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４　月

　　〈農業関係〉

４月３日�◇平成１２年度（上期）の関税割当公表につ

いて（経済局貿易関税課）

◇有珠山噴火に対する農林水産省の対応

（大臣官房総務課）

◇口蹄疫の疑似患畜の確認について（畜産

局衛生課）

◇主要食料品の小売価格等の見通し（食品

流通局物価対策室）

◇有珠山噴火災害に対する農林水産省の対

応について（大臣官房総務課）

◇東京穀物商品取引所におけるコーヒーの

本上場について（食品流通局商業課）

◇口蹄疫への対応について（第８報）（畜産

局衛生課）

◇平成１１年度林業組織経営体経営調査（統

計情報部経営統計課）

◇木材価格（平成１２年３月１５日現在）（統計

情報部構造統計課）

◇合板統計（平成１２年２月分）（統計情報部

構造統計課）

◇製材統計（平成１２年２月分）（統計情報部

構造統計課）

◇平成１２年度上期のとうもろこしの関税割

当てについて（経済局貿易関税課）

◇平成１２年度のナチュラルチーズの関税割

当てについて（経済局貿易関税課）

◇平成１２年度上期の麦芽の関税割当てにつ

いて（経済局貿易関税課）

◇平成１２年度上期のアルコール製造用糖み

つの関税割当てについて（経済局貿易関税

課）

◇平成１２年度上期の無糖ココア調整品の関

税割当てについて（経済局貿易関税課）

◇平成１２年度上期のトマトピューレ及びト

マトペーストの関税割当てについて（経済

局貿易関税課）

◇平成１２年度のパイナップル缶詰の関税割

当てについて（経済局貿易関税課）

◇平成１２年度の「その他の製品」の関税割

当てについて（経済局貿易関税課）

◇平成１２年度の学校給食用脱脂粉乳の関税

割当てについて（経済局貿易関税課）

◇平成１２年度の学校等給食用以外の脱脂粉

乳の関税割当てについて（経済局貿易関税

課）

◇平成１２年度の無糖れん乳の関税割当てに

ついて（経済局貿易関税課）

◇平成１２年度の無機質濃縮ホエイの関税割

当てについて（経済局貿易関税課）

◇平成１２年度ホエイ及び調整ホエイ（配合

飼料用）の関税割当てについて（経済局貿

易関税課）

◇平成１２年度の乳幼児用調整粉乳用ホエイ

等の関税割当てについて（経済局貿易関税

課）

◇平成１２年度のバターオイルの関税割当て

について（経済局貿易関税課）

◇平成１２年度上期の豆類（ひよこ豆、緑豆、

ひら豆、大豆及び落花生を除く。）の関税割

当について（経済局貿易関税課）

◇平成１２年度上期のでん粉、イヌリン及び

でん粉調整品の関税割当てについて（経済

局貿易関税課）

◇平成１２年度上期の落花生の関税割当てに

ついて（経済局貿易関税課）

◇平成１２年度のこんにゃく芋の関税割当て

について（経済局貿易関税課）

◇平成１２年度の調整食用脂の関税割当てに

ついて（経済局貿易関税課）

◇平成１２年度第１期の繭の関税割当てにつ

いて（経済局貿易関税課）

４日�◇モンサント社からのイネゲノム情報の受

け入れについて（技術会議事務局）

◇有珠山噴火災害に対する農林水産省の対

応について（第２報）（大臣官房総務課）

◇宮崎市で確認された口蹄疫の疑似患畜の

その後の検査について（第１１報）（畜産局衛
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生課）

◇口蹄疫への対応について（第１０報）（畜産

局衛生課）

５日�◇平成１１年度食料・農業・農村の動向に関

する年次報告第１部　食料・農農村の動向

　要旨（大臣官房調査課）

◇平成１１年産米の検査結果（速報値）（平成

１２年３月末日現在）（食糧庁検査課）

６日�◇子牛取引情報（平成１２年３月分）（統計情

報部流通消費統計課）

◇お米関連展示ケースの除幕式について

（食糧庁加工食品課）

◇口蹄疫への対応について（第１２報）（畜産

局衛生課）

７日�◇冷蔵水産物流通統計（平成１２年２月分）

（全国主要冷蔵庫）（統計情報部流通消費統

計課）

◇平成１２年度の花きの需給等の見通し（大

臣官房調査課）

◇平成１１年度外国産麦類の検査実績の産地

（型）銘柄別、検査項目別平均値（平成１１

年４月～平成１２年２月）（食糧庁検査課）

◇口蹄疫への対応について（第１３報）（畜産

局衛生課）

◇酪肉基本方針等の実現に向けた政策の推

進について（畜産局畜産経営課）

１０日�◇平成１２年産野菜の需給等の見通し（大臣

官房調査課）

◇口蹄疫の疑似患畜の確認について（第１４

報）（畜産局衛生課）

◇野菜の生産出荷予想（平成１２年３月２０日

現在）（統計情報部生産統計課）

◇第３回遺伝子組換え農作物等の環境安全

性の確保に関する検討専門委員会の開催及

び一般傍聴について（技術会議事務局）

◇韓国からの牛肉、豚肉等の輸入禁止につ

いて（第１５報）（畜産局衛生課）

１１日�◇有珠山噴火災害に対する農林水産省の対

応について（大臣官房総務課）

◇口蹄疫への対応について（第１６報）（畜産

局衛生課）０４０４４

◇青果物流通統計旬報概報（平成１２年３月

下旬）（統計情報部流通消費統計課）

◇自主流通米価格形成センター上場銘柄に

係る１１年産稲作経営安定対策の補てん単価

等について（食糧庁計画課）

１２日�◇生鮮食料品のマーケット・レポート（小

売業情報）４月上旬分（統計情報部流通消

費統計課）

◇農業生産総合対策事業に係る第三者委員

会の開催について（その１）（資料１～３）

（農産園芸局農産課）

◇農業生産総合対策事業に係る第三者委員

会の開催について（その２）（資料４～７）

（農産園芸局農産課）

◇豚丹毒予防用の次世代サブユニットワク

チンの新しい製造技術を開発（畜産衛生試

験場）

１３日�◇口蹄疫への対応について（第１８報）（畜産

局衛生課）

◇米国の２０００年外国貿易障壁報告書に対す

るコメントについて（経済局貿易関税課）

◇口蹄疫への対応について（第１７報）（畜産

局衛生課）

◇米国農務省穀物等需給報告（２０００年４月

１１日発表）のポイント（経済局国際企画課）

１４日�◇野菜農家の経営安定に関する意向調査結

果の概要（統計情報部企画調整課）

◇家畜排せつ物等のたい肥化施設の設置・

運営状況（統計情報部地域・環境情報室）

◇平成１１年食品産業動向調査結果の概要－

物流システムと情報化等の状況－（統計情

報部流通消費統計課）

◇花き流通統計（平成１２年２月分）（統計情

報部流通消費統計課）

◇消費地水産物流通統計（平成１２年２月分）

（統計情報部流通統計課）

◇口蹄疫への対応について（第１９報）（畜産

局衛生課）

◇食料・農業・農村政策推進本部第１回会

合の開催について（大臣官房企画室）

◇消費者の部屋「国民参加の森林づくり」

４／１７－４／２８（消費者の部屋）

１７日�◇４月９日に確認された口蹄疫の疑似患畜

のその後の検査について（第２０報）（畜産局

衛生課）

◇口蹄疫への対応について（第２１報）（畜産

局衛生課）

◇平成１１年度に二次税率を支払って輸入さ

れたコメについて（食糧庁貿易業務課）

◇口蹄疫への対応について（第２２報）（畜産

局衛生課）
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◇１．有珠山噴火災害に対する農林水産省

の対応について　２．有珠山噴火に伴う農

作物被害状況について（官房総務課・統計

情報部生統課）

◇調査の拡大について（大臣官房秘書課）

１８日�◇１１年産自主流通米流通実態緊急調査の結

果（速報）について（食糧庁計画課）

◇１１年産自主流通米流通実態緊急調査結果

を踏まえた対策について（食糧庁計画課）

◇国産稲わら緊急確保対策協議会（畜産局

自給飼料課）

◇口蹄疫への対応について（第２３報）（畜産

局衛生課）

１９日�◇「農協系統の事業・組織に関する検討会」

の開催について（経済局農業協同組合課）

◇平成１２年度　畜産物等の需給等の見通し

（大臣官房調査課）

◇有珠山噴火に伴う農産物被害状況につい

て（統計情報部生産統計課）

◇国産稲わら緊急確保対策協議会（第１回）

の概要（畜産局自給飼料課）

◇口蹄疫への対応について（第２４報）（畜産

局衛生課）

２０日�◇今後の口蹄疫の防疫対策について（第２５

報）（畜産局衛生課）

◇麦製品の取引価格の推移（食糧庁計画課）

◇「豪雨災害対策のための情報提供の推進」

について～平成１１年梅雨前線豪雨災害の検

証より～（大臣官房総務課）

◇生鮮食料品のマーケット・レポート（小

売業情報）４月中旬分（統計情報部流通消

費統計課）

◇青果物流通統計旬報概報　平成１２年４月

上旬（統計情報部流通消費統計課）

２１日�◇有珠山噴火に伴う農作物被害状況につい

て（統計情報部生産統計課）

◇「第２回高潮防災情報等のあり方研究会」

の議事概要について（構改局防災課、水産

庁防災海岸課）

◇冷蔵水産物流通統計　在庫情報（平成１２

年３月分）（統計情報部流通消費統計課）

◇横浜商品取引所における国際生糸の別建

て上場（生糸オフショア市場）について

（食品流通局商業課）

◇商品取引所における非遺伝子組換え大豆

（NON－ GMO大豆）の別建て上場につい

て（食品流通局商業課）

◇農薬安全使用基準の一部改正について

（農産園芸局植物防疫課）

◇「第１回農協系統の事業・組織に関する

検討会」の開催について（経済局農業協同

組合課）

　　２４日�◇口蹄疫への対応について（第２６報）（畜産

局衛生課）

◇今後の口蹄疫の防疫対策について（第２７

報）（畜産局衛生課）

◇中山間地域等総合対策検討会（第２回）

の開催について（構造改善局地域振興課）

◇クローン牛の異動報告のとりまとめにつ

いて（H１２．３．１～H１２．３．３１異動報告

分）（技術会議事務局・畜産局）

◇家畜クローン研究の現状について（技術

会議事務局・畜産局）

◇飼料増産推進計画の策定について（畜産

局自給飼料課）

◇口蹄疫への対応について（第２８報）（畜産

局衛生課）

２５日�◇平成１０年農林家経営動向調査結果（統計

情報部経営統計課）

◇平成１１年漁業・養殖業生産量（概数）（統

計情報部構造統計課）

◇口蹄疫への対応について（第２９報）（畜産

局衛生課）

◇軽焼マグネシアを使った土壌硬化の新技

術（農業工学研究所）

　　２６日�◇平成１１年産りんごの収穫量及び出荷量

　　　　　（統計情報部生産統計課）

◇平成１１年産みかんの収穫量及び出荷量

（統計情報部生産統計課）

◇農業経営動向統計月別収支　農業経営統

計調査　平成１２年２月分（統計情報部経営

統計課）

◇口蹄疫への対応について（第３０報）（畜産

局衛生課）

◇食料安全保障ホームページの開設につい

て（大臣官房企画室）

◇女性農業者の地位向上に関する実態調査

（経営参画と資産の保有に関する実態調

査）結果の概要（要旨）（農産園芸局婦人・

生活課）

◇米麦の残留農薬等の分析結果について

（食糧庁検査課・貿易業務課）
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◇ベルギー産の飼料用油脂等の取扱いにつ

いて（畜産局流通飼料課）

　　２７日�◇平成１１年農林水産業新規就業者等調査就

業状況調査結果の概要（要旨）（統計情報部

構造統計課）

◇平成１１年農林水産業新規就業者等調査就

業状態調査結果の概要（統計情報部構造統

計課）

◇シルク・新素材に関する検討会の設置に

ついて（農産園芸局畑作振興課）

◇平成１２年度病害虫発生予報第１号（農産

園芸局植物防疫課）

◇米の１人１ヶ月当たり消費量（平成１２年

２月分）（食糧庁計画課）

◇国内産主食用米穀（うるち米）の販売・

売却数量（速報）（食糧庁計画課）

◇日本向け中国産いねわらで消毒が適切に

行われなかった件について（農産園芸局植

物防疫課）

◇口蹄疫への対応について（第３１報）（畜産

局衛生課）

　　２８日�◇鶏ひなふ化羽数（平成１２年３月分）（統計

情報部構造統計課）

◇産地水産物流通統計（主要４２漁港）　平成

１２年３月（統計情報部構造統計課）

◇平成１１年農村物価指数（統計情報部経営

統計課）

◇食肉流通統計　平成１２年３月分（統計情

報部流通消費統計課）

◇牛乳乳製品統計　平成１２年３月分（統計

情報部流通消費統計課）

◇国産稲わら確保に対する取組強化につい

て（畜産局自給飼料課）

◇口蹄疫への対応について（第３２報）（畜産

局衛生課）

◇野菜の入荷量と価格の見通し（関東農政

局野菜課）

◇米穀の小売価格調査結果の概要（平成１２

年３月分）（食糧庁計画課）

◇米穀の卸売価格調査結果の概要（平成１２

年３月分）（食糧庁計画課）

◇１１年度麦類売渡実績（速報）（食糧庁業務

流通課）

◇基本計画及びWTO交渉に関する意見交

換等について（官房企画室、経済局国際経

済課）

◇「農林水産分野等における組換え体の利

用のための指針」に基づく確認について（技

術会議事務局先端課）

◇金田政務次官の外国出張について（経済

局国際企画課）

　　２９日�◇平成１２年春褒賞受章者名簿（大臣官房秘

書課）　

　　〈林業関係〉

４月４日�◇森の巨人たち　百選　－ THE　１００

　　　　　FOREST　GIANTS －（林野庁業務課）

◇「主要木材の短期需給見通し（平成１２年

第２四半期及び第３四半期）」　について

（林野庁木材流通課）

◇「平成１２年木材（用材）需給見通し」に

ついて（林野庁木材流通課）

７日�◇平成１２年度「森林倶楽部」の実施につい

て（林野庁業務課）

１１日�◇「高性能林業機械化促進基本方針」の改

定について（林野庁研究普及課）

１４日�◇第１１回森と花の祭典－「みどりの感謝祭」

について（林野庁造林保全課）

◇みどりの週間及び緑の募金「全国一斉強

調週間」に係る主要緑化行事について（林

野庁造林保全課）

◇第１１回「みどりの文化賞」受賞者の決定

について（（社）国土緑化推進機構）

◇「緑の募金」について（（社）国土緑化推

進機構）

２４日�◇林業公社に関する懇談会の開催について

（林野庁造林保全課）

　

　　〈水産業関係〉

４月３日�◇１９９９／２０００年南氷洋鯨類捕獲調査船団の

入港について（水産庁遠洋課）

４日�◇有害赤潮プランクトン「ヘテロカプサ」

を殺すウイルスの発見（水産庁研究指導課）

◇日中漁業協議について（水産庁国際課）

５日�◇日・南アフリカ漁業協議の結果について

（水産庁国際課）

６日�◇新日中漁業協定関係漁業者懇談会の開催

について（水産庁国際課）

７日�◇農林漁業金融公庫（水産関係）等の金利

改定について（水産庁協同組合課）

９日�◇ロシア監視艇による日本漁船の拿捕につ

いて（水産庁遠洋課）
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◇日中漁業協議（部長・副部長級）の結果

について（水産庁国際課）

１０日�◇有珠山噴火に伴う水質環境調査結果（水

産庁研究指導課）

１１日�◇MHLC第６回会合について（水産庁国際

課）

◇平成１１年度第３回日本海海況予報（水産

庁漁場資源課）

◇平成１２年度「魚介類中のコプラナー PCB

削減方策検討・解明事業」実施方針につい

て（水産庁漁場資源課）

１２日�◇第２回 ICCAT漁獲枠の配分基準に関す

る作業部会の結果について（水産庁国際課）

１３日�◇農林漁業金融公庫（水産関係）等の金利

改定について（水産庁協同組合課）

１７日�◇絶滅のおそれのある野生動植物の種の国

際取引に関する条約（CITES：ワシ　　ン

トン条約）第１１回締約国会議の途中経過（水

産庁漁場資源課）

２１日�◇遠洋トロール漁船第７大徳丸に対するロ

シア監視艇による銃撃・連行について（水

産庁遠洋課）

２４日�◇第２２４回中央漁業調整審議会の開催につ

いて（水産庁漁政課）

　　　◇第１１回ワシントン条約（CITES）締約国

会議の結果について（水産庁漁場資源課）

　　　◇MHLC第６回会合の結果について（訂正

版）（水産庁国際課）

２５日�◇第２２４回中央漁業調整審議会資料（水産遠

洋課）

◇日中漁業協議について（水産庁国際課）

２７日�◇まぐろの需給について（水産庁管理課）

◇韓国刺し網漁船の漁具不法設置について

（水産庁管理課）

２８日�◇パナマ船籍を有するまぐろ延縄漁業に従

事する船舶の我が国港への寄港不　許可措

置の解除について（水産庁管理課）

◇水産物の市況（平成１２年４月及び５月）

（水産庁水産流通課）

　　〈法令〉

４月５日�◇大豆なたね交付金暫定措置法及び農産物

価格安定法の一部を改正する法律（法律第

３５号）を公布（公布の日から起算して３月

を越えない範囲内において政令で定める日

から施行する）

１０日�◇家畜伝染病予防法施行規則の一部を改正

する省令（農林水産省令第５７号）を公布

（同日施行）

１９日�◇青年等の就農促進のための資金の貸付け

等に関する特別措置法及び農業信用保証保

険法の一部を改正する法律（法律第４１号）

を公布（公布の日から起算して６月を越え

ない範囲内において政令で定める日から施

行する）

２１日�◇肉用子牛生産安定等特別措置法施行令の

一部を改正する政令（政令第２０８号）を公布

（同日施行）

２８日�◇農産物検査法の一部を改正する法律（法

律第５４号）を公布（平成１３年４月１日から

施行）

◇大豆なたね交付金暫定措置法及び農産物

価格安定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２１５号）を公布（平

成１２年５月１０日から施行）

◇大豆なたね交付金暫定措置法施行令の一

部を改正する政令（政令第２１６号）を公布

（平成１２年５月１０日から施行）

◇農業機械化促進法施行令の一部を改正す

る政令（政令第２１７号）を公布（同日施行）

５月

　　〈農業関係〉

５月１日�◇口蹄疫への対応について（第３３報）（畜産

局衛生課）

◇主要食料品の小売価格等の見通し（食品

流通局物価対策室）

２日�◇平成１１年度食料品消費モニター第２回定

期調査結果の概要（食品流通局消費生活課）

◇平成１２年産果実の需給等の見通し（大臣

官房調査課）

◇生鮮食料品のマーケット・レポート（小

売業情報）４月下旬分（統計情報部流通消

費統計課）

◇青果物流通統計旬報概報　平成１２年４月

中旬（統計情報部流通消費統計課）

◇農村物価指数　平成１２年３月（統計情報

部経営統計課）

◇口蹄疫への対応について（第３４報）（畜産

局衛生課）

７日�◇口蹄疫への対応について（第３５報）（畜産

局衛生課）
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８日�◇木材価格（平成１２年４月１５日現在）（統計

情報部構造統計課）

◇合板統計（平成１２年３月分）（統計情報部

構造統計課）

◇製材統計（平成１２年３月分）（統計情報部

構造統計課）

◇口蹄疫への対応について（第３６報）（畜産

局衛生課）

９日�◇「第２回農協系統の事業・組織に関する

検討会の開催」について（経済局農業協同

組合課）

◇口蹄疫への対応について（第３７報）（畜産

局衛生課）

◇平成１２年２月・３月度の生糸需給動向（保

税生糸を除く）（農産園芸局畑作振興課）

１０日�◇口蹄疫への対応について（第３８報）（畜産

局衛生課）

◇生鮮食料品のマーケット・レポート（小

売業情報）５月上旬分（統計情報部流通消

費統計課）

◇平成１１年　合板統計（統計情報部構造統

計課）

◇平成１１年　製材基礎統計（統計情報部構

造統計課）

◇平成１１年　木材チップ統計（統計情報部

構造統計課）

１１日�◇平成１２年度農業資材の需給等の見通し

        （大臣官房調査課）

◇農業者年金制度改正についての意見交換

会に関するお知らせ（構造改善局農業経営

課）

◇軟弱野菜調製機の金型使用希望企業の募

集について（農産園芸局肥料機械課）

１２日�◇第４回遺伝子組換え農作物等の環境安全

性の確保に関する検討専門委員会の開催及

び一般傍聴について（技術会議事務局）

◇青果物流通統計旬報概報　平成１２年４月

下旬（統計情報部流通消費統計課）

◇平成１２年産穀物及び特産物の需給等の見

通し（大臣官房調査課）

◇口蹄疫への対応について（第４０報）（畜産

局衛生課）

１４日�◇口蹄疫への対応について（第４１報）（畜産

局衛生課）

◇口蹄疫への対応について（第４２報）（畜産

局衛生課）

１５日�◇野菜の生産出荷予想（平成１２年４月２０日

現在）（統計情報部生産統計課）

◇冷蔵水産物流通統計（平成１２年３月分）

（全国主要冷蔵庫）（統計情報部流通消費統

計課）

◇平成１１年度前期水産物価格追跡レポート

「食品流通段階別価格形成追跡調査報告」

の要旨　－第２回－（統計情報部流通消費

統計課）

◇平成１２年度農業生産総合対策事業実施予

定地区の公表について（農産園芸局農産課）

◇口蹄疫への対応について（第４３報）（畜産

局衛生課）

◇民間部門の農林水産研究開発功績者表彰

事業の発足について（技術会議事務局総務

課）

◇畜産振興総合対策事業による施設整備予

定の公表について（畜産局畜政課）

◇コーデックス食品表示部会の概要につい

て（食品流通局品質課）

１７日�◇クローン牛の異動報告のとりまとめにつ

いて（H１２．４．１～１２．４．３０異動報告分）

（技術会議事務局、畜産局）

◇都道府県農林水産主務部長予算提案会の

開催について（大臣官房予算課）

◇海岸保全基本方針の策定について（構改

局防災課、水産庁防災海岸課）

◇消費地水産物流通統計（平成１２年３月分）

（統計情報部流通消費統計課）

◇花き流通統計（平成１２年３月分）（統計情

報部流通消費統計課）

◇米国農務省穀物等需給報告（２０００年５月

１２日発表）のポイント（経済局国際企画課）

１８日�◇「第３回農協系統の事業・組織に関する

検討会」の開催について（経済局農業協同

組合課）

◇酪肉基本方針等の実現に向けた政策の推

進について（第２報）（畜産局畜産経営課）

◇口蹄疫への対応について（第４５報）（畜産

局衛生課）

１９日�◇－WTO農業交渉ホット・ラインの開設

－（経済局国際経済課、官房地方課）

◇麦製品の取引価格の推移（食糧庁計画課）

◇鶏卵流通統計（平成１２年１月～３月分）

（統計情報部流通消費統計課）

◇野菜の生産出荷予想（平成１２年５月５日
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現在）（統計情報部生産統計課）

◇平成１２年家畜の飼養動向について（平成

１２年２月１日現在）（統計情報部構造統計

課）

◇口蹄疫への対応について（第４６報）（畜産

局衛生課）

◇平成１２年度第２回飼料用輸入麦の同時契

約（SBS）の結果の概要（食糧庁貿易業務

課）

　　　◇「第３回農協系統の事業・組織に関する

検討会の開催」について（農協系統の信用

事業の現状と課題）（経済局農業協同組合

課）

　　　◇「第３回農協系統の事業・組織に関する

検討会の開催について（農協系統の共済事

業の現状と課題）（経済局農業協同組合課）

２１日�◇OIE 主催の口蹄疫に関する会議につい

　　　て（第４７報）（５月１９日発表）（畜産局衛生

課）

　　　　　◇口蹄疫への対応について（第４８報）（５月

２０日発表）（畜産局衛生課）

　　　　　◇口蹄疫への対応について（第４９報）（畜産

局衛生課）

２２日�◇平成１２年度バイオテクノロジー体験研修

の開催について（技術会議事務局）

◇第１回全国飼料増産戦略会議の開催につ

いて（畜産局自給飼料課）

◇平成１１年度外国産麦類検査実績の産地

（型）銘柄別、検査項目別平均値（平成１１

年４月～平成１２年３月）（食糧庁検査課）

◇米の１人１ヶ月当たり消費量（平成１２年

３月分）（食糧庁計画課）

◇国内産主食用米殻（うるち米）の販売・

売却数量（速報）（食糧庁計画課）

◇生鮮食料品のマーケット・レポート（小

売業情報）５月中旬分（統計情報部流通消

費統計課）

◇青果物流通統計旬報概報　平成１２年５月

上旬（統計情報部流通消費統計課）

２３日�◇平成１１年度チーズの需給表について（畜

産局牛乳乳製品課）

◇稲作経営安定対策等に関する意向補完調

査結果の概要（第３回）（食糧庁企画課、統

計情報部生統課）

◇口蹄疫への対応について（第５０報）（畜産

局衛生課）

◇平成１２年度第１回輸入米に係る特別売買

（SBS）の結果の概要（食糧庁貿易業務課）

２４日�◇農業経営動向統計月別収支（平成１２年３

月分）（統計情報部経営統計課）

◇冷蔵水産物流通統計　在庫情報（平成１２

年４月分）（統計情報部流通消費統計課）

◇「平成１２年家畜の飼養動向について（平

成１２年２月１日現在）」の訂正について（統

計情報部構造統計課）

◇農村女性による起業活動実態調査の概要

（農産園芸局婦人・生活課）

◇理想的な草型を持つイネの開発研究を開

始（農業生物資源研究所）

◇口蹄疫への対応について（第５１報）（畜産

局衛生課）

２５日�◇茨城県におけるニューカッスル病の発生

について（畜産局衛生課）

◇「オーケー食品工業株式会社」の産業活

力再生特別措置法に基づく事業再構築計画

の認定について（食品流通局油脂課、企振

課）

◇１２年度麦類売渡実績（速報）（食糧庁業務

流通課）

◇口蹄疫への対応について（第５２報）（畜産

局衛生課）

２６日�◇平成１１年産はっさく、いよかん、ネーブ

ルオレンジ、キウイフルーツの収穫量及び

出荷量（統計情報部生産統計課）

◇環境保全型農業（野菜）推進農家の経営

分析調査（事例）（統計情報部経営統計課）

２９日�◇千葉県におけるニューカッスル病の発生

について（畜産局衛生課）

◇平成１１年度「ふるさと水と土保全対策」

の活動について（構造改善局開発課）

◇軟弱野菜調製機の金型使用者決定につい

て（農産園芸局肥料機械課）

◇農業機械化審議会の開催について（農産

園芸局肥料機械課）

◇鶏ひなふ化羽数（平成１２年４月分）（統計

情報部構造統計課）

３０日�◇平成１１年産秋冬野菜の作付面積、収穫量

及び出荷量（主産県）（統計情報部生産統計

課）

◇中央省庁等改革に伴う農林水産省組織令

等関係政令の制定及び改廃について（大臣

官房文書課）
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３１日�◇森林総合研究所フラックスネットでCO

