について（水産庁資源管理

部国際課）

◇農林物資規格調査会部会の開催について

（消費・安全局表示・規格課）

23日㈭◇間伐・間伐材利用コンクールについて（林

野庁森林整備部整備課造林間伐材対策室）

◇食の安全に関する意見交換会の開催（仙

台市）について（消費・安全局消費者情報

官）

◇第20回牛海綿状脳症（BSE）に関する技

術検討会の概要について（消費・安全局衛

生管理課）

◇冷害に係る天災融資法の発動等について

（経営局経営政策課）

◇我が国の競馬のあり方に係る有識者懇談

会の開催について（生産局畜産部競馬監督

課）

◇「第９回全国朝市さみっと2003 in あつ

ぎ」の開催について（農村振興局地域振興

課）

◇日ロ漁業取締専門家会議の開催結果につ

いて（水産庁資源管理部国際課）

◇マサバ太平洋系群資源回復計画の公表に

ついて（水産庁資源管理部管理課資源管理

推進室）

◇「ため池のある風景」写真コンテスト（第

５回）の結果について（農村振興局整備部

防災課）

◇第４回農村の地域資源に関する研究会の

開催について（農村振興局計画部事業計画

課、整備部設計課）

◇イベント予定（10月～12月）（大臣官房情

報課）

◇スクレイピーの患畜の発生について（消

費・安全局衛生管理課）

◇農業農村整備事業等（補助事業分）の事

前評価結果について（農村振興局計画部事

業計画課、整備部農地整備課、農村整備課）

24日㈮◇平成15年度第４回農業農村整備事業の効

率的実施に係る検討会の開催について（農

村振興局計画部事業計画課、整備部設計課）

◇第11回「食品の表示に関する共同会議」

の開催について（消費・安全局表示・規格

課、厚生労働省）

◇第４回中・長期開門調査検討会議専門委

員会の開催について（農村振興局整備部農

地整備課）

◇平成15年度（第42回）農林水産祭天皇杯

等の選賞について（大臣官房総務課、㈶日

本農林漁業振興会）

◇㈱山形屋ストアが表示し、販売したうな

ぎ加工品の原料原産地の違法表示に対する

措置について（消費・安全局表示・規格課

食品表示・規格監視室）

◇株式会社山形屋が販売した「うなぎ加工

品」における不正表示に対する措置につい

て（消費・安全局表示・規格課食品表示・

規格監視室）

◇うなぎ加工品の原料原産地表示に係る追

跡確認調査の結果概要（消費・安全局表示・

規格課）

◇北太平洋溯河性魚類委員会（NPAFC）第

11回年次会議の開催について（水産庁資源

管理部国際課）

◇第１回普及職員資格試験制度等検討会の

開催及び傍聴について（経営局普及課）

◇平成15年10月第３週の国内産米穀の卸・

小売価格の概況について（総合食料局食糧

部計画課）

◇輸入業者保証票を付さずに引き渡した肥

料の保証成分量不足について（消費・安全

局農産安全管理課）

◇農林物資規格調査会部会の審議の概要に

ついて（消費・安全局表示・規格課）

◇飼料安全法に基づく収去飼料等の試験結

果の公表について（消費・安全局衛生管理

課薬事・飼料安全室）

27日㈪◇中国産鶏肉からのニューカッスル病ウイ

ルスの分離について（消費・安全局衛生管

理課国際衛生対策室）

◇平成15年度第３回輸入米に係る特別売買

（SBS）の結果概要（総合食料局食糧部食

糧貿易課）

◇第35回国際熱帯木材機関（ITTO）理事会

等の開催について（林野庁林政部木材課木

材貿易対策室）
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◇函館地区特定漁港漁場整備事業計画の変

更について（水産庁漁港漁場整備部整備課）

◇第３回米の安定供給連絡会議の開催につ

いて（総合食料局食糧部計画課）

◇平成15年度第１回東シナ海漁況海況予報

（水産庁増殖推進部漁場資源課）

28日㈫◇第８回大規模林道事業の整備のあり方検

討委員会の開催について（林野庁森林整備

部整備課）

◇第７回瀬戸内海広域漁業調整委員会の開

催結果について（水産庁資源管理部管理課

資源管理推進室）

◇第２回地域水産加工技術セミナーの開催

について ～地域水産加工品のブランドづ

くり inやまぐち～（水産庁増殖推進部研究

指導課）

◇商品取引員に対する行政処分について

（総合食料局商品取引管理官付、経済産業

省）

◇牛海綿状脳症（BSE）サーベイランスの

結果について（平成15年９月末まで）（消

費・安全局衛生管理課）

◇現在の米の需給について（総合食料局食

糧部計画課）

◇卸売市場制度改正等に係る関係者ヒアリ

ング及びパブリックコメントの概要につい

て（総合食料局流通課）

29日㈬◇林政審議会施策部会の概要について（林

野庁林政部企画課）

◇平成15年産米の検査結果（速報値）（平成

15年10月15日現在）（総合食料局食糧部消費

流通課）

◇国際農業研究協議グループ（CGIAR）科

学理事会メンバーに貝沼圭二氏を選出（技

術会議事務局国際研究課）

30日㈭◇農林水産物の輸出促進に関する政策提案

会の開催について（大臣官房地方課地方提

案推進室）

◇生分解性プラスチックに関する勉強会―

ドイツのカッセル・プロジェクトについて

―の開催について（農村振興局農村政策課

農村整備総合調整室）

◇「まぐろの需給情報」―平成15年度第２

回まぐろ需給協議会及び第３回同予測部会

合同会議の結果―（水産庁漁政部加工流通

課）

◇海外関係者によるサメ漁業を中心とした

現地調査及び地元漁業者との意見交換（水

産庁増殖推進部漁場資源課生態系保全室）

◇産業構造審議会商品取引所分科会（第６

回）の開催について（総合食料局商品取引

管理官、経済産業省）

31日㈮◇食品安全委員会への食品健康影響評価の

依頼について（第３回）（消費・安全局衛生

管理課薬事・飼料安全室、国際衛生対策室）

◇国有林野の管理経営に関する基本計画

（案）についての意見募集のお知らせ（林

野庁国有林野部経営企画課）

◇国有林野の管理経営に関する基本計画

（案）（林野庁国有林野部経営企画課）

◇水産物の市況について（平成15年10月及

び11月）―東京都中央卸売市場における平

成15年10月（9月21日～10月20日集計）の市

況と、平成15年11月の市況見通し（前月と

の比較）―（水産庁漁政部加工流通課）

◇野菜の入荷量と価格の見通し（関東農政

局園芸特産課）

◇クローン牛の異動報告のとりまとめにつ

いて（Ｈ15.９.１～Ｈ15.９.30）異動情報

提供分）（技術会議事務局技術安全課、生産

局畜産部畜産振興課生産技術室）

◇平成15年産麦の検査結果（速報）（平成15

年10月15日現在）（総合食料局食糧部消費流

通課）

◇野菜に関する月間情報（10月分）の提供

について（生産局野菜課）

◇平成15年10月第４週の国内産米穀の卸・

小売価格の概況について（総合食料局食糧

部計画課）

◇「農業経営の展開に関する意識・意向調

査結果」の概要（大臣官房情報課）

◇第２回消費者・生産者・食品事業者等と

の懇談会の結果について（消費・安全局消

費・安全政策課）

法令>

10月１日㈬◇臨時石炭鉱害復旧法施行規則を廃止する

省令の一部を改正する省令（総務省・文部

科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産

業省・国土交通省令第１号）を公布（同日

施行）

◇ダム事業に係る環境影響評価の項目並び
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に当該項目に係る調査、予測及び評価を合

理的に行うための手法を選定するための指

針、環境の保全のための措置に関する指針

等を定める省令等の一部を改正する省令

（厚生労働省・農林水産省・経済産業省・

国土交通省令第２号）を公布（同日施行）

◇農業振興地域の整備に関する法律施行規

則の一部を改正する省令（農林水産省令第

108号）を公布（同日施行）

◇農地法施行規則の一部を改正する省令

（農林水産省令第109号）を公布（同日施行）

◇農林水産省の職員が検査の際に携帯する

身分証明書の様式を定める省令の一部を改

正する省令（農林水産省令第110号）を公布

（同日施行）

◇公職選挙法施行令の一部を改正する政令

（政令第445号）を公布（公職選挙法の一部

を改正する法律（平成15年法律第69号）附

則第１条第２号に掲げる規定の施行の日

（平成16年４月１日）から施行。ただし、

次の各号に掲げる規定は、当該各号に定め

る日から施行。 略）

◇主要食糧の需給及び価格の安定に関する

法律施行令等の一部を改正する政令（政令

第447号）を公布（平成16年４月１日施行。

ただし、次条及び附則第３条の規定は、同

日施行）

◇農業災害補償法施行令の一部を改正する

政令（政令第448号）を公布（平成16年４月

１日施行）

◇独立行政法人緑資源機構法による不動産

登記に関する政令（政令第450号）を公布（同

日施行）

◇農業災害補償法施行規則及び農業共済再

保険特別会計法施行令第５条の２第１項の

規定に基づく農作物共済、果樹共済及び畑

作物共済に係る再保険金及び保険金の概算

払の額の限度に関する省令の一部を改正す

る省令（農林水産省令第111号）を公布（平

成16年４月１日施行）

◇独立行政法人水資源機構の業務運営に関

する省令（厚生労働省・農林水産省・経済

産業省・国土交通省令第３号）を公布（同

日施行）

◇農林水産省組織規則の一部を改正する省

令（農林水産省令第112号）を公布（同日施

行。ただし、別表第３の改正規定は、平成

15年12月１日施行）

３日㈮◇下請代金支払遅延等防止法の一部を改正

する法律の施行期日を定める政令（政令第

451号）を公布（平成16年４月１日施行）

◇平成15年８月７日から同月10日までの間

の暴風雨及び豪雨による災害についての激

甚災害の指定並びにこれに対し適用すべき

措置の指定に関する政令（政令第453号）を

公布（同日施行）

６日㈪◇家畜伝染病予防法施行規則の一部を改正

する省令（農林水産省令第113号）を公布（同

日施行）

10日㈮◇農林水産省組織令の一部を改正する政令

（政令第455号）を公布（遺伝子組換え生物

等の使用等の規制による生物の多様性の確

保に関する法律（平成15年法律第97号）の

施行の日から施行）

15日㈬◇農林物資の規格化及び品質表示の適正化

に関する法律に基づく登録格付機関等を登

録する省令の一部を改正する省令（農林水

産省令第114号）を公布（同日施行）

16日㈭◇感染症の予防及び感染症の患者に対する

医療に関する法律及び検疫法の一部を改正

する法律（法律第145号）を公布（公布の日

から起算して20日を経過した日から施行。

ただし、第１条中感染症の予防及び感染症

の患者に対する医療に関する法律第56条の

次に１条を加える改正規定及び同法第69条

に１号を加える改正規定は、公布の日から

起算して２年を超えない範囲内において政

令で定める日から施行）

◇平成13年９月11日のアメリカ合衆国にお

いて発生したテロリストによる攻撃等に対

応して行われる国際連合憲章の目的達成の

ための諸外国の活動に対して我が国が実施

する措置及び関連する国際連合決議等に基

づく人道的措置に関する特別措置法の一部

を改正する法律（法律第147号）を公布（同

日施行）

17日㈮◇農林物資の規格化及び品質表示の適正化

に関する法律施行規則の一部を改正する省

令（農林水産省令第115号）を公布（同日施

行）

20日㈪◇植物防疫法施行規則の一部を改正する省

令（農林水産省令第116号）を公布（平成15
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年11月１日施行）

22日㈬◇感染症の予防及び感染症の患者に対する

医療に関する法律及び検疫法の一部を改正

する法律の施行に伴う関係政令の整備等に

関する政令（政令第459号）を公布（感染症

の予防及び感染症の患者に対する医療に関

する法律及び検疫法の一部を改正する法律

（平成15年法律第145号）の施行の日から施

行）

24日㈮◇独立行政法人農業・生物系特定産業技術

研究機構の民間研究促進業務及び基礎的研

究業務に係る財務及び会計に関する省令の

一部を改正する省令（財務省・農林水産省

令第６号）を公布（同日施行）

◇独立行政法人農業・生物系特定産業技術

研究機構の農業技術研究業務及び農業機械

化促進業務に係る財務及び会計に関する省

令の一部を改正する省令（農林水産省令第

117号）を公布（同日施行）

29日㈬◇平成15年５月中旬から９月上旬までの間

の低温及び日照不足についての天災による

被害農林漁業者等に対する資金の融通に関

する暫定措置法の適用に関する政令（政令

第466号）を公布（同日施行）

◇平成15年５月中旬から９月上旬までの間

の低温及び日照不足による災害についての

激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の

指定等に関する政令（政令第467号）を公布

（同日施行）

30日㈭◇感染症の予防及び感染症の患者に対する

医療に関する法律第54条第１号の輸入禁止

地域等を定める省令の一部を改正する省令

（厚生労働省・農林水産省令第６号）を公

布（感染症の予防及び感染症の患者に対す

る医療に関する法律及び検疫法の一部を改

正する法律の施行の日から施行）

◇重症急性呼吸器症候群を感染症の予防及

び感染症の患者に対する医療に関する法律

第６条第６項の指定感染症として定める等

の政令の施行に伴う感染症の予防及び感染

症の患者に対する医療に関する法律第54条

第１号の輸入禁止地域等を定める省令の準

用に関する省令を廃止する省令（厚生労働

省・農林水産省令第７号）を公布（感染症

の予防及び感染症の患者に対する医療に関

する法律及び検疫法の一部を改正する法律

の施行の日から施行）

31日㈮◇農林水産省組織規則の一部を改正する省

令（農林水産省令第118号）を公布（遺伝子

組換え生物等の使用等の規制による生物の

多様性の確保に関する法律（平成15年法律

第97号）の施行の日から施行）

◇下請中小企業振興法施行規則（内閣府・

総務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・

経済産業省・国土交通省令第３号）を公布

（平成15年11月１日施行）

◇下請中小企業振興法施行規則を廃止する

省令（財務省・厚生労働省・農林水産省・

経済産業省・国土交通省令第1号）を公布（平

成15年11月１日施行）

◇農林物資の規格化及び品質表示の適正化

に関する法律施行規則の一部を改正する省

令（農林水産省令第119号）を公布（平成15

年12月１日施行）

11 月

11月４日㈫◇第３回大規模林道事業期中評価委員会の

開催について（林野庁森林整備部整備課）

◇主要食料品の小売価格等の見通し（消

費・安全局消費・安全政策課）

◇「2003ため池フォーラム inおおいた」の

開催について（農村振興局整備部防災課）

◇北太平洋溯河性魚類委員会（NPAFC）第

11回年次会議の結果について（水産庁資源

管理部国際課）

◇森・川・海のつながりを重視した豊かな

漁場海域環境創出方策検討委員会の概要に

ついて（水産庁漁港漁場整備部計画課、林

野庁森林整備部治山課、国土交通省）

◇第７回栽培漁業のあり方検討会の開催に

ついて（水産庁増殖推進部栽培養殖課）

◇米の消費拡大に関する政策提案会の出席

者の募集（大臣官房地方課地方提案推進室）

◇厚生労働省の第14回牛海綿状脳症

（BSE）の検査に係る専門家会議の開催に

ついて（消費・安全局衛生管理課）

◇農林物資規格調査会部会の開催及び傍聴

の募集について（消費・安全局表示・規格

課）

５日㈬◇水産政策審議会第13回資源管理分科会の

開催について（水産庁漁政部漁政課）

◇コイヘルペスウイルス病に関する技術検
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討会の開催について（消費・安全局衛生管

