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４　月
４月１日豺◇支柱を立てて営農を継続する太陽光発電

設備等についての農地転用許可制度上の取
扱いについて（農村振興局農村政策部農村
計画課）
◇東日本大震災について～農林水産関連施
設の復旧・復興のための技術者派遣につい
て～（農村振興局整備部設計課、林野庁森
林整備部治山課、水産庁漁港漁場整備部整
備課）
◇「平成25年度全国家畜衛生主任者会議」
の開催及び一般傍聴について（消費・安全
局動物衛生課）
◇第23回森と花の祭典－「みどりの感謝祭」
の開催について（林野庁森林整備部整備課
造林間伐対策室）

３日貉◇平成25年度「食料生産地域再生のための
先端技術展開事業」（岩手県内農業・農村
分野）公募研究課題の委託予定先の決定に
ついて（農林水産技術会議事務局研究推進
課）
◇第3回農林水産省へのサイバー攻撃に関
する調査委員会の概要について（大臣官房）
◇平成24年度農林水産省農作物農林認定品
種について（農林水産技術会議事務局研究
推進課）

４日貅◇2015年ミラノ国際博覧会「日本館基本計
画」の策定について（大臣官房政策課ミラ
ノ国際博覧会チャレンジ本部事務局）

５日貊◇暴風等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（生産局農産部
農業環境対策課）
◇米に関するマンスリーレポート（平成25

年4月5日）の公表について（生産局農産部
農産企画課）
◇「水門・陸閘等の整備・管理のあり方（提
言）」のとりまとめと「津波・高潮対策に
おける水門・陸閘等管理システムガイドラ
イン」の改訂について（水産庁漁港漁場整

備部防災漁村課）
◇平成23年の農作業死亡事故について（生
産局農産部技術普及課生産資材対策室）
◇「農林物資規格調査会（平成25年度第1

回）」の開催及び一般傍聴について（消費・
安全局表示・規格課）
◇「日ロさけ・ます漁業交渉」（ロシア200

海里水域分）の開催について（水産庁資源
管理部国際課）
◇「農業新技術2013」の選定について（農
林水産技術会議事務局研究推進課）
◇漁業経営セーフティーネット構築事業の
24年度第4四半期（25年1～3月期）の補て
ん金の支払いについて（水産庁漁政部企画
課）
◇平成24年度南極海鯨類捕獲調査の調査航
海の終了について（水産庁資源管理部国際
課）
◇林農林水産大臣の「平成24年度南極海鯨
類捕獲調査船団入港式」への出席について
（水産庁資源管理部国際課）

８日豺◇「水産政策審議会」委員の公募について
（水産庁漁政部漁政課）
◇世界農業遺産(GIAHS）国際会議の開催
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）

９日貂◇「地熱発電シンポジウムin札幌」の開催
について（林野庁国有林野部業務課国有林
野管理室）

10日貉◇平成25年度（第9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技術政策課）
◇平成25年度（第14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
局技術政策課、公益社団法人農林水産・食
品産業技術振興協会）
◇2013年（第７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開始に
ついて（農林水産技術会議事務局国際研究
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課、独立行政法人国際農林水産業研究セン
ター企画調整部情報広報室若手外国人農林
水産研究者表彰事務局）

11日貅◇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）
◇「25年漁期漁獲可能量（TAC）設定に
関する意見交換会（サンマ、マサバ及びゴ
マサバ並びにズワイガニ）」の開催につい
て（水産庁資源管理部管理課）

12日貊◇加治屋農林水産副大臣の国内出張につい
て（大臣官房国際部国際協力課）
◇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）
◇林農林水産大臣の「第73回皐月賞」への
出席について（生産局畜産部競馬監督課）
◇稲津農林水産大臣政務官の国内出張につ
いて（農村振興局整備部防災課災害対策室）
◇林農林水産大臣の「一般社団法人日本生
花通信配達協会創立60周年記念式典」出席
について（生産局農産部園芸作物課花き産
業・施設園芸振興室）

16日貂◇木材利用ポイント事業における交換商品
及び提供事業者の募集について(林野庁林
政部木材利用課）
◇第４回農林水産省へのサイバー攻撃に関
する調査委員会の開催について（大臣官房）
◇「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）
◇林農林水産大臣の国内出張について（大
臣官房国際部国際協力課）

17日貉◇中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）
◇東日本大震災による農業・漁業経営体の
被災・経営再開状況（平成25年３月11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）
◇第３回「農林水産物と健康に関する研究
開発検討会」の開催及び一般傍聴について
（農林水産技術会議事務局研究推進課産学
連携室）
◇「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）
◇「J-クレジット制度における規程類(案）」
に対する意見の募集の結果について（大臣
官房環境政策課）
◇「J-クレジット制度の方法論(案）」及び「J-

クレジット制度約款（案）」についての意見・
情報の募集(パブリックコメント）につい
て（大臣官房環境政策課）

18日貅◇「地方農政局長等会議」の開催について
（大臣官房地方課）
◇第３回攻めの農林水産業推進本部及び地
方農政局長等会議の合同開催について（大
臣官房政策課）
◇加治屋農林水産副大臣の国内出張につい
て（林野庁森林整備部森林利用課山村振興・
緑化推進室）
◇「平成25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）
◇「2013年度第二期北西太平洋鯨類捕獲調
査（春季沿岸域調査）」の実施について（水
産庁資源管理部国際課）

19日貊◇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）
◇第７回「みどりの式典」の開催と「平
成25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（内閣府大
臣官房総務課みどりの学術賞及び式典担当
室、林野庁森林利用課山村振興・緑化推進
室）
◇「食料・農業・農村政策審議会食料産業
部会食品リサイクル小委員会」及び「中央
環境審議会循環型社会部会食品リサイクル
専門委員会」の第2回合同開催及び一般傍
聴について（食料産業局バイオマス循環資
源課食品産業環境対策室）
◇資源管理・漁業経営安定対策の実施状況
（平成25年３月末現在）について（水産庁
漁政部漁業保険管理官、水産庁漁政部企画
課、水産庁増殖推進部栽培養殖課）
◇「第３回養殖業のあり方検討会」の開催
及び一般傍聴について（水産庁増殖推進部
栽培養殖課）

22日豺◇「第15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）

23日貂◇遺伝子組換え植物実態調査結果（平成21

年～平成23年分）について（消費・安全局
農産安全管理課）

24日貉◇第4回農林水産省へのサイバー攻撃に関
する調査委員会の概要について（大臣官房）

25日貅◇「第15回日韓漁業共同委員会第１回小委
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員会」の結果について（水産庁資源管理部
国際課）

26日貊◇江藤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協力課、食料産業
局輸出促進グループ、食料産業局食品小売
サービス課、食料産業局新事業創出課）
◇「インド洋まぐろ類委員会（IOTC）第
17回年次会合」の開催について（水産庁資
源管理部国際課）
◇「食料・農業・農村政策審議会企画部会
（第34回）」の開催及び一般傍聴について（大
臣官房政策課情報分析室）
◇「水産政策審議会第45回企画部会」の開
催及び一般傍聴について（水産庁漁政部企
画課）
◇「第3回これからの介護食品をめぐる論
点整理の会」の開催及び一般傍聴について
（食料産業局食品製造卸売課）
◇林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、大臣官房国際部
国際経済課経済連携チーム）
◇林農林水産大臣の国内出張について（食
料産業局食品小売サービス課外食産業室）

30日貂◇「富士山」の世界遺産一覧表への記載推
薦に関するイコモスの評価結果及び勧告に
ついて（速報）（林野庁森林整備部森林利
用課）
◇平成25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）
◇平成25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24年産米の相対取引価格（平成25年
３月）（生産局農産部農産企画課）

〈法令〉
４月１日豺◇特定商取引に関する法律第六十一条第一

項に規定する指定法人を指定する命令の一
部を改正する命令（内閣府・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）
◇海岸、林地荒廃防止施設、地すべり防止
施設及び漁港に関し公共土木施設災害復旧

事業費国庫負担法を施行する省令の一部を
改正する省令（農林水産省令第25号）を公
布（平成25年4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26号）を公布（同日施行）
◇森林法施行規則の一部を改正する省令
（農林水産省令第27号）を公布（同日施行）
◇独立行政法人農畜産業振興機構法施行規
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）
◇森林法施行令別表第三林道の開設に要す
る費用の項第六号等に規定する林道網の枢
要部分となるべき林道の開設又は拡張の事
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
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（農林水産省
令第29号）を公布（平成25年4月1日から施
行）
◇流通業務の総合化及び効率化の促進に関
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・国土交通省令
第1号）を公布（平成25年4月1日から施行）
◇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1号）を公布（平成25年4月
1日から施行）
◇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（農林水産省・国土交
通省令第1号）を公布（平成25年4月1日か
ら施行）

12日貊◇新型インフルエンザ等対策特別措置法の
施行期日を定める政令（政令第121号）を
公布（同日施行）
◇新型インフルエンザ等対策特別措置法施
行令（政令第122号）を公布（法の施行の
日（平成25年4月13日）から施行）
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16日貂◇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30号）
を公布（同日施行）

22日豺◇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31号）を公布（同日施行）

26日貊◇森林法施行規則の一部を改正する省令
（農林水産省令第32号）を公布（同日施行）

30日貂◇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33号）を
公布（同日施行）

５　月
５月１日貉◇木材利用ポイント事業における木材製

品、木質ペレットストーブ・薪ストーブ及
び製造事業者の募集について（林野庁林政
部木材利用課）
◇江藤農林水産副大臣の国内出張について
（消費・安全局動物衛生課）
◇木材利用ポイント事業で寄附を受けられ
る森林づくり・木づかい活動団体の募集に
ついて（林野庁林政部木材利用課）
◇人・農地プランの進捗状況（3月末現在）
について（経営局経営政策課）
◇「農林漁業保険審査会」の開催及び一般
傍聴について（経営局保険課）
◇「富士山」の世界遺産一覧表への記載推
薦に関するイコモスの評価結果及び勧告に
ついて（第二報）（林野庁森林整備部森林
利用課）

２日貅◇「食料・農業・農村政策審議会食料産業
部会食品リサイクル小委員会」及び「中央
環境審議会循環型社会部会食品リサイクル
専門委員会」の第3回合同開催及び一般傍
聴について（食料産業局バイオマス循環資
源課食品産業環境対策室）

４日貍◇林農林水産大臣とファット農業・農村開
発大臣による議事録署名について（大臣官
房国際部国際協力課）
◇江藤農林水産副大臣の国内出張について
（水産庁資源管理部漁業調整課）

７日貂◇第５回農林水産省へのサイバー攻撃に関
する調査委員会の開催について（大臣官房）

８日貉◇「農林物資規格調査会」委員の公募につ
いて（消費・安全局表示・規格課）

10日貊◇江藤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）
◇米に関するマンスリーレポート（平成25

年5月10日）の公表について（生産局農産
部農産企画課）
◇「米取引に関する有識者との懇談会」の
開催について（生産局農産部農産企画課）
◇「食料・農業・農村政策審議会食料産業
部会食品リサイクル小委員会」及び「中央
環境審議会循環型社会部会食品リサイクル
専門委員会」の第4回合同開催及び一般傍
聴について（食料産業局バイオマス循環資
源課食品産業環境対策室）
◇「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）
◇「平成25年第1回農林水産省政策評価第
三者委員会」の開催及び一般傍聴について
（大臣官房評価改善課）
◇「平成25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）
◇「J-クレジット制度の方法論及び約款」
のホームページ公表について（大臣官房環
境政策課）
◇「J-クレジット制度の方法論(案）」及び「J-

クレジット制度約款(案）」に対する意見の
募集の結果について（大臣官房環境政策課）

13日豺◇「第5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）
◇第12回「聞き書き甲子園」の開催につい
て（林野庁森林整備部森林利用課山村振興・
緑化推進室、水産庁漁港漁場整備部計画課、
聞き書き甲子園実行委員会事務局NPO法
人共存の森ネットワーク）
◇「インド洋まぐろ類委員会（IOTC）第
17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事業年度総合農協一斉調査結果」
について（経営局協同組織課経営・組織対
策室）

14日貂◇長島農林水産大臣政務官の国内出張につ
いて（農林水産技術会議事務局技術政策課）
◇「日中漁業取締実務者協議（臨時）」の
開催について（水産庁資源管理部管理課）
◇台湾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）
◇「第1回日露農業対話」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）

15日貉◇平成25年4月以降の低温による被害農業
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（経営局総務課災害
総合対策室）
◇第５回農林水産省へのサイバー攻撃に関
する調査委員会の概要について（大臣官房）
◇「太平洋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）
◇「第14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）

16日貅◇「第47回植物の新品種の保護に関する国
際条約(UPOV）野菜技術作業部会(TWV）」
の開催について（食料産業局新事業創出課
種苗審査室）
◇「平成25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）

17日貊◇農林水産物・食品の国別・品目別輸出戦
略案に関する地方ブロック会議の開催につ
いて（食料産業局輸出促進グループ、北海
道農政事務所農政推進部経営・事業支援
課、東北農政局経営・事業支援部事業戦略
課、関東農政局経営・事業支援部事業戦略
課、北陸農政局経営・事業支援部事業戦略
課、東海農政局経営・事業支援部事業戦略
課、近畿農政局経営・事業支援部事業戦略
課、中国四国農政局経営・事業支援部　事
業戦略課、九州農政局経営・事業支援部事
業戦略課、沖縄総合事務局農林水産部農政
課）

20日豺◇第６回農林水産省へのサイバー攻撃に関
する調査委員会の開催について（大臣官房）
◇「後世に伝えるべき治山～よみがえる緑
～」選定委員会の開催について（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）
◇「食料・農業・農村政策審議会食料産業
部会食品リサイクル小委員会」及び「中央
環境審議会循環型社会部会食品リサイクル
専門委員会」の第5回合同開催及び一般傍

聴について（食料産業局バイオマス循環資
源課食品産業環境対策室）
◇「水産政策審議会第61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）
◇「第14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）
◇「日中漁業取締実務者協議（臨時）」の
結果について（水産庁資源管理部管理課）

21日貂◇スペイン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
動物衛生課国際衛生対策室）
◇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）（消費・安全局農産安全管理課、農
林水産技術会議事務局技術政策課技術安全
室）
◇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）（消費・安全局農産安
全管理課、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）
◇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）

23日貅◇「ロシア連邦の200海里水域における日
本国の漁船によるロシア系サケ・マスの
2013年における漁獲に関する日ロ政府間協
議」の結果について（水産庁資源管理部国
際課）
◇「ニホンウナギ産卵場生態調査」の実施
について（水産庁増殖推進部漁場資源課、
独立行政法人水産総合研究センター）
◇「食のモデル地域構築計画」の認定に係
る募集開始について（食料産業局食品小売
サービス課外食産業室）
◇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）

24日貊◇職員食堂・売店における被災地応援フェ
アの実施（大臣官房厚生課）
◇第２回「魚の国のしあわせ」推進会議の
開催及び一般傍聴について（水産庁漁政部
企画課）
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◇農林水産省へのサイバー攻撃に関する調
査結果（中間報告）の公表について（大臣
官房）
◇「第15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）
◇江藤農林水産副大臣の「東京優駿（第80

回日本ダービー）」の表彰式への出席につ
いて（生産局畜産部競馬監督課）
◇「第4回これからの介護食品をめぐる論
点整理の会」の開催及び一般傍聴について
（食料産業局食品製造卸売課卸売市場室）
◇未判定外来生物の判定等に係る意見の募
集（パブリックコメント）について（大臣
官房環境政策課）
◇林農林水産大臣の国内出張について（林
野庁森林整備部森林利用課山村振興・緑化
推進室）

27日豺◇和歌山県でウメ輪紋ウイルス（プラム
ポックスウイルス）に感染した植物が確認
されたことについて（消費・安全局植物防
疫課）
◇平成25年度日本海マアジ長期漁況予報
（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）
◇「ニホンウナギの国際的資源保護・管理
に係る第３回非公式協議」の開催について
（水産庁増殖推進部漁場資源課、水産庁増
殖推進部栽培養殖課）
◇「平成25年度水資源機構営事業事後評価
技術検討会」の開催及び一般傍聴について
（農村振興局整備部水資源課）
◇「第53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（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）
◇「食料生産地域再生のための先端技術展
開事業」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推進課）
◇「農業資材審議会飼料分科会」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）

28日貂◇経営所得安定対策の平成24年産米の米価
変動補?交付金について（経営局経営政策
課経営安定対策室）

◇加治屋農林水産副大臣の国内出張につい
て（農村振興局農村政策部農村環境課）
◇林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、大臣官房国際部
国際経済課貿易関税チーム）

29日貉◇静岡県掛川地域、熊本県阿蘇地域及び大
分県国東地域の世界農業遺産(GIAHS）認
定について（農村振興局農村政策部農村環
境課）
◇米国ペンシルバニア州からの生きた家き
ん、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）
◇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）
◇国際獣疫事務局(OIE）による「無視で
きるBSEリスク」の国のステータス認定に
ついて（消費・安全局動物衛生課国際衛生
対策室）