２吸収量観測を開始（森林総合研究所）

◇米殻の小売価格調査結果の概要（平成１２

年４月分）（食糧庁計画課）

◇牛乳乳製品統計（平成１２年４月分）（統計

情報部流通消費統計課）

◇食肉流通統計（平成１２年４月分）（統計情

報部流通消費統計課）

◇農村物価指数（平成１２年４月）（統計情報

部経営統計課）

◇平成１１年花き卸売市場調査結果の概要

（統計情報部流通消費統計課）

◇産地水産物流通統計（主要４２漁港）（平成

１２年４月分）（統計情報部構造統計課）

◇生鮮食料品のマーケット・レポート（小

売業情報）５月下旬分（統計情報部流通消

費統計課）

◇青果物流通統計旬報概報（平成１２年５月

中旬）（統計情報部流通消費統計課）

◇野菜の入荷量と価格の見通し（平成１２年

６月、東京都中央卸売市場）（関東農政局野

菜課）

◇家畜伝染病予防法施行規則第４３条の一部

改正について（第５３報）（畜産局衛生課）

◇日本中央競馬会運営審議会委員の発令に

ついて（畜産局競馬監督課）

　　〈林業関係〉

５月１５日�◇「第１７回森林の市」開催のお知らせにつ

いて（林野庁業務課）

１７日�◇平成１２年度山地災害防止キャンペーンの

実施について（林野庁治山課）

１８日�◇第２８回国際熱帯木材機関理事会（ITTC）

の開催について（林野庁木材貿易対策室）

　　〈水産業関係〉

５月１日�◇韓国はえ縄漁船の拿捕について（水産庁

管理課）

２日�◇みなみまぐろ調査漁獲に関する仲裁裁判

の開始について（水産庁国際課）

８日�◇ SEAFO第６回会合について（水産庁国

際課）

　　１０日�◇平成１２年度漁港関係事業優良請負者表彰

について（水産庁建設課）

◇農林漁業金融公庫（水産関係）等の金利

改定について（水産庁協同組合課）

１２日�◇みなみまぐろ調査漁獲に関する仲裁裁判

（速報）先決的抗弁に関する口頭審理の終

了（水産庁国際課）

◇日中漁業協議について（水産庁国際課）

◇北方四島操業枠組み交渉（たこ空釣り漁

業追加協議）の開催について（水産庁国際

課）

１５日�◇平成１２年度日本海マアジ長期漁況予報

　　　（水産庁漁場資源課）

１７日�◇北方四島操業枠組み交渉（たこ空釣り漁

業追加協議）の結果について（水産庁水産

流通課）

◇第１回産地市場機能強化対策検討会につ

いて（水産庁水産流通課）

２９日�◇新たな日中漁業協定の発効に際しての水

産庁の取締活動について（水産庁管理課指

導監督室）

◇海中ロボット等に搭載可能な小型計量魚

探システム（水産庁研究指導課）

３０日�◇第１回産地市場機能強化対策検討会の討

議概要について（水産庁水産流通課）

３１日�◇第２３回　日・加漁業協議について（水産

庁国際課）

◇みなみまぐろ保存委員会によるミナミマ

グロ統計証明制度の導入について　（水産

庁国際課）

◇水産物の市況（平成１２年５月及び６月）

（水産庁水産流通課）

　　〈法令〉

５月９日�◇大豆なたね交付金暫定措置法施行規則の

一部を改正する省令（農林水産省令第５８号）

を公布（平成１２年５月１０日から施行する）

１２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５９号）を公布（同

日施行）

１７日�◇食品流通構造改善促進法の一部を改正す

る法律（法律第６６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する）

◇植物防疫法施行規則の一部を改正する省

令を公布（同日施行）

◇沿岸漁業改善資金助成法施行規則の一部

を改正する省令を公布（同日施行）

１８日�◇農林中央金庫法施行規則の一部を改正す

る省令（農林水産省令第６２号）を公布（同
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日施行）

１９日�◇沖縄振興開発金融公庫法の一部を改正す

る法律（法律第７７号）を公布（公布の日か

ら起算して２月を超えない範囲内において

政令で定める日から施行する）

◇漁港法の一部を改正する法律（法律第７８

号）を公布（平成１３年４月１日から施行す

る。ただし、第１７条の改正規定ならびに附

則第３条及び第１７条の規定は、公布の日か

ら施行する）

◇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６３号）

を公布（同日施行）

２３日�◇対内直接投資等に関する命令の一部を改

正する命令（総理府・大蔵省・文部省・厚

生省・農林水産省・通商産業省・運輸省・

郵政省・労働省・建設省令第１号）を公布（同

日施行）

２６日�◇加工原料乳生産者補給金等暫定措置法の

一部を改正する法律（法律第８５号）を公布

（平成１３年４月１日から施行する。ただし、

第１１条第６項の改正規定及び次条の規定は、

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

一部を改正する政令（政令第２２８号）を公布

（漁業に関する日本国と中華人民共和国と

の間の協定の効力発生の日から施行）

◇農産物検査法施行規則の一部を改正する

省令（農林水産省令第６４号）を公布（同日

施行）

３０日�◇承認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６５号）を

公布（公布の日から起算して２０日を経過し

た日から施行）

３１日�◇農水産業協同組合貯金保険法及び農林中

央金庫と信用農業協同組合連合会との合併

等に関する法律の一部を改正する法律（法

律第９４号）を公布（平成１３年４月１日から

施行）

◇農水産業協同組合の再生手続の特例等に

関する法律（法律第９５号）を公布（平成１３

年４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

に関する法律の一部を改正する法律の施行

期日を定める政令（政令第２３３号）を公布

（平成１２年６月１０日から施行）

◇農林物資の規格化及び品質表示の適正化

に関する法律施行令の一部を改正する政令

（政令第２３４号）を公布（平成１２年６月１０日

から施行する。ただし、第２０条の次に９条

を加える改正規定は、平成１３年４月１日か

ら施行する）

◇野菜生産出荷安定法施行令の一部を改正

する政令（政令第２３５条）を公布（同日施

行）

６月

　　〈農業関係〉

６月１日�◇農薬危害防止運動の実施について（農産

園芸局植物防疫課）

◇消費者の部屋特別展示「食生活を考える

月」の開催と「食を考える国民会議」シン

ボルマークの表彰について（食品流通局消

費生活課）

◇主要食料品の小売価格等の見通し（食品

流通局物価対策室）

◇発注者責任研究懇談会（構造改善局設計

課）

◇全国飼料増産戦略会議について（畜産局

自給飼料課）

◇農林水産省における研究情報サービスの

拡充（技術会議事務局筑波事務所）

２日�◇２０００／２００１年度の海外農産物の需給・価

格の見通し（速報）（大臣官房調査課）

◇平成１２年産なたねの作付面積及び予想収

穫量（子実用）（主産県・５月１５日現在）

（統計情報部生産統計課）

◇製材統計（平成１２年４月分）（統計情報部

構造統計課）

◇平成１２年産麦の品種別作付作況（速報）

について（食糧庁計画課）

◇平成１２年産冬作作付面積（北海道を除く）

（統計情報部生産統計課）

５日�◇「食を考える国民会議」シンボルマーク

の決定について（食品流通局消費活課）

◇合板統計（平成１２年４月分）（統計情報部

構造統計課）

◇木材価格（平成１２年５月１５日現在）（統計

情報部構造統計課）

◇平成１２年産みかんの開花状況（統計情報

部生産統計課）
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◇有機食品検査指導要領検討委員会「有機

農産物の生産行程管理者の認定業務マニュ

アル」の公表につて（食品流通局品質課）

６日�◇東京及び海外主要５都市における食料品

の小売価格調査（食品流通局物価対策室）

◇地域リーダーとの意見交換会第２回の開

催について（大臣官房企画室）

◇子牛取引情報（平成１２年５月分）（統計情

報部流通消費統計課）

◇口蹄疫への対応について（第５４報）（畜産

局衛生課）

◇国内で分離された口蹄疫ウイルスを用い

た感染試験成績について（第５５報）（畜産局

衛生課）

７日�◇冷蔵水産物流通統計（全国主要冷蔵庫）

（平成１２年４月分）（統計情報部流通消費統

計課）

◇農業者年金制度改正についての意見交換

会（第２回）に関するお知らせ（構造改善

局農業経営課）

８日�◇平成１２年度病害虫発生予報第２号の発表

について（農産園芸局植物防疫課）

◇WTO農業交渉ホット・ライン－Eメー

ルアドレスが決まりました－（経済局国際

経済課、官房地方課）

９日�◇「平成１２年度農業観測」要旨（大臣官房

調査課）　

◇農業生産総合対策事業に係る第三者委員

会の開催について（第２回）（農産園芸局農

業生産対策推進室）

◇農業者年金制度改正についての意見交換

会（第２回）について（構造改善局農業経

営課）

◇青果物流通統計旬報概報　平成１２年５月

下旬（統計情報部流通消費統計課）

◇野菜の生産出荷予想（平成１２年５月２０日

現在）（統計情報部生産統計課）

１２日�◇高木農林水産事務次官の外国出張につい

て（経済局国際企画課）

◇生鮮食料品のマーケット・レポート（小

売業情報）６月上旬分（統計情報部流通消

　　　　　費統計課）

１３日�◇平成１２年度外国産麦類検査実績の産地

　　　（型）銘柄別、検査項目別平均値（平成１２ 

　　　　　年４月）（食糧庁総務課）

◇平成１２年度第１回MA一般輸入米入札

の結果の概要（食糧庁貿易業務課）

１４日�◇平成１２年度公団営事業再評価の実施につ

いて（構造改善局総務課公団監理室）

◇平成１１年産パインアップルの収穫量及び

出荷量（沖縄県）（統計情報部生産統計課）

◇花き流通統計（平成１２年４月分）（統計情

報部流通消費統計課）

◇クローン牛の異動報告のとりまとめにつ

いて（H１２．５．１～H１２．５．３１異動報告

分）（技術会議事務局、畜産局）

◇農業生産総合対策事業に係る第三者委員

会の開催について（第２回）（農産園芸局農

業生産対策推進室）

◇農業生産総合対策事業に係る第三者委員

会（第２回）資料　資料１～２　（農産園芸

局農業生産対策推進室）

◇農業生産総合対策事業に係る第三者委員

会（第２回）資料　資料３～４　（農産園芸

局農業生産対策推進室）

１５日�◇麦製品の取引価格の推移（食糧庁計画課）

◇第３回東海村ウラン加工施設事故農林水

産省対策本部の開催について（大臣官房総

務課環境対策室）

◇平成１１年産さとうきびの収穫面積及び収

穫量（統計情報部生産統計課）

◇消費地水産物流通統計（平成１２年４月分）

（統計情報部流通消費統計課）

◇平成１１年産花きの作付（収穫）面積及び

出荷量（統計情報部生産統計課）

１６日�◇農林水産省原子力災害緊急対応マニュア

ル等の制定について（大臣官房総務課環境

対策室）

１９日�◇農林物資規格調査会農林産部会の開催に

ついて（食品流通局品質課）

◇第５回遺伝子組換え農作物等の環境安全

性の確保に関する検討専門委員会の開催及

び一般傍聴について（農林水産技術会議事

務局）

◇国内産主食用米殻（うるち米）の販売◇

売却数量（速報）（食糧庁計画課）

◇米の１人１ヶ月当たり消費量（平成１２年

４月分）（食糧庁計画課）

◇秋冬野菜の作付予定面積の動向（平成１２

年６月５日現在）（統計情報部生産統計課）

２０日�◇平成１１年産麦類検査成績（平成１２年５月

末日現在）（食糧庁検査課）
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◇農業生産資材に関する意識・意向調査結

果について（農産園芸局肥料機械課）

◇平成１１年産野菜の作付面積、収穫量及び

出荷量（統計情報部生産統計課）

◇青果物流通統計旬報概報（平成１２年６月

上旬）（統計情報部流通消費統計課）

◇平成１１砂糖年度７月－９月期における砂

糖及び異性化糖の需給見通し（食品流通局

砂糖類課）

２１日�◇冷蔵水産物流通統計　在庫情報（平成１２

年５月分）（東京・大阪主要冷蔵庫）（統計

情報部流通消費統計課）

◇生鮮食料品のマーケット・レポート（小

売業情報）６月中旬分（統計情報部流通消

費統計課）

◇物価関係主要指標　政府の物価見通しと

実績（食品流通局物価対策室）

◇農林物資規格調査会農林産部会の審議の

概要について（食品流通局品質課）

◇「平成１１年産野菜の作付面積、収穫量及

び出荷量」の訂正について（統計情報部生

産統計課）

２２日�◇高木事務次官の中国訪問の結果概要につ

いて（経済局国際企画課）

◇「第８回農協系統の事業・組織に関する

検討会」の開催について（経済局農業協同

組合課）

◇平成１２年産水稲の生育情報（６月１５日現

在）（統計情報部生産統計課）

◇平成１２年産ももの生産出荷予想（平成１２

年６月１日現在）（統計情報部生産統計課）

◇農業経営動向統計月別収支　平成１２年４

月分（統計情報部経営統計課）

◇OIE 主催の口蹄疫に関する会議につい

て（第５６報）（畜産局衛生課）

２３日�◇第８回農協系統の事業・組織に関する検

討会の開催について（経済局農業協同組合

課）

２６日�◇平成１２年度上期のとうもろこしの関税割

当て（単体飼料用（丸粒）第２次）につい

て（経済局貿易関税課）

◇農林物資規格調査会食品部会の開催につ

いて（食品流通局品質課）

２７日�◇三宅島火山対策関係局庁連絡会議の設定

について（大臣官房総務課）

◇農林物資規格調査会食品部会の審議の概

要について（食品流通局品質課）

◇ LL牛乳生産量の推移（１１年度集計表）

（畜産局牛乳乳製品課）

◇種苗法による品種登録について（農産園

芸局種苗課）

２８日�◇鶏ひなふ化羽数（平成１２年５月分）（統計

情報部構造統計課）

◇平成１１年水産加工品生産量（陸上加工品

生産量）（統計情報部流通消費統計課）

◇１２年度麦類売渡実績（速報）（食糧庁業務

流通課）

２９日�◇「第９回農協系統の事業・組織に関する

検討会」の開催について（経済局農業協同

組合課）

◇平成１１年青果物卸売市場調査結果の概要

（統計情報部流通消費統計課）

◇青果物流通統計旬報概報　平成１２年６月

中旬（統計情報部流通消費統計課）

３０日�◇モンサント社の除草剤耐性ダイズの分子

特性に関する最新の知見について（農林水

産技術会議事務局）

◇「農林水産分野等における組換え体の利

用のための指針」に基づく確認について（農

林水産技術会議事務局）

◇農業者年金制度改正についての意見交換

会に関するお知らせ（構造改善局農業経営

課）

◇米殻の卸売価格調査結果の概要（平成１２

年５月分）（食糧庁計画課）

◇米殻の小売価格調査結果の概要（平成１２

年５月分）（食糧庁計画課）

◇産地水産物流通統計（主要４２漁港）（平成

１２年５月分）（統計情報部構造統計課）

◇農村物価指数　平成１２年５月（統計情報

部経営統計課）

◇平成１１年食鳥処理場調査結果の概要（統

計情報部流通消費統計課）

◇食肉流通統計（平成１２年５月分）（統計情

報部流通消費統計課）

◇牛乳乳製品統計（平成１２年５月分）（統計

情報部流通消費統計課）

◇野菜の入荷量と価格の見通し　平成１２年

７月　東京都中央卸売市場（関東農政局野

菜課）

◇生鮮食料品のマーケット・レポート（小

売業情報）６月下旬分（統計情報部流通消
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費統計課）

◇施設整備事業等に係る調査委員会調査報

告書等について（大臣官房秘書課）

　　〈林業関係〉

６月５日�◇水源林及び山村（特定中山間）の整備の

あり方に関する検討会の開催について（林

野庁基盤整備課）

６日�◇第２８回 ITTO理事会の結果について（林

野庁木材貿易対策室）

◇大規模林道事業の平成１２年度における再

評価区間について（林野庁基盤整備課）

１６日�◇持続可能な森林経営に関する国際会議の

開催について（林野庁森林総合研究所）

３０日�◇緑のオーナー制度における分収木の販売

について（お知らせ）（林野庁業務課）

　　〈水産業関係〉

６月１日�◇日中漁業共同委員会について（水産庁国

際課）

７日�◇第２３回日加漁業協議（結果概要）（水産庁

国際課）

◇新日中漁業協定関係者への説明会の開催

について（水産庁沿岸沖合課）

８日�◇第５２回国際捕鯨委員会（IWC）年次会合

の開催について（水産庁遠洋課）

９日�◇全米熱帯まぐろ類委員会（IATTC）第６６

回本会合等の開催について（水産庁国際課）

◇国際海事機関（IMO）第７２回海上保安委

員会（MSC７２）の結果について（水産庁研

究指導課）

１４日�◇農林漁業金融公庫（水産関係）等の金利

改定について（水産庁協同組合課）

１５日�◇赤道ギニア船籍を有するまぐろ延縄漁業

に従事する船舶の我が国港への寄港不許可

措置について（水産庁資源課）

１９日�◇農林漁業金融公庫（水産関係）等の金利

改定について（水産庁協同組合課）

◇平成１２年北西太平洋カツオ長期漁況海況

予報（水産庁漁場資源課、遠洋研究所）

２０日�◇FAOフラッギング協定の受諾書の寄託

について（水産庁国際課）

２２日�◇全米熱帯まぐろ類委員会（IATTC）第６６

回本会合等の結果について（水産庁国際課）

２６日�◇韓国「その他かご」漁船のだ捕について

（６月２３日発表）（水産庁管理課）

２７日�◇第２回産地市場機能強化対策検討会につ

いて（水産庁水産流通課）

２９日�◇「プレジャーボートの所有者特定制度と

保管場所確保の業務化に関する提言」（中間

報告）について（水産庁計画課）

３０日�◇水産研究・技術開発戦略の策定について

（水産庁研究指導課）

◇水産物の市況（平成１２年６月及び７月）

（水産庁水産流通課）

　　〈法令〉

６月２日�◇砂糖の価格安定等に関する法律及び農畜

産業振興事業団法の一部を改正する法律

（法律第１０７号）を公布（平成１２年１０月１日

から施行）

◇野菜供給安定基金の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６９号）を公布（同日施行）

７日�◇食品循環資源の再生利用等の促進に関す

る法律（法律第１１６号）を公布（公布の日か

ら起算して１年を超えない範囲内において

政令で定める日から施行する）

◇中央省庁等改革のための金融庁関係政令

等の整備に関する政令（政令第２４４号）を公

布（平成１２年７月１日から施行）

◇農林水産省組織令（政令第２５３号）を公布

（内閣法の一部を改正する法律（平成１１年

法律第８８号）の施行の日（平成１３年１月６

日）から施行する）

◇農業資材審議会令（政令第２８８号）を公布

（内閣法の一部を改正する法律（平成１１年

法律第８８号）の施行の日（平成１３年１月６

日）から施行する）

◇食料・農業・農村政策審議会令（政令第

２８９号）を公布（内閣法の一部を改正する

法律（平成１１年法律第８８号）の施行の日

（平成１３年１月６日）から施行する）

◇農林物資規格調査会令（政令第２９０号）を

公布（内閣法の一部を改正する法律（平成

１１年法律第８８号）の施行の日（平成１３年１

月６日）から施行する）

◇沿岸漁業等振興審議会令（政令第２９１号）

を公布（内閣法の一部を改正する法律（平

成１１年法律第８８号）の施行の日（平成１３年

１月６日）から施行する）

◇工業標準化法第６９条の２第１項の主務大

臣等を定める政令（政令第２９６号）を公布
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（内閣法の一部を改正する法律（平成１１年

法律第８８号）の施行の日（平成１３年１月６

日）から施行する）

◇中央省庁等改革のための農林水産省関係

政令の整備に関する政令（政令第３１０号）を

公布（内閣法の一部を改正する法律（平成

１１年法律第８８号）の施行の日（平成１３年１

月６日）から施行する。ただし次条の規定

は同日施行）

◇中央省庁等改革に伴い関係政令等を廃止

する政令（政令第３１４号）を公布（内閣法の

一部を改正する法律（平成１１年法律第８８号）

の施行の日（平成１３年１月６日）から施行

する。ただし次項の規定は同日施行）

◇独立行政法人の組織、運営及び管理に係

る共通的な事項に関する政令（政令第３１６

号）を公布（平成１３年１月６日から施行）

◇農林水産省独立行政法人評価委員会令

（政令第３２２号）を公布（平成１３年１月６日

から施行）

◇独立行政法人通則法等の施行に伴う関係

政令の整備及び経過措置に関する政令（政

令第３２６号）を公布（平成１３年４月１日から

施行）

◇独立行政法人国立公文書館等の設立に伴

う関係政令の整備等に関する政令（政令第

３３３号）を公布（政令（第１条を除く）は

平成１３年４月１日から施行する）

９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７０号）を公布（平成１２

年６月１０日施行）

２３日�◇預金保険法等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３５５号）

を公布（平成１２年６月３０日施行）

◇預金保険法施行令等の一部を改正する政

令（政令第３５６号）を公布（平成１２年６月３０

日施行）

２７日�◇土地改良法施行規則等の一部を改正する

省令（農林水産省令第７１号）を公布（同日

施行）

２９日�◇農業協同組合及び農業協同組合連合会の

信用事業に関する省令の一部を改正する命

令（総理府・大蔵省・農林水産省令第１１号）

を公布（同日施行）

◇漁業協同組合等の信用事業に関する省令

の一部を改正する命令（総理府・大蔵省・

農林水産省令第１２号）を公布（同日施行）

◇農林中央金庫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）

３０日�◇農業協同組合法第９４条の２第４項に規定

する区分等を定める命令（総理府・大蔵省・

農林水産省令第１３号）を公布（平成１２年７

月１日から施行）

◇農水産業協同組合貯金保険法第６３条の規

定による適格性の認定に関する命令の一部

を改正する命令（総理府・大蔵省・農林水

産省令第１４号）を公布（平成１２年７月１日

から施行）

◇水産業協同組合法第１２３条の２第４項に

規定する区分等を定める命令（総理府・大

蔵省・農林水産省令第１５号）を公布（平成

１２年７月１日から施行）

◇中央省庁等改革のための金融庁関係農林

水産省令・総理府令の整備に関する命令（総

理府・農林水産省令第３号）を公布（平成

１２年７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

る省令（農林水産省令第７３号）を公布（平

成１２年７月１日から施行）

７月

　　〈農業関係〉

７月３日�◇第９回農協系統の事業・組織に関する検

討会の開催について（６月３０日発表）（経済

局農業協同組合課）

◇懲戒処分について（大臣官房秘書課）

◇主要食料品の小売価格等の見通し（食品

流通局物価対策室）

◇製材統計（平成１２年５月分）（統計情報部

構造統計課）

◇第２回WTO農業委員会特別会合の結果

について（速報）（経済局国際経済課）

◇平成１２年度上期のとうもろこしの関税割

当て（コーングリッツ等用第２次）につい

て（経済局貿易関税課）

４日�◇平成１２年４月・５月度の蚕糸業需給・価

格動向（農産園芸局畑作振興課）

◇農業者年金制度改正についての意見交換

会について（構造改善局農業経営課）

◇農林水産省図書館ホームページの開設の
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お知らせ（統計情報部管理課）

◇木材価格（平成１２年６月１５日現在）（統計

情報部構造統計課）

◇合板統計（平成１２年５月分）（統計情報部

構造統計課）

５日�◇飼料用稲わら完全自給に向けたポスター、

パンフレットについて（畜産局自給飼料課）

◇「花粉症を起こさない・人に優しい牧草」

の開発（農林水産省草地試験場）

◇子牛取引情報（平成１２年６月分）（統計情

報部流通消費統計課）

６日�◇「食品物流に関する懇談会」について

　　　（食品流通局商業課）

７日�◇雪印乳業食中毒問題対策本部第１回会合

の開催について（畜産局牛乳乳製品課）

◇農業者年金制度改正についての意見交換

会に関するお知らせ（構造改善局農業経営

課）

◇平成１２年度病害虫発生予報第３号（農産

園芸局植物防疫課）

◇冷蔵水産物流通統計（全国主要冷蔵庫）

（平成１２年５月分）（統計情報部流通消費統

計課）

◇雪印乳業食中毒問題対策本部第１回会合

資料（畜産局牛乳乳製品課）

◇石破総括・三浦両政務次官御出張につい

て（畜産局牛乳乳製品課）

１０日�◇「第１０回農協系統の事業・組織に関する

検討会」の開催について（経済局農業協同

組合課）

◇野菜の生産出荷予想（平成１２年６月２０日

現在）（統計情報部生産統計課

１１日�◇農業者年金制度改正についての意見交換

会について（構造改善局農業経営課）

◇雪印乳業食中毒問題関係資料（畜産局牛

乳乳製品課）

◇第１０回農協系統の事業・組織に関する検

討会の開催について（経済局農業協同組合

課）

◇石破総括・三浦両政務次官現地視察報告

について（畜産局牛乳乳製品課）

◇中山間地域等直接支払交付金の都道府県

特認基準について（構造改善局地域振興課）

◇青果物流通統計旬報概報　平成１２年６月

下旬（統計情報部流通消費統計課）

◇平成１２年産麦類検査成績（速報値）平成

１２年６月末日現在（食糧庁検査課）

◇平成１２年度外国産麦類検査実績の産地

（型）銘柄別、検査項目別平均値　（平成１２

年４月～５月）（食糧庁検査課）

◇平成１１年度MA一般輸入米の産地（型）

銘柄 ､検査項目別平均値（平成１１年４月～

１２年３月）（食糧庁検査課）

１２日�◇平成１１年産麦類生産費（農家調査）（統計

情報部経営統計課）

◇平成１１年産小麦生産費（協業経営体）（統

計情報部経営統計課）

◇平成１１年産なたね（畑作）生産費（統計

情報部経営統計課）

◇クローン牛の異動報告のとりまとめにつ

いて（H１２．６．１～１２．６．３０）（技術会議

事務局・畜産局）

◇生鮮食料品のマーケット・レポート（小

売業情報）７月上旬分（統計情報部流通消

費統計課）

◇遺伝子を組換えた体細胞によるクローン

ヤギの受胎に成功（畜産試験場）

１３日�◇園芸用ガラス室・ハウス等の設置状況調

査結果の概要（農産園芸局野菜振興課）

◇生鮮食品品質表示基準等に係る実態調査

について（食品流通局品質課食品表示対策

室）

◇米価審議会の開催について（食料庁企画

課）

１４日�◇農林水産公共事業の事業評価実施要綱の

策定について（大臣官房予算課、構造改善

局、林野庁、水産庁）

◇米の１人１ヶ月当たり消費量（平成１２年

５月分）（食糧庁計画課）

◇出荷取扱業者の登録状況について（食糧

庁業務流通課）

◇雪印乳業食中毒問題の関係資料（畜産局

牛乳乳製品課）

◇酪肉基本方針等の実現に向けた政策の推

進について（第３報）（畜産局畜産経営課）

◇物価関係主要指標（食品流通局物価対策

室）

◇平成１１年農作物作付（栽培）延べ面積及

び耕地利用率（統計情報部生産統計課）

◇花き流通統計（平成１２年５月分）（統計情

報部流通消費統計課）

◇消費地水産物流通統計（平成１２年５月分）
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（統計情報部流通消費統計課）