理課魚類安全室）

◇第４回植物検疫に関する研究会の開催及

び傍聴について（消費・安全局植物防疫課）

◇第９回日中農産物貿易協議会（畳表）の

開催について（生産局特産振興課、大臣官

房国際部貿易関税課）

◇日中韓３ヵ国の農業政策研究所による合

同セミナーの結果について（農林水産政策

研究所）

◇第８回大規模林道事業の整備のあり方検

討委員会の議事概要について（林野庁森林

整備部整備課）

６日㈭◇平成15年度第３回水源林造成事業期中評

価委員会の開催について（林野庁森林整備

部整備課）

◇コイヘルペスウイルス病に関する技術検

討会の概要について（消費・安全局衛生管

理課魚類安全室）

◇平成15年度第２回日本海漁況予報「平成

15年度日本海さば類・マイワシ・ブリ長期

漁況予報」（水産庁増殖推進部漁場資源課、

独水産総合研究センター日本海区水産研究

所）

◇第５回中・長期開門調査検討会議専門委

員会の開催について（農村振興局整備部農

地整備課）

◇乾しいたけの産地表示に係る追跡調査の

実施について（消費・安全局表示・規格課）

◇お米の試食会の開催（生産局農産振興課）

◇2003/2004年南氷洋鯨類捕獲調査船団の

出港について（水産庁資源管理部遠洋課）

７日㈮◇「東南アジア漁業開発センター（SEAF-

DEC）を通じた持続的漁業を推進するため

の日本・アセアン協力事業に関するセミナ

ー」（日本・アセアン交流年2003記念事業）

の開催について（水産庁資源管理部国際課

海外漁業協力室）

◇農林水産物の輸出促進に関する政策提案

会の概要について（大臣官房地方課地方提

案推進室）

◇韓国イカ釣り漁船の拿捕について―外国

漁船の拿捕は本年26件、韓国漁船は22件目

―（水産庁資源管理部管理課指導監督室）

◇平成14年度有機農産物及び有機農産物加

工食品の格付実績について（消費・安全局

表示・規格課）

◇コイヘルペスウイルス病に関する PCR

検査結果（長野県、高知県）（消費・安全局

衛生管理課魚類安全室）

◇不適正な農産物検査証明事案（「滋賀県産

夢つくし」及び鹿児島県産「ユメツクシ」）

に関する調査結果について（総合食料局食

糧部消費流通課）

◇平成15年10月第５週の国内産米穀の卸・

小売価格の概況について（総合食料局食糧

部計画課）

◇第６回日韓漁業共同委員会第２回小委員

会の開催について（水産庁資源管理部国際

課）

◇第７回栽培漁業のあり方検討会の結果概

要について（水産庁増殖推進部栽培養殖課）

◇コイヘルペスウイルス病に関する PCR

検査結果（福岡県）（消費・安全局衛生管理

課魚類安全室）

◇国有林野事業の林野・土地売払いについ

て（林野庁国有林野部業務課国有林野管理

室）

８日㈯◇コイヘルペスウイルス病に関する PCR

検査結果（岡山県）（消費・安全局衛生管理

課魚類安全室）

10日㈪◇北方四島周辺水域における日本漁船の操

業に関する協定に基づく政府間協議及び民

間交渉の開催について（水産庁資源管理部

国際課）

◇豚コレラ関係の定期報告関連情報につい

て（消費・安全局衛生管理課）

◇平成15年８月・９月度の蚕糸業需給・価

格動向（生産局特産振興課）

◇中国イカ釣り網漁船の拿捕について―北

海道海域で、本年初めて外国漁船を拿捕―

（水産庁資源管理部管理課指導監督室）

◇林業用手持機械の振動・騒音測定値につ

いて（林野庁森林整備部研究普及課技術開

発推進室）

◇コイヘルペスウイルス病に関する PCR

検査結果（岡山県）（消費・安全局衛生管理

課魚類安全室）

◇「農林水産分野等における組換え体の利

用のための指針」に基づく確認について

№1（消費・安全局衛生管理課薬事・飼料安

全室）

農 政 日 誌― 456―



◇「農林水産分野等における組換え体の利

用のための指針」に基づく確認について

№2（消費・安全局衛生管理課薬事・飼料安

全室）

◇平成15年度農林水産業分析結果発表会の

開催について（大臣官房統計部統計企画課）

11日㈫◇平成15年度食料・農林水産業・農山漁村

に関する意向動向 Infomation（大臣官房

情報課）

◇食料・農業・農村政策審議会（第６回）

の開催及び傍聴について（大臣官房企画評

価課）

◇業務用生ごみ処理機の管理に係る留意事

項について（大臣官房環境政策課資源循環

室）

◇コイヘルペスウイルス病に関する PCR

検査結果（埼玉県）（消費・安全局衛生管理

課魚類安全室）

◇第２回「森・川・海のつながりを重視し

た豊かな漁場海域環境創出方策検討委員

会」の開催について（水産庁漁港漁場整備

部計画課、林野庁森林整備部治山課、国土

交通省）

◇第22回南極海洋生物資源保存委員会

（CCAMLR）年次会合の結果について（水

産庁資源管理部国際課）

◇平成15年度第２回「消費者等との定例懇

談会」の開催について（消費・安全局消費

者情報官）

◇農林水産省 FTA本部初会合の開催につ

いて（大臣官房国際部国際政策課対外対策

調整室）

◇第９回日中農産物貿易協議会（畳表）の

結果について（生産局特産振興課、大臣官

房国際部貿易関税課）

◇農林水産省食堂における「とうもろこし」

や「おがくず」などのバイオマスからつく

られた食器の試験的な利用の開始について

（大臣官房環境政策課資源循環室）

◇日本農林規格及び品質表示基準の改正

案、確認案及び廃止案についての意見・情

報（パブリックコメント）の募集について

（消費・安全局表示・規格課）

12日㈬◇亀井農林水産大臣の全国お茶まつり出席

及び水産関係現地視察等について（生産局

特産振興課、水産庁漁政部漁政課）

◇平成15年度農林水産省タウンミーティン

グ（第２回）の開催及び参加者の募集につ

いて（大臣官房地方課）

◇平成15年度民間部門農林水産研究開発功

績者表彰の受賞者の決定等について（技術

会議事務局研究企画官）

◇治山事業に伴うコンクリートミキサー車

の洗浄廃液の廃棄について（林野庁国有林

野部業務課）

◇平成15年度第３回大規模林道事業期中評

価委員会について（林野庁森林整備部整備

課）

◇食品安全委員会への食品健康影響評価の

依頼について（消費・安全局消費・安全政

策課、農産安全管理課、衛生管理課薬事・

飼料安全室）

◇コイヘルペスウイルス病に関する PCR

検査結果（滋賀県）（消費・安全局衛生管理

課魚類安全室）

◇コイヘルペスウイルス病に関する PCR

検査結果（大阪府）（消費・安全局衛生管理

課魚類安全室）

◇第10回コーデックス連絡協議会の概要

（消費・安全局消費・安全政策課国際室、

厚生労働省）

◇「原料原産地表示を義務づけるべき加工

食品の品目について」の公表等について（消

費・安全局表示・規格課）

◇水産政策審議会第13回資源管理分科会の

結果について（水産庁漁政部漁政課）

◇第２回コイヘルペスウイルス病に関する

技術検討会の開催について（消費・安全局

衛生管理課魚類安全室）

◇国際森林専門家会議「国別伐採実施規範

の策定と実施」及び「アジア森林パートナ

ーシップ（AFP）第３回実施促進会合」の

開催について（林野庁森林整備部計画課海

外林業協力室）

13日㈭◇第２回地域水産加工技術セミナーの開催

結果について ～地域水産加工品のブラン

ドづくり inやまぐち～（水産庁増殖推進部

研究指導課）

◇第１回「第１種使用規程承認組換え作物

栽培実験指針」検討会の開催及び傍聴につ

いて（技術会議事務局技術安全課）

◇第35回国際熱帯木材機関（ITTO）理事会
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等の結果について（林野庁林政部木材課木

材貿易対策室）

◇「食品に関するリスクコミュニケーショ

ン（汚染物質の国際的リスク管理手法につ

いての意見交換会）」の開催及び出席者の募

集について（消費・安全局消費者情報官）

◇政府保有に係る米国産精米の異物混入に

ついて（総合食料局食糧部計画課）

◇コイヘルペスウイルス病に関する PCR

検査結果（山梨県）（消費・安全局衛生管理

課魚類安全室）

14日㈮◇亀井農林水産大臣の有明海の現地視察に

ついて（農村振興局整備部農地整備課、水

産庁漁政部漁政課）

◇第２回コイヘルペスウイルス病に関する

技術検討会の概要について（消費・安全局

衛生管理課魚類安全室）

◇平成15年11月第１週の国内産米穀の卸・

小売価格の概況について（総合食料局食糧

部計画課）

◇第58回国連総会漁業関連決議に関する事

前協議、国連非公式協議について（水産庁

資源管理部国際課）

◇生産情報公表 JAS規格が制定された品

目に付する格付けの表示（生産情報公表

JASマーク）の制定について（消費・安全

局表示・規格課）

◇第25回食品産業優良企業等表彰事業につ

いて（総合食料局食品産業企画課）

◇もち米のMA一般輸入方式による輸入

について（総合食料局食糧部計画課）

◇第11回「食品の表示に関する共同会議」

の議事概要について（消費・安全局表示・

規格課、厚生労働省）

◇第６回中・長期開門調査検討会議の開催

について（農村振興局整備部農地整備課）

◇第６回中・長期開門調査検討会議専門委

員会の開催について（農村振興局整備部農

地整備課）

◇平成15年産米の検査結果（速報値）（平成

15年10月末日現在）（総合食料局食糧部消費

流通課）

◇平成15年度外国産麦類検査実績の産地

（型）銘柄別、検査項目別平均値（平成15

年４月～９月）（総合食料局食糧部消費流通

課）

◇平成15年産麦の検査結果（速報）（平成15

年10月末日現在）（総合食料局食糧部消費流

通課）

◇消費者団体との施策意見交換会「食品に

関するリスクコミュニケーション（食品表

示）」の開催及び出席する消費者団体の募集

について（消費・安全局消費者情報官）

◇平成15年度第３回水源林造成事業期中評

価委員会の議事概要について（林野庁森林

整備部整備課）

◇中国イカ釣り漁船の拿捕について―11月

９日に続き１週間に２度目の拿捕―（水産

庁資源管理部管理課指導監督室）

◇第６回日韓漁業共同委員会第2回小委員

会の結果について（水産庁資源管理部国際

課）

◇飼料安全法の基準・規格等に違反する事

例について（消費・安全局衛生管理課薬事・

飼料安全室）

◇コイヘルペスウイルス病に関する PCR

検査結果（新潟県）（消費・安全局衛生管理

課魚類安全室）

◇不適正な農産物検査証明に係る全国総点

検結果等について（総合食料局食糧部消費

流通課）

17日㈪◇北方四島周辺水域における日本漁船の操

業に関する協定に基づく協議の結果につい

て（水産庁資源管理部国際課）

◇日本海・九州西広域漁業調整委員会第５

回九州西部会の開催について（水産庁資源

管理部管理課資源管理推進室、水産庁九州

漁業調整事務所）

◇日中漁業共同委員会準備会合の開催につ

いて（水産庁資源管理部国際課）

18日㈫◇イスラエル国産トライアンフ種のかきの

生果実の輸入解禁について（消費・安全局

植物防疫課）

◇第４回大規模林道事業期中評価委員会の

開催について（林野庁森林整備部整備課）

◇平成16年度提案公募型研究開発事業の課

題公募説明会について（技術会議事務局先

端産業技術研究課民間研究推進室）

◇種苗法による品種登録について（生産局

種苗課）

◇麦製品等の取引価格の推移（平成15年10

月分）（総合食料局食糧部計画課）
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◇BSE患畜（第９例目）に関する情報（消

費・安全局衛生管理課）

◇第５回農村の地域資源に関する研究会の

開催について（農村振興局計画部事業計画

課、整備部設計課）

◇商品取引員に対する行政処分について

（総合食料局商品取引管理官付、経済産業

省）

◇コイヘルペスウイルス病に関する PCR

検査結果（千葉県・愛知県・京都府・鹿児

島県）（消費・安全局衛生管理課魚類安全室）

19日㈬◇コイヘルペスウイルス病に関する PCR

検査結果（岐阜県）（消費・安全局衛生管理

課魚類安全室）

◇「男女共同参画でいいことあったまち・

むらコンクール」表彰者の決定について（経

営局女性・就農課女性・高齢者対策推進室）

◇「世界の穀物等の需給 ～その動向と見

通し～」について（総合食料局食料企画課）

◇農林物資規格調査会部会の開催及び傍聴

の募集について（消費・安全局表示・規格

課）

◇第３回消費者・生産者・食品事業者等と

の懇談会の開催について（消費・安全局消

費・安全政策課）

◇米の１人１ヶ月当たり消費量（平成15年

９月分）（総合食料局食糧部計画課）

◇国内産主食用米穀（うるち米）の販売数

量（速報）（総合食料局食糧部計画課）

◇株式会社スイートガーデンの産業活力再

生特別措置法に基づく経営資源再活用計画

の変更の認定について（総合食料局食品産

業振興課）

◇マサバ太平洋系群資源回復計画に基づく

まき網漁船の系船休漁の開始について（水

産庁資源管理部管理課資源管理推進室）

◇コイヘルペスウイルス病に関する PCR

検査結果（大阪府・宮崎県）（消費・安全局

衛生管理課魚類安全室）

20日㈭◇日韓農林水産技術協力委員会第36次会議

について（大臣官房国際部国際協力課）

◇第１回林業普及指導事業の資格試験制度

等に関する検討会の開催について（林野庁

森林整備部研究普及課）

◇平成15年度農村アメニティ・コンクール

の選賞について（農村振興局農村政策課、

㈶農村開発企画委員会）

◇日中漁業共同委員会準備会合の結果につ

いて（水産庁資源管理部国際課）

◇豚コレラ関係の定期報告関連情報につい

て（消費・安全局衛生管理課）

◇農林水産政策研究所研究成果報告会の開

催について（農林水産政策研究所霞が関分

室）

◇食料・農業・農村政策審議会経営分科会

の議事の概要及び配付資料について（経営

局保険課）

◇コイヘルペスウイルス病に関する PCR

検査結果（東京都・滋賀県・京都府・鳥取

県・鹿児島県）（消費・安全局衛生管理課魚

類安全室）

21日㈮◇農林水産省政策評価会経営局専門部会及

び農村振興局専門部会の開催及び傍聴につ

いて（経営局経営政策課、農村振興局農村

政策課）

◇農薬の容器又は包装の誤表示について

（第５報）（消費・安全局農産安全管理課農

薬対策室）

◇生鮮食品等の小売店舗における表示実施

状況調査の結果概要（上半期）（消費・安全

局表示・規格課）

◇第３回「JAS制度のあり方検討会」の開

催及び傍聴の募集について（消費・安全局

表示・規格課）

◇農林物資規格調査会部会の開催について

（消費・安全局表示・規格課）

◇豚肉の調整保管の実施について（生産局

畜産部食肉鶏卵課）

◇第３回「経営構造対策のあり方に関する

研究会」の開催について（経営局構造改善

課）

◇家畜クローン研究の現状について（技術

会議事務局技術安全課、生産局畜産部畜産

振興課生産技術室）

◇クローン牛の異動報告のとりまとめにつ

いて（Ｈ15.10.１～H15.10.31異動情報提

供分）（技術会議事務局技術安全課、生産局

畜産部畜産振興課生産技術室）

◇消費者団体との施策意見交換会「食品に

関するリスクコミュニケーション（牛肉の

トレーサビリティ）」の開催及び出席する消

費者団体の募集について（消費・安全局消
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費者情報官）

◇食の安全に関する意見交換会の開催（福

岡市）について（消費・安全局消費者情報

官）

◇平成15年11月第２週の国内産米穀の卸・

小売価格の概況について（総合食料局食糧

部計画課）

◇国際コメ年日本委員会の設立について

（大臣官房国際部国際協力課）

◇平成15年度第３回MA一般輸入米入札

結果の概要（総合食料局食糧部食糧貿易課）

◇中国底びき網漁船の拿捕等について―中

国漁船、今月に入って４件目の拿捕―（水

産庁資源管理部管理課指導監督室）

◇コイヘルペスウイルス病に関する PCR

検査結果（京都府）（消費・安全局衛生管理

課魚類安全室）

25日㈫◇食料・農業・農村政策審議会 農村振興

分科会農業農村整備部会 平成15年度第２

回技術小委員会の開催について（農村振興

局計画部事業計画課）

◇有明海等環境情報・研究ネットワーク（仮

称）の試験運用開始について（水産庁増殖

推進部研究指導課）

◇中国イカ釣り漁船及び韓国イカ釣り漁船

の拿捕について―今月に入って韓国漁船２

件、中国漁船６件と急増―（水産庁資源管

理部管理課指導監督室）

◇食料・農業・農村政策審議会 消費・安

全分科会家畜衛生部会 第１回衛生管理小

委員会の開催について（消費・安全局衛生

管理課）

◇飼料安全法に基づく収去飼料等の試験結

果の公表について（消費・安全局衛生管理

課薬事・飼料安全室）

26日㈬◇構造改革特区計画の第３回認定について

（大臣官房企画評価課）

◇食料・農業・農村政策審議会総合食料分

科会食糧部会の開催について（総合食料局

食料企画課）

◇南大洋鯨類生態調査（SOWER）の出港に

ついて（水産庁資源管理部遠洋課）

◇遺伝子組換え農作物について考える「市

民会議」の「課題と提案」の公表について

（技術会議事務局技術安全課、㈳農林水産

先端技術産業振興センター「市民会議」事

務局）

◇国際森林専門家会議「国別伐採実施規範

の策定と実施」の結果について（林野庁森

林整備部計画課海外林業協力室）

◇平成15年度第４回大規模林道事業期中評

価委員会の議事概要について（林野庁森林

整備部整備課）

◇獣医師法第８条第２項の規定に基づく獣

医師の処分について（消費・安全局衛生管

理課）

◇コイヘルペスウイルス病に関する PCR

検査結果（静岡県・岐阜県・奈良県・京都

府）（消費・安全局衛生管理課魚類安全室）

27日㈭◇我が国の競馬のあり方に係る有識者懇談

会の開催について（生産局畜産部競馬監督

課）

◇農林物資規格調査会部会の開催及び傍聴

の募集について（消費・安全局表示・規格

課）

◇林政審議会の開催及び一般傍聴について

（林野庁林政部林政課）

◇第18回大西洋まぐろ類保存国際委員会

（ICCAT）通常会合（年次会合）の結果に

ついて（水産庁資源管理部国際課）

◇諫早湾干拓事業開門総合調査の記者レク

チャーについて（農村振興局計画部資源課、

整備部農地整備課）

◇りんご火傷病の植物検疫措置に関する

WTO上級委員会報告について（消費・安全

局植物防疫課）

◇第７回中・長期開門調査検討会議専門委

員会の開催について（農村振興局整備部農

地整備課）

◇水土里の路ウォーキング「向島用水から

谷保天神」の開催について（農村振興局整

備部設計課）

◇コイヘルペスウイルス病に関する PCR

検査結果（栃木県・新潟県・鳥取県・宮崎

県）（消費・安全局衛生管理課魚類安全室）

◇第３回消費者・生産者・食品事業者等と

の懇談会の結果について（消費・安全局消

費・安全政策課）

◇輸入食品の安全確保に関する意見交換会

（東京・大阪）の開催について（消費・安

全局消費者情報官）

◇商品投資販売業者に対する行政処分につ
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いて（総合食料局商品取引管理官付）

◇大型クラゲ大量出現による被害漁業者等

に対する経営資金等の融通及び既貸付金の

償還猶予等について（依頼）（水産庁漁政部

水産経営課）

◇飼料の安全性の確保及び品質の改善に関

する法律に基づく飼料及び飼料添加物の成

分規格等に関する省令及び肥料取締法に基

づく普通肥料の公定規格等の一部改正案に

ついての意見・情報について（消費・安全

局衛生管理課、農産安全管理課）

28日㈮◇野菜の入荷量と価格の見通し（関東農政

局園芸特産課）

◇水産物の市況について（平成15年11月及

び12月）―東京都中央卸売市場における平

成15年11月（10月21日～11月20日集計）の

市況と、平成15年12月の市況見通し（前月

との比較）―（水産庁漁政部加工流通課）

◇「食品に関するリスクコミュニケーショ

ン（カドミウムに関する意見交換会）」の開

催及び出席する消費者団体の募集について

（消費・安全局消費者情報官）

◇農林物資規格調査会部会の開催及び傍聴

の募集について（消費・安全局表示・規格

課）

◇亀井農林水産大臣の海外出張について

（大臣官房国際部国際政策課、国際経済課、

国際協力課）

◇平成15年11月第３週の国内産米穀の卸・

小売価格の概況について（総合食料局食糧

部計画課）

◇諫早湾干拓事業開門総合調査報告書等の

公表について（農村振興局計画部資源課、

整備部農地整備課）

◇食料・農業・農村政策審議会 総合食料

分科会食糧部会資料リスト（総合食料局食

糧部計画課）

◇中国イカ釣り漁船の拿捕について―北海

道海域では本年５件目―（水産庁資源管理

部管理課指導監督室）

◇平成15年産米の検査結果（速報値）（平成

15年11月15日現在）（総合食料局食糧部消費

流通課）

◇平成14年度林業機械保有状況調査結果の

概要について（林野庁森林整備部研究普及

課技術開発推進室）

◇牛海綿状脳症（BSE）サーベイランスの

結果について（平成15年10月末まで）（消

費・安全局衛生管理課）

◇「生産者と消費者の顔が見える関係」に

ついてのアンケートを実施（消費・安全局

消費・安全政策課、独農林水産消費技術セ

ンター）

◇コイヘルペスウイルス病に関する PCR

検査結果（埼玉県・愛知県・鹿児島県）（消

費・安全局衛生管理課魚類安全室）

◇平成16年産米の都道府県別の生産目標数

について（総合食料局食糧部計画課生産調

整推進室）

◇第７回中・長期開門調査検討会議の開催

について（農村振興局整備部農地整備課）

◇小型機船底引き網漁業につき許可をする

ことができる都道府県別の船舶の隻数の最

高限度を定める告示の一部改正案について

のパブリックコメントの実施結果について

（水産庁資源管理部沿岸沖合課）

◇「遺伝子組換え生物等の第二種使用等に

当たって執るべき拡散防止措置等を定める

省令（産業上の使用等）（案）」（消費・安全

局農産安全管理課）

法令>

11月４日㈫◇主要食糧の需給及び価格の安定に関する

法律施行規則及び農産物検査法施行規則の

一部を改正する省令（農林水産省令第120

号）を公布（平成16年４月１日施行）

５日㈬◇農薬を使用する者が遵守すべき基準を定

める省令の一部を改正する省令（農林水産

省・環境省令第８号）を公布（同日施行）

11日㈫◇農林物資の規格化及び品質表示の適正化

に関する法律に基づく登録格付機関等を登

録する省令の一部を改正する省令（農林水

産省令第121号）を公布（同日施行）

◇農業経営統計調査規則の一部を改正する

省令（農林水産省令第122号）を公布（同日

施行）

18日㈫◇植物防疫法施行規則の一部を改正する省

令（農林水産省令第123号）を公布（同日施

行）

20日㈭◇指定漁業の許可及び取締り等に関する省

令の一部を改正する省令（農林水産省令第

124号）を公布（平成16年１月１日施行）
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21日㈮◇遺伝子組換え生物等の使用等の規制によ

