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小売価格の概況について（総合食料局食糧
部計画課）
◇高病原性鳥インフルエンザに関する家畜

４月１日㈭◇平成16年度又は平成16年度上期の関税割

伝染病予防法第52条の規定による報告徴求

当公表について（大臣官房国際部貿易関税

の結果について（３月第４週分の報告）（消

課）

費・安全局衛生管理課）

◇緑資源幹線林道事業の平成16年度におけ

◇「東シナ海・日本海のイワシ類の現在（パ

る期中評価実施路線について（林野庁森林

ンフレット）」の公表について（水産庁増殖

整備部整備課）

推進部漁場資源課、 独 水産総合研究センタ

◇日ロ漁業合同委員会第20回会議の結果に

ー）

ついて（水産庁資源管理部国際課）

◇不適正な農産物検査証明に係る調査結果

◇主要食料品の小売価格等の見通し（消

等について（総合食料局食糧部消費流通課）

費・安全局消費・安全政策課）

◇食品に関するリスクコミュニケーション

◇「米穀安定供給確保支援機構」及び「米

の開催（栃木県宇都宮市）について（消費・

穀価格形成センター」の指定について（総

安全局消費者情報官、厚生労働省）

合食料局食糧部計画課）

５日㈪◇平成16年３月第５週の牛肉小売価格等の

◇平成16生糸年度における取引指導繭価等

調査結果について（消費・安全局消費・安

の設定について（生産局特産振興課）

全政策課）

◇「全国森林計画の変更（案）
」についての

◇食料・農業・農村政策審議会

意見・情報の募集について（林野庁森林整

会果樹部会

備部計画課）

ついて（生産局果樹花き課）

◇「農地法施行規則の一部を改正する省令

◇国等による環境物品等の調達の推進等に

案及び農業振興地域の整備に関する法律施

関する法律（グリーン購入法）に基づく調

行規則の一部を改正する省令案」について

達方針の公表について（大臣官房経理課、

の意見・情報の募集結果について（農村振

環境政策課）

興局農村政策課）

◇第３回水産防疫体制に関する専門家会議

２日㈮◇日・フィリピン経済連携協定第２回交渉

生産分科

第１回需給小委員会の開催に

の開催について（消費・安全局総務課水産

会合開催について（大臣官房国際部国際調

防疫体制検討室）

整課）

◇日・タイ経済連携協定第２回交渉会合開

◇第３回林業普及指導事業の資格試験制度

催について（大臣官房国際部国際調整課）

等に関する検討会の開催について（林野庁

◇森林整備保全事業計画（案）についての

森林整備部研究普及課）

意見・情報の募集について（林野庁森林整

◇平成16年度（第５回）民間部門農林水産

備部計画課）

研究開発功績者表彰事業のご案内について

６日㈫◇日本・ペルー非公式漁業協議の結果につ

（技術会議事務局研究開発企画官、㈳農林

いて（水産庁資源管理部国際課海外漁業協

水産技術情報協会）

力室）

◇農林物資規格調査会総会の開催及び傍聴

◇食料・農業・農村政策審議会

の募集について（消費・安全局表示・規格

全分科会家畜衛生部会

課）

小委員会の開催について（消費・安全局衛

◇平成16年３月第４週の国内産米穀の卸・

生管理課）

消費・安

第６回家きん疾病
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◇加工原材料用に係る政府所有ミニマム・

◇農業資材審議会飼料分科会安全性部会の

アクセス米の定例販売の結果について（概

開催及び一般傍聴について（消費・安全局

要）（総合食料局食糧部計画課）

衛生管理課）

◇スギ材需要拡大を図るための共同調査に

◇食品安全委員会への食品健康影響評価の

ついて（林野庁国有林野部業務課、九州森

依頼について（消費・安全局衛生管理課薬

林管理局）

事・飼料安全室）

◇家畜伝染病予防法の一部を改正する法律

９日㈮◇平成16年度農林水産省インターンシップ

案について（消費・安全局高病原性鳥イン

の実施について（大臣官房秘書課）

フルエンザ緊急対策チーム）

◇政府国内産米穀の売渡契約に係る資格審

７日㈬◇食品に関するリスクコミュニケーション

査について（総合食料局食糧部消費流通課）

（東京）
−BSE に関する講演会−の開催及

◇高病原性鳥インフルエンザに関する家畜

び傍聴について（消費・安全局消費者情報

伝染病予防法第52条の規定による報告徴求

官、内閣府）

の結果について（３月第５週分の報告）（消

◇16年度「食品のトレーサビリティシステ

費・安全局衛生管理課）

ム」開発・実証事業募集要領について（消

◇食料・農業・農村政策審議会

費・安全局消費・安全政策課）

（第７回）の資料について（大臣官房企画

◇中国における日本向け加熱処理家きん肉

評価課）

等に関する施設の指定について（消費・安

◇政府が販売した米国産うるち砕精米の異

全局衛生管理課国際衛生対策室）

物混入について（総合食料局食糧部計画課）

◇中央食品表示ウォッチャーの公募につい

◇抗菌性飼料添加物の指定取消しについて

て（消費・安全局表示・規格課食品表示・

の意見・情報募集結果について（消費・安

規格監視室）

全局衛生管理課）

◇2003年木材輸入実績について（林野庁林

企画部会

10日㈯◇高病原性鳥インフルエンザの発生（第３、

政部木材課木材貿易対策室）

４例目）に係る搬出制限区域の解除につい

◇政府保有に係るベトナム産精米のカビ付

て（消費・安全局衛生管理課）

着の発見について（総合食料局食糧部消費

12日㈪◇食料・農業・農村政策審議会

（第８回および第９回）の開催及び傍聴に

流通課）
消費・安

ついて（大臣官房企画評価課）

第６回家きん疾病

◇食料・農業・農村政策審議会

◇食料・農業・農村政策審議会
全分科会家畜衛生部会

企画部会

生産分科

小委員会に関する概要について（消費・安

会果樹部会

全局衛生管理課）

開催について（生産局果樹花き課）

◇生産情報公表豚肉の日本農林規格の制定

◇平成16年４月第２週の牛肉小売価格等の

案等についての意見・情報の募集結果につ

調査結果について（消費・安全局消費・安

いて（消費・安全局表示・規格課）

全政策課）

８日㈭◇水産庁漁業調査船開洋丸によるクロマグ

第１回産地・経営小委員会の

◇水産政策審議会第５回総会及び懇談会の

ロ産卵場における海洋構造調査の実施につ

開催について（水産庁漁政部漁政課）

いて（水産庁増殖推進部漁場資源課、 独 水

◇水源林造成事業の平成16年度における期

産総合研究センター遠洋水産研究所）

中評価実施地区について（林野庁森林整備

◇第２回農林水産省政策評価会の開催及び

部整備課）

傍聴について（大臣官房企画評価課）

◇水産政策審議会第15回資源管理分科会の

◇第３回バイオマス・ニッポン総合戦略推

開催について（水産庁漁政部漁政課）

進会議の概要について（大臣官房環境政策

◇第15回「食品の表示に関する共同会議」

課資源循環室）

の開催について（消費・安全局表示・規格

◇食料・農業・農村政策審議会
会

生産分科

第２回畜産企画部会の開催及び傍聴に

ついて（生産局畜産部畜産企画課）

課、厚生労働省）
◇図書資料月報 web 版の創刊について（大
臣官房情報課図書資料室）
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◇豚コレラ関係の定期報告関連情報につい

◇第３回「野菜政策に関する研究会」の開

て（消費・安全局衛生管理課）

催及び傍聴について（生産局野菜課）

◇第２回「野菜政策に関する研究会」の概

◇第９回農業資材審議会飼料分科会安全性

要について（生産局野菜課）

部会の概要について（消費・安全局衛生管

◇高病原性鳥インフルエンザの発生
（第３、

理課）

４例目）に係る移動制限区域の解除につい

◇麦製品等の取引価格の推移（平成16年３

て（消費・安全局衛生管理課）

月分）（総合食料局食糧部計画課）

◇水産庁漁業取締船に対する韓国底刺網漁

◇第12回コーデックス連絡協議会の概要

船の衝突事件について（水産庁資源管理部

（消費・安全局消費・安全政策課、厚生労

管理課指導監督室）

働省）

13日㈫◇日 EC ハイレベル漁業協議について（水

会合の開催について（水産庁資源管理部国

産庁資源管理部国際課）
◇食料・農業・農村政策審議会
分科会農業農村整備部会

◇みなみまぐろ保存委員会（CCSBT）特別

農村振興

平成16年度第１

際課）
◇日 EC ハイレベル漁業協議の結果につい

回技術小委員会の開催について（農村振興

て（水産庁資源管理部国際課）

局計画部事業計画課）

◇遺伝子組換え生物等の第一種使用規程の

◇平成15年産米の検査結果
（速報値）
（平成

承認・申請案件に対する意見・情報の募集

16年３月末日現在）
（総合食料局食糧部消費

（消費・安全局農産安全管理課）

流通課）

◇水産政策審議会第15回資源管理分科会の

◇平成15年度外国産麦類検査実績の産地
（型）銘柄別、検査項目別平均値（平成15

結果について（水産庁漁政部漁政課）
16日㈮◇福岡県の有限会社池上正人商店による畳

年４月〜平成16年２月）
（総合食料局食糧部

表の JAS 法違反容疑に対する告発につい

消費流通課）

て（消費・安全局表示・規格課食品表示・

◇食料・農業・農村政策審議会
会畜産企画部会

生産分科

第１回家畜改良増殖小委

規格監視室）
◇韓国水域における日本漁船の拿捕事件に

員会の開催について（生産局畜産部畜産振

ついて（水産庁資源管理部沿岸沖合課）

興課）

◇農林水産省食堂におけるバイオマスから

◇「食品に関するリスクコミュニケーショ

つくられた食器の試験的利用の結果の概要

ン（OIE における BSE ルールの改正に関

と今後の対応について（大臣官房環境政策

する意見交換会）
」
の開催及び出席する消費

課資源循環室）

者団体の募集について（消費・安全局消費

◇「バイオマス」及び「バイオマスプラス

者情報官）

チック」に関するアンケート結果について

◇「OIE/BSE コード改正に関する専門家

（大臣官房環境政策課資源循環室）

会合」の開催について（消費・安全局衛生

◇第26回緑化推進連絡会議の概要について

管理課）

（林野庁森林整備部森林保全課）

◇農業資材審議会第３回種苗分科会の開催

◇ WCPFC（中西部太平洋まぐろ類条約）

について（生産局種苗課）

第６回準備会合について（水産庁資源管理

◇第３回水産防疫体制に関する専門家会議

部国際課）

の概要について（消費・安全局総務課水産

◇高病原性鳥インフルエンザに関する家畜

防疫体制検討室）

伝染病予防法第52条の規定による報告徴求

14日㈬◇森林づくり活動についてのアンケート集

の結果について（４月第２週分の報告）（消

計結果について（林野庁森林整備部森林保

費・安全局衛生管理課）

全課）

◇平成16年４月１日に発見した政府保有に

15日㈭◇平成16年度第１回水源林造成事業期中評

係るベトナム産精米のカビ付着について

価委員会の開催について（林野庁森林整備

（総合食料局食糧部消費流通課）

部整備課）

◇政府国内産米穀の一般競争入札による売
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渡について
（総合食料局食糧部消費流通課）

ついて（生産局果樹花き課）

◇政府保有に係る米国産精米のカビ付着の

◇バイオマス活用協議会設立総会の開催に

発見について（総合食料局食糧部消費流通

ついて（農村振興局農村政策課農村整備総

課）

合調整室）

◇みどりの週間及び緑の募金「全国一斉強

◇「第３回林業普及指導事業の資格試験制

調週間」に係る主要緑化行事について（林

度等に関する検討会」の概要について（林

野庁森林整備部森林保全課、㈳国土緑化推

野庁森林整備部研究普及課）

進機構）

◇ NPO や消費者団体等から創意工夫に富

◇農産物検査法に基づく登録検査機関に対

む米消費拡大の取組を募集します!
（総合食

する業務停止命令について（総合食料局食

料局食糧部消費流通課流通加工対策室）

糧部消費流通課）

◇米の１人１か月当たりの消費量（平成16

◇「今後の経営構造対策のあり方について」

年２月分）（総合食料局食糧部計画課）

（中間とりまとめ）についての意見・情報

◇国内産主食用米穀（うるち米）の販売数

の募集（経営局構造改善課）

量（速報）（総合食料局食糧部計画課）

19日㈪◇平成16年２月10日に混入を確認したタイ

21日㈬◇研究基本計画検討専門委員会の設置につ

国産うるち精米の異物について（総合食料

いて（技術会議事務局研究調査官）

局食糧部計画課）

◇政府が販売した米国産うるち玄米の異物

◇平成16年３月１日に混入を確認したタイ

混入について（総合食料局食糧部計画課）

国産うるち精米の異物について（総合食料

◇食料・農業・農村政策審議会

局食糧部計画課）

（第８回）の資料について（大臣官房企画

◇第４回水産防疫体制に関する専門家会議

評価課）

の開催について（消費・安全局総務課水産

◇「民間結集型アグリビジネス創出技術開

防疫体制検討室）

発事業」の平成16年度新規採択課題の決定

◇中国底びき網漁船の拿捕及び違法設置漁

について（技術会議事務局先端産業技術研

具の押収について

究課民間研究推進室）

−相次ぐ外国漁船の違

企画部会

反操業−（水産庁資源管理部管理課指導監

◇平成16年度先端技術を活用した農林水産

督室）

研究高度化事業の新規採択課題の決定につ

◇植物新品種の保護に関する研究会の開催

いて（技術会議事務局地域研究課）

について（生産局種苗課）

◇第１回「農林漁業金融に関する研究会」

◇「適切な森林管理に向けた林業経営のあ
り方に関する検討会」の開催について（林

の開催について（経営局金融調整課）
22日㈭◇我が国漁船、再三にわたり人命救助に貢

野庁林政部経営課）

献（水産庁資源管理部遠洋課）

◇平成16年４月第３週（４月12日〜16日）

◇第９回栽培漁業のあり方検討会の開催に

の牛肉小売価格等の調査結果について（消

ついて（水産庁増殖推進部栽培養殖課）

費・安全局消費・安全政策課）

◇平成16年度病害虫発生予報第１号（消

◇食料・農業・農村政策審議会
会

生産分科

第２回畜産企画部会の概要について

費・安全局植物防疫課）
◇ BSE に関する日米会合について（消費・

（生産局畜産部畜産企画課）

安全局衛生管理課）

◇肥料取締法に基づく普通肥料の公定規格

◇食品に関するリスクコミュニケーション

等の一部改正案についての意見・情報の募

の実施（大分県大分市）について（消費・

集結果について（消費安全局農産安全管理

安全局消費者情報官、厚生労働省）

課）

◇第６回植物検疫に関する研究会の開催及

20日㈫◇韓国水域における日本漁船の拿捕事件に

び傍聴について（消費・安全局植物防疫課）

ついて（水産庁資源管理部沿岸沖合課）

◇農業資材審議会第３回種苗分科会の概要

◇食料・農業・農村政策審議会

について（生産局種苗課）

会果樹部会

生産分科

第１回需給小委員会の概要に

◇肥料取締法違反に対する厳重注意につい

農
て（消費・安全局農産安全管理課）

政
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26日㈪◇平成16年４月第４週（４月19日〜23日）

◇農林物資規格調査会総会の開催について

の牛肉小売価格等の調査結果について（消

（消費・安全局表示・規格課）

費・安全局消費・安全政策課）

◇北海道が「宗谷海峡海域イカナゴ資源回

◇ WCPFC（中西部太平洋まぐろ類条約）

復計画」を作成（水産庁資源管理部管理課

第６回準備会合の結果について（水産庁資

資源管理推進室、北海道）

源管理部国際課）

23日㈮◇農産物検査証明の改ざんを行った北海道

◇農林物資規格調査会総会の審議の概要に

の㈲大田口商店代表取締役の逮捕について

ついて（消費・安全局表示・規格課）

（総合食料局食糧部消費流通課）

◇第一回農林水産環境政策提案会の開催に

◇高病原性鳥インフルエンザに関する家畜

ついて（大臣官房環境政策課）

伝染病予防法第52条の規定による報告徴求

◇「第21回森林の市」開催のお知らせ（林

の結果について
（４月第３週分の報告）（消

野庁国有林野部業務課内森林の市実行委員

費・安全局衛生管理課）

会事務局）

◇ OECD・IUU ワークショップの結果につ

◇「適切な森林管理に向けた林業経営のあ

いて（水産庁資源管理部国際課、漁政部加

り方に関する検討会」（第１回会合）の概要

工流通課）

（林野庁林政部経営課）

◇豚コレラ関係の定期報告関連情報につい

◇食料・農業・農村政策審議会

て（消費・安全局衛生管理課）

（第９回）の資料について（生産局総務課）

◇「鶏供養祭」及び「鶏肉・鶏卵の消費拡

◇飼料安全法に基づく収去飼料等の試験結

大の集い」の開催について（生産局畜産部

果の公表について（消費・安全局衛生管理

食肉鶏卵課、畜産振興課）

課薬事・飼料安全室）

◇食品の表示に関する一元的な相談窓口の

◇コイヘルペスウイルス病に関する PCR

全国展開について（消費・安全局表示・規

検査結果（４月19日〜４月25日分）（消費・

格課、 独 農林水産消費技術センター、厚生

安全局衛生管理課魚類安全室）

企画部会

27日㈫◇平成15年産麦類のカビ毒実態調査の結果

労働省）
◇普通肥料の検査結果の公表について（消

について（消費・安全局農産安全管理課）

費・安全局農産安全管理課）

◇第９回栽培漁業のあり方検討会の結果概

◇中山間地域等総合対策検討会（第13回）

要について（水産庁増殖推進部栽培養殖課）

の開催について（農村振興局地域振興課中

◇「森林整備に関する消費者団体との懇談

山間地域振興室）

会」の開催について（林野庁林政部企画課）

◇平成16年度第１回水源林造成事業期中評

◇亀井農林水産大臣の海外出張について

価委員会の議事概要について（林野庁森林

（大臣官房国際部国際政策課、国際経済課）

整備部整備課）

◇食料・農業・農村政策審議会

◇日韓 FTA 締結交渉第３回会合の開催に

（第10回、第11回、第12回）の開催及び傍

ついて（大臣官房国際部国際調整課）

聴について（大臣官房企画評価課）

◇研究開発の評価結果について（技術会議

◇平成15年特用林産物の生産量（速報）（林

事務局技術政策課）

野庁林政部経営課特用林産対策室）

企画部会

生産分科

◇「森・川・海のつながりを重視した豊か

第１回家畜改良増殖小委

な漁場海域環境創出方策検討調査」の結果

員会の概要について（生産局畜産部畜産振

の取りまとめについて（水産庁漁港漁場整

興課）

備部計画課、林野庁森林整備部治山課、国

◇米国産牛肉等の輸入停止措置に伴う牛肉

土交通省）

の需給動向について（生産局畜産部食肉鶏

◇第４回水産防疫体制に関する専門家会議

卵課）

の概要について（消費・安全局総務課水産

◇平成15年度水産白書について（水産庁漁

防疫体制検討室）

政部企画課）

◇政府国内産米穀の一般競争入札による売

◇食料・農業・農村政策審議会
会畜産企画部会
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渡しの結果について
（４月26日実施分）（総

産部畜産振興課生産技術室）

合食料局食糧部消費流通課）

◇みなみまぐろ保存委員会（CCSBT）特別

◇政府保有に係るタイ国産うるち精米の異

会合の結果について（水産庁資源管理部国

物混入について
（総合食料局食糧部計画課）

際課）

28日㈬◇「養殖」表示に関する生鮮魚介類の表示

◇水産物の市況について（平成16年４月及

特別調査の実施について（消費・安全局表

び５月）−東京都中央卸売市場における平

示・規格課食品表示・規格監視室）

成16年４月（３月21日〜４月20日集計）の

◇「養殖」表示に関する生鮮魚介類の表示

市況と、平成16年５月の市況見通し（前月

特別調査における魚肉の科学的分析の公開

との比較）−（水産庁漁政部加工流通課）

デモンストレーションについて（消費・安

◇平成16年度第１回緑資源幹線林道事業期

全局表示・規格課）

中評価委員会の開催について（林野庁森林

◇飼料安全法の基準・規格に違反する事例

整備部整備課）

について（消費・安全局衛生管理課薬事・

◇高病原性鳥インフルエンザに関する家畜

飼料安全室）

伝染病予防法第52条の規定による報告徴求

◇第７回「JAS 制度のあり方検討会」の開

の結果について（４月第４週分の報告）（消

催及び傍聴の募集について（消費・安全局

費・安全局衛生管理課）

表示・規格課）

◇豚コレラ関係の定期報告関連情報につい

◇政府備蓄米のカビ付着の発見について

て（消費・安全局衛生管理課）

（総合食料局食糧部消費流通課）

◇野菜に関する月間情報（４月分）の提供

◇第１回犬等の検疫制度検討会の開催につ

について（生産局野菜課）

いて（消費・安全局衛生管理課国際衛生対

◇瀬戸内海東部カタクチイワシ漁況予報

策室）

（５〜６月）−平成16年４月27日〜４ 月28
生産分科

日において開催された第35回瀬戸内海東部

第１回産地・経営小委員会の

カタクチイワシ等漁況予報会議において、

◇食料・農業・農村政策審議会
会果樹部会

概要について（生産局果樹花き課）

別表の水産関係機関が検討した結果を独立

◇平成15年度に買い付けた外国産米麦の着

行政法人水産総合研究センター瀬戸内海区

地検査結果の取りまとめについて（総合食

水産研究所がとりまとめた結果−（水産庁

料局食糧部食糧貿易課）

増殖推進部漁場資源課、 独 水産総合研究セ

◇第15回 APEC 漁業 WG 及び第17回海洋

ンター瀬戸内海区水産研究所）

資源保全 WG 会合の開催について（水産庁

◇日韓 FTA 締結交渉第３回会合の概要

増殖推進部漁場資源課、
漁政部加工流通課）

（大臣官房国際部貿易関税課）

◇加工原材料用に係る政府所有ミニマム・

◇牛海綿状脳症（BSE）サーベイランスの

アクセス米の定例販売の結果について（概

結果について（平成16年３月末まで）（消

要）（総合食料局食糧部計画課）

費・安全衛生管理課）

◇林業普及指導事業の資格試験制度等に関
する検討会報告書について（林野庁森林整
備部研究普及課）

法令>
４月５日㈪◇主要食糧の需給及び価格の安定に関する

◇〜メダカやドジョウ等の身近な水域に棲

法律施行規則の一部を改正する省令（農林

む魚類等の生息環境の改善に向けて〜『身

水産省令第38号）を公布（同日施行）

近な水域における魚類等の生息環境改善の

９日㈮◇独立行政法人都市再生機構法施行令（政

ための事業連携方策の手引き』について

令第160号）を公布（平成16年７月１日施行。

〜国 土 交 通 省 と 農 林 水 産 省 で 共 同 作 成

ただし、次条から附則第4条までの規定は、

〜（農村振興局計画部資源課、国土交通省）

同日施行。＜以下、略＞）

30日㈮◇クローン牛の異動報告のとりまとめにつ

19日㈪◇農林物資の規格化及び品質表示の適正化

い て（H16.3.1〜H16.3.31異 動 情 報 提 供

に関する法律に基づく登録格付機関等を登

分）
（技術会議事務局技術安全課、生産局畜

録する省令の一部を改正する省令（農林水

農
産省令第39号）を公布（同日施行）
21日㈬◇特定都市河川浸水被害対策法施行令（政
令第168号）を公布（法の施行の日（平成16
年5月15日）施行）

政

日
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５日㈬◇亀井農林水産大臣とスイス・ダイス経済
大臣兼大統領との会談の概要（大臣官房国
際部国際経済課）
６日㈭◇コイヘルペスウイルス病に関する PCR

23日㈮◇肥料取締法施行規則の一部を改正する省

検査結果（４月26日〜５月５日分）（群馬

令（農林水産省令第40号）を公布（平成16

県・滋賀県・京都府・大阪府・大分県）（消

年５月25日施行）

費・安全局衛生管理課魚類安全室）

28日㈬◇農業協同組合及び農業協同組合連合会の

◇食料・農業・農村政策審議会

消費・安

信用事業に関する命令等の一部を改正する

全分科会家畜衛生部会

命令（内閣府・農林水産省令第３号）を公

小委員会の開催について（消費・安全局衛

布（中小企業等投資事業有限責任組合契約

生管理課）

に関する法律の一部を改正する法律の施行

◇農林物資規格調査会部会の開催及び傍聴

日（平成16年４月30日）施行）

の募集について（消費・安全局表示・規格

◇農業協同組合法施行規則の一部を改正す

課）

る省令（農林水産省令第41号）を公布（中

◇主要食料品の小売価格等の見通し（消

小企業等投資事業有限責任組合契約に関す
る法律の一部を改正する法律の施行の日

第２回牛豚等疾病

費・安全局消費・安全政策課）
７日㈮◇緊急磯焼け対策モデル事業第１回全国会

（平成16年４月30日）施行）

議の開催について（水産庁漁港漁場整備部

◇残留性有機汚染物質に関するストックホ

整備課）

ルム条約（条約第３号）を公布

◇高病原性鳥インフルエンザに関する家畜

◇農林水産省関係構造改革特別区域法施行

伝染病予防法第52条の規定による報告徴求

規則の一部を改正する省令（農林水産省令

の結果について（４月第５週分の報告）（消

第42号）を公布（平成16年５月１日施行）

費・安全局衛生管理課）

30日㈮◇農林水産省組織規則の一部を改正する省

◇林業用手持機械の振動・騒音測定値につ

令（農林水産省令第43号）を公布（平成16

いて（林野庁森林整備部研究普及課技術開

年５月１日施行）

発推進室）

◇動物用医薬品の使用の規制に関する省令

◇平成16年度第１回緑資源幹線林道事業期

の一部を改正する省令（農林水産省令第44

中評価委員会の議事概要について（林野庁

号）を公布（平成16年６月１日施行）

森林整備部整備課）

◇商品取引所法施行規則の一部を改正する

◇ UNEP（国連環境計画）漁業補助金ワー

省令（農林水産省・経済産業省令第５号）

クショップの結果について（水産庁漁政部

を公布（平成16年５月１日施行）

加工流通課）

◇受託業務保証金規則の一部を改正する省

◇第２回高病原性鳥インフルエンザ感染経

令（農林水産省・経済産業省令第６号）を

路究明チーム検討会の概要について（消

公布（平成16年５月１日施行）

費・安全局衛生管理課）

５

月

10日㈪◇「森林整備に関する消費者団体との懇談
会」の概要について（林野庁林政部企画課）

５月１日㈯◇亀井農林水産大臣とスポンハイム・ノル

◇平成16年４月第５週・５月第１週（４月

ウェー農業大臣との会談概要（大臣官房国

26日〜５月7日）の牛肉小売価格等の調査結

際部国際経済課）

果について（消費・安全局消費・安全政策

４日㈫◇亀井農林水産大臣とフィシュラー・EU

課）

委員（農業担当）との会談概要（大臣官房

◇土壌サンプル粉砕篩分装置、セルトレイ

国際部国際経済課）

苗挿し木装置の金型使用希望企業の募集に

◇亀井農林水産大臣とグローサー農業委員

ついて（生産局農産振興課技術対策室）

会特別会合議長との会談概要（大臣官房国

◇「食品に関するリスクコミュニケーショ

際部国際経済課）

ン（名古屋）〜BSE に関する講演会〜」の
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開催及び傍聴について（消費・安全局消費