◇ウルグアイ・ラウンド農業合意関連対策

の中間評価（平成１１年度までに実施された

ものについて）（農林水産省）

◇ウルグアイ・ラウンド農業合意関連対策

の中間評価（参考資料）（農林水産省）

◇農林水産行政に係る政策評価の実施につ

いて（農林水産省）

◇農林水産行政に係る政策評価の実施つい

て（参考）政策評価シートの例（農林水産

省）

◇補助事業等の進め方の見直しについて

（農林水産省）

１７日�◇国産稲わら緊急確保対策協議会（第２回）

の開催について（畜産局自給飼料課）

◇ ICID２０００年東京ワークショップの開催

について（構造改善局事業計画課）

◇米価審議会会見等の案内及び協力要請に

ついて（食糧庁総務課）

◇宮崎県における炭その発生について（畜

産局衛生課）

◇「おいしいごはんで健康生活」パンフレッ

ト作成のお知らせ（食糧庁米流通消費対策

室）

◇麦製品の取引価格の推移（食糧庁計画課）

１８日�◇雪印乳業食中毒問題の関係資料（畜産局

牛乳乳製品課）

◇「オーケー食品工業株式会社」の産業活

力再生特別措置法に基づく事業再構築計画

の変更の認定について（食品流通局、油脂

課、企振課）

◇国産稲わら緊急確保対策協議会（第２回）

の概要（畜産局自給飼料課）

◇ボリヴィア・小規模農家向け優良稲種子

普及計画の協力開始について（JICAプロ

ジェクト方式技術協力）（経済局技術協力課、

技術会議）

◇ミクロネシア・漁業訓練計画の協力開始

について（JICAプロジェクト方式技術協

力）（経済局技術協力課、水産庁国際課）

１９日�◇米価審議会資料リスト（食糧庁企画課、

統計情報部経統課）

◇地域リーダーとの意見交換会第３回の開

催について（大臣官房企画室）

◇平成１２年産なたねの基準価格等の決定等

について（農産園芸局畑作振興課）

◇国内産主食用米穀（うるち米）の販売・

売却数量（速報）（食糧庁計画課）

◇冷蔵水産物流通統計　在庫情報（平成１２

年６月分）東京・大阪主要冷蔵庫（統計情

報部流通消費統計課）

◇「食品流通段階別価格形成追跡調査報告

書」の要旨第３回（１１月青果物調査）（統計

情報部流通消費統計課）

２１日�◇家畜防疫に関する研究会の開催について

（畜産局衛生課）

◇「花き流通統計（平成１２年５月分）」の訂

正について（統計情報部流通消費統計課）

◇生鮮食料品のマーケット・レポート（小

売業情報）７月中旬分（統計情報部流通消

費統計課）

◇青果物流通統計旬報概報　平成１２年７月

上旬（統計情報部流通消費統計課）

◇農業経営動向統計月別収支平成１２年５月

分（統計情報部経営統計課）

２４日�◇販売業の登録状況について（食糧庁業務

流通課）

◇「第１１回農協系統の事業・組織に関する

検討会」の開催について（経済局農業協同

組合課）

◇平成１１年産なつみかんの収穫量及び出荷

量（統計情報部生産統計課）

◇平成１２年産ぶどうの生産出荷予想（平成

１２年７月１日現在）（統計情報部生産統計

課）

◇平成１２年産日本なしの生産出荷予想（平

成１２年７月１日現在）（統計情報部生産統計

課）

◇全国における雪印乳業契約販売店の状況

（７月１６日現在）（畜産局牛乳乳製品課）

◇家畜防疫に関する研究会の概要（畜産局

衛生課）

２５日�◇第１１回食品流通審議会の開催について

　　　（食品流通局企画課）

◇公共事業等予備費について（大臣官房予

算課）

◇「第１１回農協系統の事業・組織に関する

検討会の開催」について（経済局農業協同

組合課）

◇全国における雪印乳業契約販売店の状況

（７月２２日時点）（畜産局牛乳乳製品課）

◇平成１０年度農業・食料関連産業の経済計
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算（大臣官房調査課）

◇平成１２年産水稲の生育情報（７月１５日現

在）（統計情報部生産統計課）

２６日�◇雪印乳業食中毒事故に伴う対応策につい

て（中間とりまとめ）（畜産局牛乳乳製品課）

２７日�◇平成１１年産地水産物流通調査結果の概要

（統計情報部構造統計課）

          ◇平成１２年度病害虫発生予報第４号（農産

園芸局植物防疫課）

◇「生鮮食料品等流通業界における電子計

算機の連携利用に関する指針」の告示につ

いて（食品流通局企画課）

２８日�◇「健全な水循環系構築に向けて」（ホーム

ページ開設）（構造改善局地域計画課）

◇「第３回高潮防災情報等のあり方研究会」

の議事概要について（構造改善局、水産庁）

◇「市民からの提案に対応する研究」プロ

ジェクトについて（農林水産技術会議事務

局）

◇１２年度麦類売渡実績（速報）（食糧庁業務

流通課）

◇鶏ひなふ化羽数（平成１２年６月分）（統計

構報部構造統計課）

　　〈林業関係〉

７月４日�◇平成１２年度「森と湖に親しむ旬間」の実

施について（林野庁治山課）

５日�◇「主要木材の短期需給見通し（平成１２年

第３四半期及び第４四半期）」について（林

野庁木材流通課）

７日�◇大規模林道事業の第１回再評価委員会の

開催について（林野庁基盤整備課）

２６日�◇林政審議会の開催のお知らせ（林野庁企

画課）

２７日�◇林政審議会資料（林野庁）

◇国有林野事業の林野・土地売払いについ

て（林野庁業務課国有林野管理室）

　　〈水産業関係〉

７月３日�◇平成１２年度第１回日本海海況予報（水産

庁漁場資源課）

◇第２２５回中央漁業調整審議会の開催につ

いて（水産庁漁政課）

４日�◇第２２５回中央漁業調整審議会議事次第（水

産庁漁政課）

７日�◇第５２回国際捕鯨委員会（IWC）年次会合

の結果概要について（水産庁遠洋課）

１０日�◇日・EU水産物貿易協議について（水産

庁水産流通課）

◇日台まぐろ協議の結果について（水産庁

遠洋課）

１４日�◇APEC漁業ワーキンググループ（FWG）

第１１回会合開催について（水産庁国際課）

◇ ICCATの勧告に基づくベリーズ及びホ

ンジュラスからの大西洋メカジキの輸入禁

止措置について（水産庁国際課）

◇ ICCATの勧告に基づく赤道ギニアから

の大西洋クロマグロの輸入禁止措置につい

て（水産庁国際課）

１７日�◇韓国あなご筒漁船のだ捕について（水産

庁管理課）

◇平成１２年度第１回太平洋イワシ・アジ・

サバ等長期漁海況予報（水産庁漁場資源課、

中央水研）

１９日�◇マンガ版漁業白書の発行について（水産

庁企画課）

２５日�◇公共事業等予備費（水産関係）について

（水産庁）

２６日�◇まぐろの需給について（水産庁水産流通

課）

２８日�◇ひらめの新しいウイルス感染症の発生に

ついて（水産庁栽培養殖課）

◇第２期北西太平洋鯨類捕獲調査船団の出

港について（水産庁遠洋課）

◇韓国あなご筒漁船のだ捕について（水産

庁管理課指導監督室）

     〈法令〉

７月３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７４号）を公布（同

日施行）

１４日�◇農業協同組合法施行令の一部を改正する

政令（政令第３８３号）を公布（平成１３年４月

１日施行）

１７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７５号）を公布（同日施行）

１９日�◇特定公共電気通信システム開発関連技術

に関する研究開発の推進に関する法律の一

部を改正する法律の施行期日を定める政令

（政令第３８５号）を公布（平成１２年７月２０日

施行）

農　政　日　誌－４４６－



◇農林水産省組織令の一部を改正する政令

（政令第３８６号）を公布（特定公共電気通信

システム開発関連技術に関する研究開発の

推進に関する法律の一部を改正する法律

（平成１２年法律第４６号）の施行の日（平成

１２年７月２０日）から施行）

２７日�◇食品流通構造改善促進法の一部を改正す

る法律の施行期日を定める政令（政令第３９８

号）を公布（平成１２年８月１日施行）

◇食品流通構造改善促進法施行令の一部を

改正する政令（政令第３９９号）を公布（食品

流通構造改善促進法の一部を改正する法律

の施行の日（平成１２年８月１日）から施行）

◇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４００号）を公布（平成

１２年８月１日施行）

２８日�◇生糸調査規則の一部を改正する省令（農

林水産省令第７６号）を公布（同日施行）

３１日�◇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７７号）を公布（同日施

行）

８月

　　〈農業関係〉

８月１日�◇農業者年金制度改正についての意見交換

会報告について（構造改善局農業経営課）

◇「食品の流通部門の構造改善を図るため

の基本方針」の変更について（食品流通局

企業振興課）

◇主要食料品の小売価格等の見通し（食料

流通局物価対策室）

◇平成１１年産　米生産費（農家調査）（統計

情報部経営統計課）

◇平成１１年産　米生産費（協業経営体・受

託組織）（統計情報部経営統課）

◇青果物流通統計旬情報概報　平成１２年７

月中旬（統計情報部流通消費統計課）

◇生鮮食料品のマーケット・レポート（小

売業情報）７月下旬分（統計情報部流通消

費統計課）

２日�◇平成１１年素材需給量統計（統計情報部構

造統計課）

　　　　　◇製材統計（平成１２年６月分）（統計情報部

構造統計課）

◇第１２回全国農業青年交換大会について

（農産園芸局普及教育課）

３日�◇木材価格（平成１２年７月１５日現在）（統計

情報部構造統計課）

◇合板統計（平成１２年６月分）（統計情報部

構造統計課）

◇平成１２年産米の検査結果（速報値）（平成

１２年７月末日現在）（食糧庁検査課）

◇平成１２年度外国産麦類検査実績の産地

（型）銘柄別、検査項目別平均値（平成１２

年４月～６月）（食糧庁検査課）

◇「公的年金制度の一元化に関する懇談会

（再開第２回）」の開催について（経済局農

業協同組合課）

◇平成１１年度食料品消費モニター第３回定

期調査結果の概要－食料品の購買行動につ

いて－（食品流通局消費生活課）

◇全国における雪印乳業契約販売店の状況

（７月３１日時点）（畜産局牛乳乳製品課）

４日�◇子ども霞が関見学デーのお知らせ（農林

水産省のイベント案内）（官房広報室、消費

者の部屋）

◇食料・農業・農村政策審議会第５回施策

部会の開催について（大臣官房調査課）

◇平成１２年度下期の花きの需給・価格の見

通し（大臣官房調査課）

７日�◇平成１２年度上期のとうもろこしの関税割

当て（コーンスターチ用第２次）について

（経済局貿易関税課）

◇東アジア地域の森林火災を集中観測する

システムを開発（森林総合研究所）

◇子牛取引情報（平成１２年７月分）（統計情

報部流通消費統計課）

◇宮崎県における炭そ（患畜）の発生につ

いて（第２報）（畜産局衛生課）

◇食料・農業・農村政策審議会第５回施策

部会資料（畜産局衛生課）

８日�◇「第１２回農協系統の事業・組織に関する

検討会」の開催について（経済局農業協同

組合課）

◇食品ロス統計調査の実施（統計情報部流

通消費統計課）

◇奈良県の農林業振興並びに農村活性化に

係る意見交換会について（大臣官房企画室）

９日�◇野菜の生産出荷予想（平成１２年７月２０日

現在）（統計情報部生産統計課）

◇冷蔵水産物流通統計（平成１２年６月分）

（全国主要冷蔵庫）（統計情報部流通消費統

農　政　日　誌 －４４７－



計課）

◇平成１２年度産麦類検査成績（速報値）（平

成１２年７月末日現在）（食糧庁検査課）

◇中山間地域等総合振興対策実施要綱及び

中山間地域総合振興方針について（構造改

善局地域振興課）

◇遺伝子を組換えた体細胞によるクローン

ヤギの死産について（畜産局試験場）

◇林業公社に関する懇談会中間報告（案）

（林業公社に関する懇談会）

◇第１２回農協系統の事業・組織に関する検

討会の開催」について（経済局農業協同組

合課）

１０日�◇平成１１年の農業経営動向統計　農業経営

統計調査（統計情報部経営統計課）

◇平成１１年漁業動態調査結果の概要（統計

情報部構造統計課）

◇農業生産資材問題検討会中間報告につい

て（農産園芸局肥料機械課）

◇飼料増産キャッチフレーズの発表につい

て（畜産局自給飼料課）

◇食生活指針の推進に向けたポスター等の

配布と食品産業への働きかけについて（食

品流通局消費生活課）

◇谷農林水産大臣の外国出張について（経

済局国際企画課）

◇生鮮食料品のマーケット・レポート（小

売業情報）８月上旬分（統計情報部流通消

費統計課）

◇青果物流通統計旬報概報　平成１２年７月

下旬（統計情報部流通消費統計課）

◇第２５回FAOアジア・太平洋地域総会の

開催について（経済局国際協力計画課）

◇農産物ネット認証システムによる販売実

験　－生産者の顔がみえる、消費者の声が

聞ける－（食品総合研究所）

１１日�◇食品製造業における農産物需要実態調査

結果の概要（統計情報部流通消費統計課）

◇生鮮食品の品質表示に係る実態調査結果

等について（食品流通局品質課）

◇平成１２年度産秋冬野菜の需給・価格見通

し（概報）（大臣官房調査課）

◇ JAS法に基づく登録認定機関の登録に

ついて（食品流通局品質課）

◇農林水産省における行政委託型法人等の

総点検結果の公表について（大臣官房文書

課）

１４日�◇訃報（元農蚕園芸局長　松山光治）（食品

流通局野菜流通課）

◇熱水等利用土壌管理園芸栽培実用化技術

（平成１２年度）の課題決定について（農産

園芸局野菜振興課）

◇インドネシア・淡水養殖振興計画も協力

開始について（経済局技術協力課）

１５日�◇平成１２年産米の検査結果（速報値）８月

１０日現在（食糧庁検査課）

◇「農業者年金制度の見直しについての意

見・情報の募集について」の中間結果につ

いて（構造改善局農業経営課）

１６日�◇花き流通統計（平成１２年６月分）（統計情

報部流通消費統計課）

１７日�◇消費地水産物流通統計（平成１２年６月分）

（統計情報部流通消費統計課）

◇物価関係主要指標　平成１２年７月（食品

流通局物価対策室）

◇農林水産物輸出入概況（２０００年上半期）

（統計情報部企画調整課）

◇日本初の体細胞クローン豚が誕生（畜産

試験場）

１８日�◇鶏卵流通統計　（平成１２年４月～６月分）

（統計情報部流通消費統計課）

◇家畜防疫に関する研究会（第２回）の開

催について（畜産局衛生課）

２１日�◇第２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（食品流通局品質課）

◇農業経営動向統計月別収支　平成１２年６

月分（統計情報部経営統計課）

◇青果物流通統計旬報概報　平成１２年８月

上旬（統計情報部流通消費統計課）

◇谷農林水産大臣の東南アジア訪問につい

て（経済局国際企画課）

◇家畜防疫に関する研究会（第２回）の概

要（畜産局衛生課）

２２日�◇大臣と子どもたちの懇談の実施について

（大臣官房総務課広報室）

◇生鮮食料品のマーケット・レポート（小

売業情報）８月中旬分（統計情報部流通消

費統計課）

◇クローン牛の異動報告のとりまとめにつ

いて（H１２．７．１～H１２．７．３１異動報告

分）（技術会議先端課、畜産局家生課）

２３日�◇平成１１年度末の汚水処理施設整備状況
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（構造改善局整備課）

◇汚水処理施設連携整備事業の実施状況等

について（構造改善局整備課）

◇在庫情報（東京・大阪主要冷蔵庫）（平成

１２年７月分）（統計情報部流通消費統計課）

◇平成１２年産みかんの生産出荷予想（平成

１２年８月１日現在）（統計情報部生産統計

課）

◇麦製品の取引価格の推移（食糧庁計画課）

◇第１回飲用牛乳等の表示のあり方等に関

する検討会の開催について（畜産局牛乳乳

製品課）

◇第１回日中次官級定期対話の開催につい

て（経済局国際企画課）

２４日�◇平成１２年度病害虫発生予報第５号（農産

園芸局植物防疫課）

◇「容器・包装のリサイクルに関する意識・

意向について」の結果概要（統計情報部流

通消費統計課）

◇「水産基本政策大綱に関する意識・意向

について」の結果概要（統計情報部企画調

整課）

◇「森林資源の循環利用に関する意識・意

向について」の結果概要（統計情報部企画

調整課）

◇水産基本政策大綱に関する意識・意向に

ついて（統計情報部企画調整課）

◇平成１２年産米の検査結果（速報値）（平成

１２年８月２０日現在）（食糧庁検査課）

◇米の１人１ヶ月当たり消費量（平成１２年

６月分）（食糧庁計画課）

◇国内産主食用米穀（うるち米）の販売・

売却数量（速報）（食糧庁計画課）

◇平成１２年産りんごの生産出荷予想（平成

１２年８月１日現在）（統計情報部生産統計

課）

２５日�◇平成１２年産４麦の都道府県収穫量（統計

情報部生産統計課）

◇平成１２年産麦類の用途別作付面積（統計

情報部生産統計課）

◇平成１２年産おうとう、うめ、びわの収穫

量及び出荷量（統計情報部生産統計課）

◇平成１２年度農林水産省育成農作物新品種

命名登録（第１回）について（技術会議連

絡調整課）

◇平成１２年産米に係る稲作経営安定対策の

加入状況（食糧庁計画課）

◇稲作経営安定化対策等に関する意向調査

（平成１２年６月）結果の概要（食糧庁、統

計情報部）

◇平成１２年度水田農業経営確立対策の取組

状況（平成１２年７月３１日現在）（農産園芸局

企画課）

◇第２５回FAOアジア太平洋地域総会への

各国代表者リスト（８月２５日現在）（経済局

国際協力計画課）

◇１２年度麦類売渡実績（速報）（食糧庁業務

流通課）

◇農業資材審議会飼料部会（畜産局流通飼

料課）

◇平成１２年産水稲の８月１５日現在における

作柄概況（統計情報部生産統計課）

◇平成１２年度第３回飼料用輸入麦の同時契

約（SBS）の結果の概要（食糧庁貿易業務

課）

◇平成１３年度農林水産予算概算要求の基本

方針（大臣官房予算課）

◇食料・農業・農村基本計画実施プログラ

ム（案）について（大臣官房企画室）

◇次期臨時国会又は通常国会に提出を検討

している法律案（大臣官房文書課）

◇平成１３年度組織・定員要求の概要につい

て（大臣官房文書課）

２８日�◇平成１２年産夏作豆類作付面積（北海道・

乾燥子実）（統計情報部生産統計課）

◇第２５回FAOアジア太平洋地域総会日程

（官房広報室、経済局国際企画課）

◇「遺伝子組換え農作物を考えるコンセン

サス会議」市民パネラー応募状況及び選出

結果（農林水産技術会議事務局）

◇中央養豚振興協議会（第１回）（畜産局家

畜生産課）

◇家畜伝染病予防法の規定に基づく動物用

生物学的製剤の指定に係る同法施行規則の

一部改正に関する意見等募集（畜産局衛生

課）

◇豚コレラ防疫対策要領の全部を改正する

ことについての意見・情報の募集について

（畜産局衛生課）

２９日�◇平成１１年度第２回食糧モニター定期調査

結果（食糧庁計画課）

◇飼料添加物の指定等に関する農業資材審
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議会の答申等について（畜産局衛生課、畜

産局流通飼料課）

◇飲用牛乳等に係る表示のあり方等に関す

る検討会資料（畜産局牛乳乳製品課）

◇三宅島噴火及び新島・神津島近海地震災

害対策本部の設置について（大臣官房総務

課）

◇平成１２年度第２回輸入米に係る特別売買

の結果概要（食糧庁貿易業務課）

３０日�◇三宅島噴火及び新島・神津島近海地震災

害対策本部事務局員会議の開催について

（大臣官房総務課）

◇平成１１年産てんさい生産費（統計情報部

経営統計課）

◇青果物流通統計旬報既報１２年８月中旬

（統計情報部流通消費統計課）

◇生鮮食料品のマーケット・レポート（小

売業情報）８月下旬分（統計情報部流通消

費統計課）

３１日�◇食肉流通統計（平成１２年７月分）（統計情

報部流通消費統計課）

◇牛乳乳製品統計（平成１２年７月分）（統計

情報部流通消費統計課）

◇農村物価指数（平成１２年７月）（統計情報

部経営統計課）

◇産地水産物流通統計（主要４２漁港）（統計

情報部構造統計課）

◇米穀の小売価格調査結果の概要（平成１２

年７月分）（食糧庁計画課）

◇米穀の卸売価格調査結果の概要（平成１２

年７月分）（食糧庁計画課）

◇野菜の入荷量と価格の見通し（関東農政

局野菜課）

◇第２５回FAOアジア太平洋地域総会への

各国代表者リスト（経済局国際協力計画課）

◇国営土地改良事業等における平成１２年度

再評価結果及び平成１３年度再評価実施地区

について（構造改善局）

◇国営土地改良事業等における平成１２年度

再評価結果及び平成１３年度再評価実施地区

について（別添資料）（構造改善局）

　　〈林業関係〉

８月１日�◇「国有林野のエネルギー資源利用検討会」

の開催について（林野庁経営企画課）

９日�◇第９３回林政審議会の開催について（林野

庁企画課）

１８日�◇林政審議会の開催のお知らせ（林野庁企

画課）

２２日�◇第９４回林政審議会の開催について（林野

庁企画課）

２５日�◇大規模林道事業の第２回再評価委員会の

開催について（林野庁基盤整備課）

３１日�◇平成１１年度松くい虫被害について（林野

庁造林保全課）

　　〈水産業関係〉

８月３日�◇自民党水産部会築地市場視察について

　　　　　（水産庁水産流通課）

７日�◇みなみまぐろ調査漁獲に関する仲裁裁判

について（水産庁国際課）

８日�◇平成１２年度北西太平洋サンマ長期漁況海

況予報（水産庁漁場資源課）

１０日�◇農林漁業金融公庫（水産関係）等の金利

改定について（水産庁協同組合課）

２２日�◇ハダカイワシはサンマの敵？－ハダカイ

ワシ類の生物量と摂餌量の定量化－（水産

庁研究指導課）

◇MHLC第７回会合について（水産庁国際

課）

３０日�◇DNA分析によるヒラメ放流種苗の追跡

手法の開発（水産庁研究指導課）

３１日�◇水産物の市況（平成１２年８月及び９月）

（水産庁水産流通課）

　　〈法令〉

８月２日�◇森林法施行令の一部を改正する政令（政

令第４０３号）を公布（同日施行）

４日�◇肥料取締法施行令の一部を改正する政令

（政令第４０４号）を公布（平成１２年１０月１日

施行）

１０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７８号）を公布（平成１２年９月１

日から施行）

１４日�◇農林水産省組織規則（中央省庁等改革推

進本部令第４７号）を公布

◇農林水産消費技術センター組織規則（同

４８号）を公布

◇種苗管理センター組織規則（同４９号）を

公布

◇家畜改良センター組織規則（同５０号）を

公布

◇肥飼料検査所組織規則（同５１号）を公布

◇農薬検査所組織規則（同５２号）を公布
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◇農業研究センター組織規則（同５３号）を

公布

◇野菜・茶業試験場組織規則（同５４号）を

公布

◇果樹試験場組織規則（同５５号）を公布

◇畜産試験場組織規則（同５６号）を公布

◇草地試験場組織規則（同５７号）を公布

◇家畜衛生試験場組織規則（同５８号）を公

布

◇農業試験場組織規則（同５９号）を公布

◇農業生物資源研究所組織規則（同６０号）

を公布

◇蚕糸・昆虫農業技術研究所組織規則（同

６１号）を公布

◇農業環境技術研究所組織規則（同６２号）

を公布

◇農業工学研究所組織規則（同６３号）を公

布

◇食品総合研究所組織規則（同６４号）を公

布

◇国際農林水産業研究センター組織規則

（同６５号）を公布

◇林木育種センター組織規則（同６６号）を

公布

◇森林総合研究所組織規則（同６７号）を公

布

◇さけ・ます資源管理センター組織規則（同

６８号）を公布

◇水産研究所組織規則（同６９号）を公布

◇養殖研究所組織規則（同７０号）を公布

◇水産工学研究所組織規則（同７１号）を公

布

◇中央省庁等改革のための農林水産省組織

関係命令の整備に関する命令（同７２号）を

公布

（中央省庁等改革推進本部令は、内閣法の

一部を改正する法律の施行の日（平成１３年

１月６日）から施行）

３０日�◇農業改良資金助成法施行令の一部を改正

する政令（政令第４０９号）を公布（同日施

行）

◇農業改良資金助成法施行規則の一部を改

正する省令（農林水産省令第７９号）を公布

（同日施行）

◇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８０号）を公布（同日施

行）

３１日�◇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８１号）を公布（平成１２

年１０月１日から施行）

９月

　　〈農業関係〉

９月１日�◇ものづくり基盤技術基本計画について

　　　　　（食品流通局企業振興課）

◇農林水産公共事業のコスト縮減対策の概

要（大臣官房予算課）

◇主要食料品の小売価格等の見通し（食品

流通局物価対策室）

◇鶏ひなふ化羽数（平成１２年７月分）（統計

情報部構造統計課）

◇高潮防災対策パンフレット「高潮災害と

その対策」の配布について（構改局防災課、

水産庁防災海岸課）

◇家畜防疫に関する研究会（第３回）の開

催について（畜産局衛生課）

◇国内で分離された口蹄疫ウイルスを用い

た感染試験成績について（第５７報）（畜産局

衛生課）

◇口蹄疫清浄国の認定のためのOIE への

報告について（第５８報）（畜産局衛生課）

◇口蹄疫の疫学調査について（第５９報）（畜

産局衛生課）

◇第２回コーデックス連絡協議会の概要

（食品流通局品質課）

４日�◇はくさい収穫機の金型使用希望企業の募

集について（農産園芸局肥料機械課）

◇平成１２年度第２期の繭の関税割当てにつ

いて（経済局貿易関税課）

◇製材統計（１２年７月分）（統計情報部構造

統計課）

◇「遺伝子組換え農産物を考えるコンセン

サス会議」市民パネラーの決定について（先

端産業技術研究課）

◇北海道農業試験場からの受精卵クローン

牛の出荷及び同牛由来の牛肉の販売予定に

ついて（変更有）（北海道農業試験場）

◇農林水産行政に係る政策評価の実施につ

いて（大臣官房文書課）

５日�◇平成１１年度国産ナチュラルチーズの種類

別製造量について（畜産局牛乳乳製品課）

◇種苗法による品種登録について（農産園
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芸局種苗課）

◇木材価格（平成１２年８月１５日現在）（統計

情報部構造統計課）

◇合板統計（平成１２年７月分）（統計情報部

構造統計課）

◇平成１１年農林水産業生産指数（概算）（統

計情報部企画調整課）

◇平成１２年度外国産麦類検査実績の産地

（型）銘柄別、検査項目別平均値（平成１２

年４月～７月）（食糧庁検査課）

◇平成１２年産米の検査結果（速報値）（平成

１２年８月末日現在）（食糧庁検査課）

◇平成１２年６月・７月度蚕糸業需給・価格

動向（農産園芸局畑作振興課）

◇子牛取引情報（平成１２年８月分）（統計情

報部流通消費統計課）

◇平成１２年産麦の政府買入価格に関する情

報提供について（米価審議会議事要旨）（食

糧庁企画課）

◇第３回家畜防疫に関する研究会の概要

（畜産局衛生課）

６日�◇平成１１年農業経営統計調査－農業経営部

門別統計の概要－（統計情報部経営統計課）

◇平成１２砂糖年度国内産糖合理化目標価格

公聴会の開催について（食品流通局砂糖類

課）

◇三浦農林水産政務次官の外国出張につい

て（経済局国際企画課）

◇少子化対策推進懇談会の開催について

（農産園芸局婦人・生活課）

◇ダイオキシン類などの超微量分析のため

の共同利用施設が完成（農林水産技術会議

　筑波事務所）

７日�◇「遺伝子組換え農作物を考えるコンセン

サス会議」第１回・第２回会議（準備会合）

の概要について（技術会議先端産業技術研

究課）

◇国営土地改良事業における事後評価作業

ガイドラインの作成について（構造改善局

地域計画課）

◇全国における雪印乳業契約販売店の状況

（８月２８日時点）（畜産局牛乳乳製品課）

◇雪印乳業食中毒問題対策本部における資

料（畜産局牛乳乳製品課）

８日�◇平成１２砂糖年度の国内産糖合理化目標価

格の決定について（食品流通局砂糖類課）

◇野菜の生産出荷予想（平成１２年８月２０日

現在）（統計情報部生産統計課）

◇冷蔵水産物流通統計（全国主要冷蔵庫）

（平成１２年７月分）（統計情報部流通消費統

計課）

１１日�◇田畑智子さんの農林水産大臣への表敬訪

問について（食品流通局消費生活課）

◇「第１４回農協系統の事業・組織に関する

検討会」の開催について（経済局農業協同

組合課）

◇第２回飲用牛乳等の表示のあり方等に関

する検討会の開催について（畜産局牛乳乳

製品課）

◇「公的年金制度の一元化に関する懇談会

（再開第３回）」の開催について（経済局農

業協同組合課）

◇クローン牛の異動報告のとりまとめにつ

いて（H１２．８．１～H１２．８．３１異動報告

分）（技術会議事務局、畜産局）

◇青果物流通統計旬報概報（平成１２年８月

下旬）（統計情報部流通消費統計課）

◇平成１２年産水稲の９月１日現在における

作柄概況（統計情報部生産統計課）

◇平成１２年産麦類検査成績（速報値）（平成

１２年８月末日現在）（食糧庁検査課）

１２日�◇「第１４回農協系統の事業・組織に関する

検討会の開催」について（経済局農業協同

組合課）

◇信用事業を行う農協の平成１１事業年度末

の自己資本比率等の状況について経済局農

業協同組合課）

◇新事業創出促進法に基づく認定について

（農産園芸局環境保全型農業対策室）

◇生鮮食料品のマーケット・レポート（小

売業情報）９月上旬分（統計情報部流通消

費統計課）

◇農業観測に係る「プレスリリース」の配

布について（大臣官房調査課）

◇物価関係主要指標（食品流通局物価対策

室）

１３日�◇「食品流通段階別価格形成追跡調査報告」

の要旨－第４回（２月水産物調査）－（統

計情報部流通消費統計課）

◇平成１１年の漁家経済（海面漁業）（統計情

報部構造統計課）

◇米国農務省穀物等需給報告（２０００年９月
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１２日発表）のポイント（経済局国際企画課