る生物の多様性の確保に関する法律施行規

則（財務省・文部科学省・厚生労働省・農

林水産省・経済産業省・環境省令第１号）

を公布（法の施行の日から施行）

25日㈫◇農林物資の規格化及び品質表示の適正化

に関する法律に基づく登録格付機関等を登

録する省令の一部を改正する省令（農林水

産省令第125号）を公布（同日施行）

26日㈬◇漁船特殊規程の一部を改正する省令（農

林水産省・国土交通省令第3号）を公布（平

成16年１月１日施行）

27日㈭◇独立行政法人緑資源機構法附則第2条の

政令で定める日を定める政令（政令第470

号）を公布（同日施行）

28日㈮◇食品循環資源の再生利用等の促進に関す

る法律に基づく再生利用事業計画の承認に

関する省令の一部を改正する省令（財務

省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・

国土交通省・環境省令第１号）を公布（平

成15年12月１日施行）

◇容器包装に係る分別収集及び再商品化の

促進に関する法律施行規則の一部を改正す

る省令（財務省・厚生労働省・農林水産省・

経済産業省・環境省令第2号）を公布（平成

15年12月１日施行）

◇農業委員会等に関する法律施行規則の一

部を改正する省令（農林水産省令第126号）

を公布（平成15年12月１日施行）

◇海区漁業調整委員会の選挙等に関する省

令の一部を改正する省令（農林水産省令第

127号）を公布（平成15年12月１日施行）

◇食品循環資源の再生利用等の促進に関す

る法律に基づく再生利用事業を行う者の登

録に関する省令の一部を改正する省令（農

林水産省・経済産業省・環境省令第１号）

を公布（平成15年12月１日施行）

12 月

12月１日㈪◇水産政策審議会第12回施策部会の開催に

ついて（水産庁漁政部企画課）

◇冷凍水産物需給情報 －平成15年度第3

回冷凍水産物需給情報検討会の結果（年末

年始の見通し）－（水産庁漁政部加工流通

課）

◇第６回農林水産省政策評価会経営局専門

部会提出資料の公開について（経営局経営

政策課）

◇野菜に関する月間情報（11月分）の提供

について（生産局野菜課）

◇主要食料品の小売価格等の見通し（消

費・安全局消費・安全政策課）

◇いぐさ「ひのみどり」の輸入差止申立て

について（生産局種苗課）

◇藻場・干潟環境保全委託事業にて製作さ

れた映画「海の森づくり」第47回日本紹介

映画・ビデオコンクールにおいて金賞受賞

（水産庁増殖推進部漁場資源課）

◇第12回「食品の表示に関する共同会議」

の開催について（消費・安全局表示・規格

課、厚生労働省）

◇平成15年度土地改良事業地区営農推進優

良事例表彰について（農村振興局計画部資

源課）

◇農業資材審議会農業機械化分科会検査部

会の開催及び一般傍聴について（生産局農

産振興課）

２日㈫◇コイヘルペスウイルス病に関する PCR

検査結果（栃木県・埼玉県・滋賀県・京都

府）（消費・安全局衛生管理課魚類安全室）

◇第32回 FAO総会への亀井農林水産大臣

の出席について（第1日目結果概要）（大臣

官房国際部国際政策課、国際経済課、国際

協力課）

３日㈬◇第32回 FAO総会への亀井農林水産大臣

の出席について（第2日目結果概要）（大臣

官房国際部国際政策課、国際経済課、国際

協力課）

◇「第１回林業普及指導事業の資格試験制

度等に関する検討会」の概要について（林

野庁森林整備部研究普及課）

◇加工食品の表示実施状況調査の結果（上

半期）（消費・安全局表示・規格課食品表示・

規格監視室）

◇～マチ類の資源回復計画の策定に着手

～ －日本海・九州西広域漁業調整委員会

第5回九州西部会結果概要－（水産庁資源管

理部管理課資源管理推進室）

◇豚コレラ関係の定期報告関連情報につい

て（消費・安全局衛生管理課）

◇インド洋まぐろ類委員会（IOTC）第8回

年次会合の開催について（水産庁資源管理
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部国際課）

◇農業の担い手育成に関する政策提案会の

出席者等の募集（大臣官房地方課地方提案

推進室）

◇第２回漁船漁業構造改革推進会議の開催

について（水産庁漁政部企画課）

◇平成15年11月６日に混入を確認した政府

保有に係る米国産精米の異物について（総

合食料局食糧部計画課）

◇政府保有に係る米国産精米の異物混入に

ついて（総合食料局食糧部計画課）

４日㈭◇「日ソ地先沖合漁業協定」に基づく日ロ

漁業委員会第20回会議の開催について（水

産庁資源管理部国際課）

◇森林組合の改革支援に関する実務者との

意見交換会の開催について（林野庁林政部

経営課）

◇平成15年度病害虫発生予報第８号（消

費・安全局植物防疫課）

◇亀井農林水産大臣とヴァラ国際獣疫事務

局長との会談概要について（消費・安全局

衛生管理課国際衛生対策室）

◇鳥取県産なし生果実のカナダ向け輸出の

解禁について（消費・安全局植物防疫課）

◇食のリスクコミュニケーション意見交換

会（広島）の開催及び参加申し込みについ

て（消費・安全局消費者情報官、内閣府）

◇コイヘルペスウイルス病に関する PCR

検査結果（滋賀県・京都府）（消費・安全局

衛生管理課魚類安全室）

５日㈮◇「東南アジア漁業センター（SEAFDEC）

を通じた持続的漁業を促進するための日

本・アセアン協力事業に関するセミナー」

の開催結果について（水産庁資源管理部国

際課海外漁業協力室）

◇第３回「国産材新流通・加工システム検

討委員会」の開催について（林野庁林政部

木材課）

◇平成15年度農林水産省タウンミーティン

グ（第２回）の開催について（大臣官房地

方課）

◇平成15年11月第４週の国内産米穀の卸・

小売価格の概況について（総合食料局食糧

部計画課）

◇第４回米の安定供給連絡会議の開催につ

いて（総合食料局食糧部計画課）

◇中国イカ釣り漁船の拿捕について －山

陰沖海域で日中漁業協定発効後初めて中国

漁船を拿捕－（水産庁資源管理部管理課指

導監督室）

◇農林水産省におけるイラク問題に係る取

組の再点検、強化等について（農林水産省

イラク問題対策本部事務局）

◇セミナー「生産情報公表 JAS規格につい

て ～作り手が分かる安心のしるし～」の

開催について（消費・安全局表示・規格課）

◇と畜場から排出される汚泥の肥料利用に

ついて（消費・安全局農産安全管理課）

◇「品目群リスト」に関する公開ヒアリン

グ（東京会場）の開催日程等について（消

費・安全局表示・規格課）

◇コイヘルペスウイルス病に関する PCR

検査結果（東京都・岐阜県・滋賀県・大分

県）（消費・安全局衛生管理課魚類安全室）

◇平成15年度第４回輸入米に係る特別売買

（SBS）の結果の概要（総合食料局食糧部

食糧貿易課）

８日㈪◇食品安全委員会への食品健康影響評価の

依頼について（消費・安全局衛生管理課薬

事・飼料安全室、農産安全管理課）

◇農林物資規格調査会部会の開催について

（消費・安全局表示・規格課）

◇第２回「第１種使用規程承認組換え作物

栽培実験指針」検討会の開催及び傍聴につ

いて（技術会議事務局技術安全課）

◇平成15年度下期のとうもろこし及び麦芽

の関税割当表（第2次）について（大臣官房

国際部貿易関税課）

◇日中漁業共同委員会第２回準備会合の開

催について（水産庁資源管理部国際課）

◇第２回普及職員資格試験制度等検討会の

開催及び傍聴について（生産局普及課）

◇食料・農業・農村政策審議会総合食料分

科会食糧部会の開催について（総合食料局

食料企画課）

◇第４回米の安定供給連絡会議議事次第及

び現在の米需給及び価格等の動向について

（総合食料局食糧部計画課）

９日㈫◇「国有林野の管理経営に関する基本計画」

の改訂について（林野庁国有林野部経営企

画課）

◇食料・農業・農村政策審議会（第６回）
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の資料について（大臣官房企画評価課）

◇林政審議会の概要について（林野庁国有

林野部経営企画課、林政部林政課）

◇コイヘルペスウイルス病に関する PCR

検査結果（京都府・宮崎県）（消費・安全局

衛生管理課魚類安全室）

10日㈬◇平成15年度第５回農業農村整備事業の効

率的実施に係る検討会の開催について（農

村振興局計画部事業計画課、整備部設計課）

◇農業の多面的機能に関するアセアン＋３

セミナーについて、下記のとおりでありま

したので、お知らせします。（大臣官房国際

部国際協力課海外技術協力室）

◇農林水産本省「消費者の部屋」の平成16

年前期特別展示スケジュールについて（消

費・安全局消費者情報官消費者の部屋）

◇第32回 FAO総会「議題９：IUU漁業問

題」の結果について（水産庁資源管理部国

際課）

◇「森林組合の改革支援に関する実務者と

の意見交換会」の概要（林野庁林政部経営

課）

◇第８回中・長期開門調査検討会議専門委

員会の開催について（農村振興局整備部農

地整備課）

◇農林水産政策研究所研究成果報告会の開

催について（農林水産政策研究所）

◇平成15年度田園自然再生活動コンクール

第2回審査委員会について（農村振興局計画

部資源課）

◇コイヘルペスウイルス病のまん延防止対

策について、別添１のとおり、都道府県あ

てに通知しましたのでお知らせします。（消

費・安全局衛生管理課魚類安全室）

◇産業構造審議会商品取引所分科会（第７

回）の開催について（総合食料局商品取引

管理官）

◇コイヘルペスウイルス病に関する PCR

検査結果（鹿児島県）（消費・安全局衛生管

理課魚類安全室）

◇デンマークからの家きん肉等の輸入停止

措置の解除について（消費・安全局衛生管

理課国際衛生対策室）

11日㈭◇「ニッポン食育フェア」の開催及び「地

域に根ざした食育コンクール2003」審査結

果について（消費・安全局消費者情報官）

◇「男女共同参画でいいことあったまち・

むらコンクール」表彰式及び受賞市町との

懇談会について（経営局女性・就農課）

◇１月は「食を考える」月間です ～年の

初めに、「食」についてみなさんで考えてみ

ませんか ～（消費・安全局消費者情報官）

◇りんご火傷病の植物検疫措置に関する

WTO上級委員会報告の採択について（消

費・安全局植物防疫課）

◇農業資材審議会農業機械化分科会検査部

会の概要について（生産局農産振興課）

◇全国の野生鳥獣類による農作物被害状況

について（平成14年度）（消費・安全局植物

防疫課）

◇コイヘルペスウイルス病に関する PCR

検査結果（千葉県）（消費・安全局衛生管理

課魚類安全室）

◇食料・農業・農村政策審議会 消費・安

全分科会家畜衛生部会 第１回家きん疾病

小委員会の開催について（消費・安全局衛

生管理課）

◇食料・農業・農村政策審議会 消費・安

全分科会家畜衛生部会 第１回牛豚等疾病

小委員会の開催について（消費・安全局衛

生管理課）

◇国有林野事業の林野・土地売払いについ

て（林野庁国有林野部業務課国有林野管理

室）

12日㈮◇日中漁業共同委員会準備会合の結果につ

いて（水産庁資源管理部国際課）

◇加工食品の原料原産地表示に関する公開

ヒアリング（東京会場）の開催について（消

費・安全局表示・規格課）

◇岡山県の萩原株式会社における畳表の

JAS法違反容疑に対する告発について（消

費・安全局表示・規格課食品表示・規格監

視室）

◇有害汚染物質ごとの対策に関する行動計

画について（消費・安全局総務課）

◇クローン牛の異動報告のとりまとめにつ

いて（Ｈ15.11.１～Ｈ15.11.30異動情報提

供分）（技術会議事務局技術安全課、生産局

畜産部畜産振興課生産技術室）

◇平成15年産麦の検査結果（速報）（平成15

年11月末日現在）（総合食料局食糧部消費流

通課）
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◇もち米のMA一般輸入方式による輸入

について（総合食料局食糧部計画課）

◇普通肥料の検査結果の公表について（消

費・安全局農産安全管理課）

◇第５回津波・高潮ハザードマップ研究会

の開催について（農村振興局整備部防災課、

水産庁漁港漁場整備部防災漁村課、内閣府、

国土交通省）

◇平成15年12月第１週の国内産米穀の卸・

小売価格の概況について（総合食料局食糧

部計画課）

◇平成15年産米の検査結果（速報値）（平成

15年11月末日現在）（総合食料局食糧部消費

流通課）

◇平成15年度外国産麦類検査実績の産地

（型）銘柄別、検査項目別平均値（平成15

年４月～10月）（総合食料局食糧部消費流通

課）

◇水産政策審議会第12回施策部会の結果に

ついて（水産庁漁政部企画課）

◇大韓民国からの家きん肉等の一時輸入停

止措置について（消費・安全局衛生管理課

国際衛生対策室）

◇第６回農村の地域資源に関する研究会の

開催について（農村振興局計画部事業計画

課、整備部設計課）

◇コイヘルペスウイルス病に関する PCR

検査結果（青森県）（消費・安全局衛生管理

課魚類安全室）

◇食糧・農業・農村政策審議会 総合食料

分科会食糧部会資料一覧（総合食料局食糧

部食糧貿易課、計画課）

15日㈪◇大規模流出油災害対応訓練について（水

産庁増殖推進部漁場資源課）

◇食料・農業・農村政策審議会 消費・安

全分科会家畜衛生部会 第２回衛生管理小

委員会の開催について（消費・安全局衛生

管理課）

◇第３回コイヘルペスウイルス病に関する

技術検討会の開催について（消費・安全局

衛生管理課魚類安全室）

◇気候変動枠組条約第９回締約国会合

（COP９）における吸収源 CDM の定義等

に関する決定の概要（林野庁森林整備部計

画課海外林業協力室）

16日㈫◇第８回中・長期開門調査検査会の開催に

ついて（農村振興局整備部農地整備課）

◇コイヘルペスウイルス病に関する PCR

検査結果（東京都）（消費・安全局衛生管理

課魚類安全室）

◇「平成15年度田園自然再生活動コンクー

ル」審査結果について（農村振興局計画部

資源課）

◇国内産主食用米穀（うるち米）の販売数

量（速報）（総合食料局食糧部計画課）

◇麦製品等の取引価格の推移（平成15年11

月分）（総合食料局食糧部計画課）

◇米の１人１ヵ月当たり消費量（平成15年

10月分）（総合食料局食糧部計画課）

◇第３回「国産材新流通・加工システム検

討委員会」（議事概要及び「最終報告書」）

について（林野庁林政部木材課）

◇インド洋まぐろ類委員会（IOTC）第８回

年次会合の結果について（水産庁資源管理

部国際課）

◇平成15年度第２回太平洋イワシ・アジ・

サバ等長期漁海況予報（水産庁増殖推進部

漁場資源課、独水産総合研究センター中央

水産研究所）

◇農林水産省 FTA本部（第２回）のお知ら

せ（大臣官房国際部国際政策課対外政策調

整室）

17日㈬◇「食を考える国民フォーラム」の開催に

ついて（消費・安全局消費者情報官）

◇水産庁漁業調査船照洋丸による海外まき

網漁業で利用される FADS周辺における

小型まぐろ類の行動調査の結果について

（水産庁増殖推進部漁場資源課、独水産総

合研究センター遠洋水産研究所）

◇水産庁漁業調査船照洋丸・開洋丸による

黒潮続流・南側再循環流域における国際重

要資源加入過程調査の実施について（水産

庁増殖推進部漁場資源課、独水産総合研究

センター中央水産研究所）

◇農業資材審議会飼料分科会及び同分科会

家畜栄養部会の開催及び一般傍聴について

（消費・安全局衛生管理課）

◇WTO一般理事会の概要（大臣官房国際

部国際経済課）

◇農林物資規格調査会部会の開催について

（消費・安全局表示・規格課）

◇平成16年度農林水産関係税制改正予定事
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項について（概要版）、平成16年度税制改正

予定事項（全体版）（経営局総務課）

◇日ロ地先沖合漁業協議について（水産庁

資源管理部国際課）

◇商品取引員に対する行政処分について

（総合食料局商品取引管理官付、経済産業

省）

◇コイヘルペスウイルス病に関する PCR

検査結果（岐阜県・滋賀県）（消費・安全局

衛生管理課魚類安全室）

◇大韓民国からの家きん肉等の一時輸入停

止措置について（消費・安全局衛生管理課

国際衛生対策室）

18日㈭◇「生産情報公表 JAS規格」説明会の開催

について（消費・安全局表示・規格課）

◇平成15年度林野公共事業の事業評価の結

果について（林野庁森林整備部整備課、計

画課）

◇食品安全委員会への食品健康影響評価の

依頼について（消費・安全局衛生管理課）

◇農林物資規格調査会の開催について（消

費・安全局表示・規格課）

◇第９回大規模林道事業の整備のあり方検

討委員会の開催について（林野庁森林整備

部整備課）

19日㈮◇第６回日韓漁業共同委員会第３回小委員

会の開催について（水産庁資源管理部国際

課）

◇農林物資規格調査会部会の審議の概要に

ついて（消費・安全局表示・規格課）

◇第４回保安林整備等のあり方に関する検

討会開催について（林野庁森林整備部治山

課）

◇日中漁業共同委員会準備会合の結果及び

第５回日中漁業共同委員会の開催について

（水産庁資源管理部国際課）

◇組換え体利用飼料の検査結果について

（消費・安全局衛生管理課薬事・飼料安全

室）

◇平成15年12月第２週の国内産米穀の卸・

小売価格の概況について（総合食料局食糧

部計画課）

◇第５回日中漁業共同委員会の結果につい

て（水産庁資源管理部国際課）

◇平成15砂糖年度１月～３月期における砂

糖及び異性化糖の需給見通し（生産局特産

振興課）

◇平成15年11月27日に混入を確認した政府

保有に係る米国産精米の異物について（総

合食料局食糧部計画課）

◇平成15年産新米の品質表示に係る特別調

査の実施状況（12月３日現在）（消費・安全

局表示・規格課食品表示・規格監視室）

◇平成15年12月19日付けプレスリリース

「第５回日中漁業共同委員会の結果につい

て」に掲載した文章について、訂正させて

頂きます。（水産庁資源管理部国際課）

◇第３回コイヘルペスウイルス病に関する

技術検討会の概要について（消費・安全局

衛生管理課魚類安全室）

◇政府備蓄米のカビ状の異物の発見につい

て（総合食料局食糧部消費流通課）

◇平成15年度第４回MA一般輸入米入札

結果の概要（総合食料局食糧部食糧貿易課）

◇コイヘルペスウイルス病に関する PCR

検査結果（京都府・鳥取県）（消費・安全局

衛生管理課魚類安全室）

20日㈯◇平成16年度農業農村整備事業予算 －一

次内示の概要－（農村振興局整備部設計課）

22日㈪◇アグリバイオ実用化・産業化研究の公募

開始とワークショップの開催について（技

術会議事務局先端産業技術研究課）

◇「主要木材の短期需給見通し（平成16年

第１四半期及び第２四半期）」について（林

野庁林政部木材課）

◇第９回中・長期開門調査検討会議の開催

について（農村振興局整備部農地整備課）

◇飼料安全法に基づく収去飼料等の試験結

果の公表について（消費・安全局衛生管理

課薬事・飼料安全室）

◇「食品の安全性及び機能性に関する総合

研究」研究課題提案募集のお知らせ（技術

会議事務局研究開発課）

◇第12回「食品の表示に関する共同会議」

の議事概要について（消費・安全局表示・

規格課、厚生労働省）

◇「農林水産省災害対策本部（第２回）」の

開催について（経営局経営政策課）

◇保安林整備等のあり方に関する検討会報

告について（林野庁森林整備部治山課）

◇食品の表示に関する共同会議報告書「生

鮮食品の原産地表示の今後のあり方につい
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て」の公表について（消費・安全局表示・