◇第２回「農林漁業金融に関する研究会」

者情報官、内閣府）

の開催について（経営局金融調整課）

◇ワシントン条約第13回締約国会議におけ

◇ BSE に関する第１回日米ワーキンググ

る附属書改正提案等（水産庁資源管理部国

ループ会合の開催について（消費・安全局

際課、増殖推進部漁場資源課生態系保全室）

衛生管理課）

◇コイヘルペスウイルス病に関する PCR

◇政府が販売した米国産うるち精米の異物

検査結果（５月６日〜５月10日分）
（群馬

混入について（総合食料局食糧部計画課）

県・神奈川県・岐阜県・滋賀県・京都府・

◇第３回「野菜政策に関する研究会」の概

鳥取県・岡山県・宮崎県・鹿児島県）
（消費・

要について（生産局野菜課）

安全局衛生管理課魚類安全室）

◇コイヘルペスウイルス病に関する PCR

11日㈫◇平成15年度食料品消費モニター第１回定

検査結果（５月11日〜５月13日分）（茨城

期調査結果の概要について（消費・安全局

県・埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県・

消費・安全政策課）

奈良県・佐賀県・宮崎県）（消費・安全局衛

◇政府備蓄米からのカビ菌検出について

生管理課魚類安全室）

（総合食料局食糧部消費流通課）

14日㈮◇平成16年度第２回緑資源幹線林道事業期

◇農林物資規格調査会部会の開催及び傍聴

中評価委員会及び地元等意見聴取の実施に

の募集について（消費・安全局表示・規格

ついて（林野庁森林整備部整備課）

課）

◇平成16年２月・３月度の蚕糸業需給・価

◇第１回「乳用種に係る肉用子牛生産者補

格動向（生産局特産振興課）

給金制度の運用の在り方に関する研究会」

◇高病原性鳥インフルエンザに関する家畜

の開催及び傍聴について（生産局畜産部食

伝染病予防法第52条の規定による報告徴求

肉鶏卵課）

の結果について（５月第２週分の報告）（消

12日㈬◇りんご火傷病の植物検疫措置に関する第

費・安全局衛生管理課）

２回日米技術協議について（消費・安全局

◇平成16年度第１回食料・農業・農村政策

植物防疫課）

審議会

◇平成16年度漁港漁場関係事業優良請負者

て（生産局果樹花き課）

表彰について（水産庁漁港漁場整備部整備

◇平成16年度山地災害防止キャンペーンの

課）

実施について・・雨の降り方いつもと違う

◇水産庁漁業調査船開洋丸によるマイワ

声かけあってすばやく避難・・（林野庁森林

シ・マサバ等浮魚類の北上期における現存

整備部治山課山地災害対策室）

量推定調査の実施について（水産庁増殖推

◇平成16年度第１回日本海漁況予報「平成

進部漁場資源課、 独 水産総合研究センター

16年度日本海マアジ長期漁況予報」−別表

中央水産研究所）

の水産関係機関が検討し独立行政法人水産

生産分科会果樹部会の開催につい

13日㈭◇有明海等環境情報・研究ネットワークの

総合研究センター日本海区水産研究所がと

本格運用開始について（水産庁増殖推進部

りまとめた結果−（水産庁増殖推進部漁場

研究指導課）

資源課、 独 水産総合研究センター日本海区

◇平成16年度病害虫発生予報第２号（消

水産研究所）

費・安全局植物防疫課）

◇「食の安全・安心のための政策大綱工程

◇都市と農山漁村の共生・対流に関するプ

表（平成16年度）」について（消費・安全局

ロジェクトチーム第８回会合
（現地検討会）

消費・安全政策課）

について
（お知らせ）
（農村振興局地域振興

◇第５回コイヘルペスウイルス病に関する

課、内閣官房副長官補室）

技術検討会の開催について（消費・安全局

◇平成16年度「ブランド・ニッポン」加工

衛生管理課魚類安全室）

食品供給促進等技術開発事業の採択課題決

◇「食品に関するリスクコミュニケーショ

定について（総合食料局食品産業企画課技

ン（カドミウムに関する意見交換会（第２

術室）

回））」の開催及び出席者の募集について（消
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18日㈫◇平成15年度食料・農業・農村白書の公表

費・安全局消費者情報官）
◇平成16年度農林水産環境政策アドバイザ

について（大臣官房情報課情報分析室）

リー会議第１回会合の開催について（大臣

◇「環境との調和に配慮した事業実施のた

官房環境政策課）

めの調査計画・設計の手引き（第３編）（案）

◇政府が所有するベトナム産精米の異物混

『ほ場整備（水田・畑）』についての意見・

入について
（総合食料局食糧部消費流通課）

情報の募集結果及び食料・農業・農村政策

◇平成15年産麦の検査結果（平成16年４月

審議会

末日現在）
（総合食料局食糧部消費流通課）

技術小委員会報告「環境上の調和に配慮し

◇政府国内産米穀の一般競争入札による売

た事業実施のための調査計画・設計の手引

渡について
（総合食料局食糧部消費流通課）

き（第３編）『ほ場整備（水田・畑）』につ

◇食料・農業・農村政策審議会

いて」（農村振興局計画部事業計画課）

企画部会

農村振興分科会農業農村整備部会

（第10回）の資料について（農村振興局事

◇第16回「食品の表示に関する共同会議」

業計画課）

の開催について（消費・安全局表示・規格

◇ APEC 第17回 海 洋 資 源 保 全 ワ ー キ ン

課、厚生労働省）

グ・グループ及び第15回漁業ワーキング・

◇国連森林フォーラム第４回会合

グループ会合の結果概要について（水産庁

（UNFF4）の結果概要について（林野庁森

増殖推進部漁場資源課、
漁政部加工流通課）

林整備部計画課海外林業協力室）

◇大西洋まぐろ類保存国際委員会

◇食料・農業・農村政策審議会

（ICCAT）第２回クロマグロ管理戦略会合

（第11回）の資料について（経営局農地制

の開催について
（水産庁資源管理部国際課）

度改革検討室）

◇「食品に関するリスクコミュニケーショ

◇第５回コイヘルペスウイルス病に関する

ン（魚食に関する意見交換会）
」の開催及び

技術検討会の概要について（消費・安全局

出席する消費者団体の募集について（消
費・安全局消費者情報官）
17日㈪◇平成16年５月第２週（５月10日〜５月14

企画部会

衛生管理課魚類安全室）
19日㈬◇コミュニケーション推進研修（バイオテ
クノロジー体験研修）の開催について（技

日）の牛肉小売価格等の調査結果について

術会議事務局技術安全課）

（消費・安全局消費・安全政策課）

◇㈶すこやか食生活協会創立20周年記念事

◇生物多様性影響評価検討会総合検討会の

業「高齢者・障害者の食生活自立実践体験

開催及び傍聴について（技術会議事務局技

コンクール」審査結果について（消費・安

術安全課）

全局消費者情報官）

◇日・マレーシア経済連携協定第３回交渉

◇水産庁漁業調査船照洋丸による北太平洋

会合開催について（大臣官房国際部国際調

における海洋表層水塊の構造調査の実施に

整課）

ついて（水産庁増殖推進部漁場資源課、 独

◇「まぐろの需給情報」
−平成16年度第１回

水産総合研究センター遠洋水産研究所）

まぐろ需給協議会及び第１回同予測部会合

◇第15回「食品の表示に関する共同会議」

同会議の協議結果−（水産庁漁政部加工流

の議事概要について（消費・安全局表示・

通課）

規格課、厚生労働省）

◇第７回環太平洋漁業会議の開催について

◇平成16年４月の国内産米穀の卸・小売価

（水産庁資源管理部国際課）

格の概況について（総合食料局食糧部計画

◇コイヘルペスウイルス病に関する PCR

課）

検査結果（５月14日〜５月16日分）
（群馬

◇食料・農業・農村政策審議会

県・大阪府）
（消費・安全局衛生管理課魚類

分科会食糧部会

安全室）

会の開催及び傍聴について（総合食料局食

◇平成16年４月７日に混入を確認した米国

糧部食糧貿易課）

産うるち砕精米の異物について（総合食料

◇全国森林計画の変更（案）についての意

局食糧部計画課）

見の募集結果について（林野庁森林整備部

総合食料
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来方向に関する検討会」の開催について（経

計画課）
20日㈭◇第３回地域水産加工技術セミナーの開催
について

日

営局女性・就農課、 独 農業者大学校）

探求〜地域に愛される水産加工

◇高病原性鳥インフルエンザに関する家畜

品〜（水産庁増殖推進部研究指導課、独 水産

伝染病予防法第52条の規定による報告徴求

総合研究センター）

の結果について（５月第３週分の報告）（消

◇平成16年度バイオマス利活用優良表彰募

費・安全局衛生管理課）

集について（農村振興局農村政策課農村整

◇食料・農業・農村政策審議会

備総合調整室）

会果樹部会

◇全国農業協同組合連合会に対する農業協

ついて（生産局果樹花き課）

同組合法に基づく処分の発出について（経

◇土壌サンプル粉砕篩分装置、セルトレイ

営局協同組織課）

苗挿し木装置の金型使用者決定について

◇政府保有に係るタイ国産うるち精米の異

（生産局農産振興課技術対策室）

物混入について
（総合食料局食糧部計画課）

◇植物検疫に関する研究会報告書の公表に

◇コイヘルペスウイルス病に関する PCR

ついて（消費・安全局植物防疫課）

検査結果（５月17日〜５月20日分）
（群馬

◇平成15年度農村女性による起業活動実態

県・埼玉県・千葉県・東京都・山梨県・岐

調査の概要（経営局女性・就農課女性・高

阜県・三重県・滋賀県・京都府・兵庫県・

齢者対策推進室）

佐賀県・大分県・宮崎県・鹿児島県）
（消費・

◇中山間地域等総合対策検討会（第14回）

安全局衛生管理課魚類安全室）

の開催について（農村振興局地域振興課中

◇しょうゆの日本農林規格等の改正案等に

山間地域振興室）

ついての意見・情報の募集結果について（消

◇米国産牛肉等の輸入停止措置に伴う牛肉

費・安全局表示・規格課）

の需給動向について（生産局畜産部食肉鶏

21日㈮◇亀井大臣の海外出張について（大臣官房

生産分科

第２回需給小委員会の開催に

卵課）

国際部国際調整課、国際政策課）

◇平成16年度第１回輸入米に係る特別売買

◇クローン牛の異動報告のとりまとめにつ

（SBS）の結果の概要（総合食料局食糧部

い て（H16.4.1〜H16.4.30異 動 情 報 提 供

食糧貿易課）

分）（生産局畜産部畜産振興課生産技術室、

◇「食品に関するリスクコミュニケーショ

技術会議事務局技術安全課）

ン（食品中に残留する農薬、動物用医薬品

◇家畜クローン研究の現状について（生産

等のポジティブリスト制導入の取組に関す

局畜産部畜産振興課生産技術室、技術会議

る意見交換会）」の開催について（消費・安

事務局技術安全課）

全局消費者情報官、厚生労働省）

◇平成16年度大型クラゲ対策担当者会議の

◇個人情報の保護に関する取組について

開催について（水産庁増殖推進部研究指導

（大臣官房情報課）

課）

22日㈯◇亀井農林水産大臣と許祥萬（ホ・サンマ

◇林政審議会の開催及び一般傍聴について

ン）・韓国農林部長官との会談概要（大臣官

（林野庁林政部林政課）

房国際部国際経済課）

◇国内産主食用米穀（うるち米）の販売数

◇亀井農林水産大臣と杜青林（トゥー・チ

量の公表について（総合食料局食糧部計画

ンリン）・中国農業部長との会談概要（大臣

課）

官房国際部国際経済課）

◇食品中の汚染物質対策の16年度の行動計

24日㈪◇棚田オーナー制度のホームページによる

画について（消費・安全局総務課）

情報提供について（農村振興局整備部農村

◇第３回農林水産省政策評価会の開催及び

整備課）

傍聴について（大臣官房企画評価課）

◇平成16年５月第３週（５月17日〜５月21

◇麦製品等の取引価格の推移（平成16年４

日）の牛肉小売価格等の調査結果について

月分）（総合食料局食糧部計画課）

（消費・安全局消費・安全政策課）

◇第２回「独立行政法人農業者大学校の将

◇日・マレーシア EPA 締結交渉第３回会

農

政

日

誌
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合の概要（大臣官房国際部国際調整課）

◇国有林の「レクリエーションの森」に関

◇平成15年度肥料中に含まれるダイオキシ

する検討会の開催について（林野庁国有林

ン類の含有量に関する調査結果について

野部業務課）

（消費・安全局農産安全管理課）

◇加工原材料用に係る政府所有ミニマム・

◇普通肥料の検査結果の公表について（消

アクセス米の定例販売の結果について（概

費・安全局農産安全管理課）

要）（５月24日実施）（総合食料局食糧部計

◇食料・農業・農村政策審議会

企画部会

画課）

（第12回）の資料について（大臣官房企画

◇コイヘルペスウイルス病に関する PCR

評価課）

検査結果（５月24日〜５月25日分）（群馬

◇大西洋まぐろ類保存国際委員会

県・神奈川県・福井県・滋賀県・兵庫県・

（ICCAT）第２回クロマグロ管理戦略会合

佐賀県）（消費・安全局衛生管理課魚類安全

の結果について
（水産庁資源管理部国際課）

室）

◇飼料安全法に基づく収去飼料等の試験結

26日㈬◇平成15年度原料用りんご果汁のパツリン

果の公表について（消費・安全局衛生管理

汚染実態調査結果について（生産局果樹花

課薬事・飼料安全室）

き課、消費・安全局農産安全管理課）

◇第１回アジア協力対話（ACD）農林大臣

◇「食品に関するリスクコミュニケーショ

会合の概要（大臣官房国際部国際調整課）

ン（仙台）〜BSE に関する意見交換会〜」

◇コイヘルペスウイルス病に関する PCR

の開催及び参加申込みについて（消費・安

検査結果（５月20日〜５月24日分）
（茨城

全局消費者情報官、内閣府）

県・栃木県・東京都・神奈川県・京都府・

◇食料・農業・農村政策審議会

大阪府）
（消費・安全局衛生管理課魚類安全

分科会食糧部会

室）

会資料一覧（総合食料局食糧部食糧貿易課）

総合食料

第１回麦政策検討小委員

25日㈫◇米の１人１ヶ月当たり消費量（平成16年

◇ WTO 農業交渉等における今後の対応

３月分）
（総合食料局食糧部計画課）

方針について（大臣官房国際部対外政策調

◇食料・農業・農村政策審議会

整室）

生産分科

会第３回畜産企画部会の開催及び傍聴につ

◇農林物資規格調査会部会の開催について

いて（生産局畜産部畜産企画課）

（消費・安全局表示・規格課）

◇平成15年度外国産麦類検査実績の産地

◇平成16年度第１回

（型）銘柄別、検査項目別平均値（平成15

策審議会

年４月〜平成16年３月）
（総合食料局食糧部

いて（生産局果樹花き課）

消費流通課）

◇第５回高病原性鳥インフルエンザ対策本

◇平成15年度 M A 一般輸入米の種類別、産

部の概要について（消費・安全局高病原性

地（型）銘柄別及び検査項目別平均値（総

鳥インフルエンザ緊急対策チーム）

合食料局食糧部消費流通課）

◇加工食品の原料原産地表示及び畜産物の

◇第13回コーデックス連絡協議会の開催及

原産地表示の見直しに対するパブリック・

び一般傍聴の募集について（消費・安全局

コメントの募集等について

消費・安全政策課）

質表示基準等の一部改正等に対する意見の

◇「平成16年産うんしゅうみかん適正生産

募集

出荷見通し」及び「平成16年産りんご適正

る説明会の開催（消費・安全局表示・規格

生産出荷見通し」について（生産局果樹花

課）

き課）

◇第１回森林国営保険に関する検討会の開

◇第７回環太平洋漁業会議の結果について

催について（林野庁森林整備部森林保全課）

（水産庁資源管理部国際課）

食料・農業・農村政

生産分科会果樹部会の概要につ

⑴加工食品品

⑵加工食品の原料原産地表示に関す

27日㈭◇台湾刺し網漁船の拿捕について（水産庁

◇平成16年度第２回緑資源幹線林道事業期

資源管理部管理課指導監督室）

中評価委員会の議事概要について（林野庁

◇豊かな東京湾再生検討委員会

森林整備部整備課）

文化分科会の開催について（水産庁増殖推

第１回食
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整備部整備課）

進部漁場資源課）
◇農林水産政策研究所

◇第６回（2004年）「日本水大賞」表彰式に

研究成果報告会の

開催について（農林水産政策研究所）

ついて（農村振興局土地改良企画課計画調

◇日本中央競馬会運営審議会委員の発令に

整室）

ついて（生産局畜産部競馬監督課）

◇食料・農業・農村政策審議会

◇平成16年４月26日に混入を確認したタイ

全分科会家畜衛生部会

国産うるち精米の異物について（総合食料

小委員会の開催について（消費・安全局衛

局食糧部計画課）

生管理課）

◇政府国内産米穀の一般競争入札による売

◇小・中学校における農業体験学習の実施

渡しの結果について
（５月26日実施分）（総

状況（経営局女性・就農課）

消費・安

第２回プリオン病

31日㈪◇平成16年５月第４週（５月24日〜５月28

合食料局食糧部消費流通課）
◇亀井農林水産大臣の国内出張について

日）の牛肉小売価格等の調査結果について

（大臣官房地方課）

（消費・安全局消費・安全政策課）

◇「高病原性鳥インフルエンザ対策に関す

◇農林物資規格調査会部会の開催について

る緊急調査研究」の研究成果について（技

（消費・安全局表示・規格課）

術会議事務局地域研究課）

◇農薬危害防止運動の実施について（消

◇都市と農山漁村の共生・対流に関するプ

費・安全局農産安全管理課）

ロジェクトチーム第８回会合
（現地検討会）

◇肥料生産に係る肥料取締法の違反につい

の開催延期について（農村振興局地域振興

て（消費・安全局農産安全管理課）

課）

◇野菜に関する月間情報（５月分）の提供
について（生産局野菜課）

28日㈮◇高病原性鳥インフルエンザに関する家畜
伝染病予防法第52条の規定による報告徴求

◇第２回植物新品種の保護に関する研究会

の結果について
（５月第４週分の報告）（消

の開催について（生産局種苗課）

費・安全局衛生管理課）

◇牛海綿状脳症（BSE）サーベイランスの

◇浦島海苔株式会社が製造販売した「乾し

結果について（平成16年４月末まで）（消

いたけ」における不正表示に対する措置に

費・安全局衛生管理課）

ついて（消費・安全局表示・規格課食品表

◇第４回農林水産省政策評価会の開催及び

示・規格監視室）

傍聴について（大臣官房企画評価課）

◇乾しいたけの産地表示に係る追跡確認調

◇第２回「適切な森林管理に向けた林業経

査の実施結果について（消費・安全局表示・

営のあり方に関する検討会」の開催につい

規格課）

て（林野庁林政部経営課）

◇旭食品株式会社が販売した
「乾しいたけ」

◇コイヘルペスウイルス病に関する PCR

における不正表示に対する措置について

検査結果（５月25日〜５月31日分）（栃木

（消費・安全局表示・規格課食品表示・規

県・群馬県・埼玉県・東京都・岐阜県・愛

格監視室）

知県・滋賀県・京都府・大阪府・福岡県・

◇きのこ総合センター株式会社が輸入した

佐賀県・宮崎県）（消費・安全局衛生管理課

「乾しいたけ」における不正表示に対する

魚類安全室）

措置について（消費・安全局表示・規格課

◇水産物の市況について（平成16年５月及

食品表示・規格監視室）

び６月）−東京都中央卸売市場における平

◇第４回「野菜政策に関する研究会」の開

成16年５月（４月21日〜５月20日集計）の

催及び傍聴について（生産局野菜課）

市況と、平成16年６月の市況見通し（前月

◇食料・農業・農村政策審議会

との比較）−（水産庁漁政部加工流通課）

会果樹部会

生産分科

第２回産地・経営小委員会の

開催について（生産局果樹花き課）
◇農林水産省独立行政法人評価委員会第16
回林野分科会の開催について（林野庁森林

法令>
５月12日㈬◇商品取引所法の一部を改正する法律（法
律第43号）を公布（公布の日から起算して

農

政

日

誌
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１年を超えない範囲内において政令で定め

条までの規定は、平成17年４月１日施行）

る日から施行。ただし、次の各号に掲げる

◇沿岸漁業改善資金助成法施行令の一部を

規定は、
当該各号に定める日から施行。 ＜

改正する政令（政令179号）を公布（同日施

以下、略＞）

行）

◇特定商取引に関する法律及び割賦販売法

28日㈮◇構造改革特別区域法の一部を改正する法

の一部を改正する法律（法律第44号）を公

律（法律第60号）を公布（平成16年10月１

布（公布の日から起算して６月を超えない

日施行。ただし、次条の規定は、公布の日

範囲内において政令で定める日から施行）

から施行）

13日㈭◇農林物資の規格化及び品質表示の適正化
に関する法律に基づく登録格付機関等を登

◇文化財保護法の一部を改正する法律（法
律第61号）を公布（平成17年４月１日施行）

録する省令の一部を改正する省令（農林水

６

産省令第45号）を公布（同日施行）

月

17日㈪◇農林中央金庫法施行規則の一部を改正す

６月１日㈫◇平成16年４月８日に発見した政府備蓄米

る命令（内閣府・農林水産省令第4号）を公

のカビ付着について（総合食料局食糧部消

布（同日施行）

費流通課）

◇農業協同組合及び農業協同組合連合会の

◇中山間地域等総合対策検討会（第15回）

事業報告書、貸借対照表、損益計算書及び

の開催について（農村振興局地域振興課中

附属明細書並びに計算に関する省令の一部

山間地域振興室）

を改正する省令（農林水産省令第46号）を

◇『市場取引110番』の開設について（総合

公布（同日施行）

食料局流通課卸売市場室）

20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47号）を公布
26日㈬◇農業委員会等に関する法律の一部を改正

◇鹿児島県屋久町におけるイモゾウムシの
緊急防除の終了について（消費・安全局植
物防疫課）

する法律（法律第52号）を公布（公布の日

◇森林整備保全事業計画（案）についての

から起算して６月を超えない範囲内におい

意見・情報の募集結果について（林野庁森

て政令で定める日から施行）

林整備部計画課）

◇農業改良助長法の一部を改正する法律

◇第２回犬等の検疫制度検討会の開催につ

（法律第53号）を公布（平成17年４月１日

いて（消費・安全局衛生管理課国際衛生対

施行。ただし、次条、附則第3条及び附則第

策室）

５条の規定は、同日施行）

◇遺伝子組換え生物等の第一種使用規程の

◇青年等の就農促進のための資金の貸付け

承認申請案件について（消費・安全局農産

等に関する特別措置法の一部を改正する法

安全管理課）

律（法律第54号）を公布（公布の日から起

◇林政審議会の概要について（林野庁林政

算して３月を超えない範囲内において政令

部林政課、森林整備部計画課）

で定める日から施行）

◇平成16年度「田園自然再生活動コンクー

◇地方自治法の一部を改正する法律（法律

ル」への応募について（農村振興局計画部

第57号）を公布（公布の日から起算して６

資源課農村環境保全室）

月を超えない範囲内において政令で定める

◇主要食料品の小売価格等の見通し（消

日から施行。ただし、第６条第２項の改正

費・安全局消費・安全政策課）

規定、同条の次に１条を加える改正規定、

◇政府保有に係るタイ国産うるち精米の異

第７条、第7条の２第３項、第８条第３項、

物混入について（総合食料局食糧部計画課）

第９条第７項及び第９条の３第６項の改正

◇農業資材審議会農業機械化分科会基本方

規定、第90条に５項を加える改正規定、第

針部会の開催及び一般傍聴について（生産

91条第７項、第252条の26の２、第252条の

局農産振興課）

26の７、第255条、第259条第４項及び第281

◇第３回「農林漁業金融に関する研究会」

条の５の改正規定並びに次条から附則第８

の開催について（経営局金融調整課）
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◇畳表卸問屋社員による畳表の JAS 法違