海外情報室）

１４日�◇谷農林水産大臣の現地視察について（大

臣官房総務課災害班）

◇消費地水産物流通統計（平成１２年７月分）

（統計情報部流通消費統計課）

◇花き流通統計（平成１２年７月分）（統計情

報部流通消費統計課）

◇平成１２年産米の検査結果（速報値）（平成

１２年９月１０日現在）（食糧庁検査課）

◇石破農林水産総括政務次官の外国出張に

ついて（経済局国際企画課）

◇農業農村整備事業の効率的実施に係る検

討会の開催について（構造改善局）

◇日本中央競馬会運営審議会委員の発令に

ついて（畜産局競馬監督課）

◇２０００／２００１年度の海外農産物の需給・価

格の見通し（速報）（大臣官房調査課）

◇平成１２年産米の検査結果（速報値）（平成

１２年９月１０日現在）における誤記のお詫び

について（食糧庁検査課）

◇カイコの作る抗菌性ペプチドがイネで発

現－白葉枯病とかさ枯病に抵抗性を示す－

（蚕糸・昆虫農業技術研究所）

１８日�◇麦製品の取引価格の推移（食糧庁計画課）

◇第２回飲用牛乳等の表示のあり方等に関

する検討会資料（畜産局牛乳乳製品課）

◇農業農村整備事業の効率的実施に係る検

討会の資料配付について（構造改善局）

◇平成１２年春蚕収量（統計情報部生産統計

課）

１９日�◇平成１２年産「い」の作付面積及び収穫量

（主産県）（統計情報部生産統計課）

◇平成１２年産なたね（子実用）の作付面積

及び収穫量（主産県）（統計情報部生産統計

課）

◇「第１５回農協系統の事業・組織に関する

検討会」の開催について（経済局農業協同

組合課）

◇お米・ごはん食の推進について（お知ら

せ）（食糧庁米流通消費対策室）

２０日�◇はくさい収穫機の金型使用者決定につい

て（農産園芸局肥料機械課）

◇商品取引員に対する行政処分について

（食品流通局商業課）

◇「第１５回農協系統の事業・組織に関する

検討会の開催」について（経済局農業協同

組合課）

◇生鮮食料品のマーケット・レポート（小

売業情報）９月中旬分（統計情報部流通消

費統計課）

◇平成１２年産夏作豆類（乾燥子実）の全国

作付面積及び大豆、小豆の主県産予想収穫

量（９月１日現在）（統計情報部生産統計課）

◇平成１３年産春野菜の作付予定面積の動向

（平成１２年８月２５日現在）（統計情報部生産

統計課）

◇「家畜防疫に関する研究会」の報告書に

ついて（畜産局衛生課）

◇野菜の生産出荷予想（平成１２年９月５日

現在）（統計情報部生産統計課）

◇ため池ヘドロを有効利用した新しいため

池改修工法の開発（農業工学研究所）

２１日�◇農業経営動向統計月別収支（平成１２年７

月分）（統計情報部経営統計課）

◇ごはん食推進のテレビCMの放映につい

て（食糧庁業務流通課）

◇青果物流通統計旬報概報（平成１２年９月

上旬）（統計情報部流通消費統計課）

◇地域リーダーとの意見交換会第４回の開

催について（大臣官房企画室）

２２日�◇在庫情報（東京・大阪主要冷蔵庫）（平成

１２年８月分）（統計情報部流通消費統計課）

◇平成１２年産かきの生産出荷予想（平成１２

年９月１日現在）（統計情報部生産統計課）

◇国内産主食用米穀（うるち米）の販売・

売却数量（速報）（食糧庁計画課）

◇「ダイオキシン類の野菜等農作物可食部

への付着・吸収実態の解明」平成１１年度研

究成果について（技術会議連絡調整課）

◇見直し基準に該当する農林水産公共事業

地区の取扱いについて（農林水産省）

◇公共事業の抜本的見直しに関連し、農林

水産省構造改善局が独自に取り組む農業農

村整備事業地区の見直し（農林水産省）

◇平成１１年度農用地土壌及び農作物に係る

ダイオキシン類実態調査結果について（農

産園芸局農産課）

◇平成１２砂糖年度１０月－１２月期における砂

糖及び異性化糖の需給見通し（食品流通局

砂糖類課）

◇WTO農業交渉の現状と論点について
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（経済局国際経済課）

◇第３回WTO農業委員会特別会合につい

て（農林水産省）

◇日・シンガポール自由貿易協定に関する

共同研究会について（農林水産省）

２５日�◇１２年度麦類売渡実績（速報）（食糧庁業務

流通課）

◇平成１２年産米の検査結果（速報値）（平成

１２年９月２０日現在）（食糧庁検査課）

２６日�◇米価審議会の開催について（食糧庁企画

課）

◇第３回飲用牛乳等の表示のあり方等に関

する検討会の開催について（畜産局牛乳乳

製品課）

◇平成１２年産てんさいの作付面積及び予想

収穫量（北海道・９月１日現在）（統計情報

部生産統計課）

◇平成１２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（統計情報部生産統

計課）

◇平成１２年産水稲の９月１５日現在における

作柄概況資料（全国農業地域別、都道府県

別）（統計情報部生産統計課）

◇水稲作況委員会の意見（統計情報部生産

統計課）

◇大臣感謝状の授与について（畜産局競馬

監督課）

◇雪印乳業食中毒事故に伴う対応策につい

て（最終とりまとめ）（畜産局牛乳乳製品課）

２８日�◇鶏ひなふ化羽数（平成１２年８月分）（統計

情報部構造統計課）

◇「遺伝子組換え農作物を考えるコンセン

サス会議」第１回・第２回会議（準備会合）

の実施概要　他（技術会議先端産業技術研

究課）

◇米価審議会会見等の案内及び協力要請に

ついて（食糧庁総務課）

２９日�◇米価審議会資料（食糧庁）

◇農村物価指数（平成１２年８月）（統計情報

部経営統計課）

◇平成１１年山林所有形態別素材生産の概要

（統計情報部構造統計課）

◇平成１２年産かんしょの全国作付面積及び

主産県予想収穫量（９月２０日現在）（統計情

報部生産統計課）

◇産地水産物流通統計（主要４２漁港）（平成

１２年８月分）（統計情報部構造統計課）

◇牛乳乳製品統計（平成１２年８月分）（統計

情報部流通消費統計課）

◇食肉流通統計（平成１２年８月分）（統計情

報部流通消費統計課）

◇平成１２年産水稲うるち米の品種別作付状

況（速報）について（食糧庁計画課）

◇米の１人１ヶ月当たり消費量（平成１２年

７月分）（食糧庁計画課）

◇米穀の小売価格調査結果の概要（平成１２

年８月分）（食糧庁計画課）

◇米穀の卸売価格調査結果の概要（平成１２

年８月分）（食糧庁計画課）

◇「第４回高潮防災情報等のあり方研究会」

の議事概要について（構造改善局、水産庁）

◇経営構造対策事業等に係る第三者委員会

の開催について（構造改善局）

◇野菜の入荷量と価格の見通し（関東農政

局野菜課）

◇「農山漁村いきいき高齢者月間」におけ

る取組について（農産園芸局婦人・生活課）

◇２１世紀における農村地域の将来像につい

て～豊かな住みよい農村地域を目指して～

（構造改善局地域計画課）

◇米価審議会　答申（米価審議会）

　　〈林業関係〉

９月１日�◇林政審議会の開催のお知らせ（林野庁企

画課）

６日�◇森林の公益的機能の評価額について（林

野庁計画課）

◇国有林野事業の林野・土地売払いについ

て（林野庁業務課国有林野管理室）

７日�◇第１回国有林野のエネルギー資源利用検

討会議事要旨（林野庁経営企画課）

◇第９５回林政審議会の開催について（林野

庁企画課）

１９日�◇平成１２年度林野庁殉職者慰霊式について

（林野庁職員・厚生課福利厚生室）

２２日�◇林政審議会の開催のお知らせ（林野庁）

◇WTO林・水産物交渉の現状と論点（林

野庁・水産庁）

２７日�◇第９６回林政審議会の開催について（林野

庁企画課）

◇林業公社に関する懇談会の中間報告につ

いて（林野庁造林保全課）
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◇「平成１１年度国有林野の管理経営に関す

る基本計画の実施状況」等について（林野

庁経営企画課）

　　〈水産業関係〉

９月１日�◇冷凍水産物需給情報（平成１２年８月）（水

産庁水産流通課）

５日�◇プーチン大統領訪日に係る水産関係文書

について（水産庁国際課）

◇韓国小型トロール漁船（通称：コテグリ）

のだ捕について（水産庁管理課）

６日�◇中西部太平洋における高度回遊性魚種資

源の保存管理に関する条約策定会　議

（MHLC）について（水産庁国際課）

７日�◇日台まぐろ協議の結果について（水産庁

遠洋課）

１４日�◇農林漁業金融公庫（水産関係）等の金利

改定について（水産庁協同組合課）

１８日�◇北西大西洋漁業機関（NAFO）第２２回年

次会議の開催について（水産庁国際課）

◇平成１２年度北西太平洋アカイカ漁況予報

（水産庁漁場資源課）

１９日�◇第１８８回漁港審議会の開催について（水産

庁計画課）

２０日�◇日・ソロモン漁業協議の結果について（水

産庁国際課）

◇第１８８回漁港審議会の結果について（水産

庁計画課）

２１日�◇日・キリバス漁業協議の開催について（水

産庁国際課）

２２日�◇日中漁業協定発効に伴う中国漁船の緊急

避泊対策について（水産庁管理課・水産庁

国際課）

２５日�◇日韓漁業共同委員会小委員会（部長・局

長級）の開催について（水産庁国際課）

                 ◇産地市場機能強化対策検討会中間報告に 

              　ついて（水産庁水産流通課）

２６日�◇三宅島緊急調査結果の概要（水産庁研究

指導課）

◇中国底びき網漁船の拿捕について（水産

庁管理課）

２７日�◇２０００年第１回日・アルゼンチン漁業協議

結果概要（水産庁遠洋課）

２９日�◇水産物の市況（平成１２年９月及び１０月）

（水産庁水産流通課）

◇日本・キリバス二国間民間漁業協議結果

について（水産庁国際課）

     〈法令〉

９月１日�◇中央省庁等改革のための農林水産省関係

省令の整備に関する省令（農林水産省令第

８２号）を公布（内閣法の一部を改正する法

律（平成１１年法律第８８号）の施行の日（平

成１３年１月６日）から施行）

４日�◇沖縄振興開発金融公庫による自作農維持

資金の融通に関する命令等の一部を改正す

る命令（総理府・大蔵省・農林水産省令第

１６号）を公布（内閣法の一部を改正する法

律（平成１１年法律第８８号）の施行の日（平

成１３年１月６日から施行）

◇特定農山村地域における農林業等の活性

化のための基盤整備の促進に関する法律施

行規則の一部を改正する命令（総理府・農

林水産省・通商産業省・建設省・自治省令

第２号）を公布（内閣法の一部を改正する

法律（平成１１年法律第８８号）の施行の日

（平成１３年１月６日から施行）

◇農地対価等微収規則等の一部を改正する

省令（大蔵省・農林水産省令第４号）を公

布（内閣法の一部を改正する法律（平成１１

年法律第８８号）の施行の日（平成１３年１月

６日から施行）

◇水産業協同組合法及び森林組合法による

倉荷証券発行の許可等に関する省令及び水

産業協同組合法及び森林組合法による倉荷

証券発行の許可の取消しに係る聴聞手続規

則の一部を改正する省令（農林水産省・運

輸省令第２号）を公布（内閣法の一部を改

正する法律（平成１１年法律第８８号）の施行

の日（平成１３年１月６日から施行）

６日�◇砂糖の価格安定等に関する法律施行令及

び農畜産業振興事業団法施行令の一部を改

正する政令（政令第４２０号）を公布（平成１２

年１０月１日から施行）

◇砂糖の価格安定等に関する法律及び農畜

産業振興事業団法の一部を改正する法律等

の施行に伴う関係農林水産省令の整備に関

する省令（農林水産省令第８３号）を公布

（平成１２年１０月１日から施行）

１２日�◇中央省庁等改革のための総理府、文部省、

農林水産省、運輸省、郵政省、自治省関係

命令の整備に関する命令（総理府・文部省・
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農林水産省・運輸省・郵政省・自治省令第

１号）を公布（内閣法の一部を改正する法

律（平成１１年法律第８８号）の施行の日（平

成１３年１月６日）から施行）

１３日�◇青年等の就農促進のための資金の貸付け

等に関する特別措置法及び農業信用保証保

険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４２５号）を公布（平成１２年

１０月１日から施行）

◇青年等の就農促進のための資金の貸付け

等に関する特別措置法及び農業信用保証保

険法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４２６号）

を公布（平成１２年１０月１日から施行）

◇農業近代化資金助成法施行令の一部を改

正する政令（政令第４２７号）を公布（平成１２

年１０月１日から施行）

◇漁港法施行令の一部を改正する政令（政

令第４２８号）を公布（平成１３年４月１日から

施行）

１９日�◇容器包装に係る分別収集及び再商品化の

促進等に関する法律施行規則の一部を改正

する省令（大蔵省・厚生省・農林水産省・

通商産業省令第３号）を公布（平成１３年１

月６日から施行）

◇工場立地法施行規則の一部を改正する省

令（大蔵省・厚生省・農林水産省・通商産

業省・運輸省令第５号）を公布（平成１３年

１月６日から施行）

◇特定工場における公害防止組織の整備に

関する法律施行規則の一部を改正する省令

（大蔵省・厚生省・農林水産省・通商産業省・

運輸省令第６号）を公布（平成１３年１月６

日から施行）

◇輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に

関する臨時措置法第２条第６項の特定対内

投資事業者に関する省令の一部を改正する

省令（厚生省・農林水産省・通商産業省・

運輸省令第１号）を公布（平成１３年１月６

日から施行）

２０日�◇農業共済再保険特別会計法施行令第５条

の２第１項の規定に基づく農作物共済、蚕

繭共済、果樹共済及び畑作物共済に係る再

保険金の概算払の額の限度に関する省令の

一部を改正する省令（農林水産省令第８４号）

を公布（同日施行）

２６日�◇消費生活用製品安全法施行規則の一部を

改正する省令（農林水産省・通商産業省令

第８号）を公布（平成１２年１０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

る省令（農林水産省令第８５号）を公布（平

成１２年１０月１日から施行）

２７日�◇土地改良法施行令の一部を改正する政令

（政令第４３６号）を公布（同日施行）

◇訪問販売等に関する法律第１８条の３第１

項に規定する指定法人を指定する命令（総

理府・厚生省・農林水産省・通商産業省・

運輸省・建設省令第１号）を公布（平成１２

年９月２７日から施行）

２８日�◇農林水産省組織規程の一部を改正する省

令（農林水産省令第８６号）を公布（平成１２

年１０月１日から施行）

◇家畜伝染病予防法施行規則の一部を改正

する省令（農林水産省令第８７号）を公布

（平成１２年１０月１日から施行）

◇農業災害補償法施行規則の一部を改正す

る省令（農林水産省令第８８号）を公布（平

成１２年１０月１日から施行）

２９日�◇関税割当制度に関する政令の一部を改正

する政令（政令第４３９号）を公布（平成１２年

１０月１日から施行）

◇農業信用保証保険法施行規則の一部を改

正する命令（総理府・農林水産省令第５号）

を公布（平成１２年１０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（大蔵省・厚生省・農林水産省・

通商産業省令第４号）を公布（平成１２年１０

月１日から施行）

◇青年等の就農促進のための資金の貸付け

等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８９号）を公布

（平成１２年１０月１日から施行）

◇農業改良資金助成法施行規則の一部を改

正する省令（農林水産省令第９０号）を公布

（平成１２年１０月１日から施行）

１０月

　　〈農業関係〉

１０月２日�◇平成１２年度（下期）の関税割当公表につ

いて（経済局国際部貿易調整室）
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◇平成１１年産さとうきび生産費（統計情報

部経営統計課）

◇平成１１年産原料用かんしょ・原料用ばれ

いしょ生産費（統計情報部経営統計課）

◇平成１１年産大豆生産費（農家調査）（統計

情報部経営統計課）

◇平成１１年産大豆生産費（協業経営体）（統

計情報部経営統計課）

◇製材統計（平成１２年８月分）（統計情報部

構造統計課）

◇平成１２年産さとうきびの予想収穫量（９

月２０日現在）（統計情報部生産統計課）

◇主要食料品の小売価格等の見通し（食品

流通局物価対策室）

◇生鮮食料品のマーケット・レポート（小

売業情報）９月下旬分（統計情報部流通消

費統計課）

◇青果物流通統計旬報概報平成１２年９月中

旬（統計情報部流通消費統計課）

◇平成１２年度下期のとうもろこしの関税割

当てについて（経済局国際部貿易調整室）

◇平成１２年度下期の麦芽の関税割当てにつ

いて（経済局国際部貿易調整室）

◇平成１２年度下期のアルコール製造用糖み

つの関税割当てについて（経済局国際部貿

易調整室）

◇平成１２年度下期の豆類（ひよこ豆、緑豆、

ひら豆、大豆及び落花生を除く。）の関税割

当てについて（経済局国際部貿易調整室）

◇平成１２年度下期のでん粉、イヌリン及び

でん粉調整品の関税割当てについて（経済

局国際部貿易調整室）

◇平成１２年度下期の落花生の関税割当てに

ついて（経済局国際部貿易調整室）

３日�◇合板統計（平成１２年８月分）（統計情報部

構造統計課）

◇木材価格（平成１２年９月１５日現在）（統計

情報部構造統計課）

◇１３年産政府米の銘柄区分への当てはめ結

果について（食糧庁企画課）

◇公的年金制度の一元化に関する懇談会

（第４回）の開催について（経済局農業協

同組合課）

４日�◇種苗法による品種登録について（農産園

芸局種苗課）

◇国産稲わら緊急確保対策の実施要件の緩

和について（畜産局自給飼料課）

◇体細胞クローン牛の繁殖能力を確認－第

２隼人号の精子で子牛が誕生－（畜産試験

場）

◇経営構造対策事業等に係る第三者委員会

の開催について（構造改善局）

◇平成１２年産米の検査結果（速報値）（平成

１２年９月末日現在）（食糧庁検査課）

５日�◇第３回乳用牛乳等の表示のあり方等に関

する検討会資料（畜産局牛乳乳製品課）

◇子牛取引情報（平成１２年９月分）（統計情

報部流通消費統計課）

◇農産物貿易に関する世論調査について

（経済局国際経済課）

◇アオダモ資源育成の会創立記念植樹祭に

ついて（北海道森林管理局）

６日�◇平成１２年度補正予算（経済対策関係）農

林水産関係要望の概要について（大臣官房

予算課）

◇平成１２年産・１３年産甘味資源作物等の生

産者価格等及び平成１３年産大豆の交付金単

価等について（農産園芸局、食品流通局）

◇平成１２年度外国産麦類検査実績の産地

（型）銘柄別、検査項目別平均値（平成１２

年４月～８月）（食糧庁検査課）

◇２０００年世界農林業センサス中間集計結果

（速報値）（統計情報部構造統計課）

◇２０００年世界農林業センサス中間集計結果

（速報値）の概要（平成１２年２月１日現在）

（統計情報部構造統計課）

◇鳥取県西部地震対策関係局庁連絡会議の

設置について（大臣官房総務課災害班）

◇平成１２年度第２回MA一般輸入米入札

の結果の概要（食糧庁貿易業務課）

１０日�◇野菜の生産出荷予想（平成１２年９月２０日

現在）（統計情報部生産統計課）

                ◇平成１２年度第１回かんがい排水審議会国

際部会の開催について（構造改善局事業計

画課、設計課）

◇平成１２年度第１回かんがい排水審議会企

画部会の開催について（構造改善局事業計

画課）

◇加工米飯の生産量（食糧庁加工食品課）

◇２１世紀における農村地域の将来像に関す

る懇談会（第１回）の開催について（構造

改善局地域計画課）
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１１日�◇豚コレラ防疫対策要領の全部を改正する

ことについての意見・情報の募集結果につ

いて（畜産局衛生課）

◇家畜伝染病予防法施行規則の一部を改正

することについての意見・情報の募集結果

について（畜産局衛生課）

◇冷蔵水産物流通統計（全国主要冷蔵庫）

（１２年８月分）（統計情報部流通消費統計

課）

◇第４回「飲用牛乳等の表示のあり方に関

する検討会」の開催について（畜産局牛乳

乳製品課）

◇２１世紀における農村地域の将来像に関す

る懇談会資料（構造改善局地域計画課）

１２日�◇平成１２年産麦類検査成績（速報値）（１２年

９月末現在）（食糧庁検査課）

◇文部省・農林水産省連携協議会の開催に

ついて（農産園芸局普及教育課）

◇青果物流通統計旬報概報（平成１２年９月

下旬）（統計情報部流通消費統計課）

◇生鮮食料品のマーケット・レポート（小

売業情報）１０月上旬分（統計情報部流通消

費統計課）

◇畜産局衛生課審議会委員の発令について

（畜産局畜政課）

１３日�◇食料・農業・農村政策審議会第６回施策

部会の開催について（大臣官房調査課）

◇平成１２年産米の検査結果（速報値）（平成

１２年１０月１０日現在）（食糧庁検査課）

◇谷農林水産大臣の現地視察について（大

臣官房総務課災害班）

◇石破農林水産総括政務次官の現地視察に

ついて（大臣官房総務課災害班）

１６日�◇花き流通統計（平成１２年８月分）（統計情

報部流通消費統計課）

◇消費地水産物流通統計（平成１２年８月分）

（統計情報部流通消費統計課）

◇平成１２年度北西太平洋サンマ長期漁況海

況予報（漁期後半の見通し）（水産庁漁場資

源課）

◇麦製品の取引価格の推移（食糧庁計画課）

◇稲発酵飼料（ホールクロップサイレージ）

推進協議会の設置について（畜産局、農産

園芸局）

◇食料・農業・農村政策審議会第６回施策

部会の開催について（大臣官房調査課）

１７日�◇家畜伝染病予防法第５０条の規定に基づく

豚コレラ予防液の使用許可状況について

（１０月１２日現在）（畜産局衛生課）

◇カドミウムの調査の実施について（食糧

庁）

◇稲発酵粗飼料（ホールクロップサイレー

ジ）推進協議会の開催について（畜産局、

農産園芸局）

１８日�◇農林水産業・農山漁村における少子化問

題に関する意見の募集（農産園芸局婦人・

生活課）

◇インターネット上の気象データを総合的

に利用する支援ソフトを開発（農業研究セ

ンター）

１９日�◇農業生産総合対策事業に係る第三者委員

会の開催について（第３回）（農産園芸局農

業生産対策推進室）

２０日�◇平成１３年度予算日本新生特別枠（留保枠）

農林水産関係要望の概要について（大臣官

房予算課）

◇WTO農業交渉の課題について（経済局

国際経済課）

◇平成１２年度（第３９回）農林水産祭天皇杯

等の選賞について（大臣官房総務課）

◇稲発酵粗飼料（ホールクロップサイレー

ジ）給与技術検討会（第１回）の開催につ

いて（畜産局自給飼料課）

◇平成１２年産春野菜の作付面積、収穫量及

び出荷量（主県産）（統計情報部生産統計課）

◇青果物流通統計旬報概報平成１２年１０月上

旬（統計情報部流通消費統計課）

◇生鮮食料品のマーケット・レポート（小

売業情報）１０月中旬分（統計情報部物流通

消費統計課）

◇「第１６回農協系統の事業・組織に関する

検討会」の開催について（経済局農業協同

組合課）

２３日�◇農業経営動向統計月別収支（平成１２年８

月分）（統計情報部経営統計課）

◇平成１２年産みかんの生産出荷予想（平成

１２年１０月１日現在）（統計情報部生産統計

課）

◇「ため池フォーラム in あおもり」の開催

について（構造改善局防災課）

◇「ため池のある風景」写夏コンテストの

結果について（第２回）（構造改善局防災課）
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◇米の１人１ヶ月当たり消費量（平成１２年