30日貅◇ウナギをめぐる最近の状況と対策につい
て（水産庁増殖推進部栽培養殖課）
◇「ニホンウナギの国際的資源保護・管理
に係る第3回非公式協議」の結果について
（水産庁増殖推進部漁場資源課、水産庁増
殖推進部栽培養殖課）

31日貊◇平成24年産米の相対取引価格（平成25年
４月）（生産局農産部農産企画課）
◇人・農地プランの進捗状況（４月末現在）
について（経営局経営政策課）
◇「六次産業化・地産地消法」に基づく事
業計画の認定について（食料産業局産業連
携課）
◇平成25年産うんしゅうみかん及びりんご
の適正生産出荷見通しについて（生産局農
産部園芸作物課）

〈法令〉
５月２日貅◇農業機械化促進法施行令の一部を改正す

る政令（政令第132号）を公布（同日施行）
10日貊◇福島復興再生特別措置法の一部を改正す

る法律（法律第12号）を公布（同日施行）
◇外国政府に対して有する米穀の売渡しに
係る債権の免除に関する特別措置法（法律
第14号）を公布（同日施行）
◇排他的経済水域における漁業等に関する
主権的権利の行使等に関する法律施行令の
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一部を改正する政令（政令第135号）を公
布（同日施行）
◇福島復興再生特別措置法第四十五条第二
項に規定する農林水産大臣等に対する協議
に関する命令の一部を改正する命令（復興
庁・農林水産省令第1号）を公布（同日施行）
◇福島復興再生特別措置法第四十六条第二
項に規定する経済産業大臣、環境大臣等に
対する協議等に関する命令の一部を改正す
る命令（復興庁・農林水産省・経済産業省・
環境省令第1号）を公布（同日施行）
◇農林水産省関係福島復興再生特別措置法
施行規則及び種苗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）

16日貅◇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149号）を公布（同日施行）
◇土地改良法施行令の一部を改正する政令
（政令第152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35号）を公布（同日施行）
◇農業災害補償法施行規則の一部を改正す
る省令（農林水産省令36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
省令（農林水産省令第37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38号）を公布（同日施行）
◇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39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40号）を公布（福島復
興再生特別措置法（平成24年法律第25号）
附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日
から施行）
◇砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律
施行規則の一部を改正する省令（農林水産
省令第41号）を公布（同日施行）

24日貊◇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42号）を公布（同
日施行）

30日貅◇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
令の一部を改正する省令（農林水産省令第
43号）を公布（公布の日から起算して六月
を経過した日から施行）
◇動物用医薬品及び医薬品の使用の規制に
関する省令（農林水産省令第44号）を公布
（公布の日から起算して六月を経過した日
から施行）

31日貊◇成年被後見人の選挙権の回復等のための
公職選挙法等の一部を改正する法　律（法
律第21号）を公布（公布の日から起算して
一月を経過した日から施行）
◇森林の間伐等の実施の促進に関する特別
措置法の一部を改正する法律（法律第24号）
を公布（同日施行）
◇エネルギーの使用の合理化に関する法律
の一部を改正する等の法律（法律第25号）
を公布（公布の日から起算して一年三月を
超えない範囲内において政令で定める日か
ら施行）
◇森林の間伐等の実施の促進に関する特別
措置法施行令（政令第162号）を公布（同
日施行）
◇エネルギーの使用の合理化に関する法律
の一部を改正する等の法律の一部の施行に
伴う関係政令の整理に関する政令（政令第
163号）を公布（同日施行）
◇森林の間伐等の実施の促進に関する特別
措置法施行規則の一部を改正する省令（農
林水産省第45号）を公布（同日施行）

６　月
６月３日豺◇デンマーク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
局動物衛生課国際衛生対策室）
◇食料品アクセス問題に関する市町村アン
ケート調査及び平成22年国勢調査に基づく
店舗まで500m以上の人口・世帯数推計の
結果について（食料産業局食品小売サービ
ス課、農林水産政策研究所）

４日貂◇林農林水産大臣の海外出張の概要につい
て（大臣官房国際部国際政策課、大臣官房
国際部国際経済課貿易関税チーム）

５日貉◇「行政事業レビュー（公開プロセス）」
の開催及び一般傍聴について（大臣官房評
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価改善課）
◇世界農業遺産(GIAHS）国際会議の結果概要（農村

振興局農村政策部農村環境課）
◇「2013年度第二期北西太平洋鯨類捕獲調査（春季沿

岸域調査）」の終了について（水産庁資源
管理部国際課）
◇東日本大震災について～「東京電力福
島原子力発電所事故に係る連絡会議（第12

回）」の開催及び一般傍聴について（大臣
官房食料安全保障課）

６日貅◇「平成25年度第1回木材需給会議」の開
催及び一般傍聴について（林野庁林政部木
材利用課）

７日貊◇「農林水産省新型インフルエンザ対策行
動計画」の改正について（大臣官房食料安
全保障課）
◇米に関するマンスリーレポート（平成25

年6月7日）の公表について（生産局農産部
農産企画課）
◇「食料・農業・農村政策審議会食料産業
部会食品リサイクル小委員会」及び「中央
環境審議会循環型社会部会食品リサイクル
専門委員会」の第6回合同開催及び一般傍
聴について（食料産業局バイオマス循環資
源課食品産業環境対策室）
◇「全米熱帯まぐろ類委員会(IATTC）第
85回年次会合」の開催について（水産庁資
源管理部国際課）
◇「平成24年度森林・林業白書」の公表に
ついて（林野庁林政部企画課）

10日豺◇台風第３号の接近及び通過に伴う農作物
等の被害防止に向けた技術指導の徹底につ
いて（生産局農産部農業環境対策課、生産
局農産部穀物課、生産局農産部園芸作物課、
生産局農産部地域作物課、生産局畜産部畜
産企画課、生産局畜産部畜産振興課草地整
備推進室）
◇バイオマス活用推進会議の開催について
（食料産業局バイオマス循環資源課バイオ
マス事業推進室）
◇「第19回農作物病害虫防除フォーラム」
の開催及び一般傍聴について（消費・安全
局植物防疫課）

11日貂◇「平成24年度食料・農業・農村白書」の
公表について（大臣官房政策課情報分析室）
◇「第4回養殖業のあり方検討会」の開催

及び一般傍聴について（水産庁増殖推進部
栽培養殖課）

12日貉◇北東アジア農政研究フォーラム第9回国
際シンポジウム「北東アジア農業・農村の
持続的発展に向けて」の開催及び一般傍聴
について（農林水産政策研究所企画広報室
交流情報課、農林水産政策研究所企画広報
室広報資料課）
◇きのこ原木の需給状況（平成25年5月末
時点）（林野庁林政部経営課特用林産対策
室、国有林野部業務課）
◇平成25年度「食料生産地域再生のための
先端技術展開事業」に係る研究課題（福島
県内農業・農村分野及び宮城県内漁業・漁
村分野）の公募及び公募説明会の実施につ
いて（農林水産技術会議事務局研究推進課）
◇「平成25年度冬春野菜等の需給ガイドラ
イン」の策定について（生産局農産部園芸
作物課）
◇東日本大震災について～各府省庁の食
堂・売店における「食べて応援しよう！」
の取組について～（食料産業局食品小売
サービス課）
◇バイオマス産業都市の第一次選定結果及
び認定証授与式の開催について（食料産業
局バイオマス循環資源課バイオマス事業推
進室）

13日貅◇第1回「農林水産・食品分野と異分野と
の連携に係る研究戦略検討会」の開催及び
一般傍聴について（農林水産技術会議事務
局研究推進課産学連携室）
◇「平成25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）

14日貊◇江藤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協力課）
◇株式会社カリス成城及び株式会社加藤美
蜂園本舗におけるハーブエキス入りはちみ
つ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24年度水産白書」の公表について
（水産庁漁政部企画課）

15日貍◇「全米熱帯まぐろ類委員会(IATTC）第
85回年次会合」の結果について（水産庁資
源管理部国際課）

17日豺◇「第15回日韓漁業共同委員会第3回小委
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員会」の開催について（水産庁資源管理部
国際課）
◇「第6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）
◇木材利用ポイントの発行・商品交換の開
始について（林野庁林政部木材利用課）
◇平成23年度食品廃棄物等の年間総発生量
及び食品循環資源の再生利用等実施率につ
いて（大臣官房統計部生産流通消費統計課
消費統計室、食料産業局バイオマス循環資
源課食品産業環境対策室）

20日貅◇平成25年度農林水産省畜産系技術職員採
用試験における出題ミスについて（生産局
総務課）
◇米国アーカンソー州からの生きた家き
ん、家きん肉等の輸入停止措置について（消
費・安全局動物衛生課国際衛生対策室）

21日貊◇配合飼料価格高騰緊急対策について（生
産局畜産部畜産振興課飼料需給対策室）
◇遺伝子組換えセイヨウナタネ、ダイズ、
トウモロコシ及びワタの第一種使用等に関
する審査結果についての意見・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）
◇米先物取引の試験上場に関するシーズン
レポートについて（平成25年6月）の公表
について（食料産業局商品取引グループ）
◇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）
◇「第15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）
◇「第15回日韓漁業共同委員会第3回小委
員会」の結果について（水産庁資源管理部
国際課）

22日貍◇「富士山」の世界遺産一覧表への記載決
定について（第二報）（林野庁森林整備部
森林利用課）
◇「富士山」の世界遺産一覧表への記載決
定について（速報）（林野庁森林整備部森
林利用課）

24日豺◇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）
◇砂糖及び異性化糖の需給見通しについて

（生産局農産部地域作物課）
◇平成25年度「子ども霞が関見学デー」の
実施について（大臣官房総務課広報室）
◇「第15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）

25日貂◇平成25年度常磐・三陸沖カツオ長期来遊
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）
◇東日本大震災について～被災地域の振興
に向けた被災地産食品の活用促進について
～（食料産業局食品小売サービス課）

26日貉◇加治屋農林水産副大臣の「木材利用ポイ
ント開始イベント」出席について（林野庁
林政部木材利用課）
◇林農林水産大臣の「公益社団法人日本獣
医師会第70回通常総会」への出席について
（消費・安全局畜水産安全管理課）
◇平成25年度「農業技術功労者表彰」にお
ける候補者の募集について（農林水産技術
会議事務局技術政策課、公益社団法人農林
水産・食品産業技術振興協会）

27日貅◇「平成25年度第1回国際獣疫事務局（OIE）
連絡協議会」の開催及び一般傍聴について
（消費・安全局動物衛生課国際衛生対策室）
◇三重県でウメ輪紋ウイルス（プラムポッ
クスウイルス）に感染した植物が確認され
たことについて（消費・安全局植物防疫課）

28日貊◇平成24年度の農業者戸別所得補償制度の
支払実績について（経営局経営政策課経営
安定対策室）
◇平成24年産米の相対取引価格(平成25年5

月）（生産局農産部農産企画課）
◇平成25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）
◇中山間地域等直接支払制度の中間年評価
の結果について（農村振興局農村政策部中
山間地域振興課中山間整備推進室）
◇平成24年度中山間地域等直接支払制度及
び農地・水保全管理支払交付金の実施状況
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、農村振興局整
備部農地資源課農地･水保全管理室）
◇平成24年度環境保全型農業直接支援対策
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の実施状況の公表について（生産局農産部
農業環境対策課）
◇人・農地プランの進捗状況（5月末現在）
について（経営局経営政策課）
◇日中民間緑化協力委員会第14回会合の開
催について（林野庁森林整備部計画課海外
林業協力室）
◇東日本大震災について～被災地域の復興
に向けた被災地産品の消費拡大について～
（食料産業局食品小売サービス課）
◇「平成24年木材需給表（用材部門）」の
概要について（林野庁林政部企画課）

〈法令〉
６月６日貅◇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46号）を公布（同日施行）
12日貉◇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（法
律第37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）
◇特定外来生物による生態系等に係る被害
の防止に関する法律の一部を改正する法律
（法律第38号）を公布（公布に日から起算
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）
◇消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のた
めの消費税の転嫁を阻害する行為の是正等
に関する特別措置法（法律第41号）を公布
(社会保障の安定財源の確保等を図る税制
の抜本的な改革を行うための消費税法の一
部を改正する等の法律（平成24年法律第68

号）の施行の日前の政令で定める日から施
行）
◇漁船検査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）

13日貅◇米穀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48号）を公布（同日施行）

14日貊◇地域の自主性及び自立性を高めるための
改革の推進を図るための関係法律の整備に
関する法律（法律第44号）を公布（同日施行）
◇農業委員会等に関する法律施行令の一部
を改正する政令（政令第181号）を公布（同
日施行）
◇消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のた

めの消費税の転嫁を阻害する行為の是正等
に関する特別措置法の施行期日を定める政
令（政令第182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49号）を公布（同
日施行）

19日貉◇金融商品取引法等の一部を改正する法律
（法律第45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）

20日貅◇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50号）を公布（同日施行）

21日貊◇総合特別区域法の一部を改正する法律
（法律第53号）を公布（同日施行）
◇大規模災害からの復興に関する法律（法
律第55号）を公布（同日施行）
◇小規模企業の事業活動の活性化のための
中小企業基本法等の一部を改正する等の法
律（法律第57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）
◇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
59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）
◇東日本大震災に対処するための農林水産
省関係政令の特例に関する政令の一部を改
正する政令（政令第188号）を公布（同日
施行）

26日貉◇公的年金制度の健全性及び信頼性の確保
にための厚生年金保険法等の一部を改正す
る法律（法律第63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）
◇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51号）を公布（平
成25年7月1日から施行）

28日貊◇食品表示法（法律第70号）を公布（公布
の日から起算して二年を超えない範囲内に
おいて政令で定める日から施行）
◇福島復興再生特別措置法の一部の施行期
日を定める政令（政令第201号）を公布（同
日施行）
◇福島復興再生特別措置法施行令の一部を
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改正する政令（政令第202号）を公布（福
島復興再生特別措置法附則第一条第二号に
掲げる規定の施行の日（平成25年6月30日）
から施行）
◇厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員
共済組合制度の統合を図るための農林漁業
団体職員共済組合法等を廃止する等の法律
の施行に伴う存続組合が支給する特例年金
給付等に関する政令の一部を改正する政令
（政令第206号）を公布（平成26年4月1日か
ら施行）
◇農林水産省関係福島復興再生特別措置法
施行規則の一部を改正する省令（農林水産
省令第52号）を公布（福島復興再生特別措
置法施行令の一部を改正する政令の施行の
日（平成25年6月30日から施行）
◇森林法施行規則の一部を改正する省令
（農林水産省令第53号）を公布（平成25年6

月30日から施行）

７　月
７月１日豺◇「農の雇用事業」の募集を開始します

（平成25年度第2回）（経営局就農・女性課、
全国農業会議所（全国新規就農相談セン
ター））
◇米国ウィスコンシン州からの生きた家き
ん、家きん肉等の輸入停止措置について（消
費・安全局動物衛生課国際衛生対策室）
◇第4回攻めの農林水産業推進本部及び地
方農政局長等会議の合同開催について（大
臣官房政策課）
◇有機JAS制度に基づく有機食品のスイス
連邦への輸出条件の変更等について（消費・
安全局表示・規格課）
◇「新・農業人フェア2013」の開催につい
て（経営局就農・女性課）

２日貂◇日中民間緑化協力委員会第14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）
◇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）
◇第2回「農林水産・食品分野と異分野と
の連携に係る研究戦略検討会」の開催及び
一般傍聴について（農林水産技術会議事務
局研究推進課産学連携室）
◇「特定外来生物による生態系等に係る被

害の防止に関する法律施行令の一部を改正
する政令」について（大臣官房環境政策課）
◇「第５回これからの介護食品をめぐる論
点整理の会」の開催及び一般傍聴について
（食料産業局食品製造卸売課）

３日貉◇凍霜害を受けたなしに係る「自然災害被
害果実加工利用促進等対策事業」の実施に
ついて（生産局農産部園芸作物課）

５日貊◇米国産小麦に係る遺伝子組換え小麦の混
入の有無に関する検査結果について（生産
局農産部貿易業務課）
◇米に関するマンスリーレポート（平成25

年7月5日）の公表について（生産局農産部
農産企画課）

８日豺◇「第13回北太平洋まぐろ類国際科学委員
会（ISC）年次会合」の開催について（水
産庁資源管理部国際課）
◇「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）
◇「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）

９日貂◇でん粉の需給見通しについて（生産局農
産部地域作物課）
◇ほ場環境に応じた農作物への放射性物質
移行低減対策確立のための緊急調査研究の
成果について（農林水産技術会議事務局研
究統括官（食料戦略、除染）室）
◇第６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
科発局海洋地球課、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
事局海事人材政策課海事振興企画室、環境
省水・大気環境局水環境課海洋環境室）
◇大型クラゲの出現状況（国際フェリー調
査結果等）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）