課外食産業室）

反容疑に対する告発について（消費・安全

◇種苗法による品種登録について（生産局

局表示・規格課食品表示・規格監視室）

種苗課）

２日㈬◇農林物資規格調査会部会の審議の概要に

◇加工食品の表示実施状況調査の結果概要

ついて（消費・安全局表示・規格課）

（15年度）（消費・安全局表示・規格課食品

◇政府国内産米穀の一般競争入札による売

表示・規格監視室）

渡の結果について
（５月26日、６月１日（再

◇高病原性鳥インフルエンザに関する家畜

度入札）
実施分）
（総合食料局食糧部消費流

伝染病予防法第52条の規定による報告徴求

通課）

の結果について（５月第５週分の報告）（消

◇農業農村整備事業等における公共事業

費・安全局衛生管理課）

（補助事業分）
の事前評価結果について（農

◇生鮮食品の小売店舗における表示実施状

村振興局整備部農村整備課、計画部事業計

況調査等の結果概要（15年度）（消費・安全

画課）

局表示・規格課食品表示・規格監視室）
生産分科

◇第16回「食品の表示関する共同会議」の

会第３回畜産企画部会の概要について（生

議事概要について（消費・安全局表示・規

産局畜産部畜産企画課）

格課、厚生労働省）

◇ G10共同ペーパーの概要（大臣官房国際

◇食料・農業・農村政策審議会

部国際経済課）

（第13回、第14回）の開催及び傍聴につい

◇食料・農業・農村政策審議会

３日㈭◇平成16年度第２回水源林造成事業期中評

企画部会

て（大臣官房企画評価課）

価委員会の開催及び地元等意見聴取の実施

◇商品取引員に対する行政処分について

について（林野庁森林整備部整備課）

（総合食料局商品取引管理官付）

◇平成16年度病害虫発生予報第３号（消

◇商品取引員に対する行政処分について

費・安全局植物防疫課）

（総合食料局商品取引管理官付）

◇「冷凍水産物需給情報
（平成16年５月）」−

◇第２回「適切な森林管理に向けた林業経

平成16年度第１回冷凍水産物需給情報検討

営のあり方に関する検討会」の概要（林野

会の結果−（水産庁漁政部加工流通課）

庁林政部経営課）

◇「知床」の世界遺産一覧表への記載のた

◇コイヘルペスウイルス病に関する PCR

めの国際自然保護協会（IUCN）による調査

検査結果（５月31日〜６月４日分）（消費・

について
（第一報）
（林野庁森林整備部森林

安全局衛生管理課魚類安全室）

保全課）

◇国有林の「レクリエーションの森」に関

◇チルドミートボールの日本農林規格等の

する検討会（第１回会合）の概要（林野庁

改正についての意見・情報の募集結果につ

国有林野部業務課）

いて（消費・安全局表示・規格課）

７日㈪◇平成16年度全国飼料増産戦略会議、国産

◇第１回「国産大豆の安定供給に関する懇

稲わら緊急確保対策協議会及び全国稲醗酵

談会」の開催及び傍聴について（生産局農

粗飼料推進協議会の開催について（生産局

産振興課）

畜産部畜産振興課）
消費・安

◇平成16年６月第１週（５月31日〜６月４

第２回プリオン病

日）の牛肉小売価格等の調査結果について

◇食料・農業・農村政策審議会
全分科会家畜衛生部会

小委員会の概要について（消費・安全局衛

（消費・安全局消費・安全政策課）

生管理課）

◇飼料の有害物質の指導基準に違反する事

◇第３回地域水産加工技術セミナーの開催

例について（消費・安全局衛生管理課薬事・

結果について

飼料安全室）

探求〜地域に愛される水産

加工品〜
（水産庁増殖推進部研究指導課、独

◇食料・農業・農村政策審議会

水産総合研究センター）

会果樹部会

４日㈮◇第12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

生産分科

第２回需給小委員会の概要に

ついて（生産局果樹花き課）
◇コイヘルペスウイルス病に関する PCR

農

政

検査結果（６月４日〜６月７日分）
（消費・

日

誌

⎜ 401⎜
10日㈭◇平成16年度緑資源幹線林道事業期中評価

安全局衛生管理課魚類安全室）

委員会地元等意見聴取の実施について（林

◇韓国はえ縄漁船の拿捕について（水産庁

野庁森林整備部整備課）

資源管理部業務課指導監督室）

◇亀井農林水産大臣の国内出張について

８日㈫◇100万人のキャンドルナイト特別企画「身
近な食で地球をさませ

キャンペーン」に

（林野庁林政部木材課、生産局果樹花き課）
◇農林水産政策研究所

研究成果報告会の

ついて（生産局総務課生産振興推進室）

開催について（農林水産政策研究所）

◇食料・農業・農村政策審議会

消費・安

◇第２回「乳用種に係る肉用子牛生産者補

第７回家きん疾病

助金制度の運用のあり方に関する研究会」

小委員会の開催について（消費・安全局衛

の開催及び傍聴について（生産局畜産部食

生管理課）

肉鶏卵課）

◇第５回水産防疫体制に関する専門家会議

◇第３回高病原性鳥インフルエンザ感染経

の開催について（消費・安全局水産防疫体

路究明チーム検討会の開催について（消

制検討室）

費・安全局衛生管理課）

◇ IATTC（全米熱帯まぐろ類委員会）第72

◇日韓水産当局間ハイレベル協議の開催に

回本会合等の開催について（水産庁資源管

ついて（水産庁資源管理部国際課）

理部国際課）

◇食料・農業・農村政策審議会

◇第８回「JAS 制度のあり方検討会」の開

全分科会家畜衛生部会

催及び傍聴の募集について（消費・安全局

委員会の開催について（消費・安全局衛生

全分科会家畜衛生部会

聞き書き甲子園

第２回衛生管理小

管理課）

局表示・規格課）
◇第３回森の

消費・安

の実施に

11日㈮◇平成16年度農林水産航空事業の実施計画

ついて（林野庁森林整備部森林保全課）

について（消費・安全局植物防疫課）

◇第１回森林国営保険に関する検討会の概

◇高病原性鳥インフルエンザに関する家畜

要について
（林野庁森林整備部森林保全課）

伝染病予防法第52条の規定による報告徴求

◇コイヘルペスウイルス病に関する PCR

の結果について（５月第６週分の報告）（消

検査結果（６月７日〜６月８日分）
（消費・

費・安全局衛生管理課）

安全局衛生管理課魚類安全室）

◇平成16年度水資源機構営事業事後評価

９日㈬◇第17回「食品の表示関する共同会議」の

（筑後川下流用水事業）第三者委員会現地

開催について（消費・安全局表示・規格課、

調査の実施について（農村振興局総務課）

厚生労働省）

◇中山間地域等総合対策検討会（第16回）

◇米国からの家きん、家きん肉等の輸入停

の開催について（農村振興局地域振興課中

止措置の一部解除について（消費・安全局

山間地域振興室）

衛生管理課国際衛生対策室）

◇第３回高病原性鳥インフルエンザ感染経

◇平成15年度食料品消費モニター第１回定

路究明チーム検討会の概要について（消

期調査結果について（消費・安全局消費・

費・安全局衛生管理課）

安全政策課）

◇コイヘルペスウイルス病に関する PCR

◇平成16年５月11日に混入を確認した米国

検査結果（６月８日〜６月11日分）（消費・

産うるち精米の異物について（総合食料局

安全局衛生管理課魚類安全室）

食糧部計画課）

14日㈪◇平成16年度農林水産環境政策提案会の開

◇指定漁業の許可及び取締りに関する省令

催について（大臣官房環境政策課）

の一部を改正する省令案についてのパブリ

◇政府国内産米穀の一般競争入札による売

ックコメントの実施について（水産庁漁政

渡について（総合食料局食糧部消費流通課）

部企画課）

◇平成16年６月第２週（６月７日〜６月11

◇第２期北西太平洋鯨類補獲調査
（沖合域）

日）の牛肉小売価格等の調査結果について

船団の出港について（水産庁資源管理部遠

（消費・安全局消費・安全政策課）

洋課）

◇平成15年度中央表示ウォッチャー食品表
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農

政

日

誌

示状況モニタリング報告について（消費・

◇農業資材審議会農業機械化分科会基本方

安全局表示・規格課）

針部会の概要について（生産局農産振興課

◇食料・農業・農村政策審議会
会果樹部会

生産分科

第２回産地・経営小委員会の

技術対策室）
◇水産庁漁業調査船海洋丸によるさけ・ま

概要について（生産局果樹花き課）

す資源調査の実施について（水産庁増殖推

◇林政審議会施策部会の開催及び一般傍聴

進部漁場資源課、 独 水産総合研究センター

について（林野庁林政部企画課）

北海道区水産研究所）

◇農林水産省政策評価会林野庁専門部会の

16日㈬◇地域再生計画の認定について（農村振興

開催及び傍聴のお知らせ（林野庁林政部企

局農村政策課）

画課）

◇肥料取締法違反に対する厳重注意につい

◇ WTO・ルール６月会合の結果概要（漁業

て（消費・安全局農産安全管理課）

補助金関係）について（水産庁漁政部加工

◇第７回日韓漁業取締実務者協議の結果に

流通課）

ついて（水産庁資源管理部管理課指導監督

◇日韓漁業取締実務者協議の開催につい

室）

て

◇台湾はえ縄漁船の拿捕について（水産庁

−新日韓漁業協定発効以降、７回目の

開催−（水産庁資源管理部業務課指導監督

資源管理部管理課指導監督室）

室）

◇りんご火傷病の植物検疫措置に関する第

◇日韓水産当局間ハイレベル協議の結果に

３回日米技術協議について（消費・安全局

ついて（水産庁資源管理部国際課）

植物防疫課）

◇食料・農業・農村政策審議会

企画部会

◇コイヘルペス病に関する PCR 検査結果

（第13回）の資料について（大臣官房企画

（６月14日〜６月16日分）（消費・安全局衛

評価課）

生管理課魚類安全室）

◇コイヘルペスウイルス病に関する PCR

◇アメリカ合衆国りんご生果実に係る火傷

検査結果（６月11日〜６月14日分）
（消費・

病検疫措置の改正案についての意見の募集

安全局衛生管理課魚類安全室）

（消費・安全局植物防疫課）

◇『立ち上がる農山漁村』第１回有識者会

17日㈭◇かび毒のリスク管理検討会（第１回）の

議の会議資料について（農村振興局農村政

開催について（消費・安全局農産安全管理

策課）

課）

◇承認漁業等の取締りに関する省令の一部

◇平成16年５月の国内産米穀の卸・小売価

を改正する省令案についてのパブリックコ

格の概況について（総合食料局食糧部計画

メントの実施について（水産庁資源管理部

課）

遠洋課）

◇第13回コーデックス連絡協議会の概要

15日㈫◇平成16年度第１回「消費者等との定例懇

（消費・安全局消費・安全政策課、厚生労

談会」の開催について（消費・安全局消費

働省）

者情報官）

◇平成15年度チーズの需給表について（生

◇生物多様性影響評価検討会総合検討会の

産局畜産部牛乳乳製品課）

開催及び傍聴について（技術会議事務局技

◇第４回「農林漁業金融に関する研究会」

術安全課）

の開催について（経営局金融調整課）

◇りんご火傷病の植物検疫措置に関する第

18日㈮◇高病原性鳥インフルエンザに関する家畜

３回日米技術協議について（消費・安全局

伝染病予防法第52条の規定による報告徴求

植物防疫課）

の結果について（６月第２週分の報告）（消

◇第５回水産防疫体制に関する専門家会議

費・安全局衛生管理課）

の概要について（消費・安全局総務課水産

◇クローン牛の異動報告のとりまとめにつ

防疫体制検討室）

い て（H16.5.1〜H16.5.31異 動 情 報 提 供

◇米の１人１ヶ月当たり消費量（平成16年

分）
（技術会議事務局技術安全課、生産局特

４月分）
（総合食料局食糧部計画課）

産部畜産振興課）

農

政

日

誌
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◇飼料安全法の基準・規格等に違反する事

糖及び異性化糖の需給見通し（生産局特産

例について（消費・安全局衛生管理課薬事・

振興課）

飼料安全室）

◇平成15〜16年度緑資源機構事業事後評価

◇麦製品等の取引価格の推移（平成16年５

第三者委員会（第１回）議事概要（生産局

月分）（総合食料局食糧部計画課）

畜産部畜産振興課草地整備推進室、農村振

◇地方ブロックの社会資本整備の重点整備

興局総務課、 独 緑資源機構）

方針について（水産庁漁港漁場整備部防災

◇飼料安全法に基づく収去飼料等の試験結

漁村課）

果の公表について（消費・安全局衛生管理

◇平成16年度外国産麦類検査実績の産地

課薬事・飼料安全室）

（型）銘柄別、検査項目別平均値（平成16

◇日チリ漁業協議の結果について（水産庁

年４月）
（総合食料局食糧部消費流通課）

資源管理部遠洋課）

◇次世代農業機械等緊急開発事業における

22日㈫◇オランダからの家きん、家きん肉等の輸

開発課題の共同研究企業について（生産局

入停止措置の解除について（消費・安全局

農産振興課、 独 農業・生物系特定産業技術

衛生管理課国際衛生対策室）

研究機構）

◇平成15年加工米飯生産動向（総合食料局

◇食料・農業・農村政策審議会

生産分科

食糧部消費流通課）

会第４回畜産企画部会の開催及び傍聴につ

◇飼料の有害物質の指導基準に違反する事

いて（生産局畜産部畜産企画課）

例について（消費・安全局衛生管理課薬事・

◇平成16年産麦の検査結果（平成16年５月

飼料安全室）

末日現在）
（総合食料局食糧部消費流通課）

◇亀井農林水産大臣とラミー EU 委員（貿

◇第18回海区漁業調整委員会委員選挙の実

易担当）との会談概要（大臣官房国際部国

施について
（水産庁資源管理部沿岸沖合課）

際経済課）

◇平成16年５月18日に混入を確認したタイ

◇「地域に根ざした食育コンクール2004」

国産うるち精米の異物について（総合食料

募集を始めました（消費・安全局消費者情

局食糧部計画課）

報官）

◇米国産牛肉等の輸入停止措置に伴う牛肉

◇第６回水産防疫体制に関する専門家会議

の需給動向について（生産局畜産部食肉鶏

の開催について（消費・安全局水産防疫体

卵課）

制検討室）

◇第11回日中農産物貿易協議会の開催につ

◇第３回植物新品種の保護に関する研究会

いて（大臣官房国際部貿易関税課、生産局

の開催について（生産局種苗課）

特産振興課）

◇「和牛」表示に係る特別調査の実施結果

◇平成16年度第１回 M A 一般輸入米入札

について（消費・安全局表示・企画課）

結果の概要
（総合食料局食糧部食糧貿易課）

◇有限会社ゆう美における牛肉の不適正表

◇平成16年緑化推進運動功労者内閣総理大

示に対する措置について（消費・安全局表

臣表彰について（林野庁森林整備部森林保

示・規格課）

全課、生産局果樹花き課花き対策室）

◇西山寛商事株式会社における牛肉の不適

21日㈪◇平成16年６月第３週（６月14日〜６月18

正表示に対する措置について（消費・安全

日）の牛肉小売価格等の調査結果について

局表示・規格課）

（消費・安全局消費・安全政策課）

◇第４回「ライフジャケット着用推進会議」

◇コイヘルペスウイルス病に関する PCR

の開催について（水産庁増殖推進部研究指

検査結果（６月16日〜６月20日分）
（消費・

導課海洋技術室、海上保安庁、国土交通省）

安全局衛生管理課魚類安全室）

◇全米熱帯まぐろ類保存委員会（IATTC）

◇平成16年産水稲の作柄表示地帯別10 当

第72回本会合等の結果について（水産庁資

たり平年収量について（大臣官房統計部生

源管理部国際課）

産流通消費統計課）

◇農林水産省独立行政法人評価委員会第17

◇平成15砂糖年度７月−９月期における砂

回林野分科会の開催について（林野庁森林
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農

政

日

誌

整備部研究普及課）

株式会社の産業活力再生特別措置法に基づ

◇日本産かき生果実の豪州向け輸出の解禁

く事業再構築計画の認定について（総合食

について（消費・安全局植物防疫課）

料局食品産業振興課）

◇第６回コイヘルペスウイルス病に関する

◇バイオマスプラスチック製造コスト低減

技術検討会の開催について（消費・安全局

に向けた技術開発事業の実施（大臣官房環

衛生管理課魚類安全室）

境政策課資源循環室、技術会議事務局研究

◇女性農業者と亀井農林水産大臣との意見

開発課）

交換会の開催について（経営局女性・就農

◇豚コレラ関係の定期報告関連情報につい

課女性・高齢者対策推進室）

て（消費・安全局衛生管理課）

◇日韓 FTA 締結交渉第４回会合の開催に

◇普通肥料の検査結果の公表について（消

ついて（大臣官房国際部貿易関税課）

費・安全局農産安全管理課）

◇日・タイ経済連携協定（EPA）交渉第３

◇第６回コイヘルペスウイルス病に関する

回会合の概要
（大臣官房国際部国際調整課）

技術検討会の概要について（消費・安全局

◇「食品に関するリスクコミュニケーショ

衛生管理課魚類安全室）

ン（東京）〜食品安全の新たな取組みの1年

◇第11回日中農産物貿易協議会（畳表）の

とこれから〜」の開催及び参加申込みにつ

結果について（大臣官房国際部貿易関税課、

いて（消費・安全局消費者情報官、内閣府）

生産局特産振興課）

◇ BSE に関する第２回日米ワーキンググ

◇加工原材料用に係る政府所有ミニマム・

ループ会合の開催について（消費・安全局

アクセス米の定例販売の結果について（概

衛生管理課）

要）（総合食料局食糧部計画課）

23日㈬◇組み換え体利用飼料の検査結果について

◇中国商務部の利調査団の来日について

（消費・安全局衛生管理課薬事・飼料安全

（水産庁漁政部加工流通課）

室）

◇台湾はえ縄漁船の拿捕について（水産庁

◇食料・農業・農村政策審議会

総合食料

資源管理部管理課指導監督室）

麦政策検討小委員会の開

◇平成16年度機構営事業再評価第三者委員

催及び傍聴について（総合食料局食糧部食

会（第１回）水資源機構豊川用水二期事業

糧貿易課）

現地調査及び現地検討会議事概要（農村振

◇漁獲能力及び IUU 漁業に関する政府間

興局総務課）

分科会食糧部会

技術会合の開催について（水産庁資源管理

25日㈮◇生産情報公表豚肉の日本農林規格の制定

部国際課）

について（消費・安全局表示・規格課）

◇平成16年度バイオマス利活用優良表彰募

◇高病原性鳥インフルエンザに関する家畜

集について（農村振興局農村政策課農村整

伝染病予防法第52条の規定による報告徴求

備総合調整室）

の結果について（６月第３週分の報告）（消

◇コーラルコミュニケーションズ株式会社

費・安全局衛生管理課）

が販売した「アロエジュース」における不

◇全国草地畜産コンクールの概要について

正表示に対する措置について（消費・安全

（生産局畜産部畜産振興課）

局表示・規格課食品表示・規格監視室）

◇第２回「国産大豆の安定供給に関する懇

◇第１回「国産大豆の安定供給に関する懇

談会」の開催及び傍聴について（生産局農

談会」の概要について（生産局農産振興課）

産振興課）

24日㈭◇日清オイリオグループ株式会社の産業活

◇ G10閣僚会議の開催について（大臣官房

力再生特別措置法に基づく認定事業再構築

国際部国際経済課）

計画の変更認定について（総合食料局食品

◇『観光カリスマ百選』選定結果について

産業振興課）

（第６回委員会の結果）
（農村振興局地域振

◇株式会社 J−オイルミルズ、株式会社ホ

興課）

ーネンコーポレーション、味の素製油株式

◇家畜及び鶏の改良増殖目標についての研

会社、吉原製油株式会社及び日本大豆製油

究会（鶏、豚、乳用牛、肉用牛）の開催に

農
ついて（生産局畜産部畜産振興課）

政

日

誌
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開催について（水産庁漁政部漁政課）

生産分科

29日㈫◇第４回高病原性鳥インフルエンザ感染経

第３回産地・経営小委員会の

路究明チーム検討会の開催について（消

◇食料・農業・農村政策審議会
会果樹部会

開催について（生産局果樹花き課）

費・安全局衛生管理課）

◇第５回農林水産省政策評価会の開催及び

◇「無農薬」等農業・化学肥料に係る農産

傍聴について（大臣官房企画評価課）

物の表示特別調査における残留農薬分析の

◇農林水産省政策評価会林野庁専門部会の

公開デモンストレーションについて（消

概要（林野庁林政部企画課）

費・安全局表示・規格課食品表示・規格監

28日㈪◇音声テープ「平成15年度食料・農業・農

視室）

村白書のあらまし」の作成・配布について

◇「無農薬」等農業・化学肥料に係る農産

（大臣官房情報課情報分析室）

物の表示特別調査の実施について（消費・

◇平成16年度食品トレーサビリティシステ

安全局表示・規格課食品表示・規格監視室）

ム開発・実証試験の採択について（消費・

◇原材料用輸入セイヨウナタネのこぼれ落

安全局消費・安全政策課）

ち実態調査について（技術会議事務局技術

◇平成16年６月第４週（６月21日〜６月25

安全課）

日）の牛肉小売価格等の調査結果について

◇平成15〜16年度緑資源機構事業事後評価

（消費・安全局消費・安全政策課）

第三者委員会（第１回）議事録（生産局畜

◇日韓 FTA 締結交渉第４回会合の概要

産部畜産振興課草地整備推進室、農村振興

（大臣官房国際部貿易関税課）

局総務課、 独 緑資源機構）

◇政府国内産米穀の一般競争入札による売

◇第５回「農林漁業金融に関する研究会」

渡の結果について（６月分・速報値）
（総合

の開催について（経営局金融調整課）

食料局食糧部消費流通課）

◇日・フィリピン経済連携協定交渉第３回

◇第４回「野菜政策に関する研究会」の概

会合の開催について（大臣官房国際部国際

要について（生産局野菜課）

調整課）

◇コイヘルペスウイルス病に関する PCR

◇第６回水産防疫体制に関する専門家会議

検査結果（６月21日〜６月28日分）
（消費・

の概要について（消費・安全局総務課水産

安全局衛生管理課魚類安全室）

防疫体制検討室）

◇韓国はえ縄漁船の拿捕について（水産庁

30日㈬◇牛海綿状脳症（BSE）サーベイランスの

資源管理部管理課指導監督室）

結果について（平成16年５月末まで）（消

◇第３回「適切な森林管理に向けた林業経

費・安全局衛生管理課）

営のあり方に関する検討会」の開催につい

◇第２回森林国営保険に関する検討会の開

て（林野庁林政部経営課）

催について（林野庁森林整備部森林保全課）

◇林政審議会施策部会の概要について（林

◇水産物の市況について（平成16年６月及

野庁林政部企画課）

び７月）−東京都中央卸売市場における平

◇「主要木材の短期需給見通し（平成16年

成16年６月（５月21日〜６月20日集計）の

第３四半期及び第４四半期）
」について（林

市況と、平成16年７月の市況見通し（前月

野庁林政部木材課）

との比較）−（水産庁漁政部加工流通課）

◇気候変動枠組条約第20回補助機関会合

◇『国際漁業資源の現況』の公表について

（SBSTA20）における小規模吸収源 CDM

（水産庁増殖推進部漁場資源課、 独 水産総

の議論の概要

合研究センター）

−小規模吸収源 CDM の手

続の簡素化−（林野庁森林整備部計画課海

◇平成15年度中山間地域等直接支払制度の

外林業協力室）

実施状況について（農村振興局地域振興課

◇食料・農業・農村政策審議会

企画部会

中山間地域振興室）

（第14回）の資料について（大臣官房企画

◇食料・農業・農村政策審議会

評価課）

分科会食糧部会

◇水産政策審議会第16回資源管理分科会の

料について（総合食料局食糧部食糧貿易課）

総合食料

麦政策検討小委員会の資
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農

政

日

誌

◇野菜に関する月間情報（６月分）の提供

の一部を改正する法律（平成15年法律第131

について（生産局野菜課）

号）の施行の日又はこの法律の施行の日の

◇アメリカ合衆国産りんご生果実に係る火

いずれか遅い日から施行）

傷病検疫措置の改正について（消費・安全

◇環境情報の提供の促進等による特定事業

局植物防疫課）

者等の環境に配慮した事業活動の促進に関

◇「あさがおプロジェクト」について（大

する法律（法律第77号）を公布（平成17年

臣官房環境政策課資源循環室、㈳日本有機

４月１日施行）

資源協会）

◇特定外来生物による生態系等に係る被害

◇中山間地域等総合対策検討会（第17回）

の防止に関する法律（法律第78号）を公布

の開催について（農村振興局地域振興課中

（公布の日から起算して１年を超えない範

山間地域振興室）

囲内において政令で定める日から施行。た

◇平成16年度機構営事業再評価第三者委員

だし、次条、附則第３条及び附則第５条の

会（第２回）独立行政法人緑資源機構南丹

規定は、同日施行）

区域現地調査及び現地検討会議事概要（農

◇家畜伝染病予防法施行令の一部を改正す

村振興局総務課）

る政令（政令第188号）を公布（同日施行）
生産分科

◇家畜伝染病予防法施行規則の一部を改正

会第４回畜産企画部会の概要について（生

する省令（農林水産省令第48号）を公布（同

産局畜産部畜産企画課）

日施行）

◇食料・農業・農村政策審議会

◇平成16年度第１回日本海海況予報

−別

４日㈮◇農薬取締法施行規則の一部を改正する省

表の水産関係機関が検討し独立行政法人水

令（農林水産省令第49号）を公布（平成16

産総合センター日本海区水産研究所がとり

年６月11日施行）

まとめた結果−（水産庁増殖推進部漁場資

◇農薬取締法第13条の規定による報告及び

源課、 独 水産総合研究センター日本海区水

検査に関する省令の一部を改正する省令

産研究所）

（農林水産省・環境省令第１号）を公布（平

◇第４回高病原性鳥インフルエンザ感染経

成16年６月11日施行）

路究明チーム検討会の概要について（消

９日㈬◇行政事件訴訟法の一部を改正する法律

費・安全局衛生管理課）

（法律第84号）を公布（公布の日から起算

◇アメリカ合衆国産りんご生果実に係る火

して１年を超えない範囲内において政令で

傷病検疫措置の改正案についての意見の募

定める日から施行。ただし、次の各号に掲

集結果について（消費・安全局植物防疫課）

げる規定は、それぞれ当該各号に定める日
から施行。＜以下、略＞）
◇競馬法の一部を改正する法律（法律第86

法令>
６月１日㈫◇商品取引所法施行規則の一部を改正する

号）を公布（平成17年１月１日施行）

省令（農林水産省・経済産業省令第７号）

◇電子広告制度の導入のための一部を改正

を公布（平成16年７月１日施行）

する法律（法律第87号）を公布（公布の日

２日㈬◇家畜伝染病予防法の一部を改正する法律

から起算して１年を超えない範囲内におい

（法律第68号）を公布（同日施行。ただし、

て政令で定める日から施行）

第63条及び第64条の改正規定は、公布の日

◇株式等の取引に係る決済の合理化を図る

から起算して20日を経過した日から施行）

ための社債等の振替に関する法律等の一部

◇破産法の施行に伴う関係法律の整備等に

を改正する法律（法律第88号）を公布（公

関する法律（法律第76号）を公布（破産法

布の日から起算して５年を超えない範囲内

（平成16年法律第75号。次条第８項並びに

において政令で定める日から施行。ただ

附則第３条８項、第５条第８項、第16項及

し、＜以下、略＞）

び第21項、第８条第３項並びに第13条にお

◇特定農産加工業経営改善臨時措置法の一

いて「新破産法」という。
）の施行の日から

部を改正する法律（法律第93号）を公布（同

施行。ただし、第48条の規定は行政書士法

日施行）

農

政

日

誌
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◇鉱山保安法及び経済産業省設置法の一部

から起算して６月を超えない範囲内におい

を改正する法律（法律第94号）を公布（平

て政令で定める日から施行する。ただし、

成17年４月１日施行。ただし、附則第７条

第３章の規定は、公布の日から起算して１

及び第28条の規定は公布の日から、附則第

年を超えない範囲内において政令で定める

４条第１項から第５項まで及び第９項から

日から施行）

第11項まで、第５条並びに第６条の規定は

◇景観法の施行に伴う関係法律の整備等に

平成16年10月１日施行）

関する法律（法律第111号）を公布（景観法

◇工業標準化法の一部を改正する法律（法

（平成16年法律第110号）の施行の日から施

律第95号）を公布（平成17年10月１日施行。

行。ただし、第１条中都市計画法第８条、

ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各

第９条、第12条の５及び第13条の改正規定、

号に定める日から施行

附則第17条の

第３条、第５条、第７条から第10条まで、

第１条、次条及び附

第12条、第16条中都市緑地法第35条の改正

規定

公布の日

則 第16条 の 規 定

２

附則第３条の規定

１

平 成16年10月 １ 日

３

平成17年４月１日）

規定、第17条、次条並びに附則第４条、第
５条及び第７条の規定は、景観法附則ただ

◇卸売市場法の一部を改正する法律（法律

し書きに規定する日から施行）

96号）を公布（同日施行。ただし、第41条

◇武力攻撃事態等における国民の保護のた

の改正規定は、平成21年４月１日施行）

めの措置に関する法律（法律第112号）を公

◇証券取引法等の一部を改正する法律（法

布（公布の日から起算して３月を超えない

律第97号）を公布（平成17年４月１日から

範囲内において政令で定める日から施行）

施行。ただし、次の各号に掲げる規定は、

◇武力攻撃事態等におけるアメリカ合衆国

当 該 各 号 に 定 め る 日 か ら 施 行。
＜以 下、

の軍隊の行動に伴い我が国が実施する措置

略＞）

に関する法律（法律第113号）を公布（日本

◇卸売市場法の施行令の一部を改正する政

国の自衛隊とアメリカ合衆国軍隊との間に

令（政令第196号）を公布（同日施行）

おける後方支援、物品又は役務の相互の提

◇農林物資の規格化及び品質表示の適正化

供に関する日本国政府とアメリカ合衆国政

に関する法律に基づく登録格付け機関等を

府との間の協定を改正する協定の効力発生

登録する省令の一部を改正する省令（農林

の日から施行。ただし、第13条、第14条第

水産省令第50号）を公布（同日施行）

１項第２号、第15条、第17条及び附則第４

◇卸売市場法施行規則の一部を改正する省

条の規定は、公布の日から起算して３月を

令（農林水産省令第51号）を公布（同日施

超えない範囲内において政令で定める日か

行。ただし、第２条の前に１条を加える改

ら施行）

正規定（第１条第２号及び第３号に係る部

◇武力攻撃事態等における特定公共施設等

分に限る。
）は、平成21年４月１日施行）

の利用に関する法律（法律第114号）を公布

11日㈮◇動物用医薬品等取締規則の一部を改正す

（公布の日から起算して３月を超えない範

る省令（農林水産省令第52号）を公布（同

囲内において政令で定める日から施行）

日施行）

◇公益通報者保護法（法律第122号）を公布

◇国民年金法等の一部を改正する法律（法

（公布の日から起算して２年を超えない範

律第104号）
を公布
（平成16年10月１日施行。

囲内において政令で定める日から施行し、

ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞ

この法律の施行後にされた公益通報につい

れ当該各号に定める日から施行。
＜以下、

て適用する）

略＞）

◇不動産登記法の施行に伴う関係法律の整

18日㈮◇農業協同組合法及び農業信用保証保険法

備等に関する法律（法律第124号）を公布（新

の一部を改正する法律（法律第107号）を公

不動産登記法の施行の日から施行。ただし、

布（平成17年４月１日施行。ただし、附則

第３条のうち非訟事件手続法第125条第１

第24条及び附則第27条の規定は同日施行）

項の改正規定及び第13条のうち抵当証券法

◇景観法（法律第110号）を公布（公布の日

第41条の改正規定中新不動産登記法第127
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農
条の準用に係る部分は、行政機関の保有す

