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４　月

４月１日㈭◇「第２回 森林組合改革・林業事業体育
成検討委員会」の開催及び傍聴について
（林野庁林政部経営課）
◇「路網・作業システム検討委員会 現地
検討会」の開催について（林野庁森林整備
部整備課）
◇韓国からの家きん及び家きん肉等の輸入
停止措置の解除について（消費・安全局動
物衛生課国際衛生対策室）
◇米国（ミネソタ州）からの家きん及び家
きん肉等の輸入停止措置の解除について
（消費・安全局動物衛生課国際衛生対策室）
◇「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）

２日㈮◇郡司農林水産副大臣の国内出張について
（林野庁森林整備部整備課造林間伐対策室）

５日㈪◇「農林物資規格調査会総会（平成21年度
第３回）」の審議の概要について（消費・
安全局表示・規格課）
◇「林業労働力の確保の促進に関する基本
方針」の変更について（林野庁林政部経営
課林業労働対策室）

６日㈫◇「食品関連産業の将来展望研究会」報告
書の取りまとめについて（総合食料局食品
産業企画課）
◇「獣医師法第８条第２項の規定」に基づ
く獣医師の業務停止処分について（消費・
安全局畜水産安全管理課）
◇集落営農実態調査結果の概要（平成22年
２月１日現在）（大臣官房統計部経営・構
造統計課センサス統計室）

７日㈬◇平成22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、独立行政法人
水産総合研究センター日本海区水産研究所
業務推進部）
◇「消費者との懇談会」の開催について
（消費・安全局消費者情報官）

◇平成22年度（第11回）民間部門農林水産
研究開発功績者表彰における候補者の募集
開始について（農林水産技術会議事務局研
究推進課、社団法人農林水産技術情報協会）

８日㈭◇「第２回 国産材の加工・流通・利用検
討委員会」の開催及び傍聴について（林野
庁林政部木材産業課）
◇平成20年の農作業死亡事故について（生
産局農業生産支援課）
◇「農林水産研究基本計画」について（農
林水産技術会議事務局技術政策課）
◇山田農林水産副大臣の国内出張について
（水産庁増殖推進部研究指導課）
◇ 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・安全局畜水産安全
管理課）
◇「水産政策審議会 第29回 企画部会」の
開催について（水産庁漁政部企画課）

９日㈮◇赤松農林水産大臣の国内出張について
（農村振興局整備部農地資源課）
◇「日本海・九州西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、水産庁漁港漁場整備部整備課、水産庁
九州漁業調整事務所）
◇「日ロさけ・ます漁業交渉」の結果につ
いて（水産庁資源管理部国際課）
◇「花き産業振興方針」のとりまとめにつ
いて（生産局生産流通振興課花き産業振興
室）
◇生物多様性保全に配慮した農産物生産の
高付加価値化に関する研究の公表について
（農林水産政策研究所）

12日㈪◇第21回 森と花の祭典－「みどりの感謝
祭」の開催について（林野庁森林整備部研
究・保全課森林保全推進室）
◇「平成21年度食品産業動態調査」の公表
について（大臣官房食料安全保障課）
◇国有林野事業における技術開発の重点的
取組について（林野庁国有林野部業務課）
◇第23次南極海鯨類捕獲調査（平成21年
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度）の結果について（水産庁資源管理部遠
洋課）
◇国内産農産物における農薬の使用状況及
び残留状況調査結果について（消費・安全
局農産安全管理課農薬対策室）

13日㈫◇「第３回路網・作業システム検討委員
会」の開催及び傍聴について（林野庁森林
整備部整備課）
◇「食料・農業・農村政策審議会 平成22
年度 第１回 畜産部会」の開催について
（生産局畜産部畜産企画課畜産総合推進室）
◇「第４回 森林・林業基本政策検討委員
会」の開催及び傍聴について（林野庁林政
部企画課）
◇日豪EPA交渉 第11回会合の開催につい
て（大臣官房国際部国際経済課経済連携
チーム）
◇「食料・農業・農村政策審議会 企画部
会 （第24回）」の開催及び傍聴について
（大臣官房情報評価課情報分析・評価室）

14日㈬◇平成21年度 農林水産省 農林認定品種に
ついて（農林水産技術会議事務局研究推進
課）

15日㈭◇赤松農林水産大臣の国内出張について
（大臣官房国際部国際政策課）
◇農林漁業バイオ燃料法に基づく生産製造
連携事業計画の認定について（第６回認
定）（大臣官房環境バイオマス政策課バイ
オマス推進室）
◇「2010年（第４回）若手外国人農林水産
研究者表彰」における候補者の募集を開始
します（農林水産技術会議事務局国際研究
課、（独）国際農林水産業研究センター）

16日㈮◇郡司農林水産副大臣の海外出張について
（大臣官房国際部国際政策課）
◇野菜の供給確保について（生産局生産流
通振興課）
◇山田農林水産副大臣の国内出張について
（生産局畜産部畜産振興課畜産技術室、独
立行政法人家畜改良センター企画調整課）
◇第４回「みどりの式典」の開催と「平成
22年 緑化推進運動功労者内閣総理大臣表
彰」の受賞者の決定について（農林水産省
生産局生産流通振興課花き産業振興室、内
閣府大臣官房総務課みどりの学術賞及び式
典担当室）

◇南アフリカ共和国産バーリンカ種のぶど
うの生果実及び台湾産ヒロセレウス・ウン
ダーツス（ドラゴンフルーツの一種）の生
果実の輸入解禁について（消費・安全局植
物防疫課）
◇「今後の汚水処理のあり方に関する検討
会 （第１回）」の開催について（農村振興
局整備部農村整備官）

19日㈪◇遺伝子組換えダイズ、トウモロコシ及び
パパイヤの第一種使用等に関する承認に先
立っての意見・情報の募集（パブリックコ
メント）について（消費・安全局農産安全
管理課）
◇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）
◇平成22年度（第６回）若手農林水産研究
者表彰における候補者の募集開始について
（農林水産技術会議事務局研究推進課）
◇「食と地域の『絆』づくり」の優良事例
選定に係る公募について（農村振興局農村
政策部都市農村交流課）
◇「22年漁期TAC設定に関する意見交換
会（さんま、まさば及びごまさば並びにず
わいがに）」の開催について（水産庁資源
管理部管理課）

20日㈫◇赤松農林水産大臣の国内出張について
（総合食料局流通課）
◇平成22年３月下旬からの低温、降霜等に
よる被害農業者等に対する資金の円滑な融
通、既貸付金の償還猶予等について（経営
局経営政策課災害総合対策室）
◇新たな「酪農及び肉用牛生産の近代化を
図るための基本方針（骨子案）」に対する
国民の皆様からのご意見の募集について
（生産局畜産部畜産企画課畜産総合推進室）
◇低温・凍霜害及び雪害等の農作物の被害
防止・生育回復に向けた技術指導通知の発
出について（生産局農業生産支援課、生産
局畜産部畜産振興課、生産局生産流通振興
課）
◇食料・農業・農村政策審議会家畜衛生部
会第10回牛豚等疾病小委員会の開催につい
て（消費・安全局動物衛生課）
◇「水産政策審議会 第29回 企画部会」の
結果について（水産庁漁政部企画課）
◇口蹄疫の疑似患畜の確認及び口蹄疫防疫



― 331 ―農　政　日　誌

対策本部の設置について（消費・安全局動
物衛生課）
◇「激甚災害に対処するための特別の財政
援助等に関する法律施行令の一部を改正す
る政令」及び「平成二十二年二月二十八日
の津波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に関する
政令」について（水産庁増殖推進部栽培養
殖課、経営局経営政策課災害総合対策室）

21日㈬◇宮崎県における口蹄疫の疑い事例の３例
目について（消費・安全局動物衛生課）
◇「水産物輸出に係る全国会議」の開催に
ついて（水産庁漁政部加工流通課）
◇「2010年度 第二期北西太平洋鯨類捕
獲調査（JARPNII）沿岸域鯨類捕獲調査
（三陸沖）」の開始について（水産庁資源管
理部遠洋課）
◇「農業生産工程管理（GAP）の共通基
盤に関するガイドライン」の策定について
（生産局技術普及課）
◇野菜小売価格緊急調査の実施について
（消費・安全局消費・安全政策課、生産局
生産流通振興課）
◇宮崎県における口蹄疫の疑い事例の２例
目について（消費・安全局動物衛生課）
◇新たな「家畜改良増殖目標（案）」及び
「鶏の改良増殖目標（案）」のポイントに対
する国民の皆様からのご意見の募集につい
て（生産局畜産部畜産振興課）

22日㈭◇宮崎県における口蹄疫の疑い事例の４例
目について（消費・安全局動物衛生課）
◇「第２回 人材育成検討委員会」の開催
及び傍聴について（林野庁森林整備部研
究・保全課）
◇平成22年度病害虫発生予報第１号の発表
について（消費・安全局植物防疫課）

23日㈮◇宮崎県における口蹄疫の疑い事例の５例
目、６例目について（消費・安全局動物衛
生課）
◇宮崎県における口蹄疫発生に伴う関連対
策について（生産局畜産部畜産企画課）
◇新たな「果樹農業振興基本方針（主な論
点案）」に対する国民の皆様からのご意見
の募集について（生産局生産流通振興課）
◇クローン家畜の異動報告のとりまとめに
ついて（平成22年３月１日～平成22年３

月31日異動情報提供分）（農林水産技術会
議事務局研究開発官（食の安全、基礎･基
盤）室、生産局畜産部畜産振興課）
◇オーストリア産牛肉の混載事例に関する
オーストリア政府の調査報告書の提出につ
いて（消費・安全局動物衛生課国際衛生対
策室）
◇宮崎県における口蹄疫の確定診断につい
て（消費・安全局動物衛生課）
◇「「食」に関する将来ビジョン検討本部
（第１回）」の開催及び傍聴について（大臣
官房政策課）
◇「食品及び農業・農村に関する意識・意
向調査結果」について（大臣官房情報評価
課）

25日㈰◇宮崎県における口蹄疫の疑い事例の７例
目について（消費・安全局動物衛生課）

26日㈪◇平成22年３月の国内産米穀の卸・小売価
格の概況について（総合食料局食糧部計画
課）
◇「第１回 国際獣疫事務局（OIE）連絡
協議会」の開催及び傍聴について（消費・
安全局動物衛生課国際衛生対策室）

27日㈫◇「第４回 路網・作業システム検討委員
会」の開催及び傍聴について（林野庁森林
整備部整備課）
◇「第５回 森林・林業基本政策検討委員
会」の開催及び傍聴について（林野庁林政
部企画課）
◇宮崎県における口蹄疫の発生に対する家
畜共済の対応について（経営局保険課）
◇口蹄疫疫学調査チームの現地調査及び第
１回検討会の開催について（消費・安全局
動物衛生課、九州農政局消費・安全部安全
管理課）
◇平成21年度森林・林業白書の公表につい
て（林野庁林政部企画課）

28日㈬◇山田農林水産副大臣の国内出張について
（消費・安全局総務課）
◇「輸入植物検疫制度に関する意見・情
報交換会（第１回）」の開催について（消
費・安全局植物防疫課検疫対策室）
◇「平成22年度 食品の安全性に関する有
害化学物質及び有害微生物のサーベイラン
ス・モニタリング年次計画」の作成につい
て（消費・安全局消費・安全政策課）
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◇株式会社 三杉屋が販売した生鮮水産物
等の原産地等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22年度 食品表示ウォッチャー」
の公募について（消費・安全局表示・規格
課食品表示・規格監視室）
◇「第２回 バイオマス活用推進会議」の
延期について（大臣官房環境バイオマス政
策課バイオマス推進室）
◇宮崎県における口蹄疫の疑い事例の８例
目、９例目及び10例目の確認並びに第２回
口蹄疫防疫対策本部の開催について（消
費・安全局動物衛生課）
◇食料・農業・農村政策審議会家畜衛生部
会第11回牛豚等疾病小委員会の開催につい
て（消費・安全局動物衛生課）

29日㈭◇宮崎県における口蹄疫の疑い事例の11例
目について（消費・安全局動物衛生課）

30日㈮◇香港への牛肉の輸出再開について
（消費・安全局動物衛生課）
◇舟山農林水産大臣政務官の海外出張につ
いて（大臣官房国際部国際政策課）
◇平成22年度 第１回 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、独立行政法人水産総合研究センター日
本海区水産研究所業務推進部）
◇平成22年度 第１回 瀬戸内海東部カタク
チイワシ漁況予報（水産庁増殖推進部漁場
資源課、独立行政法人水産総合研究セン
ター瀬戸内海区水産研究所業務推進部）
◇バイオマスタウンの公表（第42回）（大
臣官房環境バイオマス政策課バイオマス推
進室）
◇米国産牛肉（ひき肉）の混載事案に関す
る米国農務省の調査報告書の提出について
（農林水産省消費・安全局動物衛生課、厚
生労働省医薬食品局食品安全部監視安全課）
◇麦製品等の取引価格の推移（平成22年３
月）（総合食料局食糧部計画課）
◇平成22年度 農林水産航空事業の実施計
画について（消費・安全局植物防疫課、林
野庁研究保全課森林保護対策室）
◇口蹄疫発生に伴う追加対策について（生
産局畜産部畜産企画課）
◇宮崎県における口蹄疫の疑い事例の12例

目について（消費・安全局動物衛生課）
◇「平成21年漁業・養殖業生産統計」の公
表について（大臣官房統計部生産流通消費
統計課）
◇赤松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）

〈法令〉
４月１日㈭◇産業活力の再生及び産業活動の革新に関

する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・環境省令第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
務並びに財務及び会計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
２号）を公布（北方領土問題等の解決の促
進のための特別措置に関する法律の一部を
改正する法律（平成21年法律第75号）の施
行の日（平成22年４月１日）から施行）
◇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省令（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・防衛省令第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
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
等を定める省令及び堰事業に係る環境影響
評価の項目並び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
（自然公園法及び自然環境保全法の一部を
改正する法律の施行の日（平成22年４月１
日）から施行）
◇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28号）を
公布（同日施行）
◇農業の担い手に対する経営安定のための
交付金の交付に関する法律第四条第二項の
金額の算定に関する省令の一部を改正する
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省令（農林水産省令第29号）を公布（同日
施行）
◇公有水面の埋立て又は干拓の事業に係る
環境影響評価の項目並びに当該項目に係る
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、環境保全のた
めの措置に関する指針等を定める省令の一
部を改正する省令（農林水産省・国土交通
省令第１号）を公布（自然公園法及び自然
環境保全法の一部を改正する法律の施行の
日（平成22年４月１日）から施行）
◇漁船特殊規定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
（港則法及び海上交通安全法の一部を改正
する法律（平成21年法律第69号）の施行の
日（平成22年７月１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30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31号）を公布（同日施
行）

６日㈫◇犬等の輸出入検疫規則の一部を改正する
省令（農林水産省令第33号）を公布（平成
22年４月15日施行）

７日㈬◇農林水産省の所管する法令に係る民間事
業者等が行う書面の保存等における情報通
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）

９日㈮◇農業経営に関する金融上の措置の改善の
ための農業改良資金助成法等の一部を改正
する法律（法律第23号）を公布（公布の日
から起算して６月を超えない範囲内におい
て政令で定める日から施行）
◇農業信用保証保険法施工例の一部を改正
する政令（政令第120号）を公布（同日施
行）

13日㈫◇株式会社日本政策金融公庫の会計に関す
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・経済産業省令第１
号）を公布（同日施行）

15日㈭◇農水産業協同組合の優先出資に関する命
令及び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３
号）を公布（同日施行）

16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35号）を公布（同日施
行）

21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（商品取引所法及び商品投資に係る
事業の規制に関する法律の一部を改正する
法律附則第１条第３号に掲げる規定の施行
の日（平成22年７月１日）から施行）

23日㈮◇激甚災害に対処するための特別の財政援
助等に関する法律施工令の一部を改正する
政令（政令第123号）を公布（同日施行）
◇平成22年２月28日の津波による災害につ
いての激甚災害及びこれに対し適用すべき
措置の指定に関する政令（政令第124号）
を公布（同日施行）
◇農業経営に関する金融上の措置の改善の
ための農業改良資金助成法等の一部を改正
する法律の施行期日を定める政令（政令第
126号）を公布（同日施行）
◇農業経営に関する金融上の措置の改善の
ための農業改良資金助成法等の一部を改正
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127号）を
公布（改正法の施行の日（平成22年10月１
日）から施行）
◇農業経営に関する金融上の措置の改善の
ための農業改良資金助成法等の一部を改正
する法律の施行に伴う農林水産省令の整備
に関する政令（農林水産省令第36号）を公
布（法律の施行の日（平成22年10月１日）
から施行）
◇農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材
料としての利用の促進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・経
済産業省・環境省令第１号）を公布（平成
22年10月１日から施行）

26日㈪◇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37号）
を公布（同日施行）

５　月

５月１日㈯◇宮崎県における口蹄疫の疑い事例の13例
目について（消費・安全局動物衛生課）

２日㈰◇宮崎県における口蹄疫の疑い事例の14例
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目、15例目について（消費・安全局動物衛
生課）
◇宮崎県において確認された口蹄疫ウイル
スの分析結果について（消費・安全局動物
衛生課）

３日㈪◇宮崎県における口蹄疫の疑い事例の17例
目について（消費・安全局動物衛生課）
◇宮崎県における口蹄疫の疑い事例の16例
目について（消費・安全局動物衛生課）

４日㈫◇宮崎県における口蹄疫の疑い事例の18例
目及び19例目について消費・安全局動物衛
生課

５日㈬◇宮崎県における口蹄疫の疑い事例の20例
目～ 23例目について（消費・安全局動物
衛生課）

６日㈭◇食料・農業・農村政策審議会 家畜衛生
部会 第12回牛豚等疾病小委員会の開催に
ついて（消費・安全局動物衛生課）
◇宮崎県における口蹄疫の疑い事例の24例
目～ 35例目について（消費・安全局動物
衛生課）

７日㈮◇宮崎県における口蹄疫の疑い事例の36例
目～ 43例目について（消費・安全局動物
衛生課）
◇農業資材審議会 飼料分科会 家畜栄養部
会の開催及び一般傍聴について（消費・安
全局畜水産安全管理課）
◇戸別所得補償モデル対策「あぜ道キャラ
バン」について（５月10日赤松農林水産大
臣の秋田県出張）（大臣官房情報評価課、
東北農政局秋田農政事務所農政推進課）

８日㈯◇宮崎県における口蹄疫の疑い事例の44例
目～ 49例目について（消費・安全局動物
衛生課）
◇赤松農林水産大臣の国内出張について
（消費・安全局総務課）
◇「５月10日赤松農林水産大臣の秋田県出
張」の延期について（大臣官房情報評価課）

９日㈰◇宮崎県における口蹄疫の疑い事例の50例
目～ 56例目について（消費・安全局動物
衛生課）

10日㈪◇香港への豚肉の輸出再開について（消
費・安全局動物衛生課）
◇宮崎県における口蹄疫の疑い事例の57例
目～ 67例目について（消費・安全局動物
衛生課）

◇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・安全局畜水産安全管
理課）
◇「今後の汚水処理のあり方に関する検討
会 （第２回）」の開催について（農村振興
局整備部農村整備官）
◇「平成22年度 山地災害防止キャンペー
ン」の実施について（林野庁森林整備部治
山課山地災害対策室）

11日㈫◇口蹄疫の発生に伴う家畜共済掛金の納入
期限の猶予等について（経営局保険課）
◇マカオへの牛肉の輸出再開について（消
費・安全局動物衛生課）
◇宮崎県における口蹄疫の疑い事例の69例
目、70例目及び71例目について（消費・安
全局動物衛生課）
◇低温、凍霜害に伴う果樹の被害防止に向
けた技術指導の徹底について（生産局生産
流通振興課）
◇「生物多様性の日シンポジウム」の開催
について（大臣官房環境バイオマス政策
課、東海農政局企画調整室）
◇戸別所得補償モデル対策の加入申請件数
（４月末現在）について（生産局農業生産
支援課）
◇「太平洋クロマグロの管理強化について
の対応」について（水産庁資源管理部国際
課）
◇宮崎県における口蹄疫の疑い事例の68例
目について（消費・安全局動物衛生課）

12日㈬◇宮崎県における口蹄疫の疑い事例の72例
目～ 76例目について（消費・安全局動物
衛生課）
◇「OECD国際共同研究プログラム」説明
会及び成果発表会の開催について（農林水
産技術会議事務局国際研究課）

13日㈭◇宮崎県における口蹄疫の疑い事例の77例
目～ 86例目について（消費・安全局動物
衛生課）
◇戸別所得補償モデル対策「あぜ道キャラ
バン」について（５月14日舟山農林水産大
臣政務官の岡山県出張）（大臣官房情報評
価課、中国四国農政局）

14日㈮◇宮崎県における口蹄疫の疑い事例の87例
目～ 91例目について（消費・安全局動物
衛生課）
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◇「第２回 バイオマス活用推進会議」の
開催について（大臣官房環境バイオマス政
策課バイオマス推進室）
◇「食料・農業・農村政策審議会 平成22
年度 第２回 畜産部会」の開催について
（生産局畜産部畜産企画課畜産総合推進室）
◇「米の流通に関する情報交換会」の開催
について（総合食料局食糧部計画課）
◇米戸別所得補償モデル事業の実施に伴う
不適切な取引に関する相談窓口の設置につ
いて（総合食料局食糧部計画課）
◇米モデル事業の実施に伴う流通分野にお
ける不適切な取引の発生の防止に係る通知
の発出について（総合食料局食糧部計画課）

16日㈰◇宮崎県における口蹄疫の疑い事例の92例
目～ 101例目について（消費・安全局動物
衛生課）
◇宮崎県における口蹄疫の疑い事例の102
例目～ 111例目について（消費・安全局動
物衛生課）

17日㈪◇山田農林水産副大臣の国内出張について
（消費・安全局総務課）
◇「食料・農業・農村政策審議会 農業農
村振興整備部会（平成22年度 第２回）」の
開催及び傍聴について（農村振興局整備部
設計課計画調整室）
◇米国（ペンシルバニア州）からの家きん
及び家きん肉等の輸入停止措置の解除につ
いて（消費・安全局動物衛生課国際衛生対
策室）
◇知床世界自然遺産登録５周年記念シンポ
ジウム等の開催について（林野庁森林整備
部研究・保全課森林保全推進室）
◇第９回 「森の“聞き書き甲子園”」の開
催について（林野庁森林整備部研究・保全
課森林保全推進室、森の“聞き書き甲子
園”実行委員会事務局）
◇「水産政策審議会 第46回 資源管理分科
会」の開催について（水産庁漁政部漁政課）
◇天皇海山海底環境調査及びクサカリツボ
ダイ資源調査の実施について（水産庁増殖
推進部漁場資源課）