10日貉◇「第1回地場もん国民大賞」における候
補商品の募集について（食料産業局食品小
売サービス課外食産業室、ジャパンフード
フェスタ2013事務局「第1回地場もん国民
大賞」担当）
◇「アグリビジネス創出フェア2013」の出
展者等の募集について（農林水産技術会議
事務局研究推進課産学連携室、アグリビジ
ネス創出フェア2013事務局）
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11日貅◇家畜伝染病予防法、狂犬病予防法等に違
反し不正に犬を輸入した者の逮捕について
（消費・安全局動物衛生課国際衛生対策室）
◇江藤農林水産副大臣の「一般社団法人日
本インドア・グリーン協会設立40周年記念
式典」への出席について（生産局農産部園
芸作物課花き産業・施設園芸振興室）
◇「平成25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）
◇特定外来生物に係る特定飼養等施設の基
準の細目等の改正に関する意見の募集（パ
ブリックコメント）について（大臣官房環
境政策課）
◇「第５回養殖業のあり方検討会」の開催
及び一般傍聴について（水産庁増殖推進部
栽培養殖課）

12日貊◇「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）
◇第３回「農林水産・食品分野と異分野と
の連携に係る研究戦略検討会」の開催及び
一般傍聴について（農林水産技術会議事務
局研究推進課産学連携室）
◇大型クラゲの出現状況（国際フェリー調
査結果等）について（第２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）
◇「第８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）
◇「第14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）
◇「南極の海洋生物資源の保存に関する委
員会(CCAMLR）特別会合」の開催につい
て（水産庁資源管理部国際課）
◇「2013年IWC/日本共同北太平洋鯨類目
視調査」の実施について（水産庁資源管理
部国際課）

16日貂◇「食料・農業・農村政策審議会」及び「食
料・農業・農村政策審議会企画部会」の開
催及び一般傍聴について（大臣官房政策課）
◇「平成25年第２回農林水産省政策評価第
三者委員会」の開催及び一般傍聴について
（大臣官房評価改善課）
◇「平成25年度水資源機構営事業事後評価
技術検討会(第２回）」の開催及び一般傍聴
について（農村振興局整備部水資源課）

◇「平成25年度第１回自然再生専門家会議」
の開催及び一般傍聴について（大臣官房環
境政策課）
◇平成25年度「子ども霞が関見学デー」～
「お魚大使」さかなクンのお魚講座につい
て～（水産庁漁政部漁政課広報班）

17日貉◇稲津農林水産大臣政務官の国内出張につ
いて（生産局農産部技術普及課）
◇「第８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）
◇株式会社あじみ屋における米飯加工品
（おにぎり等）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）
◇「南極の海洋生物資源の保存に関する委
員会(CCAMLR）特別会合」の結果につい
て（水産庁資源管理部国際課）
◇台湾における狂犬病の発生に伴う犬等の
輸入検疫の取扱いについて（消費・安全局
動物衛生課国際衛生対策室）

18日貅◇「太平洋クロマグロの資源・養殖管理に
関する全国会議」の開催及び一般傍聴につ
いて（水産庁資源管理部漁業調整課）
◇「第14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）
◇「これからの介護食品をめぐる論点」の
取りまとめについて（食料産業局食品製造
卸売課）

19日貊◇「食料・農業・農村政策審議会食糧部会」
の開催及び一般傍聴について（生産局農産
部農産企画課）
◇江藤農林水産副大臣の国内出張について
（大臣官房地方課）
◇平成25年度「子ども霞が関見学デー」～
“真珠”を使って世界にひとつだけのドア
プレート、アクセサリーを作ろう～参加者
募集について（水産庁増殖推進部栽培養殖
課）

22日豺◇「第13回北太平洋まぐろ類国際科学委員
会（ISC）年次会合」の終了について（水
産庁資源管理部国際課）
◇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）
◇「第14回日中漁業共同委員会第2回準備
会合」の結果及び「第14回日中漁業共同委
員会」の延期について（水産庁資源管理部
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国際課）
◇「2013年秋の農作業安全確認運動」の実
施について（生産局農産部技術普及課生産
資材対策室）

23日貂◇平成25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）
◇平成25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）
◇林農林水産大臣の国内出張について（林
野庁森林整備部計画課）
◇「農業用水緊急節水対策本部」の開催に
ついて（農村振興局整備部水資源課）

24日貉◇「食料・農業・農村政策審議会食料産業
部会食品リサイクル小委員会」及び「中央
環境審議会循環型社会部会食品リサイクル
専門委員会」の第7回合同開催及び一般傍
聴について（食料産業局バイオマス循環資
源課食品産業環境対策室）

25日貅◇「養殖業のあり方検討会」の取りまとめ
について（水産庁増殖推進部栽培養殖課）
◇資源管理・漁業経営安定対策の実施状況
（平成25年6月末現在）について（水産庁漁
政部漁業保険管理官、水産庁漁政部企画課、
水産庁増殖推進部栽培養殖課）
◇「平成25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）
◇「2013年度第二期北西太平洋鯨類捕獲調
査（沖合調査）」の実施について（水産庁
資源管理部国際課）
◇「和食文化“再考”シンポジウム『再発見！
「和食」文化の魅力』」の開催について（大
臣官房政策課食ビジョン推進室）
◇「全国森林計画（案）」に対する意見・
情報の募集（パブリックコメント）につい
て（林野庁森林整備部計画課）

26日貊◇「日ASEAN友好協力40周年記念食料安
全保障特別セミナー」の開催について（大
臣官房国際部国際協力課）
◇東日本大震災による津波被災地域におけ
る農業・漁業経営体の経営状況について（大
臣官房統計部経営・構造統計課）

◇欧州証券監督当局との監督協力に関する
覚書への署名について（食料産業局商品取
引グループ）

29日豺◇平成25年梅雨期及び7月26日からの大雨
等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（経営局総務課災害総合対策室）
◇「平成25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）

30日貂◇平成24年産米の相対取引価格(平成25年
６月）（生産局農産部農産企画課）

31日貉◇平成25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）
◇「平成25年第１回国際植物防疫条約に関
する国内連絡会」の開催及び一般傍聴につ
いて（消費・安全局植物防疫課検疫対策室）
◇平成25年度「食料生産地域再生のための
先端技術展開事業」（福島県内農業・農村
分野及び宮城県内漁業･漁村分野）公募研
究課題の委託予定先の決定について（農林
水産技術会議事務局研究推進課）
◇「全国農林水産業・地域の活力創造協議
会」の開催及び一般傍聴について（大臣官
房政策課）
◇人・農地プランの進捗状況（６月末現在）
について（経営局経営政策課）

〈法令〉
７月４日貅◇農林蓄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54号）
を公布（同日施行）

５日貊◇特定外来生物による生態系等に係る被害
の防止に関する法律施行令の一部を改正す
る政令（政令第215号）を公布（平成25年9

月1日から施行）
26日貊◇競馬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221号）を公布（同
日施行）
◇競馬法の一部を改正する法律の施行に伴
う関係政令の整理等及び経過措置に関する
政令（政令第222号）を公布（改正法の施
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行の日（平成26年4月1日）から施行）
31日貉◇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
55号）を公布（平成25年8月1日から施行）

８　月
８月１日貅◇第1回「食と農林漁業の食育優良活動表

彰」における食育活動事例の募集について
（消費・安全局消費者情報官食育推進班、
食と農林漁業の食育優良活動表彰事務局）
◇平成25年度第1回太平洋いわし類・マア
ジ・さば類長期漁海況予報（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）
◇「第12回聞き書き甲子園研修会開会式」
の開催について（林野庁森林整備部森林利
用課山村振興・緑化推進室、水産庁漁港漁
場整備部計画課、認定NPO法人共存の森
ネットワーク）

２日貊◇長島農林水産大臣政務官の国内出張につ
いて（経営局総務課災害総合対策室）
◇信用事業再編強化法に基づき資本増強の
決定を行った８農協及び１漁協の信用事業
強化計画等の履行状況について（平成24事
業年度）（経営局金融調整課、水産庁漁政
部水産経営課）
◇林農林水産大臣の国内出張について（経
営局総務課災害総合対策室）

６日貂◇「海岸保全施設維持管理マニュアル改訂
調査委員会」の設置及び第１回委員会の開
催について（農村振興局整備部防災課）
◇国連生物多様性の10年「グリーンウェイ
ブ2013」の実施結果について（林野庁森林
整備部森林利用課山村振興・緑化推進室）

７日貉◇第５回攻めの農林水産業推進本部及び地
方農政局長等会議の合同開催について（大
臣官房政策課）
◇「食と農林漁業大学生アワード2013」に
おける出場グループの募集について（食料
産業局食品小売サービス課外食産業室、食
料産業局食品製造卸売課）
◇大阪堂島商品取引所の定款変更の認可に
ついて（食料産業局商品取引グループ）

８日貅◇「第14回日中漁業共同委員会第3回準備
会合」及び「第14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）

◇「農業新技術2013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24年度食料自給率等について（大臣
官房食料安全保障課）
◇平成23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）
◇林農林水産大臣の海外出張について（食
料産業局輸出促進グループ、食料産業局食
品小売サービス課外食産業室、大臣官房国
際部国際政策課）

９日貊◇米に関するマンスリーレポート（平成25

年８月９日）の公表について（生産局農産
部農産企画課）
◇「食のモデル地域構築計画」の認定につ
いて（食料産業局食品小売サービス課外食
産業室）
◇「農地土壌の放射性物質濃度分布図」の
作成について（農林水産技術会議事務局技
術政策課）
◇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）
◇国際セミナー「森林の公益的機能の発揮
に向けた取組」の開催及び参加者の募集に
ついて（林野庁森林整備部計画課海外林業
協力室）

12日豺◇「農事組合法人日本農林生産組合」に対
する解散命令について（経営局協同組織課
経営・組織対策室）
◇「第14回日中漁業共同委員会第３回準備
会合」及び「第14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）

13日貂◇「APEC食料安全保障に関するワーク
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貿易関税チーム）
◇豪州からの生きた家きん、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）

14日貉◇「食料・農業・農村政策審議会企画部会
第1回有機農業の推進に関する小委員会」
の開催及び一般傍聴について（生産局農産
部農業環境対策課）

15日貅◇「平成25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）
◇梅雨期等における豪雨等による農林水産
業への被害対策について（経営局総務課災
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害総合対策室、経営局金融調整、経営局就
農・女性課、生産局園芸作物課）
◇６月８日から８月９日までの間の豪雨及
び暴風雨による災害に係る激甚災害の指定
について（経営局総務課災害総合対策室）

19日豺◇「第2回ウナギ対策会議」の開催及び一
般傍聴について（水産庁増殖推進部栽培養
殖課）
◇「第11回産学官連携功労者表彰」におけ
る農林水産大臣賞の決定について（農林水
産技術会議事務局技術政策課）
◇J-クレジット制度申請受付の開始につい
て（大臣官房環境政策課）
◇2013年秋の農作業安全確認運動推進会議
の開催について（生産局農産部技術普及課
生産資材対策室）

20日貂◇「農林物資規格調査会（平成25年度第2

回）」の開催及び一般傍聴について（消費・
安全局表示・規格課）
◇江藤農林水産副大臣の国内出張について
（消費・安全局動物衛生課、生産局農産部
園芸作物課花き産業・施設園芸振興室）
◇食品に関するリスクコミュニケーション
～食品中の放射性物質対策に関する説明会
～を開催します（消費者庁消費者安全課、
内閣府食品安全委員会事務局情報・勧告広
報課、厚生労働省医薬食品局食品安全部企
画情報課、農林水産省消費・安全局消費者
情報官）

21日貉◇「日本全国こども郷土料理サミット」に
係る発表者の募集について（大臣官房政策
課食ビジョン推進室、日本全国こども郷土
料理サミット担当）
◇「第１回日本食文化ナビ活用推進検討会」
の開催及び一般傍聴について（大臣官房政
策課食ビジョン推進室）
◇稲津農林水産大臣政務官の国内出張につ
いて（食料産業局食品製造卸売課）

22日貅◇林農林水産大臣の「“木づかい”フォー
ラム『住まいでも、オフィスでも、もっと“木
づかい”』」への出席について（林野庁林政
部木材利用課）
◇「農業用水緊急節水対策本部会議（第２
回）」の開催について（農村振興局整備部
水資源課）
◇「農の雇用事業（次世代経営者育成派遣

研修）」の募集を開始します（経営局就農・
女性課、全国農業会議所（全国新規就農相
談センター））
◇平成24年度土地改良換地士資格試験にお
ける出題ミスについて（農村振興局整備部
土地改良企画課）

23日貊◇商品先物取引業者に対する行政処分につ
いて（食料産業局商品取引グループ、経済
産業省商務流通保安グループ商取引監督
課）
◇有限会社東洋水産加工におけるシジミの
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）

26日豺◇シラスウナギ大量生産加速化のための意
見交換の概要について（水産庁増殖推進部
研究指導課）
◇江藤農林水産副大臣の「花キューピッ
ト創立60周年記念第61回花キューピット全
国・京都大会」への出席について（生産局
農産部園芸作物課花き産業・施設園芸振興
室）

27日貂◇「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」合同会合
（第14回）の開催及び一般傍聴について（消
費・安全局農産安全管理課農薬対策室）
◇「平成24年度森林病害虫被害量」につい
て（林野庁森林整備部研究指導課森林保護
対策室）
◇森林における放射性物質の拡散防止技術
検証・開発事業の結果について（林野庁森
林整備部研究指導課、林野庁国有林野部業
務課）

28日貉◇輸入麦の政府売渡価格の改定について
（生産局農産部貿易業務課）
◇平成25年７月28日に山口・島根で発生し
た豪雨災害に伴う農地・農業用施設等の災
害復旧に向けた技術者の派遣について（農
村振興局整備部設計課、林野庁森林整備部
治山課、林野庁森林整備部整備課）

29日貅◇秋台風の接近及び通過に伴う農作物等の
被害防止に向けた技術指導の徹底について
（生産局農産部農業環境対策課、生産局農
産部穀物課、生産局農産部園芸作物課、生
産局農産部地域作物課、生産局農産部技術
普及課、生産局畜産部畜産企画課、生産局
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畜産部畜産振興課草地整備推進室）
◇平成26年度税制改正要望（経営局総務課
調整室）
◇「農林水産物・食品の国別・品目別輸出
戦略」の策定について（食料産業局輸出促
進グループ）
◇平成26年度農林水産予算概算要求の概要
について（大臣官房予算課）
◇平成26年度組織・定員要求について（大
臣官房文書課）
◇「食料・農業・農村政策審議会甘味資源
部会」の開催及び一般傍聴について（生産
局農産部地域作物課）

30日貊◇平成24年産米の相対取引価格（平成25年
７月）（生産局農産部農産企画課）
◇「林政審議会」及び「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
林政部林政課、林野庁林政部企画課）
◇「 中 西 部 太 平 洋 ま ぐ ろ 類 委 員 会
（WCPFC）第９回北小委員会」の開催に
ついて（水産庁資源管理部国際課）
◇人・農地プランの進捗状況（7月末現在）
について（経営局経営政策課）
◇外来生物法に基づき特定外来生物に指定
されたカルロスキウルス・フィンライソニ
イ（フィンレイソンリス）等に係る特定飼
養等施設の基準の細目等、同法施行規則及
び防除の告示の一部改正について（大臣官
房環境政策課）
◇長島農林水産大臣政務官の国内出張につ
いて（生産局畜産部競馬監督課）
◇「平成25年度第2回木材需給会議」の開
催及び一般傍聴について（林野庁林政部木
材利用課）
◇林農林水産大臣の国内出張について（農
林水産技術会議事務局総務課）

〈法令〉
８月１日貅◇林業種苗法施行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）
19日豺◇大規模災害からの復興に関する法律の一

部の施行期日を定める政令（政令第236号）
を公布（同日施行）
◇大規模災害からの復興に関する法律施行
令（政令第237号）を公布（法附則第一条
ただし書に規定する規定の施行の日（平成

25年８月20日）から施行）
◇大規模災害からの復興に関する法律第
十三条第二項及び第十九条第二項に規定す
る農林水産大臣に対する協議に関する命令
（内閣府・農林水産省令第6号）を公布（法
附則第一条ただし書に規定する規定の施行
の日（平成25年８月20日）から施行）
◇大規模災害からの復興に関する法律第
十二条第三項に規定する農林水産大臣、国
土交通大臣等に対する協議に関する命令
（内閣府・農林水産省・国土交通省令第1号）
を公布（法附則第一条ただし書に規定する
規定の施行の日（平成25年８月20日）から
施行）
◇農林水産省関係大規模災害からの復興に
関する法律施行規則(農林水産省令第57号）
を公布（法附則第一条ただし書に規定する
規定の施行の日（平成25年８月20日）から
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（大規模災
害からの復興に関する法律（平成25年法律
第55号）附則第一条ただし書に規定する施
行の日（平成25年８月20日）から施行）
◇農林水産省・国土交通省関係大規模災害
からの復興に関する法律施行規則（農林水
産省・国土交通省令第２号）を公布（法附
則第一条ただし書に規定する規定の施行の
日（平成25年８月20日）から施行）
◇農林水産省・国土交通省・環境省関係大
規模災害からの復興に関する法律施行規則
（農林水産省・国土交通省・環境省令第1号）
を公布（法附則第一条ただし書に規定する
規定の施行の日（平成25年８月20日）から
施行）