政

日

誌
行）

る個人情報の保護に関する法律（平成15年

７

法律第58号）の施行の日（平成17年４月１
日）又はこの法律の施行の日のいずれか遅

月

７月１日㈭◇農林水産省「消費者の部屋」の平成16年

い日から施行）

後期特別展示スケジュールについて（消

◇金融機能の強化のための特別措置に関す

費・安全局消費者情報官消費者の部屋）

る法律（法律第128号）を公布（公布の日か

◇ BSE に関する第２回専門家及び実務担

ら起算して３月を超えない範囲内において

当者会合（WG）の概要について（消費・安

政令で定める日から施行）

全局衛生管理課）

◇国際貿易の対象となる特定の有害な化学

◇食料・農業・農村政策審議会

物質及び駆除剤についての事前のかつ情報

会果樹部会

に基づく同意の手続に関するロッテルダム

ついて（生産局果樹花き課）

条約（条約第４号）を公布

◇「消費・安全局設置から１年間のとりく

◇農林畜水産業関係補助金等交付規則の一

み」について（消費・安全局消費・安全政

部を改正する省令（農林水産省令53号）を

策課）

公布（同日施行）

◇韓国はえ縄漁船の拿捕について（水産庁

21日㈪◇農薬取締法施行規則の一部を改正する省

生産分科

第３回需給小委員会の開催に

資源管理部管理課指導監督室）

令（農林水産省令第54号）を公布（公布の

◇主要食料品の小売価格等の見通し（消

日から起算して１年を経過した日から施

費・安全局消費・安全政策課）

行）

◇食料及び農業に用いられる植物遺伝資源

◇農薬を使用する者が遵守すべき基準を定

に関する国際条約（仮称）の発行について

める省令の一部を改正する省令（農林水産

（技術会議事務局先端技術研究課）

省・環境省令第２号）を公布（公布の日か

◇ JAS 制度のあり方検討会中間取りまと

ら起算して１年を経過した日から施行）

めに対するパブリック・コメントの募集等

23日㈬◇国家公務員共済組合法等の一部を改正す

について（⑴ JAS 制度のあり方検討会中間

る法律（法律第130号）を公布（平成16年10

取りまとめに対する意見の募集

月１日施行。ただし、次の各号に掲げる規

制度のあり方検討会中間取りまとめの説明

定は、当該各号に定める日から施行。
１

会の開催）（消費・安全局表示・規格課）

第

⑵ JAS

１条中国家公務員共済組合法附則第20条の

◇平成16年度「国際共同研究人材育成推進

３の改正規定

事業」募集開始（技術会議事務局国際研究

公布の日

２

第２条、第

７条、第10条、第13条及び第18条並びに附
則第９条から第15条まで、第28条から第36

課）
２日㈮◇豚コレラ関係の定期報告関連情報につい

条まで及び第38条から第76条までの規定

て（消費・安全局衛生管理課）

平成17年４月１日

◇食品安全委員会への食品健康影響評価の

び第15条の 規 定
第４条の規定

３

第３条、第11条及

平 成18年 ４ 月 １ 日

平成18年７月１日

５

４

依頼について（消費・安全局衛生管理課薬

第

事・飼料安全室）

５条、第８条、第12条、第16条、第19条及

◇高病原性鳥インフルエンザに関する家畜

び第20条並びに附則第16条から第21条ま

伝染病予防法第52条の規定による報告徴求

で、第37条、第77条及び第78条の規定

の結果について（６月第４週分の報告）（消

成19年４月１日

６

平

第６条並びに附則第

22条及び第23条の規定

平成20年４ 月 １

日）
25日㈮◇農林物資の規格化及び品質表示の適正化

費・安全局衛生管理課）
◇国連食糧農業機関（FAO）漁獲能力及び
IUU 漁業に関する政府間技術会合の結果
について（水産庁資源管理部国際課）

に関する法律施行規則の一部を改正する省

◇「適切な森林管理に向けた林業経営のあ

令（農林水産省令第55号）を公布（公布の

り方に関する検討会」（第２回会合）の概要

日から起算して30日を経過した日から施

（林野庁林政部経営課）

農

政

日

誌
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◇商品取引員に対する行政処分について

際部貿易関税課）

（総合食料局商品取引管理官付）

◇第18回「食品の表示に関する共同会議」

◇第17回「食品の表示に関する共同会議」

の開催について（消費・安全局表示・規格

の議事概要について（消費・安全局表示・

課、厚生労働省）

規格課、厚生労働省）

◇森と湖に親しむ旬間の実施について（林

◇亀井農林水産大臣の海外出張について

野庁森林整備部治山課水源地地産対策室）

（大臣官房国際部国際政策課、
国際経済課）

◇瀬戸内海東部カタクチイワシ漁況予報

５日㈪◇平成16年６月第５週（６月28日〜７月２
日）の牛肉小売価格等の調査結果について
（消費・安全局消費・安全政策課）

（７〜８月）（水産庁増殖推進部漁場資源
課）
８日㈭◇特定外来生物被害防止基本方針（案）に

◇政府国内産米穀の一般競争入札による売

係る意見の募集（パブリックコメント）及

渡の結果について（６月分・確定値）
（総合

び説明・意見交換会の開催について（大臣

食料局食糧部消費流通課）

官房環境政策課）

◇第４回植物新品種の保護に関する研究会

◇平成16年度病害虫発生予報第４号の発表

の開催について（生産局種苗課）

について（消費・安全局植物防疫課）

◇第36回国際熱帯木材期間（ITTO）理事会

◇日本農林規格等の一部改正に係る農林物

等の開催について（林野庁林政部木材課木

資規格調査会部会の開催及び傍聴の募集に

材貿易対策室）

ついて（消費・安全局表示・規格課）

◇コーデックス委員会総会における食品中

◇日本農林規格等の一部改正に係る農林物

のカドミウムの国際基準値の検討結果につ

資規格調査会部会の開催及び傍聴の募集に

いて（消費・安全局農産安全管理課、厚生

ついて（消費・安全局表示・規格課）

労働省）

◇平成16年度バイオマス利活用優良表彰

◇提案公募型の「ごはん食推進活動支援事

（応募結果）について（農村振興局農村政

業」に係る採択の決定について（総合食料

策課農村整備総合調整室）

局食糧部消費流通課流通加工対策室）

◇信濃興農株式会社が製造した「果実飲料」

◇コイヘルペスウイルス病に関する PCR

における JAS 格付け検査の不正受験に対

検査結果（６月28日〜７月５日分）
（消費・

する措置について（消費・安全局表示・規

安全局衛生管理課魚類安全室）

格課食品表示・規格監視室）

◇口蹄疫に関する特定家畜伝染病防疫指針

◇夏休み期間中に開催される漁村体験イベ

案についての意見・情報の募集について（消

ント情報（水産庁漁港漁場整備部防災漁村

費・安全局衛生管理課）

課）

６日㈫◇ G10閣僚会合の結果概要（大臣官房国際

◇公開シンポジウム「トドが来る海−トド

部国際経済課）

と漁業の共存をさぐる」開催について（水

◇平成16年度第１回農業農村整備事業の効

産庁増殖推進部漁場資源課、 独 水産総合研

率的実施に係る検討会の開催について（農

究センター北海道区水産研究所）

村振興局計画部事業計画課、
整備部設計課、

◇食料・農業・農村政策審議会

水利整備課施設管理室）

分科会食糧部会

◇農林水産政策研究所参与会議の開催につ

催及び傍聴について（総合食料局食糧部食

いて（農林水産政策研究所、大臣官房企画

糧貿易課）

評価課）

◇農業資材審議会飼料分科会の開催及び一

７日㈬◇鶏の改良増殖目標についての研究会の概

総合食料

麦政策検討小委員会の開

般傍聴について（消費・安全局衛生管理課）

要について（生産局畜産部畜産振興課）

◇家畜の改良増殖目標についての研究会

◇亀井農林水産大臣とグローサー議長との

（豚）の概要について（生産局畜産部畜産

会談結果概要
（大臣官房国際部国際経済課）

振興課）

◇平成16年度上期のとうもろこしの関税割
当て公表（第２次）について（大臣官房国

９日㈮◇食料・農業・農村政策審議会
会果樹部会

生産分科

第３回産地・経営小委員会の
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農

政

日

誌

概要について（生産局果樹花き課）

◇「森林整備に関するボランティア団体と

◇アイルランド産めん羊肉の不適切な輸入

の懇談会」の開催について（林野庁林政部

検疫事案について（消費・安全局衛生管理

企画課）

課国際衛生対策室）

◇政府国内産米穀の一般競争入札による売

◇平成16年４月13日に発見した政府所有に

渡について（総合食料局食糧部消費流通課）

係る米国産精米のカビ付着について（総合

◇食料・農業・農村政策審議会

食料局食糧部消費流通課）

（第15回）の開催及び傍聴について（大臣

◇平成16年度第３回緑資源幹線林道事業期

官房企画評価課）

中評価委員会の開催について（林野庁森林

◇日・フィリピン経済連携協定（EPA）交

整備部整備課）

渉第３回会合の概要（大臣官房国際部国際

◇アイルランド産めん羊肉の不適切な輸入

調整課）

検疫事案について（第２報）
（消費・安全局

◇食品に関するリスクコミュニケーション

衛生管理課国際衛生対策室）

（リスク分析の概念を踏まえた食品安全行

◇高病原性鳥インフルエンザに関する家畜

政の取組や健康食品についての意見交換

伝染病予防法第52条の規定による報告徴求

会）の開催（愛媛県松山市）について（消

の結果について
（６月第５週分の報告）（消

費・安全局消費者情報官、厚生労働省）

費・安全局衛生管理課）

◇食料・農業・農村政策審議会

◇食料・農業・農村政策審議会
分科会

総合食料

第９回食料需給予測部会の開催及

全分科会家畜衛生部会

企画部会

消費・安

第８回家きん疾病

小委員会の開催について（消費・安全局衛

び傍聴について（総合食料局食料企画課）

生管理課）

◇日中民間緑化協力委員会第５回会合の開

◇コイヘルペスウイルス病に関する PCR

催について（林野庁森林整備部計画課海外

検査結果（７月５日〜７月11日分）（消費・

林業協力室）

安全局衛生管理課魚類安全室）

◇ WCPFC 決議遵守会合の開催について

◇生物多様性影響評価検討会総合検討会の

（水産庁資源管理部国際課）

開催及び傍聴について（技術会議事務局技

◇家畜の改良増殖目標についての研究会

術安全課）

（乳用牛）の概要について（生産局畜産部

◇韓国はえ縄漁船の拿捕について（水産庁

畜産振興課）

資源管理部管理課指導監督室）

◇平成16年度機構営事業再評価第三者委員

◇飼料の安全性の確保及び品質の改善に関

会（第２回）独立行政法人緑資源機構南丹

する法律に基づく飼料及び飼料添加物の成

区域現地調査及び現地検討会議事録（農村

分規格等関する省令の一部改正案について

振興局総務課）

の意見・情報について（消費・安全局衛生

◇日本農林規格の廃止案についての意見・

管理課）

情報（パブリックコメント）の募集につい

◇子ども向け白書「ジュニア農林水産白書」

て（消費・安全局表示・規格課）

の作成・配布について（大臣官房情報課情

◇日本農林規格の制定及び改正案について

報分析室）

の意見・情報（パブリックコメント）の募

◇遺伝子組換え生物等の第一種使用規程の

集について（消費・安全局表示・規格課）

承認申請案件に対する意見・情報の募集（消

12日㈪◇第２回森林国営保険に関する検討会の概
要について
（林野庁森林整備部森林保全課）

費・安全局農産安全管理課）
13日㈫◇平成16年度機構営事業事後評価（筑後川

◇平成16年７月第１週（７月５日〜７月９

下流用水事業）第三者委員会（第１回）議

日）の牛肉小売価格等の調査結果について

事概要（農村振興局総務課）

（消費・安全局消費・安全政策課）

◇平成16年度機構営事業再評価第三者委員

◇東京及び海外主要５都市における食料品

会（第３回）水資源機構香川用水施設緊急

の小売価格調査結果のポイント（消費・安

改築事業現地調査及び現地検討会議事概要

全局消費・安全政策課）

（農村振興局総務課）

農

政

日

誌
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◇平成16年４月・５月度の蚕糸業需給・価

◇食料・農業・農村政策審議会

格動向（生産局特産振興課）

分科会食糧部会の開催について（総合食料

◇食料・農業・農村政策審議会
会果樹部会

生産分科

第３回需給小委員会の概要に

総合食料

局食料企画課）
◇食料・農業・農村政策審議会

消費・安

ついて（生産局果樹花き課）

全分科会第２回家畜衛生部会の開催につい

◇株式会社アルタックフーズが販売した

て（消費・安全局衛生管理課）

「食肉加工品」における不正表示に対する

◇日中農業科学技術交流グループ第23回会

措置について（消費・安全局表示・規格課

議について（大臣官房国際部国際協力課海

食品表示・規格監視室）
◇平成16年度外国産麦類検査実績の産地

外技術協力室）
15日㈭◇食料・農業・農村政策審議会

総合食料

（型）銘柄別、検査項目別平均値（平成16

分科会食糧部会

年４月〜５月）
（総合食料局食糧部消費流通

料について（総合食料局食糧部食糧貿易課）

課）

◇新・北海道農業人フェアʼ
04の開催につい

◇平成16年産米の検査結果
（速報値）
（平成

て（経営局女性・就農課）

16年６月末日現在）
（総合食料局食糧部消費

◇亀井農林水産大臣の国内出張について

流通課）

（林野庁国有林野部管理課）

◇第３回犬等の検疫制度検討会の開催につ

◇『津波に備えよう

いて（消費・安全局衛生管理課国際衛生対

海岸は大丈夫

策室）

いて（農村振興局整備部防災課、水産庁漁

◇「魚食と健康について」のホームページ

港漁場整備部防災漁村課、国土交通省）

への掲載について（消費・安全局衛生管理

◇平成16年６月の国内産米穀の卸・小売価

課）

格の概況について（総合食料局食糧部計画

◇金田農林水産副大臣の海外出張について

課）

（大臣官房国際部国際政策課、水産庁資源

◇水産政策審議会・第５回漁港漁場整備分

管理部国際課）

科会の開催について（水産庁漁港漁場整備

◇「知床」の世界遺産一覧表への記載のた

部計画課）

めの国際自然保護連合（IUCN）による調査

◇第56回国際捕鯨委員会（IWC）年次会合

について
（第二報）
（林野庁森林整備部森林

本会合の開催について（水産庁資源管理部

保全課）

遠洋課）

◇第17回農業生産資材問題検討会の開催に

◇「森林整備に関するボランティア団体と

ついて（生産局農産振興課技術対策室、消

の懇談会」の概要について（林野庁林政部

費・安全局農産安全管理課）

企画課）

◇国連公海漁業協定第３回非公式協議の結

◇飼料安全法の基準・規格に違反する事例

果について（水産庁資源管理部国際課）

について（消費・安全局衛生管理課薬事・

14日㈬◇水産政策審議会第15回施策部会の開催に

麦政策検討小委員会の資

〜あなたのところの

〜』ホームページ公表につ

飼料安全室）

ついて（水産庁漁政部企画課）

◇日・マレーシア経済連携協定の第４回交

◇米の１人１ヶ月当たり消費量（平成16年

渉会合について（大臣官房国際部国際調整

５月分）
（総合食料局食糧部計画課）

課）

◇畳表の JAS 法違反に対する告発につい

◇飼養衛生管理基準案についての意見・情

て（消費・安全局表示・規格課食品表示・

報募集について（消費・安全局衛生管理課）

規格監視室）

◇木村農林水産大臣政務官の海外出張につ

◇第３回「国産大豆の安定供給に関する懇

いて（大臣官房国際部国際政策課）

談会」の開催及び傍聴について（生産局農

◇平成16年度第１回太平洋スルメイカ長期

産振興課）

漁況予報

◇第９回農業資材審議会飼料分科会の概要

独立行政法人水産総合研究センター北海道

について（消費・安全局精製管理課）

区水産研究所がとりまとめた結果−（水産

−別表の水産関係機関が検討し
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庁増殖推進部漁場資源課、 独 水産総合研究

◇平成16年７月第２週（７月12日〜７月16

センター北海道区水産研究所）

日）の牛肉小売価格等の調査結果について

16日㈮◇平成15年度農林水産省政策評価（実績評

（消費・安全局消費・安全政策課）

価）の結果について（大臣官房企画評価課）

◇第３回「乳用種に係る肉用子牛生産者補

◇日中民間緑化協力委員会・第５回会合の

給金制度の運用のあり方に関する研究会」

開催（結果概要）
（林野庁森林整備部計画課

の開催及び現地視察について（生産局畜産

海外林業協力室）

部食肉鶏卵課）

◇麦製品等の取引価格の推移（平成16年６

◇普通肥料の検査結果の公表について（消

月分）（総合食料局食糧部計画課）

費・安全局農産安全管理課）

◇高病原性鳥インフルエンザに関する家畜

◇コイヘルペスウイルス病に関する PCR

伝染病予防法第52条の規定による報告徴求

検査結果（７月16日〜７月20日分）（消費・

の結果について
（７月第２週分の報告）（消

安全局衛生管理課魚類安全室）

費・安全局衛生管理課）

◇第３回犬等の検疫制度検討会の概要につ

◇ BSE に関する第３回日米ワーキンググ

いて（消費・安全局衛生管理課国際衛生対

ループ会合の開催について（消費・安全局

策室）

衛生管理課）

◇幼齢犬及び幼齢猫の輸入自粛要請につい

◇第７回水産防疫体制に関する専門家会議

て（消費・安全局衛生管理課国際衛生対策

の開催について（消費・安全局水産防疫体

室）

制検討室）

◇平成16年度第１回太平洋イワシ・アジ・

◇コイヘルペスウイルス病に関する PCR

サバ等長期漁海況予報

検査結果（７月12日〜７月16日分）
（消費・

機関が検討し、独立行政法人水産総合研究

−別表の水産関係

安全局衛生管理課魚類安全室）

センター中央水産研究所がとりまとめた結

◇第２回「国産大豆の安定供給に関する懇

果−（水産庁増殖推進部漁場資源課、 独 水

談会」の概要について（生産局農産振興課）

産総合研究センター中央水産研究所）

◇クローン牛の異動報告のとりまとめにつ

◇ WCPFC 決議遵守会合の結果について

い て（H16.6.1〜H16.6.30異 動 情 報 提 供

（水産庁資源管理部国際課）

分）
（技術会議事務局技術安全課、生産局畜

◇水産制度金融ホームページの開設につい

産部畜産振興課生産技術室）

て（水産庁漁政部水産経営課）

◇平成15年度 LL 牛乳生産量について（生

◇水産政策審議会・第５回漁港漁場整備分

産局畜産部牛乳乳製品課）

科会の結果について（水産庁漁港漁場整備

◇子ども霞が関見学デーのお知らせ（大臣

部計画課）

官房情報課）

◇平成16年度第３回緑資源幹線林道事業期

◇平成16年産麦の検査結果（平成16年６月

中評価委員会の議事概要について（林野庁

末日現在）
（総合食料局食糧部消費流通課）

森林整備部整備課）

◇食品安全委員会への食品健康影響評価の

◇「平成16年度農林水産航空事業の実施計

依頼について（消費・安全局農産安全管理

画について」の一部修正について（消費・

課）

安全局植物防疫課）

◇平成15〜16年度緑資源機構事業事後評価

21日㈬◇鹿児島県における豚コレラを疑う事例に

第三者委員会（第２回）議事概要（生産局

ついて（消費・安全局衛生管理課）

畜産部畜産振興課草地整備推進室、農村振

◇平成16年産水稲うるち米品種別作付見込

興局総務課、 独 緑資源機構）

面積について（総合食料局食糧部計画課）

◇食料・農業・農村政策審議会

消費・安

◇食料・農業・農村政策審議会

総合食料

全分科会（第３回）の開催及び傍聴につい

分科会食糧部会資料一覧（総合食料局食糧

て（消費・安全局消費・安全政策課）

部計画課、食糧貿易課）

20日㈫◇第２回農林水産省政策評価会林野庁専門
部会の開催及び傍聴のお知らせ

◇第17回農業生産資材問題検討会の概要に
ついて（生産局農産振興課、消費・安全局

農

政

日

誌
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農産安全管理課）

◇日・マレーシア EPA 締結交渉第４回会

◇政府所有に係るタイ国産うるち精米の異

合の概要（大臣官房国際部国際調整課）

物混入について
（総合食料局食糧部計画課）

◇「水産防疫体制に関する専門家会議」報

◇豊かな東京湾再生検討委員会第２回食文

告書について（消費・安全局総務課水産防

化分科会の開催について（水産庁増殖推進

疫体制検討室）

部漁場資源課）

◇加工原材料用に係る政府所有ミニマム・

◇シンポジウム「
『食卓から農場まで』顔の

アクセス米の定例販売の結果について（概

見える仕組み

要）（７月21日実施）（総合食料局食糧部計

〜生産情報公表牛肉につい

て〜」の開催について（消費・安全局表示・

画課）

規格課）

◇第６回「農林漁業金融に関する研究会」

◇食料・農業・農村政策審議会

企画部会

の開催について（経営局金融調整課）

（第15回）の資料について（大臣官房企画

◇犬等の輸出入検疫則の一部を改正する省

評価課）

令案についての意見・情報の募集について

◇政府保有に係るアメリカ産うるち玄米の

（消費・安全局衛生管理課国際衛生室）

異物混入について（総合食料局食糧部消費

◇第12回豚コレラ撲滅技術検討会の概要に
ついて（消費・安全局衛生管理課）

流通課）
◇コイヘルペスウイルス病に関する PCR

23日㈮◇中山間地域等総合対策検討会（第18回）

検査結果（７月20日〜７月21日分）
（消費・

の開催について（農村振興局地域振興課中

安全局衛生管理課魚類安全室）

山間地域振興室）

◇「福井豪雨災害」に係る市川農林水産副

◇高病原性鳥インフルエンザに関する家畜

大臣の現地調査について（経営局経営政策

伝染病予防法第52条の規定による報告徴求

課）

の結果について（７月第３週分の報告）（消

22日㈭◇食料・農業・農村政策審議会

企画部会

費・安全局衛生管理課）

（第16回）の開催及び傍聴について（大臣

◇平成16年度第２回食料・農業・農村政策

官房企画評価課）

審議会

◇食料・農業・農村政策審議会

生産分科

生産分科会果樹部会の開催につい

て（生産局果樹花き課）

会第５回畜産企画部会の開催及び傍聴につ

◇家畜の改良増殖目標についての研究会

いて（生産局畜産部畜産企画課）

（肉用牛）の概要について（生産局畜産部

◇食料・農業・農村政策審議会企画部会地

畜産振興課）

方公聴会における意見陳述人の公募につい

◇第56回国際捕鯨委員会（IWC）年次会合

て（大臣官房企画評価課）

本会合の結果について（水産庁資源管理部

◇食料・農業・農村政策審議会

総合食料

遠洋課）

麦政策検討小委員会の開

◇ワシントン条約（CITES）アジア地域会

催及び傍聴について（総合食料局食糧部食

合の結果概要（水産庁増殖推進部漁場資源

糧貿易課）

課）

◇第12回豚コレラ撲滅技術検討会の開催に

◇平成16年度日本海スルメイカ長期漁況予

ついて（消費・安全局衛生管理課）

報

◇食料・農業・農村政策審議会

分科会食糧部会

−別表の水産関係機関が検討し独立行

総合食料

政法人水産総合研究センター日本海区水産

分科会第９回食糧需給予測部会資料一覧

研究所がとりまとめた結果−（水産庁増殖

（総合食料局食料企画課）

推進部漁場資源課、 独 水産総合研究センタ

◇飼料安全法に基づく収去飼料等の試験結

ー）

果の公表について（消費・安全局衛生管理

◇水産政策審議会第15回施策部会の結果に

課薬事・飼料安全室）

ついて（水産庁漁政部企画課）

◇平成16年度第３回水源林造成事業期中評

◇亀井農林水産大臣の海外出張について

価委員会の開催について（林野庁森林整備

（大臣官房国際部国際政策課、国際経済課）

部整備課）

◇米国産牛肉等の輸入停止措置に伴う牛肉
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の需給動向について（生産局畜産部食肉鶏