18日㈫◇宮崎県における口蹄疫の疑い事例の112
例目～ 126例目について（消費・安全局動
物衛生課）
◇舟山農林水産大臣政務官の国内出張につ

いて ～グリーンウェイブ2010「親子で学
ぼう生物多様性」への出席～（林野庁森林
整備部研究・保全課森林保全推進室）
◇食料・農業・農村政策審議会 家畜衛生
部会 第13回牛豚等疾病小委員会の開催に
ついて（消費・安全局動物衛生課）
◇宮崎県における口蹄疫の疑い事例の127
例目～ 131例目について（消費・安全局動
物衛生課）

19日㈬◇宮崎県における口蹄疫の疑い事例の132
例目～ 146例目について（消費・安全局動
物衛生課）
◇口蹄疫に関連する（独）農研機構に対す
る緊急時の農林水産大臣要請について（農
林水産技術会議事務局研究開発官（食の安
全、基礎･基盤）室）
◇「第３回 森林組合改革・林業事業体育
成検討委員会」の開催及び傍聴について
（林野庁林政部経営課）
◇JAコープ食品株式会社が販売した袋詰
精米等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）
◇「全国子ども農山漁村交流プロジェクト
推進シンポジウム」の開催について（農林
水産省農村振興局農村政策部都市農村交流
課、総務省自治行政局地域自立応援課、文
部科学省初等中等教育局児童生徒課）
◇英国ノッティンガムシャー州からの家き
んの輸入停止措置について（消費・安全局
動物衛生課国際衛生対策室）

20日㈭◇宮崎県における口蹄疫の疑い事例の147
例目～ 159例目について（消費・安全局動
物衛生課）
◇戸別所得補償モデル対策「あぜ道キャラ
バン」について（５月21日郡司農林水産
副大臣の福島県出張）（大臣官房情報評価
課、東北農政局福島農政事務所 農政推進
課）
◇平成22年度病害虫発生予報第２号の発表
について（消費・安全局植物防疫課）
◇「第８回 産学官連携功労者表彰」にお
ける農林水産大臣賞 ～「植物ウイルス病
ワクチンの開発と製品化」～の決定につい
て（農林水産技術会議事務局研究推進課）
◇「海洋・沿岸域における水産環境整備の
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技術検討会（平成22年度第１回）」の開催
について（水産庁漁港漁場整備部計画課）
◇「食と地域の『絆』づくり」選定委員会
の開催について（農村振興局農村政策部都
市農村交流課）
◇「食料・農業・農村政策審議会 果樹部
会 平成22年度（第１回）」の開催及び一般
傍聴について（生産局生産流通振興課）

21日㈮◇「第２回 ASEAN+３食料安全保障の協
力戦略に関するラウンドテーブル会合」の
開催結果について（概要）（大臣官房国際
部国際協力課）
◇韓国からの家きん及び家きん肉等の輸入
停止措置について（消費・安全局動物衛生
課国際衛生対策室）
◇戸別所得補償モデル対策「あぜ道キャラ
バン」について（５月24日佐々木農林水産
大臣政務官の新潟県出張）（大臣官房情報
評価課、北陸農政局新潟農政事務所農政推
進課）
◇郡司農林水産副大臣の国内出張について
（林野庁森林整備部研究・保全課森林保全
推進室）
◇口蹄疫発生に伴う追加対策について（生
産局畜産部畜産企画課）
◇「生物多様性の日関連イベント」の開催
について（大臣官房環境バイオマス政策
課、東海農政局企画調整室）
◇「第３回 人材育成検討委員会」の開催
及び傍聴について（林野庁森林整備部研
究・保全課）
◇「第３回 国産材の加工・流通・利用検
討委員会」の開催及び傍聴について（林野
庁林政部木材産業課）
◇「第６回 森林・林業基本政策検討委員
会」の開催及び傍聴について（林野庁林政
部企画課）
◇「第５回 路網・作業システム検討委員
会」の開催と傍聴の登録について（林野庁
森林整備部整備課）
◇赤松農林水産大臣の「第61回 全国植樹
祭」への出席について（林野庁森林整備部
研究・保全課森林保全推進室）
◇平成21年度水産白書の公表について（水
産庁漁政部企画課）

22日㈯◇宮崎県における口蹄疫の疑い事例の160

例目～ 171例目について（消費・安全局動
物衛生課）
◇宮崎県における口蹄疫の疑い事例の172
例目～ 181例目について（消費・安全局動
物衛生課）

23日㈰◇宮崎県における口蹄疫の疑い事例の182
例目～ 193例目について（消費・安全局動
物衛生課）

24日㈪◇宮崎県における口蹄疫の疑い事例の194
例目～ 200例目について（消費・安全局動
物衛生課）
◇「平成22年産うんしゅうみかん及びりん
ご適正生産出荷見通し」について（生産局
生産流通振興課）
◇「「食」に関する将来ビジョン検討本部
（第２回）」の開催及び傍聴について（大臣
官房政策課）

25日㈫◇宮崎県における口蹄疫の疑い事例の201
例目～ 209例目について（消費・安全局動
物衛生課）
◇国内産米穀の卸・小売価格の概況（平成
22年４月）について（総合食料局食糧部計
画課）
◇「行政事業レビュー（公開プロセス）」
の開催及び傍聴について（大臣官房予算課）

26日㈬◇宮崎県における口蹄疫の疑い事例の210
例目～ 218例目について（消費・安全局動
物衛生課）
◇まぐろ類に関する国際会合の開催につい
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22年４
月）（総合食料局食糧部計画課）

27日㈭◇宮崎県における口蹄疫の疑い事例の219
例目～ 221例目について（消費・安全局動
物衛生課）
◇戸別所得補償モデル対策「あぜ道キャラ
バン」（５月28日千葉県）について（大臣
官房情報評価課、関東農政局千葉農政事務
所 農政推進課）
◇「こうやって作る木の学校～木材利用の
進め方のポイント、工夫事例～」の取りま
とめについて（林野庁林政部木材利用課、
文部科学省大臣官房文教施設企画部施設助
成課）
◇「第３回 グリーン・ツーリズム推進連
絡会議」の開催及び傍聴について（農村振
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興局農村政策部都市農村交流課）
28日㈮◇赤松農林水産大臣の国内出張（宮崎県）

について（消費・安全局総務課）
◇宮崎県における口蹄疫の疑い事例の222
例目～ 224例目について（消費・安全局動
物衛生課）
◇クローン家畜の異動報告のとりまとめに
ついて（平成22年４月１日～平成22年４
月30日異動情報提供分）（農林水産技術会
議事務局研究開発官（食の安全、基礎･基
盤）室、生産局畜産部畜産振興課畜産技術
室）
◇「農薬危害防止運動」の実施について
（消費・安全局農産安全管理課農薬対策室）
◇ズワイガニ幼生分布調査の実施について
（水産庁増殖推進部漁場資源課）

29日㈯◇宮崎県における口蹄疫の疑い事例の225
例目～ 232例目について（消費・安全局動
物衛生課）

30日㈰◇宮崎県における口蹄疫の疑い事例の233
例目～ 238例目について（消費・安全局動
物衛生課）

31日㈪◇宮崎県における口蹄疫の疑い事例の239
例目～ 247例目について（消費・安全局動
物衛生課）
◇第３回「地産地消の仕事人」の募集につ
いて（生産局技術普及課）
◇「農の雇用事業」の募集を開始します
（農林水産省経営局人材育成課、全国農業
会議所全国新規就農相談センター）

〈法令〉
５月11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38
号）を公布（同日施行）

14日㈮◇独立行政法人農畜産業振興機構法施行規
則及び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）

28日㈮◇独立行政法人通則法の一部を改正する法
律（法律第37号）を公布（公布の日から起
算して６月を超えない範囲内において政令
で定める日から施行）

31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40号）を公布（同日施行）

６　月

６月１日㈫◇宮崎県における口蹄疫の疑い事例の248
例目～ 253例目について（消費・安全局動
物衛生課）
◇「第４回 森林組合改革・林業事業体育
成検討委員会」の開催及び傍聴について
（林野庁林政部経営課）
◇「アグリビジネス創出フェア 2010」の
開催のお知らせ（農林水産技術会議事務局
研究推進課産学連携室）

２日㈬◇宮崎県における口蹄疫の疑い事例の254
例目～ 264例目について（消費・安全局動
物衛生課）

３日㈭◇宮崎県における口蹄疫の疑い事例の265
例目～ 269例目について（消費・安全局動
物衛生課）
◇「大西洋クロマグロ漁業国会合」の結果
について（水産庁資源管理部国際課）
◇平成20年度 都道府県別食料自給率につ
いて（大臣官房食料安全保障課）

４日㈮◇宮崎県における口蹄疫の疑い事例の270
例目、271例目についておよび口蹄疫対策
特別措置法に基づく地域指定について（消
費・安全局動物衛生課）
◇「日ソ地先沖合漁業協定」に基づく「日
ロ漁業委員会 第26回 会議追加協議」の結
果について（水産庁資源管理部国際課）
◇マリンフーズ 株式会社における業務用
水産物加工食品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）
◇えひめ南農業協同組合が販売した袋詰精
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）
◇オーストラリア産グレープフルーツの生
果実に係る植物検疫措置の追加について
（消費・安全局植物防疫課）
◇「小笠原諸島」の世界遺産一覧表への記
載に係る国際自然保護連合（IUCN）によ
る調査について（林野庁森林整備部研究・
保全課森林保全推進室、環境省自然環境局
自然環境計画課）
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５日㈯◇口蹄疫疫学調査チームによる現地調査及
び第２回検討会の開催について（消費・安
全局 動物衛生課、九州農政局消費・安全
部 安全管理課）
◇宮崎県における口蹄疫の疑い事例の272
例目～ 274例目について（消費・安全局動
物衛生課）

６日㈰◇宮崎県における口蹄疫の疑い事例の275
例目について（消費・安全局動物衛生課）

７日㈪◇宮崎県における口蹄疫の疑い事例の276
例目について（消費・安全局動物衛生課）
◇「第43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（農林水
産省消費・安全局消費・安全政策課、厚生
労働省医薬食品局食品安全部企画情報課）
◇まぐろ類地域漁業管理機関 合同会合作
業部会（「科学」・「監視取締措置」合同作
業部会）の結果について（水産庁資源管理
部国際課）

８日㈫◇宮崎県における口蹄疫の疑い事例の277
例目～ 279例目について（消費・安全局動
物衛生課）
◇海外商品取引業者に対する行政処分につ
いて（農林水産省総合食料局商品取引監理
官、経済産業省商務情報政策局商務課）
◇生食用野菜における腸管出血性大腸菌及
びサルモネラの実態調査結果（消費・安全
局農産安全管理課）
◇第二期北西太平洋鯨類捕獲調査船団の出
港について（沖合調査）（水産庁資源管理
部遠洋課）
◇「アフリカン・フェスタ 2010 in 横浜」
への出展について（大臣官房国際部国際協
力課）

９日㈬◇宮崎県における口蹄疫の疑い事例の280
例目について（消費・安全局動物衛生課）
◇篠原農林水産副大臣の国内出張について
（消費・安全局総務課）
◇戸別所得補償モデル対策の加入申請件数
（５月末現在）について（生産局農業生産
支援課）
◇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）
◇「平成22年度 第１回 自然再生専門家会
議」の開催について（農林水産省大臣官房
環境バイオマス政策課、国土交通省総合政

策局環境政策課）
◇「2010年度 第二期 北西太平洋鯨類捕
獲調査（JARPNII）沿岸域鯨類捕獲調査
（三陸沖）」の終了について（水産庁資源管
理部遠洋課）

10日㈭◇宮崎県における口蹄疫の疑い事例280例
目の検査結果等について（消費・安全局動
物衛生課）
◇「モントリオール・プロセス 第21回 総
会」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）
◇「農林水産物等輸出促進全国協議会 総
会」の開催について（大臣官房国際部国際
経済課貿易関税チーム輸出促進室）
◇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・安全局畜水産安全管
理課）
◇宮崎県における口蹄疫の疑い事例の281
～ 285例目について（消費・安全局動物衛
生課）
◇「第２回 森林・林業再生プラン推進本
部」の開催について（林野庁林政部企画課）

11日㈮◇「公共建築物等における木材の利用の促
進に関する法律」に関する各種情報の掲載
及び相談窓口の開設について（林野庁林政
部木材利用課）
◇「食料・農業・農村政策審議会 家畜衛
生部会 第14回牛豚等疾病小委員会」の開
催について（消費・安全局動物衛生課）
◇宮崎県における口蹄疫の疑い事例283 ～
285例目の検査結果等について（消費・安
全局動物衛生課）
◇植物防疫法施行規則の一部改正等につい
ての意見・情報の募集について～トルコ産
グレープフルーツの生果実の輸入解禁～
（消費・安全局植物防疫課）
◇「輸入植物検疫制度に関する意見・情
報交換会（第２回）」の開催について（消
費・安全局植物防疫課検疫対策室）
◇「平成22年度 第１回 木材需給会議」の
開催及び傍聴について（林野庁林政部木材
利用課）
◇山田農林水産大臣の「第30回 全国豊か
な海づくり大会」への出席について（水産
庁増殖推進部栽培養殖課）
◇平成21年度 食料・農業・農村白書の公
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表について（大臣官房情報評価課情報分
析・評価室）
◇「食料・農業・農村政策審議会 食品産
業部会 懇談会」の開催及び傍聴について
（総合食料局総務課政策推進室、総合食料
局食品産業企画課）
◇平成21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）
◇宮崎県における口蹄疫の疑い事例の
286、287例目について（消費・安全局動物
衛生課）
◇水稲直播栽培技術の普及状況（生産局農
業生産支援課）

12日㈯◇宮崎県における口蹄疫の疑い事例の288
例目及び口蹄疫対策特別措置法に基づく地
域指定について（消費・安全局動物衛生課）

14日㈪◇宮崎県における口蹄疫の疑い事例の289
例目について（消費・安全局動物衛生課）
◇新たな「家畜改良増殖目標（案）」及び
「鶏の改良増殖目標（案）」に対するご意見
の募集について（生産局畜産部畜産振興課）
◇「気候変動枠組条約次期枠組みに関する
特別作業部会」及び「補助機関会合」の開
催結果について（大臣官房環境バイオマス
政策課、林野庁森林整備部研究・保全課、
林野庁森林整備部 計画課）
◇「公共建築物木材利用促進法に係る説明
会」の開催及び傍聴について（林野庁林政
部木材利用課）
◇「平成22年度 レギュラトリーサイエン
ス新技術開発事業委託事業」の実施に係る
委託先の公募について（農林水産技術会議
事務局研究推進課、消費・安全局消費・安
全政策課）
◇「第13回 日韓漁業共同委員会 第１回 課
長級協議」の開催について（水産庁資源管
理部国際課）
◇宮崎県における口蹄疫の疑い事例289例
目の検査結果等について（消費・安全局動
物衛生課）

15日㈫◇宮崎県における口蹄疫の疑い事例の280
例目（都城市）周辺農場の遺伝子検査及び
抗体検査結果について（消費・安全局動物
衛生課）

16日㈬◇宮崎県における口蹄疫の疑い事例の290
例目について（消費・安全局動物衛生課）

◇「第２回米の流通に関する情報交換会」
の開催について（総合食料局食糧部計画課）
◇韓国まき網漁船の拿捕について（水産庁
資源管理部管理課）
◇プラムポックスウイルスによる植物の病
気の発生調査について（消費・安全局植物
防疫課）

17日㈭◇「平成21年 木材需給表（用材部門）」の
概要（平成21年１月～ 12月：丸太換算）
について（林野庁林政部企画課）
◇平成22年度病害虫発生予報第３号の発表
について（消費・安全局植物防疫課）
◇「今後の汚水処理のあり方に関する検討
会 （第３回）」の開催について（農林水産
省農村振興局整備部農村整備官、国土交通
省下水道部下水道事業課、環境省大臣官房
廃棄物・リサイクル対策部廃棄物対策課浄
化槽推進室、環境省水・大気環境局水環境
課）
◇宮崎県における口蹄疫の疑い事例290例
目の検査結果等について（消費・安全局動
物衛生課）
◇大型クラゲ分布調査の実施について（水
産庁増殖推進部漁場資源課）

18日㈮◇宮崎県における口蹄疫の疑い事例の291
例目について（消費・安全局動物衛生課）
◇「国際捕鯨委員会（IWC）第62回年次
会合」の開催について（水産庁資源管理部
遠洋課）
◇舟山農林水産大臣政務官の海外出張につ
いて～「国際捕鯨委員会（IWC）の第62
回年次会合」への出席～（水産庁資源管理
部遠洋課）
◇平成22年度カツオ長期来遊資源動向予測
（６月～ 11月）（水産庁増殖推進部漁場資
源課、独立行政法人水産総合研究センター）
◇「地方農政局長会議」の開催について
（大臣官房地方課）
◇農林漁業バイオ燃料法に基づく生産製造
連携事業計画の認定について（第７回認
定）（大臣官房環境バイオマス政策課バイ
オマス推進室）
◇平成21年特用林産物の生産量（速報・主
要品目）について（林野庁林政部経営課特
用林産対策室）
◇「海洋・沿岸域における水産環境整備の
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技術検討会（平成22年度 第２回）」の開催
について（水産庁漁港漁場整備部計画課）
◇「小笠原諸島」の世界自然遺産一覧表へ
の記載に係る国際自然保護連合（IUCN）
の専門家による調査の詳細日程について
（林野庁森林整備部研究・保全課森林保全
推進室、環境省自然環境局自然環境計画課）
◇「第７回 農地・水・環境保全向上対策 
第三者委員会」の開催及び傍聴について
（農村振興局整備部農地資源課農地・水・
環境保全対策室）
◇全国農業協同組合連合会に対する農業協
同組合法に基づく業務改善命令の発出につ
いて（経営局協同組織課）

19日㈯◇宮崎県における口蹄疫の疑い事例291例
目の検査結果等について（消費・安全局動
物衛生課）

21日㈪◇移動制限等解除に向けた清浄性確認検査
について（消費・安全局動物衛生課）
◇「第13回 日韓漁業共同委員会 第１回 課
長級協議」の結果について（水産庁資源管
理部国際課）
◇砂糖及び異性化糖の需給見通しについて
（生産局生産流通振興課）
◇「中山間地域等直接支払制度等に関する
第三者委員会」の開催及び傍聴について
（農村振興局農村政策部中山間地域振興課
中山間整備推進室）
◇シンポジウム「ここまでできた！お米の
研究最前線」の開催について（農林水産技
術会議事務局研究開発官（食の安全、基礎
･基盤）室）

22日㈫◇山田農林水産大臣の国内出張について
（消費・安全局総務課）
◇口蹄疫疫学調査チーム 第３回 検討会の
開催について（消費・安全局動物衛生課）
◇「平成22年度 獣医事審議会 第１回 計画
部会」の開催及び一般傍聴について（消
費・安全局畜水産安全管理課）
◇鳥取県森林組合連合会に対する森林組合
法に基づく必要措置命令の発出について
（林野庁林政部経営課）
◇平成22年３月下旬からの低温、降霜等に
よる被害農業者等に対する既貸付金の償還
猶予等について（経営局経営政策課災害総
合対策室）

23日㈬◇「平成22年度 第２回 食料・農業・農村
政策審議会 果樹部会」の開催及び一般傍
聴について（生産局生産流通振興課）
◇有機JASマークが付された有機農産物等
に「organic」等と表示してEU加盟諸国へ
輸出することが可能となったことについて
（消費・安全局表示・規格課）

24日㈭◇口蹄疫の疑似患畜の殺処分・と体の埋却
の完了について（消費・安全局動物衛生課）
◇「カルタヘナ議定書「責任と救済」に関
する 第３回 共同議長フレンズ会合」の結
果概要について（農林水産省大臣官房環境
バイオマス政策課、外務省国際協力局地球
環境課）
◇佐々木農林水産大臣政務官の国内出張に
ついて～「APEC開催記念キックオフシン
ポジウム」への出席～（大臣官房国際部国
際政策課）

25日㈮◇移動制限等解除に向けた清浄性確認検査
について（消費・安全局動物衛生課）
◇「「食」に関する将来ビジョン検討本部
（第３回）」の開催及び傍聴について（大臣
官房政策課）
◇家畜クローン研究の現状について（農林
水産技術会議事務局研究開発官（食の安
全、基礎･基盤）室、生産局畜産部畜産振
興課畜産技術室）
◇国内産米穀の卸・小売価格の概況（平成
22年５月）について（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22年５
月）（総合食料局食糧部計画課）

26日㈯◇「第62回 国際捕鯨委員会（IWC）年次
会合」の結果について（水産庁資源管理部
遠洋課）

27日㈰◇都城市・日向市における清浄性確認検査
の進捗状況について（消費・安全局動物衛
生課）

28日㈪◇「第43回 コーデックス連絡協議会」の
概要について（農林水産省消費・安全局消
費・安全政策課、厚生労働省食品安全部企
画情報課国際食品室）

29日㈫◇都城市・日向市における清浄性確認検査
の進捗状況について（消費・安全局動物衛
生課）
◇獣医事審議会委員の公募について（消
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費・安全局畜水産安全管理課）
◇「平成21年度農林水産知的財産戦略総合
推進事業（農林水産分野における知的財産
に係る保護強化）」に関する事業報告書の
公表について（生産局知的財産課）
◇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基づ
く学識経験者の名簿の作成及び公表につい
て（第一種使用等分）（農林水産省消費・
安全局農産安全管理課、環境省自然環境局
野生生物課外来生物対策室）
◇遺伝子組換え生物等の拡散防止措置の確
認にあたって意見を聴取する学識経験者の
名簿の作成及び公表について（第二種使用
等分）（農林水産技術会議事務局技術政策
課技術安全室、消費・安全局農産安全管理
課）
◇「平成22年度 第１回 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（農林水産技術会議事務局技術政策
課技術安全室、環境省自然環境局野生生物
課外来生物対策室）
◇平成22年産 水稲の作柄表示地帯別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）

30日㈬◇都城市・日向市の清浄性確認検査の結果
について（消費・安全局動物衛生課）
◇平成22年度 第２回 瀬戸内海東部カタク
チイワシ漁況予報（水産庁増殖推進部漁場
資源課、独立行政法人水産総合研究セン
ター  瀬戸内海区水産研究所 業務推進部）

〈法令〉
６月２日㈬◇排他的経済水域及び大陸棚の保全及び利

用の促進のための低潮線の保全及び拠点施
設の整備等に関する法律（法令第41号）を
公布（公布の日から起算して３月を超えな
い範囲内において政令で定める日から施行）

４日㈮◇口蹄疫対策特別措置法（法律第44号）を
公布（同日施行）
◇口蹄疫対策特別措置法施工令（政令第
146号）を公布（同日施行）
◇口蹄疫対策特別措置法施工規則（農林水
産省令第41号）を公布（同日施行）

18日㈮◇口蹄疫対策特別措置法施工令の一部を改
正する政令（政令第150号）を公布（同日

施行）
30日㈬◇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）
◇農業の担い手に対する経営安定のための
交付金の交付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42号）を
公布（同日施行）