20日貂◇平成25年６月８日から８月９日までの間
の豪雨及び暴風雨による災害についての激
甚災害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239号）を公布（同
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59号）を公布（平成25年
８月20日から施行）

30日貊◇特定外来生物による生態系等に係る被害
の防止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・環境省令第1号）
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を施行（平成25年９月１日から施行）

９　月
９月２日豺◇「食料・農業・農村政策審議会第19回家

畜衛生部会」の開催及び一般傍聴について
（消費・安全局動物衛生課）

３日貂◇「ウナギの国際的資源保護・管理に係る
第4回非公式協議」の開催について（水産
庁増殖推進部漁場資源課、水産庁増殖推進
部栽培養殖課）
◇「水産政策審議会総会」、「水産政策審議
会資源管理分科会」及び「水産政策審議会
企画部会」の開催及び一般傍聴について（水
産庁漁政部漁政課）

４日貉◇「只見」及び「南アルプス」のユネスコ
エコパークへの推薦決定について（林野庁
森林整備部森林利用課、林野庁国有林野部
経営企画課国有林野生態系保全室）
◇長島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経済課経済連携
チーム、大臣官房国際部国際協力課）

５日貅◇「中西部太平洋まぐろ類委員会
（WCPFC）第９回北小委員会」の結果に
ついて（水産庁資源管理部国際課）
◇「第１回植物新品種の保護・活用に関す
る懇談会」の開催及び一般傍聴について（食
料産業局新事業創出課種苗審査室）
◇加治屋農林水産副大臣の国内出張につい
て（水産庁増殖推進部栽培養殖課）

６日貊◇「ウナギの国際的資源保護・管理に係る
第4回非公式協議」の結果について（水産
庁増殖推進部漁場資源課、水産庁増殖推進
部栽培養殖課）
◇米に関するマンスリーレポート（平成25

年９月６日）の公表について（生産局農産
部農産企画課）
◇木材利用ポイントの申請・発行状況につ
いて(平成25年８月末時点）（林野庁林政部
木材利用課）
◇「乾しいたけの消費拡大に関する意見交
換会」の開催について（林野庁林政部経営
課特用林産対策室）
◇「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）
◇高度衛生管理基本計画（下関地区）の策

定について（水産庁漁港漁場整備部計画課）
◇「2013年度第二期北西太平洋鯨類捕獲調
査（秋季沿岸域調査）」の実施について（水
産庁資源管理部国際課）

９日豺◇「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）
◇稲津農林水産大臣政務官の国内出張につ
いて（農村振興局整備部設計課、水産庁増
殖推進部漁場資源課）
◇江藤農林水産副大臣の国内出張について
（農村振興局整備部設計課、生産局農産部
技術普及課）
◇「2013年IWC/日本共同北太平洋鯨類目
視調査」の結果について（水産庁資源管理
部国際課）

10日貂◇東日本大震災について～東京電力福島第
一原子力発電所事故に伴うベトナムの輸入
規制の解除について～（食料産業局輸出促
進グループ）
◇「第12回聞き書き甲子園」参加高校生
と「名手・名人」の組合せについて（林野
庁森林整備部森林利用課山村振興・緑化推
進室、水産庁漁港漁場整備部計画課、認定
NPO法人共存の森ネットワーク）
◇８月23日から同月25日までの間の豪雨に
よる島根県江津市及び邑智郡邑南町の災害
に係る局地激甚災害の指定について（経営
局総務課災害総合対策室）
◇「全国農林水産業・地域の活力創造協議
会（第２回）」の開催及び一般傍聴につい
て（大臣官房政策課）
◇「食料・農業・農村政策審議会企画部会
第２回有機農業の推進に関する小委員会」
の開催及び一般傍聴について（生産局農産
部農業環境対策課）

11日貉◇平成24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）

12日貅◇「平成25年度高病原性鳥インフルエンザ
防疫対策強化推進会議」の開催について（消
費・安全局動物衛生課）
◇第６回攻めの農林水産業推進本部及び地
方農政局長等会議の合同開催について（大
臣官房政策課）

13日貊◇「有機農業の推進に関する全国会議」の
開催及び一般傍聴について（生産局農産部
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農業環境対策課）
◇平成25砂糖年度・平成25でん粉年度にお
ける価格調整制度の各種指標の決定につい
て（生産局農産部地域作物課）
◇漁協系統金融機関の平成24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）
◇農協系統金融機関の平成24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）
◇「米取引に関する有識者との懇談会」の
開催について（生産局農産部農産企画課）
◇「「強み」のある農畜産物づくりに向け
た全国推進会議」の開催及び一般傍聴につ
いて（大臣官房政策課技術調整班）
◇北太平洋漁業委員会(NPFC）の事務局設
置都市について（水産庁資源管理部国際課）

17日貂◇「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）
◇「全国資源評価会議」の開催及び一般傍
聴について（水産庁増殖推進部漁場資源課）

18日貉◇「農業用水緊急節水対策本部」の解散に
ついて（農村振興局整備部水資源課）
◇平成25年台風第18号及び９月の竜巻・突
風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（経営局総務課災害総合対策室）
◇加治屋農林水産副大臣の国内出張につい
て（林野庁林政部経営課）

19日貅◇米先物取引の試験上場に関するシーズン
レポート（平成25年９月）の公表について
（食料産業局商品取引グループ）
◇「外来種被害防止行動計画・侵略的外来
種リストに関するNGO・NPO及び関係事
業団体と委員との意見交換会」の開催及び
一般傍聴について（大臣官房環境政策課、
環境省自然環境局野生生物課外来生物対策
室）
◇「平成25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）

20日貊◇江藤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経済連携チー
ム）
◇平成25年度の経営所得安定対策の加入申
請状況について（経営局経営政策課経営安
定対策室）

◇障害者就労支援施設で障害者の方がつく
る食品の即売会の開催について（経営局就
農・女性課女性・高齢者活動推進室）
◇平成24年産収入減少影響緩和対策の支払
実績について（経営局経営政策課経営安定
対策室）
◇平成25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）
◇「平成25年第２回国際植物防疫条約に関
する国内連絡会」の開催及び一般傍聴につ
いて（消費・安全局植物防疫課検疫対策室）
◇「平成25年度鳥獣被害対策優良活動表彰」
表彰候補の募集について（生産局農産部農
業環境対策課鳥獣災害対策室）

24日貂◇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）
◇「平成24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）
◇砂糖及び異性化糖の需給見通しについて
（生産局農産部地域作物課）
◇加治屋農林水産副大臣の海外出張につい
て（生産局農産部園芸作物課花き産業・施
設園芸振興室）

25日貉◇「第1回介護食品のあり方に関する検討
会議」の開催及び一般傍聴について（食料
産業局食品製造卸売課）

26日貅◇林農林水産大臣の「丸の内行幸マルシェ
×青空市場」への視察について（農村振興
局農村政策部都市農村交流課）
◇有機JAS制度による認証を受けた有機農
産物等に「organic」等と表示して米国へ
輸出することが可能となることについて
（消費・安全局表示・規格課）
◇「食育フォーラム2013お百姓さんが教え
てくれたこと」の開催及び参加者の募集に
ついて（消費・安全局消費者情報官食育推
進班、食育フォーラム2013事務局）
◇「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）
◇「飼料増産シンポジウム」の開催及び一
般傍聴について（生産局畜産部畜産振興課
草地整備推進室）

27日貊◇平成25年度「木づかい推進月間」につい
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て（林野庁林政部木材利用課）
◇平成24年産米の相対取引価格（平成25年
8月）（生産局農産部農産企画課）
◇「平成24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官、
国土交通省水管理・国土保全局下水道部下
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）
◇「26年漁期漁獲可能量（TAC）設定に
関する意見交換会（マアジ、マイワシ及び
スルメイカ）」の開催について（水産庁資
源管理部管理課）

30日豺◇江藤農林水産副大臣の海外出張の概要に
ついて（大臣官房国際部国際経済課経済連
携チーム）
◇「日ロ漁業取締専門家会合」の開催につ
いて（水産庁資源管理部国際課）
◇「アグリビジネス創出フェア2013」の開
催について～全国191機関が農林水産・食
品産業分野の最新技術を出展～（農林水産
技術会議事務局研究推進課産学連携室、ア
グリビジネス創出フェア展示会事務局一般
社団法人太陽経済の会）
◇人・農地プランの進捗状況（８月末現在）
について（経営局経営政策課）
◇林農林水産大臣の「『木づかい運動顕彰』
感謝状贈呈式」及び「森とつながる都市で
の木づかいシンポジウム」への出席につい
て（林野庁林政部木材利用課）
◇「森林分野における国際的な動向等に関
する報告会」の開催及び一般傍聴について
（林野庁森林整備部計画課海外林業協力室）
◇「平成24年度国有林野の管理経営に関す
る基本計画の実施状況」について（林野庁
国有林野部経営企画課、林野庁林政部林政
課）

〈法令〉
９月２日豺◇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60号）を公布（同日施行）

６日貊◇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61号）を公布（同
日施行）
◇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）　
11日貉◇食品廃棄物等多量発生事業者の定期の報

告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（同
日施行）

13日貊◇平成25年８月23日から同月25日までの間
の豪雨による島根県江津市及び邑智郡邑南
町の区域に係る災害についての激甚災害並
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268号）を公布（同日施行）
◇消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のた
めの消費税の転嫁を阻害する行為の是正等
に関する特別措置法施行令（政令第269号）
を公布（法の施行日（平成25年10月１日）
から施行）
◇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
63号）を施行（平成25年９月14日から施行）
◇森林法施行規則の一部を改正する省令
（農林水産省令第64号）を公布（地域の自
主性及び自立性を高めるための改革の推進
を図るための関係法律の整備に関する法律
附則第１条第１号に規定する規定の施行の
日（平成25年９月14日）から施行）　

19日貅◇小規模企業の事業活動の活性化のための
中小企業基本法等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275号）
を公布（同日施行）
◇中小企業信用保険法施行令等の一部を改
正する政令（政令第276号）を公布（小規
模企業の事業活動の活性化のための中小企
業基本法等の一部を改正する等の法律の施
行の日（平成25年９月20日）から施行）
◇下請中小企業振興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１号）を公布（小規模企業の事
業活動の活性化のための中小企業基本法等
の一部を改正する等の法律の施行の日（平
成25年９月20日）から施行）
◇株式会社日本政策金融公庫法施行規則の
一部を改正する省令（財務省・厚生労働省・
農林水産省・経済産業省令第１号）を公布
（小規模企業の事業活動の活性化のための
中小企業基本法等の一部を改正する等の法
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律（平成25年法律第57号）の施行の日（平
成25年９月20日）から施行）

20日貊◇厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員
共済組合制度の統合を図るための農林漁業
団体職員共済組合法等を廃止する等の法律
の施行に伴う存続組合が支給する特例年金
給付等に関する政令等の一部を改正する政
令（政令第277号）を公布（平成25年10月1

日から施行）
◇消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のた
めの消費税の転嫁を阻害する行為の是正等
に関する特別措置法第十五条第一項又は第
二項の規定による立入検査をする農林水産
省の職員の携帯する身分を示す証明書の様
式を定める省令（農林水産省令第65号）を
公布（消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保
のための消費税の転嫁を阻害する行為の是
正等に関する特別措置法の施行の日（平成
25年10月１日）から施行）　

27日貊◇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7号）を
公布（平成25年9月30日から施行）

10　月
10月１日貂◇「第１回介護食品のあり方に関する検討

会議定義に関するワーキングチーム」の開
催及び一般傍聴について（食料産業局食品
製造卸売課）
◇第４回「農林水産物と健康に関する研究
開発検討会」の開催及び一般傍聴について
（農林水産技術会議事務局研究推進課産学
連携室）

２日貉◇「医福食農連携事例発表会」の開催及
び一般傍聴について（大臣官房政策課食ビ
ジョン推進室）
◇「第１回海岸管理のあり方検討委員会」
の開催及び一般傍聴について（農村振興局
整備部防災課）
◇シンガポールにおける「日本美食週間」
の開催について（食料産業局食品小売サー
ビス課外食産業室）

３日貅◇「微細藻類バイオマス利用国際シンポジ
ウム」の開催及び参加者の募集について（農
林水産技術会議事務局研究開発官（環境）
室）
◇「平成25年未承認遺伝子組換えパパイヤ

の生育実態調査」の結果について（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）
◇「後世に伝えるべき治山～よみがえる緑
～」の選定について（林野庁森林整備部治
山課水源地治山対策室）

４日貊◇農林水産物等輸出促進全国協議会総会の
開催について（食料産業局輸出促進グルー
プ）
◇米に関するマンスリーレポート（平成25

年10月４日）の公表について（生産局農産
部農産企画課）
◇三瀧商事株式会社等による米穀の不適正
取引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、消費・
安全局表示・規格課米穀流通監視室、生産
局農産部穀物課水田農業対策室、生産局農
産部貿易業務課）
◇「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54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（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）
◇「次世代施設園芸セミナー」の開催及び
一般傍聴について（生産局農産部園芸作物
課花き産業・施設園芸振興室）
◇「日ロ漁業取締専門家会合」の結果につ
いて（水産庁資源管理部国際課）
◇「第２回植物新品種の保護・活用に関す
る懇談会」の開催及び一般傍聴について（食
料産業局新事業創出課種苗審査室）
◇林農林水産大臣の海外出張について（大
臣官房国際部国際協力課）
◇９月15日から同月17日までの間の暴風雨
及び豪雨による災害に係る激甚災害の指定
について（経営局総務課災害総合対策室）
◇台風第18号における暴風雨等による農林
水産業への被害対策について（経営局総務
課災害総合対策室、経営局金融調整課、経
営局就農・女性課、生産局園芸作物課、生
産局地域作物課）
◇「全国森林計画」の策定について（林野
庁森林整備部計画課）

７日豺◇林農林水産大臣の海外出張の概要につい
て（大臣官房国際部国際協力課）
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◇「食料・農業・農村政策審議会農業農村
振興整備部会（平成25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）
◇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）

８日貂◇「第2回日本食文化ナビ活用推進検討会」
の開催及び一般傍聴について（大臣官房政
策課食ビジョン推進室）
◇「我が国農畜産物の輸出と動植物検疫」
に関する地方ブロック説明会の開催につい
て（消費・安全局植物防疫課、消費・安全
局動物衛生課、北海道農政事務所農政推進
部経営・事業支援、関東農政局消費・安全
部安全管理、北陸農政局消費・安全部安全
管理課、東海農政局消費・安全部安全管理、
近畿農政局消費･安全部安全管理課、中国
四国農政局消費・安全部安全管理課、九州
農政局消費・安全部安全管理課、沖縄総合
事務局農林水産部消費・安全課）
◇「６次産業化の推進に向けた全国キャラ
バン」の開催について（食料産業局企画課）

９日貉◇江藤農林水産副大臣の国内出張について
（経営局農地政策課）
◇平成25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技術
政策課、公益社団法人農林水産・食品産業
技術振興協会）
◇平成25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技術政策課）
◇米国ニューヨーク州からの生きた家き
ん、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）
◇スペインからの生きた家きん、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）

11日貊◇「平成25年度磯焼け対策全国協議会」の
開催及び一般傍聴について（水産庁漁港漁
場整備部整備課）
◇「みなみまぐろ保存委員会(CCSBT）第
20回年次会合」の開催について（水産庁資
源管理部国際課）

15日貂◇「イノベーション創出基礎的研究推進事

業、農林水産業・食品産業科学技術研究推
進事業研究成果発表会2013」の開催及び参
加者の募集について（農林水産技術会議事
務局研究推進課産学連携室）
◇平成25年度「農林水産業・食品産業科学
技術研究推進事業」の新規研究課題につい
て（農林水産技術会議事務局研究推進課産
学連携室）
◇新しい白神山地世界遺産地域管理計画の
策定について（林野庁森林整備部森林利用
課、林野庁国有林野部経営企画課国有林野
生態系保全室）
◇「2013年度第二期北西太平洋鯨類捕獲調
査（沖合調査）」の調査航海の終了につい
て（水産庁資源管理部国際課）