８月分）（食糧庁計画課）

◇国内産主食用米穀（うるち米）の販売・

売却数量（速報）（食糧庁計画課）

◇当面の政府米の販売方針（食糧庁計画課）

◇「第１６回農協系統の事業・組織に関する

検討会の開催」について（経済局農業協同

組合課）

◇大日本明治製糖株式会社と日新製糖株式

会社の産業活力再生特別措置法に基づく事

業再構築計画の認定（食品流通局砂糖類課、

企業振興課）

◇大日本明治製糖株式会社と日本甜菜製糖

株式会社の産業活力再生特別措置法に基づ

く事業再構築計画の認定（食品流通局砂糖

類課、企業振興課）

◇「お米・健康サミット２０００」（開催のお知

らせと取材のお願い）（食糧庁米流通消費対

策室）

２４日�◇生鮮食品品質表示基準等に係る実態調査

について（食品流通局品質課）

◇農業機械化審議会検査部会の開催につい

て（農産園芸局肥料機械課）

◇２１世紀における農村地域の将来像に関す

る懇談会（第２回）の開催について（構造

改善局地域計画課）

◇ JAS法に基づく表示への移行期間にお

ける表示適正化の取組状況（食糧庁業務流

通課）

◇稲発酵粗飼料（ホールクロップサイレー

ジ）給与技術検討会（第１回）について

（畜産局自給飼料課）

◇農業生産総合対策事業に係る第三者委員

会の開催について（第３回）（農産園芸局農

業生産対策推進室）

◇「遺伝子組換え農作物を考えるコンセン

サス会議」第３回・第４回会議（本会合）

の概要について（技術会議先端産業技術研

究課）

◇平成１２年度リサイクル推進功労者等表彰

の結果発表について（食品流通局企画課食

品環境対策室）

２５日�◇平成１２年産水稲の作付面積及び予想収穫

量（１０月１５日現在）（統計情報部生産統計課）

◇平成１２年耕地面積（平成１２年８月１日現

在）（統計情報部生産統計課）

◇冷蔵水産物流通統計在庫情報（東京・大

阪主要冷蔵庫）（平成１２年９月分）（統計情

報部流通消費統計課）

◇平成１２年産米の検査結果（速報値）（平成

１２年１０月２０日現在）（食糧庁検査課）

２６日�◇高精度固液分離装置等新規課題の参画企

業の決定について（農産園芸局肥料機械課）

◇畜産物価格関係の畜産振興審議会の開催

について（畜産局畜政課）

◇豚肉の調整保管の実施について（畜産局

食肉鶏卵課）

◇物価関係主要指標（食品流通局物価対策

室）

◇川口環境庁長官及び４省庁事務方合同記

者会見（気候変動枠組条約第６回締約国会

議（COP６））（大臣官房総務課環境対策室）

◇クローン牛の異動報告のとりまとめにつ

いて（H１２．９．１～H１２．９．３０異動報告

分）（技術会議事務局、畜産局）

◇家畜クローン研究の現状について（技術

会議事務局、畜産局）

２７日�◇平成１３年産春野菜の需給・価格の見通し

（速報）（大臣官房調査課）

◇平成１２年産みかんの需給・価格の見通し

（大臣官房調査課）

◇鶏ひなふ化羽数（平成１２年９月分）（統計

情報部構造統計課）

◇WTO農業交渉に関する意見募集につい

て（第２回）（経済局国際経済課、官房地方

課）

◇ウルグアイにおける口蹄疫の発生につい

て（情報）（畜産局衛生課）

◇人工遺伝子の新しい合成方法を開発（家

畜衛生試験場）

３０日�◇乳用牛の飼養動向（平成１２年８月１日現

在）（統計情報部構造統計課）

◇獣医師法第８条第２項の規定に基づく獣

医師の処分について（畜産局衛生課）

◇第６回「バイオテクフォーラム in 埼玉」

の開催について（技術会議先端産業技術研

究課）

◇２１世紀における農村地域の将来像に関す

る懇談会（第２回）にかかる資料の配付に

ついて（構造改善局地域計画課）

◇畜産物をめぐる最近の情勢について（畜

産局畜政課）
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◇生乳需給・価格情報協議会（仮称）準備

会事務局の設置について（畜産局牛乳乳製

品課）

３１日�◇産地水産物流通統計（主要４２漁港）（平成

１２年９月分）（統計情報部構造統計課）

◇農村物価指数（平成１２年９月）（統計情報

部経営統計課）

◇平成１２年産４麦（田畑別）の収穫量（統

計情報部生産統計課）

◇食肉流通統計（平成１２年９月分）（統計情

報部流通消費統計課）

◇牛乳乳製品統計（平成１２年９月分）（統計

情報部流通消費統計課）

◇平成１２年産果樹、桑、茶栽培面積（８月

１日現在）（統計情報部生産統計課）

◇米穀の卸売価格調査結果の概要（平成１２

年９月分）（食糧庁計画課）

◇米穀の小売価格調査結果の概要（平成１２

年９月分）（食糧庁計画課）

◇青果物流通統計旬報概報（平成１２年１０月

中旬）（統計情報部流通消費統計課）

◇野菜の入荷量と価格の見通し（関東農政

局野菜課）

　　〈林業関係〉

１０月４日�◇「主要木材の短期需給見通し（平成１２年

第４四半期及び平成１３年第１四半期）」につ

いて（林野庁木材流通課）

◇「平成１２年木材（用材）需給見通しの見

直し」について（林野庁木材流通課）

５日�◇国有林野事業の林野・土地売払いについ

て（林野庁業務課国有林野管理室）

６日�◇林政審議会の開催のお知らせ（林野庁企

画課）

１１日�◇林政審議会報告の概要（林野庁企画課）

１７日�◇モデル森林の推進に関する国際ワーク

ショップ第４回会合－山梨ワークショップ

の開催について－（林野庁計画課）

２３日�◇第２９回国際熱帯木材機関（ITTO）理事

会の開催について（林野庁木材貿易対策室）

２４日�◇大規模林道事業の第３回再評価検討委員

会の開催及び地元意見聴取等の実施につい

て（林野庁基盤整備課）

３１日�◇国有林野事業の林野・土地売払いについ

て（林野庁業務課国有林野管理室）

　　〈水産業関係〉

１０月１０日�◇平成１２年度第２回日本海海況予報（水産

庁漁場資源課）

◇平成１２年度第２回東北海区サバ長期漁海

況予報（水産庁漁場資源課）

１１日�◇農林漁業金融公庫（水産関係）等の金利

改定について（水産庁協同組合課）　

◇日・EU漁業協議の結果概要について（水

産庁国際課）

◇日・ノールウェー漁業協議の結果概要に

ついて（水産庁国際課）

◇ IUU漁業に関するFAO技術会合の結果

概要（水産庁国際課）

１２日�◇農林漁業金融公庫（水産関係）等の金利

改定について（水産庁協同組合課）

１６日�◇第８６回OECD水産委員会の結果概要（水

産庁国際課）

◇日南ア漁業協議（結果概要）（水産庁国際

課）

◇第２回 IUCN世界自然保全会議の結果に

ついて（水産庁漁場資源課）

１７日�◇水産庁船舶用燃料油談合事件該当業者に

対する指名停止（入札参加停止）措置につ

いて（水産庁漁政課船舶管理室）

１８日�◇韓国はえ縄漁船のだ捕について（水産庁

管理課）

◇農林漁業金融公庫（水産関係）等の金利

改定について（水産庁協同組合課）

１９日�◇第７３回対馬暖流系アジ・サバ・イワシ長

期漁況海況予報（水産庁漁場資源課）

◇世界初　稚魚でも操作できる高感度自発

摂餌装置の開発（水産庁研究指導課）

２０日�◇日中漁業共同委員会準備会合について

（水産庁国際課）

◇平成１１年度魚介類中のダイオキシン類の

実態調査結果について（水産庁漁場資源課）

２４日�◇全米熱帯まぐろ類委員会（IATTC）第６７

回本会合の開催について（水産庁国際課）

２６日�◇日韓漁業共同委員会小委員会（部長・局

長級）の開催について（水産庁国際課）

２７日�◇北太平洋溯河性魚類委員会（NPAFC）

第８回年次会議の開催について（水産庁国

際課）

◇日口漁業取締専門家会議の開催について

（水産庁国際課）

３１日�◇全米熱帯まぐろ類（IATTC）第６７回本会
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合の結果について（水産庁国際課）

◇水産物の市況（平成１２年１０月及び１１月）

（水産庁水産流通課）

     〈法令〉

１０月１０日�◇市民農園整備促進法施行規則の一部を改

正する省令（農林水産省・建設省令第２号）

を公布（内閣の一部を改正する法律（平成

１１年法律第８８号）の施行の日（平成１３年１

月６日）から施行）

１２日�◇中小漁業融資保証法施行令の一部を改正

する政令（政令第４５１号）を公布（平成１２年

１１月１日から施行）

◇農林漁業信用基金法施行令の一部を改正

する政令（政令第４５２号）を公布（同日施

行）

◇農業信用保証保険法施行令の一部を改正

する政令（政令第４５３号）を公布（同日施

行）

１３日�◇新事業分野開拓に関する命令の一部を改

正する命令（総理府・厚生省・農林水産省・

通商産業省・運輸省・郵政省・建設省令第

３号）を公布（平成１３年１月６日から施行）

◇特定輸入承認の表示に関する省令の一部

を改正する省令（農林水産省・通商産業省

令第９号）を公布（平成１３年１月６日から

施行）

◇農地および農業用施設に関する復旧工事

後の措置に関する省令の一部を改正する省

令（農林水産省・通商産業省令第１０号）を

公布（平成１３年１月６日から施行）

◇農林漁業団体職員共済組合法施行令の一

部を改正する政令（政令第４５５号）を公布

（平成１３年４月１日から施行）

２３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９１号）を公布（同

日施行）

２５日�◇日本国及びグレート・ブリテン及び北部

アイルランド連合王国の両国において就労

する者等に係る農林漁業団体職員共済組合

法の特例に関する政令（政令第４６０号）を公

布（法の施行の日（以下「法施行日」とい

う。）から施行）

◇優良田園住宅の建設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・建設省令第３号）を公布（内閣法の一

部を改正する法律（平成１１年法律第８８号）

の施行の日（平成１３年１月６日）から施行）

３１日�◇下請中小企業振興法施行規則の一部を改

正する省令（大蔵省・厚生省・農林水産省・

通商産業省・運輸省令第７号）を公布（平

成１３年１月６日から施行）

◇電子計算機利用経営管理計画及び連鎖化

事業計画認定規則の一部を改正する省令

（大蔵省・厚生省・農林水産省・通商産業省・

運輸省令第８号）を公布（平成１３年１月６

日から施行）

◇臨時石炭鉱害復旧法施行規則の一部を改

正する省令（文部省・厚生省・農林水産省・

通商産業省・運輸省・建設省令第１号）を

公布（平成１３年１月６日から施行）

◇海外商品市場における先物取引の受託等

に関する法律の規定に基づく立入検査をす

る職員の携帯する身分を示す証明書の様式

を定める省令の一部を改正する省令（農林

水産省・通商産業省令第１１号）を公布（平

成１３年１月６日から施行）

◇商品投資顧問業者の許可及び監督に関す

る省令の一部を改正する省令（農林水産省・

通商産業省令第１２号）を公布（平成１３年１

月６日から施行）

１１月

　　〈農業関係〉

１１月１日�◇平成１３年度農林水産関係税制改正要望

（追加事項）について（経済局総務課調整

室）

◇「第１７回農協系統の事業・組織に関する

検討会」の開催について（経済局農業協同

組合課）

◇「遺伝子組換え農作物を考えるコンセン

サス会議」の「市民の考えと提案」の公表

について（技術会議先端産業技術研究課）

◇花き産業振興方針について（農産園芸局

果樹花き課花き対策室）

◇主要食料品の小売価格等の見通し（食品

流通局物価対策室）

◇生鮮食料品のマーケット・レポート（小

売業情報）（１０月下旬分）（統計情報部流通

消費統計課）

◇平成１３年度の都道府県別の米の生産数量

及び作付面積に関するガイドライン並びに
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生産調整目標面積について（農産園芸局企

画課）

２日�◇平成１２年肥育豚生産費（調査期間：平成

１１年４月～平成１２年３月）（統計情報部経営

統計課）

◇平成１２年肥育牛（去勢若齢肥）、乳用おす

肥育牛、交雑種肥育牛生産費（調査期間：

平成１１年４月～平成１２年３月）（統計情報部

経営統計課）

◇平成１２年乳用おす育成牛、交雑種育成牛

生産費（調査期間：平成１１年４月～平成１２

年３月）（統計情報部経営統計課）

◇平成１２年子牛生産費（調査期間：平成１１

年４月～平成１２年３月）（統計情報部経営統

計課）

◇平成１２年牛乳生産費（全国）（調査期間：

平成１１年４月～平成１２年３月）（統計情報部

経営統計課）

◇肉用牛の飼育動向（平成１２年８月１日現

在）（統計情報部構造統計課）

◇木材価格（平成１２年１０月１５日現在）（統計

情報部構造統計課）

◇合板統計（平成１２年９月分）（統計情報部

構造統計課）

◇製材統計（平成１２年９月分）（統計情報部

構造統計課）

◇１２年度麦類売渡実績（速報）（食糧庁業務

流通課）

◇平成１２年秋褒章受章者名簿（大臣官房秘

書課）

◇畜産振興審議会総会関係資料（畜産局畜

政課）

◇平成１２年度（第３９回）農林水産祭「実り

のフェスバティル」の実施についての概要

（大臣官房総務課）

◇畜産物価格関係の畜産振興審議会各部会

の開催について（畜産局畜政課）

◇「第１７回農協系統の事業・組織に関する

検討会」の報告について（経済局農業協同

組合課）

◇平成１２年度第３回MA一般輸入米入札

の結果の概要（食糧庁貿易業務課）

６日�◇口蹄疫清浄国復帰後の畜産物等の輸出再

開について（情報）（畜産局衛生課）

◇平成１２年秋勲章受章者名簿（大臣官房秘

書課）

◇平成１２年産米の検査結果（速報値）（平成

１２年１０月末日現在）（食糧庁検査課）

７日�◇種苗法による品種登録について（農産園

芸局種苗課）

◇平成１２年８月・９月度の蚕糸業需給・価

格動向（農産園芸局畑作振興課）

◇全国女性農業経営者会議全国の集い in

にいがたの開催について（農産園芸局婦人・

生活課）

◇平成１２年度外国産麦類検査実績の産地

（型）銘柄別、検査項目別平均値（平成１２

年４月～９月）（食糧庁検査課）

◇子牛取引情報（平成１２年１０月分）（統計情

報部流通消費統計課）

８日�◇第３回農業農村整備事業の効率的実施に

係る検討会の開催について（構造改善局）

◇畜産振興審議会食肉部会関係資料（畜産

局食肉鶏卵課）

◇スターリンクコーン（飼料用）に関する

対応について（畜産局流通飼料課）

９日�◇OECDウゴニエ地域開発部長講演会の

ご案内（構造改善局地域計画課）

◇平成１２年産麦類検査成績（速報値）（平成

１２年１０月末日現在）（食糧庁検査課）

◇平成１２年度農林水産関係補正予算案の概

要について（大臣官房予算課）

◇畜産振興審議会酪農部会関係資料（畜産

局牛乳乳製品課）

◇畜産振興審議会食肉部会関係資料（畜産

局食肉鶏卵課）

◇平成１２年雑穀・飼肥料作物作付（栽培）

面積（統計情報部生産統計課）

◇畜産振興審議会酪農部会関係資料（畜産

局牛乳乳製品課）

１０日�◇野菜の生産出荷予想（平成１２年１０月２０日

現在）（統計情報部生産統計課）

◇冷蔵水産物流通統計（全国主要冷蔵庫）

（平成１２年９月分）（統計情報部流通消費統

計課）

◇青果物流通統計旬報概報（平成１２年１０月

下旬）（統計情報部流通消費統計課）

◇生鮮食料品のマーケット・レポート（小

売業情報）（１１月上旬分）（統計情報部流通

消費統計課）

◇天皇皇后両陛下の行幸啓について（技術

会議事務局企画調査課）
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◇オーストリアにおける豚コレラの発生に

ついて（畜産局衛生課）

◇スターリンクコーンの家畜飼養試験の実

施について（畜産局流通飼料課）

◇平成１３年度畜産物価格関連対策資料（畜

産局畜政課）

◇平成１２年度第３回輸入米に係る特別売買

（SBS）の結果の概要（食糧庁貿易業務課）

１３日�◇米の関税措置への切換えに対するウルグ

アイからの異議の取下げについて　（経済

局国際経済課、食糧庁企画課）

◇第７回全国直播稲作サミットの開催につ

いて（農産園芸局農産課）

◇全国生活研究グループ連絡協議会全国会

議兵庫大会開催について（農産園芸局婦人・

生活課）

◇平成１２年有珠山噴火災害に係る農林水産

大臣名の感謝状の贈呈について（大臣官房

総務課災害班）

◇組換え体利用飼料のモニタリング検査に

関してこれまでに得られた情報の提供につ

いて（畜産局流通飼料課）

◇わが国初の体細胞クローンヤギが誕生

（畜産試験場）

◇平成１１年度終了プロジェクト研究成果報

告会の開催について（農林水産技術会議事

務局）

◇日韓農林水産技術協力委員会第３３次会議

について（経済局技術協力課）

◇米国農務省穀物等需給報告（２０００年１１月

９日発表）ののポイント（経済局国際企画

課海外情報室）

１４日�◇第２２回食品産業優良企業等表彰事業につ

いて（食品流通局企業振興課）

◇平成１３年産米の政府買入価格及び標準売

渡価格に関する情報提供について（米価審

議会議事要旨）（食糧庁企画課）

◇２１世紀における農村地域の将来像に関す

る懇談会（第３回）に係る資料の配付につ

いて（構造改善局地域計画課）

◇口蹄疫清浄国復帰後の畜産物等の輸出再

開について（第２報）（情報）（畜産局衛生

課）

１５日�◇消費地水産物流通統計（１２年９月分）（統

計情報部流通消費統計課）

◇花き流通統計（１２年９月分）（統計情報部

流通消費統計課）

◇平成１２年産米の検査結果（速報値）（１２年

１１月１０日現在）（食糧庁検査課）

１６日�◇組換え体利用飼料のモニタリング検査結

果について（畜産局流通飼料課）

◇「飲用牛乳等の表示のあり方等に関する

検討会」報告書（畜産局牛乳乳製品課）

◇クローン牛の異動報告のとりまとめにつ

いて（H１２．１０．１～H１２．１０．３１異動報告

分）（技術会議事務局、畜産局）

◇食料・農業・農村政策審議会委員の公募

について（大臣官房企画室）

◇物価関係主要指標（食品流通局物価対策

室）

１７日�◇平成１２年度（第１回）民間部門の農林水

産研究開発功績者表彰の受賞について（農

林水産技術会議事務局）

◇家畜伝染病予防法第５０条の規定に基づく

豚コレラ予防液の使用許可状況について

（１０月末現在）（畜産局衛生課）

◇鶏卵流通統計（平成１２年７月～９月分）

（統計情報部流通消費統計課）

◇平成１１年野菜・果樹の品目別経営収支（事

例）（統計情報部経営統計課）

◇平成１３年度畜産物価格関連対策の概要

（畜産局畜政課畜産振興推進室）

◇組換え体利用飼料等に関する懇談会（畜

産局流通飼料課、畜産局衛生課）

２０日�◇麦製品の取引価格の推移（食糧庁計画課）

◇平成１２年産米の都道府県別政府買入数量

の配分について（食糧庁業務流通課）

◇野菜の生産出荷予想（平成１２年１１月５日

現在）（統計情報部生産統計課）

２１日�◇平成１２年度食料品消費モニター第１回定

期調査結果の概要（食品流通局消費生活課）

◇青果物流通統計旬報概報（平成１２年１１月

上旬）（統計情報部流通消費統計課）

◇農業経営動向統計月別収支（平成１２年９

月分）（統計情報部経営統計課）

２２日�◇第４回農業農村整備事業の効率的実施に

係る検討会の開催について（構造改善局）

◇平成１１年度の漁家経済（海面養殖業）（統

計情報部構造統計課）

◇在庫情報（東京・大阪主要冷蔵庫）（平成

１２年１０月分）（統計情報部流通消費統計課）

◇生鮮食料品のマーケット・レポート（小
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売業情報）（１１月中旬分）（統計情報部流通

消費統計課）

◇ハイファット・クリームチーズの分類を

めぐる議論について（畜産局牛乳乳製品課）

◇組換え体利用飼料等に関する懇談会資料

（畜産局流通飼料課）

２４日�◇平成１２年産米の検査結果（速報値）（平成

１２年１１月２０日現在）（食糧庁検査課）

◇稲発酵粗飼料（ホールクロップサイレー

ジ）給与技術検討会（第２回）の開催につ

いて（畜産局自給飼料課）

２７日�◇農林物資規格調査会総会の開催について

（食品流通局品質課）

◇国内産生食用米穀（うるち米）の販売・

売却数量（速報）（食糧庁計画課）

◇米の１人１ヶ月当たり消費量（平成１２年

９月分）（食糧庁計画課）

２８日�◇第６回遺伝子組換え農作物等の環境安全

性の確保に関する検討専門委員会の開催及

び一般傍聴について（技術会議先端産業技

術研究課）

◇鶏ひなふ化羽数（平成１２年１０月分）（統計

情報部構造統計課）

◇稲発酵粗飼料（ホールクロップサイレー

ジ）給与技術検討会（第２回）について

（畜産局自給飼料課）

◇乳製品・加工原料乳制度等検討委員会資

料（畜産局牛乳乳製品課）

◇１２年度麦類売渡実績（速報）（食糧庁業務

流通課）

◇生乳取引のあり方についての考え方（畜

産局牛乳乳製品課）

◇２１世紀における農村地域の将来像に関す

る懇談会（第４回）の開催について（構造

改善局地域計画課）

◇「公的年金制度の一元化に関する懇談会

（再開第６回）」の開催について（経済局農

業協同組合課）

◇遺伝子組換え農作物の高感度定量分析法

を開発（食品総合研究所）

◇農林物資規格調査会総会の審議の概要に

ついて（食品流通局品質課）

◇「公共事業の抜本見直しに関する三党合

意」に基づく農林水産公共事業の見直し結

果について（農林水産省）

２９日�◇「第５回高潮防災情報等のあり方研究会」

の議事概要について（構造改善局、水産庁）

◇平成１２年産春植えばれいしょの作付面積、

収穫量及び出荷量（北海道）（統計情報部生

産統計課）

◇農業組織経営体（稲作１位）の農業経営

（統計情報部構造統計課）

３０日�◇家畜伝染病予防法施行規則の公布につい

て（畜産局衛生課）

◇２０００年世界農林業センサス結果概要（統

計情報部構造統計課）

◇産地水産物流通統計（主要４２漁港）平成

１２年１０月分（統計情報部構造統計課）

◇農村物価指数（平成１２年１０月）（統計情報

部経営統計課）

◇食肉流通統計（平成１２年１０月分）（統計情

報部流通消費統計課）

◇牛乳乳製品統計（平成１２年１０月分）（統計

情報部流通消費統計課）

◇米穀の卸売価格調査結果の概要（平成１２

年１０月分）（食糧庁計画課）

◇米穀の小売価格調査結果の概要（平成１２

年１０月分）（食糧庁計画課）

◇生鮮食料品のマーケット・レポート（小

売業情報）１１月下旬分（統計情報部流通消

費統計課）

◇平成１２年度第４回飼料用輸入麦の同時契

約（SBS）の結果の概要（食糧庁貿易業務

課）

◇食品流通技術に係る国際協力に関する意

見聴取会の開催について（食品流通局企画

課）

　　〈林業関係〉

１１月７日�◇第２９回 ITTO理事会の結果について（林

野庁木材貿易対策室）

１３日�◇平成１１年度林業機械保有状況調査の概要

について（民有林）（林野庁技術開発推進室）

◇大規模林道事業の第５回再評価委員会の

開催について（林野庁基盤整備課）

１６日�◇林業構造改善事業に係る第三者委員会の

開催について（林野庁森林組合課）

１７日�◇林業構造改善事業に係る第三者委員会の

開催について（林野庁森林組合課）

２１日�◇「森林整備に関する新たな国民支援の推

進手法に関する研究会」の設置について（林

野庁企画課）
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２２日�◇「森林整備に関する新たな国民支援の推