７　月

７月１日㈬◇平成23年度 税制改正要望に係る御意見
の募集について（経営局総務課調整室）
◇山田農林水産大臣の国内出張について
（消費・安全局総務課）
◇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）
◇「夏ベジプロジェクト2010」（夏野菜の
消費拡大）について（生産局生産流通振興
課）

２日㈮◇「食料・農業・農村政策審議会 平成22
年度 第３回 畜産部会」の開催について
（生産局畜産部畜産企画課畜産総合推進室）
◇海外商品取引業者に対する行政処分につ
いて（総合食料局商品取引監理官）
◇農林水産分野における排出量取引推進の
ための新たな排出削減方法論のアイデア募
集について（大臣官房環境バイオマス政策
課）
◇浅野商事株式会社が販売した袋詰米穀の
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）
◇まぐろ類地域漁業管理機関 合同会合作
業部会（「混獲」・「漁業管理」合同作業部
会）の結果について
（水産庁資源管理部国際課）
◇ウナギの産卵場生態調査の実施について
（水産庁増殖推進部漁場資源課）

５日㈪◇西都市の清浄性確認検査の結果について
（消費・安全局動物衛生課）
◇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）
◇宮崎県における口蹄疫の疑い事例の292
例目について（消費・安全局動物衛生課）
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６日㈫◇平成22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、独立行政法人
水産総合研究センター日本海区水産研究所
業務推進部）
◇「食料・農業・農村政策審議会」委員の
公募について（大臣官房政策課）
◇新潟県農業共済組合連合会に対する農業
災害補償法に基づく監督上必要な命令の発
出について（経営局保険監理官）

７日㈬◇「輸入植物検疫制度に関する意見・情報
交換会（第３回）」の開催及び傍聴につい
て（消費・安全局植物防疫課検疫対策室）
◇国富町の清浄性確認検査の結果について
（消費・安全局動物衛生課）

８日㈭◇平成22年度「子ども霞が関見学デー」の
実施について（大臣官房情報評価課）
◇平成22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）
◇平成22年度「新たな農林水産政策を推進
する実用技術開発事業」の新規採択課題の
決定について（農林水産技術会議事務局研
究推進課産学連携室）
◇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・安全局畜水産安全管
理課）

９日㈮◇平成22年度 新規委託プロジェクト研究
の実施について（農林水産技術会議事務局）
◇「口蹄疫に関する緊急調査研究」の研究
課題の公募について（農林水産技術会議事
務局研究推進課産学連携室）

12日㈪◇「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）
◇「果樹農業振興基本方針」の公表につい
て（生産局生産流通振興課）

13日㈫◇「グリーンウェイブ2010」の実施結果に
ついて（林野庁森林整備部研究・保全課森
林保全推進室）
◇「平成22年度 『田園自然再生活動コン
クール』」の募集について（農村振興局農
村政策部農村環境課農村環境対策室）

16日㈮◇平成22年７月15日の山口県における大雨
災害による被害農林業者等に対する資金の
円滑な融通、既貸付金の償還猶予等につい
て（経営局経営政策課災害総合対策室）
◇平成22年度 第１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、独立行政法人水産総合研究センター北
海道区水産研究所業務推進部）
◇「日・マーシャル漁業協議」の開催につ
いて（水産庁資源管理部国際課）
◇「平成22年度 森林総合研究所営事業 事
後評価 技術検討会」の開催及び傍聴につ
いて（農村振興局整備部農地資源課）
◇口蹄疫発生に伴う関連対策の見直しにつ
いて（生産局畜産部畜産振興課畜産技術
室、生産局畜産部食肉鶏卵課食肉需給対策
室、生産局畜産部畜産企画課）
◇大雨に対する農作物の技術指導について
（生産局農業生産支援課、生産局畜産部畜
産振興課、生産局生産流通振興課）
◇「第３回 海洋立国推進功労者表彰」に
ついて（水産庁漁政部企画課、文部科学省
研究開発局海洋地球課、経済産業省資源エ
ネルギー庁資源・燃料部 政策課、国土交
通省海事人材政策課 海事振興企画室、環
境省地球環境局 環境保全対策課）
◇「第８回 農地・水・環境保全向上対策 
第三者委員会」の開催及び傍聴について
（農村振興局整備部農地資源課農地・水・
環境保全対策室）
◇「海洋・沿岸域における水産環境整備の
技術検討会（平成22年度 第３回）」の開催
について（水産庁漁港漁場整備部計画課）
◇戸別所得補償モデル対策の加入申請件数
（６月末現在）について（生産局農業生産
支援課）
◇「第４回 人材育成検討委員会」の開催
及び傍聴について（林野庁森林整備部研
究・保全課）

17日㈯◇高鍋町を中心に設定されている移動制限
の解除について（消費・安全局動物衛生課）

20日㈫◇平成22年７月12日からの広島県における
大雨災害による被害農林業者等に対する資
金の円滑な融通、既貸付金の償還猶予等に
ついて（経営局経営政策課災害総合対策室）
◇「ここまで低コスト化・省力化が進んだ
東北の水稲直播栽培技術（地域マッチング
フォーラム）」の開催について（農林水産
技術会議事務局研究推進課、独立行政法人
農業・食品産業技術総合研究機構東北農業
研究センター企画管理部情報広報課）
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◇「平成22年度 第２回 リスク管理検討
会」の開催及び傍聴について（消費・安全
局消費・安全政策課）

21日㈬◇「口蹄疫疫学調査チーム 第４回 検討
会」の開催について（消費・安全局動物衛
生課）
◇平成22年度 第２回 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、独立行政法人水産総合研究センター日
本海区水産研究所業務推進部）
◇日本海におけるクロマグロ仔稚魚分布調
査の実施について（水産庁増殖推進部漁場
資源課、独立行政法人水産総合研究セン
ター）
◇「有機農業の推進に関する全国会議」の
開催及び傍聴について（生産局農業環境対
策課）

22日㈭◇「農業新技術2010解説編」の作成につい
て（農林水産技術会議事務局研究推進課）
◇平成22年度病害虫発生予報第５号（水稲
特集）の発表について（消費・安全局植物
防疫課）
◇平成19年に輸入された非食用米穀の不適
正流通について（総合食料局食糧部計画
課、総合食料局食糧部食糧貿易課）

23日㈮◇山田農林水産大臣の国内出張について
（経営局経営政策課災害総合対策室、林野
庁森林整備部治山課山地災害対策室）
◇宮崎市の清浄性確認検査の結果について
（消費・安全局動物衛生課）
◇農作業中における熱中症による事故防止
の指導の徹底について（生産局農業生産支
援課）
◇「農業者大学校の今後のあり方に関する
意見交換会」の開催及び傍聴について（経
営局人材育成課）
◇「オフセット・クレジット（J-VER）制
度」における対象プロジェクトの追加につ
いて（大臣官房環境バイオマス政策課）
◇「口蹄疫に関する緊急調査研究」の研究
課題の決定について（農林水産技術会議事
務局研究推進課産学連携室）
◇韓国刺し網漁船の拿捕について（水産庁
資源管理部管理課）
◇ウメ輪紋ウイルス（プラムポックスウイ
ルス）による植物の病気の発生調査の結果

と対応状況について（消費・安全局植物防
疫課）
◇「食料・農業・農村政策審議会 食糧部
会」の開催及び傍聴について（総合食料局
食糧部計画課）

24日㈯◇台湾刺し網漁船の拿捕について（水産庁
資源管理部管理課）

26日㈪◇国内産米穀の卸・小売価格の概況 （平成
22年６月）について（総合食料局食糧部計
画課）

27日㈫◇「エコファーマー」の認定状況（平成22
年３月末現在）について（生産局農業環境
対策課）
◇平成22年度 地域産学連携支援委託事業
の実施体制について（農林水産技術会議事
務局研究推進課産学連携室）
◇「酪農及び肉用牛生産の近代化を図るた
めの基本方針」の公表について（生産局畜
産部畜産企画課畜産総合推進室）
◇「家畜改良増殖目標」及び「鶏の改良増
殖目標」の公表について（生産局畜産部畜
産振興課）
◇「第１回口蹄疫対策検証委員会」の開催
について（消費・安全局総務課）
◇麦製品等の取引価格の推移（平成22年６
月）（総合食料局食糧部計画課）

28日㈬◇英国ノース・ヨークシャー州からの家き
んの輸入停止措置について（消費・安全局
動物衛生課国際衛生対策室）

29日㈭◇平成22年度 第１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、独立行政法人水産総合研
究センター  中央水産研究所  業務推進部）
◇「日・マーシャル漁業協議」の結果につ
いて（水産庁資源管理部国際課）

30日㈮◇郡司農林水産副大臣の国内出張について
（農林水産技術会議事務局技術政策課）
◇商品取引員に対する行政処分について
（農林水産省総合食料局商品取引監理官、
経済産業省商務情報政策局商務課）
◇「獣医師法第８条第２項の規定」に基づ
く獣医師の業務停止処分について（消費・
安全局畜水産安全管理課）
◇「平成22年産水稲の西南暖地における早
期栽培等の作柄概況（７月15日現在）」に
ついて（大臣官房統計部生産流通消費統計
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課）
◇「食料・農業・農村政策審議会 食糧部
会」の開催及び傍聴について（総合食料局
食糧部計画課）
◇クローン家畜の異動報告のとりまとめに
ついて（平成22年６月１日～平成22年６
月30日異動情報提供分）（農林水産技術会
議事務局研究開発官（食の安全、基礎･基
盤）室、生産局畜産部畜産振興課畜産技術
室）
◇バイオマスタウンの公表（第43回）
（大臣官房環境バイオマス政策課バイオマ
ス推進室）
◇「第９回 農地・水・環境保全向上対策 
第三者委員会」の開催及び傍聴について
（農村振興局整備部農地資源課農地・水・
環境保全対策室）

〈法令〉
７月１日㈭◇米国の出荷販売事業者が遵守すべき事項

を定める省令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）

16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３号）
を公布（同日施行）

28日㈬◇指定漁業の許可及び取締り等に関する省
令及び特定大臣許可漁業等の取締りに関す
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（平成22年８月１日から
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45号）を公布（同日施
行）

30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46号）を公布（同日施
行）

８　月

８月２日㈪◇農林水産分野のカーボンフットプリント
表示モデル事業における参加者の募集につ
いて（大臣官房環境バイオマス政策課）

３日㈫◇平成22年度 北西太平洋サンマ長期漁海
況予報（水産庁増殖推進部漁場資源課、独
立行政法人水産総合研究センター東北区水

産研究所業務推進部）
◇「第３回地産地消給食等メニューコンテ
スト」の表彰候補の募集について（生産局
技術普及課）

６日㈮◇〈COP10パートナーシップ事業〉「農林
水産業と生物多様性に関するシンポジウム
in北陸」の開催について（農林水産省大臣
官房環境バイオマス政策課、北陸農政局企
画調整室）
◇商品先物市場に関する米国との情報交換
の枠組みの強化について（農林水産省総合
食料局商品取引監理官、経済産業省商務情
報政策局商務課）
◇「地方農政局長会議」の開催について
（大臣官房地方課）
◇国立大学法人岐阜大学における委託研究
に係る不適正な経理処理に対する措置につ
いて（農林水産技術会議事務局総務課）

10日㈫◇「2010年 秋の農作業安全確認運動」の
実施について（生産局農業生産支援課）
◇遺伝子組換えダイズの第一種使用等に関
する承認に先立っての意見・情報の募集
（パブリックコメント）について（消費・
安全局農産安全管理課）
◇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）
◇平成21年度食料自給率等について（大臣
官房食料安全保障課）

11日㈬◇平成21年度農林水産省所管特例民法法人
に対する立入検査の実施状況について（大
臣官房文書課）
◇台風第４号の接近及び通過並びに高温等
に対する技術指導の徹底について（生産局
農業生産支援課、生産局畜産部畜産振興
課、生産局生産流通振興課、生産局畜産部
畜産企画課）
◇シンポジウム「環境保全型農業の取り組
みの効果を計る」の開催について（農林水
産技術会議事務局研究開発官（環境）室、
（独）農業環境技術研究所 生物多様性研究
領域）
◇「平成22年度 獣医事審議会 第２回 計画
部会」の開催及び一般傍聴について（消
費・安全局畜水産安全管理課）

12日㈭◇「平成22年度 第２回 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
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ついて（農林水産技術会議事務局技術政策
課技術安全室）
◇「市町村長から鳥獣害対策等に係る提言
を頂く会」の開催及び傍聴について（大臣
官房政策課）
◇「2011 国際森林年」について（林野庁
森林整備部計画課海外林業協力室）
◇山田農林水産大臣の国内出張について
（水産庁増殖推進部漁場資源課）
◇平成22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）
◇「第７回 森林・林業基本政策検討委員
会 公開ヒアリング」の開催等について
（林野庁林政部企画課）

13日㈮◇〈COP10パートナーシップ事業〉「農林
水産業と生物多様性に関するシンポジウム
in中国四国」の開催について（大臣官房環
境バイオマス政策課、中国四国農政局企画
調整室）
◇「アジア森林パートナーシップ（AFP） 
第９回 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）
◇「緑と水の環境技術革命総合戦略（骨
子）」の策定について（大臣官房環境バイ
オマス政策課バイオマス推進室）
◇小泉武夫客員研究員講演会「温故知新－
消えた「食」からの再考とヒント－」の開
催について（農林水産政策研究所、農林水
産政策研究所広報資料課）

16日㈪◇「平成22年 第１回 農林水産省政策評価
第三者委員会」の開催及び傍聴について
（大臣官房情報評価課情報分析・評価室）

17日㈫◇佐々木農林水産大臣政務官の国内出張に
ついて（農村振興局整備部農村整備官）
◇「第２回 口蹄疫対策検証委員会」の開
催について（消費・安全局総務課）

18日㈬◇〈COP10パートナーシップ事業〉「農林
水産業と生物多様性に関するシンポジウム
in北海道」の開催について（大臣官房環境
バイオマス政策課、北海道農政事務所農政
推進課企画調整グループ）
◇株式会社オールライフサービスにおける
有機JASマークの不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）
◇有限会社ジェイネットにおける不適正表

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）
◇天皇海山海洋環境調査の実施について
（水産庁増殖推進部漁場資源課、独立行政
法人水産大学校）
◇トルコ産グレープフルーツの生果実の輸
入解禁について（消費・安全局植物防疫課）

19日㈭◇「第２回 食料・農業・農村政策審議会 
食品産業部会 懇談会」の開催及び傍聴に
ついて（総合食料局総務課政策推進室、総
合食料局食品産業企画課）
◇生物多様性条約 第10回締約国会議
（COP10）及びカルタヘナ議定書 第５回締
約国会議（MOP５）日本政府公式ウェブ
サイトの開設について（農林水産省大臣官
房環境バイオマス政策課、外務省国際協力
局）
◇〈COP10パートナーシップ事業〉「農林
水産業と生物多様性に関するシンポジウム
in東北」の開催について（大臣官房環境バ
イオマス政策課、東北農政局農村計画部資
源課）

20日㈮◇平成22年度科学技術振興調整費による口
蹄疫対策に資する緊急研究について（農林
水産技術会議事務局研究開発官（食の安
全、基礎･基盤）室）
◇「食料・農業・農村政策審議会（第23
回）」の開催及び傍聴について（大臣官房
政策課）
◇「日・パプアニューギニア漁業協議」の
開催について（水産庁資源管理部国際課）
◇平成22年産水田・畑作経営所得安定対策
加入申請状況について（経営局経営政策課
経営安定対策室）
◇集落営農の解散、脱退等に関する実態把
握結果について（経営局経営政策課）
◇「平成二十二年六月十一日から七月十九
日までの間の豪雨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
定に関する政令」について（経営局経営政
策課災害総合対策室）
◇戸別所得補償モデル対策の加入申請状況
（７月末現在）について（生産局農業生産
支援課）
◇第二期北西太平洋鯨類捕獲調査船団の入
港について（沖合調査）（水産庁資源管理
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部遠洋課）
23日㈪◇「食料・農業・農村政策審議会 家畜衛

生部会 第15回牛豚等疾病小委員会 及び 口
蹄疫疫学調査チーム 第５回 検討会」 の合
同開催について（消費・安全局動物衛生課）
◇「第３回 口蹄疫対策検証委員会」の開
催について（消費・安全局総務課）
◇「第13回 日韓漁業共同委員会 第２回 課
長級協議」の開催について（水産庁資源管
理部国際課）
◇遺伝子組換え植物実態調査結果（平成18
年～平成20年分）について（消費・安全局
農産安全管理課）
◇「第３回 バイオマス活用推進 専門家会
議」の開催について（大臣官房環境バイオ
マス政策課）

24日㈫◇平成22年度食品事業者表示適正化技術講
座の開催について（消費・安全局表示・規
格課食品表示・規格監視室）
◇輸入麦の政府売渡価格の改定について
（総合食料局食糧部食糧貿易課）
◇我が国から台湾へ輸出したもも生果実か
ら台湾側の輸入植物検査でモモシンクイガ
が発見された件について（消費・安全局植
物防疫課）

25日㈬◇口蹄疫の疫学調査に係る中間的整理につ
いて（消費・安全局動物衛生課）
◇口蹄疫発生農場及びワクチン接種農場に
おける家畜の再導入への取組みについて
（消費・安全局動物衛生課）
◇山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）
◇〈COP10パートナーシップ事業〉「農林
水産業と生物多様性に関するシンポジウム
in関東」の開催について（大臣官房環境バ
イオマス政策課、関東農政局企画調整室）
◇〈COP10パートナーシップ事業〉「農林
水産業と生物多様性に関するシンポジウム
in近畿」の開催について（大臣官房環境バ
イオマス政策課、近畿農政局企画調整室）
◇麦製品等の取引価格の推移（平成22年７
月）（総合食料局食糧部計画課）
◇国内産米穀の卸・小売価格の概況（平成
22年７月）について（総合食料局食糧部計
画課）
◇郡司副大臣の国内出張について（生産局

生産流通振興課）
◇佐々木農林水産大臣政務官の国内出張に
ついて（農村振興局農村政策部農村計画課）
◇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）

26日㈭◇「第４回 口蹄疫対策検証委員会」の開
催について（消費・安全局総務課）
◇「水産政策審議会 第23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）

27日㈮◇カツオ・マグロ類の保存管理強化に向け
た日中間の協力について（水産庁資源管理
部国際課）
◇違法伐採対策に関する日中覚書の実質合
意について（林野庁林政部木材利用課木材
貿易対策室）
◇クローン家畜の異動報告のとりまとめに
ついて（平成22年７月１日～平成22年７
月31日異動情報提供分）（農林水産技術会
議事務局研究開発官（食の安全、基礎･基
盤）室、生産局畜産部畜産振興課畜産技術
室）
◇「汚水処理施設連携整備事業の実施状況
等」について（農林水産省農村振興局整備
部農村整備官、国土交通省下水道部下水道
事業課、環境省大臣官房廃棄物・リサイク
ル対策部廃棄物対策課浄化槽推進室）
◇「平成21年度末の汚水処理人口普及状
況」について（農林水産省農村振興局整備
部農村整備官、国土交通省下水道部下水道
事業課、環境省大臣官房廃棄物・リサイク
ル対策部廃棄物対策課浄化槽推進室）
◇戸別所得補償に関するアンケート調査の
結果について（大臣官房戸別所得補償制度
推進チーム、生産局農業生産支援課、大臣
官房情報評価課）

30日㈪◇「第13回 日韓漁業共同委員会 第２回 課
長級協議」の結果について（水産庁資源管
理部国際課）
◇第２回「口蹄疫に関する緊急調査研究」
の研究課題の公募について（農林水産技術
会議事務局研究推進課産学連携室）

31日㈫◇平成23年度農林水産予算概算要求の概要
（大臣官房予算課）
◇平成23年度農林水産関連税制改正要望
（経営局総務課調整室）
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◇平成23年度組織・定員要求の主要事項に
ついて（総合食料局総務課、消費・安全局
総務課）
◇「獣医療を提供する体制の整備を図るた
めの基本方針」の公表について（消費・安
全局畜水産安全管理課）
◇「平成21年度 森林病害虫被害量実績」
について（林野庁森林整備部研究・保全課
森林保護対策室）
◇「平成22年産水稲の８月15日現在におけ
る作柄概況」について（大臣官房統計部生
産流通消費統計課）
◇「農作業安全確認運動推進会議」の開催
について（生産局農業生産支援課）
◇舟山農林水産大臣政務官の国内出張につ
いて（大臣官房国際部国際政策課）

〈法令〉
８月３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２号）を
公布（同日施行）

６日㈮◇エネルギー環境適合製品の開発及び製造
を行う事業の促進に関する法律の施行期日
を定める政令（政令第182号）を公布（同
日施行）
◇エネルギー環境適合製品の開発及び製造
を行う事業の促進に関する法律施行令（政
令第183号）を公布（法の施行の日（平成
22年８月16日）から施行）

12日㈭◇農業信用基金協会の事業報告書、貸借対
照表及び損益計算書並びに計算に関する命
令の一部を改正する命令（内閣府・農林水
産省令第４号）を公布（農業経営に関する
金融上の措置の改善のための農業改良資金
助成法等の一部を改正する法律（平成22年
法律第23号）の施行の日（平成22年10月１
日）から施行）

13日㈮◇エネルギー環境適合製品の開発及び製造
を行う事業の促進に関する法律に基づく特
定事業計画の認定等に関する省令（農林水
産省・経済産業省・国土交通省第１号）を
公布（法の施行の日（平成22年８月16日）
から施行）

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47号）を公布（同日施
行）

25日㈬◇平成22年６月11日から７月19日までの間
の豪雨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に関する
政令（政令第190号）を公布（同日施行）

26日㈭◇主要食糧の需給及び価格の安定に関する
法律施行規則の一部を改正する省令（農林
水産省令第48号）を公布（同日施行）

９　月

９月１日㈬◇「「食」に関する将来ビジョン検討本部
（第４回）」の開催及び傍聴について（大臣
官房政策課）
◇「北太平洋海域における公海漁業管理に
関する 第９回 関係国・地域間協議」の開
催について（水産庁資源管理部国際課）
◇農協系統金融機関の平成21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）
◇漁協系統金融機関の平成21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）
◇「第６回 日中漁業取締実務者協議」の
開催について（水産庁資源管理部管理課）
◇「平成21年地球温暖化影響調査レポー
ト」の公表について（生産局農業環境対策
課）
◇「日・パプアニューギニア漁業協議」の
結果について（水産庁資源管理部国際課）

２日㈭◇「第10回 農地・水・環境保全向上対策 
第三者委員会」の開催及び傍聴について
（農村振興局整備部農地資源課農地・水・
環境保全対策室）
◇「平成21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21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、林野庁国有林野
部管理課）
◇「第７回 国際植物防疫条約に関する国
内連絡会」の開催について（消費・安全局
植物防疫課検疫対策室）
◇調味料中の３-MCPD含有実態調査の結
果について（消費・安全局消費・安全政策
課）
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３日㈮◇宮崎県における移動制限解除後の清浄性
確認検査の実施について（消費・安全局動
物衛生課）
◇「食料・農業・農村政策審議会 甘味資
源部会」の開催及び傍聴について（生産局
生産流通振興課）
◇「 中 西 部 太 平 洋 ま ぐ ろ 類 委 員 会
（WCPFC） 第６回 北小委員会」の開催に
ついて（水産庁資源管理部国際課）
◇「第５回 口蹄疫対策検証委員会」の開
催について（消費・安全局総務課）
◇水稲の作柄に関する委員会（平成22年産
第１回）の意見について（大臣官房統計部
生産流通消費統計課）
◇暑熱による畜産関係被害状況と技術指導
の徹底について（生産局畜産部畜産企画課
畜産総合推進室、生産局畜産部畜産振興課
畜産技術室）