16日貉◇「放射性物質低減のための原木きのこ栽
培管理に関するガイドライン」の策定につ
いて（林野庁林政部経営課特用林産対策室）

17日貅◇第7回攻めの農林水産業推進本部及び地
方農政局長等会議の合同開催について（大
臣官房政策課）
◇「みなみまぐろ保存委員会(CCSBT）第
20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25年度（第52回）農林水産祭天皇杯
等の選賞について（大臣官房総務課、公益
財団法人日本農林漁業振興会）
◇「食料・農業・農村政策審議会企画部会
第３回有機農業の推進に関する小委員会」
の開催及び一般傍聴について（生産局農産
部農業環境対策課）
◇平成25年度「食と農林漁業の祭典」の開
催について（食料産業局食品小売サービス
課外食産業室、食料産業局食品製造卸売課）
◇農林水産省料理人顕彰制度「料理マス
ターズ」受賞者の決定並びにシンポジウム
及び授与式の開催並びに一般傍聴等の募集
について（食料産業局食品小売サービス課
外食産業室）
◇「第１回地場もん国民大賞」における最
終選考20商品の決定について（食料産業局
食品小売サービス課外食産業室、食料産業
局食品製造卸売課）
◇「第２回海岸管理のあり方検討委員会」
の開催及び一般傍聴について（農村振興局
整備部防災課）
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◇「平成25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）
◇豪州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・安全局動物
衛生課国際衛生対策室）
◇デンマークからの生きた家きん、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）

18日貊◇平成25年台風第23号、第24号及び第26号
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
（経営局総務課災害総合対策室）
◇「自然災害被害果実利用促進等対策事業」
の対象果実へのりんごの追加について（生
産局農産部園芸作物課）
◇商品先物取引業者に対する行政処分につ
いて（食料産業局商品取引グループ、経済
産業省商務流通保安グループ商取引監督
課）
◇「農業資材審議会飼料分科会飼料栄養部
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）
◇2013年漁業センサスの実施について（大
臣官房統計部経営・構造統計課センサス統
計室）
◇第１回「食と農林漁業の食育優良活動表
彰」受賞者の決定及び表彰式の開催につい
て（消費・安全局消費者情報官）
◇横山農林水産大臣政務官の国内出張につ
いて（大臣官房地方課）
◇「第12回全国漁港漁場整備技術研究発表
会｣の開催及び参加者の募集について（水
産庁）

21日豺◇「平成25年度全国優良経営体表彰」の発
表について（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）
◇「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」合同会合
（第15回）の開催及び一般傍聴について（消
費・安全局農産安全管理課農薬対策室）
◇「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）
◇「南極の海洋生物資源の保存に関する委
員会(CCAMLR）第32回年次会合」の開催
について（水産庁資源管理部国際課）

22日貂◇「和食；日本人の伝統的な食文化」のユ
ネスコ無形文化遺産保護条約「人類の無形
文化遺産の代表的な一覧表（代表一覧表）」
への記載に関する補助機関による勧告につ
いて（大臣官房政策課食ビジョン推進室）

◇平成25年度農林水産業・食品産業科学技術研究
推進事業「緊急対応研究課題」の公募につ
いて（農林水産技術会議事務局研究推進課
産学連携室産学連携振興班、農林水産技術
会議事務局研究開発官（環境）室、農林水
産技術会議事務局研究統括官（食料戦略・
除染）室、農林水産技術会議事務局研究推
進課先端技術実証班）

◇林農林水産大臣の「アグリビジネス創出フェア
2013」への出席について（農林水産技術会
議事務局研究推進課産学連携室）

◇小里農林水産大臣政務官の平成25年度「民間部
門農林水産研究開発功績者表彰」表彰式へ
の出席について（農林水産技術会議事務局
技術政策課）

◇米国アーカンソー州からの生きた家きん、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）

◇「「和食」文化の魅力再発見イベント『和食；
日本人の伝統的な食文化』の魅力」の開催
及び一般傍聴について（大臣官房政策課食
ビジョン推進室）

23日貉◇資源管理・漁業経営安定対策の実施状況
（平成25年９月末現在）について（水産庁
漁政部漁業保険管理官、水産庁漁政部企画
課、水産庁増殖推進部栽培養殖課）
◇「第11回オーライ！ニッポン大賞」の表
彰式について（農村振興局農村政策部都市
農村交流課）
◇「第19回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）
◇小里農林水産大臣政務官の国内出張につ
いて（水産庁漁港漁場整備部計画課）

24日貅◇小里農林水産大臣政務官の国内出張につ
いて（農村振興局整備部防災課災害対策室）

25日貊◇「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25年度第1回対馬暖流系マアジ・さ
ば類・いわし類長期漁海況予報（水産庁増
殖推進部漁場資源課、独立行政法人水産総
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合研究センター西海区水産研究所業務推進
部）
◇平成25年度リデュース・リユース・リサ
イクル推進功労者等表彰における受賞者の
決定及び表彰式の開催について（食料産業
局バイオマス循環資源課食品産業環境対策
室）
◇林農林水産大臣の国内出張について（生
産局畜産部牛乳乳製品課）
◇動物用医薬品製造販売業者に対する行政
処分について（消費・安全局畜水産安全管
理課）
◇「『みどりのきずな』再生プロジェクト」
海岸防災林再生活動への民間団体参加に関
する説明会の開催について（林野庁森林整
備部森林利用課山村振興・緑化推進室、林
野庁国有林野部経営企画課国有林野総合利
用推進室）
◇「第26回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）
◇林農林水産大臣の国内出張について（水
産庁増殖推進部栽培養殖課）
◇ 食 品 ロ ス 削 減 国 民 運 動（NO-

FOODLOSSPROJECT）のロゴマークの決
定とキャラクターの愛称の募集について
（食料産業局バイオマス循環資源課食品産
業環境対策室）

28日豺◇横山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）
◇「2013年（第７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）
◇「第２回海岸保全施設維持管理マニュア
ル改訂調査委員会」の開催及び一般傍聴に
ついて（農村振興局整備部防災課）
29日貂◇「全国農林水産業・地域の活力創
造協議会（第3回）」の開催及び一般傍聴に
ついて（大臣官房政策課）
◇吉川農林水産副大臣の「平成25年度
NOSAI事業推進大会」への出席について
（経営局保険監理官）
◇「2013年度第二期北西太平洋鯨類捕獲調
査（秋季沿岸域調査）」の終了について（水

産庁資源管理部国際課）
30日貉◇平成25年産米の相対取引価格（平成25年

９月）（生産局農産部農産企画課）
◇「きのこの普及促進に関する意見交換会」
の開催について（林野庁林政部経営課特用
林産対策室）
◇「平成25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）
◇米国ウィスコンシン州からの生きた家き
ん、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）
◇江藤農林水産副大臣の「第23回全国花の
まちづくりコンクール表彰式」への出席に
ついて（生産局農産部園芸作物課花き産業・
施設園芸振興室）

31日貅◇「第1回農業女子プロジェクト推進会議」
及び「農業女子ワークショップ」の開催及
び一般傍聴について（経営局就農・女性課
女性・高齢者活動推進室）

◇吉川農林水産副大臣の「平成25年度地産地消推進全
国フォーラム」への出席について（食料産
業局産業連携課）
◇平成24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）
◇山陰沖海域における外国漁船の重点取締
りについて（水産庁資源管理部管理課）
◇人・農地プランの進捗状況（９月末現在）
について（経営局経営政策課）
◇小里農林水産大臣政務官の「食育フォー
ラム2013お百姓さんが教えてくれたこと」
への出席について（消費・安全局消費者情
報官）
◇「平成25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）
◇「六次産業化・地産地消法」に基づく事
業計画の認定について（食料産業局産業連
携課）
◇「第３回植物新品種の保護・活用に関す
る懇談会」の開催及び一般傍聴について（食
料産業局新事業創出課種苗審査室）

〈法令〉
10月８日貂◇持続性の高い農業生産方式の導入の促進
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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66号）を公布（同日施行）

９日貉◇平成25年9月15日から同月17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295号）を公布（同
日施行）

11日貊◇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67号）を公布（同
日施行）
◇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68

号）を公布（同日施行）

11　月
11月１日貊◇「南極の海洋生物資源の保存に関する委

員会(CCAMLR）第32回年次会合」の結果
について（水産庁資源管理部国際課）
◇「農の雇用事業」の募集を開始します
（平成25年度第３回）（経営局就農・女性
課、全国農業会議所（全国新規就農相談セ
ンター））
◇横山農林水産大臣政務官の国内出張につ
いて（経営局総務課災害総合対策室、水産
庁資源管理部漁業調整課）
◇平成25年度（第52回）農林水産祭「実り
のフェスティバル」の開催について（大臣
官房総務課、公益財団法人日本農林漁業振
興会）
◇「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）
◇小里農林水産大臣政務官の「財団法人大
日本蚕糸会蚕糸功労者表彰式」への出席に
ついて（生産局農産部地域作物課）
◇国有林野の管理経営に関する基本計画の
案についての意見募集について（林野庁国
有林野部経営企画課）

５日貂◇「第22回日本海・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）
◇遺伝子組換えダイズ、トウモロコシ及び
ワタの第一種使用等に関する審査結果につ
いての意見・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）
◇野菜の生育状況及び価格見通し(平成25

年11月）について（生産局農産部園芸作物
課）
◇10月15日及び同月16日の暴風雨による東
京都大島町の災害に係る局地激甚災害の指
定について（経営局総務課災害総合対策室）

６日貉◇横山農林水産大臣政務官の国内出張につ
いて（生産局農産部地域作物課、水産庁漁
港漁場整備部計画課）

７日貅◇林農林水産大臣の「第11回オーライ！
ニッポン大賞表彰式」への出席について（農
村振興局農村政策部都市農村交流課）
◇第８回攻めの農林水産業推進本部及び地
方農政局長等会議の合同開催について（大
臣官房政策課）

◇農事組合法人に対する解散命令について（経営局協
同組織課経営・組織対策室）

◇「公共建築物における木材の利用の促進に関する基
本方針」に基づく措置の平成24年度におけ
る実施状況について（林野庁林政部木材利
用課）
◇米国ペンシルバニア州からの生きた家き
ん、家きん肉等の輸入停止措置について（消
費・安全局動物衛生課国際衛生対策室）

８日貊◇米に関するマンスリーレポート（平成25

年11月８日）の公表について（生産局農産
部農産企画課）
◇大型クラゲの出現状況（国際フェリー調
査結果等）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）
◇「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
議及び民間交渉の開催について（水産庁資
源管理部国際課）
◇「私の『和食』宣言！」の募集について
（大臣官房政策課食ビジョン推進室）
◇学校法人千葉工業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）

11日豺◇「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）
◇きのこ原木の需給状況（平成25年９月末
時点）（林野庁林政部経営課特用林産対策
室、林野庁国有林野部業務課）
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◇「食品容器包装のリサイクルに関する懇
談会」（第１回）の開催及び一般傍聴につ
いて（食料産業局バイオマス循環資源課食
品産業環境対策室）

12日貂◇「食料・農業・農村政策審議会農業共済
部会（平成25年度第１回）」の開催及び一
般傍聴について（経営局保険課保険数理室）

13日貉◇「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
議及び民間交渉の結果について（水産庁資
源管理部国際課）

14日貅◇「大西洋まぐろ類保存国際委員会
（ICCAT）第23回通常会合（年次会合）」
の開催について（水産庁資源管理部国際課）
◇「平成25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）

15日貊◇「日・ミクロネシア漁業協議」の開催に
ついて（水産庁資源管理部国際課）
◇林農林水産大臣の国内出張について（林
野庁森林整備部森林利用課山村振興・緑化
推進室、林野庁森林整備部研究指導課技術
開発推進室）

18日豺◇横山農林水産大臣政務官の国内出張につ
いて（食料産業局新事業創出課、近畿農政
局経営・事業支援部事業戦略課）
◇「水産政策審議会第63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47回企画部会」の開
催及び一般傍聴について（水産庁漁政部企
画課）

19日貂◇横山農林水産大臣政務官の「第1回農業
普及活動高度化全国研究大会」への出席に
ついて（生産局農産部技術普及課）

20日貉◇職員食堂を活用した三省庁連携による福
島県の水産物のPRについて（水産庁漁政
部加工流通課、水産庁資源管理部漁業調整
課）
◇平成25年度「国有林野事業業務研究発表
会」の開催及び一般傍聴について（林野庁
国有林野部業務課）
◇「第２回介護食品のあり方に関する検討
会議定義に関するワーキングチーム」の開
催及び一般傍聴について（食料産業局食品
製造卸売課）
◇「第３回海岸管理のあり方検討委員会」

の開催及び一般傍聴について（農村振興局
整備部防災課）
◇「食料・農業・農村政策審議会家畜衛生
部会第44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）

21日貅◇「食料・農業・農村政策審議会食糧部会」
の開催及び一般傍聴について（生産局農産
部農産企画課）
◇「平成25年度花き振興セミナー」の開催
について（生産局農産部園芸作物課花き産
業・施設園芸振興室）

22日貊◇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）
◇「食料・農業・農村政策審議会農業農村
振興整備部会（平成25年度第２回）（現地
調査）」の開催について（農村振興局整備
部設計課計画調整室）
◇平成25年度「農業技術功労者表彰」受賞
者の決定について（農林水産技術会議事務
局技術政策課、公益社団法人農林水産・食
品産業技術振興協会）
◇「日ロ漁業委員会第30回会議」の開催に
ついて（水産庁資源管理部国際課）
◇小浜海産物株式会社におけるサバ加工品
（へしこ）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）
◇「農業資材審議会農業機械化分科会（第
16回）」の開催及び一般傍聴について（生
産局農産部技術普及課生産資材対策室）
◇「平成25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）
◇吉川農林水産副大臣の国内出張について
（生産局畜産部競馬監督課）
◇「ASEAN+３緊急米備蓄（APTERR）」
協定に基づくフィリピンにおける台風被害
に対する支援措置について（平成25年11月）
（生産局農産部貿易業務課）
◇林農林水産大臣の国内出張について（水
産庁漁政部企画課、水産庁資源管理部国際
課）

25日豺◇林農林水産大臣の「農業農村整備の集い」
への出席について（農村振興局整備部設計
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課）
◇「日・ミクロネシア漁業協議」の結果に
ついて（水産庁資源管理部国際課）
◇第１回「スマート農業の実現に向けた研
究会」の開催について（生産局農産部技術
普及課）
◇「優秀農林水産業者に係るシンポジウム」
の開催及び参加者の募集について（大臣官
房総務課、公益財団法人日本農林漁業振興
会）
◇「農業資材審議会種苗分科会」の開催及
び一般傍聴について（食料産業局新事業創
出課種苗審査室）

26日貂◇平成25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）
◇「気候変動枠組条約第19回締約国会議
（COP19）」、「京都議定書第9回締約国会合
（CMP9）」等の結果について（大臣官房環
境政策課、林野庁森林整備部森林利用課、
林野庁森林整備部計画課）
◇小里農林水産大臣政務官の「食のブラン
ド・ニッポン2013」交流会への出席につい
て（農林水産技術会議事務局総務課）
◇「大西洋まぐろ類保存国際委員会
（ICCAT）第23回通常会合（年次会合）」
の結果について（水産庁資源管理部国際課）

27日貉◇「平成25年度第3回木材需給会議」の開
催及び一般傍聴について（林野庁林政部木
材利用課）

29日貊◇「食料・農業・農村政策審議会平成25年
度第1回畜産部会」の開催及び一般傍聴に
ついて（生産局畜産部畜産企画課）
◇平成25年産米の相対取引価格（平成25年
10月）（生産局農産部農産企画課）
◇「食料・農業・農村政策審議会食料産業
部会」の開催及び一般傍聴について（食料
産業局企画課）
◇人・農地プランの進捗状況（10月末現在）
について（経営局経営政策課）
◇バイオマス産業都市の第二次募集につい
て（食料産業局バイオマス循環資源課バイ
オマス事業推進室）
◇平成26年産米の都道府県別の生産数量目
標について（生産局農産部穀物課水田農業

対策室）
◇「 中 西 部 太 平 洋 ま ぐ ろ 類 委 員 会
（WCPFC）第10回年次会合」の開催につ
いて（水産庁資源管理部国際課）

〈法令〉
11月８日貊◇平成25年10月15日及び同月16日の暴風雨

による東京都大島町の区域に係る災害につ
いて激甚災害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308号）
を公布（同日施行）

21日貅◇農林業センサス規則の一部を改正する省
令（農林水産省令第69号）を公布（同日施行）

22日貊◇特別会計に関する法律等の一部を改正す
る等の法律（法律第76号）を公布（平成26

年4月1日から施行）
◇農林漁業の健全な発展と調和のとれた再
生可能エネルギー電気の発電の促進に関す
る法律（法律第81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）

27日貉◇薬事法等の一部を改正する法律（法律第
84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）

29日貊◇プラムポックル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70号）を公布（平成25年12月29日か
ら施行）
◇東南海・南海地震に係る地震防災対策の
推進に関する特別措置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）