◇政府が販売したタイ国産うるち精米の異

卵課）

物混入について（総合食料局食糧部計画課）

26日㈪◇第６回文部科学省・農林水産省連携協議

◇政府が販売した国内産米の異物混入につ

会の開催について（経営局女性・就農課）

いて（総合食料局食糧部消費流通課）

◇平成16年７月第３週（７月20日〜７月23

◇第５回植物新品種の保護に関する研究会

日）の牛肉小売価格等の調査結果について

の開催について（生産局種苗課）

（消費・安全局消費・安全政策課）

◇「消費者団体との懇談会」の開催につい

◇平成15年度松くい虫被害について（林野

て（消費・安全局消費者情報官）

庁森林整備部森林保全課森林保護対策室）

◇グローサー議長と G10閣僚との会談の概

◇第10回栽培漁業のあり方検討会の開催に

要（大臣官房国際部国際経済課）

ついて（水産庁増殖推進部栽培養殖課）

◇亀井農林水産大臣とダイス・スイス大統

◇平成15〜16年度緑資源機構事業事後評価

領兼経済大臣との会談の結果概要（大臣官

第三者委員会（第２回）議事録（生産局畜
産部畜産振興課、農村振興局総務課、 独 緑

房国際部国際経済課）
29日㈭◇バイオマス・ニッポン総合戦略推進アド

資源機構）

バイザリーグループ第４回会合の開催につ

◇政府国内産米穀の一般競争入札による売

いて（大臣官房環境政策課資源循環室）

渡しの結果について（７月分・速報値）（総

◇平成16年度病害虫発生予報第５号の発表

合食料局食糧部消費流通課）

について（消費・安全局植物防疫課）

◇政府が販売した豪州産うるち砕精米の異

◇平成16年度第４回緑資源幹線林道事業期

物混入について
（総合食料局食糧部計画課）

中評価委員会の開催について（林野庁森林

◇第１回「花き産業振興方針検討会」の開

整備部整備課）

催及び傍聴について（生産局果樹花き課花

◇豚肉等に係る関税の緊急措置の発動につ

き対策室）

いて（生産局畜産部食肉鶏卵課）

◇コイヘルペスウイルス病に関する PCR

◇第10回栽培漁業のあり方検討会の結果概

検査結果（７月21日〜７月26日分）
（消費・

要について（水産庁増殖推進部栽培養殖課）

安全局衛生管理課魚類安全室）

◇食料・農業・農村政策審議会

27日㈫◇集荷円滑化対策に係る加入契約状況につ

分科会食糧部会

総合食料

麦政策検討小委員会の資

いて（総合食料局食糧部計画課）

料について（総合食料局食糧部食糧貿易課）

◇「海外食料需給レポート2004」の公表に

◇株式会社日本レストランエンタプライズ

ついて（総合食料局食料企画課）

が製造販売した「調理食品（おにぎり）」に

◇農林水産省関係構造改革特別区域法施行

おける不正表示に対する措置について（消

規則の一部を改正する省令（案）について

費・安全局表示・規格課食品表示・規格監

の意見・情報の募集について（水産庁漁港

視室）

漁場整備部計画課）

◇第４回むらの伝統文化顕彰の募集につい

◇コイヘルペスウイルス病に関する PCR

て（農村振興局農村政策課）

検査結果（７月26日〜７月27日分）
（消費・

◇亀井農林水産大臣とミッチェル加農業大

安全局衛生管理課魚類安全室）

臣との会談の結果概要（大臣官房国際部国

28日㈬◇農林物資規格調査会部会の開催について

際経済課）

（消費・安全局表示・規格課）

◇亀井農林水産大臣とキム韓国農林部副長

◇グルジア船籍を有するまぐろ延縄漁業に

官との会談の結果概要（大臣官房国際部国

従事する船舶の我が国港への寄港不許可措

際経済課）

置について（水産庁資源管理部管理課）

◇「米穀の需給及び価格の安定に関する基

◇政府が販売した米国産うるち砕精米の異

本指針」の公表について（総合食料局食糧

物混入について
（総合食料局食糧部計画課）

部計画課）

◇政府保有に係るタイ国産うるち精米の異
物混入について
（総合食料局食糧部計画課）

30日㈮◇農林水産省国際コメ年推進本部の開催に
ついて（大臣官房国際部国際協力課）

農

政

日

誌
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◇水産物の市況について（平成16年７月及

◇「水産業及び漁村の多面的な機能の内容

び８月）
−東京都中央卸売市場における平

及び評価」に関する日本学術会議からの答

成16年７月（６月21日〜７月20日集計）の

申について（水産庁漁政部企画課）

市況と、平成16年８月の市況見通し（前月
との比較）
−（水産庁漁政部加工流通課）
◇農薬の容器又は包装に係る表示の欠落に
ついて（消費・安全局農産安全管理課農薬

法令>
７月１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56号）を公布（同日施行）
２日㈮◇青年等の就農促進のための資金の貸付等

対策室）
◇牛海綿状脳症（BSE）サーベイランスの

に関する特別措置法の一部を改正する法律

結果について（平成16年６月末まで）（消

の施行期日を定める政令（政令第220号）を

費・安全局衛生管理課）

公布（平成16年８月１日施行）

◇高病原性鳥インフルエンザに関する家畜

◇青年等の就農促進のための資金の貸付等

伝染病予防法第52条の規定による報告徴求

に関する特別措置法施行令の一部を改正す

の結果について
（７月第４週分の報告）（消

る政令（政令第221号）を公布（青年等の就

費・安全局衛生管理課）

農促進のための資金の貸付等に関する特別

◇日本農林規格の一部改正等に係る農林物

措置法の一部を改正する法律の施行の日

資規格調査会部会の審議の概要について

（平成16年８月１日）から施行）
６日㈫◇承認漁業等の取締りに関する省令の一部

（消費・安全局表示・規格課）
◇日本農林規格の制定に係る農林物資規格

を改正する省令（農林水産省令第57号）を

調査会部会の審議の概要について（消費・

公布（公布の日から起算して20日を経過し

安全局表示・規格課）

た日から施行）

◇平成15年度環境物品等の調達実績の概要
について（大臣官房環境政策課、経理課）
◇野菜に関する月間情報（７月分）の提供

９日㈮◇薬事法施行令の一部を改正する政令（政
令第232号を公布）
（平成16年７月30日施行）
12日㈪◇農林物資の規格化及び品質表示の適正化

について（生産局野菜課）

に関する法律施行規則の一部を改正する省

◇台湾はえ縄漁船の拿捕について（水産庁

令（農林水産省令第58号）を公布（同日施
行）

資源管理部管理課指導監督室）
◇平成16年産麦の検査結果（平成16年７月

14日㈬◇農林中央金庫の株式等の保有の制限に関

15日現在）
（総合食料局食糧部消費流通課）

する命令の一部を改正する命令（内閣府・

◇食料・農業・農村政策審議会

生産分科

農林水産省令第６号）を公布（同日施行）

会第５回畜産企画部会の概要について（生

◇動物用医薬品の使用の規制に関する省令

産局畜産部畜産企画課）

の一部を改正する省令（農林水産省令第59

◇りんご火傷病の植物検疫措置に関する再

号）を公布（同日施行）

パネルの設置について（消費・安全局植物
◇食料・農業・農村政策審議会

16日㈮◇家畜改良増殖法施行令の一部を改正する
政令（政令第234号）を公布（平成16年８月

防疫課）
企画部会

１日施行。ただし、「新島本村」を「新島村」

（第17回）の開催及び傍聴について（大臣

に改める部分は、同日施行）

官房企画評価課）

◇海洋水産資源開発促進法施行令の一部を

◇第５回「野菜政策に関する研究会」の開

改正する政令（政令第235号）を公布（平成

催及び傍聴について（生産局野菜課）

16年８月１日施行。ただし、別表遠州灘・

◇食料・農業・農村政策審議会

志摩沖海域の項及び熊野灘海域の項の改正

企画部会

（第16回）の資料について（大臣官房企画

規定は、同年10月１日から施行）

評価課）

◇指定漁業の許可及び取締り等に関する省

◇平成16年度第３回水源林造成事業期中評

令の一部を改正する省令（農林水産省令第

価委員会の議事概要について（林野庁森林

60号）を公布（同日施行。ただし、次の各

整備部整備課）

号に掲げる規定は、当該各号に定める日か

⎜ 416⎜

農
ら施行。１

別表第２沖合底びき網漁業の

項第１号ロ⑼から

まで及び同号リ並びに

政

日

誌
令（農林水産省令第63号）を公布（平成16
年８月１日施行。ただし、第286条の４第２

平

項の改正規定は公布の日から、別表第３関

別表第二沖合底びき

東農政局の項の改正規定は同年９月１日か

網漁業の項第１号ロ(145)から(147)まで並

ら、同表中国四国農政局の項の改正規定は

びに同(170)及び(171)の改正規定

同年９月21日施行）

同表以西底びき網漁業の項の改正規定
成16年８月１日

２

平成16

年10月１日）
23日㈮◇金融機能の強化のための特別措置に関す

◇地中海漁業一般委員会に関する協定の改
正（条約第９号）を公布

る法律の施行期日を定める政令
（政令第239

８

号）を公布（平成16年８月１日施行）
◇金融機能の強化のための特別措置に関す
る法律施行令（政令第240号）を公布（法の
施行の日（平成16年８月１日）施行）

月

８月１日㈰◇ WTO 交渉の枠組み合意に対する亀井
農林水産大臣談話
２日㈪◇平成16年７月第４週（７月26日〜７月30

◇預金保険機構債券令及び金融機関等の組

日）の牛肉小売価格等の調査結果について

織再編成の促進に関する特別措置法施行令

（消費・安全局消費・安全政策課）

の一部を改正する政令（政令第242号）を公

◇第18回「食品の表示に関する共同会議」

布（金融機能の強化のための特別措置に関

の議事概要について（消費・安全局表示・

する法律の施行の日（平成16年８月１日）

規格課、厚生労働省）

施行）

◇政府国内産米穀の一般競争入札による売

26日㈪◇中小企業等協同組合法施行規則の一部を

渡の結果について（７月分・確定値）（総合

改正する命令（内閣府・財務省・厚生労働

食料局食糧部消費流通課）

省・農林水産省・経済産業省・国土交通省

◇主要食料品の小売価格等の見通し（消

令第１号を公布（金融機能の強化のための

費・安全局消費・安全政策課）

特別措置に関する法律
（平成16年法律第128

◇コイヘルペスウイルス病に関する検査結

号）の施行の日（平成16年８月１日）施行）

果（７月27日〜８月２日分）（消費・安全局

◇農水産業協同組合の金融機能の強化のた

消費・安全政策課魚類安全室）

めの特別措置に関する命令（内閣府・農林

◇第２回農林水産省政策評価会林野庁専門

水産省令第７号）を公布（法の施行の日（平

部会の概要（林野庁林政部企画課）

成16年８月１日）施行）

◇地中海漁業一般委員会（GFCM ）の改正

◇農水産業協同組合の組織再編成の促進の

協定の受諾について（水産庁資源管理部国

ための特別措置に関する命令の一部を改正

際課）

する命令（内閣府・農林水産省令第８号）

◇平成16年度第１回農林水産省政策評価会

を公布（金融機能の強化のための特別措置

水産庁専門部会の開催及び傍聴について

に関する法律（平成16年法律第128号）の施
行の日（平成16年８月１日）施行）
27日㈫◇農林物資の規格化及び品質表示の適正化

（水産庁漁政部漁政課）
３日㈫◇食料・農業・農村政策審議会

生産分科

会第６回畜産企画部会の開催及び傍聴につ

に関する法律に基づく登録格付機関等を登

いて（生産局畜産部畜産企画課）

録する省令の一部を改正する省令（農林水

◇鹿児島県における豚コレラを疑う事例に

産省令第61号）を公布（同日施行）

ついて（消費・安全局衛生管理課）

29日㈭◇青年等の就農促進のための資金の貸付等

◇第13回豚コレラ撲滅技術検討会の開催に

に関する特別措置法施行規則の一部を改正

ついて（消費・安全局衛生管理課）

する省令（農林水産省令第62号）を公布（青

◇「水産業及び漁村の多面的な機能の内容

年等の就農促進のための資金の貸付等に関

及び評価」に関する日本学術会議からの答

する特別措置法の一部を改正する法律の施

申について（農林水産大臣談話）（水産庁漁

行の日（平成16年８月１日）施行）

政部企画課）

30日㈮◇農林水産省組織規則の一部を改正する省

◇
「まぐろの需給情報」−平成16年度第２回

農

政

日

誌
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まぐろ需給協議会予測部会の協議結果−

会）の開催（岩手県盛岡市）（消費・安全局

（水産庁漁政部加工流通課）

消費者情報官、厚生労働省）

◇ WTO 交渉の枠組み合意について（大臣

◇平成16年度第４回緑資源幹線林道事業期

官房国際部国際経済課）

中評価委員会の議事概要について（林野庁

◇第18回海区漁業調整委員会委員選挙の実

森林整備部整備課）

施について（水産庁沿岸沖合課）

◇マレーシアからの家きん等の一時輸入停

４日㈬◇第４回「国産大豆の安定供給に関する懇
談会」の開催及び傍聴について（生産局農

止措置について（消費・安全局衛生管理課
国際衛生対策室）
６日㈮◇平成15年度食料需給表について（総合食

産振興課）
◇大分市中央米穀協業組合の不適正な各付

料局食料企画課）

けの表示に対する措置について（消費・安

◇第３回豊かな東京湾再生検討委員会の開

全局表示・規格課食品表示・規格監視室）

催について（水産庁増殖推進部漁場資源課）

◇食料・農業・農村政策審議会

総合食料

◇「食品に関するリスクコミュニケーショ

麦政策検討小委員会の開

ン（牛海綿状脳症（BSE）対策に関する意

催及び傍聴について（総合食料局食糧部食

見交換会）」の開催及び出席者の募集につい

糧貿易課）

て（消費・安全局消費者情報官、厚生労働

◇成田国際空港における動物検疫キャンペ

省）

ーンについて（消費・安全局衛生管理課国

◇高病原性鳥インフルエンザに関する家畜

際衛生対策室、動物検疫所）

伝染病予防法第52条の規定による報告徴求

◇第16回全国農業青年交換大会について

の結果について（７月第５週分の報告）（消

（経営局女性・就農課）

費・安全局衛生管理課）

◇第13回豚コレラ撲滅技術検討会の概要に

◇平成16年度北西太平洋サンマ長期漁況海

ついて（消費・安全局衛生管理課）

況予報

◇食料・農業・農村政策審議会

企画部会

立行政法人水産総合研究センター東北区水

地方公聴会の開催及び傍聴について（大臣

産研究所がとりまとめた結果−（水産庁増

官房企画評価課）

殖推進部漁場資源課、 独 水産総合研究セン

◇遺伝子組換え生物等の第一種使用規程の

ター東北区水産研究所）

承認案件に対する意見・情報の募集（消費・

◇政府保有に係るタイ国産うるち精米の異

安全局農産安全管理課）

物混入について（総合食料局食糧部計画課）

分科会食糧部会

−別表の水産関係機関が検討し独

５日㈭◇平成16年度上期のとうもろこしの関税割

◇農林水産省木材利用拡大行動計画の平成

当公表（コーンスターチ用第２次）につい

15年度の実施状況について（林野庁林政部

て（大臣官房国際部貿易関税課）

木材課）

◇第１回「山菜文化産業懇話会」の開催に

◇食料・農業・農村政策審議会

ついて（林野庁林政部経営課特用林産対策

（第18回）について（大臣官房企画評価課）

室）

◇アイルランド産めん羊肉の不適切な輸入

◇平成15年の特用林産物の生産動向につい

検疫事業について（第３報）（消費・安全局

て（林野庁経営課特用林産対策室）

衛生管理課国際衛生対策室）

◇農林水産省国際コメ年推進本部会合の結

◇食料・農業・農村政策審議会

果概要について（大臣官房国際部国際協力

（第17回）の資料について（大臣官房企画

課）

評価課）

◇平成16年度第２回食料・農業・農村政策
審議会

生産分科会果樹部会の概要につい

企画部会

企画部会

９日㈪◇平成16年８月第１週（８月２日〜８月６
日）の牛肉小売価格等の調査結果にいて（消

て（生産局果樹花き課）

費・安全局消費・安全政策課）

◇食品に関するリスクコミュニケーション

◇日・タイ経済連携協定（EPA）交渉実務

（リスク分析の概念を踏まえた食品安全行

者レベル会合の概要（大臣官房国際部国際

政の取組や健康食品についての意見交換

調整課）
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農

政

日

誌

◇コイヘルペスウイルス病に関する PCR

物混入について（総合食料局食糧部計画課）

検査結果（８月２日〜８月９日分）
（消費・

◇飼料安全法の基準・規格に違反する事例

安全局衛生管理課魚類安全室）

について（消費・安全局衛生管理課薬事・

◇南アフリカ共和国からの家きん等の一時

飼料安全室）

輸入停止措置について（消費・安全局衛生

◇平成16年度水稲作況委員会（第１回）の

管理課国際衛生対策室）

意見について（大臣官房統計部生産流通消

◇平成16年７月13日に混入を確認したアメ

費統計課）

リカ産うるち玄米の異物について（総合食

12日㈭◇遺伝子組換えとうもろこしの隔離ほ場試

料局食糧部消費流通課）

験栽培における混入について（消費・安全

◇農林水産省独立行政法人評価委員会第18

局農産安全管理課）

回林野分科会の開催について（林野庁研究

◇「食品に関するリスクコミュニケーショ

普及課）

ン（牛海綿状脳症（BSE）対策に関する意

◇第３回「国産大豆の安定供給に関する懇

見交換会）」の開催（熊本県熊本市）及び出

談会」の概要について（生産局農産振興課）

席者の募集について（消費・安全局消費者

10日㈫◇米の１人１ヶ月当たり消費量（平成16年

情報官、厚生労働省）

６月分）
（総合食料局食糧部計画課）

◇平成15年度食料品消費モニター第３回定

◇中山間地域等総合対策検討会（第19回）

期調査結果の概要について（消費・安全局

の開催について（農村振興局地域振興課中

消費・安全政策課）

山間地域振興室）

◇麦政策の再構築に向けた中間論点整理に

◇農事組合法人に関する照会について（経

ついて（総合食料局食糧部食糧貿易課）

営局協同組織課経営・組織対策室）

◇観光地域活性化の秘訣を伝授

◇平成16年度外国産麦類検査実績の産地

カリスマ塾』受講生募集開始〜（農村振興局

（型）銘柄別、検査項目別平均値（平成16

地域振興課、国土交通省）

年４月〜６月）
（総合食料局食糧部消費流通

◇第１回「山菜文化産業懇話会」の概要（林

課）

野庁林政部経営課特用林産対策室）

◇加工原材料用に係る政府所有ミニマム・

◇第３回国有林の「レクリエーションの森」

アクセス米の定例販売の実施について（平

に関する検討会の開催について（林野庁国

成16年９月分）
（総合食料局食糧部計画課）

有林野部業務課）

◇食料・農業・農村政策審議会

生産分科

◇「食品に関するリスクコミュニケーショ

会第６回畜産企画部会の概要について（生

ン（大 阪）−日 本 に お け る 牛 海 綿 状 脳 症

産局畜産部畜産企画課）

（BSE）対 策 の 検 証 に 関 す る 意 見 交 換

◇食料・農業・農村政策審議会（第８回）

会−」の開催と傍聴者の募集について（お

の資料について（大臣官房企画評価課）

知らせ）（消費・安全局消費者情報官、内閣

11日㈬◇食料・農業・農村政策審議会
分科会食糧部会

総合食料

麦政策検討小委員会の資

〜『観光

府）
◇第６回植物新品種の保護に関する研究会

料について
（総合食料局食糧部食糧貿易課）

の開催について（生産局種苗課）

◇鶏卵の包装者及び賞味期限表示の偽装に

◇飼料及び飼料添加物の成分規格等に関す

係る福印青果㈱への対応について（総合食

る省令の一部改正（案）に係る意見・情報

料局流通課卸売市場室）

について（消費・安全局衛生管理課魚類安

◇平成15年度食料品消費モニター第２回定

全室）

期調査結果の概要について（消費・安全局

13日㈮◇農林物資規格調査会総会の開催及び傍聴

消費・安全政策課）

の募集について（消費・安全局表示・規格

◇「果樹農業振興基本方針の策定に当たっ

課）

ての中間論点整理」について（生産局果樹

◇政府が販売した国内産米の異物混入につ

花き課）

いて（総合食料局食糧部消費流通課）

◇政府保有に係るタイ国産うるち精米の異

◇クローン牛の異動報告のとりまとめにつ

農
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い て（H16.7.1〜H16.7.31異 動 情 報 提 供

国産うるち精米の異物について（総合食料

分）
（技術会議事務局技術安全課、生産局畜

局食糧部計画課）

産部畜産振興課）

◇平成16年７月20日に混入を確認した豪州

◇福本農林水産大臣政務官の海外出張につ

産うるち砕精米の異物について（総合食料

いて（大臣官房国際部国際政策課）
◇第18回海区漁業調整委員会委員選挙の結

局食糧部計画課）
19日㈭◇平成16年度病害虫発生予報第６号の発表

果について（速報）
（水産庁沿岸沖合課）

について（消費・安全局植物防疫課）

◇高病原性鳥インフルエンザに関する家畜

◇「中山間地域等直接支払制度の検証と課

伝染病予防法第52条の規定による報告徴求

題の整理」について（農村振興局地域振興

の結果について
（８月第２週分の報告）（消

課中山間地域振興室）

費・安全局衛生管理課）

◇平成16年７月の国内産米穀の卸・小売価

◇平成16年産麦の検査結果（平成16年７月

格の概況について（総合食料局食糧部計画

末日現在）
（総合食料局食糧部消費流通課）

課）

◇平成16年産米の検査結果
（速報値）
（平成

◇麦製品の取引価格の推移（平成16年７月

16年７月末日現在）
（総合食料局食糧部消費

分）（総合食料局食糧部計画課）

流通課）

◇「食品に関するリスクコミュニケーショ

◇普通肥料の検査結果の公表について（消

ン（水銀を有する魚介類等の摂取に関する

費・安全局農産安全管理課）

注意事項の見直しについての意見交換会）」

16日㈪◇平成16年度機構営事業事後評価（筑後川

の開催について（消費・安全局消費者情報

下流用水事業）第三者委員会（第１回）議

官、厚生労働省）

事録（農村振興局総務課）

◇牛海綿状脳症に関する特定家畜伝染病防

◇平成16年８月第２週（８月９日〜８月13

疫指針案についての意見・情報の募集につ

日）の牛肉小売価格等の調査結果について

いて（消費・安全局衛生管理課）

（消費・安全局消費・安全政策課）

◇高病原性鳥インフルエンザに関する特定

◇コイヘルペスウイルス病に関する PCR

家畜伝染病防疫指針案についての意見・情

検査結果（８月９日〜８月16日分）
（消費・

報の募集について（消費・安全局衛生管理
課）

安全局衛生管理課魚類安全室）
17日㈫◇肥料取締法違反に対する厳重注意につい

20日㈮◇山眞産業株式会社が販売した「粉類（道

て（消費・安全局農産安全管理課）

明寺粉）」における不正表示に対する措置に

◇魚介類中の水銀濃度調査結果について

ついて（消費・安全局表示・規格課食品表

（水産庁増殖推進部漁場資源課）

示・規格監視室）
農村振興

◇高病原性鳥インフルエンザに関する家畜

平成16年度第１

伝染病予防法第52条の規定による報告徴求

回国際小委員会の開催について（農村振興

の結果について（８月第３週分の報告）（消

局事業計画課）

費・安全局衛生管理課）

◇種苗法による品種登録について（生産局

◇平成15年度末の汚水処理人口普及状況に

種苗課）

ついて（農村振興局整備部農村整備課）

◇「食品に関するリスクコミュニケーショ

◇汚水処理施設連携整備事業の実施状況等

ン（牛海綿状脳症（BSE）対策に関する意

について（農村振興局整備部農村整備課、

見交換会）
」の開催（北海道札幌市）及び参

国土交通省、環境省）

加者の募集について（消費・安全局消費者

◇加工原材料用に係る政府所有ミニマム・

情報官、厚生労働省）

アクセス米の定例販売の結果について（概

◇第１回養豚問題懇談会及び第１回養鶏問

要）（総合食料局食糧部計画課）

題懇談会の開催及び傍聴について（生産局

◇日韓 FTA 締結交渉第５回会合の開催に

畜産部畜産振興課）

ついて（大臣官房国際部貿易関税課）

◇平成16年７月20日に混入を確認したタイ

◇平成16年度農林水産情報交流ネットワー

18日㈬◇食料・農業・農村政策審議会
分科会農業農村整備部会
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農
ク事業全国アンケート調査