進手法に関する研究会」の概要（第１回）

（林野庁企画課）

２７日�◇大規模林道事業の第６回再評価委員会の

開催について（林野庁基盤整備課）

　　〈水産業関係〉

１１月２日�◇ベーリング公海漁業公約第５回年次会議

の開催について（水産庁国際課）

◇日本海さば類・マイワシ・ブリ長期漁況

予報（水産庁漁場資源課）

◇まぐろの需給について（水産庁水産流通

課）

◇日韓漁業閣僚協議について（水産庁国際

課）

◇北太平洋溯河性魚類委員会（NPAFC）

第８回年次会議の結果について（水産庁国

際課）

６日�◇第１２回太平洋島嶼フォーラム（PIF）域

外国対話の結果について（水産庁国際課）

◇日韓漁業閣僚協議の結果について（水産

庁国際課）

◇日口漁業取締専門家会議の結果について

（水産庁国際課）

７日�◇ SEAFO第７回会合の開催について（水

産庁国際課）

◇第２２６回中央漁業調整審議会の結果につ

いて（水産庁漁政課）

８日�◇第１９回南極海洋生物資源保存委員会年次

会議の結果について（水産庁国際課）

９日�◇小笠原諸島周辺海域における鯨類の非致

死的調査のための調査船の出港について

（水産庁遠洋課）

◇第４回産地市場機能強化対策検討会につ

いて（水産庁水産流通課）

１０日�◇農林漁業金融公庫（水産関係）等の金利

改定について（水産庁協同組合課）

◇みなみまぐろ保存委員会（CCSBT）特別

会合及び科学者会合の開催について（水産

庁国際課）

１３日�◇北太平洋の海洋科学機関（PICES）第９

回年次会合の結果について（水産庁研究指

導課）

◇べ一リング公海漁業条約第５回年次会議

の結果について（水産庁国際課）

◇水産庁遠洋水産研究所所属漁業調査船新

「俊鷹丸」命名・進水式について（水産庁

研究指導課）

◇ SEAFO第７回会合の結果について（水

産庁国際課）

１４日�◇第４回産地市場機能強化対策検討会の討

議概要について（水産庁水産流通課）

１６日�◇日中漁業共同委員会準備会合について

（水産庁国際課）

１７日�◇日本とロシアとの間の海洋生物資源につ

いての操業分野協力事項に関する協定に基

づく政府間協議及び民間交渉（水産庁国際

課）

◇２０００／２００１年南氷洋鯨類捕獲調査船団の

出港について（水産庁遠洋課）

２０日�◇日中漁業共同委員会準備会合の結果につ

いて（水産庁国際課）

◇みなみまぐろ保存委員会（CCSBT）特別

会合結果概要について（水産庁国際課）

２２日�◇第１２回太平洋まぐろ類保存国際委員会

（ICCAT）特別会合の結果について（水産

庁国際課）

２４日�◇日中漁業共同委員会準備会合の結果につ

いて（水産庁国際課）

◇冷凍水産物需給情報（平成１２年１１月分）

（水産庁水産流通課）

◇「北方四島操業枠組み協定」に基づく政

府間協議及び民間交渉の結果について（水

産庁国際課）

２７日�◇韓国イカ釣り漁船のだ捕について（水産

庁管理課）

◇超音波診断によるマツカワとヒラメの早

期雌雄判別（水産庁研究指導課）

２８日�◇「提案公募型水産業活性化ハイテクノロ

ジー開発事業」に係る技術開発課題の公募

について（水産庁研究指導課海洋技術室）

◇日中漁業共同委員会準備会合の結果につ

いて（水産庁国際課）

     〈法令〉

１１月６日�◇農産物検査手数料令及び農産物検査法施

行令の一部を改正する政令（政令第４６６号）

を公布（平成１３年４月１日から施行）

７日�◇農林中央金庫法第３１条第２項に規定する

区分等を定める命令（総理府・大蔵省・農

林水産省令第１７号）を公布（内閣法の一部

を改正する法律（平成１１年法律第８８号）の

農　政　日　誌 －４６５－



施行の日（平成１３年１月６日）から施行）

◇農水産業協同組合貯金保険法施行規則及

び農水産業協同組合貯金保険法第６３条の規

定による適格性の認定に関する命令の一部

を改正する命令（総理府・大蔵省・農林水

産省令第１８号）を公布（内閣法の一部を改

正する法律（平成１１年法律第８８号）の施行

の日（平成１３年１月６日）から施行）

◇農林中央金庫法施行規則等の一部を改正

する命令（総理府・農林水産省令第６号）

を公布（内閣法の一部を改正する法律（平

成１１年法律第８８号）の施行の日（平成１３年

１月６日）から施行）

◇家畜伝染病予防法施行規則の一部を改正

する省令（農林水産省令第９３号）を公布

（同日施行）

８日�◇平成１２年９月８日から同月１７日までの間

の豪雨及び暴風雨による災害についての激

甚災害の指定並びにこれに対し適用すべき

措置の指定に関する政令　（政令第４６９号）

を公布（同日施行）

２０日�◇商品投資販売業者の許可及び監督に関す

る命令の一部を改正する命令（総理府・農

林水産省・通商産業省令第２号）を公布

（平成１３年１月６日から施行）

◇中央省庁等改革のための関係厚生省令・

農林水産省令・通商産業省令・建設省令の

整備に関する省令（厚生省・農林水産省・

通商産業省・建設省令第４号）を公布（内

閣法の一部を改正する法律（平成１１年法律

第８８号）の施行の日（平成１３年１月６日）

から施行）

２２日�◇大麻取締法施行規則等の一部を改正する

省令（厚生省・農林水産省令第４号）を公

布（内閣法の一部を改正する法律（平成１１

年法律第８８号）の施行の日（平成１３年１月

６日）から施行）

◇家畜伝染病予防法の一部を改正する法律

（法律第１２３号）を公布（公布の日から起算

して１０日を経過した日から施行）

◇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９４

号）を公布（同日施行）

２７日�◇家畜伝染病予防法施行令の一部を改正す

る政令（政令第４８７号）を公布（家畜伝染病

予防法の一部を改正する法律（平成１２年法

律第１２３号）の施行の日（平成１２年１２月２日）

から施行）

◇海洋生物資源の保存及び管理に関する法

律施行令の一部を改正する政令（政令第４８８

号）を公布（平成１３年１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

令及び承認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９５号）

を公布（内閣法の一部を改正する法律（平

成１１年法律第８８号）の施行の日（平成１３年

１月６日）から施行）

２８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及び漁業協同組合等

の信用事業に関する命令の一部を改正する

命令（総理府・農林水産省令第７号）を公

布（特定目的会社による特定資産の流動化

に関する法律等の一部を改正する法律の施

行の日（平成１２年１１月３０日）から施行。た

だし、次条の規定は、公布の日から施行（農

林中央金庫法施行規則等の一部を改正する

命令の一部改正））

◇農林中央金庫法施行規則の一部を改正す

る省令（農林水産省令第９６号）を公布（特

定目的会社による特定資産の流動化に関す

る法律等の一部を改正する法律の施行の日

（平成１２年１１月３０日）から施行）

◇組合又はその子会社が所有する株式等に

含めない株式等を定める省令の一部を改正

する省令（農林水産省令第９７号）を公布

（特定目的会社による特定資産の流動化に

関する法律等の一部を改正する法律の施行

の日（平成１２年１１月３０日）から施行）

２９日�◇農業協同組合法第９４条の２第４項に規定

する区分等を定める命令及び水産業協同組

合法第１２３条の２第４項に規定する区分等

を定める命令の一部を改正する命令（総理

府・大蔵省・農林水産省令第１９号）を公布（平

成１２年１２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及び漁業協同組合等

の信用事業に関する命令の一部を改正する

命令（総理府・農林水産省令第８号）を公

布（平成１２年１２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

る省令（農林水産省令第９８号）を公布（平

成１２年１２月１日から施行）
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◇卸売市場法施行規則の一部を改正する省

令（農林水産省令第９９号）を公布（特定目

的会社による特定資産の流動化に関する法

律等の一部を改正する法律の施行の日（平

成１２年１１月３０日）から施行）

◇品種登録規則の一部を改正する省令（農

林水産省令第１００号）を公布（特定目的会社

による特定資産の流動化に関する法律等の

一部を改正する法律（平成１２年法律第９７号）

の施行の日（平成１２年１１月３０日）から施行）

◇建設工事に係る資材の再資源化等に関す

る法律の施行期日を定める政令（政令第４９４

号）を公布（建設工事に係る資材の再資源

化等に関する法律の施行期日は、平成１２年

１１月３０日から施行）

◇建設工事に係る資材の再資源化等に関す

る法律施行令（政令第４９５号）を公布（法の

施行の日（平成１２年１１月３０日）から施行）

◇中小企業の事業活動の機会の確保のため

の大企業者の事業活動の調整に関する法律

施行規則の一部を改正する命令（総理府・

大蔵省・文部省・厚生省・農林水産省・通

商産業省・運輸省・郵政省・建設省令第１

号）を公布（平成１３年１月６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（総理府・大蔵省・厚生省・

農林水産省・通商産業省・運輸省・建設省

令第３号）を公布（平成１３年１月６日から

施行）

◇工業標準化法施行規則の一部を改正する

命令（総理府・文部省・厚生省・農林水産

省・通商産業省・運輸省・郵政省・労働省・

建設省・自治省令第１号）を公布（平成１３

年１月６日から施行）

◇産業活力再生特別措置法施行規則の一部

を改正する命令（総理府・厚生省・農林水

産省・通商産業省・運輸省・郵政省・建設

省令第４号）を公布（平成１３年１月６日か

ら施行）

◇小売商業調整特別措置法施行規則の一部

を改正する省令（大蔵省・厚生省・農林水

産省・通商産業省令第５号）を公布（平成

１３年１月６日から施行）

◇工業再配置促進法施行規則の一部を改正

する省令（大蔵省・厚生省・農林水産省・

通商産業省・運輸省令第９号）を公布（平

成１３年１月６日から施行）

◇中小企業団体の組織に関する法律施行規

則の一部を改正する省令（大蔵省・厚生省・

農林水産省・通商産業省・運輸省・建設省

令第４号）を公布（平成１３年１月６日から

施行）

◇工業標準化法に基づく表示認定等に関す

る省令（厚生省・農林水産省・通商産業省・

運輸省令第２号）を公布（平成１３年１月６

日から施行）

◇商品取引所法に基づく不利益処分に係る

聴聞手続規則の一部を改正する省令（農林

水産省・通商産業省令第１３号）を公布（平

成１３年１月６日から施行）

◇商品取引所法施行規則の一部を改正する

省令（農林水産省・通商産業省令第１４号）

を公布（平成１３年１月６日から施行）

３０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１０１号）を公布

（家畜伝染病予防法の一部を改正する法律

（平成１２年法律第１２３号）の施行の日（平成

１２年１２月２日）から施行。ただし、第４３条、

第４５条第１項及び第４７条の改正規定は、平

成１２年１２月３０日から施行）

1２月

　　〈農業関係〉

１２月１日�◇わが国初の体細胞クローンヤギが死亡

（畜産試験場）

◇「魅力ある中山間地域づくり会議」及び

「中山間地域若者定住対策シンポジウム」

の開催について（農産園芸局婦人・生活課）

◇青果物流通統計旬報概報　平成１２年１１月

中旬（統計情報部流通消費統計課）

４日�◇「ヤング・ライスクッキング・コンテス

ト２０００」（開催のお知らせとご取材のお願

い）（食糧庁米流通消費対策室）

◇平成１２年度第４回MA一般輸入米入札

の結果の概要（食糧庁貿易業務課）

◇農薬安全使用基準の一部改正について

（農産園芸局植物防疫課）

◇平成１２年度土地改良事業地区営農推進優

良事例表彰について（構造改善局資源課）

◇製材統計（平成１２年１０月分）（統計情報部

構造統計課）

◇合板統計（平成１２年１０月分）（統計情報部
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構造統計課）

◇木材価格（平成１２年１１月１５日現在）（統計

情報部構造統計課）

◇平成１１年度中小漁業経営体の経済（統計

情報部構造統計課）

◇平成１１年漁業生産額　併載：平成１１年漁

業・養殖業生産量（確定値）（統計情報部構

造統計課）

５日�◇２１世紀における農村地域の将来像に関す

る懇談会（第４回）にかかる資料の配付に

ついて（構造改善局地域計画課）

◇平成１１年農業総産出額及び生産農業所得

（概算）（全国推計値）（統計情報部経営統

計課）

◇「農林水産分野等における組換え体の利

用のための指針」に基づく確認について（技

術会議先端産業技術研究課）

◇平成１２年産米の検査結果（速報値）（平成

１２年１１月末日現在）（食糧庁検査課）

◇年末年始における物価対策について（概

要）（食品流通局物価対策室）

◇「平成１１年漁業生産額　併載：平成１１年

漁業・養殖業生産量（確定値）」について

（統計情報部構造統計課）

◇子牛取引情報（平成１２年１１月分）（統計情

報部流通消費統計課）

６日�◇「公的年金制度の一元化に関する懇談会

（再開第７回）」の開催について（経済局農

業協同組合課）

◇「大好き！日本の食」（食品流通局消費生

活課）

◇平成１２年度外国産麦類検査実績の産地

（型）銘柄別、検査項目別平均値（平成１２

年４月～１０月）（食糧庁検査課）

◇農林水産物輸出入情報（平成１２年１０月分）

（統計情報部企画調整課国際統計室）

７日�◇牛海綿状脳症（BSE）に関する技術検討

会の開催について（畜産局衛生課）

◇カイコゲノムの遺伝地図・物理地図の公

開（蚕糸・昆虫農業技術研究所）

８日�◇野菜の生産出荷予想（平成１２年１１月２０日

現在）（統計情報部生産統計課）

◇冷蔵水産物流通統計（全国主要冷蔵庫）

（平成１２年１０月分）（統計情報部流通消費統

計課）

◇WTO農業交渉日本提案（経済局国際経

済課）

◇２０００／２００１年度の海外農産物の需給・価

格の見通し（速報）（大臣官房調査課）

◇平成１１年度「食料需給表」・食料自給率レ

ポート（平成１１年度）（大臣官房調査課）

◇米価審議会の開催について（食糧庁企画

課）

　　１１日�◇商品取引員に対する行政処分について

（食品流通局商業課）

◇平成１２年産麦類検査成績（速報値）（平成

１２年１１月末日現在）（食糧庁検査課）

１２日�◇食糧事務所ホームページの開設について

（食糧庁総務課）

◇青果物流通統計旬報概報（平成１２年１１月

下旬）（統計情報部流通消費統計課）

◇生鮮食料品のマーケット・レポート（小

売業情報）（１２月上旬分）（統計情報部流通

消費統計課）

１３日�◇牛海綿状脳症（BSE）に関する技術検討

会の概要（畜産局衛生課）

◇第１２回食品流通審議会の開催について

（食品流通局市場課）

◇農業機械の検査・鑑定及び開発・改良等

に関する総合的対策の実施（農産園芸局肥

料機械課）

◇物価関係主要指標（平成１２年１１月）（食品

流通局物価対策室）

◇平成１１年度の林家の林業経営収支（林家

経済調査結果）（統計情報部経営統計課）

１４日�◇クローン牛の異動報告のとりまとめにつ

いて（H１２．１１．１～H１２．１１．３０）（技術

会議事務局、畜産局）

◇「都市と農村の交流に関する意識・意向

について」の結果概要（統計情報部）

◇「水産物の流通体制の強化に関する意識・

意向について」の結果概要（統計情報部）

◇備蓄運営研究会の開催について（食糧庁

計画課）

◇米価審議会会見等の案内及び協力要請に

ついて（食糧庁総務課）

◇農業及び森林の多面的な機能の評価に関

する日本学術会議への諮問について（大臣

官房企画室）

◇平成１３年度農林水産関係税制改正につい

て（経済局総務課調整室）

１５日�◇平成１２年度下期畜産物等の需給・価格の
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見通し（大臣官房調査課）

◇稲発酵粗飼料（ホールクロップサイレー

ジ）給与技術検討会（第３回）の開催につ

いて（畜産局自給飼料課）

◇２１世紀における農村地域の将来像に関す

る懇談会提言（明日のふるさと２１）の配布

（構造改善局地域計画課）

◇平成１２年度病害虫発生予報第７号（農産

園芸局植物防疫課）

◇平成１２年産かんしょの収穫量（統計情報

部生産統計課）

◇花き流通統計（平成１２年１０月分）（統計情

報部流通消費統計課）

◇消費地水産物流通統計（平成１２年１０月分）

（統計情報部流通消費統計課）

◇平成１２年産水陸稲の収穫量（統計情報部

生産統計課）

◇平成１２年産ぶどう、日本なし、西洋なし、

もも、すももの収穫量及び出荷量（統計情

報部生産統計課）

◇米価審議会資料リスト（食糧庁企画課）

◇米価審議会　答申（米価審議会会長）

１８日�◇平成１２年度第４回輸入米に係る特別売買

（SBS）の結果の概要（食糧庁貿易業務課）

◇農林物資規格調査会の開催について（食

品流通局品質課）

◇米国産飼料用とうもろこしの輸出前検査

に係る日米合意について（畜産局流通飼料

課）

◇生活関連等公共事業重点化枠の配分につ

いて（農林水産省関係）（大臣官房予算課）

◇日本新生特別枠の配分について（農林水

産省関係）（大臣官房予算課）

◇麦製品の取引価格の推移（食糧庁計画課）

◇ごはん食ネットワーク会議が提案する

「ワンディッシュ・ワンボール」記者発表

会及び試食会について（取材のご案内）（食

糧庁米流通消費対策室）

◇第１回備蓄運営研究会資料（食糧庁計画

課）

◇世界文化遺産貢献の森林設定等に関する

有識者懇談会について（近畿中国森林管理

局）

１９日�◇野菜等に係るセーフガードの調査開始に

ついて（経済局貿易関税課）

◇稲発酵粗飼料（ホールクロップサイレー

ジ）給与技術検討会（第３回）について

（畜産局自給飼料課）

◇平成１２年農家のパソコン利用状況アン

ケート結果（統計情報部情報システム課）

２０日�◇再就職状況の公表について（大臣官房秘

書課）

◇第２回牛海綿状脳症に関する技術検討会

の開催について（畜産局衛生課）

◇生鮮食料品のマーケット・レポート（小

売業情報）（１２月中旬分）（統計情報部流通

消費統計課）

◇平成１２年産夏作豆類（乾燥子実）の収穫

量（統計情報部生産統計課）

◇平成１２年産飼料作物の収穫量（統計情報

部生産統計課）

◇農業経営動向統計月別収支（平成１２年１０

月分）（統計情報部経営統計課）

◇平成１３年度農業農村整備事業予算の概要

について（構造改善局建設部）

◇平成１３年度農林水産予算内示の概要（大

臣官房予算課）

◇農林物資規格調査会の審議の概要につい

て（食品流通局品質課）

◇平成１２砂糖年度１月－３月期における砂

糖及び異性化糖の需給見通し（食品流通局

砂糖類課）

２１日�◇「WTO農業交渉日本提案」の提出につ

いて（経済局国際経済課）

◇米の１人１ヶ月当たり消費量（平成１２年

１０月分）（食糧庁計画課）

◇青果物流通統計旬報概報（平成１２年１２月

上旬）（統計情報部流通消費統計課）

◇国内産主食用米穀（うるち米）の販売・

売却数量（速報）（食糧庁計画課）

◇牛海綿状脳症（BSE）に対する我が国の

対応について（畜産局衛生課）

２２日�◇平成１３年度農林水産予算内示額の局別概

要（第二次）（大臣官房予算課）

◇事務折衝の主要項目（食品流通局消費生

活課）

◇「公的年金制度の一元化に関する懇談会

（再開第８回）」の開催について（経済局農

業協同組合課）

◇平成１２年度下期農業資材の需給等の見通

し（大臣官房調査課）

◇種苗法による品種登録について（農産園
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芸局種苗課）

◇平成１２年度下期のとうもろこしの関税割

当て（単体飼料用（丸粒）及びコーングリッ

ツ等用第２次）について（経済局貿易関税

課）

◇平成１２年初秋蚕及び晩秋蚕収繭量（統計

情報部生産統計課）

◇平成１１年農業粗生産額及び生産農業所得

（農業地域及び都道府県別）（統計情報部経

営統計課）

◇在庫情報（東京・大阪主要冷蔵庫）（平成

１２年１１月分）（統計情報部流通消費統計課）

◇平成１３年度農林水産予算内示額の局別概

要（１２月２２日現在）（大臣官房予算課）

◇大臣折衝関係項目の説明（経済局、林野

庁、水産庁）

◇牛海綿状脳症（BSE）における防疫措置

の強化・徹底について（第２報）（畜産局衛

生課）

２４日�◇平成１３年度農業農村整備事業予算政府案

概算決定の概要（構造改善局）

◇平成１３年度農林水産予算決定額の概要

（大臣官房予算課）

◇平成１３年度農林水産予算主要新規事項の

説明（大臣官房予算課）

◇次期通常国会提出予定法案（大臣官房文

書課）

◇平成１３年度組織・定員改正の主要事項（大

臣官房文書課）

２５日�◇平成１１年度農林水産業生産指数（統計情

報部企画調整課）

◇鶏ひなふ化羽数（平成１２年１１月分）（統計

情報部構造統計課）

◇組換え体利用飼料のモニタリング検査結

果（７～９月）及びスターリンクの給与試

験（中間報告）について（畜産局流通飼料

課）

◇『「経営を単位とした農業経営所得安定対

策」の今後の検討方向について』他の公表

について（官房企画室）

◇米国農務省穀物等需給報告（２０００年１２月

１２日発表）のポイント（経済局国際企画課

海外情報室）

２６日�◇生鮮食品の品質表示に係る実態調査結果

等について（食品流通局品質課）

◇野菜の原産地表示に係る実態調査及び啓

発指導について（食品流通局品質課）

◇生鮮食品の原産地表示に関する消費者の

購買意識の調査について（速報）（食品流通

局消費生活課）

◇「いぐさ・たたみ文化を考えるフォーラ

ム２１」の開催について（農産園芸局畑作振

興課）

◇平成１２年度麦類売渡実績（速報）（食糧庁

業務流通課）

◇米のカドミウムの調査結果について（食

糧庁検査課、業務流通課）

２７日�◇農林水産業・農山漁村における少子化問

題に関する意見の募集結果について（農産

園芸局婦人・生活課）

◇農林水産業・農山漁村における少子化対

策推進ビジョンについて（農産園芸局婦人・

生活課）

◇「農林水産物貿易レポート２００１」につい

て（大臣官房調査課）

◇ IT戦略に係る第三者委員会の開催につ

いて（大臣官房企画室情報化対策室）

◇農林水産分野における IT戦略に係る意

見募集について（大臣官房企画室情報化対

策室）

◇食肉流通統計（平成１２年１１月分）（統計情

報部流通消費統計課）

◇産地水産物流通統計（主要４２漁港）（平成

１２年１１月分）（統計情報部構造統計課）

◇牛乳乳製品統計（平成１２年１１月分）（統計

情報部流通消費統計課）

◇農村物価指数（平成１２年１１月）（統計情報

部経営統計課）

◇「食生活指針の解説要領」他と「食生活

指針に関する調査」結果（速報）（食品流通

局消費生活課）

◇口蹄疫清浄国復帰後の畜産物等の輸出再

開について（第３報）（情報）（畜産局衛生

課）

◇建設工事に係る資材の再資源化等に関す

る法律（建設リサイクル法）に基づく基本

方針の策定について（構造改善局、水産庁、

林野庁）

２８日�◇平成１２年度第５回MA一般輸入米入札

の結果の概要（食糧庁貿易業務課）

◇野菜の入荷量と価格の見通し（関東農政

局野菜課）
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　　〈林業関係〉

１２月５日�◇平成１２年度第６回大規模林道事業再評価

委員会の開催について（林野庁基盤整備課）

８日�◇「林政改革大綱」及び「林政改革プログ

ラム」の決定について（林野庁林政課）

◇国有林野事業の林野・土地売払いについ

て（林野庁業務課国有林野管理室）

◇大規模林道事業における再評価結果につ

いて（林野庁基盤整備課）

１４日�◇林野庁所管直轄事業における再評価結果

について（林野庁業務課）

２４日�◇大規模林道事業における新規着工要求区

間の概要について（林野庁基盤整備課）

２７日�◇「林業公社に関する懇談会報告」につい

て（林野庁造林保全課）

◇国有林野事業の林野・土地売払いについ

て（林野庁業務課国有林野管理室）

◇水源林及び山村（特定中山間）の整備の

あり方に関する検討会報告について（林野

庁基盤整備課）

　　〈水産業関係〉

１２月１日�◇日露漁業委員会第１７回会議の開催につい

て（水産庁国際課）

４日�◇第１８９回漁港審議会の開催について（水産

庁計画課）

７日�◇第１８９回漁港審議会の結果について（水産

庁計画課）

◇第５回インド洋まぐろ類委員会（IOTC）

年次会合の開催について（水産庁国際課）

１２日�◇日中漁業共同委員会準備会合について

（水産庁国際課）

◇南大洋鯨類生態調査（SOWER）及びシ

ロナガスクジラ調査船の出港について（水

産庁遠洋課）

１４日�◇ ICCAT第１２回特別会合の結果及び「責

任あるまぐろ漁業推進機構」の事業内容等

に関する説明会の開催（水産庁遠洋課）

１５日�◇平成１２年度第２回太平洋イワシ・アジ・

サバ等長期漁海況予報（水産庁漁場資源課、

中央水研）

◇日韓漁業共同委員会小委員会（部長・局

長級）の開催について（水産庁国際課）

◇日ロ漁業委員会第１７回会議の結果につい

て（水産庁国際課）

１８日�◇農林漁業金融公庫（水産関係）等の金利

改定について（水産庁協同組合課）

１９日�◇韓国あなご筒漁船のだ捕について（水産

庁管理課）

２０日�◇第５回インド洋まぐろ類委員会（IOTC）

年次会合結果について（水産庁国際課）

２１日�◇韓国刺し網漁船のだ捕について（水産庁

管理課）

２６日�◇鯨類管理適正化検討会の開催について

（水産庁遠洋課）

２７日�◇日中漁業共同委員会準備会合の結果につ

いて（水産庁国際課）

２８日�◇水産物の市況（平成１２年１２月及び１３年１

月）（水産庁水産流通課）

     〈法令〉

１２月１日�◇イモゾウムシの緊急防除に関する省令の

一部を改正する省令（農林水産省令第１０２

号）を公布（同日施行）

◇対内直接投資等に関する命令の一部を改

正する命令（総理府・大蔵省・文部省・厚

生省・農林水産省・通商産業省・運輸省・

郵政省・労働省・建設省令第３号）を公布（同

日施行）

５日�◇畜産物の価格安定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

１０３号）を公布（同日施行）

６日�◇農地法の一部を改正する法律（平成１２年

法律第１４３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）

１４日�◇地域伝統芸能等を活用した行事等に係る

支援事業実施機関に関する省令の一部を改

正する省令（文部省・農林水産省・通商産

業省・運輸省・自治省令第１号）を公布

（平成１３年１月６日から施行）

１５日�◇製材統計調査規則の一部を改正する省令

（農林水産省令第１０４号）を公布（同日施行）

１８日�◇鉱工業技術研究組合法施行規則の一部を

改正する命令（総理府・大蔵省・厚生省・

農林水産省・通商産業省・運輸省・建設省

令第４号）を公布（平成１３年１月６日から

施行）

◇石油需給適正化法に基づく石油の使用の

制限に関する省令の一部を改正する省令

（大蔵省・厚生省・農林水産省・通商産業省・
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運輸省・郵政省・建設省令第１号）を公布（平

成１３年１月６日から施行）

◇再生資源の利用の促進に関する法律の規

定に基づく立入検査をする職員の携帯する

身分を示す証明書の様式を定める省令の一

部を改正する省令（大蔵省・農林水産省・

通商産業省・建設省令第１号）を公布（平

成１３年１月６日から施行）

１９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１０５号）を公布（同日施行）

２０日�◇日本中央競馬会の平成１３事業年度におけ

る日本中央競馬会法第２９条の２第３項の割

合等を定める政令（政令第５２２号）を公布

（同日施行）

◇企業合理化促進法施行規則の一部を改正

する省令（大蔵省・厚生省・農林水産省・

通商産業省・運輸省・建設省令第５号）を

公布（平成１３年１月６日から施行）

２２日�◇農林水産省定員規則を廃止する省令（農

林水産省令第１０６号）を公布（平成１３年１月

６日から施行）

２５日�◇農産物検査法施行規則の一部を改正する

省令（農林水産省令第１０７号）を公布（平成

１３年４月１日から施行）

◇訪問販売等に関する法律の規定に基づく

立入検査をする職員の携帯する身分を示す

証明書の様式を定める命令の一部を改正す

る命令（総理府・厚生省・農林水産省・通

商産業省・運輸省・建設省令第２号）を公

布（平成１３年１月６日から施行）

２６日�◇漁船特殊規則及び小型漁船安全規則の一

部を改正する省令（農林水産省・運輸省令

第３号）を公布（平成１３年１月６日から施

行）

２７日�◇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５５０号）

を公布（平成１３年４月１日から施行）

◇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１０８

号）を公布（平成１３年１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（大蔵省・厚生省・農林水産省・

通商産業省令第６号）を公布（平成１３年２

月１日から施行。ただし、一部の規定につ

いては、平成１３年１月６日又は平成１３年４

月１日から施行）

２８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１０９号）を公布

（同日施行）

◇海岸法施行規則の一部を改正する省令

（農林水産省・運輸省・建設省令第２号）

を公布（平成１３年１月６日から施行）

１月

　　〈農業関係〉

１月９日�◇青果物流通統計旬報概報　平成１２年１２月

中旬（平成１３年１月５日公表分）（統計情報

部流通消費統計課）

◇谷津農林水産大臣、松岡副大臣、田中副

大臣、金田大臣政務官及び国井大臣政務官

の外国出張について（総合食料局国際企画

課）

◇農林物資規格調査会総会の開催について

（総合食料局品質課）

◇｢カンボディア・灌漑技術センター計画｣

の協力開始について（JICAプロジェクト方

式技術協力）（総合食料局技術協力課）

１０日�◇WTO農業交渉日本提案のパンフレット

（和文・英文）（総合食料局国際経済課）

◇第９回ゆとりと豊かさ創造優良給食施設

等表彰の実施について（総合食料局食品産

業振興課）

◇子牛取引情報　平成１２年１２月分（統計情

報部流通消費統計課）

１１日�◇平成１２年産麦類検査成績（速報値）（平成

１２年１２月末日現在）（食糧庁消費改善課）

◇平成１２年産米の検査結果（速報値）（食糧

庁消費改善課）

１２日�◇食料・農業・農村政策審議会の公募委員

の選考結果について（大臣官房企画評価課）

◇農林水産物輸出入情報（平成１２年１１月分）

（統計情報部流通消費統計課）

◇合板統計（平成１２年１１月分）（統計情報部

生産統計課）

◇木材価格（平成１２年１２月１５日現在）（統計

情報部生産統計課）

◇製材統計（平成１２年１１月分）（統計情報部

生産統計課）

◇平成１２年１０月・１１月度の蚕糸業需給・価

格動向（生産局特産振興課）
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◇平成１２年度外国産麦類検査実績の産地