12　月
12月２日豺◇江藤農林水産副大臣の「フード・アクショ

ン・ニッポンアワード2013」表彰式への出
席について（大臣官房食料安全保障課）
◇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）

３日貂◇株式会社ユーグレナ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に基づ
く資源生産性革新計画の認定について（食
料産業局食品製造卸売課）
◇野菜の生育状況及び価格見通し(平成25
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年12月）について（生産局農産部園芸作物
課）
◇緑水産業が製造・販売した無登録農薬に
対する措置について（消費・安全局農産安
全管理課農薬対策室）
◇小里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経済課WTO等
交渉チーム）

５日貅◇「第10回南東大西洋漁業機関(SEAFO）
年次会合」の開催について（水産庁資源管
理部国際課）
◇「植物防疫法施行規則」の一部改正等に
ついての公聴会の開催について～アルゼン
チン、イタリア、トルコ、オーストラリア
の生果実の輸入解禁品目の追加等について
～（消費・安全局植物防疫課）
◇「平成23年度水産物中のダイオキシン類
の実態調査」の結果について（消費・安全
局畜水産安全管理課水産安全室）
◇「平成24年度畜水産物中のダイオキシン
類の実態調査」の結果について（消費・安
全局畜水産安全管理課、消費・安全局畜水
産安全管理課水産安全室）
◇「植物新品種の保護・活用に関する懇談
会」報告書について（食料産業局新事業創
出課種苗審査室）
◇「和食；日本人の伝統的な食文化」のユ
ネスコ無形文化遺産保護条約「人類の無形
文化遺産の代表的な一覧表（代表一覧表）」
への記載に関する審議結果について（大臣
官房政策課食ビジョン推進室）

６日貊◇「日ロ漁業委員会第30回会議」の結果に
ついて（水産庁資源管理部国際課）
◇「 中 西 部 太 平 洋 ま ぐ ろ 類 委 員 会
（WCPFC）第10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26年産さとうきび・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（生産局農産部地域作物課）
◇米に関するマンスリーレポート（平成25

年12月６日）の公表について（生産局農産
部農産企画課）
◇「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）
◇「農業資材審議会飼料分科会」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）
８日豸◇第９回WTO閣僚会議に関する農林水産

大臣談話について（大臣官房国際部国際経
済課）

９日豺◇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）
◇「全国農林水産業・地域の活力創造協議
会（第4回）」及び「農林水産業・地域の活
力創造プラン説明会」の合同開催及び一般
傍聴について（大臣官房政策課）
◇米先物取引の試験上場に関するシーズン
レポート（平成25年12月）の公表について
（食料産業局商品取引グループ）
◇「エコフィード全国推進シンポジウム」
の開催及び一般傍聴について（生産局畜産
部畜産振興課飼料需給対策室）
◇「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」の開催及び一般傍
聴について（経営局保険監理官）

10日貂◇第９回攻めの農林水産業推進本部及び地
方農政局長等会議の合同開催について（大
臣官房政策課）
◇農事組合法人の解散命令について（経営
局協同組織課経営・組織対策室）
◇横山農林水産大臣政務官の国内出張につ
いて（農村振興局整備部防災課災害対策室）

11日貉◇「農林水産分野における先端技術を活用
した実証研究に関する民間企業との意見交
換会」の開催及び一般傍聴について（農林
水産技術会議事務局研究推進課）
◇「緊急時に備えた家庭用食料品備蓄ガイ
ド（案）」に関する意見・情報の募集（パ
ブリックコメント）について（大臣官房食
料安全保障課）

12日貅◇平成25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４回海岸管理のあり方検討委員会」
の開催及び一般傍聴について（農村振興局
整備部防災課）
◇「第３回日本食文化ナビ活用推進検討会」
の開催及び一般傍聴について（大臣官房政
策課食ビジョン推進室）

13日貊◇「食料・農業・農村政策審議会平成25年
度第２回畜産部会」の開催及び一般傍聴に
ついて（生産局畜産部畜産企画課）
◇林農林水産大臣の国内出張について（林
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野庁林政部木材産業課、水産庁増殖推進部
研究指導課）
◇横山農林水産大臣政務官の国内出張につ
いて（食料産業局産業連携課）
◇「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12回）
（食料産業局バイオマス循環資源課）

16日豺◇「2013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
務局総務課）

17日貂◇江藤農林水産副大臣の「第1回6次産業化
推進シンポジウム」への出席について（食
料産業局産業連携課）
◇「第10回南東大西洋漁業機関(SEAFO）
年次会合」の結果について（水産庁資源管
理部国際課）

18日貉◇「今般の施策の見直しに関する全国説明
会」の開催及び一般傍聴について（大臣官
房政策課）
◇平成25年度農林水産業・食品産業科学技
術研究推進事業「緊急対応研究課題」の決
定について（農林水産技術会議事務局研究
推進課産学連携室産学連携振興班、農林水
産技術会議事務局研究開発官（環境）室、
農林水産技術会議事務局研究統括官（食料
戦略・除染）室、農林水産技術会議事務局
研究推進課先端技術実証班）
◇「第19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）

19日貅◇平成26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26年度夏秋野菜等の需給ガイドラ
イン」の策定について（生産局農産部園芸
作物課）
◇「食品容器包装のリサイクルに関する懇
談会」(第２回）の開催及び一般傍聴につ
いて（食料産業局バイオマス循環資源課食
品産業環境対策室）
◇横山農林水産大臣政務官の国内出張につ
いて（生産局農産部園芸作物課花き産業・
施設園芸振興室）

20日貊◇平成25年度第２回太平洋いわし類・マア
ジ・さば類長期漁海況予報（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）

◇林農林水産大臣の国内出張について（生
産局畜産部競馬監督課）
◇野菜の生育状況及び年末・年始の価格見
通しについて（生産局農産部園芸作物課）
◇砂糖及び異性化糖の需給見通しについて
（生産局農産部地域作物課）
◇平成24年度農薬の使用に伴う事故及び被
害の発生状況について（消費・安全局農産
安全管理課農薬対策室）
◇直交集成板（CLT）の日本農林規格の制
定について（消費・安全局表示・規格課）

24日貂◇「食品トレーサビリティ『実践的なマニュ
アル』（仮称）」（案）に関する意見交換会
の開催及び食品事業者等の参加募集につい
て（消費・安全局表示・規格課）
◇平成26年度税制改正の大綱における農林
水産関係税制事項について（経営局総務課
調整室）
◇「第19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26年度組織・定員について（大臣官
房文書課）
◇平成26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）
◇林農林水産大臣の「鳥獣による農林水産
業等に係る被害の防止及び鳥獣の保護管理
に関する関係省庁連絡会議」への出席につ
いて（生産局農産部農業環境対策課鳥獣災
害対策室）
◇「26年産米の作付等に関する方針」につ
いて（生産局農産部穀物課）

25日貉◇平成24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）
◇商品先物取引業者に対する行政処分につ
いて（食料産業局商品取引グループ、経済
産業省商務流通保安グループ商取引監督
課）
◇農業女子プロジェクトサポーターズの募
集について（経営局就農・女性課女性・高
齢者活動推進室）
◇平成24年の農用地区域内の農地面積につ
いて（農村振興局農村政策部農村計画課）
◇平成24年の荒廃農地の面積について（農
村振興局農村政策部農村計画課耕作放棄地
活用推進室）
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◇人・農地プランの進捗状況（11月末現在）
について（経営局経営政策課）
◇タイからの生鮮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）
◇「国有林野の管理経営に関する基本計画」
の策定について（林野庁国有林野部経営企
画課）
◇独立行政法人水産総合研究センターの理
事長の公募について（大臣官房秘書課）

26日貅◇「攻めの農林水産業の実現に向けた革新
的技術緊急展開事業」に係る技術提案会の
開催及び一般傍聴について（農林水産技術
会議事務局研究推進課）
◇「26年漁期漁獲可能量（TAC）設定に
関する意見交換会（するめいか）」の開催
について（水産庁資源管理部管理課）
◇「26年漁期漁獲可能量（TAC）設定に
関する意見交換会（すけとうだら）」の開
催について（水産庁資源管理部管理課）
◇林農林水産大臣の国内出張について（経
営局総務課災害総合対策室）

27日貊◇「今般の施策の見直しに関するブロック
別説明会及び都道府県別説明会」の開催に
ついて（大臣官房政策課）
◇平成25年産米の相対取引価格（平成25年
11月）（生産局農産部農産企画課）
◇日本料理の海外普及促進を目的として、
働きながら日本料理を学ぶための在留資格
の要件緩和について（食料産業局食品小売
サービス課外食産業室）
◇平成26年度「レギュラトリーサイエンス
新技術開発事業」の公募及び公募説明会の
実施について（消費・安全局消費・安全政
策課、農林水産技術会議事務局研究推進課）
◇「あなたが伝えたい『和食』の魅力コン
テスト」応募作品の募集について（大臣官
房政策課食ビジョン推進室、「和食」の魅
力コンテスト実行委員会事務局）

〈法令〉
12月４日貉◇中小企業等協同組合法施行令等の一部を

改正する政令（政令第330号）を公布（平
成26年４月１日から施行）

５日貅◇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71号）を公布（平成26

年１月４日から施行）
６日貊◇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72号）を公布（同
日施行）

11日貉◇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73号）を公布（不動産特定共
同事業法の一部を改正する法律の施行の日
（平成25年12月20日）から施行）
◇産業競争力強化法（法律第98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）
◇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1号）を公布（不動産特定共同事
業法の一部を改正する法律の施行の日（平
成25年12月20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8号）を公
布（不動産特定共同事業法の一部を改正す
る法律の施行の日（平成25年12月20日から
施行）

12日貅◇外国為替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26年１月１日から施行）

13日貊◇研究開発システムの改革の推進等による
研究開発能力の強化及び研究開発等の効率
的推進等に関する法律及び大学の教員等の
任期に関する法律の一部を改正する法律
（法律第99号）を公布（同日施行）
◇私的独占の禁止及び公正取引の確保に関
する法律の一部を改正する法律（法律第
100号）を公布（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）
◇農地中間管理事業の推進に関する法律
（法律第101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）
◇農業の構造改革を推進するための農業経
営基盤強化促進法等の一部を改正する等の
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法律（法律第102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）
◇薬事法及び薬剤師法の一部を改正する法
律（法律第103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）
◇国家戦略特別区域法（法律第107号）を
公布（同日施行）
◇沖縄振興開発金融公庫法施行令の一部を
改正する政令（政令第343号）を公布（平
成25年12月20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の施行期
日を定める政令（政令第344号）を公布（同
日施行）

20日貊◇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1号）を公布
（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の
日（平成25年12月20日）から施行）

25日貉◇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74号）を公布（同
日施行）

26日貅◇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75号）を公布（平成26

年1月1日から施行）
◇東南海・南海地震に係る地震防災対策の
推進に関する特別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359

号）を公布（同日施行）
27日貊◇エネルギーの使用の合理化に関する法律

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369号）を公布（同日施行）
◇エネルギーの使用の合理化に関する法律
の一部を改正する等の法律の施行に伴う関
係政令の整備に関する政令（政令第370号）
を公布（エネルギーの使用の合理化に関す
る法律の一部を改正する等の法律の施行の
日（平成26年４月１日）から施行）
◇温室効果ガス算定排出量等の報告等に関
する命令の一部を改正する命令（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・防衛省令第1号）

を公布（エネルギーの使用の合理化に関す
る法律の一部を改正する等の法律の施行の
日（平成26年４月１日）から施行）

１　月
１月６日豺◇平成25年度第２回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、環境
省自然環境局自然環境計画課）

７日貂◇平成26年度「農林水産業・食品産業科学
技術研究推進事業」新規研究課題の公募及
び公募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）

８日貉◇「全国低コスト造林シンポジウム～コン
テナ苗による低コスト造林の拡大～」の開
催及び一般参加者募集について（林野庁森
林整備部整備課造林間伐対策室、林野庁国
有林野部業務課）
◇「ASEAN諸国の大学と連携した食料分
野における人材育成に関するシンポジウ
ム」の開催について（食料産業局新事業創
出課）

９日貅◇「養殖魚需給検討会」の開催及び一般傍
聴について（水産庁増殖推進部栽培養殖課）
◇諫早湾干拓開門問題に係る国の裁判対応
について（農村振興局整備部農地資源課）

10日貊◇横山農林水産大臣政務官の国内出張につ
いて（大臣官房政策課調整・総括・企画・
計画）
◇米に関するマンスリーレポート（平成26

年１月10日）の公表について（生産局農産
部農産企画課）
◇野菜の生育状況及び価格見通し（平成26

年１月）について（生産局農産部園芸作物
課）
◇「第55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（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）
◇「農山漁村再生可能エネルギー法に関す
る説明会」の開催及び一般傍聴について（食
料産業局再生可能エネルギーグループ）
◇「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）

14日貂◇「食品トレーサビリティ『実践的なマニュ
アル』（仮称）」（案）に対する食品事業者
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等からの意見募集について（消費・安全局
表示・規格課）
◇「持続可能な森林経営に関する日中韓三
か国対話」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）
◇「ASEAN＋３緊急米備蓄（APTERR）」
協定に基づくラオスにおける洪水被害に対
する支援措置について（平成26年１月）（生
産局農産部貿易業務課）
◇「公共建築物における木材の利用の促進
に関する関係省庁等会議」の開催及び一般
傍聴について（林野庁林政部木材利用課、
国土交通省大臣官房官庁営繕部整備課木材
利用推進室）
◇林農林水産大臣の海外出張について（大
臣官房国際部国際協力課）
◇「第２回介護食品のあり方に関する検討
会議」の開催及び一般傍聴について（食料
産業局食品製造卸売課）

15日貉◇吉川農林水産副大臣の国内出張について
（生産局農産部農産企画課）
◇横山農林水産大臣政務官の国内出張につ
いて（生産局農産部農産企画課、林野庁林
政部木材産業課）
◇「日蘭研究交流シンポジウム」の開催及
び一般傍聴について（農林水産技術会議事
務局研究推進課）
◇漁港・漁村における防災・減災対策の現
状について（水産庁漁港漁場整備部防災漁
村課）
◇「食料・農業・農村政策審議会農業共済
部会（平成25年度第2回）」の開催及び一般
傍聴について（経営局保険課保険数理室）

16日貅◇豪州の一部地域からのかんきつ類の輸入
停止について（消費・安全局植物防疫課）

17日貊◇農林水産省と観光庁の「農観連携の推進
協定」について（農村振興局農村政策部都
市農村交流課、観光庁観光地域振興部観光
地域振興課）
◇平成26年度委託プロジェクト研究課題の
公募及び公募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）
◇「第1回農林水産物・食品の輸出に係る
物流検討会」の開催について（食料産業局
輸出促進グループ）
◇「第3回海岸保全施設維持管理マニュア

ル改訂調査委員会」の開催及び一般傍聴に
ついて（農村振興局整備部防災課）
◇吉川農林水産副大臣の海外出張について
（食料産業局新事業創出課、大臣官房国際
部国際経済課経済連携チーム）

20日豺◇林農林水産大臣の海外出張の概要につい
て（大臣官房国際部国際協力課）
◇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）
◇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）
◇「食品に関するリスクコミュニケーショ
ン-畜産分野における薬剤耐性菌対策に関
する意見交換会-」の開催及び参加者の募
集について（消費・安全局消費者情報官）
◇「学校給食フェア」の開催について（食
料産業局産業連携課）

21日貂◇「食料・農業・農村政策審議会農業農村
振興整備部会（平成25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）
◇薪ストーブ火入れ式の開催について（林
野庁林政部木材利用課）
◇食料・農業・農村政策審議会、食料・農
業・農村政策審議会企画部会合同会議の開
催及び一般傍聴について（大臣官房政策課）
◇「担い手農家の経営革新に資する稲作技
術」の募集について（生産局農産部穀物課）
◇「平成25年度口蹄疫防疫対策強化推進会
議」の開催について（消費・安全局動物衛
生課）

22日貉◇主要漁港における大規模災害時の応急体
制の充実について（水産庁漁港漁場整備部
防災漁村課）
◇海岸管理のあり方検討委員会「今後の海
岸管理のあり方について（とりまとめ）」
について（農村振興局整備部防災課）
◇「第４回日本食文化ナビ活用推進検討会」
の開催及び一般傍聴について（大臣官房政
策課食ビジョン推進室）

23日貅◇生物多様性及び生態系サービスに関する
政府間科学政策プラットフォーム（IPBES）
に関わる専門家公募について（大臣官房環
境政策課、環境省自然環境局自然環境計画
課生物多様性地球環境戦略企画室）

24日貊◇吉川農林水産副大臣の国内出張について
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（大臣官房地方課）
◇「平成25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）
◇林農林水産大臣のJRA賞授賞式への出席
について（生産局畜産部競馬監督課）
◇「第1回介護食品のあり方に関する検討
会議認知度向上に関するワーキングチー
ム」の開催及び一般傍聴について（食料産
業局食品製造卸売課）
◇『プロジェクト！「浜の応援団」』につ
いて（（プロジェクト！「浜の応援団」事
務局）水産庁漁政部企画課）
◇林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、大臣官房国際部
国際経済課WTO等交渉チーム）