規格課、厚生労働省）

◇コイヘルペスウイルス病に関する PCR

検査結果（神奈川県）（消費・安全局衛生管

理課魚類安全室）

◇日韓 FTA締結交渉第1回会合の概要（大

臣官房国際部貿易関税課）

24日㈬◇第６回日韓漁業共同委員会の結果につい

て（水産庁資源管理部国際課）

◇米国における BSEの発生の疑いに係る

在日米国大使館との情報交換について（消

費・安全局衛生管理課）

◇ベルギー王国産きゅうり及びトマトの生

果実の輸入解禁について（消費・安全局植

物防疫課）

◇米国における BSEの発生の疑いについ

て（消費・安全局衛生管理課国際衛生対策

室）

◇農林水産省 BSE対策本部の開催につい

て（消費・安全局衛生管理課）

◇第12回ふるさと山村フォトコンテスト審

査結果について（農村振興局農村政策課）

◇平成16年度農業農村整備事業予算 －概

算決定の概要－（農村振興局整備部設計課）

◇民間結集型アグリビジネス創出技術開発

事業における平成16年度新規課題の募集に

ついて（技術会議事務局先端産業技術研究

課民間研究推進室）

◇シンポジウム「平成15年冷害を徹底検

証 」のご案内（生産局農産振興課、東北

農政局）

◇平成16年度組織改正の主要事項（大臣官

房文書課）

◇食料・農業・農村政策審議会 消費・安

全分科会家畜衛生部会 第２回衛管理小委

員会の開催延期について（消費・安全局衛

生管理課）

◇日本ハム㈱関連企業による未承認ワクチ

ンの販売、使用等について（消費・安全局

衛生管理課薬事・飼料安全室）

◇第８回農業資材審議会飼料分科会及び第

３回同分科会家畜栄養部会の概要について

（消費・安全局衛生管理課）

25日㈭◇再就職状況の公表について（大臣官房秘

書課）

◇ベリーズ及びセントビンセント船籍を有

するまぐろ延縄漁業に従事する船舶の我が

国港への寄港許可措置の解除について（水

産庁資源管理部管理課）

◇農林物資規格調査会部会の開催及び傍聴

の募集について（消費・安全局表示・規格

課）

◇「農林水産環境政策の基本方針」の決定

について（大臣官房環境政策課）

◇米政策改革に係るブロック説明会の実施

について（総合食料局食糧部計画課）

◇株式会社ニチレイが販売した「冷凍サラ

ダベース」における不正表示に対する措置

について（消費・安全局表示・規格課食品

表示・規格監視室）

◇ペルー水域における外国いか釣り漁船の

入漁条件について（水産庁資源管理部遠洋

課）

◇平成15年度中央食品表示ウォッチャー食

品表示状況モニタリング報告（第２回）に

ついて（消費・安全局表示・規格課）

◇農業農村整備事業等（補助事業分）の事

前評価結果について（農村振興局計画部事

業計画課、整備部水利整備課、農村整備課）

26日㈮◇中西部太平洋まぐろ類条約（WCPFC条

約）の発効について（水産庁資源管理部国

際課）

◇平成15年度農林水産省タウンミーティン

グ（第３回）の開催及び参加者の募集につ

いて（大臣官房地方課）

◇セイホクウィズ株式会社が製造したフロ

ーリングにおける不適正格付に対する措置

について（消費・安全局表示・規格課食品

表示・規格監視室）

◇水産物の市況について（平成15年12月及

び平成16年１月）（水産庁漁政部加工流通

課）

◇野菜の入荷量と価格の見通し（関東農政

局園芸特産課）

◇平成16年度における先端技術を利用した

農林水産研究高度化事業の研究課題の公募

について（技術会議事務局地域研究課）

◇平成15年12月４日に発見した政府備蓄米

のカビ状の異物について（総合食料局食糧

部消費流通課）

◇牛のせき柱を含む飼料、肥料の取扱い等

について（消費・安全局衛生管理課、農産
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安全管理課）

◇米国における BSEの発生について（消

費・安全局衛生管理課）

◇牛海綿状脳症（BSE）サーベイランスの

結果について（平成15年11月末まで）（消

費・安全局衛生管理課）

◇米国産牛肉等の輸入停止措置に伴う牛肉

の需給動向等について（生産局畜産部食肉

鶏卵課）

◇第9回大規模林道事業の整備のあり方検

討委員会の議事概要について（林野庁森林

整備部整備課）

◇コイヘルペスウイルス病に関する PCR

検査結果（青森県・宮崎県）（消費・安全局

衛生管理課魚類安全室）

◇中・長期開門調査検討会議報告書につい

て（農村振興局整備部農地整備課）

◇平成15年12月第３週の国内産米穀の卸・

小売価格の概況について（総合食料局食糧

部計画課）

27日㈯◇BSEに関する日米会合について（消費・

安全局衛生管理課）

28日㈰◇BSEに関する日米会合について（消費・

安全局衛生管理課）

法令>

12月２日㈫◇イモゾウムシの緊急防除に関する省令の

一部を改正する省令（農林水産省令第128

号）を公布（同日施行）

３日㈬◇森林法施行令の一部を改正する政令（政

令第472号）を公布（平成16年４月１日施行）

◇海洋生物資源の保存及び管理に関する法

律施行令の一部を改正する政令（政令第473

号）を公布（同日施行）

◇国立大学法人法等の施行に伴う関係政令

の整備等に関する政令（政令第483号）を公

布（平成16年４月１日施行）

４日㈭◇海洋生物資源の保存及び管理に関する法

律施行規則の一部を改正する省令（農林水

産省令第129号）を公布（同日施行）

５日㈮◇独立行政法人環境再生保全機構法施行令

（政令第489号）を公布（同日施行。ただし、

附則第18条から第41条まで、第43条及び第

44条の規定は、平成16年４月１日から施行）

８日㈪◇商品取引所法施行規則の一部を改正する

省令（農林水産省・経済産業省令第４号）

を公布（平成15年12月31日施行）

10日㈬◇容器包装に係る分別収集及び再商品化の

促進等に関する法律施行規則の一部を改正

する省令（財務省・厚生労働省・農林水産

省・経済産業省・環境省令第３号）を公布

（平成16年４月１日施行）

12日㈮◇担保物権及び民事執行制度の改善のため

の民法等の一部を改正する法律の施行期日

を定める政令（政令第509号）を公布（平成

16年４月１日施行）

◇受託業務保証金規則の一部を改正する省

令（農林水産省・経済産業省令第５号）を

公布（平成16年１月９日施行）

◇商品取引所法施行規則の一部を改正する

省令（農林水産省・経済産業省令第６号）

を公布（平成16年１月９日施行）

17日㈬◇日本中央競馬会法施行規則の一部を改正

する省令（農林水産省令第130号）を公布（平

成16年４月１日施行）

◇密集市街地における防災街区の整備の促

進に関する法律等の一部を改正する法律の

施行に伴う関係政令の整備等に関する政令

（政令第523号）を公布（密集市街地におけ

る防災街区の整備の促進に関する法律等の

一部を改正する法律の施行の日（平成15年

12月19日）から施行）

24日㈬◇植物防疫法施行規則の一部を改正する省

令（農林水産省令第131号）を公布（同日施

行）

25日㈭◇公職選挙法施行令の一部を改正する政令

（政令第537号）を公布（公職選挙法の一部

を改正する法律（平成15年法律第127号）の

施行の日（平成16年３月１日）から施行。

ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各

号に定める日から施行する。 略）

◇職業安定法及び労働者派遣事業の適正な

運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整

備等に関する法律の一部を改正する法律の

施行期日を定める政令（政令第541号）を公

布（平成16年３月１日施行）

◇仲裁法の施行に伴う関係政令の整理に関

する政令（政令第545号）を公布（仲裁法の

施行の日（平成16年３月１日）から施行。）

◇行政機関の保有する個人情報の保護に関

する法律等の施行に伴う関係政令の整備等

に関する政令（政令第551号）を公布（行政
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機関の保有する個人情報の保護に関する法

律の施行の日（平成17年４月１日）から施

行。ただし、次の各号に掲げる規定は、当

該各号に定める日から施行。 略）

◇石油公団法及び金属鉱業事業団法の廃止

等に関する法律の一部の施行に伴う関係政

令の整備等及び経過措置に関する政令（政

令第553号）を公布（法附則第１条第４号に

掲げる規定の施行の日（平成16年２月29日）

から施行。ただし、第22条から第26条まで

の規定は、同日施行）

◇日本中央競馬会の平成16事業年度におけ

る日本中央競馬会法第29条の２第３項の割

合等を定める政令（政令第558号）を公布（同

日施行）

１ 月

１月５日㈪◇BSEに関する日米会合について（消費・

安全局衛生管理課）

◇BSEに関する日米会合について（消費・

安全局衛生管理課）

◇平成16年度農林水産予算概算決定の概要

（大臣官房予算課）

◇豪州及びニュージーランドにおける牛肉

需給事情調査について（生産局畜産部食肉

鶏卵課）

◇牛肉の原産地表示の監視の強化について

（消費・安全局表示・規格課）

６日㈫◇平成15年度トレーサビリティシステム開

発事業の実証試験「ユビキタス ID技術を

用いた青果物トレーサビリティシステムの

構築」の実施について（消費・安全局消費・

安全政策課）

◇主要食料品の小売価格等の見通し（消

費・安全局消費・安全政策課）

◇商品取引員に対する行政処分について

（総合食料局商品取引管理官付、経済産業

省）

◇平成16年度農林水産予算主要施策別概算

決定の概要（未定稿）（大臣官房予算課）

７日㈬◇米国での BSE発生に伴う海外調査につ

いて（消費・安全局衛生管理課）

◇第４回「JAS制度のあり方検討会」の開

催及び傍聴の募集について（消費・安全局

表示・規格課）

８日㈭◇野菜に関する月間情報（12月分）の提供

について（生産局野菜課）

◇平成15年度農業農村整備事業の効率的実

施に係る検討会「農村整備事業の見直しに

ついて」の報告書について（農村振興局整

備部設計課、農村整備課、計画部事業計画

課）

９日㈮◇食料・農業・農村政策審議会 企画部会

（第３回）の開催及び傍聴について（大臣

官房企画評価課）

◇農林水産省国際コメ年推進本部の開催に

ついて（大臣官房国際部国際協力課）

◇日・マレーシア経済連携協定の第１回交

渉会合について（大臣官房国際部国際調整

課）

◇平成15年12月第４週の国内産米穀の卸・

小売価格の概況について（総合食料局食糧

部計画課）

◇「消費・安全局食の安全・安心施策の推

進のための工程表」について（消費・安全

局消費・安全政策課）

◇「消費・安全局設置から半年間のとりく

み」について（消費・安全局消費・安全政

策課）

◇常磐村農業協同組合有機農産物部会が生

産した米における不適正な有機農産物の格

付及び格付の表示に対する措置について

（消費・安全局表示・規格課）

◇平成15年度食品産業における技術開発支

援事業の公開成果発表会の開催のお知らせ

（総合食料局食品産業企画課技術室）

◇商品投資販売業者に対する行政処分につ

いて（総合食料局商品取引管理官付、経済

産業省）

◇ベトナムからの家きん肉等の一時輸入停

止措置について（消費・安全局衛生管理課

国際衛生対策室）

◇スペラーカナダ農業・農産・食料大臣と

亀井大臣との会談について（消費・安全局

衛生管理課）

◇第８回農業資材審議会農薬分科会の開催

について（消費・安全局農産安全管理課）

12日㈪◇国内における高病原性鳥インフルエンザ

の発生について（消費・安全局衛生管理課）

13日㈫◇高病原性鳥インフルエンザ対策本部の開

催について（消費・安全局衛生管理課）

◇水産庁漁業調査船照洋丸による産卵場に

農 政 日 誌 ― 469―



おけるミナミマグロ親魚の行動調査の実施

について（水産庁増殖推進部漁場資源課、

独水産総合研究センター遠洋水産研究所）

◇水産庁漁業調査船海洋丸による越冬期浮

漁類現存量推定調査の実施について（水産

庁増殖推進部漁場資源課、独水産総合研究

センター中央水産研究所）

◇林業用手持機械の振動・騒音測定値につ

いて（林野庁研究普及課技術開発推進室）

◇「ペットフード用及び肥料用の肉骨粉等

の当面の取扱いについて」の一部改正につ

いて（消費・安全局農産安全管理課）

◇米国での BSE発生に伴う海外調査につ

いて（日程の変更）（消費・安全局衛生管理

課）

◇平成15年度外国産麦類検査実績の産地

（型）銘柄別、検査項目別平均値（平成15

年４月～11月）（総合食料局食糧部消費流通

課）

◇ IATTC混獲作業部会の開催について

（水産庁資源管理部国際課）

◇細断型ロールベーラ、大型種子整列は種

装置、作物生育情報測定装置及び傾斜地果

樹用多目的モノレールの金型使用希望企業

の募集について（生産局農産振興課技術対

策室）

◇種苗法による品種登録について（生産局

種苗課）

◇セイホクウィズ株式会社が製造したフロ

ーリングにおける不適性格付に対する措置

について（消費・安全局表示・規格課食品

表示・規格監視室）

◇輸入肥料に係る肥料取締法の違反につい

て（消費・安全局農産安全管理課）

◇コイヘルペスウイルス病に関する PCR

検査結果（１月５日～12日分）（滋賀県）（消

費・安全局衛生管理課魚類安全室）

◇国内における高病原性鳥インフルエンザ

の発生について（第２報）（鳥インフルエン

ザウイルスの病性鑑定結果）（消費・安全局

衛生管理課）

14日㈬◇第10回大規模林道事業の整備のあり方検

討委員会の開催について（林野庁森林整備

部整備課）

◇ヴェネマン米国農務長官と亀井農林水産

大臣との電話会談について（消費・安全局

衛生管理課）

◇動物用生物由来原料基準の一部改正につ

いての意見・情報の募集について（消費・

安全局衛生管理課薬事・飼料安全室）

◇農林物資規格調査会総会の開催及び傍聴

の募集について（消費・安全局表示・規格

課）

◇平成15年度米加工品需要開発技術推進発

表会の開催について（総合食料局食糧部消

費流通課）

◇米の消費拡大に関する政策提案会の開催

について（大臣官房地方課地方提案推進室）

◇農林水産省国際コメ年推進本部の開催結

果概要について（大臣官房国際部国際協力

課）

◇「遺伝子組換え生物等の使用等の規制に

よる生物の多様性の確保に関する法律」に

規定する学識経験者の名簿の公表について

（消費・安全局農産安全管理課、技術会議

事務局技術安全課）

◇生物多様性影響評価検討会の開催につい

て（総合検討会及び農作物分科会合同検討

会）（技術会議事務局技術安全課）

15日㈭◇「品目群リスト」に関する公開ヒアリン

グ（地域会場）における意見陳述者等につ

いて（消費・安全局表示・規格課）

◇平成15年10月・11月度の蚕糸業需給・価

格動向（生産局特産振興課）

◇第２回健康で快適な給食施設等表彰につ

いて（総合食料局食品産業振興課外食産業

室）

◇平成15年度全国食料品消費モニター懇談

会の開催について（消費・安全局消費・安

全政策課）

◇豪州及びニュージーランドにおける牛肉

需給事情調査について（生産局畜産部食肉

鶏卵課）

◇「農業教育のあり方に関する勉強会」最

終論点整理について（経営局女性・就農課）

◇農業者大学校創立35周年記念大会の開催

及び亀井農林水産大臣の出席について（経

営局女性・就農課、独農業者大学校）

◇食料・農業・農村政策審議会 消費・安

全分科会家畜衛生部会 第２回家きん疾病

小委員会に関する概要について（消費・安

全局衛生管理課）
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16日㈮◇台湾からの家きん肉等の一時輸入停止措

置について（消費・安全局衛生管理課国際

衛生対策室）

◇第９回日米漁業協議委員会の開催につい

て（水産庁資源管理部国際課）

◇普通肥料の検査結果の公表について（消

費・安全局農産安全管理課）

◇平成16年１月第２週の国内産米穀の卸・

小売価格の概況について（総合食料局食糧

部計画課）

◇政府備蓄米のカビ付着の発見について

（総合食料局食糧部消費流通課）

◇平成15年産麦の検査結果（速報）（平成15

年12月末日現在）（総合食料局食糧部消費流

通課）

◇平成15年産米の検査結果（速報値）（平成

15年12月末日現在）（総合食料局食糧部消費

流通課）

◇農林水産本省等において行う契約に係る

競争参加資格の審査の申請等についてのお

知らせ（大臣官房経理課）

◇世界遺産条約に基づく世界遺産一覧表へ

の記載に係る今年度推薦物件について（林

野庁森林整備部森林保全課）

19日㈪◇平成16年１月第３週の牛肉小売価格の調

査結果について（消費・安全局消費・安全

政策課）

◇麦製品等の取引価格の推移（平成15年12

月分）（総合食料局食糧部計画課）

◇第３回普及職員資格試験制度等検討会の

開催及び傍聴について（経営局普及課）

◇米国での BSE発生に伴う海外調査につ

いて（消費・安全局衛生管理課）

◇飼料安全法に基づく収去飼料等の試験結

果の公表について（消費・安全局衛生管理

課薬事・飼料安全室）

20日㈫◇第11回大規模林道事業の整備のあり方検

討委員会の開催について（林野庁森林整備

部整備課）

◇平成16年度食品産業における技術開発支

援事業の課題募集のお知らせについて（総

合食料局食品産業企画課技術室）

◇高病原性鳥インフルエンザに係る情報提

供（第３報）＜分離ウイルスの遺伝子解析の

実施状況について＞（消費・安全局衛生管

理課）

◇平成15年度全国食料品消費モニター懇談

会の結果について（消費・安全局消費・安

全政策課）

◇食のリスクコミュニケーション意見交換

会（高松）の開催及び参加申し込みについ

て（消費・安全局消費者情報官、内閣府）

21日㈬◇第９回日米漁業協議委員会の結果につい

て（水産庁資源管理部国際課）

◇第４回 IATTC混獲作業部会の結果につ

いて（水産庁資源管理部国際課）

◇日・メキシコ EPA交渉次官級非公式協

議の開催について（大臣官房国際部国際調

整課）

◇食料・農業・農村政策審議会 経営分科

会の開催について（経営局保険管理官）

◇米国産牛肉等の輸入停止措置に伴う牛肉

の需給動向について（生産局畜産部食肉鶏

卵課）

◇農林物資規格調査会部会の開催について

（消費・安全局表示・規格課）

◇米の１人１ヵ月当たり消費量（平成15年

11月分）（総合食料局食糧部計画課）

◇国内産主食用米穀（うるち米）の販売数

量（速報）（総合食料局食糧部計画課）

◇BSEに関する日米会合について（消費・

安全局衛生管理課）

22日㈭◇第２回林業普及指導事業の資格試験制度

等に関する検討会の開催について（林野庁

森林整備部研究普及課）

◇林政審議会施策部会の開催及び一般傍聴

について（林野庁林政部企画課）

◇豊かな東京湾の再生を目指して －第25

回全国豊かな海作り大会支援事業－（水産

庁増殖推進部漁場資源課）

◇米の消費拡大に関する政策提案会の概要

について（大臣官房地方課地方提案推進室）

◇第10回大規模林道事業の整備のあり方検

討委員会の議事概要について（林野庁森林

整備部整備課）

◇タイからの家きん肉等の一時輸入停止措

置について（消費・安全局衛生管理課国際

衛生対策室）

◇日・メキシコ EPA交渉次官級非公式協

議第１日目について（大臣官房国際部国際

調整課）

23日㈮◇農林物資規格調査会部会の開催及び傍聴
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の募集について（消費・安全局表示・規格