６日㈪◇韓国からの家きん及び家きん肉等の輸入
停止措置の解除について（消費・安全局動
物衛生課国際衛生対策室）
◇「第６回 日中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）
◇「農業新技術200X」現地検討会inさい
たま ～ナシの樹体ジョイント技術～ の開
催について（農林水産技術会議事務局研究
推進課、関東農政局生産経営流通部農産課）
◇「2010年度第二期北西太平洋鯨類捕獲調
査（JARPNII）沿岸域鯨類捕獲調査（釧
路沖）」の開始について（水産庁資源管理
部遠洋課）

７日㈫◇台風の接近及び通過並びに高温等に対す
る技術指導の徹底について（生産局農業生
産支援課、生産局畜産部畜産振興課草地整
備推進室、生産局畜産部畜産振興課畜産技
術室、生産局生産流通振興課）
◇「今後の汚水処理のあり方に関する検討
会 （第４回）」の開催について（農林水産
省農村振興局整備部農村整備官、国土交通
省下水道部下水道事業課、環境省大臣官房
廃棄物・リサイクル対策部廃棄物対策課浄
化槽推進室、環境省水・大気環境局水環境
課）
◇「2010年世界農林業センサス結果の概要
（暫定値）（平成22年２月１日現在）」につ
いて（大臣官房統計部経営・構造統計課セ

ンサス統計室）
８日㈬◇「第６回 口蹄疫対策検証委員会」の開

催について（消費・安全局総務課）
◇農林水産分野のカーボンフットプリント
表示モデル事業における参加者の再募集に
ついて（大臣官房環境バイオマス政策課）

９日㈭◇「日・インド経済連携協定締結交渉」の
大筋合意について（大臣官房国際部国際経
済課経済連携チーム）
◇「森林（もり）づくり活動についてのア
ンケート」集計結果について（林野庁森林
整備部研究・保全課森林保全推進室）
◇台湾刺し網漁船の拿捕について（水産庁
資源管理部管理課）
◇口蹄疫に関する机上防疫演習の実施につ
いて（消費・安全局動物衛生課）
◇平成22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）
◇「水産政策審議会 第47回 資源管理分科
会」の開催について（水産庁漁政部漁政課）

10日㈮◇「第４回 グリーン・ツーリズム推進連
絡会議」の開催について（農村振興局農村
政策部都市農村交流課）
◇「 中 西 部 太 平 洋 ま ぐ ろ 類 委 員 会
（WCPFC）第６回 北小委員会」の結果に
ついて（水産庁資源管理部国際課）
◇平成21年の特用林産物の生産動向等につ
いて（林野庁林政部経営課特用林産対策室）
◇国立大学法人 山口大学における委託研
究に係る不適正な経理処理に対する措置に
ついて（農林水産技術会議事務局総務課）
◇ユウキ食品 株式会社における加工食品
（調味料）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）
◇株式会社 スーパー九州屋における加工
食品（うなぎ蒲焼き）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20年度農業・食料関連産業の経済計
算（速報）について（大臣官房情報評価課
情報分析・評価室）
◇肉骨粉適正処分対策事業に係る農畜産業
振興機構への指示等について（生産局畜産
部食肉鶏卵課）
◇「平成22年度 第２回 木材需給会議」の
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開催及び傍聴について（林野庁林政部木材
利用課）
◇篠原農林水産副大臣の国内出張について
（水産庁漁港漁場整備部整備課）
◇米国産牛肉に関する日米間の技術的会合
の開催について（農林水産省消費･安全局
動物衛生課、厚生労働省医薬食品局食品安
全部監視安全課）

13日㈪◇「農地・水・環境保全向上対策の中間評
価」について（農村振興局整備部農地資源
課農地・水・環境保全対策室）
◇平成22砂糖年度・平成22でん粉年度にお
ける価格調整制度の各種指標の決定及び糖
価調整制度の安定的な運営に向けた取組に
ついて（生産局生産流通振興課）
◇「農林物資規格調査会部会（平成22年
度第１回）」の開催及び傍聴について（消
費・安全局表示・規格課）
◇「第７回 口蹄疫対策検証委員会」の開
催について（消費・安全局総務課）

14日㈫◇「北太平洋海域における公海漁業管理に
関する 第９回 関係国・地域間協議」の結
果について（水産庁資源管理部国際課）
◇「第５回 人材育成検討委員会」の開催
及び傍聴について（林野庁森林整備部研
究・保全課）
◇日本海におけるクロマグロ仔稚魚分布調
査の結果について（水産庁増殖推進部漁場
資源課、独立行政法人水産総合研究セン
ター経営企画部広報室）
◇平成22年度「農業技術の匠」の募集につ
いて（生産局技術普及課）

15日㈬◇口蹄疫対策検証委員会における「これま
での議論の整理」について（消費・安全局
総務課）

16日㈭◇暑熱による畜産関係被害状況と技術指導
の徹底について（生産局畜産部畜産企画課
畜産総合推進室、畜産振興課畜産技術室）
◇「第44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（厚生労
働省医薬食品局食品安全部 企画情報課国
際食品室、農林水産省消費・安全局消費・
安全政策課）
◇宮城県森林組合連合会に対する森林組合
法に基づく必要措置命令の発出について
（林野庁林政部経営課）

◇「外食事業者の国産農産物の利用等に関
するアンケート調査結果」について（総合
食料局食品産業振興課、総合食料局食品産
業振興課外食産業室）
◇米国産牛肉に関する日米間の技術的会合
の概要について（農林水産省消費・安全局
動物衛生課、厚生労働省医薬食品局食品安
全部監視安全課）

17日㈮◇平成22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、独立行政法人水産総合研究センター北
海道区水産研究所業務推進部）
◇「太平洋クロマグロの資源管理に関する
全国会議」の開催について（水産庁資源管
理部国際課）
◇砂糖及び異性化糖の需給見通しについて
（生産局生産流通振興課）
◇シンポジウム「農産物・食品機能性研究
の最前線」の開催について（農林水産技術
会議事務局研究開発官（食料戦略）室、農
林水産技術会議事務局研究推進課）
◇「第６回 路網・作業システム検討委員
会」の開催及び傍聴について（林野庁森林
整備部整備課）
◇「全国資源評価会議」の開催について
（水産庁増殖推進部漁場資源課）
◇生物多様性条約第10回締約国会議等にお
けるカーボン・オフセットに用いるクレ
ジットの公募について（農林水産省大臣官
房環境バイオマス政策課、外務省国際協力
局生物多様性条約COP10日本準備事務局）

21日㈫◇中国向け乳製品の輸出再開について（消
費・安全局動物衛生課国際衛生対策室）
◇第３回「地産地消の仕事人」の選定結果
について（生産局技術普及課）
◇「農業資材審議会 農薬分科会 特定農薬
小委員会」及び「中央環境審議会 土壌農
薬部会 農薬小委員会 特定農薬分科会」と
の合同会合（第11回）の開催及び傍聴につ
いて（消費・安全局農産安全管理課農薬対
策室）

22日㈬◇「第１回 農山漁村車座懇談」について
（９月25日 鹿野農林水産大臣以下政務三役
の新潟県出張）（大臣官房政策課、北陸農
政局企画調整室、新潟農政事務所総務課）
◇宮崎県における移動制限解除後の清浄性
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確認検査の結果について（消費・安全局動
物衛生課）
◇「第８回 口蹄疫対策検証委員会」の開
催について（消費・安全局総務課）

24日㈮◇カナダにおける食肉処理施設の定期査察
及びカナダ産牛肉に関する日加間の技術的
会合の実施について（農林水産省消費・安
全局動物衛生課、厚生労働省医薬食品局食
品安全部監視安全課）
◇「全米熱帯まぐろ類委員会（IATTC） 
第81回 年次会合」の開催について（水産
庁資源管理部国際課）
◇第９回 森の“聞き書き甲子園”参加高
校生と「森の名手・名人」の組み合わせに
ついて（林野庁森林整備部研究・保全課森
林保全推進室、森の“聞き書き甲子園”実
行委員会事務局）
◇麦製品等の取引価格の推移（平成22年８
月）（総合食料局食糧部計画課）
◇国内産米穀の卸・小売価格の概況（平成
22年８月）について（総合食料局食糧部計
画課）
◇平成22年度 経済危機対応・地域活性化
予備費の農林水産分野における活用につい
て（大臣官房予算課）

27日㈪◇篠原農林水産副大臣の国内出張について
（生産局生産流通振興課）
◇少子・高齢化の進展の下における我が国
の食料支出額の将来試算（農林水産政策研
究所）

28日㈫◇「第９回 口蹄疫対策検証委員会」の開
催について（消費・安全局総務課）
◇農林水産・食品産業分野におけるコー
ディネーター人材育成研修の実施について
（農林水産技術会議事務局研究推進課産学
連携室）

29日㈬◇「地方農政局長等会議」の開催について
（大臣官房地方課）
◇アラブ首長国連邦（UAE）向け牛肉の
輸出再開について（消費・安全局動物衛生
課国際衛生対策室）
◇クローン家畜の異動報告のとりまとめに
ついて（平成22年８月１日～平成22年８
月31日異動情報提供分）（農林水産技術会
議事務局研究開発官（食の安全、基礎･基
盤）室、生産局畜産部畜産振興課畜産技術

室）
◇「農の雇用事業」の募集を開始します
（平成22年度 第２回）（農林水産省経営局
人材育成課、全国農業会議所（全国新規就
農相談センター））
◇平成22年度「木づかい推進月間」及び木
づかいロゴマークのリニューアルについて
（林野庁林政部木材利用課、財団法人日本
木材総合情報センター）
◇田名部農林水産大臣政務官の海外出張に
ついて（大臣官房国際部国際協力課）

30日㈭◇「平成22年産水稲の作付面積及び９月15
日現在における作柄概況」について（大臣
官房統計部生産流通消費統計課）
◇ウナギ産卵場生態調査の結果について
（水産庁増殖推進部漁場資源課、独立行政
法人水産総合研究センター）
◇平成21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）
◇戸別所得補償モデル対策の加入申請状況
（８月末現在）について（生産局農業生産
支援課）

〈法令〉
９月１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49
号）を公布（同日施行）

10日㈮◇商品取引所法及び商品投資に係る事業の
規制に関する法律の一部を改正する法律の
施行に伴う関係法令の整備及び経過措置に
関する政令（政令第196号）を公布（改正
法の施行の日（平成23年１月１日）から施
行）

14日㈫◇公共建築物等における木材の利用の促進
に関する法律の施行期日を定める政令（政
令第202号）を公布（同日施行）
◇公共建築物等における木材の利用の促進
に関する法律施行令（政令第203号）を公
布（法の施行の日（平成22年10月１日）か
ら施行）

21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等の一部を改正する
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）

27日㈪◇農業協同組合法施行規則の一部を改正す
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る省令及び水産業協同組合法施行規則の一
部を改正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）

30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）
◇公共建築物等における木材の利用の促進
に関する法律施行規則（農林水産省令第51
号）を公布（法の施行の日（平成22年10月
１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52号）を公布（平成22
年10月１日から施行）
◇株式会社日本政策金融公庫の会計に関す
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・経済産業省令第２
号）を公布（同日施行）

10　月

10月１日㈮◇「第５回 森林組合改革・林業事業体育
成検討委員会」の開催及び傍聴について
（林野庁林政部経営課）
◇小笠原諸島世界自然遺産候補地地域連絡
会議の開催等について（林野庁森林整備部
研究・保全課、環境省自然環境局自然環境
計画課）
◇「平成22年度『田園自然再生活動コン
クール』」の選賞及び表彰式の開催につい
て（農村振興局農村政策部農村環境課農村
環境対策室）
◇「アグリビジネス創出フェア2010」の開
催について（農林水産技術会議事務局研究
推進課産学連携室）
◇第２回「口蹄疫に関する緊急調査研究」
の研究課題の決定について（農林水産技術
会議事務局研究推進課産学連携室）
◇鹿野農林水産大臣の国内出張について
（林野庁森林整備部研究・保全課森林保全
推進室）
◇「知的財産総合相談窓口」の設置につい
て（生産局知的財産課）
◇「６次産業化の推進に関するワンストッ
プ総合受付窓口」の設置について（総合食
料局食品産業企画課、生産局生産流通振興
課）

２日㈯◇「全米熱帯まぐろ類委員会（IATTC）
第81回 年次会合」の結果について（水産
庁資源管理部国際課）

４日㈪◇「第５ 回農業生産工程管理（GAP）の
共通の基盤づくりに関する検討会」の開催
について（生産局技術普及課）
◇「第10回 口蹄疫対策検証委員会」の開
催について（消費・安全局総務課）
◇「第13回 日韓漁業共同委員会 第３回 課
長級協議」の開催について（水産庁資源管
理部国際課）
◇カナダ産牛肉に関する日加間の技術的会
合の概要について（農林水産省消費・安全
局動物衛生課、厚生労働省医薬食品局食品
安全部監視安全課）
◇「ウメ輪紋ウイルスに関する対策検討
会」の開催について（消費・安全局植物防
疫課）

５日㈫◇平成22年度 第３回 日本海海況予報（水
産庁増殖推進部漁場資源課、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
業務推進部）
◇委託プロジェクト研究「低コストで質の
良い加工・業務用農産物の安定供給技術の
開発」成果発表会の開催について（農林水
産技術会議事務局研究開発官（食料戦略）
室、独立行政法人農業・食品産業技術総合
研究機構）
◇水稲の作柄に関する委員会（平成22年産 
第２回）の意見について（大臣官房統計部
生産流通消費統計課）
◇「第４回 国産材の加工・流通・利用検
討委員会」の開催及び傍聴について（林野
庁林政部木材産業課）

６日㈬◇戸別所得補償モデル対策の交付金支払時
期と交付事務の流れについて（生産局農業
生産支援課戸別所得補償実施チーム）
◇株式会社 山陽マルナカが販売した生鮮
水産物の原産地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）
◇国際獣疫事務局（OIE）に対する口蹄疫
清浄ステータスの回復のための申請につい
て（消費・安全局動物衛生課国際衛生対策
室）

７日㈭◇韓国はえ縄漁船の拿捕について（水産庁
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資源管理部管理課）
◇平成22年度 病害虫発生予報 第８号の発
表について（消費・安全局植物防疫課）
◇「第８回森林・林業基本政策検討委員
会」の開催及び傍聴について（林野庁林政
部企画課）

８日㈮◇篠原農林水産副大臣の海外出張について
（大臣官房国際部国際政策課）
◇「南東大西洋漁業機関（SEAFO）第７
回 年次会合」の開催について（水産庁資
源管理部国際課）
◇研究成果発表会「食品表示の真偽を知る
技術開発と健康増進に向けた食品の機能性
の解明」の開催について（農林水産技術会
議事務局研究開発官（食の安全、基礎･基
盤）室、独立行政法人 農業・食品産業技
術総合研究機構 食品総合研究所）
◇研究成果発表会「食の安全を求めて～農
場から食卓まで～」の開催について（農林
水産技術会議事務局研究開発官（食の安
全、基礎･基盤）室、独立行政法人 農業環
境技術研究所）
◇「第13回 日韓漁業共同委員会 第３回 課
長級協議」の結果について（水産庁資源管
理部国際課）
◇「日ロ漁業取締専門家会議」の開催につ
いて（水産庁資源管理部国際課）
◇田名部農林水産大臣政務官の国内出張に
ついて ～「ちくさんフードフェア2010」
への出席～（生産局畜産部食肉鶏卵課）
◇「第９回 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）
◇鹿野農林水産大臣の国内出張について～
「MOP ５」への出席～（大臣官房環境バ
イオマス政策課）
◇「みなみまぐろ保存委員会（CCSBT） 
第17回 拡大委員会 年次会合」の開催につ
いて（水産庁資源管理部国際課）
◇「2010年度 第二期 北西太平洋鯨類捕獲
調査 沿岸域鯨類捕獲調査（釧路沖）」の結
果について（水産庁資源管理部遠洋課）
◇「野菜出荷安定対策本部」の設置につい
て（生産局生産流通振興課）
◇「口蹄疫疫学調査チーム 第６回 検討
会」の開催について（消費・安全局動物衛

生課）
12日㈫◇「気候変動枠組条約次期枠組みに関する

特別作業部会」の開催結果について（大臣
官房環境バイオマス政策課、林野庁森林整
備部研究・保全課、林野庁森林整備部計画
課）
◇「2011 国際森林年」日本語ロゴマーク
について（林野庁森林整備部計画課海外林
業協力室）
◇シンガポール向け牛肉及び豚肉の輸出再
開について（消費・安全局動物衛生課国際
衛生対策室）
◇「第11回 口蹄疫対策検証委員会」の開
催について（消費・安全局総務課）
◇「23年漁期TAC設定に関する意見交換
会（まあじ、まいわし、するめいか）」の
開催について（水産庁資源管理部管理課）
◇「平成22年度 磯焼け対策全国協議会」
の開催について（水産庁漁港漁場整備部整
備課）

13日㈬◇海外商品取引業者に対する行政処分につ
いて（農林水産省総合食料局商品取引監理
官、経済産業省商務情報政策局商務課）
◇「第１回 野菜出荷安定対策本部」の開
催について（生産局生産流通振興課）
◇松木農林水産大臣政務官の国内出張につ
いて～ 2010年花の万博記念「コスモス国
際賞」授賞式への出席～（生産局生産流通
振興課花き産業振興室）
◇「農業者大学校の今後のあり方に関する
意見交換会（第２回）」の開催及び傍聴に
ついて（経営局人材育成課）

14日㈭◇田名部農林水産大臣政務官の国内出張に
ついて～「MOP５」閉会式及びシンポジ
ウムへの出席～（大臣官房環境バイオマス
政策課）
◇「食料・農業・農村政策審議会 食品産
業部会（第６回）」の開催及び傍聴につい
て（総合食料局総務課政策推進室、総合食
料局流通課卸売市場室）
◇「食料の供給に関する特別世論調査」結
果の公表について（大臣官房食料安全保障
課）
◇〈COP10パートナーシップ事業〉「平成
22年度 田園自然再生セミナー」の開催に
ついて（農村振興局農村政策部農村環境課
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農村環境対策室）
15日㈮◇「カルタヘナ議定書第５回締約国会議

（COP-MOP５）」の結果について（大臣官
房環境バイオマス政策課）
◇「みなみまぐろ保存委員会（CCSBT） 
第17回 拡大委員会 年次会合」の結果につ
いて（水産庁資源管理部国際課）
◇「第７回 路網・作業システム検討委員
会」の開催及び傍聴について（林野庁森林
整備部整備課）
◇「第６回 森林組合改革・林業事業体育
成検討委員会」の開催及び傍聴について
（林野庁林政部経営課）
◇「第20回 FAO 林業委員会」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）
◇「第９回 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）
◇鹿野農林水産大臣の国内出張について～
APEC食料安全保障担当大臣会合出席～
（大臣官房国際部国際政策課）
◇「日ロ漁業取締専門家会議」の結果につ
いて（水産庁資源管理部国際課）

17日㈰◇APEC食料安全保障担当大臣会合の結果
概要（大臣官房国際部国際政策課対外政策
調整室）

18日㈪◇韓国からの家きん及び家きん肉等の輸入
停止措置について（消費・安全局動物衛生
課国際衛生対策室）
◇「南東大西洋漁業機関（SEAFO）第７
回 年次会合」の結果について（水産庁資
源管理部国際課）
◇田名部 農林水産大臣政務官の国内出張
について～ COP10サイドイベントへの出
席について～（林野庁国有林野部経営企画
課）
◇「第12回 口蹄疫対策検証委員会」の開
催について（消費・安全局総務課）

19日㈫◇「森林保全と気候変動に関する閣僚級会
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）
◇平成22年度（第49回）農林水産祭天皇杯
等の選賞について（農林水産省大臣官房総
務課、（財）日本農林漁業振興会）
◇〈2011 国際森林年関連事業〉国際森林

映画祭の作品募集について（林野庁、林野
庁森林整備部計画課海外林業協力室）
◇稲作農家に対する資金の円滑な融通、既
貸付金の償還猶予等の関係機関に対する要
請について（経営局金融調整課）
◇「日・ナウル漁業協議」の開催について
（水産庁資源管理部国際課）
◇平成22年度 全国優良経営体表彰の発表
について（農林水産省経営局経営政策課、
全国担い手育成総合支援協議会事務局担い
手・経営対策部）
◇「第１回 野菜生産出荷安定連絡会議」
の開催について（生産局生産流通振興課）

21日㈭◇平成22年10月20日の鹿児島県における大
雨災害による、被害農林漁業者等に対する
資金の円滑な融通、既貸付金の償還猶予等
について（経営局経営政策課災害総合対策
室）
◇「第６回 人材育成検討委員会」の開催
及び傍聴について（林野庁森林整備部研
究・保全課）
◇篠原農林水産副大臣の国内出張について 
～「第16回全国棚田（千枚田）サミット」
への出席について～（農村振興局農村政策
部中山間地域振興課中山間整備推進室、関
東農政局整備部地域整備課）
◇「農業資材審議会 農業機械化分科会
（第10回）」の開催及び傍聴について（生産
局農業生産支援課）

22日㈮◇田名部農林水産大臣政務官の海外出張に
ついて ～「第10回アセアン及び日中韓農
林大臣（AMAF+ ３）会合出席」～（大
臣官房国際部国際経済課経済連携チーム）
◇「口蹄疫及び高病原性鳥インフルエンザ
に関する家畜防疫検討会」の開催について
（消費・安全局動物衛生課）
◇平成22年度 我が国周辺水域の資源評
価」の公表について（水産庁増殖推進部漁
場資源課）
◇平成22年度 第１回 対馬暖流系アジ・サ
バ・イワシ長期漁海況予報（水産庁増殖推
進部漁場資源課、独立行政法人水産総合研
究センター 西海区水産研究所 業務推進部）
◇「農業経営統計調査 平成21年産 米生産
費」について（大臣官房統計部経営・構造
統計課）
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◇「第６回 『美の里（びのさと）づくりコ
ンクール』」の募集について（農村振興局
農村政策部都市農村交流課）
◇「林政審議会」委員の公募について（林
野庁林政部林政課）
◇「南極の海洋生物資源の保存に関する委
員会（CCAMLR）第29回 年次会合」の開
催について（水産庁資源管理部国際課）
◇台風第９号による神奈川県足柄上郡山北
町及び静岡県駿東郡小山町の災害について
の局地激甚災害の指定について（経営局経
営政策課災害総合対策室）