政

野菜の生産流

日

誌
渡しについて（総合食料局食糧部消費流通

通情報に関する意識・意向調査結果（大臣

課）

官房情報課）

◇第４回「国産大豆の安定供給に関する懇

◇米国産牛肉等の輸入停止措置に伴う牛肉

談会」の概要及び「中間取りまとめ」につ

の需給動向について（生産局畜産部食肉鶏

いて（生産局農産振興課）

卵課）

◇第５回「野菜政策に関する研究会」の概

23日㈪◇平成16年８月第３週（８月16日〜８月20

要について（生産局野菜課）

日）の牛肉小売価格等の調査結果について

◇野菜政策の基本的方向「野菜政策に関す

（消費・安全局消費・安全政策課）

る研究会」中間報告書について（生産局野

◇全国資源評価会議の開催について（水産

菜課）

庁増殖推進部漁場資源課）

◇平成16年度第１回食料・農業・農村政策

◇第36回国際熱帯木材機関（ITTO）理事会

審議会

等の結果について（林野庁木材課木材貿易

ついて（生産局特産振興課）

対策室）

◇都市と農山漁村の共生・対流表彰事業「第

◇農林水産政策研究所研究成果報告会の開

２回オーライ

催について（農林水産政策研究所）

いて（農村振興局地域振興課グリーン・ツ

◇飼料安全法に基づく収去飼料等の試験結

ーリズム推進室）

果の公表について（消費・安全局衛生管理

◇農林物資の規格化及び品質表示の適正化

課薬事・飼料安全室）

に関する法律に基づく農林水産大臣の不利

生産分科会甘味資源部会の開催に

ニッポン大賞」の募集につ

◇コイヘルペスウイルス病に関する PCR

益処分に係る処分基準の公表について（消

検査結果（８月16日〜８月22日分）
（消費・

費・安全局表示・規格課）

安全局衛生管理課魚類安全室）

◇国有林の「レクリエーションの森」に関

◇第１回
「砂糖及びでん粉に関する検討会」

する検討会（第３回）の概要（林野庁国有

の開催について（生産局特産振興課）

林野部業務課）

◇市川農林水産副大臣の海外出張について

◇水産庁漁業調査船照洋丸による東部太平

（大臣官房国際部国際政策課）

洋熱帯域におけるカジキ類資源生態調査の

◇第１回「花き産業振興方針検討会」の概

実施について（水産庁増殖推進部漁場資源

要について（生産局果樹花き課）

課、 独 水産総合研究センター遠洋水産研究

◇我が国周辺水域における主要魚種の資源

所）

評価（案）に関する意見・情報の募集（水

◇水稲作況委員会（第２回）の意見（大臣

産庁増殖推進部漁場資源課）
24日㈫◇第７回「農林漁業金融に関する研究会」

官房統計部生産流通消費統計課）
26日㈭◇食料・農業・農村政策審議会

第12回施

の開催について（経営局金融調整課）

策部会の開催及び一般傍聴について（大臣

◇日本農林規格の制定案についての意見・

官房情報課情報分析室）

情報（パブリックコメント）の募集につい

◇第５回日韓 FTA 交渉会合の概要（大臣

て（消費・安全局表示・規格課）

官房国際部貿易関税課）

◇日本農林規格等の一部改正案についての

27日㈮◇第４回「乳用種に係る肉用子牛生産者補

意見・情報（パブリックコメント）の募集

給金制度の運用の在り方に関する研究会」

について（消費・安全局表示・規格課）

の開催及び傍聴について（生産局畜産部食

25日㈬◇加工食品品質表示基準等の一部改正等に

肉鶏卵課）

対する意見募集の結果について（消費・安

◇品質管理型たい肥自動混合・かくはん装

全局表示・規格課）

置現地検討会の開催について（生産局農産

◇平成16年７月26日に混入を確認したタイ

振興課、 独 農業・生物系特定産業技術研究

国産うるち精米の異物について（総合食料

機構）

局食糧部計画課）

◇農協系統金融機関の平成15事業年度末に

◇政府国内産米穀の一般競争入札による売

おけるリスク管理債権等の状況について

農
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（経営局金融調整課）

◇平成16年産米の検査結果（速報値）（平成

◇平成16年度第２回輸入米に係る特別売買

16年８月15日現在）
（総合食料局食糧部消費

（SBS）の結果の概要（総合食料局食糧部

流通課）

食糧貿易課）

◇平成16年産麦の検査結果（平成16年７月

◇高病原性鳥インフルエンザに関する家畜

15日現在）（総合食料局食糧部消費流通課）

伝染病予防法第52条の規定による報告徴求

◇平成16年度国営土地改良事業等の事前評

の結果について
（８月第４週分の報告）（消

価結果について（農村振興局計画部事業計

費・安全局衛生管理課）

画課、整備部水利整備課、防災課、総務課）

◇鹿児島県における豚コレラを疑う事例に

◇平成16年度国営土地改良事業等の期中の

ついて（消費・安全局衛生管理課）

評価結果について（農村振興局整備部水利

◇日・キリバス漁業協議の開催について（水

整備課、防災課、総務課）

産庁資源管理部国際課海外漁業協力室）

◇平成16年度国営土地改良事業等の完了後
の評価結果について（農村振興局計画部土

30日㈪◇バイオマスタウン構想の募集について
（大臣官房環境政策課資源循環室）

地改良企画課計画調整室）

◇平成16年８月第４週（８月23日〜８月27

◇市川農林水産副大臣とサラギ・インドネ

日）の牛肉小売価格等の調査結果について

シア農業大臣との会談の概要（大臣官房国

（消費・安全局消費・安全政策課）

際部国際経済課）

◇鹿児島県における豚コレラを疑う事例に

◇平成15年度食料品消費モニター第２回定

ついて（消費・安全局衛生管理課）

期調査結果及び第３回定期調査結果につい

◇2003年（第11次）漁業センサス結果概要

て（消費・安全局消費・安全政策課）

（要約）
（大臣官房統計部経営・構造統計課

◇研究開発の評価結果について（技術会議

センサス統計室）

事務局技術政策課）

◇県立宮古農林高等学校の農林水産大臣訪

◇「世界イネ研究会議−科学技術が拓くコ

問について（農村振興局計画部土地改良企

メと人の未来−」の開催と参加の募集のご

画課）

案内（技術会議事務局国際研究課、 独 国際

◇平成15年度食料品消費モニター第４回定

農林水産業研究センター）

期調査結果の概要について（消費・安全局

◇平成16年度林野公共事業の事業評価の結

消費・安全政策課）

果について（林野庁国有林野部業務課、森

◇台湾からの家きん及び家きん肉等の輸入

林整備部整備課、森林整備部計画課）

停止措置の解除について（消費・安全局衛
生管理課国際衛生対策室）

法令>

◇コイヘルペスウイルス病に関する PCR

８月25日㈬◇商品取引所法施行規則の一部を改正する

検査結果（８月23日〜８月29日分）
（消費・

省令（農林水産省・経済産業省令第８号）

安全局衛生管理課魚類安全室）

を公布（平成16年９月１日施行）

31日㈫◇平成17年度農林水産予算概算要求の概要

27日㈮◇商品取引所法の一部を改正する法律の施

◇平成17年度組織・定員要求の概要につい

行期日を定める政令（政令第258号）を公布

て

（平成17年５月１日施行）

◇野菜に関する月間情報（８月分）の提供

◇商品取引所法施行令の一部を改正する政

について（生産局野菜課）

令（政令第259号）を公布（商品取引所法の

◇諌早湾干拓・仮処分命令に対する異議申

一部を改正する法律の施行の日（平成17年

立てについて（農村振興局整備部設計課）

５月１日）から施行。ただし、次条から附

◇牛海綿状脳症（BSE）サーベイランスの

則第４条までの規定は、同日施行）

結果について（平成16年７月末まで）（消

◇特定商取引に関する法律及び割賦販売法

費・安全局衛生管理課）

の一部を改正する法律の施行期日を定める

◇第６回農林水産省政策評価会の開催及び

政令（政令第260号）を公布（平成16年11月

傍聴について（大臣官房企画評価課）

11日施行）
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◇特定商取引に関する法律施行令及び割賦

◇平成16年度飼料増産重点地区の概要につ

販売法施行令の一部を改正する政令（政令

いて（生産局畜産部畜産振興課）

第261号）を公布（特定商取引に関する法律

◇石原農林水産事務次官の海外出張につい

及び割賦販売法の一部を改正する法律の施

て（大臣官房国際部国際政策課）

行の日（平成16年11月11日）施行）

◇平成16年７月26日に混入を確認した米国

30日㈪◇農林水産省関係構造改革特別区域法第２

産うるち砕精米の異物について（総合食料

条第３項に規定する省令の特例に関する措

局食糧部計画課）

置及びその適用を受ける特定事業を定める

◇平成16年７月27日に混入を確認したタイ

省令の一部を改正する省令（農林水産省令

国産うるち精米の異物について（総合食料

第64号）を公布（平成16年10月１日施行）

局食糧部計画課）

◇農地法施行規則の一部を改正する省令

◇政府国内産米穀の一般競争入札による売

（農林水産省令第65号）を公布（平成16年

渡しの結果について（９月分・速報値）（総

10月１日施行）

合食料局食糧部消費流通課）

９

月

９月１日㈬◇主要食料品の小売価格等の見通し（消
費・安全局消費・安全政策課）

◇林業用手持機械の振動・騒音測定値につ
いて（林野庁森林整備部研究普及課技術開
発推進室）
３日㈮◇平成16年度農業農村整備事業等補助事業

◇2004食育実証研究発表会の開催及び参加

の事前評価結果について（農村振興局計画

者募集について（消費・安全局消費者情報

部事業計画課、整備部農地整備課、農村整

官）

備課、生産局畜産部畜産振興課）

◇日・フィリピン経済連携協定交渉第４回

◇化学合成農薬が検出されたクララの抽出

会合の開催について（大臣官房国際部国際

物が主成分とみられる資材について（消

調整課）

費・安全局農産安全管理課）

◇平成16年７月23日に混入を確認した国内

◇「台風等災害」に係る福本農林水産大臣

産米の異物について（総合食料局食糧部消

政務官の現地調査について（経営局経営政

費流通課）

策課）

◇「食を考える国民フォーラム」の開催に

◇株式会社ローヤルにおける青果物の原産

ついて（消費・安全局消費者情報官）

地の不正表示に対する措置について（消

◇第１回養豚問題懇談会の概要について

費・安全局表示・規格課）

（生産局畜産部畜産振興課）

◇日本通運株式会社における「パイナップ

◇第４回「適切な森林管理に向けた林業経

ル」の原産地の不正表示に対する措置につ

営のあり方に関する検討会」の開催につい

いて（消費・安全局表示・規格課）

て（林野庁林政部経営課）

◇農業資材審議会飼料分科会の開催及び一

◇ベーリング公海漁業条約第９回年次会議

般傍聴について（消費・安全局衛生管理課）

の開催について
（水産庁資源管理部国際課、

◇平成16年８月12日に混入を確認した国内

増殖推進部漁場資源課）

産米の異物について（総合食料局食糧部消

◇水産物の市況について（平成16年８月及

費流通課）

び９月）
（水産庁漁政部加工流通課）

◇食料・農業・農村政策審議会企画部会（第

２日㈭◇農林水産政策研究所研究成果報告会の開

18回）の開催及び傍聴について（大臣官房

催について（農林水産政策研究所農林水産

企画評価課）

情勢分析センター）

◇「生産情報公表豚肉の JAS 規格」説明会

◇平成16年度第１回畜産環境対策担当者等

の開催について（消費・安全局表示・規格

全国会議の概要について（生産局畜産部畜

課、㈶食品産業センター）

産企画課畜産環境対策室）

◇第１回林業普及指導運営方針の策定に関

◇農林物資規格調査会総会の開催について

する懇談会の開催について（林野庁森林整

（消費・安全局表示・規格課）

備部研究普及課）

農

政

◇林政審議会の開催及び一般傍聴について

日

誌
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部漁場資源課）
８日㈬◇地方農政局長等会議の開催について（大

（林野庁林政部林政課）
◇日・キリバス漁業協議の結果について（水

臣官房地方課）

産庁資源管理部国際課海外漁業協力室）

◇普通肥料の検査結果の公表について（消

６日㈪◇食料・農業・農村政策審議会

企画部会

費・安全局農産安全管理課）

地方公聴会（岡山会場）の中止について（大

◇第２回養鶏問題懇談会及び第２回養豚問

臣官房企画評価課）

題懇談会の開催及び傍聴について（生産局

◇平成16年９月第１週（８月30日〜９月３

畜産部畜産振興課）

日）の牛肉小売価格等の調査結果について

◇遺伝子組換え生物等の第一種使用規程の

（消費・安全局消費・安全政策課）

承認申請案件に対する意見・情報の募集（消

◇農林物資規格調査会総会の審議の概要に

費・安全局農産安全管理課）

ついて（消費・安全局表示・規格課）

◇政府国内産米穀の一般競争入札による売

◇第１回養鶏問題懇談会の概要について

渡しの結果について（９月分・確定値）（総

（生産局畜産部食肉鶏卵課）

合食料局食糧部消費流通課）

◇政府国内産米穀（需要拡大製品用途）の

◇第12回日中農産物貿易協議会の開催につ

一般競争入札による売渡しについて（総合

いて（生産局野菜課、林野庁林政部経営課

食料局食糧部計画課）

特用林産対策室、大臣官房国際部貿易関税

◇コイヘルペスウイルス病に関する PCR

課）

検査結果（８月30日〜９月５日分）
（消費・

◇漁船海難防止強化旬間の実施について
（水産庁漁政部企画課）

安全局衛生管理課魚類安全室）
◇木の文化を支える森づくり活動について

９日㈭◇政府保有に係るオーストラリア産精米の

（林野庁国有林野部業務課国有林野総合利

変質米混入について（総合食料局食糧部消

用推進室）

費流通課）

◇アジア森林パートナーシップ（AFP）の

◇日・タイ経済連携協定交渉第４回会合の

強化を図るための地域ワークショップの結

開催について（大臣官房国際部国際調整課、

果概要について（林野庁森林整備部計画課

国際協力課）

海外林業協力室、林政部木材課木材貿易対

10日㈮◇「立ち上がる農山漁村」シンポジウムの

策室）

開催について（農村振興局農村政策課、㈶

◇平成16年度第２回冷凍水産物需給情報検

農学会）

討会の協議結果
（水産庁漁政部加工流通課）

◇米の１人１ヵ月当たり消費量（平成16年

７日㈫◇政府保有に係るアメリカ産精米のカビ付

７月分）（総合食料局食糧部計画課）

着の発見について（総合食料局食糧部消費

◇平成16年度下期の関税割当公表について

流通課）

（大臣官房国際部貿易関税課）
第９回総

◇第７回コイヘルペスウイルス病に関する

合食料分科会の開催及び傍聴について（総

技術検討会の開催について（消費・安全局

合食料局食料企画課）

衛生管理課魚類安全室）

◇平成14年度農業・食料関連産業の経済計

◇食品に関するリスクコミュニケーション

算（速報）概要（大臣官房情報課情報分析

（リスク分析の概念を踏まえた食品安全行

室）

政の取組や健康食品についての意見交換

◇「美の里づくりガイドライン」の作成に

会）の開催（沖縄県那覇市）について（消

ついて（農村振興局農村政策課）

費・安全局消費者情報官、厚生労働省）

◇第４回「適切な森林管理に向けた林業経

◇日・フィリピン経済連携協定（EPA）交

営のあり方に関する検討会」の議事概要に

渉第４回会合の概要（大臣官房国際部国際

ついて（林野庁林政部経営課）

調整課）

◇豊かな東京湾再生検討委員会第３回食文

◇全国資源評価会議の結果について（水産

化分科会の開催について（水産庁増殖推進

庁増殖推進部漁場資源課）

◇食料・農業・農村政策審議会
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◇指定漁業の許可及び取締り等に関する省

の開催及び傍聴について（生産局畜産部食

令の一部を改正する省令案についてのパブ

肉鶏卵課）

リック・コメントの実施について（水産庁

◇平成16年産麦の検査結果（速報値）（平成

漁政部企画課）

16年８月末日現在）
（総合食料局食糧部消費

13日㈪◇平成16年９月第２週（９月６日〜９月10

流通課）

日）の牛肉小売価格等の調査結果について

◇平成16年産米の検査結果（速報値）（平成

（消費・安全局消費・安全政策課）

16年８月末日現在）
（総合食料局食糧部消費

◇全国家畜衛生担当者会議の開催について

流通課）

（消費・安全局衛生管理課）

◇加工原材料用に係る政府所有ミニマム・

◇飼料安全法に基づく収去飼料等の試験結

アクセス米の定例販売の実施について（平

果の公表について（消費・安全局衛生管理

成16年10月分）
（総合食料局食糧部消費流通

課薬事・飼料安全室）

課）

◇平成20砂糖年度国内産糖の目標生産費に

◇第７回農林水産省政策評価会の開催及び

ついて（生産局特産振興課）

傍聴について（大臣官房企画評価課）

◇政府保有に係るタイ国産うるち精米の異

◇第10回農業資材審議会飼料分科会の概要

物混入について
（総合食料局食糧部計画課）

について（消費・安全局衛生管理課）

◇コイヘルペスウイルス病に関する PCR

◇第12回日中農産物貿易協議会の結果につ

検査結果（９月６日〜９月12日分）
（消費・

いて（生産局野菜課、林野庁林政部経営課

安全局衛生管理課魚類安全室）

特用林産対策室、大臣官房国際部貿易関税

◇牛海綿状脳症（BSE）の確定診断の結果

課）

について（消費・安全局衛生管理課）

◇林政審議会の概要について（林野庁国有

◇第３回森林国営保険に関する検討会の開

林野部管理課、経営企画課、林政部林政課）

催について
（林野庁森林整備部森林保全課）

◇平成16年紀伊半島沖、東海道沖地震によ

◇ベーリング公海漁業条約第９回年次会議

る被害漁業者等に対する経営資金等の融通

の結果について
（水産庁資源管理部国際課、

及び既貸付金の償還猶予等について（水産

増殖推進部漁場資源課）

庁漁政部水産経営課）

◇「栽培漁業のあり方について〜報告書〜」

◇平成16年７月梅雨前線豪雨、台風第15号、

について（水産庁増殖推進部栽培養殖課）

台風第16号、台風第17号及び台風第18号に

◇平成16年度北西太平洋アカイカ漁況予報

よる被害漁業者等に対する経営資金等の融

（水産庁増殖推進部漁場資源課、 独 水産総

通及び既貸付金の償還猶予等について（水

合研究センター北海道区水産研究所）

産庁漁政部水産経営課）

◇北西大西洋漁業機関（NAFO）第26回年

15日㈬◇第４回犬等の検疫制度検討会の開催につ

次会合の開催について（水産庁資源管理部

いて（消費・安全局衛生管理課国際衛生対

国際課）

策室）

14日㈫◇「食品に関するリスクコミュニケーショ

◇第19回「食品の表示に関する共同会議」

ン（牛海綿状脳症（BSE）対策に関する意

の開催について（消費・安全局表示・規格

見交換会）
」
の開催及び出席者の募集につい

課、厚生労働省）

て（消費・安全局消費者情報官、厚生労働

◇政府保有に係るアメリカ産精米の異物混

省）

入について（総合食料局食糧部消費流通課）

◇平成16年６月・７月度の蚕糸業需給・価

◇第７回コイヘルペスウイルス病に関する

格動向（生産局特産振興課）

技術検討会の概要について（消費・安全局

◇平成16年度機構営事業事後評価（筑後川

衛生管理課魚類安全室）

下流用水事業）第三者委員会（第２回）議

◇クローン牛の異動報告のとりまとめにつ

事概要及び議事録（農村振興局総務課）

い て（H16.8.1〜H16.8.31異 動 情 報 提 供

◇第５回「乳用種に係る肉用子牛生産者補

分）
（技術会議事務局技術安全課、生産局畜

給金制度の運用の在り方に関する研究会」

産部畜産振興課生産技術室）

農

政

日

誌
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◇「第１回林業普及指導運営方針の策定に

◇カナダからの家きん、家きん肉等の輸入

関する懇談会」の概要について（林野庁森

停止措置の解除について（消費・安全局衛

林整備部研究普及課）

生管理課国際衛生対策室）

◇第４回豊かな東京湾再生検討委員会の開

◇第２回「花き産業振興方針検討会」の開

催について
（水産庁増殖推進部漁場資源課）

催及び傍聴について（生産局果樹花き課花

16日㈭◇平成16年８月の国内産米穀の卸・小売価

き対策室）

格の概況について（総合食料局食糧部計画

◇食料・農業・農村政策審議会生産分科会

課）

果樹部会第４回産地・経営小委員会の開催

◇食料・農業・農村政策審議会

第９回総

について（生産局果樹花き課）

合食料分科会資料一覧（総合食料局流通課

◇麦製品等の取引価格の推移（平成16年８

卸売市場室、食品産業企画課食品環境対策

月分）（総合食料局食糧部計画課）

室）

◇食料・農業・農村政策審議会

◇牛海綿状脳症（BSE）の調査状況等につ

分科会農業農村整備部会

いて（消費・安全局衛生管理課）

回企画小委員会の開催について（農村振興

◇家畜及び鶏の改良増殖目標についての研

局計画部事業計画課）

究会（馬、鶏）の開催について（生産局畜

◇第14回豚コレラ撲滅技術検討会の開催に

産部畜産振興課）

ついて（消費・安全局衛生管理課）

◇茨城県神栖町において農業用井戸水及び

◇政府が販売した米国産うるち精米の異物

産米から有機ヒ素化合物が検出されたとい

混入について（総合食料局食糧部計画課）

う発表について（消費・安全局農産安全管

◇食料・農業・農村政策審議会

理課）

（第19回及び第20回）の開催及び傍聴につ

◇鹿児島県における豚コレラを疑う事例に

いて（大臣官房企画評価課）

ついて（消費・安全局衛生管理課）

◇「果実の輸出に関する情報交換会」の開

◇食料・農業・農村政策審議会

企画部会

催及び傍聴について（生産局果樹花き課）

（第18回）の資料について（大臣官房企画

◇政府国内産米穀（需要拡大製品用途）の

評価課）

一般競争入札による売渡しの結果について

◇平成15年木材需給表（丸太換算）の概要

（総合食料局食糧部計画課）

（林野庁林政部企画課）

◇米国産牛肉等の輸入停止措置に伴う牛肉

◇ NPAFC（北太平洋溯河性魚類委員会）

の需給動向について（生産局畜産部食肉鶏

公開市民講座の開催について（水産庁漁場

卵課）

資源課、 独 さけ・ます資源管理センター）

◇犬等の新しい検疫制度説明会の開催につ

17日㈮◇株式会社丸和が販売した「あさり」にお

いて（消費・安全局衛生管理課国際衛生対

農村振興

平成16年度第１

企画部会

ける不適正表示に対する措置について肥料

策室、動物検疫所）

取締法に基づく普通肥料の公定規格等の一

◇市販輸入野菜等の買い上げ検査の結果に

部改正案についての意見・情報の募集につ

ついて（消費・安全局消費・安全政策課）

いて（消費・安全局表示・規格課）

◇日・タイ経済連携協定（EPA）交渉第４

◇肥料取締法に基づく特殊肥料の品質表示

回会合の概要（大臣官房国際部国際調整課）

基準等の一部改正案についての意見・情報

◇日・ソロモン漁業協議の開催について（水

の募集について（消費・安全局農産安全管

産庁資源管理部国際課海外漁業協力室）

理課）

◇肥料取締法に基づく普通肥料の公定規格

◇特殊包装かまぼこ類の日本農林規格等の

等の一部改正案についての意見・情報の募

廃止案についての意見・情報の募集結果に

集について（消費・安全局農産安全管理課）

ついて（消費・安全局表示・規格課）

18日㈯◇第14回豚コレラ撲滅技術検討会の概要に

◇都市と農山漁村の共生・対流に関するプ

ついて（消費・安全局衛生管理課）

ロジェクトチーム第８回会合の概要（農村

21日㈫◇平成16年９月第３週（９月13日〜９月17

振興局地域振興課）

日）の牛肉小売価格等の調査結果について
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（消費・安全局消費・安全政策課）

会合の開催について（大臣官房国際部国際

◇「食品等の地理的表示の保護に関する専

協力課、国際調整課）

門家会合（第１回）
」の開催及び傍聴につい

◇水稲作況委員会（第３回）の意見（大臣

て（総合食料局食品産業企画課）

官房統計部生産流通消費統計課）

◇農林物資規格調査会専門委員の募集につ

◇第２期北西太平洋鯨類捕獲調査（沖合調

いて（消費・安全局表示・規格課）

査）の終了及び調査船団の入港について（水

◇平成16年度外国産麦類検査実績の産地

産庁資源管理部遠洋課）

（型）銘柄別、検査項目別平均値（平成16

◇水産政策審議会第17回資源管理分科会の

年４月〜７月）
（総合食料局食糧部消費流通
課）
◇コイヘルペスウイルス病に関する PCR
検査結果（９月13日〜９月20日分）
（消費・

結果について（水産庁漁政部漁政課）
23日㈭◇牛海綿状脳症（BSE）の確定診断の結果
について（消費・安全局衛生管理課）
24日㈮◇平成16年度の落花生の関税割当公表（第

安全局衛生管理課魚類安全室）

２次）について（大臣官房国際部貿易関税

◇第三回「森の 聞き書き甲子園 」参加高

課）

校生と森の名手・名人の組み合わせの決定

◇政府国内産米穀の一般競争入札による売

について（林野庁森林整備部森林保全課、

渡しについて（総合食料局食糧部消費流通

文部科学省）

課）

◇第３回森林国営保険に関する検討会の概

◇家畜改良増殖目標についての研究会（肉

要について
（林野庁森林整備部森林保全課）

用牛、乳用牛）の開催について（生産局畜

◇北西大西洋漁業機関（NAFO）第26回年

産部畜産振興課）

次会合の結果について（水産庁資源管理部

◇食料・農業・農村政策審議会

国際課）

会果樹部会

◇日韓海洋生物資源専門家小委員会の結果

ついて（生産局果樹花き課）

について（水産庁資源管理部国際課）

◇豚コレラ関係の定期報告関連情報につい

22日㈬◇「植物新品種の保護に関する研究会中間

生産分科

第４回需給小委員会の開催に

て（消費・安全局衛生管理課）

とりまとめ」に対する意見の募集について

◇都市と農山漁村の共生・対流に関わる

（生産局種苗課）

NPO 法人との懇談会の概要（農村振興局

◇平成16年産国内産米穀の政府買入契約に

地域振興課）

係る資格審査について（総合食料局食糧部

◇「食品に関するリスクコミュニケーショ

消費流通課）

ン（牛海綿状脳症（BSE）対策に関する意

◇平成16砂糖年度10月−12月期における砂

見交換会）」の開催及び出席者の募集につい

糖及び異性化糖の需給見通し（生産局特産

て（消費・安全局消費者情報官、厚生労働

振興課）

省）

◇平成16年８月31日に発見した政府所有に

◇飼料安全法の基準・規格に違反する事例

係る米国産精米のカビ付着について（総合

について（消費・安全局衛生管理課薬事・

食料局食糧部消費流通課）

飼料安全室）

◇加工原材料用に係る政府所有ミニマム・

◇諫早湾干拓・仮処分命令に対する異議申

アクセス米の定例販売の結果について（概

立理由書等の提出について（農村振興局整

要）（９月21日実施）
（総合食料局食糧部計

備部設計課）

画課）

◇
「知床世界自然遺産候補地地域連絡会議」

◇平成15年度食料品消費モニター第４回定

における国際自然保護連合（IUCN）からの

期調査結果について（消費・安全局消費・

書簡内容の説明について（林野庁森林整備

安全政策課）

部森林保全課）

◇第２回養鶏問題懇談会の概要について

◇生物多様性影響評価検討会総合検討会の

（生産局畜産部食肉鶏卵課）

開催及び傍聴について（技術会議事務局技

◇日・マレーシア経済連携協定交渉第５回

術安全課）

農

政

◇平成16年度「農林研究の歳時記」の配布
について（技術会議事務局筑波事務所）

日

誌
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独 水産総合研究センター北海道区水産研究

所）

27日㈪◇平成16年９月第４週（９月21日〜９月24

29日㈬◇ブラジル連邦共和国産マンゴウ生果実の

日）の牛肉小売価格等の調査結果について

輸入解禁について（消費・安全局植物防疫

（消費・安全局消費・安全政策課）

課）

◇平成16年産銘柄米の特別調査の実施につ

◇食料・農業・農村政策審議会

いて（消費・安全局表示・規格課食品表示・

会果樹部会

規格監視室）

概要について（生産局果樹花き課）

◇食料・農業・農村政策審議会

生産分科

生産分科

第４回産地・経営小委員会の

◇次世代農業機械等緊急開発事業開発機公

会第７回畜産企画部会の開催及び傍聴につ

開行事の開催について（生産局農産振興課、

いて（生産局畜産部畜産企画課）

独 農業・生物系特定産業技術研究機構生物

◇第２回養豚問題懇談会の概要について

系特定産業技術研究支援センター）

（生産局畜産部畜産振興課）

◇「食品に関するリスクコミュニケーショ

◇「植物新品種の保護に関する研究会」自

ン（農薬に関する意見交換会）」の開催及び

家増殖に関する分科会の開催について（生

出席者の募集について（消費・安全局消費

産局種苗課）

者情報官）

◇コイヘルペスウイルス病に関する PCR

◇「高病原性鳥インフルエンザに関する意

検査結果（９月21日〜９月26日分）
（消費・

見交換会」の開催及び出席者の募集につい

安全局衛生管理課魚類安全室）

て（消費・安全局消費者情報官）

◇平成16年度第２回 M A 一般輸入米入札

◇平成15年度農畜水産物に係るダイオキシ

結果の概要
（総合食料局食糧部食糧貿易課）

ン類の実態調査の結果について（水産庁増

◇ BSE 患畜（第12例目）に関する情報（消

殖推進部漁場資源課、消費・安全局衛生管

費・安全局衛生管理課）

理課、農産安全管理課）

◇日・ソロモン漁業協議の結果について（水

◇日・マレーシア経済連携協定締結交渉第

産庁資源管理部国際課海外漁業協力室）

５回会合の概要について（大臣官房国際部

◇ WTO ルール交渉に対する漁業補助金

国際協力課、国際調整課）

に関する提案の提出について（水産庁漁政
部加工流通課）
28日㈫◇第６回「野菜政策に関する研究会」の開

30日㈭◇牛海綿状脳症（BSE）サーベイランスの
結果について（平成16年８月末まで）（消
費・安全局衛生管理課）

催及び傍聴について（生産局野菜課）

◇家畜改良増殖目標についての研究会（豚、

◇政府保有に係るアメリカ産砕精米の異物

めん羊・山羊）の開催について（生産局畜

混入について（総合食料局食糧部消費流通

産部畜産振興課）

課）

◇野菜に関する月間情報（９月分）の提供

◇米国からの家きん、家きん肉等の輸入停

について（生産局野菜課）

止措置の一部解除について（消費・安全局

◇平成16年度「木の日」を中心とした行事

衛生管理課国際衛生対策室）

一覧について（林野庁林政部木材課）

◇飼料の有害物質の指導基準に違反する事

◇「海洋生物資源の保存及び管理に関する

例について（消費・安全局衛生管理課薬事・

基本計画」の変更についての意見・情報の

飼料安全室）

募集について（水産庁資源管理部管理課資

◇中国の木炭輸出禁止措置に伴う対応につ

源管理推進室）

いて（林野庁林政部経営課特用林産対策室）

◇水産物の市況について（平成16年９月及

◇ワシントン条約（CITES）第13回締約国

び10月）（水産庁漁政部加工流通課）

会議の概要等（水産庁増殖推進部漁場資源

◇平成16年度農林水産省農作物新品種命名

課生態系保全室）

登録（第１回）について（技術会議事務局

◇平成16年度第２回太平洋スルメイカ長期

地域研究課）

漁況予報（水産庁増殖推進部漁場資源課、
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24日㈮◇特定工場における公害防止組織の整備に