課）

◇平成16年１月第３週の国内産米穀の卸・

小売価格の概況について（総合食料局食糧

部計画課）

◇高病原性鳥インフルエンザ対策に関する

緊急調査研究について（技術会議事務局地

域研究課）

◇タイからの家きん肉等の一時輸入停止措

置について（第２報）（消費・安全局衛生管

理課国際衛生対策室）

◇クローン牛の異動報告のとりまとめにつ

いて（Ｈ15.12.１～Ｈ15.12.31異動情報提

供分）（技術会議事務局技術安全課、生産局

畜産部畜産振興課生産技術室）

◇「森林セラピー効果」の医学的解明へ向

けた新たな取り組み（林野庁森林整備部研

究普及課）

◇農林水産省幹部職員名簿（平成16年１月

13日現在）（大臣官房秘書課）

◇米国農務省穀物等需給報告（2004年１月

12日発表ポイント）（総合食料局食料政策

課）

◇米国農務省穀物等需給報告（2003年９月

11日発表ポイント）（総合食料局食料政策

課）

◇米国農務省穀物等需給報告（2003年10月

10日発表ポイント）（総合食料局食料政策

課）

◇米国農務省穀物等需給報告（2003年11月

12日発表ポイント）（総合食料局食料政策

課）

◇米国農務省穀物等需給報告（2003年12月

11日発表ポイント）（総合食料局食料政策

課）

26日㈪◇インドネシア及びカンボジアからの生き

た家きん等の一時輸入停止措置について

（消費・安全局衛生管理課国際衛生対策室）

◇第３回漁船漁業構造改革推進会議の開催

について（水産庁漁政部企画課）

◇水産政策審議会第14回資源管理分科会の

開催について（水産庁漁政部漁政課）

◇平成16年１月第４週の牛肉小売価格の調

査結果について（消費・安全局消費・安全

政策課）

◇平成15年度農林水産省農作物新品種命名

登録（第２回）について（技術会議事務局

地域研究課）

◇第４回消費者・生産者・食品事業者等と

の懇談会の開催について（消費・安全局消

費・安全政策課）

◇細断型ロールベーラ、大型種子整列は種

装置、作物生育情報測定装置及び傾斜地果

樹用多目的モノレールの金型使用者の決定

について（生産局農産振興課技術対策室）

◇食料・農業・農村政策審議会 農村振興

分科会農業農村整備部会 平成15年度第２

回企画小委員会の開催について（農村振興

局事業計画課）

◇種馬鈴しょの不正流通について（消費・

安全局植物防疫課）

◇コイヘルペスウイルス病に関する PCR

検査結果（１月13日～25日分）（岐阜県）（消

費・安全局衛生管理課魚類安全室）

◇我が国に輸入される鳥類に対する輸入検

査体制の強化について（消費・安全局衛生

管理課国際衛生対策室）

◇食料・農業・農村政策審議会 生産分科

会平成15年度第１回畜産企画部会の開催及

び傍聴について（生産局畜産部畜産企画課）

◇平成15年の水産庁による外国漁船取締実

績について －拿捕は過去最高の前年に次

ぐ件数、違法設置漁具押収は過去最高の押

収件数となった。－（水産庁資源管理部管理

課指導監督室）

27日㈫◇タイ・バンコクにおける鳥インフルエン

ザに関する国際会議への出席について（消

費・安全局衛生管理課国際衛生対策室）

◇国際水田・水環境ネットワーク（INWE-

PF）準備会議の開催について（農村振興局

整備部水利整備課）

◇種馬鈴しょの不正流通に係る名古屋青果

㈱への対応について（総合食料局流通課卸

売市場室）

◇第７回農村の地域資源に関する研究会の

開催について（農村振興局計画部事業計画

課、整備部設計課）

◇韓国中型機船底びき網漁船の拿捕につい

て －本年初めての外国漁船の拿捕－（水

産庁資源管理部管理課指導監督室）

◇中華人民共和国からの生きた家きん等の

一時輸入停止措置について（消費・安全局
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衛生管理課国際衛生対策室）

◇ラオス及びパキスタンからの生きた家き

ん等の一時輸入停止措置について（消費・

安全局衛生管理課国際衛生対策室）

28日㈬◇抗菌性飼料添加物の指定取消しについて

の意見・情報について（消費・安全局衛生

管理課）

◇日・フィリピン経済連携協定の第１回交

渉会合について（大臣官房国際部国際調整

課）

◇第11回大規模林道事業の整備のあり方検

討委員会の議事概要について（林野庁森林

整備部整備課）

29日㈭◇平成15年度病害虫発生予報第９号（消

費・安全局植物防疫課）

◇木の文化を支える森づくり活動について

（林野庁国有林野部業務課国有林野総合利

用推進室）

◇「まぐろの需給情報」－平成15年度第４回

まぐろ需給協議会予測部会の結果－（水産

庁漁政部加工流通課）

◇牛海綿状脳症（BSE）サーベイランスの

結果について（平成15年12月末まで）（消

費・安全局衛生管理課）

30日㈮◇平成15年国内産米穀のカドミウム含有状

況の調査結果について（消費・安全局農産

安全管理課）

◇第１回豊かな東京湾再生検討委員会の開

催について（水産庁増殖推進部漁場資源課）

◇平成15年度農林水産省タウンミーティン

グ（第３回）の開催について（大臣官房地

方課）

◇平成14年度農作業事故調査（死亡小票調

査） 平成13年の農作業死亡事故は396件

（生産局農産振興課）

◇水産物の市況について（平成16年１月及

び２月）－東京都中央卸売市場における平

成16年１月（12月21日～１月20日集計）の

市況と、平成16年２月の市況見通し（前月

との比較）－（水産庁漁政部加工流通課）

◇平成16年１月第４週の国内産米穀の卸・

小売価格の概況について（総合食料局食糧

部計画課）

◇スペイン産かんきつ類生果実の輸入解禁

について（消費・安全局植物防疫課）

◇平成15年度トレーサビリティ開発事業の

実証試験「青果物流通研究会における流通

履歴情報の共有システム構築と運用実験」

の実施について（消費・安全局消費・安全

政策課）

◇「米国の BSE対策に関する有識者懇談

会」の開催について（消費・安全局衛生管

理課）

◇有機農産物の認定生産工程管理者調査結

果について（消費・安全局表示・規格課）

◇平成15年度トレーサビリティシステム開

発事業の実証試験「加工食品の生産・加工・

流通過程における ID文化・結合に対応し

たトレーサビリティシステムの開発と実証

試験」の実施について（消費・安全局消費・

安全政策課）

◇野菜に関する月間情報（１月分）の提供

について（生産局野菜課）

◇食料・農業・農村政策審議会 企画部会

（第３回）の資料について（大臣官房企画

評価課）

◇第４回消費者・生産者・食品事業者等と

の懇談会の結果について（消費・安全局消

費・安全政策課）

◇日メキシコ EPA第13回実務者レベル会

合の結果について（大臣官房国際部国際政

策課）

◇野菜の入荷量と価格の見通し（関東農政

局）

法令>

１月８日㈭◇農林物資の規格化及び品質表示の適正化

に関する法律に基づく登録格付機関等を登

録する省令の一部を改正する省令（農林水

産省令第１号）を公布（同日施行）

◇農産物検査法施行規則の一部を改正する

省令（農林水産省令第２号）を公布（平成

16年４月１日施行）

15日㈭◇農林水産省組織規則の一部を改正する省

令（農林水産省令第３号）を公布（平成16

年１月15日施行）

◇飼料及び飼料添加物の成分規格等に関す

る省令の一部を改正する省令（農林水産省

令第４号）を公布（平成16年５月１日施行）

20日㈫◇農業協同組合及び農業協同組合連合会の

共済事業に関する省令の一部を改正する省

令（農林水産省令第５号）を公布（同日施
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行）

22日㈭◇独立行政法人農林水産消費技術センター

の業務運営並びに財務及び会計に関する省

令等の一部を改正する省令（農林水産省令

第６号）を公布（遺伝子組換え生物等の使

用等の規制による生物の多様性の確保に関

する法律の施行の日から施行）

29日㈭◇遺伝子組換え生物等の第二種使用等のう

ち産業上の使用等に当たって執るべき拡散

防止措置等を定める省令（財務省・厚生労

働省・農林水産省・経済産業省・環境省令

第１号）を公布（法の施行の日（平成16年

２月19日）から施行）

30日㈮◇農林水産省組織規則の一部を改正する省

令（農林水産省令第7号）を公布（平成16年

２月１日施行）

◇植物防疫法施行規則の一部を改正する省

令（農林水産省令第８号）を公布（同日施

行）

◇農業協同組合法第94条の２第４項に規定

する区分等を定める命令及び水産業協同組

合法第123条の２第４項に規定する区分等

を定める命令の一部を改正する命令（内閣

府・財務省・農林水産省令第１号）を公布

（平成16年４月１日施行）

◇農業協同組合及び農業協同組合連合会の

信用事業に関する命令等の一部を改正する

命令（内閣府・農林水産省令第１号）を公

布（平成16年４月１日施行）

２ 月

２月２日㈪◇農林物資規格調査会部会の開催及び傍聴

の募集について（消費・安全局表示・規格

課）

◇食料・農業・農村政策審議会 消費・安

全分科会家畜衛生部会 第３回家きん疾病

小委員会の開催について（消費・安全局衛

生管理課）

◇第４回北太平洋まぐろ類暫定科学委員会

（ISC）総会の開催について（水産庁資源管

理部国際課）

◇平成16年１月第５週の牛肉小売価格の調

査結果について（消費・安全局消費・安全

政策課）

◇外国漁船の拿捕について －２日連続、

韓国漁船の拿捕－（水産庁資源管理部管理

課指導監督室）

◇水産政策審議会第14回資源管理分科会の

結果について（水産庁漁政部漁政課）

◇水産政策審議会第四回漁港漁場整備分科

会の開催について（水産庁漁港漁場整備部

計画課）

◇『観光カリスマ百選』選定結果について

（第５回委員会の結果）（農村振興局地域振

興課、内閣府、国土交通省）

◇主要食料品の小売価格等の見通し（消

費・安全局消費・安全政策課）

◇コイヘルペスウイルス病に関する PCR

検査結果（１月26日～２月１日分）（消費・

安全局衛生管理課魚類安全室）

◇食料・農業・農村政策審議会 企画部会

（第４回）の開催及び傍聴について（大臣

官房企画評価課）

◇豚コレラ関係の定期報告関連情報につい

て（消費・安全局衛生管理課）

◇農林水産省本省「消費者の部屋」の平成

16年前期特別展示スケジュール（消費・安

全局消費者情報官消費者の部屋）

３日㈫◇「第２回林業普及指導事業の資格試験制

度等に関する検討会」の概要について（林

野庁森林整備部研究普及課）

◇第12回大規模林道事業の整備のあり方検

討委員会の開催について（林野庁森林整備

部整備課）

◇農林物資規格調査会総会の開催について

（消費・安全局表示・規格課）

◇「米国の BSE対策に関する有識者懇談

会」の開催について（場所変更）（消費・安

全局衛生管理課）

◇高病原性鳥インフルエンザまん延防止緊

急対策について（消費・安全局衛生管理課、

生産局畜産部畜産振興課）

◇食料・農業・農村政策審議会 生産分科

会 平成15年度第１回畜産企画部会の概要

について（生産局畜産部畜産企画課）

◇食料・農業・農村政策審議会 消費・安

全分科会家畜衛生部会 第３回家きん疾病

小委員会の概要（消費・安全局衛生管理課）

４日㈬◇国内産政府米に係る弾力的販売（入札的

手法）の結果の概要について（平成16年２

月４日決定分）（総合食料局食糧部消費流通

課）
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◇第４回「経営構造対策の在り方に関する

研究会」の開催について（経営局構造改善

課）

◇平成16年度「ブランド・ニッポン」加工

食品供給促進等技術開発事業の課題募集開

始のお知らせ（総合食料局食品産業企画課

技術室）

◇食のリスクコミュニケーション意見交換

会（東京）の開催及び傍聴について（消費・

安全局消費者情報官、内閣府）

５日㈭◇農林物資規格調査会総会の審議の概要に

ついて（消費・安全局表示・規格課）

◇平成15年度トレーサビリティシステム開

発事業の実証試験「加工食品（スナック菓

子）トレーサビリティシステムの開発と実

証試験」実施について（消費・安全局消費・

安全政策課）

◇平成15年度トレーサビリティシステム開

発事業の実証試験「水産物トレーサビリテ

ィ基本システムおよび水産物 IDセンター

の構築」の実施について（消費・安全局消

費・安全政策課）

◇第８回農業資材審議会農薬分科会（議事

要旨）（消費・安全局農産安全管理課農薬対

策室）

◇日・フィリピン経済連携協定（EPA）交

渉第１回会合の概要（大臣官房国際部国際

調整課）

◇イベント等予定一覧（平成16年２月５日

現在）（平成16年２月～３月）（大臣官房情

報課）

６日㈮◇平成15年度下期のとうもろこしの関税割

当て（コーンスターチ用第２次）について

（大臣官房国際部貿易関税課）

◇食料・農業・農村政策審議会 農村振興

分科会農業農村整備部会 平成15年度第３

回技術小委員会の開催について（農村振興

局計画部事業計画課）

◇民間結集型アグリビジネス創出技術開発

事業における平成16年度新規課題の応募状

況について（技術会議事務局先端産業技術

研究課民間研究推進室）

◇平成16年１月第５週の国内産米穀の卸・

小売価格の概況について（総合食料局食糧

部計画課）

◇第13回「食品の表示に関する共同会議」

の開催について（消費・安全局表示・規格

課、厚生労働省）

◇平成15年国内産麦の残留農薬の調査結果

について（消費・安全局農産安全管理課）

◇日・タイ経済連携協定の第１回交渉会合

について（大臣官房国際部国際調整課）

◇林政審議会施策部会の概要について（林

野庁林政部企画課）

◇商品取引員アイコムの破綻に関する調査

結果について（総合食料局商品取引管理官）

◇水産政策審議会・第４回漁港漁場整備分

科会の結果について（水産庁漁港漁場整備

部計画課）

７日㈯◇米国からの生きた家きん等の一時輸入停

止措置について（消費・安全局衛生管理課

国際衛生対策室）

９日㈪◇平成16年２月第１週の牛肉小売価格の調

査結果について（消費・安全局消費・安全

政策課）

◇平成15年度国内産麦技術情報交換会の開

催について（総合食料局食糧部消費流通課）

◇第３回「第１種使用規程承認組換え作物

栽培実験指針」検討会の開催及び傍聴につ

いて（技術会議事務局技術安全課）

10日㈫◇種馬鈴しょの不正流通に係る名古屋青果

㈱の再発防止対策等について（総合食料局

流通課卸売市場室）

◇第４回北太平洋まぐろ類暫定科学委員会

（ISC）総会の結果について（水産庁資源管

理部国際課）

◇平成15年度第２回食料・農業・農村政策

審議会生産分科会果樹部会の開催について

（生産局果樹花き課）

◇第11回コーデックス連絡協議会の開催及

び一般傍聴の募集について（消費・安全局

消費・安全政策課、厚生労働省）

◇―女性で広げる地産地消－ 平成15年度

食アメニティ・コンテスト審査会の開催に

ついて（農村振興局農村政策課、㈶農村開

発企画委員会）

◇韓国いか釣り漁船の拿捕について －本

年4件目の拿捕－（水産庁資源管理部管理課

指導監督室）

◇大型クラゲに関する国際ワークショップ

の開催について（水産庁増殖推進部研究指

導課、独水産総合研究センター）
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◇「オーライ ニッポン全国大会」の開催

について（農村振興局農村政策課）

◇高病原性鳥インフルエンザに係る中国代

表団との会合について（消費・安全局衛生

管理課）

◇高病原性鳥インフルエンザに係るタイ農

産品・食品基準局長との会合について（消

費・安全局衛生管理課）

◇食料・農業・農村政策審議会 経営分科

会の議事の概要及び配付資料について（経

営局保険管理官）

12日㈭◇りんご火傷病の植物検疫措置に関する

WTO勧告の実施について（消費・安全局植

物防疫課）

◇「平成15年度優良ふるさと食品中央コン

クール」について（総合食料局食品産業企

画課、㈶食品産業センター）

◇「都市と農山漁村の共生・対流に関する

副大臣プロジェクトチーム」第７回会合開

催について（農村振興局農村政策課、内閣

府）

◇第３回「森・川・海のつながりを重視し

た豊かな漁場海域環境創出方策検討委員

会」の開催について（水産庁漁港漁場整備

部計画課、林野庁森林整備部治山課、国土

交通省）

◇政府が販売したタイ国産うるち精米の異

物混入について（総合食料局食糧部計画課）

◇第12回大規模林道事業の整備のあり方検

討委員会の議事概要について（林野庁森林

整備部整備課）

◇「大規模林道事業の整備のあり方検討委

員会」における建設予定区間の見直し結果

について（林野庁森林整備部整備課）

◇食料・農業・農村政策審議会 企画部会

（第４回）の資料について（生産局総務課）

◇家畜伝染病予防法施行規則の一部改正に

ついて（消費・安全局衛生管理課）

13日㈮◇亀井農林水産大臣の農業者大学校訪問に

ついて（経営局女性・就農課、独農業者大

学校）

◇相次ぐ韓国漁船の違法操業について －

韓国漁船の拿捕及び悪質な逃走－（水産庁

資源管理部管理課指導監督室）

◇農林物資規格調査会部会の開催について

（消費・安全局表示・規格課）

◇平成16年２月第１週の国内産米穀の卸・

小売価格の概況について（総合食料局食糧

部計画課）

◇平成15年度トレーサビリティシステム開

発事業の実証試験「鶏卵のトレーサビリテ

ィシステム」の実施および公開説明会につ

いて（消費・安全局消費・安全政策課）

◇平成15年産麦の検査結果（速報）（平成16

年１月末日現在）（総合食料局食糧部消費流

通課）

◇平成14年度農業農村整備事業の優良工事

等表彰について（農村振興局整備部設計課）

◇「和牛」表示に関する牛肉の表示特別調

査の実施について（消費・安全局表示・規

格課食品表示・規格監視室）

◇平成15年度トレーサビリティシステム開

発事業の実証試験「調理加工食品のトレー

サビリティおよび情報一元化管理システム

の開発」の実施について（消費・安全局消

費・安全政策課）

◇有限会社上州屋米穀店における精米の不

正表示に対する措置について（消費・安全

局表示・規格課食品表示・規格監視室）

◇平成15年産米の検査結果（速報値）（平成

16年１月末日現在）（総合食料局食糧部消費

流通課）

14日㈯◇高病原性鳥インフルエンザに係る移動制

限の解除等について（消費・安全局衛生管

理課）

16日㈪◇都市と農山漁村の共生･対流に関するプ

ロジェクトチーム第7回会合の概要（農村振

興局地域振興課）

◇水産政策審議会第13回施策部会の開催に

ついて（水産庁漁政部企画課）

◇平成16年２月第２週の牛肉小売価格の調

査結果について（消費・安全局消費・安全

政策課）

◇第８回栽培漁業のあり方検討会の開催に

ついて（水産庁増殖推進部栽培養殖課）

◇水田農業経営確立運動に係る講演会の開

催について（生産局農産振興課）

◇乾めん類の認定製造業者に対する認定の

取消し処分に伴う聴聞の実施について（消

費・安全局表示・規格課食品表示・規格監

視室）

◇マグロ類、鯨類、サケなど主要国際漁業
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資源の調査研究成果に関する会議の開催に