（型）銘柄別、検査項目別平均値（平成１２

年４月～１１月）（食糧庁消費改善課）

◇生鮮食料品のマーケット・レポート（小

売業情報）（１月上旬分）（統計情報部流通

消費統計課）

◇農林物資規格調査会総会の審議の概要に

ついて（総合食料局品質課）

１５日�◇麦製品の取引価格の推移（食糧庁計画課）

◇ごはん食推進のテレビCMの放映につい

て（食糧庁消費改善課）

１６日�◇花き流通統計　平成１２年１１月分（統計情

報部流通消費統計課）

◇青果物流通統計旬報概報　平成１２年１２月

下旬（統計情報部流通消費統計課）

１７日�◇冷蔵水産物流通統計（全国主要冷蔵庫）

（平成１２年１１月分）（統計情報部流通消費統

計課）

◇世界食糧計画（WFP：国連機関）を通じ

た対北朝鮮コメ支援に係る輸送第１船の入

港について（食糧庁国際課）

１８日�◇三井製糖株式会社と新名糖株式会社の産

業活力再生特別措置法に基づく事業再構築

計画の認定について（生産局、総合食料局）

１９日�◇物価関係主要指標（総合食料局物価対策

室）

◇消費地水産物流通統計（平成１２年１１月分）

（統計情報部流通消費統計課）

◇平成１２年産大豆（乾燥子実）の収穫量

（統計情報部生産統計課）

◇クローン牛の異動報告のとりまとめにつ

いて（H１２．１２．１～H１２．１２．３１異動報告

分）（技術会議事務局、生産局畜産部）

２２日�◇松岡副大臣、金田大臣政務官の欧州出張

結果について（総合食料局国際経済課）

◇生鮮食料品のマーケット・レポート（小

売業情報）（１月中旬分）（統計情報部流通

消費統計課）

２３日�◇谷津農林水産大臣の欧州出張結果につい

て（総合食料局国際経済課）

◇株式会社京急油壺マリンパークの産業活

力再生特別措置法に基づく事業再構築の認

定について（総合食料局）

◇セーフガードに係る情報収集モニタリン

グ体制の整備について（総合食料局国際調

整課）

◇農業経営動向統計月別収支（平成１２年１１

月分）（統計情報部経営統計課）

２４日�◇第５回農業農村整備事業の効率的実施に

係る検討会の開催について（農村振興局）

◇国内産主食用米穀（うるち米）の販売数

量（速報）（食料庁計画課）

◇米の１人１ヶ月当たり消費量（平成１２年

１１月分）（食糧庁計画課）

◇平成１２年度食料品消費モニター特別調査

結果の概要について（総合食料局消費生活

課）

◇青果物流通統計旬報概報（平成１３年１月

上旬）（統計情報部流通消費統計課）

２５日�◇南西糖業株式会社の産業活力再生特別措

置法に基づく事業再構築計画の認定につい

て（生産局、総合食品局）　

◇ JAS法に基づく表示への移行期間にお

ける表示適正化の取組状況（食糧庁消費改

善課）　

◇田中副大臣、国井大臣政務官海外出張報

告（総合食料局国際企画課）　

◇野菜の生産出荷予想　平成１３年１月１０日

現在（統計情報部生産統計課）　

２６日�◇「規制緩和推進３か年計画」の策定作業

状況に係る中間公表について（大臣官房文

書課）　

◇在庫情報（東京・大阪主要冷蔵庫）（平成

１２年１２月分）（統計情報部流通消費統計課）

◇稲発酵粗飼料（ホールクロップサイレー

ジ）推進協議会（第２回）の開催について（生

産局農産振興課、畜産部飼料課）　

◇世界水フォーラム運営委員会の開催につ

いて（農村振興局、林野庁）　

２９日�◇鶏ひなふ化羽数　平成１２年１２月分（統計

情報部生産統計課）　

◇食料・農業・農村政策審議会委員の任命

について（大臣官房企画評価課）　

◇１２年度麦類販売実績（速報）（食糧庁流通

課）　

３０日�◇米品質測定評価装置及び個体別飼料給餌

装置の金型使用希望企業の募集について

（生産局生産資材課）　

◇平成１２年度中山間地域等直接支払制度の

取組状況（平成１２年１１月３０日現在）（農村振

興局地域振興課）　

◇平成１２年度第６回MA一般輸入米入札
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結果の概要（食糧庁流通課）　

３１日�◇牛乳乳製品統計（平成１２年１２月分）（統計

情報部流通消費統計課）　

◇食肉流通統計（平成１２年１２月分）（統計情

報部流通消費統計課）

◇農村物価指数（平成１２年１２月）（統計情報

部経営統計課）

◇産地水産物流通統計（主要４２漁港）（平成

１２年１２月分）（統計情報部構造統計課）

◇米穀の卸売価格調査結果の概要（平成１２

年１２月分）（食糧庁計画課）

◇米穀の小売価格調査結果の概要（平成１２

年１２月分）（食糧庁計画課）

◇生鮮食料品のマーケット・レポート（小

売業情報）（１月下旬分）（統計情報部流通

消費統計課）

◇野菜に関する月間情報の提供について

（生産局野菜課）　

◇野菜の入荷量と価格の見通し（関東農政

局野菜課）

　

　　〈林業関係〉

１２月２２日�◇森林整備に関する新たな国民支援の推進

手法に関する研究会の開催について（林野

庁企画課）

２５日�◇「森林整備に関する新たな国民支援の進

出手法に関する研究会」の概要（第２回）

（林野庁企画課）

３０日�◇「森林を利用して行う体験学習プログラ

ム（例）」について（林野庁森林整備部）

３１日�◇林政審議会の開催について（林野庁林政

課）

　　〈水産業関係〉

１月９日�◇ノーマン・ミネタ米国商務省長官の農林

水産省訪問について（水産庁遠洋課）

１１日�◇日中漁業共同委員会準備会合について

（水産庁国際課）

◇韓国イカ釣り漁船のだ捕について（水産

庁管理課）

◇ASEAN－ SEAFDECミレニアム特別

会議について（水産庁国際課）

１５日�◇日・ミクロネシア漁業協議の結果につい

て（水産庁国際課）

１７日�◇第４回北西太平洋沿岸諸国 IWCコミッ

ショナー非公式会合の結果について（水産

庁遠洋課）

１８日�◇第８４回沿岸漁業等振興審議会の開催につ

いて（水産庁漁政課）

◇農林水産省有明海ノリ不作対策本部の設

置について（水産庁栽培養殖課）

◇水産深層水協議会事業部会の開催につい

て（水産庁防災漁村課）

２２日�◇MHLC条約に関する非公式会議の結果

について（水産庁国際課）

◇水産庁による有明海ノリ不作対策緊急調

査の実施（水産庁増殖推進部）

２３日�◇松岡副大臣の現地調査について（水産庁

栽培養殖課）

２４日�◇ミナミマグロ保存委員会（CCSBT）デー

タベース管理者職の公募について（水産庁

国際課）

◇第８４回沿岸漁業等振興審議会の結果につ

いて（水産庁漁政課）

２５日�◇まぐろの需給について（水産庁加工流通

課）　

２６日�◇「全国水産試験場長会会長賞」の表彰

（第１回目）（水産庁研究指導課）　

◇農林漁業金融公庫（水産関係）等の金利

改定について（水産庁水産経営課）　

◇谷津大臣の現地調査について（水産庁栽

培養殖課）　

◇日フィリピンまぐろ漁業協議の結果につ

いて（水産庁国際課）　

２９日�◇韓国あなご筒漁船だ捕について（水産庁

管理課指導監督室）　

３１日�◇水産物の市況（平成１３年１月及び２月）

（水産庁加工流通課）

　

　　〈法令〉

１月４日�◇書面の交付等に関する情報通信の技術の

利用のための関係法律の整備に関する法律

の施行期日を定める政令（政令第三号）を

公布（平成１３年４月１日より施行）

１７日�◇動物用医薬品等取締規則の一部を改正す

る省令（農林水産省令第２８号）を公布（同

日施行）

１８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２９号）

を公布（同日施行）

◇競馬法施行規則の一部を改正する省令

（農林水産省令第３０号）を公布（平成１３年
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４月１日より施行。ただし一部同日より施

行）

◇社会保障に関する日本国とグレート・ブ

リテン及び北部アイルランド連合国との間

の協定の実施に伴う農林漁業団体職員共済

組合法の特例等に関する省令（農林水産省

令第３１号）を公布（同日施行）

２月

　　〈農業関係〉

２月１日�◇製材統計（平成１２年１２月分）（統計情報部

生産統計課）

◇飼料用とうもろこしの輸出前検査に係る

検査官の派遣について（生産局飼料課）

◇第２回稲発酵粗飼料（ホールクロップサ

イレージ）推進協議会について（生産局農

産振興課、畜産部飼料課）

◇主要食料品の小売価格等の見通し（総合

食料局物価対策室）

◇「公的年金制度の一元化に関する懇談会

（再開第９回）」の開催について（経営局協

同組織課）

◇青果物流通統計旬報概報（平成１３年１月

中旬）（統計情報部流通消費統計課）

２日�◇合板統計（平成１２年１２月分）（統計情報部

生産統計課）

◇木材価格（平成１３年１月１５日現在）（統計

情報部生産統計課）

◇ブロイラーに対するスターリンクの給与

試験結果及び組換え体利用飼料のモニタリ

ング検査結果（１０～１２月）（生産局畜産部飼

料課）

５日�◇青果物価格追跡レポート「食品流通段階

別価格形成追跡調査報告」の要旨（平成１２

年７月青果物調査）（統計情報部流通消費統

計課）

◇稲発酵粗飼料生産・給与技術マニュアル

等の作成について（生産局畜産部飼料課）

◇ハイファットクリームチーズの分類変更

の実施について（生産局畜産部牛乳乳製品

課）

◇平成１２年産米の検査結果（速報値）（平成

１３年１月末日現在）（食糧庁消費改善課）

６日�◇「農業経営政策に関する研究会の開催に

ついて」の公表について（大臣官房企画評

価課）

◇平成１２年度下期のとうもろこしの関税割

当て（コーンスターチ用第２次）について

（総合食料局国際調整課）

◇第４回日・アセアン農業技術交流グルー

プ会議の開催について（総合食料局技術協

力課）

◇子牛取引情報（平成１３年１月分）（統計情

報部流通消費統計課）

７日�◇「第６回高潮防災情報等のあり方研究会」

の議事概要について（農村振興局、水産庁）

◇平成１２年産たまねぎの作付面積、収穫量

及び出荷量（主県産）（統計情報部生産統計

課）

◇平成１２年産夏秋野菜の作付面積、収穫量

及び出荷量（主県産）（統計情報部生産統計

課）

９日�◇平成１２年産かき、くりの収穫量及び出荷

量（統計情報部生産統計課）

◇冷蔵水産物流通統計（全国主要冷蔵庫）

（平成１２年１２月分）（統計情報部流通消費統

計課）

◇種苗法による品種登録について（生産局

種苗課）

◇平成１２年度病害虫発生予報第８号（生産

局植物防疫課）

◇日本中央競馬会審査会委員の発令につい

て（生産局畜産部競馬監督課）

◇日本中央競馬会運営審議会委員の発令に

ついて（生産局畜産部競馬監督課）

◇イネゲノムの解読に対する国際コンソー

シアムのアピールについて（技術会議先端

産業技術研究課）

◇平成１２年産麦類検査成績（速報値）（平成

１３年１月末日現在）（食糧庁消費改善課）

１３日�◇米品質測定評価装置及び個体別飼料給餌

装置の金型使用者決定について（生産局生

産資材課）

◇水稲平年収量等に関する研究会の開催に

ついて（統計情報部生産統計課）

◇「平成１２年度ふるさと食品中央コンクー

ル」の表彰について（総合食料局食品産業

企画課）

◇平成１２年度外国産麦類検査実績の産地

（型）銘柄別、検査項目別平均値（平成１２

年４月～１２月）（食糧庁消費改善課）

◇生鮮食料品のマーケット・レポート（小
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売業情報）（２月上旬分）（統計情報部流通

消費統計課）

◇青果物流通統計旬報概報（平成１３年１月

下旬）（統計情報部流通消費統計課）

１５日�◇花き流通統計（平成１２年１２月分）（統計情

報部流通消費統計課）

◇第１回食料・農業・農村政策審議会の開

催について（大臣官房企画評価課）

◇クローン牛の異動報告のとりまとめにつ

いて（H１３．１．１～H１３．１．３１異動情報提

供分）（技術会議事務局、生産局畜産部）

◇全国堆肥センター協議会の設立発起人会

の開催について（生産局畜産部畜産企画課）

◇独立行政法人評価委員会の資料について

（大臣官房文書課）

◇米国農務省穀物等需給報告（２００１年１月

１１日発表）のポイント（総合食料局食料政

策課）

◇米国農務省穀物等需給報告（２００１年２月

８日発表）のポイント（総合食料局食料政

策課）

１６日�◇第１回食料・農業・農村政策審議会配布

資料（大臣官房企画評価課）

◇農林水産省政策評価会の開催等について

（大臣官房企画評価課）

◇平成１２年産てんさいの作付面積及び収穫

量（北海道）（統計情報部生産統計課）

◇消費地水産物流通統計（平成１２年１２月分）

（統計情報部流通消費統計課）

◇「高齢農業者に関する意向調査結果」の

概要（統計情報部構造統計課）

◇「農村における男女共同参画に関する意

向調査結果」の概要（統計情報部構造統計

課）

◇平成１３年度飼料用輸入麦の同時契約

（SBS）について（食糧庁国際課）

１９日�◇備蓄運営研究会（第２回）の開催につい

て（食糧庁計画課）

◇組換え体利用飼料等に関する懇談会（生

産局畜産部飼料課）

◇農林物資規格調査会部会の開催について

（総合食料局品質課）

◇新花き生産流通システムシンポジウムの

開催について（生産局果樹花き課）

◇日中農林水産物情報交換会について（総

合食料局、生産局）

◇「棚田での体験活動シンポジウム」の開

催について（農村振興局農村整備課）

◇麦製品の取引価格の推移（食糧庁計画課）

◇物価関係主要指標（総合食料局物価対策

室）

◇鶏卵流通統計（平成１２年１０月～１２月分）

（統計情報部流通消費統計課）

◇ラオス・養殖改善普及計画の協力開始に

ついて（JICAプロジェクト方式技術協力）

（総合食料局技術協力課）

◇農林水産省政策評価会の資料について

（資料１～３）（大臣官房企画評価課）

◇農林水産省政策評価会の資料について

（資料４～５）（大臣官房企画評価課）

２０日�◇「公的年金制度の一元化に関する懇談会

（再開第１０回）」の開催について（経営局協

同組織課）

◇店頭における精米販売価格及び精米表示

の調査結果（食糧庁消費改善課）

◇平成１３年産夏秋野菜の作付予定面積の動

向（平成１３年１月２５日現在）（統計情報部生

産統計課）

◇平成１２年産こんにゃくいもの栽培・収穫

面積及び収穫量（統計情報部生産統計課）

◇平成１２年産茶生産量（主産県）（統計情報

部生産統計課）

２１日�◇第１回農業経営政策に関する研究会の開

催について（大臣官房企画評価課）

◇日中農林水産物情報交換会（報告）（総合

食料局国際調整課）

◇国内産主食用米穀（うるち米）の販売数

量（速報）（食糧庁計画課）

◇生鮮食料品のマーケット・レポート（小

売業情報）（２月中旬分）（統計情報部流通

消費統計課）

◇第３回コーデックス連絡協議会の開催及

び一般傍聴について（総合食料局品質課）

◇米の１人１ヶ月当たり消費量（平成１２年

１２月分）（食糧庁計画課）

２２日�◇遺伝子組換え技術開発研究・国際情報交

流会議次世代遺伝子組換え作物の開発とそ

の可能性（農業生物資源研究所）

◇松岡農林水産副大臣の外国出張について

（総合食料局、生産局）

◇英国における口蹄疫の発生について（情

報）（生産局畜産部衛生課）
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◇農業経営政策等に関する地方意見交換会

の開催について（大臣官房企画評価課）

◇組換え体利用飼料等に関する懇談会（生

産局畜産部飼料課）

◇青果物流通統計旬報概報（平成１３年２月

上旬）（統計情報部流通消費統計課）

◇第１回農業経営政策に関する研究会の資

料について（大臣官房企画評価課）

◇「組換え体利用飼料の安全性評価指針」

への適合確認の申請について（生産局畜産

部飼料課）

◇平成１２年度農林水産省育成農作物新品種

命名登録（第３回）について（技術会議連

絡調整課）

２３日�◇家畜伝染病予防法第５０条の規定に基づく

豚コレラ予防液の平成１２年度第３四半期の

接種実績他について（生産局畜産部衛生課）

◇食料・農業・農村政策審議会第１回政策

部会の開催について（大臣官房企画評価課）

◇「いぐさ・たたみ文化を考えるフォーラ

ム２１（第１回）」の開催について（生産局特

産振興課）

◇平成１２年度全国食料消費モニター懇談会

の開催について（総合食料局消費生活課）

◇２１世紀型農業機械等緊急開発事業による

開発機の公開等について（生産局生産資材

課、生研機構）

◇「農業農村整備事業の効率的実施に係る

検討会」平成１２年度報告書について（農村

振興局）

２６日�◇松岡副大臣の訪韓について（生産局野菜

課）

◇政策評価会生産局専門部会の開催につい

て（生産局総務課）

◇食料・農業・農村政策審議会総合食料分

科会委員等の指名・任命及び第１回総合食

料分科会の開催（総合食料局食料政策課）

◇中山間地域等総合対策検討会（第５回）

の開催について（農村振興局地域振興課）

◇第２回備蓄運営研究会資料（食糧庁計画

課）

２７日�◇「２１世紀の農業技術を展望するシンポジ

ウム」の開催について（技術会議事務局企

画調査課）

◇「ドミニカ共和国灌漑農業技術改善計画」

の協力開始について（JICAプロジェクト方

式技術協力）（総合食料局技術協力課）

◇平成１２年度全国食料品消費モニター懇談

会について（総合食料局消費生活課）

２８日�◇第１回農業経営政策に関する研究会の概

要（暫定版）の公表について（大臣官房企

画評価課）

◇米穀の卸売価格調査結果の概要（平成１３

年１月分）（食糧庁計画課）

◇米穀の小売価格調査結果の概要（平成１３

年１月分）（食糧庁計画課）

◇１２年度麦類販売実績（速報）（食糧庁流通

課）

◇野菜に関する月間情報（２月分）の提供

について（生産局野菜課）

◇野菜の入荷量と価格の見通し（関東農政

局野菜課）

◇鶏ひなふ化羽数（平成１３年１月分）（統計

情報部生産統計課）

◇農業経営動向統計月別収支（平成１２年１２

月分）（統計情報部経営統計課）

◇産地水産物流通統計（主要４２漁港）（平成

１３年１月分）（統計情報部構造統計課）

◇牛乳乳製品統計（平成１３年１月分）（統計

情報部流通消費統計課）

◇食肉流通統計（平成１３年１月分）（統計情

報部流通消費統計課）

◇食料・農業・農村政策審議会第１回政策

部会の開催について（大臣官房企画評価課）

◇「公的年金制度の一元化に関する懇談会

（再開第１１回）」の開催について（経営局協

同組織課）

◇食料・農業・農村政策審議会第１回農村

振興分科会の開催について（農村振興局農

村政策課）

　　〈林業関係〉

２月１日�◇セーフガードに係る情報収集モニタリン

グ体制の「監視対象品目」の追加について

（林野庁木材貿易対策室）

◇林政審議会の概要について（林野庁林政

課）

５日�◇国有林野事業の林野・土地売払いについ

て（林野庁業務課国有林野管理室）

６日�◇平成１２年度長野林政協議会本会議及び２１

世紀の森林・林業を考える車座集会につい

てお知らせ（林野庁経営企画課）
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７日�◇国有林野のエネルギー資源利用検討会報

告について（概要）（林野庁経営企画課）

１６日�◇森林づくりアンケート集計結果について

（林野庁森林保全課）

２０日�◇国連森林フォーラム（UNFF）組織会合

等の概要（林野庁計画課海外林業協力室）

２２日�◇花粉の少ないスギ品種を開発（林野庁研

　　　　　究普及課）

２８日�◇林木等を対象とした遺伝子組換え体の利

用に関する検討会の開催及び一般傍聴につ

いて（林野庁研究普及課）

　　〈水産業関係〉

２月１日�◇農林漁業金融公庫（水産関係）等の金利

改定について（水産庁水産経営課）

２日�◇ IWC改訂管理制度（RMS）作業部会中

間会合の開催について（水産庁遠洋課）

５日�◇日中漁業協同委員会準備会合について

　　　（水産庁国際課）

７日�◇日・EU水産物貿易協議について（水産

庁加工流通課）

８日�◇日米漁業協議の再開について（水産庁国

際課）

◇日米漁業協同委員会準備会合の結果につ

いて（水産庁国際課）

９日�◇農林漁業金融公庫（水産関係）等の金利

改定について（水産庁水産経営課）

◇アユ冷水病の現状と対策について　－ア

ユ冷水病対策研究会全体会議の概要－（水

産庁栽培養殖課）

◇ IWC改訂管理制度（RMS）作業部会中

間会合の結果について（水産庁遠洋課）

１３日�◇第５回産地市場機能強化対策検討会につ

いて（水産庁加工流通課）

◇日・マーシャル漁業協議の結果について

（水産庁国際課）

１４日�◇日中まぐろ協議の結果について（水産庁

遠洋課）

１５日�◇日米漁業協議の結果について（水産庁国

際課）

１６日�◇産地市場機能強化対策検討会の報告につ

いて（水産庁加工流通課）

◇有明海ノリ不作対策緊急調査（第２次現

地調査）の実施（水産庁研究指導課）

◇農林水産省政策評価会水産庁専門部会の

開催等について（水産庁漁政課）

２０日�◇谷津農林水産大臣とシト太平洋諸島

　　　フォーラム議長（キリバス大統領）との会

談について（水産庁国際課）

２２日�◇田中副大臣の現地調査について（水産庁

栽培養殖課）

２３日�◇沿岸漁業等振興審議会第２回漁港分科会

の開催について（水産庁計画課）

◇ IOTC漁船取締・検査スキームに関する

中間会合の開催ついて（水産庁国際課）

◇第２４回FAO水産委員会等の開催につい

て（水産庁国際課）

◇中国のメバチ資源の保存管理措置に対す

る異議申し立てについて（水産庁遠洋課）

◇田中副大臣の現地調査の延期について

（水産庁栽培養殖課）

２６日�◇農林水産省有明海ノリ不作等対策関係調

査検討委員会の設置及び委員の選任につい

て（水産庁研究指導課）

◇農林漁業金融公庫（水産関係）等の金利

改定について（水産庁水産経営課）

◇シロナガスクジラ骨格標本の展示につい

て（水産庁遠洋課）

２７日�◇農林水産省有明海ノリ不作等対策関係調

査検討委員会第一回委員会の開催について

（水産庁研究指導課）

◇農林水産省有明海ノリ不作等対策関係調

査検討委員会の傍聴等について（水産庁研

究指導課）

◇韓国はえ縄漁船のだ捕について（水産庁

管理課）

２８日�◇韓国イカ釣り漁船のだ捕について（水産

庁管理課）

◇水産物の市況（平成１３年２月及び平成１３

年３月）（水産庁加工流通課）

     〈法令〉

２月１日�◇漁港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（平成１３年４

月１日より施行）

２日�◇農地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２２号）を公布（平成

１３年３月１日より施行）

◇農地法施行令の一部を改正する政令（政

令第２３号）を公布（平成１３年３月１日より

施行）

◇漁業法施行令及び農林中央金庫法施行令
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の一部を改正する政令（政令第２４号）を公

布（平成１３年４月１日より施行）

１５日�◇農林水産業協同組合貯金保険法施行令及

び農林中央金庫と信用農業協同組合連合会

との合併等に関する法律施行令の一部を改

正する政令（政令第３１号）を公布（平成１３

年４月１日より施行）

◇農林水産業協同組合の再生手続の特例等

に関する法律施行令（政令第３２号）を公布

（平成１３年４月１日より施行）

１６日�◇独立行政法人農林水産消費技術センター

の業務運営並びに財務及び会計に関する省

令（農林水産省令第３３号）を公布（同日施

行、ただし一部平成１３年４月１日より施

行）

◇独立行政法人種苗管理センターの業務運

営並びに財務及び会計に関する省令（農林

水産省令第３４号）を公布（同日施行、ただ

し一部平成１３年４月１日より施行）

◇独立行政法人家畜改良センターの業務運

営並びに財務及び会計に関する省令（農林

水産省令第３５号）を公布（同日施行、ただ

し一部平成１３年４月１日より施行）

◇独立行政法人肥飼料検査所の業務運営並

びに財務及び会計に関する省令（農林水産

省令第３６号）を公布（同日施行、ただし一

部平成１３年４月１日より施行）

◇独立行政法人農薬検査所の業務運営並び

に財務及び会計に関する省令（農林水産省

令第３７号）を公布（同日施行、ただし一部

平成１３年４月１日より施行）

◇独立行政法人農業者大学校の業務運営並

びに財務及び会計に関する省令（農林水産

省令第３８号）を公布（同日施行）

◇独立行政法人林木育種センターの業務運

営並びに財務及び会計に関する省令（農林

水産省令第３９号）を公布（同日施行）

◇独立行政法人さけ・ます資源管理セン

ターの業務運営並びに財務及び会計に関す

る省令（農林水産省令第４０号）を公布（同

日施行）

◇独立行政法人水産大学校の業務運営並び

に財務及び会計に関する省令（農林水産省

令第４１号）を公布（同日施行）

◇独立行政法人農業技術研究機構の業務運

営並びに財務及び会計に関する省令（農林

水産省令第４２号）を公布（同日施行）

◇独立行政法人農業生物資源研究所の業務

運営並びに財務及び会計に関する省令（農

林水産省令第４３号）を公布（同日施行）

◇独立行政法人農業環境技術研究所の業務

運営並びに財務及び会計に関する省令（農

林水産省令第４４号）を公布（同日施行）

◇独立行政法人農業工学研究所の業務運営

並びに財務及び会計に関する省令（農林水

産省令第４５号）を公布（同日施行）

◇独立行政法人食品総合研究所の業務運営

並びに財務及び会計に関する省令（農林水

産省令第４６号）を公布（同日施行）

◇独立行政法人国際農林水産業研究セン

ターの業務運営並びに財務及び会計に関す

る省令（農林水産省令第４７号）を公布（同

日施行）

◇独立行政法人森林総合研究所の業務運営

並びに財務及び会計に関する省令（農林水

産省令第４８号）を公布（同日施行）

◇独立行政法人水産総合研究センターの業

務運営並びに財務及び会計に関する省令

（農林水産省令第４９号）を公布（同日施行）

２６日�◇農地法施行規則の一部を改正する省令

　　　（農林水産省令第５０号）を公布（平成１３年

３月１日より施行）

３月

　　〈農業関係〉

３月１日�◇丸紅畜産株式会社の産業活力再生特別措

置法に基づく事業再構築計画の認定につい

て（総合食料局、生産局）

◇平成１２年度全国果樹低樹高省力化技術体

系普及推進協議会の開催について（生産局

果樹花き課）

◇主要食料品の小売価格等の見通し（総合

食料局物価対策室）

◇食料・農業・農村政策審議会第１回総合

食料分科会の議事要旨及び配布資料につい

て（総合食料局食料政策課）

◇食料・農業・農村政策審議会第１回農村

振興分科会の提出資料の配布について（農

村振興局農村政策課）

◇口蹄疫清浄国復帰後の輸出再開について

（第４報）（情報）（生産局畜産部衛生課）

２日�◇生鮮食料品のマーケット・レポート（小
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売業情報）（２月下旬分）（統計情報部流通