法令>
９月３日㈮◇平成16年７月８日から同月21日までの間

関する法律施行規則の一部を改正する省令

の豪雨による災害についての激甚災害及び

（財務省・厚生労働省・農林水産省・経済

これに対し適用すべき措置の指定に関する

産業省・国土交通省・環境省令第１号）を

政令（政令第264号）を公布（同日施行）

公布（同日施行）

◇農林水産省関係構造改革特別区域法施行

29日㈬◇植物防疫法施行規則の一部を改正する省

規則の一部を改正する省令（農林水産省令

令（農林水産省令第71号）を公布（同日施

第66号）を公布（平成16年10月１日施行）

行）

７日㈫◇植物防疫法施行規則の一部を改正する省

◇独立行政法人緑資源機構法施行令の一部

令（農林水産省令第67号）を公布（同日施

を改正する政令（政令285号）を公布（平成

行）

16年10月１日施行。ただし、別表第１岐阜

８日㈬◇種苗法施行令の一部を改正する政令（政
令第267号）を公布（同日施行）

県の項の改正規定、同表広島県の項の改正
規定（「戸河内町、芸北町」を「芸北町、安

９日㈭◇家畜伝染病予防法施行規則の一部を改正

芸太田町」に改める部分を除く。）及び同表

する省令（農林水産省令第68号）を公布（同

愛媛県の項の改正規定（「南宇和郡のうち内

日施行。ただし、第20条を削り、第21条を

海村、城辺町、一本松町」を「南宇和郡愛

第20条とし、同条の次に１条を加える改正

南町」に改める部分を除く。）は、同日施行）

規定並びに別記様式第14号及び第14号の２

◇関税割当制度に関する政令の一部を改正

の改正規定は、平成16年12月１日施行）

する政令（政令第291号）を公布（平成16年

15日㈬◇工業標準化法に基づく表示認定申請手数

10月１日施行）

料の額等を定める政令等の一部を改正する

◇海洋汚染及び海上災害の防止に関する法

政令（政令第272号）を公布（平成16年10月

律施行令の一部を改正する政令（政令第293

１日施行）

号）を公布（海洋汚染及び海上災害の防止

◇武力攻撃事態等における国民の保護のた

に関する法律等の一部を改正する法律の施

めの措置に関する法律の施行期日を定める

行の日から施行。ただし、＜以下、略＞）

政令（政令第274号）を公布（平成16年９月

◇厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員

17日施行）

共済組合制度の統合を図るための農林漁業

◇武力攻撃事態等における国民の保護のた

団体職員共済組合法等を廃止する等の法律

めの措置に関する法律施行令（政令第275

の施行に伴う存続組合が支給する特例年金

号）を公布（法の施行の日（平成16年９月

給付等に関する政令の一部を改正する等の

17日）施行）

政令（政令第299号）を公布（平成16年10月

◇武力攻撃事態等におけるアメリカ合衆国

１日施行）

の軍隊の行動に伴い我が国が実施する措置

◇国民年金法等の一部を改正する法律の施

に関する法律の一部の施行期日を定める政

行に伴う厚生年金保険制度及び農林漁業団

令（政令第277号）を公布（平成16年９月17

体職員共済組合制度の統合を図るための農

日施行）

林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等

◇武力攻撃事態等における特定公共施設等

の法律による特例障害農林年金及び特例遺

の利用に関する法律の施行期日を定める政

族農林年金に関する経過措置に関する政令

令（政令279号）を公布（平成16年９月17日

（政令第300号）を公布（平成16年10月１日

施行）

施行）

22日㈬◇工業標準化法に基づく外国製造業者等に

30日㈭◇農林水産技術会議事務局組織規則の一部

係る表示認定申請手数料の額の計算等に関

を改正する省令（農林水産省令第72号）を

する省令等の一部を改正する省令（厚生労

公布（平成16年10月１日施行）

働省・農林水産省・経済産業省・国土交通

◇農林水産省組織規則の一部を改正する省

省令第２号）を公布（平成16年10月１日施

令（農林水産省令第73号）を公布（平成16

行）

年10月１日施行。ただし、次の各号に掲げ
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る改正規定は、当該各号に定める日から施

糧貿易課）

行。＜以下、略＞）

◇政府国内産米穀（酒類（清酒）用途）の

◇農林物資の規格化及び品質表示の適正化

一般競争入札による売渡しについて（総合

に関する法律に基づく登録格付機関等を登

食料局食糧部計画課）

録する省令の一部を改正する省令（農林水

◇平成17年産畑作物価格等について（総合

産省令第74号）を公布（同日施行）

食料局食糧部食糧貿易課、生産局農産振興

◇人材認定等事業に係る登録に関する省令

課、特産振興課）

（文部科学省・農林水産省・経済産業省・

◇ BSE に係る日米 専 門 家 会 合 に つ い て

国土交通省・環境省令第１号）を公布（平

（消費・安全局衛生管理課国際衛生対策室）

成16年10月１日施行）

◇食料・農業・農村政策審議会

企画部会

（第19回）の資料について（大臣官房企画

10 月

評価課）

10月１日㈮◇主要食料品の小売価格等の見通し（消

◇間伐推進強化期間の取組について林野庁

費・安全局消費・安全政策課）

森林整備部整備課造林間伐対策室）

◇平成16年度下期の関税割当公表について

◇漁業法第58条第１項の規定に基づく中型

（大臣官房国際部貿易関税課）

さけ・ます流し網漁業の告示案についての

◇第１回「環境と調和のとれた作物生産の

パブリックコメントの実施について（水産

確保に関する懇談会」の開催及び傍聴につ

庁資源管理部遠洋課）

いて（生産局農産振興課環境保全型農業対

◇第11回栽培漁業のあり方検討会の開催に

策室）

ついて（水産庁資源管理部栽培養殖課）

◇農林水産公共事業のコスト縮減対策の概

◇平成16年度東北海区サバ長期漁況予報

要（大臣官房予算課、農村振興局整備部設

（水産庁増殖推進部漁場資源課、 独 水産総

計課、林野庁森林整備部計画課、水産庁漁

合研究センター東北区水産研究所）

港漁場整備部整備課）

◇平成16年度第２回日本海海況予報（水産

◇第14回コーデックス連絡協議会の開催及

庁増殖推進部漁場資源課、 独 水産総合研究

び一般傍聴の募集について（消費・安全局

センター日本海区水産研究所）

消費・安全政策課、厚生労働省）

４日㈪◇平成16年度農林水産省政策評価（実績評

◇ BSE 患畜（第13例目）に関する情報（消

価）に対する意見・情報の募集について（大

費・安全局衛生管理課）

臣官房企画評価課）

◇家畜改良増殖目標についての研究会（馬）

◇平成16年９月第５週（９月27日〜10月１

の概要について
（生産局畜産部畜産振興課）

日）の牛肉小売価格等の調査結果について

◇平成16年産米の検査結果
（速報値）
（平成

（消費・安全局消費・安全政策課）

16年９月15日現在）
（総合食料局食糧部消費

◇株式会社タカチホが販売した「菓子（グ

流通課）

ミ）」における不適正表示に対する措置につ

◇平成16年産麦の検査結果
（速報値）
（平成

いて（消費・安全局表示・規格課食品表示・

16年９月15日現在）
（総合食料局食糧部消費

規格監視室）

流通課）

◇第２回鶏の改良増殖目標についての研究

◇食料・農業・農村政策審議会

総合食料

会の概要について（生産局畜産部畜産振興

分科会食糧部会の開催について（総合食料

課）

局食料企画課）

◇普通肥料の検査結果の公表について（消

◇ INWEPF「国際水田・水環境ネットワー

費・安全局農産安全管理課）

ク」設立記念シンポジウム一般参加者の募

◇豚コレラ関係の定期報告関連情報につい

集について
（農村振興局整備部水利整備課）

て（消費・安全局衛生管理課）

◇食料・農業・農村政策審議会

総合食料

◇コイヘルペスウイルス病に関する PCR

麦政策検討小委員会の開

検査結果（９月27日〜10月３日分）（消費・

分科会食糧部会

催及び傍聴について（総合食料局食糧部食

安全局衛生管理課魚類安全室）
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◇第11回栽培漁業のあり方検討会の結果概
要について（水産庁増殖推進部栽培養殖課）
７日㈭◇食料・農業・農村政策審議会

いて（林野庁林政部木材課）

総合食料

◇「平成16年木材（用材）需給見通しの見

分科会食糧部会

直し」について（林野庁林政部木材課）

料について（総合食料局食糧部食糧貿易課）

◇第３回全国漁港漁場整備技術研究発表会

◇細断型ロールベーラによるとうもろこし

の開催について（水産庁漁港漁場整備部整

ラップサイレージの効率的作業及び給与技

備課）

術等現地検討会の開催について（生産局農

５日㈫◇農林水産省の平成14年度財務書類の公表

麦政策検討小委員会の資

産振興課、東北農政局）
◇「植物新品種の保護に関する研究会」加

について（大臣官房経理課）
◇食料・農業・農村政策審議会

総合食料

工品に関する分科会（第１回）の開催につ

分科会食糧部会資料一覧（総合食料局食糧

いて（生産局種苗課）

部食糧貿易課）

◇平成16年度病害虫発生予報第７号の発表

◇平成16年９月６日に発見したオーストラ

について（消費・安全局植物防疫課）

リア産うるち精米の変質米について（総合

◇政府保有に係るタイ国産うるち精米の異

食料局食糧部消費流通課）

物混入について（総合食料局食糧部計画課）

◇カルフール・ジャパン株式会社に対する

◇政府国内産米穀の一般競争入札による売

措置（厳重注意）について（消費・安全局

渡しの結果について（10月分・速報値）（総

表示・規格課食品表示・規格監視室）

合食料局食糧部消費流通課）

◇犬等の新しい検疫制度について（消費・

８日㈮◇牛海綿状脳症（BSE）の調査状況等につ
いて（消費・安全局衛生管理課）

安全局衛生管理課国際衛生対策室）
６日㈬◇犬等の輸出入検疫規則の一部を改正する

◇第18回農業生産資材問題検討会の概要及

省令案についての意見・情報の募集結果に

び中間報告書について（生産局農産振興課

ついて（消費・安全局衛生管理課国際衛生

技術対策室、消費・安全局農産安全管理課）

対策室）

◇食料・農業・農村政策審議会

◇平成16年度機構営事業再評価第三者委員

会果樹部会

会（第１回）水資源機構豊川用水二期事業

ついて（生産局果樹花き課）

現地調査及び現地検討会

◇食料・農業・農村政策審議会

議事録（農村振

生産分科

第４回需給小委員会の概要に
企画部会

興局総務課）

（第20回）の資料について（大臣官房企画

◇平成16年度機構営事業再評価第三者委員

評価課）

会（第３回）水資源機構香川用水施設緊急

◇第２回家畜改良増殖目標についての研究

改築事業現地調査及び現地検討会

会（乳用牛）の概要について（生産局畜産

議事録

（農村振興局総務課）

部畜産振興課）

◇第９回「JAS 制度のあり方検討会」の開

◇第２回家畜改良増殖目標についての研究

催及び傍聴の募集について（消費・安全局

会（肉用牛）の概要について（生産局畜産

表示・規格課）

部畜産振興課）

◇平成16年度機構営事業再評価第三者委員

◇日中海洋生物資源専門家小委員会の開催

会（第４回）議事録（農村振興局総務課）

について（水産庁資源管理部国際課）

◇政府保有に係る豪州産うるち精米の異物

◇日本海・九州西広域漁業調整委員会及び

混入について（総合食料局食糧部計画課）

各部会の開催について（水産庁資源管理部

◇食料・農業・農村政策審議会

企画部会

（第21回）の開催及び傍聴について（大臣

（型）銘柄別、検査項目別平均値（総合食

官房企画評価課）
◇食料・農業・農村政策審議会

管理課資源管理推進室）
12日㈫◇平成16年度外国産麦類検査実績の産地

生産分科

料局食糧部消費流通課）

会第７回畜産企画部会の概要について（生

◇平成16年10月第１週（10月４日〜10月８

産局畜産部畜産企画課）

日）の牛肉小売価格等の調査結果について

農
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（消費・安全局消費・安全政策課）

産振興課）

◇第６回「乳用種に係る肉用子牛生産者補

◇米の１人１ヶ月当たり消費量（平成16年

給金制度の運用の在り方に関する研究会」

８月分）（総合食料局食糧部計画課）

の開催及び傍聴について（生産局畜産部食

◇平成16年度農林水産省男女共同参画推進

肉鶏卵課）

本部「農村女性との意見交換会」の開催に

◇食料・農業・農村政策審議会
全分科会家畜衛生部会

消費・安

第９回家きん疾病

小委員会の開催について（消費・安全局衛

ついて（経営局女性・就農課女性・高齢者
対策室）
◇第３回「花き産業振興方針検討会」の開
催及び傍聴について（生産局果樹花き課）

生管理課）
◇「砂糖及びでん粉に関する検討会」第１

14日㈭◇第２回「山菜文化産業懇話会」の開催に

回砂糖分科会の開催について（生産局特産

ついて（林野庁林政部経営課特用林産対策

振興課）

室）

◇コイヘルペスウイルス病に関する PCR

◇第４回国有林の「レクリエーションの森」

検査結果（10月４日〜10月11日分）
（消費・

に関する検討会の開催について（林野庁国

安全局衛生管理課魚類安全室）

有林野部業務課）

◇林政審議会施策部会の開催及び一般傍聴

◇平成16年９月16日に混入を確認した米国

について（林野庁林政部企画課）

産うるち精米の異物について（総合食料局

◇指定漁業の許可及び取締り等に関する省

食糧部計画課）

令の一部を改正する省令案についての意

◇家畜改良増殖目標についての研究会（め

見・情報の募集結果について（水産庁漁政

ん羊・山羊）の概要について（生産局畜産

部企画課、資源管理部遠洋課）

部畜産振興課）

◇太平洋広域漁業調整委員会及び各部会の

◇「砂糖及びでん粉に関する検討会」第１

開催について（水産庁資源管理部管理課資

回でん粉分科会の開催について（生産局特

源管理推進室）

産振興課）

◇日・パラオ漁業協議の開催について（水

◇政府国内産米穀の一般競争入札による売

産庁資源管理部国際課海外漁業協力室）

渡しの結果について（総合食料局食糧部消

13日㈬◇平成16年度全国資源管理推進会議の開催

費流通課）

について（水産庁資源管理部管理課資源管

◇平成16年９月の国内産米穀の卸・小売価

理推進室）

格の概況について（総合食料局食糧部計画

◇牛海綿状脳症（BSE）の調査状況等につ

課）

いて（消費・安全局衛生管理課）

◇平成17・18年度競争参加資格審査申請に

◇ WTO 農業委員会特別会合（技術会合）

ついて（大臣官房地方課）

の結果概要（大臣官房国際部国際経済課）

◇牛海綿状脳症（BSE）確定診断の結果に

◇米国からの家きん、家きん肉等の輸入停

ついて（消費・安全局衛生管理課）

止措置の一部解除について（消費・安全局

◇農林物資規格調査会部会の開催及び傍聴

衛生管理課国際衛生対策室）

の募集について（消費・安全局表示・規格

◇大韓民国のからの家きん、家きん肉等の
輸入停止措置の解除について（消費・安全

会等の結果（水産庁資源管理部管理課資源

局衛生管理課国際衛生対策室）
◇食料・農業・農村政策審議会

課）
15日㈮◇第４回日本海・九州西広域漁業調整委員

総合食料

管理推進室）

分科会食糧部会の開催について（総合食料

◇みなみまぐろ保存委員会第11回年次会合

局食料企画課）

（CCSBT11）の開催について（水産庁資源

◇第１回
「砂糖及びでん粉に関する検討会」

管理部国際課）

の概要について（生産局特産振興課）

◇北太平洋海洋科学機関（PICES）第13回

◇第２回家畜改良増殖目標についての研究

年次会議の開催について（水産庁増殖推進

会（豚）の概要について（生産局畜産部畜

部研究指導課）
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◇日中海洋生物資源専門家小委員会の結果

化分科会及び第１回親水機能分科会の開催

について（水産庁資源管理部国際課）

について（水産庁増殖推進部漁場資源課）

◇10月中旬までの大型クラゲの出現状況に

◇第４回森林国営保険に関する検討会の開

ついて（水産庁増殖推進部研究指導課）

催について（林野庁森林整備部森林保全課）

◇食料・農業・農村政策審議会企画部会（第

◇第２回「花き産業振興方針検討会」の概

21回）の資料について（大臣官房企画評価

要について（生産局果樹花き課）

課）

◇コイヘルペスウイルス病に関する PCR

◇政府国内産米穀（需要拡大製品用途）の

検査結果（10月12日〜10月17日分）（消費・

一般競争入札による売渡について（総合食

安全局衛生管理課魚類安全室）

料局食糧部計画課）

◇加工原材料用に係る政府所有ミニマム・

◇政府国内産米穀（酒類（清酒）用途）の

アクセス米の定例販売の実施について（平

一般競争入札による売渡について（総合食

成16年11月分）（総合食料局食糧部計画課）

料局食糧部計画課）

◇飼料安全法に基づく収去飼料等の試験結

◇政府国内産米穀（酒類（清酒）用途）の

果の公表について（消費・安全局衛生管理

一般競争入札による売渡しの結果について

課薬事・飼料安全室）

（総合食料局食糧部計画課）

◇食料・農業・農村政策審議会

◇豚コレラ関係の定期報告関連情報につい

（第22回）の開催及び傍聴について（大臣

て（消費・安全局衛生管理課）

官房企画評価課）

◇食品安全委員会への食品健康影響評価の

◇平成16年10月第２週（10月12日〜10月15

依頼について（消費・安全局衛生管理課、

日）の牛肉小売価格等の調査結果について

厚生労働省）

（消費・安全局消費・安全政策課）

企画部会

消費・安

◇日中韓３カ国の農業政策研究所による合

全分科会家畜衛生部会第９回家きん疾病小

同セミナーの結果について（農林水産政策

委員会に関する概要について（消費・安全

研究所）

◇食料・農業・農村政策審議会

局衛生管理課）

19日㈫◇平成15年度末の漁村における汚水処理人

◇平成16年産米の検査結果
（速報値）
（平成

口普及率について（水産庁漁港漁場整備部

16年９月30日現在）
（総合食料局食糧部消費

防災漁村課）

流通課）

◇韓国はえ縄漁船の拿捕について（水産庁

◇平成16年産麦の検査結果
（速報値）
（平成

資源管理部管理課指導監督室）

16年９月末日現在）
（総合食料局食糧部消費

◇日中韓水産当局間ハイレベル協議の開催

流通課）

について（水産庁資源管理部国際課）

◇平成16年度中央食品表示ウォッチャー食

◇日・パラオ漁業協議の結果について（水

品表示状況モニタリング報告について（消

産庁資源管理部国際課海外漁業協力室）

費・安全局表示・規格課）

◇海洋生物資源の保存及び管理に関する法

◇食料・農業・農村政策審議会生産分科会

律第２条第３項の漁獲努力量の指標の指定

果樹部会第５回産地・経営小委員会の開催

についての意見・情報の募集について（水

について（生産局果樹花き課）

産庁資源管理部管理課資源管理推進室）

◇麦製品等の取引価格の推移（平成16年９

◇第２回「山菜文化産業懇話会」の概要（林

月分）（総合食料局食糧部計画課）

野庁林政部経営課特用林産対策室）

18日㈪◇「我が国周辺水域における主要魚種の資

◇ BSE に関する第４回日米会合の開催に

源評価（案）
」に関する意見・情報の募集結

ついて（消費・安全局衛生管理課）

果について（水産庁増殖推進漁場資源課）

◇飼料安全法の基準・規格に違反する事例

◇ワシントン条約（CITES）第13回締約国

について（消費・安全局衛生管理課薬事・

会議の結果概要（水産庁増殖推進部漁場資

飼料安全室）

源課生態系保全室）

◇食料・農業・農村政策審議会

◇豊かな東京湾再生検討委員会第４回食文

分科会食糧部会

総合食料

麦政策検討小委員会の開
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催及び傍聴について（総合食料局食糧部食

◇「JAS 制度のあり方検討会中間取りまと

糧貿易課）

め」に対する意見募集の結果について（消

◇政府保有に係るアメリカ産うるち玄米の

費・安全局表示・規格課）

異物混入について（総合食料局食糧部消費

◇肥料取締法に基づく特殊肥料の品質表示

流通課）

基準等の一部改正案についての意見・情報

◇平成16年度リデュース・リユース・リサ

の募集結果について（消費・安全局農産安

イクル推進功労者等表彰の結果発表につい

全管理課）

て（総合食料局食品産業企画課食品環境対

22日㈮◇南極の海洋生物資源の保存に関する委員

策室）

会（CCAMLR）第23回年次会合の開催につ

◇エム・ヴイ・エム商事株式会社における

いて（水産庁資源管理部国際課）

ベビーリーフの不適正表示に対する措置に

◇「のり」輸入割当制度に関する中国の調

ついて（消費・安全局表示・規格課食品表

査中止について（水産庁漁政部加工流通課）

示・規格監視室）

◇国有林の「レクリエーションの森」に関

◇平成16年産水稲の品種別作付状況
（速報）

する検討会（第４回）の概要（林野庁国有

（総合食料局食糧部計画課）

林野部業務課）
総合食料

◇アグリビジネス創出産学官連携シンポジ

分科会食糧部会資料一覧（総合食料局食糧

ウムの開催について（技術会議事務局先端

部計画課）

産業技術研究課）

◇食料・農業・農村政策審議会

20日㈬◇第４回太平洋広域漁業調整委員会等の結

◇単身世帯等食育推進事業におけるコンビ

果（水産庁資源管理部管理課資源管理推進

ニエンスストアでの実証調査について−コ

室）

ンビニエンスストアを通じた食育の推進−

◇水産政策審議会第16回施策部会の開催に

（消費・安全局消費者情報官）

ついて（水産庁漁政部企画課）

◇日・タイ経済連携協定交渉少人数会合の

◇12例目の牛海綿状脳症（BSE）に係る調

開催について（大臣官房国際部国際調整課、

査状況等について（消費・安全局衛生管理

国際協力課）

課）

◇平成16年度第３回 MA 一般輸入米入札

◇米国産牛肉等の輸入停止措置に伴う牛肉

結果の概要（総合食料局食糧部食糧貿易課）

の需給動向について（生産局畜産部食肉鶏

◇加工原材料用に係る政府所有ミニマム・

卵課）

アクセス米の定例販売の結果について（概

◇14例目の牛海綿状脳症（BSE）の確定診

要）（10月21日実施）（総合食料局食糧部計

断の結果について（消費・安全局衛生管理

画課）

課）

◇日・フィリピン経済連携協定交渉第５回

21日㈭◇日中韓水産当局間ハイレベル協議の結果

会合の開催について（大臣官房国際部国際

について（水産庁資源管理部国際課）

調整課）

◇食料・農業・農村政策審議会

生産分科

◇全国農業協同組合連合会子会社の輸入豚

第２回家畜改良増殖小委

肉取引に関する調査結果について（経営局

会畜産企画部会

員会の開催について（生産局畜産部畜産振

協同組織課）

興課）

◇第19回「食品の表示に関する共同会議」

◇アサヒフードアンドヘルスケア株式会社

の議事概要について（消費・安全局表示・

が製造販売した「ビタミン C 含有錠剤型食

規格課、厚生労働省）

品」における不正表示に対する措置につい

◇平成16年９月10日に混入を確認したタイ

て（消費・安全局表示・規格課食品表示・

国産うるち精米の異物について（総合食料

規格監視室）

局食糧部計画課）

◇「ため池のある風景」写真コンテスト（第

◇政府国内産米穀の一般競争入札による売

６回）の結果について（農村振興局整備部

渡について（総合食料局食糧部消費流通課）

防災課）

◇株式会社なかのにおける生鮮魚介類の不
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適正表示に対する措置について（消費・安

安全局衛生管理課魚類安全室）

全局表示・規格課）

◇高病原性鳥インフルエンザに関する意見

◇株式会社阪急オアシス高槻川西店及び株

交換会の開催について（関係事業者間の顔

式会社光洋住吉店における生鮮魚介類の不

の見える関係づくり）

適正表示に対する措置について（消費・安

◇平成16年度第３回農業農村整備事業の効

全局表示・規格課）

率的実施に係る検討会の開催について（農

◇株式会社ヤスサキグルメ館パリオ店にお

村振興局計画部事業計画課、整備部設計課、

ける生鮮魚介類の不適正表示に対する措置

水利整備課）

について（消費・安全局表示・規格課）

◇「植物新品種の保護に関する研究会」自

◇株式会社ヨークマート深谷西店、株式会

家増殖に関する分科会（第２回）の開催に

社コモディイイダ新所沢店、株式会社ヤオ

ついて（生産局種苗課）

コー船橋美咲店及び株式会社三和子供の国

◇「植物新品種の保護に関する研究会」加

店における生鮮魚介類の不適正表示に対す

工品に関する分科会（第２回）の開催につ

る措置について（消費・安全局表示・規格

いて（生産局種苗課）

課）

◇平成16年度農林水産省政策評価（実績評

◇リオン・ドール鎌田店における生鮮魚介

価）についての意見・情報の募集結果につ

類の不適正表示に対する措置について（消

いて（大臣官房企画評価課）

費・安全局表示・規格課）

◇観光地域活性化の秘訣を伝授

◇株式会社魚喜三方原店における生鮮魚介

『観光カリスマ塾』受講生募集開始〜（農村

類の不適正表示に対する措置について（消

振興局地域振興課、国土交通省）

費・安全局表示・規格課）

◇食料・農業・農村政策審議会第13回施策

◇株式会社イトーヨーカ堂千歳店における

部会の開催及び一般傍聴について（大臣官

生鮮魚介類の不適正表示に対する措置につ

房情報課情報分析室）

いて（消費・安全局表示・規格課）

◇「農林水産省新潟県中越地震災害対策本

◇「養殖」表示に関する生鮮魚介類の特別

部」の設置について（経営局経営政策課）

調査の実施結果について（消費・安全局表

◇平成16年10月第３週（10月18日〜10月22

示・規格課）

日）の牛肉小売価格等の調査結果について

◇食料・農業・農村政策審議会総合食料分

（消費・安全局消費・安全政策課）

科会第10回食料需給予測部会の開催及び傍

◇農林物資規格調査会部会の開催及び傍聴

聴について（総合食料局食料企画課）

の募集について（消費・安全局表示・規格

◇平成16年度（第43回）農林水産祭天皇杯

課）

等の選賞について（大臣官房総務課、㈶日
本農林漁業振興会）
25日㈪◇みなみまぐろ保存委員会第11回年次会合

〜第Ⅱ期

26日㈫◇ロシア大型冷凍トロール漁船の拿捕につ
いて（水産庁資源管理部管理課指導監督室）
◇スギヒラタケについて（林野庁林政部経

（CCSBT11）の結果について（水産庁資源

営課特用林産対策室）

管理部国際課）

◇無登録農薬の取締りの実施状況について

◇瀬戸内海広域漁業調整委員会の開催につ

（消費・安全局農産安全管理課農薬対策室）

いて（水産庁資源管理部管理課資源管理推

◇新潟県中越地震に伴う食料の供給（総合

進室）

食料局総務課）

◇第５回「適切な森林管理に向けた林業経

◇第６回「野菜政策に関する研究会」の概

営のあり方に関する検討会」の開催につい

要について（生産局野菜課）

て（林野庁林政部経営課）

◇平成16年８月10日に混入を確認したタイ

◇間伐・間伐材利用コンクールについて（林

国産うるち精米の異物について（総合食料

野庁森林整備部整備課造林間伐推進室）

局食糧部計画課）

◇コイヘルペスウイルス病に関する PCR

◇第14回コーデックス連絡協議会の概要

検査結果（10月18日〜10月24日分）
（消費・

（消費・安全局消費・安全政策課国際室）
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◇緊急野菜供給対策等について（生産局野