ついて（水産庁増殖推進部漁場資源課）

◇平成15年度トレーサビリティシステム開

発事業の実証試験「酪農・乳製品トレーサ

ビリティシステムの開発実証試験」の実施

および公開説明会について（消費・安全局

消費・安全政策課）

◇豚コレラ関係の定期報告関連情報につい

て（消費・安全局衛生管理課）

◇平成15年度外国産麦類検査実績の産地

（型）銘柄別、検査項目別平均値（平成15

年４月～12月）（総合食料局食糧部消費流通

課）

◇飼料安全法に基づく収去飼料等の試験結

果の公表について（消費・安全局衛生管理

課薬事・飼料安全室）

◇水産防疫体制に関する専門家会議の開催

について（消費・安全局水産防疫体制検討

室）

◇第１回水産防疫体制に関する専門家会議

の開催について（消費・安全局水産防疫体

制検討室）

◇第２回高病原性鳥インフルエンザ対策本

部の開催について（消費・安全局衛生管理

課）

◇高病原性鳥インフルエンザに係るタイ副

首相との会合について（消費・安全局衛生

管理課）

◇韓国はえ縄漁船の拿捕について －我が

国領海内での操業違反－（水産庁資源管理

部管理課指導監督室）

17日㈫◇第14回日豪植物検疫定期協議の開催につ

いて（消費・安全局植物防疫課）

◇国内において高病原性鳥インフルエンザ

を疑う事例の発生について（消費・安全局

衛生管理課）

◇食料・農業・農村政策審議会 企画部会

（第５回）の開催及び傍聴について（大臣

官房企画評価課）

◇平成15年度中山間地域等直接支払制度の

実施状況（見込み）について（農村振興局

地域振興課中山間地域振興室）

◇農林水産省食品安全緊急時対応基本指針

について（消費・安全局総務課）

◇第18回日・モロッコ政府間漁業協議の開

催について（水産庁資源管理部国際課海外

漁業協力室）

◇食料・農業・農村政策審議会 生産分科

会 平成15年度第１回畜産物価格等部会の

開催及び傍聴について（生産局畜産部畜産

企画課）

◇「和牛」表示に関する牛肉の特別調査に

おける DNA鑑定の公開デモンストレーシ

ョンについて（消費・安全局表示・規格課）

◇第９回 FAO水産物貿易小委員会の結果

について（水産庁資源管理部国際課）

◇日・タイ経済連携協定（EPA）交渉第１

回会合の概要（大臣官房国際部国際調整課）

◇国内における高病原性鳥インフルエンザ

の発生について（消費・安全局衛生管理課）

◇第８回農村の地域資源に関する研究会の

開催について（農村振興局計画部事業計画

課、整備部設計課）

18日㈬◇電子メールによる食の安全・安心に関す

る情報の提供について（消費・安全局消費

者情報官）

◇食料・農業・農村政策審議会 第11回施

策部会の開催及び一般傍聴について（大臣

官房情報課情報分析室）

◇米の１人１ヵ月当たり消費量（平成15年

12月分）（総合食料局食糧部計画課）

◇農業の担い手の育成に関する政策提案会

の開催について（大臣官房地方課地方提案

推進室）

◇みなみまぐろ保存委員会（CCSBT）に関

する日・豪・インドネシア協議、日・イン

ドネシア漁業協議、日・タイ漁業協議の開

催について（水産庁資源管理部国際課）

◇国内産主食用米穀（うるち米）の販売数

量（速報）（総合食料局食糧部計画課）

◇「21世紀の農林水産技術を展望するシン

ポジウム」の開催について（技術会議事務

局技術政策課技術情報室）

◇第３回むらの伝統文化顕彰の選賞結果に

ついて（農村振興局農村政策課）

19日㈭◇「遺伝子組換え生物等の使用等の規制に

よる生物の多様性の確保に関する法律」に

規定する学識経験者の名簿について（消

費・安全局農産安全管理課、技術会議事務

局技術安全課）

◇提案公募型の技術開発事業における大型

クラゲ対策について（水産庁増殖推進部研
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究指導課海洋技術室）

◇国内における高病原性鳥インフルエンザ

の発生について＜鳥インフルエンザウイル

スの病性鑑定結果＞（消費・安全局衛生管

理課）

◇第１回オーライ ニッポン大賞の選賞に

ついて（農村振興局農村政策課）

◇ IATTC第７回漁獲能力作業部会、第６

回財政作業部会の開催について（水産庁資

源管理部国際課）

◇麦製品等の取引価格の推移（平成16年１

月分）（総合食料局食糧部計画課）

◇第１回農林水産省政策評価会の開催及び

傍聴について（大臣官房企画評価課）

◇農林物資規格調査会総会の開催及び傍聴

の募集について（消費・安全局表示・規格

課）

◇平成15年度トレーサビリティシステム開

発事業の実証試験「集団給食事業者の野菜

サラダに使用する食材のトレーサビリティ

システム構築」の実施について（消費・安

全局消費・安全政策課）

20日㈮◇BSE対応食肉処理販売等特別資金及び

中堅外食事業者 BSE関連資金融通円滑化

事業の適用について（生産局畜産部食肉鶏

卵課、総合食料局食品産業振興課外食産業

室）

◇カナダからの生きた鳥類等の一時輸入停

止措置について（消費・安全局衛生管理課

国際衛生対策室）

◇農林物資規格調査会部会の開催について

（消費・安全局表示・規格課）

◇第４回普及職員資格試験制度等検討会の

開催及び傍聴について（経営局普及課）

◇第８回栽培漁業のあり方検討会の結果概

要について（水産庁増殖推進部栽培養殖課）

◇平成16年２月第２週の国内産米穀の卸・

小売価格の概況について（総合食料局食糧

部計画課）

◇第18回日・モロッコ政府間漁業協議の結

果について（水産庁資源管理部国際課海外

漁業協力室）

◇クローン牛の異動報告のとりまとめにつ

いて（Ｈ16.１.１～Ｈ16.１.31異動情報提

供分）（技術会議事務局技術安全課、生産局

畜産部畜産振興課生産技術室）

◇米国産牛肉等の輸入停止措置に伴う牛肉

の需給動向について（生産局畜産部食肉鶏

卵課）

◇バイオマス利活用優良表彰事業の創設に

ついて（農村振興局農村政策課農村整備総

合調整室）

◇食料・農業・農村政策審議会 消費・安

全分科会家畜衛生部会 第４回家きん疾病

小委員会の開催について（消費・安全局衛

生管理課）

◇平成15年度第５回MA一般輸入米入札

結果の概要（総合食料局食糧部食糧貿易課）

◇生物多様性影響評価検討会総合検討会の

開催及び傍聴について（技術会議事務局技

術安全課）

◇タイからの加熱処理家きん肉等の輸入再

開について（消費・安全局衛生管理課国際

衛生対策室）

21日㈯◇学校で飼育されている鳥が死亡した場合

の取扱いについて（消費・安全局衛生管理

課）

◇厚生労働省の第15回牛海綿状脳症

（BSE）の検査に係る専門家会議の開催に

ついて（消費・安全局衛生管理課）

22日㈰◇牛海綿状脳症（BSE）の確定診断の結果

について（消費・安全局衛生管理課）

23日㈪◇普通肥料の検査結果の公表について（消

費・安全局農産安全管理課）

◇農林水産研究開発レポート「海洋生態系

と水産資源」の発行について（技術会議事

務局技術政策課）

◇漁港における特区制度の創設について

（水産庁漁港漁場整備部計画課）

◇平成16年全国山火事予防運動の実施につ

いて －未来へとひきつぐ森です火の用

心－（林野庁森林整備部森林保全課森林保

護対策室）

◇林政審議会施策部会の開催及び一般傍聴

について（林野庁林政部企画課）

◇日本海・九州西広域漁業調整委員会第６

回九州西部会の開催について（水産庁資源

管理部管理課資源管理推進室）

◇第８回瀬戸内海広域漁業調整委員会の開

催について（水産庁資源管理部管理課資源

管理推進室）

◇第５回消費者・生産者・食品事業者等と
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の懇談会の開催について（消費・安全局消

費・安全政策課）

◇台湾はえ縄漁船の拿捕について（水産庁

資源管理部管理課指導監督室）

◇食料・農業・農村政策審議会 消費・安

全分科会家畜衛生部会 第４回家きん疾病

小委員会に関する概要（消費・安全局衛生

管理課）

◇タイの加熱処理家きん肉等の調査につい

て（消費・安全局衛生管理課国際衛生対策

室）

24日㈫◇拿捕した台湾漁船「金順豊66号」の乗組

員（中国人）の死亡について（水産庁資源

管理部管理課指導監督室）

◇米国からの生きた鳥類等の一時輸入停止

措置の継続について（消費・安全局衛生管

理課国際衛生対策室）

◇平成15年度トレーサビリティシステム開

発事業の実証試験「外食産業トレーサビリ

ティシステムの構築」の実施について（消

費・安全局消費・安全政策課）

◇第５回「JAS制度のあり方検討会」の開

催及び傍聴の募集について（消費・安全局

表示・規格課）

◇バイオマス・ニッポン総合戦略推進アド

バイザリーグループ第３回会合の開催につ

いて（大臣官房環境政策課資源循環室）

◇第１回水産防疫体制に関する専門家会議

の概要について（消費・安全局総務課水産

防疫体制検討室）

◇商品取引員に対する行政処分について

（総合食料局商品取引管理官付、経済産業

省）

◇第１種使用規程承認組換え作物栽培実験

指針の策定について（技術会議事務局技術

安全課）

25日㈬◇水産政策審議会第13回施策部会の結果に

ついて（水産庁漁政部企画課）

◇平成15年度第２回食料・農業・農村政策

審議会 生産分科会果樹部会の概要につい

て（生産局果樹花き課）

◇平成15年度食アメニティ・コンテストの

選賞について －女性でひろげる地産地

消－（農村振興局農村政策課）

◇平成15年度トレーサビリティシステム開

発事業の実証試験「ITを利用した生鮮及び

加工食品のトレーサビリティ情報の個別開

示システム」の実施について（消費・安全

局消費・安全政策課）

◇農林水産省政策評価会 林野庁専門部会

の開催及び傍聴のお知らせ（林野庁林政部

企画課）

◇発泡ポリスチレン製容器にしそ油又はエ

ゴマ油を加えた際のお湯もれの可能性につ

いて（消費・安全局消費・安全政策課、独

農林水産消費技術センター）

26日㈭◇第１回「野菜政策に関する研究会」の開

催及び傍聴について（生産局野菜課）

◇食品トレーサビリティシステム普及推進

セミナーの開催について（消費・安全局消

費・安全政策課、㈳農協流通研究所）

◇亀井農林水産大臣の国内出張について

（大臣官房地方課）

◇第２回森林組合の改革支援に関する実務

者との意見交換会の開催について（林野庁

林政部経営課）

◇農業の担い手育成に関する政策提案会の

概要について（大臣官房地方課地方提案推

進室）

◇食料・農業・農村政策審議会 生産分科

会 平成15年度第１回畜産物価格等部会の

概要（生産局畜産部畜産企画課）

◇加工原材料に係る政府所有ミニマム・ア

クセス米の試行的販売の実施について（総

合食料局食糧部計画課）

◇みなみまぐろ保存委員会（CCSBT）に関

する日・豪・インドネシア協議、日・イン

ドネシア漁業協議及び日・タイ漁業協議の

結果について（水産庁資源管理部国際課）

◇BSE患畜（第10例目）に関する情報（消

費・安全局衛生管理課）

27日㈮◇第13回農林業センサス等研究会の開催の

お知らせ（大臣官房統計部経営・構造統計

課センサス統計室）

◇ IATTC第７回漁獲能力作業部会、第6回

財政作業部会の結果概要（水産庁資源管理

部国際課）

◇国内において高病原性鳥インフルエンザ

を疑う事例の発生について（消費・安全局

衛生管理課）

◇第14回日豪植物検疫定期協議の結果につ

いて（消費・安全局植物防疫課）
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◇地鶏肉の JAS規格に係る登録認定機関

（徳島県畜産協会）に対する認定の停止命

令について（消費・安全局表示・規格課食

品表示・規格監視室）

◇水産物の市況について（平成16年２月及

び３月）－東京都中央卸売市場における平

成16年２月（１月21日～２月20日集計）の

市況と、平成16年３月の市況見通し（前月

との比較）－（水産庁漁政部加工流通課）

◇日韓 FTA締結交渉第２回会合の概要

（大臣官房国際部貿易関税課）

◇野菜の入荷量と価格の見通し（関東農政

局園芸特産課）

◇平成16年２月第３週の国内産米穀の卸・

小売価格の概況について（総合食料局食糧

部計画課）

◇野菜に関する月間情報（２月分）の提供

について（生産局野菜課）

◇タイにおける日本向け加熱処理家きん肉

等に関する施設の指定について（消費・安

全局衛生管理課国際衛生対策室）

◇消費者団体との施策意見交換会「食品に

関するリスクコミュニケーション －野菜

などの衛生管理－」の開催及び出席する消

費者団体の募集について（消費・安全局消

費者情報官）

◇大型クラゲに関する国際ワークショップ

の開催結果について（水産庁増殖推進部研

究指導課、独水産総合研究センター）

◇高病原性鳥インフルエンザの発生（第２

例目）に係る移動制限区域の縮小等につい

て（消費・安全局衛生管理課）

◇第５回消費者・生産者・食品事業者等と

の懇談会の結果について（消費・安全局消

費・安全政策課）

28日㈯◇国内における高病原性鳥インフルエンザ

の発生について（消費・安全局衛生管理課）

法令>

２月６日㈮◇海洋水産資源開発促進法施行令の一部を

改正する政令（政令第20号）を公布（平成

16年３月１日施行。ただし、別表駿河湾・

金洲ノ瀬海域の項の改正規定中「同県清水

市」を「同県静岡市」に改める部分は公布

の日から、同項の改正規定中「同県榛原郡」

を「同県御前崎市」に改める部分及び同表

若狭湾海域の項の改正規定は同年４月１日

から施行）

10日㈫◇家畜伝染病予防法施行規則の一部を改正

する省令（農林水産省令第９号）を公布（同

日施行）

12日㈭◇遺伝子組換え生物等の使用等の規制によ

る生物の多様性の確保に関する法律第24条

第１項の規定により納付すべき手数料の額

を定める政令（政令第21号）を公布（法の

施行の日（平成16年２月19日）から施行）

13日㈮◇工業標準化法に基づく表示認定等に関す

る省令の一部を改正する省令（厚生労働

省・農林水産省・経済産業省・国土交通省

令第１号）を公布（同日施行）

16日㈪◇農業共済再保険特別会計の農業勘定にお

ける平成15年度の再保険金の支払財源の不

足に充てるために行う積立金の歳入への繰

入れに関する法律（法律第４号）を公布（同

日施行）

17日㈫◇遺伝子組換え生物等の使用等の規制によ

る生物の多様性の確保に関する法律第32条

の規定による立入検査等及び報告に関する

省令（農林水産省令第10号）を公布（法の

施行の日（平成16年２月19日）から施行）

24日㈫◇農林水産省組織規則の一部を改正する省

令（農林水産省令第11号）を公布（平成16

年３月１日施行）

◇農業委員会等に関する法律施行規則の一

部を改正する省令（農林水産省令第12号）

を公布（１ 平成16年３月１日施行。２ こ

の省令による改正後の農業委員会等に関す

る法律施行規則の規定は、平成16年３月１

日以後その期日を告示される選挙について

適用し、同日の前日までにその期日を告示

された選挙については、なお従前の例によ

る。）

◇海区漁業調整委員会委員の選挙等に関す

る省令の一部を改正する省令（農林水産省

令第13号）を公布（１ 平成16年３月１日

施行。２ この省令による改正後の海区漁

業調整委員会委員の選挙等に関する省令の

規定は、平成16年３月１日以後その期日を

告示される選挙について適用し、同日の前

日までにその期日を告示された選挙につい

ては、なお従前の例による。）

27日㈮◇農業振興地域の整備に関する法律施行規
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則の一部を改正する省令（農林水産省令第