消費統計課）

◇青果物流通統計旬報概報（平成１３年２月

中旬）（統計情報部流通消費統計課）

◇食料・農業・農村政策審議会経営分科会

（第１回）の開催について（経営局経営政

策課）

◇北アイルランドにおける口蹄疫の発生に

ついて（情報）（生産局畜産部衛生課）

◇第１０回全国むらづくり大会の開催及び第

９回美しい日本の村景観コンテストの選賞

結果について（農村振興局農村政策課）

◇平成１３年度第１回飼料用輸入麦の同時契

約（SBS）の結果の概要（食糧庁流通課）

５日�◇第３回世界氷フォーラムに関する閣議了

解について（農村振興局土地改良企画課）

◇麦の政府売渡価格に関する情報提供につ

いて（米価審議会議事要旨）（食糧庁企画課）

◇平成１２年産米の検査結果（速報値）（平成

１３年２月末日現在）（食糧庁消費改善課）

◇農林水産省ホームページのリニューアル

について（大臣官房情報システム課）

◇食料・農業・農村政策審議会農村振興分

科会第１回農業農村整備部会の開催につい

て（農村振興局事業計画課）

◇合板統計（平成１３年１月分）（統計情報部

生産統計課）

◇木材価格（平成１３年２月１５日現在）（統計

情報部生産統計課）

◇第１回政策評価会生産局専門部会提出資

料の公開について（生産局総務課生産振興

推進室）

６日�◇子牛取引情報（平成１３年２月分）（統計情

報部流通消費統計課）

◇平成１２年度食品ロス統計調査結果の概要

（統計情報部流通消費統計課）

◇平成１２年度外国産麦類検査実績の産地

（型）銘柄別、検査項目別平均値（平成１２

年４月～平成１３年１月）（食糧庁消費改善

課）

◇ベルギー、フランス及びデンマークにお

ける口蹄疫を疑う情報への対応について

（生産局畜産部衛生課）

◇野菜の品質表示に係る実態調査結果等に

ついて（速報版）（総合食料局品質課）

◇組換え体利用飼料等に関する懇談会（生

産局畜産部飼料課）

◇APEC－ATC・食料の需給両面における

課題に関するワークショップの実施につい

て（総合食料局国際企画課）

◇「農地法施行規則の一部を改正する省令

案」についての意見・情報の募集結果につ

いて（経営局構造改善課）

７日�◇国産稲わら緊急確保対策協議会（第３回）

について（生産局畜産部飼料課）

◇平成１２年度（第９回）優良フードサービ

ス事業者等表彰の実施について（総合食料

局食品産業振興課）

◇第３回コーデックス連絡協議会の概要

（総合食料局品質課）

◇３月における生産調整の推進強化につい

て（食糧庁計画課）

８日�◇農林水産物輸出入情報（平成１２年１２月分）

（統計情報部流通消費統計課）

◇平成１２年１２月・１３年１月度の蚕糸業需給・

価格動向（生産局特産振興課）

◇食料・農業・農村政策審議会総会（第２

回）の開催について（大臣官房企画評価課）

◇和田製糖株式会社の産業活力再生特別措

置法に基づく事業再生構築計画の認定につ

いて（生産局、総合食料局）

◇組換え体利用飼料等に関する懇談会（生

産局畜産部飼料課）

９日�◇鹿児島県における体細胞クローン牛の肥

育試験終了に伴う解体検査について（技術

会議事務局、生産局畜産部）

◇食料・農業・農村政策審議会経営分科会

及び薬価基準小委員会の議事要旨並びに配

布資料について（経営局経営政策課）

◇農林水産省政策評価会経営局専門部会の

開催について（経営局経営政策課）

◇野菜の生産出荷予想（平成１３年２月２０日

現在）（統計情報部生産統計課）

◇農村物価指数（平成１３年１月）（統計情報

部経営統計課）

◇冷蔵水産物流通統計（全国主要冷蔵庫）

（平成１年１２月分）（統計情報部流通消費統

計課）

１２日�◇独立行政法人評価委員会農業分科会の開

催について（生産局総務課）

◇農林物資企画調査会部会の開催について

（総合食料局品質課）
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◇中央養豚振興協議会生産部会（第１回）

（生産局畜産部畜産技術課）

◇国産稲わら緊急確保対策協議会（第３回）

の概要（生産局畜産部飼料課）

◇農林水産省政策評価会総合食料局専門部

会の会議の概要について（総合食料局食料

政策課）

◇青果物流通統計旬報概報（平成１３年２月

下旬）（統計情報部流通消費統計課）

◇生鮮食料品のマーケット・レポート（小

売業情報）（３月上旬分）（統計情報部流通

消費統計課）

◇平成１２年産麦類検査成績（速報値）（平成

１３年２月末日現在）（食糧庁消費改善課）

◇食料・農業・農村政策審議会総合食料分

科会第１回食料需給予測部会の開催につい

て（総合食料局食料政策課）

◇「食料・農業・農村政策審議会総会（第

２回）の開催について（お知らせ）（大臣官

房企画評価課）

１３日�◇食料・農業・農村政策審議会農村振興分

科会農業農村整備部会第１回技術小委員会

の開催について（農村振興局事業計画課）

◇農林水産省政策評価会農村振興局専門部

会の開催について（農村振興局農村政策課）

◇飼料生産受託組織（コントラクター）強

化推進シンポジュームの開催について（生

産局畜産部飼料課）

◇ベルギー及びフランスにおける口蹄疫を

疑う情報への対応について（生産局畜産部

衛生課）

◇第３回牛海綿状脳症（BSE）に関する技

術検討会の開催について（生産局畜産部衛

生課）

◇独立行政法人評価委員会農業技術分科会

（第２回）の開催について（技術会議事務

局企画調査課）

１９日�◇第１回農林水産省政策評価会経営局専門

部会提出資料の公開について（経営局経営

政策課）

◇第２回日中農林水産物情報交換会につい

て（総合食料局国際調整課）

◇第３回牛海綿状脳症（BSE）に関する技

術検討会の概要（生産局畜産部衛生課）

◇飼料問題検討会（３月１４日発表）（生産局

畜産部飼料課）

◇平成１２年度水稲の産地品種別収穫量（統

計情報部生産統計課）

◇２０００年世界農林業センサス結果概要　Ⅳ

　－林業地域調査－（統計情報部構造統計

課）

◇花き流通統計（平成１３年１月分）（統計情

報部流通消費統計課）

◇農林水産物輸出入情報（平成１３年１月分）

（統計情報部流通消費統計課）

◇地方農政局長等会議の開催について（大

臣官房地方課）

◇食料・農業・農村政策審議会総合食料分

科会第１回食品リサイクル小委員会の開催

（総合食料局食品産業企画課）

◇食料・農業・農村政策審議会総合食料分

科会第１回食糧需給予測部会の概要につい

て（総合食料局食料政策課）

◇食料・農業・農村政策審議会主要食糧分

科会の開催について（食糧庁企画課）

◇農業資材審議会（第１回）の開催につい

て（生産局生産資材課）

◇飼料問題懇談会の概要（生産局畜産部飼

料課）

◇麦製品の取引価格の推移（食糧庁計画課）

◇平成１２砂糖年度４月－６月期における砂

糖及び異性化糖の需給見通し（生産局特産

振興課）

◇平成１３年産夏秋野菜の作付予定面積の動

向（平成１３年３月１日現在）（統計情報部生

産統計課）

◇消費地水産物流通統計（平成１３年１月分）

（統計情報部流通消費統計課）

◇中央養豚振興協議会生産部会（第２回）

（生産局畜産部畜産技術課）

◇食料・農業・農村政策審議会農村振興分

科会農業農村整備部会第１回企画小委員会

の開催について（農村振興局事業計画課）

◇第１回食料・農業・農村政策審議会統計

部会の開催について（統計情報部企画調整

課）

◇種苗法による品種登録について（生産局

種苗課）

◇物価関係主要指標（総合食料局物価対策

室）

◇食料・農業・農村政策審議会第２回総合

食料分科会の開催について（総合食料局流
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通課）

◇商品取引員に対する行政処分について

（総合食料局商品取引監理官）

２１日�◇第２回食料・農業・農村政策審議会（大

臣官房企画評価課）

◇オランダにおける口蹄疫を疑う情報への

対応について（生産局畜産部衛生課）

◇クローン牛の異動報告のとりまとめにつ

いて（H１３．２．１～H１３．２．２８異動情報提

供分）（技術会議事務局、生産局畜産部）

◇青果物流通統計旬報概報（平成１３年３月

上旬）（統計情報部流通消費統計課）

◇米の１人１ヶ月当たり消費量（平成１３年

１月分）（食糧庁計画課）

◇国内産主食用米穀（うるち米）の販売数

量（速報）（食糧庁計画課）

◇米国農務省穀物等需給報告（２００１年３月

８日発表）のポイント（総合食料局食料政

策課）

２２日�◇オランダにおける口蹄疫の発生について

（情報）（生産局畜産部衛生課）

◇食料・農業・農村政策審議会第１回生産

分科会の開催について（生産局総務課）

◇食料・農業・農村政策審議会総合食料分

科会第１回食品リサイクル小委員会の議事

録及び配布資料（総合食料局食品産業企画

課）

◇農業資材審議会（第１回）の概要につい

て（生産局生産資材課）

◇生鮮食料品のマーケット・レポート（小

売業情報）（３月中旬分）（統計情報部流通

消費統計課）

２３日�◇セーフガードに関する政府調査の状況に

ついて（総合食料局国際調整課）

◇平成１２年発生災害に係る農林水産業共同

利用施設災害復旧事業費補助金の予備費使

用について（経営局経営政策課）

◇食料・農業・農村政策審議会第１回主要

食糧分科会資料リスト（食糧庁計画課）

◇在庫情報（東京・大阪主要冷蔵庫）（平成

１３年２月分）（統計情報部流通消費統計課）

◇平成１２年産野菜の作付面積、収穫量及び

出荷量（果菜類、豆類等、果実的野菜）（統

計情報部生産統計課）

◇アイルランドにおける口蹄疫の発生につ

いて（情報）（生産局畜産部衛生課）

◇飼料用とうもろこしの輸出前検査に係る

検査官の派遣（第２回）について（生産局

畜産部衛生課）

◇組換え体利用飼料等に関する懇談会（生

産局畜産部飼料課）

◇EU諸国からの偶蹄類の動物由来の豚肉

の緊急一時停止措置について（生産局畜産

部衛生課）

２６日�◇安芸灘地震対策関係局庁連絡会議の設置

について（経営局経営政策課）

◇食料・農業・農村政策審議会農村振興分

科会第２回農業農村整備部会の開催につい

て（農村振興局事業計画課）

◇食料・農業・農村政策審議会第２回総合

食料分科会の議事要旨及び配布資料につい

て（総合食料局食料政策課）

◇組換え体利用飼料等に関する懇談会（生

産局畜産部飼料課）

◇ ｼﾀﾞｯｸｽﾌｰﾄﾞｻｰﾋﾞｽ（株）及び ｼﾀﾞｯｸｽ・ｺﾐ

ｭﾆﾃｨ （ー株）の産業活力再生特別措置法に基

づく事業再構築計画の認定（総合食料局）

◇食生活自己診断ソフト「点検！わたしの

食生活」及びパンフレット「私たちの『食

生活』を考えてみませんか」（総合食料局消

費生活課）

◇平成１１年度林業組織経営体経営調査（統

計情報部経営統計課）

２７日�◇ JAS分析試験ハンドブック「遺伝子組換

え食品検査・分析マニュアル」について

（総合食料局品質課）

◇農業経営動向統計月別収支（平成１３年１

月分）（統計情報部経営統計課）について

◇第２回農業経営政策に関する研究会の開

催について（大臣官房企画評価課）

２８日�◇鶏ひなふ化羽数（統計情報部生産統計課）

◇種苗法による品種登録について（生産局

種苗課）

◇日韓野菜需給情報交換会について（報告）

（生産局野菜課）

◇基本計画達成のための農業キーテクノロ

ジー確立普及プログラムについて（大臣官

房企画評価課）

◇第２回農業経営政策に関する研究会の資

料について（大臣官房企画評価課）

◇イネ第１染色体ゲノム塩基配列の全貌

（農業生物資源研、農水先端技術研）
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２９日�◇田中農林水産副大臣の外国出張について

（総合食料局国際企画課）

３０日�◇独立行政法人評価委員会農業技術分科会

（第３回）の開催について（技術会議事務

局企画調査課）

◇「規制改革推進３か年計画」について

（大臣官房文書課）

◇農業農村整備事業等補助事業の再評価結

果の概要（農村振興局水利整備課）

◇農業農村整備事業等の平成１３年度新規採

択地区に係るチェックリスト評価結果につ

いて（農村振興局、生産局）

◇米穀の卸売価格調査結果の概要（平成１３

年２月分）（食糧庁計画課）

◇米穀の小売価格調査結果の概要（平成１３

年２月分）（食糧庁計画課）

◇平成１２年度第１回食糧モニター定期調査

結果（食糧庁計画課）

◇野菜の入荷量と価格の見通し（関東農政

局野菜課）

◇青果物流通統計旬報概報（平成１３年３月

中旬）（統計情報部流通消費統計課）

◇産地水産物流通統計（主要４９漁港）（平成

１３年２月分）（統計情報部構造統計課）

◇農道・林道の整備状況（平成１２年調査）

（統計情報部構造統計課）

◇農村物価指数（平成１３年２月）（統計情報

部経営統計課）

◇牛乳乳製品統計（平成１３年２月分）（統計

情報部流通消費統計課）

◇食肉流通統計（平成１３年２月分）（統計情

報部流通消費統計課）

◇平成１１年農林家経営動向調査結果（統計

情報部経営統計課）

◇横浜市の勝ち馬投票券発売税に対する総

務大臣の結論について（農林水産大臣談話）

（生産局競馬監督課）

◇平成１３年～１５年度における米麦の輸入業

者の資格審査結果について（食糧庁流通課）

◇独立行政法人評価委員会の設立について

（大臣官房文書課）

　　〈林業関係〉

３月９日�◇第２回独立行政法人評価委員会林野分科

会の開催について（林野庁研究普及課）

１３日�◇農林水産省政策評価会林野庁専門部会の

開催について（林野庁林政課）

１９日�◇国有林野事業の組織の再編について（林

野庁経営企画課）

◇林政審議会の開催について（林野庁企画

課）

３０日�◇森林インストラクター、樹木医の知識及

び技能の審査・証明事業の認定に関する規

定の廃止について（林野庁森林整備部）

◇林野公共事業等における平成１２年度の事

業評価について（林野庁森林整備部、国有

林野部）

　　〈水産業関係〉

３月１日�◇冷凍水産物需給情報（平成１３年２月分）

２日�◇産地市場機能強化対策検討会の報告につ

いて（水産庁加工流通課）

５日�◇第２４回FAO水産委員会の結果について

（水産庁国際課遠洋課）

◇第１回農林水産省政策評価会水産庁専門

部会の報告について（水産庁漁政課）

８日�◇第二回農林水産省有明海ノリ不作等対策

関係調査検討委員会の開催について（水産

庁研究指導課）

９日�◇海面利用中央協議会遊漁船業部会の開催

について（水産庁沿岸沖合課）

◇イエシ・ミクロネシア連邦外務大臣代行

と川本・水産庁次長との会談について（水

産庁国際課）

１２日�◇第８７回OECD水産委員会の結果につい

て（水産庁国際課）

１９日�◇農林漁業金融公庫（水産関係）等の金利

改定について（水産庁水産経営課）

◇第２回農林水産省政策評価会水産庁専門

部会の開催について（水産庁漁政課）

◇沿岸漁業等振興審議会第１回年次報告部

会の開催について（水産庁企画課）

◇大西洋まぐろ類保存国際委員会

（ICCAT）日米加３国政府代表による緊急

非公式会合の結果（水産庁国際課）

◇ 東 南 ア ジ ア 漁 業 開 発 セ ン タ ー

（SEAFDEC）第３３回理事会の結果につい

て（水産庁国際課）

２２日�◇沿岸漁業等振興審議会年次報告部会の結

果について（水産庁企画課）

◇第１回海面利用中央協議会遊漁船業部会

の結果概要について（水産庁沿岸沖合課）
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◇鯨類管理適正化検討会の結果概要につい

て（水産庁遠洋課）

２３日�◇第３回農林水産省有明海ノリ不作等対策

関係調査検討委員会の開催について（水産

庁研究指導課）

◇日ロ漁業合同委員会第１７回会議の開催に

ついて（水産庁国際課）

◇第７４回対馬暖流系アジ・サバ・イワシ長

期漁海況予報（水産庁漁場資源課）

２６日�◇南大洋鯨類生態調査（SOWER）及びシ

ロナガスクジラ調査船の入港について（水

産庁遠洋課）

２７日�◇みなみまぐろ保存委員会（CCSBT）第５

回科学委員会の結果概要について（水産庁

国際課）

２８日�◇日中まぐろ協議結果概要（水産庁遠洋課）

◇平成１２年度第３回太平洋イワシ・アジ・

サバ等長期漁海況予報（水産庁漁場資源課）

◇農林水産省政策評価会水産庁専門部会の

資料について（水産庁漁政課）

３０日�◇独立行政法人の設立について（水産庁研

究指導課）

◇水産関係公共事業の平成１３年度予算の概

要及び事業評価結果について（水産庁計画

課、防災海岸課）

◇インド洋まぐろ類委員会（IOTC）監視・

取締制度の策定に関する中間会合の結果に

ついて（水産庁国際課）

◇水産物の市況（平成１３年３月及び平成１２

年度月）（水産庁加工流通課）

◇有明海ノリ不作等対策第３者委員会報告

意見交換会の開催について（水産庁研究指

導課）

　　〈法令〉

３月７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５１）を公布（同日施行）

◇飼料及び飼料添加物の成分規格等に関す

る省令の一部を改正する省令（農林水産省

令第５２号）を公布（平成１３年４月１日より

施行）

８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５３号）を公布

（同日施行）

９日�◇農林水産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５４号）を公布（同

日施行）

１４日�◇平成十二年における特定地域に係る激甚

災害の指定及びこれに対し適用すべき措置

の指定に関する政令（政令第４７号）を公布

（同日施行）

１６日�◇特定農山地域における農林業等の活性化

のための基盤整備の促進に関する法律施行

規則の一部を改正する省令（総務省・農林

水産省・経済産業省・国土交通省令第１号）

を公布（平成１３年４月１日より施行）

１９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５５号）を公布

（同日施行）

◇加工原料乳生産者補給金等暫定措置法施

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（平成１３年４月１日から

施行する。ただし加工原料乳生産者補給金

等暫定措置法の一部改正及び指定の申請が

あった場合における当該生乳生産者団体の

指定については同日施行）

◇農畜産業振興事業団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１３年４月１日より施行）

２１日�◇海岸法施行規則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１３年４月１日より施行）

２２日�◇再生資源の利用の促進に関する法律施行

令の一部を改正する政令（政令第５６号）を

公布（平成１３年４月１日より施行）

◇農林水産省の所管する独立行政法人に対

し立入検査をする農林水産省の職員が携帯

すべき身分証明書の様式を定める省令（農

林水産省令第５８号）を公布（同日施行）

◇独立行政法人農林水産消費技術センター

等の設立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５９号）を公

布（同日施行）

２３日�◇農薬取締法第１３条の規定による報告及び

検査に関する省令の一部を改正する省令

（農林水産省・環境省第１号）を公布（平

成１３年４月１日より施行）

２６日�◇輸出水産業の振興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６０

号）を公布（平成１３年４月１日より施行）
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◇農林水産物資の規格及び品質表示の適正

化に関する法律に基づく登録格付機関等を

登録する省令（農林水産省令第６１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

する法律に基づく指定検定機関を指定する

省令（農林水産省令第６２号）を公布（同日

施行）

◇家畜改良増殖法に基づく家畜登録機関に

関する省令（農林水産省令第６３号）を公布

（同日施行）

◇卸売市場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（平成１３

年４月１日より施行）

◇獣医療法施行規則の一部を改正する省令

（農林水産省令第６５号）を公布（平成１３年

４月１日より施行）

◇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・国土交通省令第

１号）を公布（書面の交付等に関する情報

通信の技術の利用のための関係法律の整備

に関する法律の施行の日（平成１３年４月１

日）から施行

◇農業信用保証保険法施行規則及び中小漁

業融資保証法施行規則の一部を改正する命

令（内閣府・農林水産省令第４号）を公布（書

面の交付等に関する情報通信の技術の利用

のための関係法律の整備に関する法律の施

行の日（平成１３年４月１日）から施行

◇農業信用保証保険法施行規則及び中小漁

業融資保証法施行規則の一部を改正する命

令（内閣府・農林水産省令第４号）を公布（書

面の交付等に関する情報通信の技術の利用

のための関係法律の整備に関する法律の施

行の日（平成１３年４月１日）から施行

◇漁業協同組合等の信用事業に関する命令

の一部を改正する命令（内閣府・農林水産

省令第５号）を公布（平成１３年４月１日よ

り施行）

◇商品投資販売業者の許可及び監督に関す

る命令の一部を改正する命令（内閣府・農

林水産省・経済産業省令第１号）を公布

（書面の交付等に関する情報通信の技術の

利用のための関係法律の整備に関する法律

の施行の日（平成１３年４月１日）から施行

◇食品の製造過程の管理の高度化に関する

臨時措置法施行規則の一部を改正する省令

（厚生労働省・農林水産省令第２号）を公

布（平成１３年４月１日より施行）

◇農業災害補償法の一部を改正する省令

（農林水産省令第６６号）を公布（書面の交

付等に関する情報通信の技術の利用のため

の関係法律の整備に関する法律の施行の日

（平成１３年４月１日）から施行）

◇動物用医薬品等取締規則等の一部を改正

する省令（農林水産省令第６７号）を公布

（書面の交付等に関する情報通信の技術の

利用のための関係法律の整備に関する法律

の施行の日（平成１３年４月１日）から施行）

２７日�◇工業標準化法に基づく表示認定等に関す

る省令の一部を改正する省令（厚生労働省・

農林水産省・経済産業省・国土交通省令第

１号）を公布（平成１３年４月１日より施行）

◇独立行政法人北海道開発土木研究所の業

務運営に関する省令（農林水産省・国土交

通省令第２号）を公布（同日施行）

◇植物防疫法施行規則の一部を改正する省

令（農林水産省令第６８号）を公布（同日施

行）

　　　◇工業標準化法に基づく表示認定等に関す

る省令の一部を改正する省令（厚生労働省・

農林水産省・経済産業省・国土交通省令第

１号）を公布（平成１３年４月１日より施行）

２８日�◇資源の有効な利用の促進に関する法律施

行令別表第五の六の項の上欄に規定する特

定容器包装に関する省令（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１３年４月１日より施行）

◇特定容器包装の表示の標準となるべき事

項を定める省令（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

（平成１３年４月１日より施行）

◇資源の有効な利用の促進に関する法律の

規定に基づく立入検査をする職員の携帯す

る身分を示す証明書の様式を定める省令

（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１３年４月１日より施行）

◇鋼製又はアルミニウム製の缶であって、

飲料が充てんされたものの表示の標準とな

るべき事項を定める省令の一部を改正する
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省令（財務省・農林水産省・経済産業省令

第１号）を公布（平成１３年４月１日より施

行）

◇ポリエチレンテレフタレート製の容器で

あって、飲料又はしょうゆが充てんされた

ものの表示の標準となるべき事項を定める

省令の一部を改正する省令（財務省・農林

水産省・経済産業省令第２号）を公布（平

成１３年４月１日より施行）

◇新事業創出促進法第９条第一項の業主を

定め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１３年４月１日

より施行）

◇漁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７１号）を公布（平

成１３年４月１日より施行）

２９日�◇行政機関の保有する情報の公開に関する

法律施行令第１３条第３項第１号に掲げる行

政機関等が保有する行政文書に係る開示請

求等の手続きに関する省令（総務省・財務

省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・

経済産業省令第１号）を公布（平成１３年４

月１日より施行）

３０日�◇平成１３年度における国民年金法による年

金の額等の改定の特例に関する法律（法律

第１３号）を公布（平成１３年４月１日より施

行）

◇農業信用保証保険法施行令の一部を改正

する政令（政令１０２号）を公布（平成１３年４

月１日より施行）

◇農林水産省組織令の一部を改正する政令

（政令１１３号）を公布（平成１３年４月１日よ

り施行）

◇農林水産業協同組合貯金保険法施行規則

の一部を改正する省令（内閣府・財務省・

農林水産省令第１号）を公布（平成１３年４

月１日より施行）

◇漁業協同組合等の信用事業に関する命令

の一部を改正する命令（内閣府・農林水産

省令第６号７号）を公布（平成１３年３月３１

日より施行）

◇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８号９号）

を公布（８号は平成１３年３月３１日、９号は

平成１３年４月１日より施行）

◇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の一部を改正する命

令（内閣府・農林水産省令第１０号１１号）を

公布（１０号は平成１３年３月３１日、１１号は平

成１３年４月１日より施行）

◇農林中央金庫と信用農業協同組合連合会

との合併等に関する法律施行規則の一部を

改正する命令（内閣府・農林水産省令第１２

号）を公布（平成１３年４月１日より施行）

◇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（内閣府・財務省・文部科学省・厚生労

働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・

環境省令第１号）を公布（法附則第１条第

３号中法第５条第１項の規定の施行の日か

ら施行）

３１日�◇農林漁業金融公庫法の一部を改正する法

律（法律第２４号）を公布（同日施行）

◇沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の

特別措置等に関する政令の一部を改正する

政令（政令１５２号）を公布（平成１３年４月１

日より施行）

◇関税定率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１５３号）を公布（平成１３年４月１日よ

り施行）

農　政　日　誌－４８６－



農林水産省幹部役員名簿 －４８７－



農林水産省幹部役員名簿－４８８－



農林水産省幹部役員名簿 －４８９－



農林水産省幹部役員名簿－４９０－



農林水産省幹部役員名簿 －４９１－



農林水産省幹部役員名簿－４９２－



農林水産省幹部役員名簿 －４９３－



農林水産省幹部役員名簿－４９４－



農林水産省幹部役員名簿 －４９５－



農林水産省幹部役員名簿－４９６－



農林水産省幹部役員名簿 －４９７－



農　政　日　誌－４８８－
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