25日㈪◇麦製品等の取引価格の推移（平成22年９
月）（総合食料局食糧部計画課）
◇「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）
◇2010年（第４回）「若手外国人農林水産
研究者表彰」受賞者の決定及び表彰式の開
催について（農林水産技術会議事務局国際
研究課）
◇「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、瀬戸
内海広域漁業調整委員会事務局）
◇松木農林水産大臣政務官の国内出張につ
いて ～「第33回 全国土地改良大会」への
出席～（農村振興局整備部設計課）

26日㈫◇国内産米穀の卸・小売価格の概要（平成
22年９月）について（総合食料局食糧部計
画課）
◇「卸売市場整備基本方針」の公表につい
て（総合食料局流通課卸売市場室）
◇「水田作地域における集落営農組織等の
動向に関する分析」研究成果の公表につい
て（農林水産政策研究所）
◇農林水産知的財産ネットワークシンポジ
ウム2010 ～農林水産知的財産の活用によ
る地域の活性化～（農林水産技術会議事務
局研究推進課、農林水産知的財産ネット
ワーク事務局（（社）農林水産技術情報協
会内））
◇平成22年度 農林水産関係補正予算の概
要について（大臣官房予算課）
◇「第１回 漁港のエコ化推進のための技
術検討会」の開催について（水産庁漁港漁
場整備部計画課）

27日㈬◇松木農林水産大臣政務官の国内出張につ

いて～「第４回世界お茶まつり」開会式式
典への出席～（生産局生産流通振興課特産
農産物対策室）
◇「森林保全と気候変動に関する閣僚級会
合」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）
◇「メバチ混獲回避技術観察調査」の実施
について（水産庁増殖推進部漁場資源課、
独立行政法人水産総合研究センター）
◇「第２回 野菜生産出荷安定連絡会議」
の開催について（生産局生産流通振興課）

28日㈭◇商品取引員に対する行政処分について
（農林水産省総合食料局商品取引監理官、
経済産業省商務情報政策局商務課）
◇総合的な取引所検討チームの発足につい
て（総合食料局商品取引監理官）
◇「第４回 国産野菜の生産・利用拡大優
良事業者表彰」の募集について（生産局生
産流通振興課流通加工対策室）
◇台風第14号の接近に伴う農作物等の被害
防止に向けた技術指導の徹底について（生
産局農業生産支援課、生産局畜産部畜産振
興課草地整備推進室、生産局生産流通振興
課、生産局畜産部畜産企画課）
◇「平成22年産水稲の作付面積及び予想収
穫量（10月15日現在）」について（大臣官
房統計部生産流通消費統計課）
◇平成22年産米の相対取引価格（平成22年
９月）（総合食料局食糧部計画課）
◇戸別所得補償モデル対策の加入申請状況
（確定値）について（生産局農業生産支援
課）

29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」に基づく日ロ政府間協
議の開催について（水産庁資源管理部国際
課）
◇「 北 太 平 洋 溯 河 性 魚 類 委 員 会
（NPAFC）第18回 年次会議」の開催につ
いて（水産庁資源管理部国際課）
◇クローン家畜の異動報告のとりまとめに
ついて（平成22年９月１日～平成22年９
月30日異動情報提供分）（農林水産技術会
議事務局研究開発官（食の安全、基礎･基
盤）室、生産局畜産部畜産振興課畜産技術
室個体識別システム活用班）
◇松木農林水産大臣政務官の国内出張につ
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いて～かんしょ生産者等との意見交換な
ど～（生産局生産流通振興課、 九州農政局 
生産経営流通部 園芸特産課）
◇「第13回 口蹄疫対策検証委員会」の開
催について（消費・安全局総務課）
◇JAS法に基づく指示・公表の指針の運用
改善等について（消費・安全局表示・規格
課）
◇暑熱による畜産関係被害状況について
（生産局畜産部畜産企画課畜産総合推進
室、生産局畜産部畜産振興課畜産技術室）

30日㈯◇「生物多様性条約第10回締約国会議
（COP10）」の結果について（大臣官房環
境バイオマス政策課）

〈法令〉
10月１日㈮◇農業協同組合法施行規則及び水産業協同

組合法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（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54号）を公布（平成22年10月１
日から施行）

５日㈫◇農林物資の規格化及び品質表示の適正化
に関する法律施行規則の一部を改正する省
令（農林水産省令第55号）を公布（同日施
行）

12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（同日施行）

15日㈮◇商品取引所法及び商品投資に係る事業の
規制に関する法律の一部を改正する法律の
施行に伴う農林水産省・経済産業省関係省
令の整備及び経過措置に関する省令（農林
水産省・経済産業省令第５号）を公布（改
正法の施行の日（平成23年１月１日）から
施行）

11　月

11月１日㈪◇「平成22年度 第３回 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（農林水産技術会議事務局技術政策
課技術安全室、環境省自然環境局野生生物
課外来生物対策室）
◇日本海の暫定水域周辺での韓国漁船の重

点取締について（水産庁資源管理部管理課）
◇産学官連携支援シンポジウム～農林水
産・食品研究における新しい連携の形～の
開催について（農林水産技術会議事務局研
究推進課産学連携室）

２日㈫◇「日・ナウル漁業協議」の結果について
（水産庁資源管理部国際課）
◇「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22年度（第49回）農林水産祭「実り
のフェスティバル」の開催について（農林
水産省大臣官房総務課、（財）日本農林漁
業振興会）

４日㈭◇「農林水産省における業務改善等の取組
状況に関する意識・意向調査結果」につい
て（大臣官房政策課、大臣官房情報評価課）
◇第９回「森林・林業基本政策検討委員
会」の開催及び傍聴について（林野庁林政
部企画課）
◇「第３回 野菜生産出荷安定連絡会議」
の開催について（生産局生産流通振興課）
◇田名部農林水産大臣政務官のカンボジア
出張概要について～「第10回アセアン及び
日中韓農林大臣（AMAF+ ３）会合」出
席～（大臣官房国際部国際経済課経済連携
チーム）
◇「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」に基づく日ロ政府間協
議の結果について（水産庁資源管理部国際
課）

５日㈮◇「北太平洋溯河性魚類委員会（NPAFC）
第18回 年次会議」の結果について（水産
庁資源管理部国際課）
◇篠原農林水産副大臣の国内出張について
～「財団法人 大日本蚕糸会 蚕糸功労者表
彰式」への出席～（生産局生産流通振興課
特産農産物対策室）
◇「第24回 日ロ漁業専門家・科学者会
議」の開催について（水産庁増殖推進部漁
場資源課）
◇松木農林水産大臣政務官の国内出張につ
いて～「戸別所得補償モデル対策交付金支
払開始式」への出席～（大臣官房情報評価
課、北海道農政事務所企画調整グループ）
◇「海洋・沿岸域における水産環境整備の
技術検討会（平成22年度 第４回）」の開催
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について（水産庁漁港漁場整備部計画課）
◇「平成21年 個別経営の営農類型別経営
統計（経営収支）」及び「平成21年 個別経
営の経営形態別経営統計（経営収支）」に
ついて（大臣官房統計部経営・構造統計課）
◇平成22年度 「国有林野事業業務研究発表
会」の開催について（林野庁国有林野部業
務課）

８日㈪◇森林農地整備センター（旧緑資源機構）
の入札監視のための委員会の開催について
（林野庁森林整備部整備課）
◇「第12回 日中漁業共同委員会 第１回 準
備会合」の開催について（水産庁資源管理
部国際課）
◇「太平洋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、水産庁
仙台漁業調整事務所）
◇マカオ向け豚肉等の輸出について（消
費・安全局動物衛生課国際衛生対策室）
◇第４回「新農業展開ゲノムプロジェク
ト」シンポジウムの開催について（農林水
産技術会議事務局研究開発官（食の安全、
基礎･基盤）室、（独）農業環境技術研究所）
◇「南極の海洋生物資源の保存に関する委
員会（CCAMLR）第29回 年次会合」 の結
果について（水産庁資源管理部国際課）
◇「第16回 日韓漁業取締実務者協議」の
開催について（水産庁資源管理部管理課）
◇「水産政策審議会 第48回 資源管理分科
会」の開催について（水産庁漁政部漁政課）

９日㈫◇「漁業就業支援フェア2010」の開催につ
いて（水産庁漁政部企画課）
◇松木農林水産大臣政務官の国内出張につ
いて ～『第13回 全国農業担い手サミット 
in しまね』への出席～（経営局経営政策課）
◇「第14回 口蹄疫対策検証委員会」の開
催について（消費・安全局総務課）
◇「新たな農林水産政策を推進する実用技
術開発事業 成果発表会2010」の開催につ
いて（農林水産技術会議事務局研究推進課
産学連携室）

10日㈬◇研究成果発表会「地域のバイオマスを使
い尽くす」の開催について（農林水産技術
会議事務局研究開発官（環境）室、（独）
農業・食品産業技術総合研究機構）

11日㈭◇「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）
◇平成22年度「民間部門農林水産研究開発
功績者表彰」受賞者の決定及び表彰式の開
催について（農林水産技術会議事務局研究
推進課、（社）農林水産技術情報協会）
◇平成22年度「若手農林水産研究者表彰」
受賞者の決定及び表彰式の開催について
（農林水産技術会議事務局研究推進課）
◇「第12回 日中漁業共同委員会 第１回 準
備会合」の結果について（水産庁資源管理
部国際課）
◇動物検疫所見学・説明会「ご存じです
か？動物検疫」の開催及び参加者の募集
（消費・安全局消費者情報官）
◇「第16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）
◇平成22年度 病害虫発生予報 第９号の発
表について（消費・安全局植物防疫課）
◇「第15回 口蹄疫対策検証委員会」の開
催について（消費・安全局総務課）

12日㈮◇「大西洋まぐろ類保存国際委員会（ICCAT）
第17回 特別会合（年次会合）」の開催につ
いて（水産庁資源管理部国際課）
◇タイヘイ株式会社における農産物加工食
品及び農産物生鮮食品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）
◇植物防疫法施行規則の一部改正等につい
ての意見・情報の募集について～パキスタ
ン産シンドリ種及びチョウサ種のマンゴウ
の生果実の輸入解禁～（消費・安全局植物
防疫課）
◇宮崎県産牛肉及び豚肉のシンガポール向
け輸出の再開について（消費・安全局動物
衛生課国際衛生対策室）

15日㈪◇森林農地整備センター（旧緑資源機構）
の入札監視のための委員会の概要について
（林野庁森林整備部整備課）
◇北海道における高温多雨による被害農業
者等に対する資金の円滑な融通、既貸付金
の償還猶予等について（経営局経営政策課
災害総合対策室）
◇小笠原諸島の世界遺産推薦に関する国際
自然保護連合（IUCN）への追加情報の提
出について（林野庁森林整備部研究・保全
課森林保全推進室、環境省自然環境局自然
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環境計画課）
◇「第24回 日ロ漁業専門家・科学者会
議」の結果について（水産庁増殖推進部漁
場資源課、）
◇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・安全局動物衛
生課国際衛生対策室）
◇「日本海・九州西 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、水産庁新潟漁業調整事務所、水産庁
境港漁業調整事務所、水産庁九州漁業調整
事務所）
◇「今後の汚水処理のあり方に関する検討
会 有識者等委員会（第１回）」の開催につ
いて（農林水産省農村振興局整備部農村整
備官、国土交通省下水道部下水道事業課、
環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部
廃棄物対策課浄化槽推進室、環境省水・大
気環境局水環境課）
◇「第３回 総合的な取引所検討チーム」
の開催（総合食料局商品取引監理官）
◇「廃船FRP漁船の魚礁への活用の検討を
踏まえたFRP廃船の現状に関する現地検討
会」の開催について（水産庁漁港漁場整備
部計画課）
◇「日・ペルー経済連携協定締結交渉」の
完了について（大臣官房国際部国際経済課
経済連携チーム）
◇戸別所得補償モデル対策の交付金支払開
始状況について（生産局農業生産支援課戸
別所得補償実施チーム）

16日㈫◇ドイツからの家きん等の輸入停止措置に
ついて（消費・安全局動物衛生課国際衛生
対策室）
◇食鶏取引規格及び食鶏小売規格の改定に
向けた意見・情報の募集について（生産局
畜産部食肉鶏卵課食肉需給対策室）
◇〈2011 国際森林年関連事業〉国際森林
年の情報プラットフォームについて （林野
庁森林整備部計画課海外林業協力室）
◇海外商品取引業者に対する行政処分につ
いて（農林水産省総合食料局商品取引監理
官、経済産業省商務情報政策局商務課）
◇平成22年10月18日から同月25日までの間
の鹿児島県奄美地方豪雨の激甚災害指定に
かかる調査結果について（経営局経営政策

課災害総合対策室）
17日㈬◇「農業者大学校の今後のあり方に関する

意見交換会（第３回）」の開催及び傍聴に
ついて（経営局人材育成課）
◇「第２回 野菜出荷安定対策本部」の開
催について（生産局生産流通振興課）
◇「第16回 口蹄疫対策検証委員会」の開
催について（消費・安全局総務課）
◇「第９回 全国漁港漁場整備技術研究発
表会」の開催について（水産庁漁港漁場整
備部整備課）
◇篠原農林水産副大臣の「社団法人 大日
本農会 農事功績者表彰式」への出席につ
いて（生産局農業生産支援課）

19日㈮◇「日ソ地先沖合漁業協定」に基づく「日
ロ漁業委員会 第27回 会議」の開催につい
て（水産庁資源管理部国際課）
◇高病原性鳥インフルエンザに関する机上
防疫演習の実施について（消費・安全局動
物衛生課）
◇鹿児島県奄美地方の豪雨災害に係る局地
激甚災害の指定について（経営局経営政策
課災害総合対策室）
◇田名部農林水産大臣政務官の「第１回 
食と農の祭典」オープニングセレモニー出
席について（経営局経営政策課）
◇「砂糖及びでん粉の価格調整に関する法
律施行令の一部を改正する政令」について
（生産局生産流通振興課）

22日㈪◇「鯨類の持続的利用に関する会合」の開
催について（水産庁資源管理部遠洋課）
◇平成22年度 「国有林野事業業務研究発表
会」の開催結果について（林野庁国有林野
部業務課）
◇「第17回 口蹄疫対策検証委員会」の開
催について（消費・安全局総務課）
◇「第７回 日韓海洋生物資源専門家小委
員会」及び「ズワイガニ及びベニズワイガ
ニ資源に関する日韓研究者間による意見交
換会」の開催について（水産庁資源管理部
国際課）
◇「戸別所得補償モデル対策」の交付金支
払開始状況について（生産局農業生産支援
課戸別所得補償実施チーム）

24日㈬◇農林水産省「料理マスターズ」受賞者の
発表並びに授与式の開催について（総合食
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料局食品産業振興課外食産業室）
◇「農林水産省 生物多様性戦略検討会
（第16回）」の開催及び一般傍聴について
（大臣官房環境バイオマス政策課）
◇「口蹄疫対策検証委員会報告書」等の公
表について（消費・安全局総務課、消費・
安全局動物衛生課）
◇平成22年度 日本海さば類・マアジ・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、独立行政法人水産総合研
究センター日本海区水産研究所業務推進部）
◇「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）
◇「水産政策審議会 第24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）

25日㈭◇カナダ マニトバ州からの家きん及び家
きん肉等の輸入停止措置について（消費・
安全局動物衛生課国際衛生対策室）
◇「食料・農業・農村政策審議会 食糧部
会」の開催及び傍聴について（総合食料局
食糧部計画課）

26日㈮◇筒井 農林水産副大臣の国内出張につい
て～「赤潮被害対策に係る現地報告会」へ
の出席～（水産庁増殖推進部漁場資源課）
◇鹿野農林水産大臣の「第30回 ジャパン
カップ」表彰式への出席について（生産局
畜産部競馬監督課）
◇「農林水産省独立行政法人評価委員会」
委員の公募について（大臣官房文書課）
◇クローン家畜の異動報告のとりまとめに
ついて（平成22年10月１日～平成22年10
月31日異動情報提供分）（農林水産技術会
議事務局研究開発官（食の安全、基礎･基
盤）室、生産局畜産部畜産振興課畜産技術
室個体識別システム活用班）
◇米国における食肉処理施設の定期査察の
実施について（農林水産省消費・安全局動
物衛生課、厚生労働省医薬食品局食品安全
部監視安全課）
◇「気候変動枠組条約 第16回 締約国会議
（COP16）」、「京都議定書 第６回 締約国会
合（CMP６）」の開催について（大臣官房
環境バイオマス政策課、林野庁森林整備部
研究・保全課）
◇「平成22年度 第３回 木材需給会議」の

開催及び傍聴について（林野庁林政部木材
利用課）
◇農林水産省「料理マスターズ」受賞者の
決定について（総合食料局食品産業振興課
外食産業室）
◇「食と地域の『絆』づくり」の優良事例
選定結果について（農村振興局農村政策部
都市農村交流課）

28日㈰◇「大西洋まぐろ類保存国際委員会（ICCAT）
第17回 特別会合（年次会合）」の結果につ
いて（水産庁資源管理部国際課）

29日㈪◇島根県における高病原性鳥インフルエン
ザの疑似患畜の確認及び「高病原性鳥イン
フルエンザ防疫対策本部」の設置について
（消費・安全局動物衛生課）
◇「第３回 森林・林業再生プラン推進本
部」の開催について（林野庁林政部企画課）
◇「第７回 日韓海洋生物資源専門家小委
員会」及び「ズワイガニ及びベニズワイガ
ニ資源に関する日韓研究者間による意見交
換会」の結果について（水産庁資源管理部
国際課）
◇「第２回 国際獣疫事務局（OIE）連絡
協議会」の開催及び傍聴について（消費・
安全局動物衛生課国際衛生対策室）
◇「平成22年度第４回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（農林水産技術会議事務局技術政策課技
術安全室、環境省自然環境局野生生物課外
来生物対策室）
◇「戸別所得補償モデル対策」の交付金支
払開始状況について（生産局農業生産支援
課戸別所得補償実施チーム）

30日㈫◇平成22年産米の相対取引価格（平成22年
10月）（総合食料局食糧部計画課）
◇米の民間取引に関する緊急調査結果につ
いて（総合食料局食糧部計画課）
◇委託プロジェクト研究「地域内資源を循
環利用する省資源型農業確立のための研究
開発」成果発表会の開催について（農林水
産技術会議事務局研究開発官（食料戦略）
室、発表会事務局独立行政法人農業・食品
産業技術総合研究機構中央農業総合研究セ
ンター 資源循環・溶脱低減研究チーム）
◇バイオマスタウンの公表（第44回）（大
臣官房環境バイオマス政策課バイオマス推
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進室）
◇「森林・林業基本政策検討委員会」最終
とりまとめの公表について（林野庁林政部
企画課）
◇「食料・農業・農村政策審議会 家畜衛
生部会 第36回 家きん疾病小委員会」の開
催について（消費・安全局動物衛生課）
◇カナダにおける食肉処理施設の定期査察
結果について（農林水産省消費・安全局動
物衛生課、厚生労働省医薬食品局食品安全
部監視安全課）
◇韓国における口蹄疫の発生について（消
費・安全局動物衛生課国際衛生対策室）
◇松木農林水産大臣政務官の国内出張につ
いて（消費・安全局総務課）

〈法令〉
11月２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（同
日施行）

17日㈬◇独立行政法人通則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225
号）を公布（同日施行）

19日㈮◇保険業法等の一部を改正する法律の一部
を改正する法律（法律第51号）を公布（公
布の日から起算して６月を超えない範囲内
において政令で定める日から施行）
◇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７号）を公
布（平成23年１月１日から施行）
◇農業協同組合法施行規則及び水産業協同
組合法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23年１月
１日から施行）

25日㈭◇砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律
施行令の一部を改正する政令（政令第230
号）を公布（同日施行）
◇平成22年10月18日から同月25日までの間
の豪雨による鹿児島県奄美市等の区域に係
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に関する政令（政令
第231号）を公布（同日施行）

26日㈮◇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（独立行政法人通則法の
一部を改正する法律（平成22年法律第37
号）の施行の日（平成22年11月27日）から
施行）
◇独立行政法人農業・食品産業技術総合研
究機構の基礎的研究業務及び民間研究促進
業務に係る財務及び会計に関する省令及び
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令
の一部を改正する省令（財務省・農林水産
省令第１号）を公布（独立行政法人通則法
の一部を改正する法律の施行の日（平成22
年11月27日）から施行）
◇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の特例を
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１号）を公布（独立
行政法人通則法の一部を改正する法律の施
行の日（平成22年11月27日）から施行）
◇独立行政法人通則法の一部を改正する法
律の施行に伴う農林水産省関係省令の整備
に関する省令（農林水産省令第58号）を公
布（独立行政法人通則法の一部を改正する
法律の施行の日（平成22年11月27日）から
施行）

30日㈫◇資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59号）を公布（同日施行）

12　月

12月１日㈬◇「鯨類の持続的利用に関する会合」の結
果について（水産庁資源管理部遠洋課）
◇「平成23年産米の都道府県別の生産数量
目標」について（総合食料局食糧部計画課
需給調整対策室） 
◇「アグリビジネス創出フェア2010」の開
催結果について～過去最高の約２万７千人
が参加～（農林水産技術会議事務局研究推
進課産学連携室）
◇MCプロデュース 株式会社が販売した生
鮮農産物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）

２日㈭◇島根県において確認された高病原性鳥イ
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ンフルエンザのウイルス分析結果について
（消費・安全局動物衛生課）
◇＜2011 国際森林年関連事業＞「第１回 
国際森林年国内委員会」の開催及び傍聴に
ついて（林野庁森林整備部計画課海外林業
協力室）
◇「第１回 漁港漁場の品質・衛生管理対
策技術検討会」の開催について（水産庁漁
港漁場整備部計画課）
◇「第４回 野菜生産出荷安定連絡会議」
の開催について（生産局生産流通振興課）

３日㈮◇「日ソ地先沖合漁業協定」に基づく「日
ロ漁業委員会 第27回 会議」の結果につい
て（水産庁資源管理部国際課）
◇「第３回 バイオマス活用推進会議」の
開催について（大臣官房環境バイオマス政
策課バイオマス推進室）
◇「 中 西 部 太 平 洋 ま ぐ ろ 類 委 員 会
（WCPFC）第７回 年次会合」の開催につ
いて（水産庁資源管理部国際課） 
◇高病原性鳥インフルエンザウイルスのN
亜型の確定について（消費・安全局動物衛
生課）
◇「水産政策審議会 第49回 資源管理分科
会」の開催について（水産庁漁政部漁政課）
◇「農業分野における障害者就労と農村活
性化」に関する研究成果の公表について
（農林水産政策研究所）