27日豺◇林農林水産大臣の海外出張概要について
（大臣官房国際部国際経済課WTO等交渉
チーム）

28日貂◇タイラギ稚貝を活用した養殖実証試験の
実施について（水産庁増殖推進部研究指導
課、水産庁増殖推進部栽培養殖課）
◇平成25年度農林水産業・食品産業科学技
術研究推進事業「緊急対応研究課題」の第
２回公募について（農林水産技術会議事務
局研究推進課産学連携室産学連携振興班、
農林水産技術会議事務局研究推進課推進
班、農林水産技術会議事務局研究推進課産
学連携室産学連携企画班、農林水産技術会
議事務局研究推進課産学連携室産学連携振
興班）
◇「和の空間」の展示オープニングセレモ
ニー（除幕式）の開催について（生産局農
産部地域作物課、生産局農産部園芸作物課
花き産業・施設園芸振興室、林野庁林政部
林政課）
◇「平成25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）

29日貉◇「第2回森林分野における国際的な動向
等に関する報告会」の開催及び一般傍聴に
ついて（林野庁森林整備部計画課海外林業
協力室）

◇「中央国有林材供給調整検討委員会」の
開催について（林野庁国有林野部業務課）

30日貅◇組換えDNA技術応用飼料の安全性確認
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）
◇「農林物資規格調査会（平成25年度第3

回）」の開催及び一般傍聴について（消費・
安全局表示・規格課）

31日貊◇スギ雄花に含まれる放射性セシウム濃度
の調査結果について（林野庁森林整備部研
究指導課）
◇平成25年産米の相対取引価格（平成25年
12月）（生産局農産部農産企画課）
◇信用事業再編強化法に基づき資本増強の
決定を行った８農協及び1漁協の信用事業
強化計画等の履行状況について（平成25事
業年度半期）（経営局金融調整課、水産庁
漁政部水産経営課）
◇資源管理・漁業経営安定対策の実施状況
（平成25年12月末現在）について（水産庁
漁政部漁業保険管理官、水産庁漁政部企画
課、水産庁増殖推進部栽培養殖課）
◇横山農林水産大臣政務官の国内出張につ
いて（水産庁増殖推進部漁場資源課）
◇「第１回バイオ燃料生産拠点確立事業検
証委員会」の開催及び一般傍聴について（食
料産業局バイオマス循環資源課バイオマス
事業推進室）
◇「平成25年度鳥獣被害対策優良活動表彰」
の受賞者の決定及び表彰式の開催について
（生産局農産部農業環境対策課鳥獣災害対
策室）
◇人・農地プランの進捗状況（12月末現在）
について（経営局経営政策課）
◇食品の安全性に関する「リスク管理検討
会」の開催及び一般傍聴について（消費・
安全局消費・安全政策課）
◇平成25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）

〈法令〉
１月８日貉◇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1号）を公布（平成26年7月8日から施行）

10日貊◇東日本大震災復興特別区域法第四十九条
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第二項及び第五十五条第二項に規定する農
林水産大臣に対する協議に関する命令の一
部を改正する命令（復興庁・農林水産省令
第1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2号）を公布（同日施行）
◇農林水産省関係東日本大震災復興特別区
域法施行規則の一部を改正する省令（農林
水産省令第3号）を公布（同日施行）

16日貅◇国民年金法施行令等の一部を改正する政
令（政令第9号）を公布（平成26年4月1日
から施行）

17日貊◇産業競争力強化法の施行期日を定める政
令（政令第12号）を公布（同日施行）
◇産業競争力強化法施行令（政令第13号）
を公布（法の施行の日（平成26年1月20日）
から施行）
◇産業競争力強化法施行規則（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・環境省令第1号）
を公布（産業競争力強化法（平成25年法
律第98号）の施行の日（平成26年1月20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1号）を公
布（産業競争力強化法の施行の日（平成26

年1月20日）から施行）
◇産業活力の再生及び産業活動の革新に関
する特別措置法第二十四条の二第一項の規
定による義務を行う場合おける株式会社日
本政策金融公庫の危機対応円滑化業務の実
施に関し必要な事項を定める省令を廃止す
る省令（財務省・農林水産省・経済産業省
令第1号）を公布（産業競争力強化法の施
行の日（平成26年1月20日）から施行）
◇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４号）を公布(産
業競争力強化法の施行の日（平成26年１月
20日）から施行）

24日貊◇金融商品取引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14号）を
公布（同日施行）
◇金融商品取引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に関する政令
（政令第15号）を公布（金融商品取引法等

の一部を改正する法律の施行の日（平成26

年４月１日）から施行）

２　月
２月３日豺◇野菜の生育状況及び価格見通し（平成26

年2月）について（生産局農産部園芸作物課）
４日貂◇需要に見合った生産に係る養殖生産数量

ガイドライン（平成２６年漁期）の制定に
ついて（水産庁増殖推進部栽培養殖課）

５日貉◇でん粉の需給見通しについて（生産局農
産部地域作物課）
◇「ディスカバー農山漁村（むら）の宝」
に係る優良事例の募集について（農村振興
局農村政策部都市農村交流課）
◇「緊急時に備えた家庭用食料品備蓄ガイ
ド」の策定について（大臣官房食料安全保
障課）
◇株式会社オーシャンシステムにおける生
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）

６日貅◇メキシコ向け牛肉の輸出について（消費・
安全局動物衛生課国際衛生対策室）
◇中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）
◇「食料・農業・農村政策審議会食料産業
部会食品リサイクル小委員会」及び「中央
環境審議会循環型社会部会食品リサイクル
専門委員会」の第8回合同開催及び一般傍
聴について（食料産業局バイオマス循環資
源課食品産業環境対策室）
◇「平成25年度第４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）

７日貊◇米に関するマンスリーレポート（平成26

年２月７日）の公表について（生産局農産
部農産企画課）
◇「植物防疫法施行規則」の一部改正等に
ついて～アルゼンチン、イタリア、トルコ、
オーストラリア及びチリからの生果実の輸
入解禁品目の追加等～（消費・安全局植物
防疫課）
◇「食品容器包装のリサイクルに関する懇
談会」（第3回）の開催及び一般傍聴につい
て（食料産業局バイオマス循環資源課食品
産業環境対策室）
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◇「食料・農業・農村政策審議会企画部会
第4回有機農業の推進に関する小委員会」
の開催及び一般傍聴について（生産局農産
部農業環境対策課）
◇国連生物多様性の10年「グリーンウェイ
ブ2014」の実施について（林野庁森林整備
部森林利用課山村振興・緑化推進室）

10日豺◇「食料・農業・農村政策審議会平成25年
度第3回畜産部会」の開催及び一般傍聴に
ついて（生産局畜産部畜産企画課畜産総合
推進室）
◇第１回「医学・栄養学との連携による日
本食の評価」研究戦略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
研究推進課産学連携室）
◇「優秀農林水産業者に係るシンポジウム」
の地方開催及び参加者の募集について（大
臣官房総務課、公益財団法人日本農林漁業
振興会）
◇「第12回聞き書き甲子園フォーラム」の
開催について（林野庁森林整備部森林利用
課山村振興・緑化推進室、水産庁漁港漁場
整備部計画課、聞き書き甲子園実行委員会
事務局認定NPO法人共存の森ネットワー
ク）
◇「『国際森林デ―2014みどりの地球』～
国際交流・海の森植樹～」の参加者募集に
ついて（林野庁森林整備部森林利用課山村
振興・緑化推進室、公益財団法人森林文化
協会）
◇小里農林水産大臣政務官の「第60回JA

全国青年大会」への出席について（経営局
協同組織課経営・組織対策室）
◇「第２回農業女子プロジェクト推進会
議」、「農業女子ワークショップ」の開催及
び一般傍聴について（経営局就農・女性課
女性・高齢者活動推進室）

13日貅◇「学校の森・子どもサミット」の参加校・
協賛企業の募集について（林野庁森林整備
部森林利用課山村振興・緑化推進室、林野
庁国有林野部経営企画課国有林野総合利用
推進室、特定非営利活動法人共存の森ネッ
トワーク（学校の森・子どもサミット実行
委員会事務局））
◇「平成25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）

14日貊◇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）
◇全国の野生鳥獣による農作物被害状況に
ついて(平成24年度）（生産局農産部農業環
境対策課鳥獣災害対策室）
◇国産水産物の輸出促進のためのキャッチ
コピー、ロゴマークの策定について（水産
庁漁政部企画課、水産庁漁政部加工流通課）

17日豺◇小里農林水産大臣政務官の「平成25年度
農業共済新聞全国研修集会」への出席につ
いて（経営局保険監理官）
◇「食料・農業・農村政策審議会企画部会」
の開催及び一般傍聴について（大臣官房政
策課）
◇「農業資材審議会飼料分科会及び中央環
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５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、
環境省自然環境局総務課動物愛護管理室内
中央環境審議会動物愛護部会事務局）
◇2014年春の農作業安全確認運動の実施に
ついて（生産局農産部技術普及課生産資材
対策室）
◇「第２回バイオ燃料生産拠点確立事業検
証委員会」の開催及び一般傍聴について（食
料産業局バイオマス循環資源課バイオマス
事業推進室）
◇「水産政策審議会第64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）
◇「平成25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
振興局整備部水資源課、農村振興局整備部
土地改良企画課）
◇「水産政策審議会第48回企画部会」の開
催及び一般傍聴について（水産庁漁政部企
画課）

18日貂◇「第2回農林水産物・食品の輸出に係る
物流検討会」の開催について（食料産業局
輸出促進グループ）
◇吉川農林水産副大臣の「平成25年度全国
麦作共励会中央表彰式」への出席について
（生産局農産部穀物課）
◇「大雪被害に関する農林水産省緊急災害
対策本部」の設置及び第１回会合の開催に
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ついて（経営局総務課災害総合対策室）
19日貉◇第１回「情報工学との連携による農林水

産分野の情報インフラの構築」研究戦略検
討会の開催及び一般傍聴について（農林水
産技術会議事務局研究推進課産学連携室）
◇第１回「理学・工学との連携による革新
的ウイルス対策技術の開発」研究戦略検討
会の開催及び一般傍聴について（農林水産
技術会議事務局研究推進課産学連携室）
◇皇居内の樹木の種子（海岸防災林植樹用）
の配付を希望する民間団体の募集について
（林野庁森林整備部森林利用課山村振興・
緑化推進室）
◇「第56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（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）
◇ポーランド共和国からの豚肉等の輸入停
止措置について（消費・安全局動物衛生課
国際衛生対策室）

20日貅◇横山農林水産大臣政務官の国内出張につ
いて（経営局総務課災害総合対策室）
◇「農業資材審議会農薬分科会（第14回）」
の開催及び一般傍聴について（消費・安全
局農産安全管理課農薬対策室）

21日貊◇林農林水産大臣の国内出張について（経
営局総務課災害総合対策室）
◇食品に関するリスクコミュニケーション
食品中の放射性物質に関する現状と今後の
取組～正確な理解のために～の開催につい
て（消費者庁消費者安全課、内閣府食品安
全委員会事務局、厚生労働省医薬食品局食
品安全部、農林水産省消費・安全局）
◇「平成24年度国産玄米及び精米中のヒ素
の含有実態調査」の結果について（消費・
安全局農産安全管理課）
◇「森林整備保全事業計画（案）」に対す
る意見・情報の募集（パブリックコメント）
について（林野庁森林整備部整備課造林間
伐対策室）
◇「平成25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）
◇「平成25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）

24日豺◇「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25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）
◇平成25年度農林水産業・食品産業科学技
術研究推進事業「第2回緊急対応研究課題」
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産学連携振興班）
◇第２回「医学・栄養学との連携による日
本食の評価」研究戦略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
研究推進課産学連携室）
◇輸入小麦の政府売渡価格の改定について
（生産局農産部貿易業務課）
◇横山農林水産大臣政務官の「平成25年度
第19回環境保全型農業推進コンクール表彰
式・シンポジウム」への出席について（生
産局農産部農業環境対策課）
◇米国ペンシルバニア州からの生きた家き
ん、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）
◇中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）
◇「大雪被害に関する農林水産省緊急災害
対策本部第２回会合」の開催について（経
営局総務課災害総合対策室）
◇今冬の豪雪による被災農業者への支援対
策について（経営局総務課災害総合対策室、
経営局金融調整課、経営局就農・女性課、
生産局総務課生産推進室、生産局園芸作物
課）

25日貂◇平成25年度「次世代施設園芸導入加速化
支援事業」の実施地区の決定について（生
産局農産部園芸作物課花き産業・施設園芸
振興室）
◇米国ニュージャージー州からの生きた家
きん、家きん肉等の輸入停止措置について
（消費・安全局動物衛生課国際衛生対策室）

26日貉◇小里農林水産大臣政務官の国内出張につ
いて（経営局総務課災害総合対策室）
◇第１回「ディスカバー農山漁村（むら）
の宝」有識者懇談会の結果報告について（農
村振興局農村政策部都市農村交流課）
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◇第１回「工学との連携による農林水産物
由来の物質を用いた高機能性素材等の開
発」研究戦略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研究推進
課産学連携室）
◇横山農林水産大臣政務官の「平成25年度
鳥獣被害対策優良活動表彰式」への出席に
ついて（生産局農産部農業環境対策課鳥獣
災害対策室）
◇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指導課森林保護対策
室）
◇新たな食料・農業・農村基本計画の検討
における国民の皆様の御意見・御要望の募
集について（大臣官房政策課）

27日貅◇「農業資材審議会農業機械化分科会（第
17回）」の開催及び一般傍聴について（生
産局農産部技術普及課生産資材対策室）
◇「ディスカバー農山漁村（むら）の宝」
ロゴマークの募集について（農村振興局農
村政策部都市農村交流課）

28日貊◇平成25年産米の相対取引価格（平成26年
１月）（生産局農産部農産企画課）
◇ニュージーランド向け牛肉の輸出につい
て（消費・安全局動物衛生課国際衛生対策
室）
◇人・農地プランの進捗状況（１月末現在）
について（経営局経営政策課）
◇「六次産業化・地産地消法」に基づく事
業計画の認定について（食料産業局産業連
携課）
◇「平成25年度第４回木材需給会議」の開
催及び一般傍聴について（林野庁林政部木
材利用課）

〈法令〉
２月４日貂◇森林法施行規則の一部を改正する省令

（農林水産省令第5号）を公布（平成26年４
月１日から施行）

５日貉◇公職選挙法施行令の一部を改正する政令
（政令第21号）を公布（平成27年３月１日
から施行）
◇薬事法及び薬剤師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24号）
を公布（同日施行）

６日貅◇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６号）を公布（同日施行）
◇飼料の安全性の確保及び品質の改善に関
する法律施行規則の一部を改正する省令
（農林水産省令第７号）を公布（同日施行）

７日貊◇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）

10日豺◇農業災害補償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日貉◇農林蓄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10号）
を公布（同日施行）

18日貂◇競馬法施行規則及び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11号）を公布（競馬法の一部を改正す
る法律の施行の日（平成26年４月１日）か
ら施行）

21日貊◇絶滅のおそれのある野生動物の種の保存
に関する法律の一部を改正する法律の施行
期日を定める政令（政令第42号）を公布（同
日施行）

24日豺◇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12号）を公布（平成26

年８月24日から施行）
26日貉◇農地中間管理事業の推進に関する法律の

施行期日を定める政令（政令第45号）を公
布（同日施行）
◇農地中間管理事業の推進に関する法律施
行令（政令第46号）を公布（法の施行の日
（平成26年３月１日）から施行）
◇農業の構造改革を推進するための農業経
営基盤強化促進法等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47号）
を公布（同日施行）
◇金融商品取引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48号）を
公布（同日施行）

28日貊◇株式会社日本政策金融公庫の出資業務に
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（農業の構造
改革を推進するための農業経営基盤強化促
進法等の一部を改正する等の法律（平成25

年法律第102号）附則第一条第二号に掲げ
る規定の施行の日（平成26年３月１日）か
ら施行）
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◇独立行政法人農業者年金基金法附則第六
条第三項の規定によりなおその効力を有す
るものとされた農業者年金基金法の一部を
改正する法律附則第十一条第二項の規定に
よりなおその効力を有するものとされた農
業者年金基金法施行規則等を廃止する省令
第一号の規定による廃止前の農業者年金基
金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1号）を公布（農
地中間管理事業の推進に関する法律の施行
の日（平成26年3月1日）から施行）
◇農業法人に対する投資の円滑化に関する
特別措置法施行規則の一部を改正する省令
（農林水産省令第13号）を公布（農業の構
造改革を推進するための農業経営基盤強化
促進法等の一部を改正する等の法律（平成
25年法律第102号）附則第1条第2号に掲げ
る規定の施行の日（平成26年3月1日）から
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14号）を公布（農業の構
造改革を推進するための農業経営基盤強化
促進法等の一部を改正する等の法律（平成
25年法律第102号）附則第1条第2号に掲げ
る規定の施行の日（平成26年3月1日）から
施行）
◇農地中間管理事業の推進に関する法律施
行規則（農林水産省令第15号）を公布(法
の施行の日（平成26年3月1日）から施行）