14号）を公布（平成16年２月29日施行）

◇消費生活用製品安全法施行規則の一部を

改正する省令（農林水産省・経済産業省令

第１号）を公布（平成16年３月１日施行）

３ 月

３月１日㈪◇第３回高病原性鳥インフルエンザ対策本

部の開催について（消費・安全局衛生管理

課）

◇平成16年２月第４週の牛肉小売価格の調

査結果について（消費・安全局消費・安全

政策課）

◇スギ間伐材のシステム販売協定を合板メ

ーカー及び県森連と締結（林野庁国有林野

部業務課）

◇「子ども農業体験活動実践フォーラム」

の開催について（経営局女性・就農課）

◇食品安全委員会への食品健康影響評価の

依頼について（消費・安全局衛生管理課薬

事・飼料安全室）

◇太平洋広域漁業調整委員会各部会の開催

について（水産庁資源管理部管理課資源管

理推進室）

◇日本海・九州西広域漁業調整委員会各部

会の開催について（水産庁資源管理部管理

課資源管理推進室）

◇特定防除資材（特定農薬）指定のための

評価に関する指針について（消費・安全局

農産安全管理課農薬対策室）

◇主要食料品の小売価格等の見通し（消

費・安全局消費・安全政策課）

◇国内における高病原性鳥インフルエンザ

の発生について＜鳥インフルエンザウイル

スの病性鑑定結果＞（消費・安全局衛生管

理課）

◇コイヘルペス病に関する PCR検査結果

（２月23日～２月29日分）（消費・安全局衛

生管理課魚類安全室）

２日㈫◇農林物資規格調査会部会の開催及び傍聴

の募集について（消費・安全局表示・規格

課）

◇食料・農業・農村政策審議会 消費・安

全分科会家畜衛生部会 第５回家きん疾病

小委員会の開催について（消費・安全局衛

生管理課）

◇WTO・FTAに関する意見交換会の実施

について（大臣官房国際部国際政策課、国

際経済課、国際調整課）

◇第４回森林の仕事を語るシンポジウムの

開催について（林野庁森林整備部研究普及

課）

◇平成15年度独農業・生物系特定産業技術

研究機構 生物系特定産業技術研究支援セ

ンター研究報告会の開催について（生産局

農産振興課、独農業・生物系特定産業技術

研究機構）

◇「冷凍水産物需給情報（平成16年３月）」－

平成15年度第４回冷凍水産物需給情報検討

会の結果－（水産庁漁政部加工流通課）

◇亀井農林水産大臣の現地視察について

（消費・安全局衛生管理課）

◇政府が販売したタイ国産うるち精米の異

物混入について（総合食料局食糧部計画課）

３日㈬◇第５回植物検疫に関する研究会の開催及

び傍聴について（消費・安全局植物防疫課）

◇国内産政府米に係る弾力的販売（入札的

手法）の結果の概要について（平成16年３

月３日決定分）（総合食料局食糧部消費流通

課）

◇第４回高病原性鳥インフルエンザ対策本

部の開催について（消費・安全局衛生管理

課）

◇第１回オーライ ニッポン大賞における

内閣総理大臣賞の授与について（農村振興

局農村政策課）

◇～資源回復計画の平成16年度作成に向け

て努力～ 日本海・九州西広域漁業調整委

員会第６回九州西部会開催結果（水産庁資

源管理部管理課資源管理推進室）

◇「我が国の競馬のあり方に係る有識者懇

談会」報告書について（生産局畜産部競馬

監督課）

◇高病原性鳥インフルエンザ防疫に関する

都道府県担当部長等会議の開催について

（消費・安全局衛生管理課）

◇平成15年度トレーサビリティシステム開

発事業の実証試験「インターネット、二次

元コード、SEICAデータベース、携帯電話

を利用し、生産・流通・店舗までを一貫し

たお茶を対象品目とするシステムの構築・

実証」の実施について（消費・安全局消費・
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安全政策課）

◇乾めん類の認定製造業者に対する認定の

取消し処分について（消費・安全局表示・

規格課食品表示・規格監視室）

◇国内における高病原性鳥インフルエンザ

の発生について＜鳥インフルエンザウイル

スの病性鑑定結果＞（消費・安全局衛生管

理課）

◇種苗法による品種登録について（生産局

種苗課）

◇農林水産省男女共同参画推進本部による

農村女性との意見交換会の開催について

（経営局女性・就農課女性・高齢者対策室）

◇第11回コーデックス連絡協議会の概要

（消費・安全局消費・安全政策課国際室、

厚生労働省）

◇食料・農業・農村政策審議会 消費・安

全分科会家畜衛生部会 第５回家きん疾病

小委員会に関する概要について（消費・安

全局衛生管理課）

◇高病原性鳥インフルエンザの発生（第２

例目）に係る搬出制限区域の解除について

（消費・安全局衛生管理課）

◇牛海綿状脳症（BSE）の調査状況につい

て（消費・安全局衛生管理課）

◇生物多様性影響評価検討会総合検討会の

開催及び傍聴について（技術会議事務局技

術安全課）

◇農林水産省男女共同参画推進本部による

農村女性との意見交換会の出席者の変更に

ついて（経営局女性・就農課女性・高齢者

対策推進室）

◇「我が国の競馬のあり方に係る有識者懇

談会」報告書について（生産局畜産部競馬

監督課）

４日㈭◇第８回瀬戸内海広域漁業調整委員会の結

果について（水産庁資源管理部管理課資源

管理推進室）

◇農村の地域資源に関する研究会中間とり

まとめについて（農村振興局計画部事業計

画課、整備部設計課）

◇「森林整備ワークショップ2004」の開催

について（林野庁森林整備部整備課造林間

伐対策室）

◇第13回「食品の表示に関する共同会議」

の議事概要について（消費・安全局表示・

規格課、厚生労働省）

◇韓国漁船の拿捕について －韓国漁船の

拿捕件数が平成14年度同期と並ぶ－（水産

庁資源管理部管理課指導監督室）

◇「森林組合の改革支援に関する実務者と

の意見交換会」の概要（林野庁林政部経営

課）

◇タイにおける日本向け加熱処理家きん肉

等に関する施設の指定について（消費・安

全局衛生管理課国際衛生対策室）

◇農林水産省独立行政法人評価委員会第15

回林野分科会の開催について（林野庁森林

整備部研究普及課）

◇国際水田・水環境ネットワーク（INWE-

PF）準備会議開催結果について（農村振興

局整備部水利整備課）

◇食品衛生に関する説明と意見交換の会の

開催（東京）について（消費・安全局消費

者情報官、厚生労働省）

◇りんご火傷病の植物検疫措置に関する第

１回日米技術協議について（消費・安全局

植物防疫課）

◇食料・農業・農村政策審議会 企画部会

（第５回）の資料について（農村振興局計

画部事業計画課）

５日㈮◇鳥インフルエンザの撲滅及び再発防止の

ためのタイへの協力（大臣官房国際部国際

協力課、消費・安全局衛生管理課）

◇「津波・高潮ハザードマップマニュアル」

の作成について（記者レクの御案内）（農村

振興局整備部防災課、水産庁漁港漁場整備

部防災漁村課、内閣府、国土交通省）

◇第１回独立行政法人農業者大学校の将来

方向に関する検討会の開催について（経営

局女性・就農課、独農業者大学校）

◇高病原性鳥インフルエンザ緊急対策チー

ムの設置について（消費・安全局総務課高

病原性鳥インフルエンザ緊急対策チーム）

◇平成16年２月第４週の国内産米穀の卸・

小売価格の概況について（総合食料局食糧

部計画課）

◇地方とのコミュニケーション推進本部・

地方農政局長等会議合同会合の開催につい

て（大臣官房地方課）

◇国内における高病原性鳥インフルエンザ

の発生について＜鳥インフルエンザウイル
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スの病性鑑定結果＞（消費・安全局衛生管

理課）

◇日・マレーシア経済連携協定の第２回交

渉会合について（大臣官房国際部国際調整

課）

◇農林水産省幹部職員名簿（平成16年３月

５日現在）（大臣官房秘書課）

◇カナダからの生きた家きん、家きん肉等

の一時輸入停止措置の一部解除について

（消費・安全局衛生管理課国際衛生対策室）

７日㈰◇食料・農業・農村政策審議会 消費・安

全分科会家畜衛生部会 第１回プリオン病

小委員会の開催について（消費・安全局衛

生管理課）

８日㈪◇国内における高病原性鳥インフルエンザ

の発生について＜鳥インフルエンザウイル

スの病性鑑定結果＞（消費・安全局衛生管

理課）

◇平成16年３月第１週の牛肉小売価格の調

査結果について（消費・安全局消費・安全

政策課）

◇第14回「食品の表示に関する共同会議」

の開催について（消費・安全局表示・規格

課、厚生労働省）

◇農林水産・食品分野の研究課題への提案

等の募集について（技術会議事務局技術政

策課）

◇第４回「森・川・海のつながりを重視し

た豊かな漁場海域環境創出方策検討委員

会」の開催について（水産庁漁港漁場整備

部計画課、林野庁森林整備部治山課、国土

交通省）

◇林政審議会施策部会の概要について（林

野庁林政部企画課）

◇牛海綿状脳症（BSE）サーベイランスの

結果について（平成16年１月末まで）（消

費・安全局衛生管理課）

◇食料・農業・農村政策審議会 消費・安

全分科会家畜衛生部会 第１回プリオン病

小委員会の開催について（消費・安全局衛

生管理課）

◇タイにおける日本向け加熱処理家きん肉

等に関する施設の指定について（消費・安

全局衛生管理課国際衛生対策室）

◇国内における高病原性鳥インフルエンザ

ウイルスの分離について＜鳥インフルエン

ザウイルスの病性鑑定結果＞（消費・安全

局衛生管理課）

◇食料・農業・農村政策審議会 企画部会

（第６回）の開催及び傍聴について（大臣

官房企画評価課）

◇「食品に関するリスクコミュニケーショ

ン（鳥インフルエンザワクチンに関する意

見交換会）」の開催及び傍聴者の募集につい

て（消費・安全局消費者情報官）

◇消費者団体との施策意見交換会「食品に

関するリスクコミュニケーション －食品

のトレーサビリティ－」の開催及び出席す

る消費者団体の募集について（消費・安全

局消費者情報官）

◇農林水産省政策評価会 総合食料局専門

部会の開催及び傍聴について（総合食料局

食料企画課）

９日㈫◇第２回水産防疫体制に関する専門家会議

の開催について（消費・安全局総務課水産

防疫体制検討室）

◇家畜疾病経営維持資金の拡充について

（生産局畜産部畜産企画課）

◇平成15年12月・16年１月度の蚕糸業需

給・価格動向（生産局特産振興課）

◇種苗法による品種登録について（生産局

種苗課）

◇04北海道インターネット就農相談会の開

催について（大臣官房地方課北海道対策室）

◇「津波・高潮ハザードマップマニュアル」

の作成について（農村振興局整備部防災課、

水産庁漁港漁場整備部防災漁村課、内閣府、

国土交通省）

◇ウサビアガ メキシコ農牧大臣と亀井農

林水産大臣との会談について（大臣官房国

際部国際調整課）

◇第４回漁船漁業構造改革推進会議の開催

について（水産庁漁政部企画課）

◇農林水産省政策評価会 林野庁専門部会

の概要（林野庁林政部企画課）

◇国内における高病原性鳥インフルエンザ

の発生について＜鳥インフルエンザウイル

スの病性鑑定結果＞（消費・安全局衛生管

理課）

◇食料・農業・農村政策審議会 消費・安

全分科会家畜衛生部会 第１回プリオン病

小委員会の検討結果について（消費・安全
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局衛生管理課）

◇高病原性鳥インフルエンザに関する周知

徹底について（消費・安全局衛生管理課）

10日㈬◇カナダからの生きた家きん、家きん肉等

の輸入停止措置について（消費・安全局衛

生管理課国際衛生対策室）

◇女性農業者の法的地位の明確化と強化に

ついて（女性農業経営者の位置づけ諸問題

検討会報告）（経営局女性・就農課女性・高

齢者対策推進室）

◇木材利用に関する革新的な技術開発課題

の公募について（林野庁林政部木材課）

◇農林物資規格調査会総会の開催について

（消費・安全局表示・規格課）

◇「森林の健康と癒し効果に関する科学的

実証調査」の結果について（林野庁森林整

備部計画課）

◇地方とのコミュニケーション推進本部・

地方農政局長等会議合同会議の資料につい

て（大臣官房地方課）

◇第２回水産防疫体制に関する専門家会議

の概要について（消費・安全局総務課水産

防疫体制検討室）

◇平成15年度第２回農林水産省政策評価会

水産庁専門部会の開催及び傍聴について

（水産庁漁政部漁政課）

◇獣医師法第８条第２項の規定に基づく獣

医師の処分について（消費・安全局衛生管

理課）

◇高病原性鳥インフルエンザ防疫マニュア

ルの一部改正及び本病の発生（第２例目）

に係る移動制限区域の解除等について（消

費・安全局衛生管理課）

◇有機農産物等の登録認定機関（特定非営

利活動法人オーガニック認証協会）の認定

業務の廃止について（消費・安全局表示・

規格課食品表示・規格監視室）

◇高病原性鳥インフルエンザ対策に係る行

政の連携の緊密化について（消費・安全局

衛生管理課）

◇国際コメ年記念キャンペーン「ライスラ

ンド北陸2004」の取組について（大臣官房

地方課）

◇平成16年度のナチュラルチーズの関税割

当てについて（大臣官房国際部貿易関税課）

11日㈭◇食料・農業・農村政策審議会 生産分科

会 平成15年度第２回畜産物価格等部会の

開催及び傍聴について（生産局畜産部畜産

企画課）

◇第３回バイオマス・ニッポン総合戦略推

進会議の開催について（大臣官房環境政策

課資源循環室）

◇第１回農林水産省政策評価会 消費・安

全局専門部会の開催及び傍聴について（消

費・安全局総務課）

◇カルフール・ジャパン㈱カルフール尼崎

店における豚肉の原産地の不正表示に対す

る措置について（消費・安全局表示・規格

課食品表示・規格監視室）

◇平成16年度（上期）の関税割当公表につ

いて（大臣官房国際部貿易関税課）

◇政府保有に係る米国産うるち精米の異物

混入について（総合食料局食糧部計画課）

◇国内における高病原性鳥インフルエンザ

ウイルスの分離について＜鳥インフルエン

ザウイルスの病性鑑定結果＞（消費・安全

局衛生管理課）

◇平成16年度上期のとうもろこしの関税割

当てについて（大臣官房国際部貿易関税課）

◇平成16年度上期の麦芽の関税割当てにつ

いて（大臣官房国際部貿易関税課）

◇平成16年度上期のアルコール製造用糖み

つの関税割当てについて（大臣官房国際部

貿易関税課）

◇平成16年度上期の無糖ココア調製品の関

税割当てについて（大臣官房国際部貿易関

税課）

◇平成16年度のトマトピューレ及びトマト

ペーストの関税割当てについて（大臣官房

国際部貿易関税課）

◇平成16年度のパイナップル缶詰の関税割

当てについて（大臣官房国際部貿易関税課）

◇平成16年度の「その他の乳製品」の関税

割当てについて（大臣官房国際部貿易関税

課）

◇平成16年度の学校等給食用以外の脱脂粉

乳の関税割当てについて（大臣官房国際部

貿易関税課）

◇平成16年度の学校等給食用脱脂粉乳の関

税割当てについて（大臣官房国際部貿易関

税課）

◇平成16年度の無糖れん乳の関税割当てに
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ついて（大臣官房国際部貿易関税課）

◇平成16年度の無機質濃縮ホエイの関税割

当てについて（大臣官房国際部貿易関税課）

◇平成16年度配合飼料用ホエイ及び調製ホ

エイの関税割当てについて（大臣官房国際

部貿易関税課）

◇平成16年度の乳幼児用調製粉乳用ホエイ

等の関税割当てについて（大臣官房国際部

貿易関税課）

◇平成16年度のバター及びバターオイルの

関税割当てについて（大臣官房国際部貿易

関税課）

◇平成16年度雑豆の関税割当てについて

（大臣官房国際部貿易関税課）

◇平成16年度上期のでん粉等の関税割当て

について（大臣官房国際部貿易関税課）

◇平成16年度の落花生の関税割当てについ

て（大臣官房国際部貿易関税課）

◇平成16年度のこんにゃく芋の関税割当て

について（大臣官房国際部貿易関税課）

◇平成16年度の調製食用脂の関税割当てに

ついて（大臣官房国際部貿易関税課）

◇平成16年度の繭の関税割当てについて

（大臣官房国際部貿易関税課）

12日㈮◇食料・農業・農村政策審議会 農村振興

分科会農業農村整備部会 平成15年度第２

回国際小委員会の開催について（農村振興

局計画部事業計画課）

◇林政審議会の開催及び一般傍聴について

（林野庁林政部林政課）

◇日メキシコ経済連携・閣僚会合（テレビ

会議）について（大臣官房国際部国際調整

課）

◇農林物資規格調査会総会の審議の概要に

ついて（消費・安全局表示・規格課）

◇平成15年度外国産麦類検査実績の産地

（型）銘柄別、検査項目別平均値（平成15

年４月～16年１月）（総合食料局食糧部消費

流通課）

◇平成16年３月第１週の国内産米穀の卸・

小売価格の概況について（総合食料局食糧

部計画課）

◇「第２回「森の 聞き書き甲子園”」フォ

ーラム開催のお知らせ」について（林野庁

森林整備部森林保全課、文部科学省）

◇第４回コイヘルペスウイルス病に関する

技術検討会の開催について（消費・安全局

衛生管理課魚類安全室）

◇有明海・八代海再生特措法に基づく促進

協議会幹事会について（水産庁増殖推進部

漁場資源課）

◇平成15年産麦の検査結果（速報）（平成16

年２月末日現在）（総合食料局食糧部消費流

通課）

◇平成15年産米の検査結果（速報値）（平成

16年２月末日現在）（総合食料局食糧部消費

流通課）

◇日本国とメキシコ合衆国との間の経済連

携の強化のための協定（大臣官房国際部国

際調整課）

◇日メキシコ経済連携協定に関する大筋合

意について（大臣官房国際部国際調整課）

15日㈪◇国内における高病原性鳥インフルエンザ

ウイルスの分離について＜鳥インフルエン

ザウイルスの病性鑑定結果＞（消費・安全

局衛生管理課）

◇「アグリコール」廃止のお知らせ（大臣

官房情報課）

◇水産政策審議会第14回施策部会の開催に

ついて（水産庁漁政部企画課）

◇平成16年３月第２週の牛肉小売価格の調

査結果について（消費・安全局消費・安全

政策課）

◇平成16年度特別企画展示「農と水」－農業

技術発達資料館内覧会のご案内－（技術会

議事務局技術政策課、独農業・生物系特定

産業技術研究機構）

◇農林水産本省「消費者の部屋特別展示」

“－KHVが人に感染することはありませ

ん－ ふるさとの味、鯉を食べて元気にな

ろう”の実施について（水産庁増殖推進部

栽培養殖課）

◇中山間地域等総合対策検討会（第12回）

の開催について（農村振興局地域振興課中

山間地域振興室）

◇種苗法による品種登録について（生産局

種苗課）

◇食料・農業・農村政策審議会 農村振興

分科会 第５回農業農村整備部会の開催に

ついて（農村振興局計画部事業計画課）

16日㈫◇食料・農業・農村政策審議会 総合食料

分科会食糧部会の開催について（総合食料
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局食料企画課）

◇第４回コイヘルペスウイルス病に関する

技術検討会の概要について（消費・安全局

衛生管理課魚類安全室）

◇高病原性鳥インフルエンザに係るカラス

等の検査の実施について（消費・安全局衛

生管理課）

◇高病原性鳥インフルエンザに係るカラス

等の検査の実施について（協力依頼）（消

費・安全局衛生管理課）

◇ ICCATメバチ会議・世界メバチ会議の

結果について（水産庁資源管理部国際課）

◇食料・農業・農村政策審議会 消費・安

全分科会（第２回）の開催及び傍聴につい

て（消費・安全局消費・安全政策課）

◇ロシアトロール漁船及び韓国底びき網漁

船の拿捕について（水産庁資源管理部管理

課指導監督室）

◇国内における高病原性鳥インフルエンザ

ウイルスの分離について＜鳥インフルエン

ザウイルスの病性鑑定結果＞（消費・安全

局衛生管理課）

17日㈬◇第55回獣医師国家試験の結果について

（消費・安全局衛生管理課）

◇太平洋広域漁業調整委員会各部会の結果

について（水産庁資源管理部管理課資源管

理推進室）

◇オランダからの家きん、家きん肉等の輸

入停止措置について（消費・安全局衛生管

理課国際衛生対策室）

◇構造改革特区計画の第４回認定について

（大臣官房企画評価課）

◇第６回（2004年）「日本水大賞」各賞の決

定について（農村振興局土地改良企画課計

画調整室）

◇第５回「経営構造対策の在り方に関する

研究会」の開催について（経営局構造改善

課）

◇米の１人１ヶ月当たり消費量（平成16年

１月分）（総合食料局食糧部計画課）

◇国内産主食用米穀（うるち米）の販売数

量（速報）（総合食料局食糧部計画課）

◇ごはん食推進テレビの新番組が始まりま

す「小倉智昭・柴田理恵のいまどき ごは

ん」（総合食料局食糧部消費流通課流通加工

対策室）

◇バイオマス活用協議会の設立について

（農村振興局農村政策課農村整備総合調整

室）

18日㈭◇日本海・九州西広域漁業調整委員会各部

会部会の結果について（水産庁資源管理部

管理課資源管理推進室）

◇第２回アサリ資源全国協議会の開催につ

いて（水産庁増殖推進部研究指導課）

◇麦製品等の取引価格の推移（平成16年２

月分）（総合食料局食糧部計画課）

◇動物用医薬品の使用の規制に関する省令

の一部改正についての意見・情報の募集に

ついて（消費・安全局衛生管理課）

◇平成15年度中央食品表示ウオッチャー食

品表示状況モニタリング報告（第３回）に

ついて（消費・安全局表示・規格課）

◇国内における高病原性鳥インフルエンザ

ウイルスの分離について＜鳥インフルエン

ザウイルスの病性鑑定結果＞（消費・安全

局衛生管理課）

◇鹿児島県における豚コレラを疑う事例に

ついて（消費・安全局衛生管理課）

19日㈮◇第４回食料・農業・農村政策審議会統計

部会等の開催のお知らせ（大臣官房統計部

統計企画課）

◇国内で分離されたウイルスと韓国で分離

されたウイルスの比較の結果について（消

費・安全局衛生管理課）

◇小型可搬式・低コスト高効率の新しい

熱・電エネルギー供給システム「農林バイ

オマス３号機」の開発（技術会議事務局研

究開発課、独農業・生物系特定産業技術研

究機構）

◇日ロ漁業合同委員会第20回会議の開催に

ついて（水産庁資源管理部国際課）

◇BSE患畜（第11例目）に関する情報（消

費・安全局衛生管理課）

◇平成16年３月第２週の国内産米穀の卸・

小売価格の概況について（総合食料局食糧

部計画課）

◇第２回「野菜政策に関する研究会」の開

催及び傍聴について（生産局野菜課）

◇第６回消費者・生産者・食品事業者等と

の懇談会の開催について（消費・安全局消

費・安全政策課）

◇肥料取締法違反に対する厳重注意につい
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て（消費・安全局農産安全管理課）