５日㈰◇高病原性鳥インフルエンザの発生農場に
おける防疫措置完了について（消費・安全
局動物衛生課）

６日㈪◇「戸別所得補償モデル対策」の交付金支
払開始状況について（生産局農業生産支援
課戸別所得補償実施チーム）

７日㈫◇「高病原性鳥インフルエンザ疫学調査チ
ーム 第１回 検討会」の開催について（消
費・安全局動物衛生課）
◇＜2011 国際森林年関連事業＞「国際森
林年」に向けた説明・情報交換会の開催に
ついて（林野庁森林整備部計画課海外林業
協力室）
◇松木農林水産大臣政務官の「秋冬野菜収
穫祭」セレモニーへの出席について（生産
局生産流通振興課流通加工対策室）
◇筒井農林水産副大臣の海外出張について
（大臣官房国際部国際経済課貿易関税チー

ム輸出促進室）
◇田名部農林水産大臣政務官の海外出張
について～「気候変動枠組条約 第16回 締
約国会議（COP16）」、「京都議定書 第６回 
締約国会合（CMP６）」出席～（大臣官房
環境バイオマス政策課）

８日㈬◇「食料・農業・農村政策審議会 食品産
業部会（平成22年度 第２回）」の開催及び
傍聴について（総合食料局総務課政策推進
室、総合食料局食品産業企画課）
◇「平成22年産水陸稲の収穫量」について
（大臣官房統計部生産流通消費統計課）

９日㈭◇筒井農林水産副大臣の中国農業発展集団
との意見交換について（大臣官房国際部国
際経済課貿易関税チーム輸出促進室）
◇「第46回 国際熱帯木材理事会」の開催
について（林野庁林政部木材利用課木材貿
易対策室）
◇「農業資材審議会 飼料分科会及び同安
全性部会 並びに中央環境審議会 動物愛護
部会 ペットフード小委員会 合同会合 （第
４回）」の開催及び一般傍聴について（消
費・安全局畜水産安全管理課）
◇「農業資材審議会 飼料分科会及び同安
全性部会」の開催及び一般傍聴について
（消費・安全局畜水産安全管理課）
◇「水産環境整備の推進に向けて」の公表
について（水産庁漁港漁場整備部計画課）
◇「「食」に関する将来ビジョン検討本部
（第５回）」の開催及び傍聴について（大臣
官房政策課）
◇「水産政策審議会 第30回 企画部会」の
開催及び傍聴について（水産庁漁政部企画
課）
◇外国資本による森林買収に関する調査の
結果について（林野庁森林整備部計画課）

10日㈮◇「第24回 食料・農業・農村政策審議会」
と「第25回 食料・農業・農村政策審議会 
企画部会」の合同会議の開催及び傍聴につ
いて（大臣官房政策課）
◇海外商品取引業者に対する行政処分につ
いて（農林水産省総合食料局商品取引監理
官、経済産業省商務情報政策局商務課）
◇獣医師法第８条第２項の規定に基づく
「獣医師の業務停止処分」について（消
費・安全局畜水産安全管理課）
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◇ライフフーズ 株式会社における農産物
加工食品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）

11日㈯◇「中西部太平洋まぐろ類委員会（WCPFC）
第７回 年次会合」の結果について（水産
庁資源管理部国際課）

13日㈪◇「気候変動枠組条約 第16回締約国会議
（COP16）」、「京都議定書 第６回締約国会
合（CMP６）」等の結果について（大臣官
房環境バイオマス政策課、林野庁森林整備
部研究・保全課、林野庁森林整備部計画課）
◇韓国いか釣り漁船の拿捕について（水産
庁資源管理部管理課）
◇「戸別所得補償モデル対策」の交付金支
払開始状況について（生産局農業生産支援
課戸別所得補償実施チーム）

16日㈭◇平成23年度税制改正大綱における農林水
産関係税制事項について（経営局総務課調
整室）
◇「2010年農林水産研究成果10大トピック
ス」の選定について（農林水産技術会議事
務局技術政策課）
◇＜2011 国際森林年関連事業＞ ロゴマー
ク利用の簡素化について（林野庁森林整備
部計画課海外林業協力室）

17日㈮◇平成23年産のさとうきび・でん粉原料用
かんしょに係る生産者交付金の単価の決定
について（生産局生産流通振興課）
◇平成22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、独立行政法人水産総合研
究センター中央水産研究所業務推進部）
◇日本酪農協同 株式会社における緑茶飲
料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）
◇【参加者募集】植物防疫所見学・説明会
を羽田空港で開催します（農林水産省消
費・安全局消費者情報官、横浜植物防疫所
調査研究部）
◇「第３回 野菜出荷安定対策本部」の開
催について（生産局生産流通振興課）
◇鹿野農林水産大臣の国内出張について
～「国際生物多様性年クロージング式典」
への出席～（大臣官房環境バイオマス政策

課、林野庁森林整備部計画課海外林業協力
室）
◇「バイオマス活用推進基本計画」の公表
について（大臣官房環境バイオマス政策課
バイオマス推進室）
◇津江漁業協同組合における補助事業に係
る不適正な経理処理に対する措置について
（水産庁増殖推進部栽培養殖課）

20日㈪◇「第３回 地産地消給食等メニューコン
テスト」審査結果及び「第３回 地産地消
給食等推進セミナー」の開催について（生
産局技術普及課）
◇砂糖及び異性化糖の需給見通しについて
（生産局生産流通振興課）
◇平成22年度「農業技術の匠」の選定結果
について（生産局技術普及課）
◇「戸別所得補償モデル対策」の交付金支
払開始状況について（生産局農業生産支援
課戸別所得補償実施チーム）

21日㈫◇「第46回 国際熱帯木材理事会」の結果
について（林野庁林政部木材利用課木材貿
易対策室）
◇韓国での口蹄疫の拡大を受けた動物検疫
の強化について（消費・安全局動物衛生課
国際衛生対策室）

22日㈬◇「水産政策審議会 第30回 企画部会」の
結果について（水産庁増殖推進部栽培養殖
課、水産庁漁政部企画課）
◇「国際森林年」国内テーマ（林野庁森林
整備部計画課海外林業協力室）
◇農事組合法人 ノースイにおける不適正
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）
◇株式会社瑞雲及び小野寺納豆製造所にお
ける農産物加工食品等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）
◇農林水産省が優先的にリスク管理を行う
べき有害化学物質のリストの見直し及び食
品の安全性に関する有害化学物質のサーベ
イランス・モニタリング中期計画の作成に
ついて（消費・安全局消費・安全政策課）

24日㈮◇平成23年度農林水産予算概算決定の概要
について（大臣官房予算課）
◇平成23年度組織・定員改正の主要事項に
ついて（大臣官房文書課、大臣官房地方
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課、総合食料局総務課、消費・安全局総務
課）　
◇「総合的な取引所検討チーム中間整理」
について（総合食料局商品取引監理官）　
◇中国への米輸出拡大に向けたくん蒸倉庫
の条件整備について（トラップ調査を実施
する倉庫業者の募集）（総合食料局食糧部
食糧貿易課）
◇島根県安来市を中心に設定されている移
動制限の解除について（消費・安全局動物
衛生課）  
◇水産庁漁業調査船 開洋丸によるサン
マ・アカイカ資源調査について（水産庁増
殖推進部漁場資源課、独立行政法人水産総
合研究センター）
◇遺伝子組換えダイズの第一種使用等に関
する承認に先立っての意見・情報の募集
（パブリックコメント）について（消費・
安全局農産安全管理課）
◇クローン家畜の異動報告のとりまとめに
ついて（平成22年11月１日～平成22年11
月30日異動情報提供分）（農林水産技術会
議事務局研究開発官（食の安全、基礎･基
盤）室、生産局畜産部 畜産振興課畜産技
術室）
◇家畜クローン研究の現状について（農林
水産技術会議事務局研究開発官（食の安
全、基礎･基盤）室、生産局畜産部畜産振
興課畜産技術室）
◇「全国の野生鳥獣類による農作物被害状
況」について（平成21年度）（生産局農業
生産支援課鳥獣被害対策室）

27日㈪◇「新農林水産省木材利用推進計画」につ
いて（林野庁林政部木材利用課）
◇「平成22年度第５回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（農林水産技術会議事務局技術政策課技
術安全室、環境省自然環境局野生生物課外
来生物対策室）
◇JAS法違反に係る指導件数等について
（消費・安全局表示・規格課食品表示・規
格監視室）
◇平成23年度 畜産・酪農関係事業の公表
について（生産局畜産部畜産企画課）
◇農業資材審議会委員の公募について
（消費・安全局農産安全管理課農薬対策

室、生産局農業生産支援課、生産局知的財
産課種苗審査室）
◇平成22年産米の相対取引価格（平成22年
11月）（総合食料局食糧部計画課）
◇国際シンポジウム「地球温暖化と農業と
のかかわり」の開催について（生産局農業
環境対策課、農林水産政策研究所、農林水
産政策研究所広報資料課）

28日㈫◇山梨県産りんご、なし、もも及びすもも
生果実の台湾向け輸出の再開について（消
費・安全局植物防疫課）

〈法令〉
12月１日㈬◇特定商取引に関する法律及び割賦販売法

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234号）を公布（同日
施行）
◇家畜改良増殖法に基づく家畜登録期間に
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（平成22年12月１日
から施行）

３日㈮◇地域資源を活用した農林漁業者等による
新事業の創出等及び地域の農林水産物の利
用促進に関する法律（法律第67号）を公布
（同日施行）

10日㈮◇原子力発電施設等立地地域の振興に関す
る特別措置法の一部を改正する法律（法律
第70条）を公布（同日施行）

21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61号）を公布（平成23
年１月１日から施行）

24日㈮◇動物用医薬品の使用の規則に関する省令
の一部を改正する省令（農林水産省令第62
号）を公布（同日施行）
◇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63号）を公布
（同日施行）

27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
64号）を公布（平成23年１月１日から施行）

28日㈫◇中小企業等協同組合法施行規則の一部を
改正する命令（内閣府・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２号）を公布（平成23年１
月１日から施行）



― 363 ―農　政　日　誌

◇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９号）を公
布（平成23年１月４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65号）を公布（商品取
引所法及び商品投資に係る事業の規制に関
する法律の一部を改正する法律（平成21年
法律第74号）の施行の日（平成23年１月１
日）から施行）
◇農業協同組合法施行規則及び水産業協同
組合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（平成23年１月
４日から施行）

１　月

１月４日㈫◇水産政策審議会 第25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）
◇「第13回 日韓漁業共同委員会 第１回 小
委員会（課長級）」の開催について（水産
庁資源管理部国際課）

６日㈭◇「あぜ道キャラバン」（篠原農林水産副
大臣の国内出張）について（大臣官房情報
評価課、関東農政局企画調整室）
◇「あぜ道キャラバン」の開催について
（大臣官房情報評価課）
◇「農業者戸別所得補償制度に係る地方ブ
ロック説明会」の開催について（大臣官房
政策課）
◇平成23年度「新たな農林水産政策を推進
する実用技術開発事業」新規研究課題の公
募及び事業説明会の実施について（農林水
産技術会議事務局研究推進課産学連携室）

７日㈮◇食鶏取引規格及び食鶏小売規格の改正に
ついて（生産局畜産部食肉鶏卵課食肉需給
対策室）
◇「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）
◇「農業資材審議会 飼料分科会 家畜栄養
部会」の開催及び一般傍聴について（消
費・安全局畜水産安全管理課）
◇韓国で分離された口蹄疫ウイルスについ
て（消費・安全局動物衛生課）
◇「平成21年度遺伝子組換え植物実態調

査」の結果について（消費・安全局農産安
全管理課）

11日㈫◇田名部農林水産大臣政務官の「第３回 
地産地消給食等推進セミナー」への出席に
ついて（生産局技術普及課）
◇地方農政局長・森林管理局長等会議」の
開催について（大臣官房地方課、林野庁国
有林野部管理課）
◇「第13回 日韓漁業共同委員会 第１回 小
委員会（課長級）」の結果について（水産
庁資源管理部国際課）

12日㈬◇「平成23年度 委託プロジェクト研究の
公募に係る説明会」の実施について（農林
水産技術会議事務局研究推進課）

13日㈭◇「あぜ道キャラバン」（筒井農林水産副
大臣の国内出張）について（大臣官房情報
評価課、近畿農政局企画調整室）
◇「あぜ道キャラバン」（松木農林水産大
臣政務官の国内出張）について（大臣官房
情報評価課、北海道農政事務所 企画調整
グループ）
◇株式会社 お亀堂における菓子類及び米
飯類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）
◇「今後の汚水処理のあり方に関する検討
会 有識者等委員会（第２回）」の開催につ
いて（農林水産省農村振興局整備部農村整
備官、国土交通省下水道部下水道事業課、
環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部
廃棄物対策課浄化槽推進室）

14日㈮◇「あぜ道キャラバン」（筒井農林水産副
大臣の国内出張）について（大臣官房情報
評価課、北陸農政局企画調整室）

17日㈪◇「平成22年度 鳥獣被害対策優良活動表彰」
受賞者の決定及び表彰式について（生産局
農業生産支援課鳥獣被害対策室）
◇組換えDNA技術応用飼料及び飼料添加
物の安全性確認申請案件についての御意
見・情報の募集（パブリックコメント）に
ついて（消費・安全局畜水産安全管理課）

19日㈬◇鹿野農林水産大臣の木材関連施設の視察
について（林野庁林政部木材産業課）
◇「あぜ道キャラバン」（田名部農林水産
大臣政務官の国内出張）について（大臣官
房情報評価課、九州農政局企画調整室）
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◇「今後の国内農業に係る提言」の公表に
ついて（大臣官房政策課、大臣官房地方課）
◇「平成22年度 第２回 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）
◇「あぜ道キャラバン」（篠原農林水産副
大臣の国内出張）について（大臣官房情報
評価課、中国四国農政局企画調整室）
◇「食料・農業・農村政策審議会 企画部
会 （第26回）」の開催及び傍聴について
（大臣官房情報評価課情報分析・評価室）

20日㈭◇田名部農林水産大臣政務官の海外出張に
ついて～「第３回ベルリン農業大臣サミッ
ト」への出席～（大臣官房国際部国際協力
課）
◇鹿野農林水産大臣の国内出張について
（農村振興局整備部農地資源課、九州農政
局整備部設計課事業調整室）

21日㈮◇中国農業発展集団劉董事長の来日につい
て（大臣官房国際部国際経済課経済連携
チーム、大臣官房国際部国際経済課貿易関
税チーム輸出促進室）
◇小林幸子さんの「お米大使」就任につい
て（大臣官房食料安全保障課、総合食料局
食糧部消費流通課）
◇鹿野農林水産大臣のJRA賞の授賞式出席
について（生産局畜産部競馬監督課）
◇韓国いか釣り漁船の拿捕について（水産
庁資源管理部管理課）
◇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）
◇「農林水産省 生物多様性戦略検討会
（第17回）」の開催及び一般傍聴について
（大臣官房環境バイオマス政策課）

22日㈯◇「高病原性鳥インフルエンザ防疫対策本
部」の開催について（消費・安全局動物衛
生課）
◇「食料・農業・農村政策審議会 家畜衛
生部会 第37回 家きん疾病小委員会」の開
催について（消費・安全局動物衛生課）
◇宮崎県における高病原性鳥インフルエン
ザの疑似患畜の確認について（消費・安全
局動物衛生課）
◇松木農林水産大臣政務官の国内出張につ
いて（消費・安全局総務課）

23日㈰◇「高病原性鳥インフルエンザ防疫対策本

部」の開催について（消費・安全局動物衛
生課）
◇松木農林水産大臣政務官の国内出張につ
いて（消費・安全局総務課）

24日㈪◇宮崎県において確認された高病原性鳥イ
ンフルエンザのウイルス分析結果について
（第１例目）（消費・安全局動物衛生課）
◇「第13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）
◇平成22年12月下旬以降の風雪害による被
害農林漁業者等に対する資金の円滑な融
通、既貸付金の償還猶予等について（経営
局経営政策課災害総合対策室）
◇宮崎県における高病原性鳥インフルエン
ザの疑似患畜の確認（２例目）について
（消費・安全局動物衛生課）

25日㈫◇「平成23年 第１回 農林水産省 政策評価
第三者委員会」の開催及び傍聴について
（大臣官房情報評価課情報分析・評価室）
◇「高病原性鳥インフルエンザ防疫対策本
部」の開催について（消費・安全局動物衛
生課）
◇「第１回普及事業のあり方検討会」の開
催について（生産局技術普及課）
◇「食料・農業・農村政策審議会 農業共
済部会 家畜共済小委員会」の開催及び傍
聴について（経営局保険監理官）
◇宮崎県における高病原性鳥インフルエン
ザウイルスのN亜型の確定について（第１
例目）（消費・安全局動物衛生課）

26日㈬◇宮崎県における１例目の高病原性鳥イン
フルエンザ発生農場を中心とする移動制限
区域内の感染確認検査の結果及び卵の出荷
再開について（消費・安全局動物衛生課）
◇「食料・農業・農村政策審議会 農業農
村振興整備部会 技術小委員会（平成22年
度 第１回）」の開催及び一般傍聴について
（農村振興局整備部設計課計画調整室）
◇「食料・農業・農村政策審議会 農業農
村振興整備部会（平成22年度 第３回）」の
開催及び一般傍聴について（農村振興局整
備部設計課計画調整室）
◇「第45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（農林水
産省消費・安全局消費・安全政策課、厚生
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労働省医薬食品局食品安全部企画情報課国
際食品室）
◇「第１回 ロシア水域における適正操業
に関する検討チーム会合」の開催及び一般
傍聴について（水産庁資源管理部管理課）
◇平成22年産米の相対取引価格（平成22年
12月）（総合食料局食糧部計画課）
◇鹿児島県における高病原性鳥インフルエ
ンザの疑似患畜の確認について（消費・安
全局動物衛生課）
◇松木農林水産大臣政務官の国内出張につ
いて（消費・安全局総務課）

27日㈭◇宮崎県における高病原性鳥インフルエン
ザの疑い事例について（消費・安全局動物
衛生課）
◇篠原農林水産副大臣の海外出張について
（大臣官房国際部国際政策課）
◇「平成22年度 第２回 食料・農業・農村
政策審議会 農業共済部会」の開催及び傍
聴について（経営局保険課保険数理室）
◇愛知県における高病原性鳥インフルエン
ザの疑似患畜の確認について（消費・安全
局動物衛生課）

28日㈮◇新燃岳の噴火に伴う降灰等による農作物
被害等に対する技術指導に当たっての留意
事項について（生産局農業生産支援課、生
産局生産流通振興課、生産局生産流通振興
課、生産局畜産部畜産振興課草地整備推進
室）
◇鹿児島県及び愛知県において確認された
高病原性鳥インフルエンザのウイルス分析
結果について（消費・安全局動物衛生課）
◇宮崎県における高病原性鳥インフルエン
ザの疑い事例について（消費・安全局動物
衛生課）
◇「対中国米輸出ビジネス懇談会」の開催
について（大臣官房国際部国際経済課貿易
関税チーム輸出促進室、総合食料局食糧部
食糧貿易課）
◇「第29回 FAO水産委員会」の開催につ
いて（水産庁資源管理部国際課）
◇＜2011 国際森林年関連事業＞ 「第９回 
森の“聞き書き甲子園”フォーラム」の開
催について（林野庁森林整備部研究・保全
課森林保全推進室）
◇平成22年産国内産米穀のカドミウム含有

状況調査の結果について（消費・安全局農
産安全管理課）
◇「コメのカドミウム濃度低減のための実
施指針」案についての意見・情報の募集に
ついて（消費・安全局農産安全管理課）
◇クローン家畜の異動報告のとりまとめに
ついて（平成22年12月１日～平成22年12
月31日異動情報提供分）（農林水産技術会
議事務局研究開発官（食の安全、基礎･基
盤）室、生産局畜産部畜産振興課畜産技術
室）
◇平成22年の外国漁船取締実績について
（水産庁資源管理部管理課）
◇「食料・農業・農村政策審議会 食糧部
会」の開催及び傍聴について（総合食料局
食糧部計画課）
◇「国内のクロマグロ養殖業の管理強化」
及び「メキシコ産輸入クロマグロの情報収
集」について（水産庁資源管理部国際課、
水産庁増殖推進部栽培養殖課、水産庁資源
管理部遠洋課）
◇「緊急都道府県農務部長会議」の開催に
ついて（消費・安全局動物衛生課）

29日㈯◇宮崎県における２例目の高病原性鳥イン
フルエンザ発生農場を中心とする移動制限
区域内の感染確認検査の結果等について
（消費・安全局動物衛生課）
◇愛知県及び鹿児島県において確認された
高病原性鳥インフルエンザのウイルス分析
結果について（消費・安全局動物衛生課）
◇宮崎県における高病原性鳥インフルエン
ザの疑似患畜の確認について（消費・安全
局動物衛生課）

30日㈰◇宮崎県における高病原性鳥インフルエン
ザの疑い事例について（消費・安全局動物
衛生課）
◇鹿児島県における高病原性鳥インフルエ
ンザ発生農場を中心とする移動制限区域内
の感染確認検査の結果等について（消費・
安全局動物衛生課）

31日㈪◇鹿児島県における高病原性鳥インフルエ
ンザ発生農場を中心とする移動制限区域内
の感染確認検査の結果等について（消費・
安全局動物衛生課）
◇愛知県における高病原性鳥インフルエン
ザ発生農場を中心とする移動制限区域内の
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感染確認検査の結果等について（消費・安
全局動物衛生課）
◇「第13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）
◇遺伝子組換えカーネーション、ダイズ、
トウモロコシ及びワタの第一種使用等に関
する承認に先立っての意見・情報の募集
（パブリックコメント）について（消費・
安全局農産安全管理課）
◇パキスタン産シンドリ種及びチョウサ種
のマンゴウの生果実の輸入解禁について
（消費・安全局植物防疫課）
◇篠原農林水産副大臣の「平成22年度 普
及活動全国コンクール」への出席について
（生産局技術普及課）
◇日豪EPA交渉 第12回会合の開催につい
て（大臣官房国際部国際経済課経済連携
チーム）
◇宮崎県における高病原性鳥インフルエン
ザの疑似患畜（６例目）の確認について
（消費・安全局動物衛生課）

〈法令〉
１月11日㈫◇プラムポックスウイルスの緊急防除に関

する省令の一部を改正する省令（農林水産
省令第１号）を公布（平成23年２月10日か
ら施行）

31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２号）を公布（同日施
行）

２　月

２月１日㈫◇宮崎県における３、４例目の高病原性鳥
インフルエンザ発生農場を中心とする移動
制限区域内の感染確認検査の結果及び卵の
出荷再開について（消費・安全局動物衛生
課）
◇松木農林水産大臣政務官の国内出張につ
いて（消費・安全局総務課）
◇宮崎県における高病原性鳥インフルエン
ザの疑似患畜（７例目）の確認について
（消費・安全局動物衛生課）
◇霧島山（新燃岳）の噴火活動による被害
農林漁業者等に対する資金の円滑な融通、

既貸付金の償還猶予等について（経営局経
営政策課災害総合対策室）
◇「第２回 林政審議会 国有林部会」の開
催及び一般傍聴について（林野庁国有林野
部経営企画課）