３　月
３月３日豺◇今冬の豪雪による被災農業者への支援対

策（追加対策）について（経営局総務課災
害総合対策室、経営局金融調整課、経営局
就農・女性課、生産局総務課生産推進室、
生産局園芸作物課、生産局穀物課、生産局
技術普及課、生産局牛乳乳製品課、生産局
畜産企画課）
◇吉川農林水産副大臣の国内出張について
（食料産業局輸出促進グループ）
◇「大雪被害に関する農林水産省緊急災害
対策本部第３回会合」の開催について（経
営局総務課災害総合対策室）
◇「水稲の作柄に関する委員会（平成25年
度第３回）」の開催及び一般傍聴について
（大臣官房統計部生産流通消費統計課）

◇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）
◇「第23回日本海・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、水産庁九州漁業調整
事務所）
◇「第20回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）
◇「第27回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）

４日貂◇「あなたが伝えたい『和食』の魅力コン
テスト」表彰式及び記念トークセッション
の開催について（大臣官房政策課食ビジョ
ン推進室、「和食」の魅力コンテスト実行
委員会事務局）
◇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）
◇各府省庁の食堂における被災地産水産物
の利用促進について（水産庁漁政部加工流
通課、水産庁資源管理部漁業調整課）

５日貉◇江藤農林水産副大臣の「JFTD学園日本
フラワーカレッジ第23期生卒業式」への出
席について（生産局農産部園芸作物課花き
産業・施設園芸振興室）
◇第２回「理学・工学との連携による革新
的ウイルス対策技術の開発」研究戦略検討
会の開催及び一般傍聴について（農林水産
技術会議事務局研究推進課産学連携室）

６日貅◇第２回「情報工学との連携による農林水
産分野の情報インフラの構築」研究戦略検
討会の開催及び一般傍聴について（農林水
産技術会議事務局研究推進課産学連携室）
◇遺伝子組換えカイコの第一種使用等に関
する審査結果についての意見・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）

７日貊◇米に関するマンスリーレポート（平成26

年３月７日）の公表について（生産局農産
部農産企画課）
◇「農の雇用事業」の募集を開始します（平
成26年６月研修開始分）（経営局就農・女
性課、全国農業会議所（全国新規就農相談
センター））
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◇「第３回バイオ燃料生産拠点確立事業検
証委員会」の開催及び一般傍聴について（食
料産業局バイオマス循環資源課バイオマス
事業推進室）
◇林農林水産大臣の「第43回日本農業賞表
彰式」への出席について（生産局農産部技
術普及課）
◇「農薬登録制度に関する懇談会」の開催
及び一般傍聴について（消費・安全局農産
安全管理課農薬対策室）
◇避難指示区域等における26年産米の作付
に係る取組について（26年産米の作付制限
等の対象地域）（生産局農産部穀物課）

10日豺◇中国運搬船の拿捕について（水産庁資源
管理部管理課）
◇平成26年度委託プロジェクト研究課題の
公募（第２回）及び公募説明会の実施につ
いて（農林水産技術会議事務局研究推進課）
◇「農林水産省地震災害対策本部」「農林
水産省原子力災害対策本部」合同本部の開
催について（大臣官房政策課）

11日貂◇吉川農林水産副大臣の「第８回JAグルー
プ国産農畜産物商談会開会セレモニー」へ
の出席について（食料産業局産業連携課）
◇小里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）
◇融雪等に伴う農産物等の被害防止技術対
策に係る留意事項について（生産局農産部
農業環境対策課鳥獣災害対策室、生産局農
産部穀物課、生産局農産部園芸作物課、生
産局農産部地域作物課、生産局畜産部畜産
企画課、生産局畜産部畜産振興課草地整備
推進室）
◇第２回「工学との連携による農林水産物
由来の物質を用いた高機能性素材等の開
発」研究戦略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研究推進
課産学連携室）
◇「第３回介護食品のあり方に関する検討
会議定義に関するワーキングチーム」の開
催及び一般傍聴について（食料産業局食品
製造卸売課）
◇「平成26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）

◇第22回優良外食産業表彰における受賞者
の決定及び表彰式典の開催について（食料
産業局食品小売サービス課外食産業室）
◇「第３回農地・水保全管理支払交付金第
三者委員会」の開催及び一般傍聴について
（農村振興局整備部農地資源課農地･水保全
管理室）
◇「第４回海岸保全施設維持管理マニュア
ル改訂調査委員会」の開催及び一般傍聴に
ついて（農村振興局整備部防災課）
◇フィリピン向け牛肉の輸出について（消
費・安全局動物衛生課国際衛生対策室）
◇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
総務課災害総合対策室）

12日貉◇「食料・農業・農村政策審議会農業農村
振興整備部会（平成25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）
◇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）
◇「第３回農林水産物・食品の輸出に係る
物流検討会」の開催について（食料産業局
輸出促進グループ）
◇「ウナギの国際的資源保護・管理に係る
第５回非公式協議」の開催について（水産
庁増殖推進部漁場資源課、水産庁増殖推進
部栽培養殖課）

13日貅◇「平成26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）
◇平成25年度中山間地域等直接支払交付金
及び農地・水保全管理支払交付金の実施状
況（見込み）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、
農村振興局整備部農地資源課農地･水保全
管理室）
◇平成25年度環境保全型農業直接支援対策
の取組状況（見込み）について（生産局農
産部農業環境対策課）
◇平成26年(第８回）「みどりの学術賞」受
賞者の決定について（林野庁森林整備部森
林利用課山村振興・緑化推進室）

14日貊◇「平成26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飼料需給対
策室）
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◇第２回「スマート農業の実現に向けた研
究会」の開催について（生産局農産部技術
普及課生産資材対策室）
◇豪州からの生きた家きん、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１回資源管理のあり方検討会」の開
催及び一般傍聴について（水産庁資源管理
部管理課）
◇小里農林水産大臣政務官のモンゴル出張
の概要について（大臣官房国際部国際協力
課）
◇第65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日豺◇「食料・農業・農村政策審議会平成25年
度第４回畜産部会」の開催及び一般傍聴に
ついて（生産局畜産部畜産企画課畜産総合
推進室）
◇「農産物検査規格検討会」の開催及び一
般傍聴について（生産局農産部穀物課米麦
流通加工対策室）
◇「大学は美味しい!!」in農林水産省特別
講演の開催及び一般傍聴について（農林水
産技術会議事務局研究推進課）
◇第１回「食品産業もったいない大賞」に
おける受賞者の決定及び表彰式の開催につ
いて（食料産業局バイオマス循環資源課食
品産業環境対策室）

18日貂◇林農林水産大臣とファット・ベトナム農
業・農村開発大臣による議事録署名につい
て（大臣官房国際部国際経済課経済連携
チーム）
◇遺伝子組換えセイヨウナタネ、トウモロ
コシ及びワタの第一種使用等に関する審査
結果についての意見・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）

19日貉◇「食料・農業・農村政策審議会食糧部会」
の開催及び一般傍聴について（生産局農産
部農産企画課）
◇東日本大震災について～農林水産関連施
設の復旧・復興のための技術者派遣につい
て～（農村振興局整備部設計課、林野庁森
林整備部治山課、水産庁漁港漁場整備部整
備課）
◇「食料・農業・農村政策審議会企画部会」

の開催及び一般傍聴について（大臣官房政
策課）

20日貅◇ベトナム向け牛肉、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）
◇テーブルマーク株式会社の産業競争力強
化法に基づく事業再編計画の認定について
（食料産業局食品製造卸売課）
◇米先物取引の試験上場に関するシーズン
レポート（平成26年３月）の公表について
（食料産業局商品取引グループ）
◇平成25年度太平洋いわし類長期漁海況予
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）
◇平成25年度第２回対馬暖流系マアジ・さ
ば類・いわし類長期漁海況予報（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）
◇「買い物困難者等支援策活用ガイド」の
作成について（食料産業局食品小売サービ
ス課）
◇就農促進のための広報誌「earth×仕事」
の発行・配布について（経営局就農・女性課）
◇横山農林水産大臣政務官の平成25年度
「食アメニティコンテスト」及び「美の里
づくりコンクール」表彰式への出席につい
て（農村振興局農村政策部都市農村交流課）
◇「日ロさけ・ます漁業交渉」の開催につ
いて（水産庁資源管理部国際課）
◇「ウナギの国際的資源保護・管理に係る
第5回非公式協議」の結果について（水産
庁増殖推進部漁場資源課、水産庁増殖推進
部栽培養殖課）
◇食品トレーサビリティ「実践的なマニュ
アル」について（消費・安全局表示・規格課）

24日豺◇第３回「医学・栄養学との連携による日
本食の評価」研究戦略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
研究推進課産学連携室）
◇韓国あなご筒漁船の拿捕について（水産
庁資源管理部管理課）
◇「食料・農業・農村政策審議会食料産業
部会食品リサイクル小委員会」及び「中央
環境審議会循環型社会部会食品リサイクル
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専門委員会」の第9回合同開催及び一般傍
聴について（食料産業局バイオマス循環資
源課食品産業環境対策室）
◇「食料・農業・農村政策審議会食料産業
部会」の開催及び一般傍聴について（食料
産業局企画課）

25日貂◇平成26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）
◇横山農林水産大臣政務官の第1回「食品
産業もったいない大賞」表彰式への出席に
ついて（食料産業局バイオマス循環資源課
食品産業環境対策室）
◇「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）
◇「水産政策審議会第49回企画部会」の開
催及び一般傍聴について（水産庁漁政部企
画課）

26日貉◇シンガポール向け牛肉の輸出について
（消費・安全局動物衛生課国際衛生対策室）
◇第３回「情報工学との連携による農林水
産分野の情報インフラの構築」研究戦略検
討会の開催及び一般傍聴について（農林水
産技術会議事務局研究推進課産学連携室）
◇平成26年度「麦の需給に関する見通し」
の公表について（生産局農産部貿易業務課）
◇食料及び農業のための植物遺伝資源に関
する国際条約（ITPGR）の多数国間の制
度に登録する植物遺伝資源（案）について
の意見・情報の募集（パブリックコメント）
について（農林水産技術会議事務局技術政
策課）
◇「第4回バイオ燃料生産拠点確立事業検
証委員会」の開催及び一般傍聴について（食
料産業局バイオマス循環資源課バイオマス
事業推進室）
◇「飼料用トウモロコシの流通・加工実態
調査」の結果について（消費・安全局農産
安全管理課）
◇砂糖及び異性化糖の需給見通しについて
（生産局農産部地域作物課）

27日貅◇「豚流行性下痢（PED）防疫担当者全国
会議」の開催について（消費・安全局動物
衛生課）
◇「農業技術の基本指針」の改定について
（大臣官房政策課）
◇「農業新技術2014」の選定について（農

林水産技術会議事務局研究推進課）
28日貊◇平成25年産米の相対取引価格・数量、契

約・販売状況、民間在庫の推移等について
（平成26年２月）（生産局農産部農産企画課）
◇バイオマス産業都市の第二次選定結果に
ついて（食料産業局バイオマス循環資源課
バイオマス事業推進室）
◇人・農地プランの進捗状況（２月末現在）
について（経営局経営政策課）

31日豺◇平成25年における国内のクロマグロ養殖
実績について（速報値）（水産庁増殖推進
部栽培養殖課、水産庁資源管理部漁業調整
課）
◇「担い手農家の経営革新に資する稲作技
術カタログ」について（生産局農産部穀物
課）
◇2013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）
◇自然再生推進法に基づく自然再生事業の
進捗状況の公表について（大臣官房環境政
策課）
◇平成24年度食品廃棄物等の年間発生量及
び食品循環資源の再生利用等実施率につい
て（大臣官房統計部生産流通消費統計課消
費統計室、食料産業局バイオマス循環資源
課食品産業環境対策室）

〈法令〉
３月３日豺◇農業災害補償法施行規則の一部を改正す

る省令（農林水産省令第16号）を公布（特
別会計に関する法律等の一部を改正する等
の法律の施行の日（平成26年４月１日）か
ら施行）

５日貉◇農林中央金庫法施行規則及び農林水産業
協同組合の金融機能の強化のための特別措
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（金融
商品取引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
26年３月６日）から施行）

11日貂◇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）

12日貉◇漁船損害等補償法施行令の一部を改正す
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る政令（政令第60号）を公布（平成26年４
月１日から施行）
◇日本中央競馬会の平成二十六事業年度に
おける日本中央競馬会法第二十九条の二第
三項の割合を定める政令（政令第61号）を
公布（同日施行）

14日貊◇平成二十五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65号）を公布（同
日施行）

20日貅◇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17号）を公布（同日施行）

24日豺◇米穀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18号）を公布（平成26年３月24

日から施行）
◇公的年金制度の健全性及び信頼性の確保
のための厚生年金保険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72

号）を公布（同日施行）
◇公的年金制度の健全性及び信頼性の確保
のための厚生年金保険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等に関
する政令（政令第73号）を公布（公的年金
制度の健全性及び信頼性の確保のための厚
生年金保険法等の一部を改正する法律の施
行の日（平成26年４月１日）から施行）
◇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3号）を公布（農業の構造改革を
推進するための農業経営基盤強化促進法等
の一部を改正する等の法律（平成25年法律
第102号）の施行の日（平成26年４月１日）
から施行）
◇種苗法施行規則の一部を改正する省令
（農林水産省令第19号）を公布（平成26年
５月１日から施行）

26日貉◇加工原料乳生産者補給金等暫定措置法施
行令の一部を改正する政令（政令第77号）
を公布（平成26年４月１日から施行）

28日貊◇平成十二年から平成二十四年までの間の
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89号）を公布
（同日施行）
◇特別会計に関する法律等の一部を改正す
る等の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92号）を公布（平成
26年４月１日から施行）
◇農業の構造改革を推進するための農業経
営基盤強化促進法等の一部を改正する等の
法律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95号）を公布
（改正法の施行の日（平成26年４月１日）
から施行）
◇国家戦略特別区域法の一部の施行期日を
定める政令（政令第98号）を公布（同日施行）
◇国家戦略特別区域法施行令（政令第99号）
を公布（法附則第１条第１号に掲げる規定
の施行の日（平成26年４月１日）から施行）
◇東日本大震災復興特別会計事務取扱規則
の一部を改正する命令（内閣府・復興庁・
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・防衛省令第1号）
を公布（同日施行）
◇農林水産省関係国家戦略特別区域法第
二十六条に規定する政令等規制事業に係る
省令の特例に関する措置を定める命令（内
閣府・農林水産省令第4号）を公布（平成
26年４月１日から施行）
◇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5号）を
公布（平成26年３月31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1号）
を公布（平成26年３月31日から施行）
◇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
21号）を公布（平成26年４月１日から施行）

31日豺◇農林水産省組織令の一部を改正する政令
（政令第109号）を公布（平成26年４月１日
から施行）
◇株式会社東日本大震災事業者再生支援機
構法施行規則の一部を改正する命令（内閣
府・復興庁・総務省・財務省・農林水産省・
経済産業省令第１号）を公布（中小企業等
協同組合法の一部を改正する法律の施行の
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日（平成26年4月1日）から施行）
◇疑わしい取引の届出における情報通信の
技術の利用に関する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2号）を公布（平成26年4月1

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6号）を公
布（金融商品取引法等の一部を改正する法
律の施行の日（平成26年4月1日）から施行）
◇温室効果ガス算定排出量等の報告等に関
する命令の一部を改正する命令（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、防衛省令第1号）
を公布（平成27年4月1日から施行）
◇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1号）を公布（平成26年4月1日
から施行）
◇食品廃棄物等多量発生事業者の定期の報
告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26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26年4月1日から施行）
◇厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員
共済組合制度の統合を図るための農林漁業
団体職員共済組合法等を廃止する等の法律
の施行に伴う存続組合が支給する特例年金
給付等に関する省令の一部を改正する省令
（農林水産省令第23号）を公布（平成26年4

月1日から施行）
◇農業経営基盤強化促進法施行規則等の一
部を改正する等の省令（農林水産省令第24

号）を公布（農業の構造改革を推進するた
めの農業経営基盤強化促進法等の一部を改
正する等の法律の施行の日（平成26年4月1

日）から施行）

◇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25号）を公布（平成26

年4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26号）を公布（平成26

年4月1日から施行）
◇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27号）を
交付（平成26年4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28号）を交付（金融商品取引
法等の一部を改正する法律の施行の日（平
成26年4月1日）から施行）