◇クローン牛の異動報告のとりまとめにつ

いて（Ｈ16.２.１～Ｈ16.２.29異動情報提

供分）（技術会議事務局技術安全課、生産局

畜産部畜産振興課生産技術室）

◇「世界の穀物等の需給 ～その動向と見

通し～」について（総合食料局食料企画課）

◇食品安全委員会への食品健康影響評価の

依頼について（消費・安全局衛生管理課薬

事・飼料安全室）

◇飼料問題懇談会の開催及び傍聴の募集に

ついて（生産局畜産部畜産振興課）

◇平成16年度畜産物価格関連対策の概要

（生産局畜産部畜産企画課）

◇食料・農業・農村政策審議会 生産分科

会 平成15年度第２回畜産物価格等部会の

概要について（生産局畜産部畜産企画課、

牛乳乳製品課、食肉鶏卵課）

◇平成15砂糖年度４月－６月期における砂

糖及び異性化糖の需給見通し（生産局特産

振興課）

◇中国の加熱処理家きん肉等の施設の調査

について（消費・安全局衛生管理課国際衛

生対策室）

◇米国産牛肉等の輸入停止措置に伴う牛肉

の需給動向について（生産局畜産部食肉鶏

卵課）

◇平成15年度第６回MA一般輸入米入札

結果の概要（総合食料局食糧部食糧貿易課）

20日㈯◇国内における高病原性鳥インフルエンザ

ウイルスの分離について＜鳥インフルエン

ザウイルスの病性鑑定結果＞（消費・安全

局衛生管理課）

22日㈪◇豚コレラ撲滅技術検討会の開催について

（消費・安全局衛生管理課）

◇平成16年３月第３週の牛肉小売価格の調

査結果について（消費・安全局消費・安全

政策課）

◇農林物資規格調査会部会の開催について

（消費・安全局表示・規格課）

◇食料・農業・農村政策審議会 企画部会

（第６回）の資料について（経営局農地制

度改革検討室）

◇国内における高病原性鳥インフルエンザ

ウイルスの分離について＜鳥インフルエン

ザウイルスの病性鑑定結果＞（消費・安全

局衛生管理課）

◇第11回豚コレラ撲滅技術検討会に関する

概要について（消費・安全局衛生管理課）

◇日本・ペルー非公式漁業協議及び日本・

チリ非公式漁業協議の開催について（水産

庁資源管理部国際課海外漁業協力室）

23日㈫◇幼齢犬の輸入自粛要請について（消費・

安全局衛生管理課国際衛生対策室）

◇「生産者と消費者の顔が見える関係」に

ついてのアンケート結果について（消費・

安全局消費・安全政策課）

◇食料・農業・農村政策審議会 総合食料

分科会食糧部会資料一覧（総合食料局食糧

部計画課）

◇林政審議会の概要について（林野庁林政

部企画課、林政課）

◇米国農務省穀物等需給報告（2004年２月

12日発表）のポイント（総合食料局食料企

画課）

◇米国農務省穀物等需給報告（2004年３月

11日発表）のポイント（総合食料局食料企

画課）

24日㈬◇「農業用水を利用した小水力発電に係る

関係省庁連絡会」の設置について（農村振

興局整備部水利整備課）

◇農林物資規格調査会部会の審議の概要に

ついて（消費・安全局表示・規格課）

◇飼料安全法に基づく収去飼料等の試験結

果の公表について（消費・安全局衛生管理

課薬事・飼料安全室）

◇食料・農業・農村政策審議会 企画部会

（第７回）の開催及び傍聴について（大臣

官房企画評価課）

◇第10回日中農産物貿易協議会の開催につ

いて（生産局野菜課）

◇国内における高病原性鳥インフルエンザ

ウイルスの分離について＜鳥インフルエン

ザウイルスの病性鑑定結果＞（消費・安全

局衛生管理課）

◇「高病原性鳥インフルエンザ対策に関す

る緊急調査研究」研究運営委員会において

取りまとめられた研究の進捗状況について

（技術会議事務局地域研究課）

◇平成16年産水稲10ａ当たり平年収量につ

いて（大臣官房統計部生産流通消費統計課）

25日㈭◇大西洋まぐろ類保存国際委員会
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（ICCAT）からの我が国宛てレターについ

て（水産庁資源管理部国際課）

◇牛海綿状脳症（BSE）の調査状況等につ

いて（消費・安全局衛生管理課）

◇「もう許さない食品の『うそ表示』」中吊

り広告について（消費・安全局表示・規格

課食品表示・規格監視室）

◇第１回高病原性鳥インフルエンザ感染経

路究明チーム検討会の開催について（消

費・安全局衛生管理課）

◇遠野市構造改革特区関係者の亀井農林水

産大臣訪問について（農村振興局地域振興

課）

◇水産政策審議会第14回施策部会の結果に

ついて（水産庁漁政部企画課）

◇食料・農業・農村政策審議会 第２回消

費・安全分科会の配付資料について（消費・

安全局消費・安全政策課）

26日㈮◇普通肥料の検査結果の公表について（消

費・安全局農産安全管理課）

◇大分県が「大分県豊前海アサリ資源回復

計画」を作成（水産庁資源管理部管理課資

源管理推進室、大分県）

◇2003/2004年南氷洋鯨類捕獲調査船団の

入港について（水産庁資源管理部遠洋課）

◇第６回「JAS制度のあり方検討会」の開

催及び傍聴の募集について（消費・安全局

表示・規格課）

◇肥料生産に係る肥料取締法の違反につい

て（消費・安全局農産安全管理課）

◇平成16年３月第３週の国内産米穀の卸・

小売価格の概況について（総合食料局食糧

部計画課）

◇株式会社カツヤにおける精米の不適正表

示に対する措置について（消費・安全局表

示・規格課食品表示・規格監視室）

◇森の名手・名人と高校生の亀井農林水産

大臣表敬訪問について（林野庁森林整備部

森林保全課）

◇高病原性鳥インフルエンザに関する家畜

伝染病予防法第52条の規定による報告徴求

の結果について（３月第３週分の報告）（消

費・安全局衛生管理課）

◇平成15年産新米の品質表示に係る特別調

査の実施結果について（消費・安全局表示・

規格課食品表示・規格監視室）

◇全農パールライス西日本株式会社におけ

る精米の不正表示に対する措置について

（消費・安全局表示・規格課食品表示・規

格監視室）

◇平成15年度第３回太平洋イワシ・アジ・

サバ等長期漁海況予報（水産庁増殖推進部

漁場資源課、独水産総合研究センター中央

水産研究所）

◇「米穀の需給及び価格の安定に関する基

本指針」の公表について（総合食料局食糧

部計画課）

29日㈪◇農林水産省と環境省の連携による「田ん

ぼの生きもの調査2003」の結果について（農

村振興局土地改良企画課計画調整室）

◇コーデックス委員会食品添加物・汚染物

質部会での食品中のカドミウムの国際基準

値検討結果について（消費・安全局農産安

全管理課、厚生労働省）

◇平成15年国内産米の残留農薬の調査結果

について（消費・安全局農産安全管理課）

◇「平成16年木材（用材）需給見通し」に

ついて（林野庁林政部木材課）

◇「主要木材の短期需給見通し（平成16年

第２四半期及び第３四半期）」について（林

野庁林政部木材課）

◇第12回コーデックス連絡協議会の開催及

び一般傍聴の募集について（消費・安全局

消費・安全政策課、厚生労働省）

◇平成16年３月第４週の牛肉小売価格の調

査結果について（消費・安全局消費・安全

政策課）

◇農林水産省循環型社会構築・地球温暖化

対策推進本部第９回会合の開催について

（大臣官房環境政策課）

◇日中農産物貿易協議会の結果について

（生産局野菜課、大臣官房国際部貿易関税

課）

◇第１回高病原性鳥インフルエンザ感染経

路究明チーム検討会の概要について（消

費・安全局衛生管理課）

◇全国農業協同組合連合会に対する農業協

同組合法に基づく報告徴求について（経営

局協同組織課）

◇コイヘルペスウイルス病に関する PCR

検査結果（３月22日～３月28日分）（消費・

安全局衛生管理課魚類安全室）
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◇飼料問題懇談会の概要について（生産局

畜産部畜産振興課）

◇平成15年度第２回東シナ海漁況海況予報

（水産庁増殖推進部漁場資源課、独水産総

合研究センター西海区水産研究所）

30日㈫◇第６回消費者・生産者・食品事業者との

懇談会の結果について（消費・安全局消費・

安全政策課）

◇中堅外食事業者資金融通円滑化事業（中

堅外食事業者 BSE関連資金融通円滑化事

業の拡充）（総合食料局食品産業振興課外食

産業室）

◇第14回「食品の表示に関する共同会議」

の議事概要について（消費・安全局表示・

規格課、厚生労働省）

◇水産関係公共事業の平成16年度予算の概

要について（水産庁漁港漁場整備部計画課、

防災漁村課）

◇農産物検査法に基づく登録検査機関の業

務停止命令に係る聴聞の実施について（総

合食料局食糧部消費流通課）

◇輸出促進室の設置について（大臣官房国

際部貿易関税課）

◇鳥インフルエンザに係るカラス・ドバト

等の検査の全国的な実施状況等について

（お知らせ）（消費・安全局衛生管理課）

31日㈬◇野菜に関する月間情報（３月分）の提供

について（生産局野菜課）

◇国内11例目の BSE発生に係る疫学調査

及び疑似患畜について（BSE11例目の疫学

調査第３報）（北海道 BSE対策本部）

◇BSE患畜（第11例目）に関する情報（第

３報）（消費・安全局衛生管理課）

◇漁船漁業構造改革推進会議の中間とりま

とめについて（水産庁漁政部企画課）

◇野菜の入荷量と価格の見通し（関東農政

局園芸特産課）

◇水産物の市況について（平成16年３月及

び４月）－東京都中央卸売市場における平

成16年３月（２月21日～３月20日集計）の

市況と、平成16年４月の市況見通し（前月

との比較）－（水産庁漁政部加工流通課）

◇汚水処理施設連携整備事業の認定につい

て（農村振興局整備部農村整備課集落排

水・地域資源循環室）

◇農業農村整備事業等における公共事業

（補助事業分）の事業評価結果について（農

村振興局計画部事業計画課、整備部農地整

備課、水利整備課、計画部土地改良企画課、

整備部農村整備課）

◇平成15年度水産関係公共事業の事業評価

結果について（水産庁漁港漁場整備部計画

課）

◇国有林野事業の組織機構の再編について

（林野庁国有林野部経営企画課）

◇平成16年度バイオマス利活用優良表彰募

集について（農村振興局農村政策課農村整

備総合調整室）

◇冷害対策の推進状況について（経営局経

営政策課）

◇農林水産省政策評価基本計画の変更及び

16年度農林水産省政策評価実施計画の決定

について（大臣官房企画評価課）

◇平成15年度林野公共事業の事業評価につ

いて（林野庁国有林野部業務課、森林整備

部整備課、治山課、計画課）

◇大規模林道事業（建設予定区間）の今後

の整備のあり方の検討結果について（林野

庁森林整備部整備課）

◇平成15年度第３回日本海海況予報 －別

表の水産関係機関が検討し独立行政法人水

産総合センター日本海区水産研究所がとり

まとめた結果－（水産庁増殖推進部漁場資

源課、独水産総合研究センター日本海区水

産研究所）

◇平成16～18年度における米麦の輸入業者

の資格審査結果について（総合食料局食糧

部食糧貿易課）

◇研究開発の評価結果について（技術会議

事務局技術政策課）

◇平成16年度全国家畜衛生主任者会議の開

催及び傍聴について（消費・安全局衛生管

理課）

◇牛海綿状脳症（BSE）サーベイランスの

結果について（平成16年２月末まで）（消

費・安全局衛生管理課）

◇高病原性鳥インフルエンザの発生（第３、

４例目）に係る移動制限区域の縮小等につ

いて（消費・安全局衛生管理課）

法令>

３月１日㈪◇指定漁業の許可及び取締り等に関する省
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令の一部を改正する省令（農林水産省令第

15号）を公布（同日施行。ただし、次の各

号に掲げる規定は、当該各号に定める日か

ら施行する。１ 別表第２大中型まき網漁

業の項第１号カ及びタの改正規定 平成16

年３月31日 ２ 別表第２沖合底びき網漁

業の項第１号ロ（26）から（28）まで及び

同（142）から（145）までの改正規定 平

成16年４月１日。）

５日㈮◇農林物資の規格化及び品質表示の適正化

に関する法律に基づく登録格付機関等を登

録する省令の一部を改正する省令（農林水

産省令第16号）を公布（同日施行）

12日㈮◇平成12年から平成14年までの間の火山現

象による東京都三宅村の区域に係る災害に

ついての激甚災害の指定及びこれに対し適

用すべき措置の指定に関する政令の一部を

改正する政令（政令第34号）を公布（同日

施行）

◇平成15年等における特定地域に係る激甚

災害及びこれに対し適用すべき措置の指定

に関する政令（政令第36号）を公布（同日

施行）

15日㈪◇農林物資の規格化及び品質表示の適正化

に関する法律に基づく登録格付機関等を登

録する省令の一部を改正する省令（農林水

産省令第17号）を公布（同日施行）

17日㈬◇肥料取締法施行令等の一部を改正する政

令（政令第37号）を公布（平成16年３月29

日施行）

◇農業協同組合法施行令の一部を改正する

政令（政令第38号）を公布（平成16年４月

１日施行）

◇水産業協同組合法施行令の一部を改正す

る政令（政令第39号）を公布（平成16年４

月１日施行）

18日㈭◇土地改良法施行規則等の一部を改正する

省令（農林水産省令第18号）を公布（平成

16年３月29日施行）

◇商品取引所法施行規則の一部を改正する

省令（農林水産省・経済産業省令第2号）を

公布（平成16年４月１日施行）

19日㈮◇対内直接投資等に関する命令の一部を改

正する命令（内閣府・総務省・財務省・文

部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済

産業省・国土交通省・環境省令第１号）を

公布（平成16年４月１日施行）

◇牛乳乳製品統計調査規則の一部を改正す

る省令（農林水産省令第19号）を公布（１

同日施行。２ 平成16年３月31日までの間

に調査期日が属する月別調査については、

なお従前の例による。３ 調査期日が平成

15年12月31日である基礎調査の基礎調査全

国結果表の公表の期限は、第15条第１項の

規定にかかわらず、平成16年６月20日とす

る。）

◇植物防疫法施行規則の一部を改正する省

令（農林水産省令第20号）を公布（平成16

年４月１日施行）

23日㈫◇海岸保全施設の技術上の基準を定める省

令（農林水産省・国土交通省令第１号）を

公布（平成16年４月１日施行）

24日㈬◇水産業協同組合の事業報告書、貸借対照

表、損益計算書及び附属明細書並びに計算

に関する省令の一部を改正する省令（農林

水産省令第21号）を公布（同日施行）

◇農業災害補償法第14条の規定による事務

費国庫負担金交付規則の一部を改正する省

令（農林水産省令第22号）を公布（１ 同

日施行。２ 平成15年度以前の年度の予算

に係る事務費国庫負担金については、なお

従前の例による）

◇工業標準化法に基づく表示認定申請手数

料の額等を定める政令等の一部を改正する

政令（政令第57号）を公布（平成16年３月

31日施行。ただし、第８条の規定は、同年

４月１日施行）

◇商品投資顧問業者の許可及び監督に関す

る省令の一部を改正する省令（農林水産

省・経済産業省令第３号）を公布（平成16

年３月31日施行）

25日㈭◇農林水産省関係研究交流促進法施行規則

の一部を改正する省令（農林水産省令第23

号）を公布（平成16年４月１日施行）

◇農林物資の規格化及び品質表示の適正化

に関する法律に基づく登録格付機関等を登

録する省令の一部を改正する省令（農林水

産省令第24号）を公布（同日施行）

26日㈮◇農林水産省関係構造改革特別区域法第２

条第３項に規定する省令の特例に関する措

置及びその適用を受ける特定事業を定める

省令の一部を改正する省令（農林水産省令
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第25号）を公布（平成16年４月１日施行）

◇感染症の病原体を媒介するおそれのある

動物の輸入に関する規則の一部を改正する

省令（農林水産省令第26号）を公布（平成

16年４月１日施行）

◇家畜伝染病予防法施行規則の一部を改正

する省令（農林水産省令第27号）を公布（平

成16年４月１日施行）

◇独立行政法人医薬品医療機器総合機構法

施行令（政令83号）を公布（平成16年４月

１日施行。ただし、附則第3条から第12条ま

での規定は、同日施行）

◇関係行政機関が所管する法令に係る行政

手続等における情報通信の技術の利用に関

する法律施行規則（内閣府・総務省・法務

省・外務省・財務省・文部科学省・厚生労

働省・農林水産省・経済産業省・国土交通

省・環境省令第１号）を公布（同日施行）

◇特定化学物質の環境への排出量の把握等

及び管理の改善の促進に関する法律施行規

則の一部を改正する命令（内閣府・財務省・

文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経

済産業省・国土交通省・環境省令第１号）

を公布（平成16年３月29日施行）

29日㈪◇金融機関等による顧客等の本人確認等に

関する法律施行規則の一部を改正する命令

（内閣府・総務省・法務省・財務省・厚生

労働省・農林水産省・経済産業省・国土交

通省令第１号）を公布（平成16年４月１日

施行）

◇農林水産省組織規則の一部を改正する省

令（農林水産省令第28号）を公布（同日施

行）

◇商品取引所法施行規則の一部を改正する

省令（農林水産省・経済産業省令第４号）

を公布（平成16年３月31日施行）

30日㈫◇行政機関の保有する情報の公開に関する

法律施行令第13条第３項第１号に掲げる行

政機関等が保有する行政文書に係る開示請

求等の手続に関する省令を廃止する省令

（文部科学省・厚生労働省・農林水産省・

経済産業省令第１号）を公布（平成16年４

月１日施行）

◇行政機関の保有する情報の公開に関する

法律施行令第13条第３項第１号に掲げる行

政機関等が保有する行政文書に係る開示請

求等の手続に関する省令（厚生労働省・農

林水産省・経済産業省令第１号）を公布（平

成16年４月１日施行）

◇漁船法施行規則の一部を改正する省令

（農林水産省令第29号）を公布（１ 平成

16年４月１日施行。２ 平成16年３月31日

以前に交付された船舶原簿の謄本は、この

省令による改正後の第９条第２項及び第13

条の２第２項に規定する船舶原簿に記録さ

れている事項を証明した書面とみなす。）

31日㈬◇特定公共電気通信システム開発関連技術

に関する研究開発の推進に関する法律関係

命令の廃止に関する命令（内閣府・総務省・

文部科学省・農林水産省・国土交通省令第

１号）を公布（平成16年４月１日施行）

◇独立行政法人情報通信研究機構が行う独

立行政法人情報通信研究機構法第13条第２

項第１号に規定する業務に係る業務運営に

関する命令（内閣府・総務省・文部科学省・

農林水産省・国土交通省令第２号）を公布

（平成16年４月１日施行）

◇農業協同組合及び農業協同組合連合会の

信用事業に関する命令等の一部を改正する

命令（内閣府・農林水産省令第２号）を公

布（平成16年４月１日施行）

◇商品投資販売業者の許可及び監督に関す

る命令の一部を改正する命令（内閣府・農

林水産省・経済産業省令第１号）を公布（同

日施行）

◇工場立地法施行規則の一部を改正する省

令（財務省・厚生労働省・農林水産省・経

済産業省・国土交通省令第１号）を公布（同

日施行）
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