２日㈬◇大分県における高病原性鳥インフルエン
ザの疑い事例について（消費・安全局動物
衛生課）
◇大分県における高病原性鳥インフルエン
ザの疑似患畜の確認について（消費・安全
局動物衛生課）
◇鹿野農林水産大臣の「NARグランプリ
2010」表彰式出席について（生産局畜産部
競馬監督課）
◇クリーン開発メカニズム（CDM）プロ
ジェクト政府承認審査結果について（大臣
官房環境バイオマス政策課、林野庁森林整
備部計画課）

３日㈭◇「第５回 グリーン・ツーリズム推進連絡
会議」の開催及び一般傍聴について（農村
振興局農村政策部都市農村交流課）
◇＜2011 国際森林年関連事業＞「グリー
ンウェイブ2011」の実施について（林野庁
森林整備部研究・保全課森林保全推進室）

４日㈮◇宮崎県における高病原性鳥インフルエン
ザの疑い事例について（消費・安全局動物
衛生課）
◇平成22年度「食と農林水産業の地域ブラ
ンド協議会」総会・シンポジウムの開催に
ついて（農林水産省生産局知的財産課、協
議会事務局）
◇宮崎県における３、４、５、６例目の高
病原性鳥インフルエンザ発生農場を中心と
する移動制限区域内の感染確認検査の結果
等について（消費・安全局動物衛生課）

５日㈯◇宮崎県における高病原性鳥インフルエン
ザの疑似患畜（８例目）の確認について
（消費・安全局動物衛生課）
◇宮崎県における高病原性鳥インフルエン
ザの疑い事例について（消費・安全局動物
衛生課）
◇我が国の口蹄疫清浄ステータスの回復に
ついて（消費・安全局動物衛生課）
◇宮崎県における高病原性鳥インフルエン
ザの疑似患畜（９例目）の確認について
（消費・安全局動物衛生課）
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６日㈰◇宮崎県における高病原性鳥インフルエン
ザの疑い事例について（消費・安全局動物
衛生課）
◇宮崎県における７例目の高病原性鳥イン
フルエンザ発生農場を中心とする移動制限
区域内の感染確認検査の結果等について
（消費・安全局動物衛生課）
◇宮崎県における高病原性鳥インフルエン
ザの疑似患畜（10例目）の確認について
（消費・安全局動物衛生課）

７日㈪◇松木農林水産大臣政務官の「平成22年度 
全国麦作共励会 中央表彰式」への出席に
ついて（生産局生産流通振興課）
◇「６次産業化全国推進会議」の開催及び
一般傍聴について（総合食料局食品産業企
画課）
◇「第29回 FAO水産委員会」の結果につ
いて（水産庁資源管理部国際課）
◇「平成22年度 水源林造成事業評価技術
検討会」の開催及び一般傍聴について（林
野庁森林整備部整備課）
◇「平成22年度第６回生物多様性影響評価
検討会総合検討会」の開催及び一般傍聴に
ついて（農林水産技術会議事務局技術政策
課技術安全室、環境省自然環境局野生生物
課外来生物対策室）
◇韓国いか釣り漁船の拿捕について（水産
庁資源管理部管理課）
◇大分県における高病原性鳥インフルエン
ザ発生農場を中心とする移動制限区域内の
感染確認検査の結果等について（消費・安
全局動物衛生課）
◇宮崎県における高病原性鳥インフルエン
ザの疑似患畜（11例目）の確認について
（消費・安全局動物衛生課）

８日㈫◇宮崎県における８例目の高病原性鳥イン
フルエンザ発生農場を中心とする移動制限
区域内の感染確認検査の結果等について
（消費・安全局動物衛生課）
◇＜2011 国際森林年関連事業＞「第９回 
国連森林フォーラム（UNFF ９）」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）
◇韓国いか釣り漁船の拿捕について（水産
庁資源管理部管理課）
◇米国産牛肉の混載事例について（農林水

産省消費・安全局動物衛生課、厚生労働省
医薬食品局食品安全部監視安全課）
◇霧島山（新燃岳）の噴火による降灰被害
農家への支援策について（経営局経営政策
課災害総合対策室、農村振興局整備部防災
課、生産局生産流通振興課、生産局畜産部
畜産振興課）

９日㈬◇「第６回 農業生産工程管理（GAP）の
共通の基盤づくりに関する検討会」の開催
及び一般傍聴について（生産局技術普及課）
◇＜2011 国際森林年関連事業＞国際セミ
ナー「持続可能な森林経営の挑戦」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）
◇「食料・農業・農村政策審議会 家畜衛
生部会 第38回 家きん疾病小委員会」及び
「高病原性鳥インフルエンザ疫学調査チー
ム 第１回 検討会」の合同開催について
（消費・安全局動物衛生課）

10日㈭◇霧島山（新燃岳）噴火による降灰に伴う
土石流等への緊急対策について（林野庁国
有林野部業務課、林野庁森林整備部治山課
山地災害対策室）
◇「農林水産分野における「CO２の見え
る化」推進事業成果報告会」の開催につい
て（大臣官房環境バイオマス政策課）
◇＜2011 国際森林年関連事業＞田名部農
林水産大臣政務官の『「フォレスト・サ
ポーターズ」「生物多様性民間参画パート
ナーシップ」協働宣言調印式』等への出席
について（林野庁森林整備部研究･保全課
森林保全推進室）
◇宮崎県における９、10、11例目の高病原
性鳥インフルエンザ発生農場を中心とする
移動制限区域内の感染確認検査の結果等に
ついて（消費・安全局動物衛生課）
◇「平成22年度 北海道において実施する
農業農村整備事業等補助事業に関する技術
検討会」の開催及び一般傍聴について（農
村振興局整備部土地改良企画課）
◇「APEC食料安全保障・情報プラット
フォームに関するワークショップ」の開催
及び一般傍聴について（大臣官房国際部国
際経済課経済連携チーム）
◇「平成22年農林水産物等輸出実績（速報
値）」について（大臣官房国際部国際経済
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課貿易関税チーム輸出促進室）
12日㈯◇宮崎県における１、２例目の清浄性確認

検査の結果について（消費・安全局動物衛
生課）
◇鹿児島県の清浄性確認検査の結果につい
て（消費・安全局動物衛生課）
◇愛知県の清浄性確認検査の結果について
（消費・安全局動物衛生課）
◇農林水産省口蹄疫防疫対策本部の開催に
ついて（消費・安全局動物衛生課）

14日㈪◇愛知県における高病原性鳥インフルエン
ザの疑い事例について（消費・安全局動物
衛生課）
◇宮崎県における５例目の清浄性確認検査
の結果について（消費・安全局動物衛生課）
◇「第13回 日韓漁業共同委員会 第３回 小
委員会」及び「第13回 日韓漁業共同委員
会」の開催について（水産庁資源管理部国
際課）
◇「産業活力の再生及び産業活動の革新に
関する特別措置法第11条第１項の規定に基
づくハマダコンフェクト 株式会社の資源
生産性革新計画」の認定について（総合食
料局食品産業振興課）
◇「第２回 漁港漁場の品質・衛生管理対
策技術検討会」の開催及び一般傍聴につい
て（水産庁漁港漁場整備部計画課）
◇愛知県における高病原性鳥インフルエン
ザの疑似患畜（２例目）の確認について
（消費・安全局動物衛生課）
◇＜2011国際森林年関連事業＞国際森林年
に関する説明・情報交換会（第２回）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）
◇「バイオ燃料利用推進対策セミナー」の
開催について（大臣官房環境バイオマス政
策課バイオマス推進室）
◇「今後の汚水処理のあり方に関する検討
会 有識者等委員会（第３回）」の開催につ
いて（農林水産省農村振興局整備部農村整
備官、国土交通省下水道部下水道事業課、
環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部
廃棄物対策課浄化槽推進室）

15日㈫◇三重県における高病原性鳥インフルエン
ザの疑い事例について（消費・安全局動物
衛生課）

◇和歌山県における高病原性鳥インフルエ
ンザの疑似患畜の確認について（消費・安
全局動物衛生課）
◇松木農林水産大臣政務官の国内出張につ
いて（消費・安全局総務課）
◇遺伝子組換えセイヨウナタネの第一種使
用等に関する承認に先立っての意見・情報
の募集（パブリックコメント）について
（消費・安全局農産安全管理課）
◇シンポジウム「食文化の活用と創造で地
域に活力を！」の開催について（農林水産
省生産局知的財産課、食文化活用・創造シ
ンポジウム事務局）
◇和歌山県における高病原性鳥インフルエ
ンザの疑い事例について（消費・安全局動
物衛生課）
◇「食料・農業・農村政策審議会 平成22
年度 第４回 畜産部会」の開催及び傍聴に
ついて（生産局畜産部畜産企画課畜産総合
推進室）

16日㈬◇宮崎県における高病原性鳥インフルエン
ザの疑い事例について（消費・安全局動物
衛生課）
◇＜2011国際森林年関連事業＞「平成22年
度 林業 機械化推進シンポジウム」の開催
について（林野庁森林整備部研究・保全課 
技術開発推進室）
◇「水産政策審議会 第50回 資源管理分科
会」の開催及び一般傍聴について（水産庁
漁政部漁政課）
◇「水産政策審議会 第31回 企画部会」の
開催及び傍聴について（水産庁漁政部企画
課）
◇三重県における高病原性鳥インフルエン
ザの疑似患畜の確認について（消費・安全
局動物衛生課）

17日㈭◇大分県の清浄性確認検査の結果について
（消費・安全局動物衛生課）
◇さかなクンの「お魚大使」就任について
（水産庁漁政部漁政課）
◇平成22年度 病害虫発生予報 第10号の発
表について（消費・安全局植物防疫課）
◇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）
◇宮崎県における高病原性鳥インフルエン
ザの疑似患畜（12例目）の確認について
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（消費・安全局動物衛生課）
18日㈮◇宮崎県における３、４、６例目の清浄性

確認検査の結果について（消費・安全局動
物衛生課）
◇篠原農林水産副大臣の「農業者大学校 
九州ブロック 大分大会」への出席につい
て（経営局人材育成課）
◇「2020年における世界の食料需給見通
し」－世界食料需給モデルによる予測結果
－（大臣官房食料安全保障課、農林水産政
策研究所）

19日㈯◇宮崎県における７例目の清浄性確認検査
の結果について（消費・安全局動物衛生課）
◇三重県における高病原性鳥インフルエン
ザ発生農場を中心とする移動制限区域内の
感染確認検査の結果等について（消費・安
全局動物衛生課）
◇和歌山県における高病原性鳥インフルエ
ンザ発生農場を中心とする移動制限区域内
の感染確認検査の結果等について（消費・
安全局動物衛生課）
◇愛知県における２例目の高病原性鳥イン
フルエンザ発生農場を中心とする移動制限
区域内の感染確認検査の結果等について
（消費・安全局動物衛生課）

20日㈰◇宮崎県における８例目の清浄性確認検査
の結果について（消費・安全局動物衛生課）
◇宮崎県における12例目の高病原性鳥イン
フルエンザ発生農場を中心とする移動制限
区域内の感染確認検査の結果等について
（消費・安全局動物衛生課）

21日㈪◇宮崎県における11例目の清浄性確認検査
の結果について（消費・安全局動物衛生課）
◇篠原農林水産副大臣の「全国地産地消推
進フォーラム2011」への出席について（生
産局技術普及課）
◇農事組合法人に対する行政処分について
（経営局協同組織課経営・組織対策室）
◇「第13回 日韓漁業共同委員会 第３回 小
委員会」及び「第13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）
◇「平成22年度 第２回 水産関係公共事業
に関する事業評価技術検討会」の開催及び
一般傍聴について（水産庁漁港漁場整備部
計画課）

22日㈫◇宮崎県における９、10例目の清浄性確認
検査の結果について（消費・安全局動物衛
生課）
◇「日・メキシコEPA再協議」の実質合
意について（大臣官房国際部国際経済課経
済連携チーム）
◇「第４回 国産野菜の生産・利用拡大優
良事業者表彰」の審査結果及び表彰式典に
ついて（生産局生産流通振興課流通加工対
策室）
◇「食料情勢分析対応本部」の設置につい
て（大臣官房食料安全保障課）
◇遺伝子組換え体混入の可能性のあるパパ
イヤの検査について（消費・安全局農産安
全管理課）
◇「緑と水の環境技術革命総合戦略」の策
定について（大臣官房環境バイオマス政策
課バイオマス推進室）
◇「水産政策審議会 第26回 漁港漁場整備
分科会」の開催及び一般傍聴について（水
産庁漁港漁場整備部計画課）
◇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）
◇米戸別所得補償モデル事業の変動部分の
交付単価について（大臣官房政策課戸別所
得補償制度推進本部、生産局農業生産支援
課戸別所得補償実施チーム）
◇「2011年 春の農作業安全確認運動」の
実施について（生産局農業生産支援課）
◇平成22年産米の相対取引価格（平成23年
１月）（総合食料局食糧部計画課）

23日㈬◇輸入麦の政府売渡価格の改定について
（総合食料局食糧部食糧貿易課）
◇「第２回 中山間地域等直接支払制度等
に関する第三者委員会」の開催及び一般傍
聴について（農村振興局農村政策部中山間
地域振興課中山間整備推進室）
◇パパイヤ種子の検査結果について（消
費・安全局農産安全管理課）
◇全国山火事予防運動の実施について（林
野庁森林整備部研究・保全課森林保護対策
室）
◇歴史的風致維持向上計画の認定について
（農村振興局農村政策部農村計画課）
◇「平成23年度 食品表示ウォッチャー」
の募集について（消費・安全局表示・規格
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課食品表示・規格監視室）
◇「平成22年度 第３回 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」
の開催及び一般傍聴について（水産庁資源
管理部管理課、水産庁新潟漁業調整事務
所、水産庁境港漁業調整事務所、水産庁九
州漁業調整事務所）
◇「農業資材審議会 農業機械化分科会
（第11回）」の開催及び傍聴について（生産
局農業生産支援課）

25日㈮◇「平成22年度 高温適応技術レポート」
の作成及び「農業技術の基本指針」の改定
について（生産局農業環境対策課、生産局
生産流通振興課、大臣官房政策課）
◇「北太平洋海域における公海漁業管理に
関する 第10回 関係国・地域間協議」の開
催について（水産庁資源管理部国際課）
◇鹿野農林水産大臣の国内出張について～
「農山漁村車座懇談及び米粉フェア2011視
察」～（大臣官房情報評価課、北海道農政
事務所企画調整グループ）
◇「平成22年度 林野庁事業評価技術検討
会」の開催及び一般傍聴について（林野庁
林政部企画課）
◇韓国かに篭漁船の拿捕について（水産庁
資源管理部管理課）
◇「平成22年度 第４回 木材需給会議」の
開催及び傍聴について（林野庁林政部木材
利用課）
◇「第１回 森林保険制度に関する検討
会」の開催及び一般傍聴について（林野庁
森林整備部研究・保全課森林保全推進室）

26日㈯◇三重県における高病原性鳥インフルエン
ザの疑い事例について（消費・安全局動物
衛生課）
◇三重県における高病原性鳥インフルエン
ザの疑似患畜（２例目）の確認について
（消費・安全局動物衛生課）

28日㈪◇奈良県における高病原性鳥インフルエン
ザの疑似患畜の確認について（消費・安全
局動物衛生課）
◇「農林水産省 生物多様性戦略検討会
（第18回）」の開催及び一般傍聴について
（大臣官房環境バイオマス政策課）

◇筒井農林水産副大臣の国内出張について
～「FOODEX JAPAN 2011」オープニン
グセレモニーへの出席～（総合食料局食品
産業企画課）
◇「第20回 食アメニティコンテスト」の
選賞及び表彰式の開催について（農村振興
局農村政策部都市農村交流課）
◇農業者戸別所得補償制度に関する相談窓
口電話の「0120」で始まるフリーダイヤル
化について（大臣官房情報評価課）
◇クローン家畜の異動報告のとりまとめに
ついて（平成23年１月１日～平成23年１
月31日異動情報提供分）（農林水産技術会
議事務局研究開発官（食の安全、基礎･基
盤）室、生産局畜産部畜産振興課畜産技術
室）
◇バイオマスタウンの公表（第45回）（大
臣官房環境バイオマス政策課バイオマス推
進室）
◇「六次産業化法」に基づく事業計画の認
定に係る申請受付開始について（総合食料
局食品産業企画課）
◇韓国いか釣り漁船の拿捕について（水産
庁資源管理部管理課）
◇「瀬戸内海広域漁業調整委員会」の開催
及び一般傍聴について（水産庁資源管理部
管理課、瀬戸内海広域漁業調整委員会事務
局）
◇奈良県における高病原性鳥インフルエン
ザの疑い事例について（消費・安全局動物
衛生課）
◇「水稲の作柄に関する委員会（平成22年
産 第３回）」の開催及び傍聴について（大
臣官房統計部生産流通消費統計課）
◇シンポジウム「漁村の活性化とは何か」
の開催について（水産庁漁港漁場整備部防
災漁村課）

〈法令〉
２月２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３号）
を公布（同日施行）

４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４号）を公布
（同日施行）

９日㈬◇牛乳乳製品統計調査規則の一部を改正す
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る省令（農林水産省令第５号）を公布（同
日施行）

17日㈭◇商品先物取引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（同日施行）

23日㈬◇地域資源を活用した農林漁業者等による
新事業の創出等及び地域の農林水産物の利
用促進に関する法律の一部の施行期日を定
める政令（政令第14号）を公布（同日施行）

25日㈮◇カンキツグリーニング病菌の緊急防除に
関する省令の一部を改正する省令（農林水
産省令第６号）を公布（同日施行）

28日㈪◇地域資源を活用した農林漁業者等による
新事業の創出等及び地域の農林水産物の利
用促進に関する法律に基づく研究開発・成
果利用事業計画の認定等に関する省令（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・環境省令第１
号）を公布（法附則第１条ただし書に規定
する規定の施行の日（平成23年３月１日）
から施行）
◇地域資源を活用した農林漁業者等による
新事業の創出等及び地域の農林水産物の利
用促進に関する法律施行規則（農林水産省
令第７号）を公布（法附則第１条ただし書
に規定する規定の施行の日（平成23年３月
１日）から施行）

３　月

３月１日㈫◇＜2011国際森林年関連事業＞「葉っぱの
フレディ」の「国際森林年子ども大使」就
任について（林野庁森林整備部計画課 ）
◇＜2011国際森林年関連事業＞「国際森林
映画祭」参加作品を自主上映会に使用する
場合の手続きについて（林野庁森林整備部
計画課）
◇「米取引に関する有識者との懇談会」の
開催について（総合食料局食糧部計画課）
◇「韓国産クロマグロの輸入情報の収集」
について（水産庁資源管理部国際課、水産
庁資源管理部沿岸沖合課）

２日㈬◇「第２回 ロシア水域における適正操業
に関する検討チーム会合」の開催について
（水産庁資源管理部管理課）
◇パパイヤ種子の検査結果について（消

費・安全局農産安全管理課）
◇「第８回 オーライ！ニッポン大賞」の
選賞及び表彰式の開催について（農村振興
局農村政策部都市農村交流課）
◇愛知県における２例目の清浄性確認検査
の結果について（消費・安全局動物衛生課）

３日㈭◇宮崎県における12例目の清浄性確認検査
の結果について（消費・安全局動物衛生課）
◇「平成22年度第７回生物多様性影響評価
検討会総合検討会」の開催及び一般傍聴に
ついて（農林水産技術会議事務局技術政策
課技術安全室、環境省自然環境局野生生物
課外来生物対策室）

４日㈮◇アワビにおけるキセノハリオチス感染症
の確認について（消費・安全局畜水産安全
管理課水産安全室）
◇パパイヤ種子の検査について（消費・安
全局農産安全管理課）
◇「新たな情報通信技術戦略シンポジウ
ム」の開催について（大臣官房情報評価課）
◇和歌山県の清浄性確認検査の結果につい
て（消費・安全局動物衛生課）

５日㈯◇宮崎県における高病原性鳥インフルエン
ザの疑い事例について（消費・安全局動物
衛生課）
◇宮崎県における高病原性鳥インフルエン
ザの疑似患畜（13例目）の確認について
（消費・安全局動物衛生課）
◇奈良県における高病原性鳥インフルエン
ザ発生農場を中心とする移動制限区域内の
感染確認検査の結果等について（消費・安
全局動物衛生課）

７日㈪◇「北太平洋海域における公海漁業に関す
る 第10回 関係国・地域間協議」の結果に
ついて（水産庁資源管理部国際課）
◇「平成22年度 第２回 自然再生専門家会
議」の開催及び一般傍聴について（農林水
産省大臣官房環境バイオマス政策課、環境
省自然環境局自然環境計画課）
◇「第６回 美の里づくりコンクール」の
選賞及び表彰式の開催について（農村振興
局農村政策部都市農村交流課）
◇輸入植物検疫の見直しのための植物防疫
法施行規則の一部改正等について（消費・
安全局植物防疫課）
◇「食料・農業・農村政策審議会 農業農
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村振興整備部会 技術小委員会（平成22年
度 第２回）」の開催及び一般傍聴について
（農村振興局整備部設計課計画調整室）
◇「太平洋広域漁業調整委員会」の開催及
び一般傍聴について（水産庁資源管理部管
理課、水産庁仙台漁業調整事務所）
◇平成23年第５回「みどりの学術賞」受賞
者の決定について（林野庁森林整備部研
究・保全課森林保全推進室）

８日㈫◇「平成23年 第２回 農林水産省 政策評価
第三者委員会」の開催及び傍聴について
（大臣官房情報評価課情報分析・評価室）
◇「太平洋クロマグロの資源管理に関する
全国会議」の開催及び一般傍聴について
（水産庁資源管理部国際課）
◇畜産物価格等の決定に向けた国民の皆様
からの意見募集について（生産局畜産部畜
産企画課畜産総合推進室）
◇三重県における２例目の移動制限区域の
縮小について（消費・安全局動物衛生課）

９日㈬◇宮崎県における13例目の高病原性鳥イン
フルエンザ発生農場を中心とする移動制限
区域内の感染確認検査の結果等について
（消費・安全局動物衛生課）
◇吉田農林水産大臣政務官の「第24回農山
漁村女性の日記念の集い」への出席につい
て（経営局人材育成課女性・高齢者活動推
進室）
◇「食料・農業・農村政策審議会 平成22
年度 第５回 畜産部会」の開催及び傍聴に
ついて（生産局畜産部畜産企画課畜産総合
推進室）
◇パパイヤ種子の検査について（消費・安
全局農産安全管理課）
◇「食料・農業・農村政策審議会 農業農
村振興整備部会（平成22年度 第４回）」の
開催及び一般傍聴について（農村振興局整
備部設計課計画調整室）
◇原田園本舗 株式会社における緑茶の不
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）

10日㈭◇三重県における高病原性鳥インフルエン
ザ（１例目）の清浄性確認検査の結果につ
いて（消費・安全局動物衛生課）
◇「平成23年産水稲の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）
11日㈮◇「第４回農林水産省地震災害対策本部」

の開催について（経営局経営政策課災害総
合対策室） 
◇パパイヤ種子の検査について（消費・安
全局農産安全管理課）
◇「インド洋まぐろ類委員会（IOTC）第
15回 年次会合」の開催について（水産庁
資源管理部国際課）
◇「第12回 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）
◇「子ども農山漁村交流プロジェクト ふ
るさとへの手紙コンクール」審査結果につ
いて（農林水産省大臣官房食料安全保障
課、農林水産省農村振興局農村政策部都市
農村交流課都市農業室、文部科学省初等中
等教育局児童生徒課）
◇未判定外来生物の判定に係る意見の募集
（パブリックコメント）について（大臣官
房環境バイオマス政策課）

12日㈯◇平成23年（2011）東北地方太平洋沖地震
の被害と対応（経営局経営政策課災害総合
対策室）
◇危機対応融資の対象の追加について（農
林水産省経営局金融調整課、財務省大臣官
房政策金融課）
◇平成23年（2011）東北地方太平洋沖地震
の被害と対応（経営局経営政策課災害総合
対策室）
◇「第２回 農林水産省原子力災害対策本
部」の開催について（大臣官房食料安全保
障課）
◇平成23年（2011年）東北地方太平洋沖地
震の被害に関する相談窓口の開設について
（経営局経営政策課）
◇平成23年（2011年）東北地方太平洋沖地
震による、被害農林漁業者等に対する資金
の円滑な融通、既貸付金の償還猶予等につ
いて（経営局経営政策課災害総合対策室）

13日㈰◇平成23年（2011）東北地方太平洋沖地震
の被害と対応（経営局経営政策課災害総合
対策室）
◇平成23年（2011）東北地方太平洋沖地震
の被害と対応（経営局経営政策課災害総合
対策室）
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◇千葉県における高病原性鳥インフルエン
ザの疑い事例について（消費・安全局動物
衛生課）
◇千葉県における高病原性鳥インフルエン
ザの疑似患畜の確認について（消費・安全
局動物衛生課）

14日㈪◇農林水産省携帯電話用ホームページの開
設について（大臣官房情報評価課）
◇「『東北地方太平洋沖地震』災害復旧木
材確保対策連絡会議（仮称）」の開催につ
いて（林野庁林政部木材産業課）
◇東北地方太平洋沖地震による被災地への
物資供給及び救助等について（水産庁漁政
部漁政課船舶管理室）
◇平成23年（2011）東北地方太平洋沖地震
の被害と対応（経営局経営政策課災害総合
対策室）

15日㈫◇平成23年（2011）東北地方太平洋沖地震
の被害と対応（経営局経営政策課災害総合
対策室）
◇「『東北地方太平洋沖地震』災害復旧木
材確保対策連絡会議」の結果について（林
野庁林政部木材産業課）
◇平成23年（2011）東北地方太平洋沖地震
の被害と対応（農村振興局整備部防災課災
害対策室）

16日㈬◇平成23年（2011）東北地方太平洋沖地震
の被害と対応（経営局経営政策課災害総合
対策室）
◇応急食料品調達要請等への対応状況（総
合食料局総務課政策推進室）
◇「米の安定供給の確保について ～消費
者の皆様への農林水産大臣メッセージ～」
の公表について（総合食料局食糧部計画課）
◇第62回 獣医師国家試験の結果について
（消費・安全局畜水産安全管理課）

17日㈭◇平成23年（2011）東北地方太平洋沖地震
の被害と対応～水産庁漁業調査・取締船に
よる物資運搬の状況（３月17日現在）～（水
産庁水産庁東北地方太平洋沖地震対策チー
ム）
◇平成23年（2011）東北地方太平洋沖地震
の被害と対応～緊急支援物資（木炭等）の
供給について～（林政部経営課特用林産対
策室）
◇千葉県における高病原性鳥インフルエン

ザの疑似患畜（２例目）の確認について
（消費・安全局動物衛生課）

18日㈮◇平成23年（2011）東北地方太平洋沖地震
の被害と対応～食料・飲料水等の支援実績
について（３月18日午前７時現在）～（総
合食料局総務課政策推進室）
◇平成23年（2011）東北地方太平洋沖地震
の被害と対応～企業等からの食料等の無償
提供の申し出（３月18日17時現在）～（総
合食料局総務課政策推進室）
◇平成23年（2011）東北地方太平洋沖地震
の被害と対応～「平成23年（2011年）東北
地方太平洋沖地震の被害に関する相談窓
口」フリーダイヤルの新設について～（経
営局経営政策課）
◇局地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について（経営局
経営政策課災害総合対策室）

19日㈯◇田名部農林水産大臣政務官の国内出張に
ついて（経営局経営政策課災害総合対策室）
◇平成23年（2011）東北地方太平洋沖地震
の被害と対応～食料・飲料水等の支援実績
について（３月19日午前７時現在）～（総
合食料局総務課政策推進室）
◇平成23年（2011）東北地方太平洋沖地震
の被害と対応～東北地方太平洋沖地震によ
る被災地への物資供給等について～（水産
庁水産庁東北地方太平洋沖地震対策チーム）
◇平成23年（2011）東北地方太平洋沖地震
の被害と対応～企業等からの食料等の無償
提供の申し出（３月19日17時現在）～（総
合食料局総務課政策推進室）
◇奈良県における清浄性確認検査の結果に
ついて（消費・安全局動物衛生課）

20日㈰◇東京電力福島原子力発電所の事故を踏ま
えた農作物や食品等の取り扱いについて
（総合食料局流通課）
◇ほうれんそうの供給確保について（生産
局生産流通振興課）
◇平成23年（2011）東北地方太平洋沖地震
の被害と対応～食料・飲料水等の支援実績
について（３月20日午前７時現在）～（総
合食料局総務課政策推進室）
◇「平成23年（2011）東北地方太平洋沖地
震の被害と対応～食料・飲料水等の支援実
績について（３月20日午前７時現在）～」
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の一部訂正について（総合食料局総務課政
策推進室）
◇平成23年（2011）東北地方太平洋沖地震
の被害と対応～企業等からの食料等の無償
提供の申し出（３月20日17時現在）～（総
合食料局総務課政策推進室）
◇お米の安定供給の確保について（総合食
料局食糧部計画課）

21日㈪◇東京電力福島原子力発電所の事故を踏ま
えた卸売市場における生鮮食料品の取扱い
について（総合食料局流通課）
◇宮崎県における13例目の清浄性確認検査
の結果について（消費・安全局動物衛生課）
◇平成23年（2011）東北地方太平洋沖地震
の被害と対応～食料・飲料水等の支援実績
について（３月21日午前７時現在）～（総
合食料局総務課政策推進室）
◇平成23年（2011）東北地方太平洋沖地震
の被害と対応～東北地方太平洋沖地震によ
る被災地への物資供給等について～（水産
庁東北地方太平洋沖地震対策チーム）
◇平成23年（2011）東北地方太平洋沖地震
の被害と対応～企業等からの食料等の無償
提供の申し出（３月21日17時現在）～（総
合食料局総務課政策推進室）
◇第24次 南極海鯨類捕獲調査（平成22年
度）の結果について（水産庁資源管理部遠
洋課）

22日㈫◇卸売市場における生鮮食料品の取扱いに
係る市場関係団体への周知徹底について
（総合食料局流通課）
◇東京電力福島原子力発電所の事故を踏ま
えた生鮮食料品等の取扱いについて（総合
食料局流通課）
◇平成23年（2011）東北地方太平洋沖地震
の被害と対応～被災地への物資供給等につ
いて～（水産庁東北地方太平洋沖地震対策
チーム）
◇21日の出荷制限の指示後の、卸売市場に
おける野菜の取引の状況について（３月22
日）（総合食料局流通課）
◇平成23年（2011）東北地方太平洋沖地震
の被害と対応～食料・飲料水等の支援実績
について（３月22日午前７時現在）～（総
合食料局総務課政策推進室）
◇「食料・農業・農村政策審議会 平成22

年度 第５回 畜産部会」の開催について
（生産局畜産部畜産企画課畜産総合推進室）
◇雪印メグミルク 株式会社、日本ミルク
コミュニティ 株式会社及び雪印乳業 株式
会社の産業活力の再生及び産業活動の革新
に関する特別措置法に基づく事業再構築計
画の変更認定について（生産局畜産部牛乳
乳製品課）
◇米国ノースカロライナ州からの家きん及
び家きん肉等の輸入停止措置について（消
費・安全局動物衛生課国際衛生対策室）
◇平成23年（2011）東北地方太平洋沖地震
の被害と対応～東北地方太平洋沖地震復旧
復興に向けた合板需給情報交換会の開催に
ついて～（林野庁林政部木材利用課）
◇平成23年（2011）東北地方太平洋沖地震
の被害と対応～企業等からの食料等の無償
提供の申し出（３月22日17時現在）～（総
合食料局総務課政策推進室）

23日㈬◇平成23年（2011年）東北地方太平洋沖地
震の対応～農産物等の出荷制限により影響
を受ける農業者等に対する金融の円滑化に
ついて～（生産局総務課）
◇平成23年（2011）東北地方太平洋沖地震
の被害と対応～応急措置・復旧に係る農業
振興地域制度・農地転用許可制度の取扱い
～（農村振興局農村政策部農村計画課）
◇吉田農林水産大臣政務官の国内出張につ
いて（農村振興局整備部水資源課）
◇平成23年（2011）東北地方太平洋沖地震
の被害と対応～食料・飲料水等の支援実績
について（３月23日午前７時現在）～（総
合食料局総務課政策推進室）
◇「インド洋まぐろ類委員会（IOTC）第
15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23年（2011）東北地方太平洋沖地震
の被害と対応～企業等からの食料等の無償
提供の申し出（３月23日17時現在）～（総
合食料局総務課政策推進室）
◇平成23年（2011）東北地方太平洋沖地震
の被害と対応（経営局経営政策課災害総合
対策室）
◇平成23年（2011）東北地方太平洋沖地震
の被害と対応～「東北地方太平洋沖地震復
旧復興に向けた合板需給情報交換会」の結
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果について～（林野庁林政部木材利用課）
24日㈭◇平成23年（2011）東北地方太平洋沖地震

の被害と対応～災害応急ポンプによる海水
で湛水した農地の排水支援状況（３月23日
現在）～（農村振興局整備部設計課）
◇平成23年（2011）東北地方太平洋沖地震
の被害と対応～食料・飲料等の支援実施に
ついて（３月24日午前７時現在）～（総合
食料局総務課政策推進室）
◇平成23年（2011）東北地方太平洋沖地震
の被害と対応（経営局経営政策課災害総合
対策室）
◇平成23年（2011）東北地方太平洋沖地震
の被害と対応～緊急支援物資（木炭等）の
供給について（３月24日現在）～（林野庁
林政部経営課特用林産対策室）
◇低温に伴う果樹等の被害防止に向けた技
術指導の徹底について（生産局生産流通振
興課、生産局生産流通振興課特産農産物対
策室）
◇パパイヤ種子の検査について（消費・安
全局農産安全管理課）
◇平成23年（2011）東北地方太平洋沖地震
の被害と対応～企業等からの食料等の無償
提供の申し出（３月24日17時現在）～（総
合食料局総務課政策推進室）

25日㈮◇平成23年（2011）東北地方太平洋沖地震
の被害と対応～被災地への物資供給等につ
いて～（水産庁東北地方太平洋沖地震対策
チーム）
◇福島第一原子力発電所事故による影響と
対応～放射性物質が検出された野菜等の廃
棄方法～（大臣官房環境バイオマス政策課）
◇田名部農林水産大臣政務官の国内出張に
ついて（経営局経営政策課災害総合対策室）
◇平成23年（2011）東北地方太平洋沖地震
の被害と対応～食料・飲料等の支援実施に
ついて（３月25日午前７時現在）～（総合
食料局総務課政策推進室）
◇福島第一原子力発電所事故による影響と
対応～畜産物と放射性物質に関する情報の
農林水産省ホームページへの掲載～（生産
局畜産部食肉鶏卵課、生産局畜産部牛乳乳
製品課）
◇平成23年度 畜産物価格等の決定につい
て（生産局畜産部牛乳乳製品課、生産局畜

産部食肉鶏卵課）
◇平成23年（2011）東北地方太平洋沖地震
の被害と対応（経営局経営政策課災害総合
対策室）
◇平成22年度 第２回 対馬暖流系アジ・サ
バ・イワシ長期漁海況予報（水産庁増殖推
進部漁場資源課、独立行政法人水産総合研
究センター西海区水産研究所業務推進部）
◇「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）
◇平成23年（2011）東北地方太平洋沖地震
の被害と対応～企業等からの食料等の無償
提供の申し出（３月25日17時現在）～（総
合食料局総務課政策推進室）
◇「太平洋クロマグロの国内漁業における
資源管理強化」について（水産庁資源管理
部国際課）
◇平成23年（2011）東北地方太平洋沖地震
の被害と対応～ミネラルウォーターの需要
の増加に伴う対応について～（総合食料局
食品産業振興課）

26日㈯◇平成23年（2011）東北地方太平洋沖地震
の被害と対応～食料・飲料等の支援実施に
ついて（３月26日午前７時現在）～（総合
食料局総務課政策推進室）
◇平成23年（2011）東北地方太平洋沖地震
の被害と対応～企業等からの食料等の無償
提供の申し出（３月26日17時現在）～（総
合食料局総務課政策推進室）
◇平成23年（2011年）東北地方太平洋沖地
震の被害と対応～容器入り飲料水（ミネラ
ルウォーター類）に係るJAS法の運用につ
いて～（農林水産省消費・安全局表示・規
格課、消費者庁食品表示課）
◇平成23年（2011）東北地方太平洋沖地震
の被害と対応～食料・飲料等の支援実施に
ついて（３月26日19時現在）～（水産庁東
北地方太平洋沖地震対策チーム）
◇福島第一原子力発電所事故による影響と
対応～東京電力福島原子力発電所の事故を
踏まえた生鮮食料品等の取扱いについて
（再周知）～（総合食料局流通課）

27日㈰◇平成23年（2011）東北地方太平洋沖地震
の被害と対応～食料・飲料等の支援実施に
ついて（３月27日午前７時現在）～（総合
食料局総務課政策推進室）
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◇平成23年（2011）東北地方太平洋沖地震
の被害と対応～企業等からの食料等の無償
提供の申し出（３月27日17時現在）～（総
合食料局総務課政策推進室）

28日㈪◇福島第一原子力発電所事故による影響と
対応～原子力発電所の事故に伴う出荷制限
等の対応について～（生産局農業環境対策
課）
◇平成23年（2011）東北地方太平洋沖地震
の被害と対応～被災地への物資供給につい
て～（水産庁東北地方太平洋沖地震対策
チーム）
◇平成23年（2011）東北地方太平洋沖地震
の被害と対応～農山漁村被災者受け入れ連
絡会議（仮称）の開催について～（農村振
興局農村政策部中山間地域振興課）
◇平成23年（2011）東北地方太平洋沖地震
の被害と対応～農林水産業施設災害復旧事
業費国庫補助の暫定措置に関する法律施行
規則の一部改正について～（農村振興局整
備部防災課）
◇平成23年（2011）東北地方太平洋沖地震
の被害と対応～国産材（合板用材等）の安
定供給の推進について～（林野庁林政部経
営課、林野庁林政部木材産業課）
◇平成23年（2011）東北地方太平洋沖地震
の被害と対応～食料・飲料等の支援実施に
ついて（３月28日午前７時現在）～（総合
食料局総務課政策推進室）
◇平成23年（2011）東北地方太平洋沖地震
の被害と対応（経営局経営政策課災害総合
対策室）
◇平成23年（2011）東北地方太平洋沖地震
の被害と対応～被災船舶の所有者情報の提
供について～（水産庁資源管理部管理課）
◇福島第一原子力発電所事故による影響と
対応～魚介類についてのご質問と回答～
（水産庁漁政部加工流通課）
◇平成23年（2011）東北地方太平洋沖地震
の被害と対応～水産庁漁業取締船による被
災状況報告～（水産庁東北地方太平洋沖地
震対策チーム）
◇平成23年（2011）東北地方太平洋沖地震
の被害と対応～企業等からの食料等の無償
提供の申し出（３月28日17時現在）～（総
合食料局総務課政策推進室）

◇平成22年産米の相対取引価格（平成23年
２月）（総合食料局食糧部計画課）

29日㈫◇平成23年（2011）東北地方太平洋沖地震
の被害と対応～加工食品に係るJAS法の運
用について～（農林水産省消費・安全局表
示・規格課、消費者庁食品表示課）
◇平成23年（2011）東北地方太平洋沖地震
の被害と対応～食料等の無償提供の追加申
し出を行った企業等（３月29日）（総合食
料局総務課政策推進室）
◇平成23年（2011年）東北地方太平洋沖地
震の被害と対応～津波により流失や冠水等
の被害を受けた農地の推定面積～（大臣官
房統計部生産流通消費統計課、農村振興局
整備部設計課）
◇平成23年（2011）東北地方太平洋沖地震
の被害と対応（経営局経営政策課災害総合
対策室）
◇福島第一原子力発電所事故による影響と
対応～原子力発電所事故を踏まえた円滑な
食品流通の確保に関する情報の提供につい
て～（総合食料局流通課）
◇「平成23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
局動物衛生課）
◇平成23年（2011）東北地方太平洋沖地震
の被害と対応～食料・飲料等の支援実施に
ついて（３月29日午前７時現在）～（総合
食料局総務課政策推進室）
◇森林農地整備センター（旧緑資源機構）
の入札監視のための委員会の開催について
（林野庁森林整備部整備課）
◇「日ロサケ・マス漁業交渉」の開催につ
いて（水産庁資源管理部国際課）
◇「森林資源の循環利用に関する意識・意
向調査」及び「林業経営に関する意向調
査」の結果について（林野庁林政部企画
課、大臣官房情報評価課）
◇平成23年（2011）東北地方太平洋沖地震
の被害と対応～企業等からの食料等の無償
提供の申し出（３月29日17時現在）～（総
合食料局総務課政策推進室）

30日㈬◇平成23年（2011）東北地方太平洋沖地震
の被害と対応～被害農業者に対するスー
パー L資金の弾力的貸付について～（経営
局金融調整課）
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◇平成23年（2011）東北地方太平洋沖地震
の被害と対応（経営局経営政策課災害総合
対策室）
◇福島第一原子力発電所事故による影響と
対応～食品関連事業者の皆様へ：水道事業
者等における水道摂取制限の実施状況につ
いて～（総合食料局流通課）
◇平成23年度「麦の需給に関する見通し」
の公表について（総合食料局食糧部食糧貿
易課）
◇「平成23年度 飼料需給計画」の策定に
ついて（生産局畜産部畜産振興課需給対策
室）
◇平成23年（2011）東北地方太平洋沖地震
の被害と対応～食料・飲料等の支援実施に
ついて（３月30日午前７時現在）～（総合
食料局総務課政策推進室）
◇米国ミズーリ州からの家きん及び家きん
肉等の輸入停止措置について（消費・安全
局動物衛生課国際衛生対策室）
◇福島第一原子力発電所事故による影響と
対応～円滑な食品流通の確保に関するQ＆
Aの追加について～（総合食料局流通課）
◇平成23年（2011）東北地方太平洋沖地震
の被害と対応～企業等からの食料等の無償
提供の申し出（３月30日17時現在）～（総
合食料局総務課政策推進室）
◇2010年木材輸入実績（林野庁林政部木材
利用課木材貿易対策室）

31日㈭◇平成23年（2011）東北地方太平洋沖地震
の被害と対応～被災した農業集落排水施設
の支援状況（３月30日現在）～（農村振興
局整備部農村整備官）
◇平成23年（2011年）東北地方太平洋沖地
震の被害と対応～被災地域等における営農
準備のための技術指導について～（生産局
農業生産支援課、農村振興局整備部防災課
災害対策室）
◇平成23年（2011）東北地方太平洋沖地震
の被害と対応（経営局経営政策課災害総合
対策室）
◇平成23年（2011）東北地方太平洋沖地震
の被害と対応～「農山漁村被災者受け入れ
連絡会議」の結果について～（農村振興局
農村政策部中山間地域振興課）
◇平成23年（2011）東北地方太平洋沖地震

の被害と対応～食料・飲料等の支援実施に
ついて（３月31日午前７時現在）～（総合
食料局総務課政策推進室）
◇平成23年（2011）東北地方太平洋沖地震
の被害と対応～農業基盤の災害復旧のため
の技術者派遣について（３月30日現在）～
（農村振興局整備部設計課）
◇明治ホールディングス株式会社、明治製
菓株式会社及び明治乳業株式会社の産業活
力の再生及び産業活動の革新に関する特別
措置法に基づく事業再構築計画の変更認定
について（総合食料局食品産業振興課）
◇「平成21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・保全課技術開発推進室）
◇バイオマスタウンの公表（第46回）（大
臣官房環境バイオマス政策課バイオマス推
進室）
◇福島第一原子力発電所事故による影響と
対応～農作物等の安全性についての鹿野農
林水産大臣メッセージ～（総合食料局流通
課）
◇平成23年（2011）東北地方太平洋沖地震
の被害と対応～企業等からの食料等の無償
提供の申し出（３月31日17時現在）～（総
合食料局総務課政策推進室）
◇「中央卸売市場整備計画」の公表につい
て（総合食料局流通課卸売市場室）

〈法令〉
３月７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８号）を公布（平成23
年９月７日から施行）

９日㈬◇日本中央競馬会の平成23年事業年度にお
ける日本中央競馬会法第29条の２第３項の
割合を定める政令（政令第16号）を公布
（同日施行）

11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９
号）を公布（同日施行）

24日㈭◇平成12年から平成21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27号）を公布（同日
施行）
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◇平成22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28号）を公布（同日
施行）
◇農業協同組合法施行規則の一部を改正す
る省令（農林水産省令第10号）を公布（同
日施行）
◇水産業協同組合法施行規則の一部を改正
する省令（農林水産省令第11号）を公布
（同日施行）

25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１号）を
公布（同日施行）
◇種苗法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（平成23年
４月１日から施行）
◇犯罪による収益の移転防止に関する法律
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（同日施行）

29日㈫◇不要存置林野の売払いについての国有林
野の管理経営に関する法律施行規則及び国
有林野の活用に関する法律施行規則の臨時
特例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（同日施行）

31日㈭◇中小企業者等に対する金融の円滑化を諮
るための臨時措置に関する法律の一部を改
正する法律（法律第８号）を公布（同日施
行）
◇補助金等に係る予算の執行の適正化に関
する法律施行令の一部を改正する政令（政
令第87号）を公布（平成23年４月１日から
施行）
◇内閣府において交付金の配分計画に関す
る事務を行う事業又は事務を定める政令
（政令第90号）を公布（平成23年４月１日
から施行）
◇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計画の認定に
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
（廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一
部を改正する法律の施行の日（平成23年４
月１日）から施行）

◇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１号）を公布
（平成23年４月１日から施行）
◇農水産業協同組合に係る中小企業者等に
対する金融の円滑化を図るための臨時措置
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２号）を公布（同日施
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15号）を公布（平成23
年４月１日から施行）