◇りんご火傷病の植物検疫措置に関する

菜課、大臣官房統計部消費統計室、植物防

WTO 再パネル会合について（生産局植物

疫課、経営局経営政策課）

防疫課）

◇しょうゆの認定製造業者に対する認定の

29日㈮◇水産物の市況について（平成16年10月及

取消処分に伴う聴聞の実施について（消

び11月）（水産庁漁政部加工流通課）

費・安全局表示・規格課食品表示・規格監

◇平成16年度第１回東シナ海漁況海況予報

視室）

（水産庁増殖推進部漁場資源課、 独 水産総

◇食料・農業・農村政策審議会総合食料分

合研究センター西海区水産研究所）

科会食糧部会麦政策検討小委員会の資料に

◇北太平洋科学機関（PICES）第13回年次

ついて（総合食料局食糧部食糧貿易課）

会議の結果について（水産庁増殖推進部研

◇飼料の安全性の確保及び品質の改善に関

究指導課）

する法律に基づく飼料及び飼料添加物の成

◇水産政策審議会第16回施策部会の結果に

分規格等に関する省令の一部改正案に係る

ついて（水産庁漁政部企画課）

意見・情報募集の結果について（消費・安

◇ BSE 患畜（第14例目）に関する情報（消

全局衛生管理課薬事・飼料安全室）

費・安全局衛生管理課）

27日㈬◇日中漁業共同委員会準備会合の開催につ

◇牛海綿状脳症（BSE）サーベイランスの

いて（水産庁資源管理部国際課）

結果について（平成16年９月末まで）（消

◇第４回森林国営保険に関する検討会の概

費・安全局衛生管理課）

要について
（林野庁森林整備部森林保全課）

◇食料・農業・農村政策審議会企画部会（第

◇林政審議会施策部会の開催について（林

22回）の資料について（大臣官房企画評価

野庁林政部企画課）

課）

◇食料・農業・農村政策審議会企画部会（第

◇獣医師法第８条第２項の規定に基づく獣

23回）の開催及び傍聴について（大臣官房

医師の処分について（消費・安全局衛生管

企画評価課）

理課）

◇平成16年９月14日に混入を確認したアメ

◇全国農業協同組合連合会に対する農業協

リカ産うるち精米の異物について（総合食

同組合法に基づく処分の発出について（経

料局食糧部消費流通課）

営局協同組織課）

◇食料・農業・農村政策審議会生産分科会

◇政府国内産米穀（酒類（清酒）用途）の

果樹部会第５回産地・経営小委員会の概要

一般競争入札による売渡の結果について

について（生産局果樹花き課）

（総合食料局食糧部計画課）

◇ INWEPF「国際水田・水環境ネットワー

◇政府国内産米穀（需要拡大製品用途）の

ク」第１回運営会議及び設立記念シンポジ

一般競争入札による売渡の結果について

ウムの開催について（農村振興局整備部水

（総合食料局食糧部計画課）

利整備課）

◇食品に関するリスクコミュニケーション

◇第１回「環境と調和のとれた作物生産の

（リスク分析の概念を踏まえた食品安全行

確保に関する懇談会」の概要について（生

政の取組や健康食品、牛海綿状脳症（BSE）

産局農産振興課環境保全型農業対策室）

対策についての意見交換会）の開催（岡山

28日㈭◇平成16年台風第21号、台風22号及び台風

県岡山市）について

第23号による被害漁業者等に対する経営資

◇平成16年度上期に確認された米穀の不適

金等の融通及び既貸付金の償還猶予等につ

正な農産物検査照明について（総合食料局

いて（水産庁漁政部水産経営課）

食糧部消費流通課）

◇食料品関係団体等による食料品等の供給

◇都道府県の病害虫等の防除基準等の適正

（新潟県中越地震関連）
（総合食料局総務

化措置の推進状況等について（消費・安全

課）

局植物防疫課）

◇豚コレラ関係の定期報告関連情報につい

◇遺伝子組換えトウモロコシの隔離ほ場試

て（消費・安全局衛生管理課）

験における混入に関する注意について（生
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産局農産安全管理課）

成16年11月１日施行）

◇平成16年産米の検査結果
（速報値）
（総合

◇自動車損害賠償保障法施行令の一部を改

食料局食糧部消費流通課）

正する政令（政令第315号）を公布（同日施

◇平成16年産麦の検査結果
（速報値）
（平成

行。改正後の自動車損害賠償保障法施行令

16年10月15日現在）
（総合食料局食糧部消費

の規定は、平成16年７月１日以後に発生し

流通課）

た自動車の運行による事故について適用）

◇「JAS 制度のあり方検討会最終報告」に
ついて（消費・安全局表示・規格課）
◇植物防疫法施行規則の一部を改正する省

19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80号）
を公布（平成16年11月１日施行）

令案等（オーストラリア連邦産カンキツ属

20日㈬◇破産法及び破産法の施行に伴う関係法律

植物の生果実の輸入解禁）についての意

の整備等に関する法律の施行に伴う関係政

見・情報の募集（消費・安全課植物防疫課）

令の整備等に関する政令（政令第318号）を
公布（破産法の施行の日（平成17年１月１
日）施行）

法令>
10月６日㈬◇海洋水産資源開発促進法施行令の一部を

◇特定外来生物による生態系等に係る被害

改正する政令（政令第301号）を公布（同日

の防止に関する法律の施行に伴う経過措置

施行）

に関する政令（政令第321号）を公布（同日

◇犬等の輸出入検疫規則の一部を改正する

施行）

省令（農林水産省令第75号）を公布（平成

◇植物防疫法施行規則の一部を改正する省

16年11月６日施行）

令（農林水産省令第81号）を公布（平成16

７日㈭◇農林物資の規格化及び品質表示の適正化

年11月１日施行）

に関する法律に基づく登録格付機関等を登

27日㈬◇飼料の安全性の確保及び品質の改善に関

録する省令の一部を改正する省令（農林水

する法律施行令の一部を改正する政令（政

産省令第76号）を公布（同日施行）

令第327号）を公布（平成17年２月１日施行）

８日㈮◇平成16年７月29日から８月６日までの間

◇鉱山保安法及び経済産業省設置法の一部

の暴風雨及び豪雨による災害についての激

を改正する法律の施行に伴う関係政令の整

甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の

備に関する政令（政令第328号）を公布（平

指定に関する政令
（政令第308号）
を公布（同

成17年４月１日施行）

日施行）

◇飼料及び飼料添加物の成分規格等に関す

12日㈫◇指定漁業の許可及び取締り等に関る省令
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）

る省令の一部を改正する省令（農林水産省
令第82号）を公布（平成17年２月１日施行）
29日㈮◇農林水産省組織規則の一部を改正する省

◇飼料の安全性の確保及び品質の改善に関

令（農林水産省令第83号）を公布（平成16

する法律施行規則の一部を改正する省令

年11月１日施行。ただし、別表第７関東の

（農林水産省令第78号）を公布（同日施行）

項の改正規定中「田方郡天城湯ヶ島町」を

◇飼料及び飼料添加物の成分規格等に関す

「伊豆市」に改める部分は、同日施行）

る省令の一部を改正する省令（農林水産省

11 月

令第79号）を公布（同日施行）
15日㈮◇行政事件訴訟法の一部を改正する法律の

11月１日㈪◇食料・農業・農村政策審議会

生産分科

施行期日を定める政令（政令第311号）を公

会果樹部会

布（平成17年４月１日施行）

ついて（生産局果樹花き課）

◇農業委員会等に関する法律の一部を改正

◇食料・農業・農村政策審議会

する法律の施行期日を定める政令（政令第

会

313号）を施行（平成16年11月１日施行）

（生産局畜産部畜産企画課）

◇農業委員会等に関する法律施行令の一部

◇主要食料品の小売価格等の見通し（消

を改正する政令（政令第314号）を公布（平

費・安全局消費・安全政策課）

第５回需給小委員会の開催に
生産分科

第８回畜産企画部会の開催について

農

政

日

誌
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◇平成16年10月第４週（10月25日〜10月29

における国際自然保護連合（IUCN）からの

日）の牛肉小売価格等の調査結果について

書簡に対する回答の説明について（林野庁

（消費・安全局消費・安全政策課）

森林整備部森林保全課）

◇主要野菜の卸売価格及び輸入量の状況に

◇クローン牛の異動報告のとりまとめにつ

ついて（生産局野菜課、大臣官房統計部生

いて（H16.9.1〜H16.9.30日異動情報提供

産流通消費統計課消費統計室、消費・安全

分）
（技術会議事務局技術安全課、生産局畜

局植物防疫課）

産部畜産振興課生産技術室）

◇コイヘルペスウイルス病に関する PCR

◇2004年度第二期北西太平洋鯨類捕獲調査

検査結果（10月25日〜10月31日分）
（消費・

（JARPN Ⅱ）沿岸域調査（釧路沖鯨類捕獲

安全局衛生管理課魚類安全室）

調査）の終了について（水産庁資源管理部

◇死亡牛 BSE 検査で感染が確認された牛

遠洋課）

における異常プリオンたん白質の蓄積に関

◇平成16年新潟県中越地震による被害漁業

する調査研究結果について（消費・安全局

者等に対する経営資金等の融通及び既貸付

衛生管理課、厚生労働省）

金の償還猶予等について（依頼）（水産庁漁

◇「生物多様性影響評価検討会総合検討会」

政部水産経営課）

の開催及び傍聴について（技術会議事務局

４日㈭◇平成15年度農産物安全対策業務調査点検

技術安全課）

結果の概要について（消費・安全局農産安

◇日中漁業共同委員会準備会合の結果につ

全管理課）

いて（水産庁資源管理部国際課）

◇ BSE 患畜（第14例目）に関する情報（消

◇第５回「適切な森林管理に向けた林業経

費・安全局衛生管理課）

営のあり方に関する検討会」の議事概要に

◇「農林水産省災害対策本部（第２回）及

ついて（林野庁林政部経営課）

び農林水産省新潟県中越地震災害対策本部

◇国有林野事業における「応募型による技

（第２回）」の開催について（経営局経営政

術開発」の取組について（林野庁国有林野

策課）

部業務課）

◇平成16年８月17日から９月８日までの間

◇第４回地域水産加工技術セミナーの開催

の天災に係る天災融資法の発動等について

について（水産庁増殖推進部研究指導課、

（経営局経営政策課）

独 水産総合研究センター）

◇政府国内産米穀の一般競争入札による売

２日㈫◇島村農林水産大臣の「世界お茶まつり

渡しの結果について（11月分・速報値）（総

2004」への出席について（生産局特産振興

合食料局食糧部消費流通課）

課、静岡県農業水産部お茶室）

◇新潟県中越地震に係る岩永農林水産副大

◇農林物資規格調査会部会の開催について

臣・大口農林水産大臣政務官の現地調査に

（消費・安全局表示・規格課）

ついて（経営局経営政策課）

◇第15回コーデックス連絡協議会の開催及

◇第20回「食品の表示に関する共同会議」

び一般傍聴の募集について（消費・安全局

の開催について（消費・安全局表示・規格

消費・安全政策課、厚生労働省）

課、厚生労働省）

◇食料・農業・農村政策審議会

総合食料

◇ブナ等の結実状況に関する緊急調査につ

麦政策検討小委員会の開

いて（林野庁森林整備部森林保全課森林保

分科会食糧部会

催及び傍聴について（総合食料局食糧部食

護対策室）

糧貿易課）

◇中型まき網漁業につき漁業法第66条第１

◇平成16年10月４日に混入を確認した豪州

項の許可をすることができる都道府県別の

産うるち精米の異物について（総合食料局

船舶の隻数及び合計総トン数の最高限度を

食糧部計画課）

定める告示の一部改正案についてのパブリ

◇「2004ため池フォーラム in おかやま」の

ックコメントの実施について（水産庁資源

開催について（農村振興局整備部防災課）

管理部沿岸沖合課）

◇「知床世界自然遺産候補地地域連絡会議」

◇「ヤリイカ太平洋系群（南部）資源回復
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計画」の公表について（水産庁資源管理部

の募集について（消費・安全局表示・規格

管理課資源管理推進室）

課）

◇津波・高潮ハザードマップ研究会事例集

◇平成16年11月第１週（11月１日〜11月５

検討会（第１回）の開催について（農村振

日）の牛肉小売価格等の調査結果について

興局整備部防災課、水産庁漁港漁場整備部

（消費・安全局消費・安全政策課）

防災漁村課、内閣府、国土交通省）

◇第３回養豚問題懇談会及び第３回養鶏問

◇第９回瀬戸内海広域漁業調整委員会の結

題懇談会の開催及び傍聴について（生産局

果（水産庁資源管理部管理課資源管理推進

畜産部畜産振興課）

室、瀬戸内海漁業調整事務所）

◇種苗法による品種登録について（生産局

◇水産庁漁業調査船開洋丸の南極海生態系

種苗課）

総合調査の実施について（水産庁増殖推進

◇主要野菜の価格・輸入動向及び対策の実

部漁場資源課、 独 水産総合研究センター遠

施状況について（生産局野菜課、大臣官房

洋水産研究所）

統計部消費統計室、消費・安全局消費・安

５日㈮◇食料・農業・農村政策審議会

総合食料

全政策課、植物防疫課）

分科会食料需給予測部会（第10回）の資料

◇食料・農業・農村政策審議会

について（総合食料局食料企画課）

（第24回）の開催及び傍聴について（大臣

◇平成16年度バイオマス利活用優良表彰の

官房企画評価課）

選賞について（農村振興局農村政策課農村

◇第１回「総合的病害虫管理（IPM ）検討

整備総合調整室、㈳日本有機資源協会）

会」の開催及び傍聴について（消費・安全

◇農林物資規格調査会部会の審議の概要に

局植物防疫課）

ついて（消費・安全局表示・規格課）

◇農林物資規格調査会部会の開催の延期に

◇野菜に関する月間情報（10月分）の提供

ついて（消費・安全局表示・規格課）

について（生産局野菜課）

◇「植物新品種の保護に関する研究会」自

◇「砂糖及びでん粉に関する検討会」第２

家増殖に関する分科会（第３回）の開催に

回砂糖分科会及び第２回でん粉分科会の開

ついて（生産局種苗課）

催について（生産局特産振興課）

◇コイヘルペスウイルス病に関する PCR

◇第１回牛の月齢判別に関する検討会の開

検査結果（11月１日〜11月７日分）（消費・

催について（消費・安全局衛生管理課、厚

安全局衛生管理課魚類安全室）

生労働省）

◇日・カナダ BSE 実務担当者会合の概要

◇食料・農業・農村政策審議会
会畜産企画部会

生産分科

第２回家畜改良増殖小委

企画部会

について（消費・安全局衛生管理課、厚生
労働省）

員会の概要について（生産局畜産部畜産振

◇高病原性鳥インフルエンザに関する意見

興課）

交換会（関係事業者間の顔の見える関係づ

◇メキシコ合衆国バハ・カリフォルニア州

くり）の概要について（生産局畜産部食肉

におけるチチュウカイミバエの発生につい

鶏卵課、消費・安全局衛生管理課）

て（消費・安全局植物防疫課）

◇カンボジア王国運搬船及び中国イカ釣り

◇平成16年９月22日に混入を確認したアメ

漁船の拿捕について（水産庁資源管理部管

リカ産砕精米の異物について（総合食料局
食糧部消費流通課）

理課指導監督室）
９日㈫◇「世界の穀物等の需給動向」の公表につ

◇台湾大型トロ−ル漁船の拿捕について

いて（総合食料局食料企画課）

（水産庁資源管理部管理課指導監督室）

◇「個人情報の適正な取扱いを確保するた

◇日ロ漁業委員会第20回会議に係る追加漁

めに農林水産分野における事業者が講ずべ

獲枠について（水産庁資源管理部国際課）

き措置に関するガイドライン」の制定につ

◇水産政策審議会第18回資源管理分科会の

いて（大臣官房情報課）

開催について（水産庁漁政部漁政課）

◇政府保有に係るタイ国産うるち精米の異

８日㈪◇農林物資規格調査会部会の開催及び傍聴

物混入について（総合食料局食糧部消費流

農

政

日

誌
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通課）

会果樹部会

◇農業資材審議会第４回種苗分科会の開催

開催について（生産局果樹花き課）

について（生産局種苗課）

◇普通肥料の検査結果の公表について（消

◇食料・農業・農村政策審議会

企画部会

第６回産地・経営小委員会の

費・安全局農産安全管理課）

（第23回）の資料について（大臣官房企画

◇平成16年８月・９月度の蚕糸業需給・価

評価課）

格動向（生産局特産振興課）

◇台風及び地震等被災地域における農業農

◇新潟県中越地震に係る被害状況について

村整備事業等の執行について（農村振興局

（経営局経営政策課）

整備部設計課）

◇平成16年度第３回輸入米に係る特別売買

◇南極の海洋生物資源の保存に関する委員

（SBS）の結果の概要（総合食料局食糧部

会（CCAM LR）第23回年次会合の結果につ

食糧貿易課）

いて（水産庁資源管理部国際課）

◇平成16年度民間部門農林水産研究開発功

10日㈬◇第20回日米植物検疫定期協議の結果につ

績者表彰の受賞者の決定等について（技術

いて（消費・安全局植物防疫課）

会議事務局研究開発企画官、㈳農林水産技

◇食料・農業・農村政策審議会

術情報協会）

分科会食糧部会

総合食料

麦政策検討小委員会の資

◇平成16年度第２回日本海漁況予報（水産

料について
（総合食料局食糧部食糧貿易課）

庁増殖推進部漁場資源課、 独 水産総合研究

◇「砂糖及びでん粉に関する検討会」第１

センター日本海区水産研究所）

回砂糖分科会の概要について（生産局特産

◇北方四島周辺水域における日本漁船の操

振興課）

業に関する協定に基づく政府間協議及び民

◇政府国内産米穀の一般競争入札による売

間交渉の開催について（水産庁資源管理部

渡しの結果について（11月分・確定値）（総

国際課）

合食料局食糧部消費流通課）

15日㈪◇家畜伝染病予防法施行規則の一部を改正

◇食料・農業・農村政策審議会

生産分科

する省令案についての意見・情報の募集に

会第８回畜産企画部会の概要について（生

ついて（消費・安全局衛生管理課）

産局畜産部畜産企画課）

◇平成16年11月第２週（11月８日〜11月12

◇水産政策審議会第18回資源管理分科会の

日）の牛肉小売価格等の調査結果について

結果について（水産庁漁政部漁政課）

（消費・安全局消費・安全政策課）

◇豊かな東京湾を再生するための事業の検

◇遺伝子組換え生物等の使用等の規制によ

討状況について（水産庁増殖推進部漁場資

る生物の多様性の確保に関する法律第13条

源課）

第１項の規定に基づき農林水産大臣が行な

11日㈭◇第３回「花き産業振興方針検討会」の概

う確認について（消費・安全局農産安全管

要について（生産局果樹花き課）

理課、技術会議事務局技術安全課）

◇加工原材料用に係る政府所有ミニマム・

◇主要野菜の価格・輸入動向及び対策の実

アクセス米の定例販売の実施について（平

施状況について（生産局野菜課、大臣官房

成16年12月分）
（総合食料局食糧部計画課）

統計部生産流通消費統計課消費統計室、消

◇2004/2005年南氷洋鯨類捕獲調査船団の

費・安全局消費・安全政策課、植物防疫課）

出港について（水産庁資源管理部遠洋課）

◇「植物新品種の保護に関する研究会」加

12日㈮◇沖縄県で発生しているナスミバエの防除

工品に関する分科会（第３回）の開催につ

対策について（消費・安全局植物防疫課）

いて（生産局種苗課）

◇米の１人１ヵ月当たり消費量（平成16年

◇コイヘルペスウイルス病に関する PCR

９月分）
（総合食料局食糧部計画課）

検査結果（11月８日〜11月14日分）（消費・

◇農林水産省 EPA/FTA 本部（第５回）の

安全局衛生管理課魚類安全室）

資料について（大臣官房国際部国際政策課

◇平成17年度提案公募型研究開発事業の公

対外政策調整室）

募説明会について（技術会議事務局先端産

◇食料・農業・農村政策審議会

生産分科

業技術研究課民間研究推進室）
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◇平成16年度「国有林野事業業務研究発表

◇第３回養豚問題懇談会の概要について

会」（第37回）の開催について（林野庁国有

（生産局畜産部畜産振興課）

林野部業務課）

◇平成16年度第４回 MA 一般輸入米入札

◇松くい虫被害対策に関する有識者との意

結果の概要（総合食料局食糧部食糧貿易課）

見交換会の開催について（林野庁森林整備

◇食料・農業・農村政策審議会

部森林保全課）

（第24回）の資料について（大臣官房企画

◇「四国の森づくりシンポジウム」につい

評価課）

て（林野庁国有林野部経営企画課）

◇「京都議定書に基づく森林吸収量算定・

◇平成16年度第２回まぐろ需給協議会及び

報告・検証体制」に関する専門家会合の概

第３回同予測部会の協議結果（水産庁漁政

要（林野庁森林整備部研究普及課）

部加工流通課）

◇第７回日韓漁業共同委員会第１回小委員

16日㈫◇平成16年10月の国内産米穀の卸・小売価
格の概況について（総合食料局食糧部計画

企画部会

会の開催について（水産庁資源管理部国際
課）
18日㈭◇日本農林規格及び品質表示基準の改正案

課）
◇農業資材審議会農薬分科会特定農薬小委

についての意見・情報（パブリックコメン

員会（第４回）の開催について（消費・安

ト）の募集について（消費・安全局表示・

全局農産安全管理課農薬対策室、環境省）

規格課）

◇平成16年度外国産麦類検査実績の産地

◇食料・農業・農村政策審議会

（型）銘柄別、検査項目別平均値（平成16

分科会食糧部会の開催について（総合食料

年４月〜９月）
（総合食料局食糧部消費流通

局食料企画課）

課）

◇有限会社塚原食品本舗に対する認定の取

◇政府所有に係るアメリカ産うるち玄米の

消し処分について（消費・安全局表示・規

異物混入について（総合食料局食糧部消費

格課食品表示・規格監視室）

流通課）

◇平成16年10月６日に混入を確認したタイ

◇平成16年産麦の検査結果
（速報値）
（平成

国産うるち精米の異物について（総合食料

16年10月末日現在）
（総合食料局食糧部消費

局食糧部計画課）

流通課）

◇米国産豚肉の輸入コンテナに米国産牛肉

◇平成16年産米の検査結果
（速報値）
（平成

の箱が混載されていた事例について（消

16年10月末日現在）
（総合食料局食糧部消費

費・安全局衛生管理課国際衛生対策室）

流通課）

◇クローン牛の異動報告のとりまとめにつ

◇食品に関するリスクコミュニケーション

いて（H16.10.1〜H16.10.31異動情報提供

（輸入食品の安全性確保に関する意見交換

分）
（技術会議事務局技術安全課、生産局畜

会）の開催（神奈川県横浜市）について（消

産部畜産振興課生産技術室）

費・安全局消費者情報官、厚生労働省）

◇家畜クローン研究の現状について（技術

◇食料・農業・農村政策審議会

会議事務局技術安全課、生産局畜産部畜産

会果樹部会

生産分科

第５回需給小委員会の概要に

ついて（生産局果樹花き課）
17日㈬◇新潟県中越地震に係る島村農林水産大臣

総合食料

振興課生産技術室）
◇新潟県中越地震に伴う山地災害に関する
緊急調査及び山地災害危険地区等の緊急点

の現地調査の行程一部訂正について（経営

検について（林野庁森林整備部治山課）

局経営政策課）

◇第59回国連総会漁業関係決議について

◇麦製品等の取引価格の推移（平成16年10

（水産庁資源管理部国際課）

月分）（総合食料局食糧部計画課）

◇北方四島周辺水域における日本漁船の操

◇株式会社長登屋が販売した
「乾しいたけ」

業に関する協定に基づく協議の結果につい

における不適正表示に対する措置について

て（水産庁資源管理部国際課）

（消費・安全局表示・規格課食品表示・規
格監視室）

19日㈮◇マイナー作物に係る農薬取締法上の経過
措置の取扱いについて（消費・安全局農産

農

政

日

誌
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安全管理課農薬対策室）

課薬事・飼料安全室）

◇「砂糖及びでん粉に関する検討会」第１

◇輸入粗飼料への異物混入について（消

回でん粉分科会の概要について（生産局特

費・安全局衛生管理課薬事・飼料安全室）

産振興課）

◇ WTO 農業委員会特別会合（技術会合）

◇政府国内産米穀の一般競争入札による売

の結果概要（大臣官房国際部国際経済課）

渡しについて（総合食料局食糧部消費流通

◇農林水産研究開発レポート「食品の品質

課）

保証のための研究開発」の発行について（技

◇食料・農業・農村政策審議会

総合食料

術会議事務局技術政策課技術情報室）

麦政策検討小委員会の開

◇第７回日韓漁業共同委員会第１回小委員

催及び傍聴について（総合食料局食糧部食

会の結果について（水産庁資源管理部国際

糧貿易課）

課）

◇加工原材料用に係る政府所有ミニマム・

◇中国イカ釣り漁船の拿捕について（水産

アクセス米の定例販売の結果について（概

庁資源管理部管理課指導監督室）

要）（11月18日実施）
（総合食料局食糧部計

◇日中漁業共同委員会準備会合の開催につ

画課）

いて（水産庁資源管理部国際課）

分科会食糧部会

◇農業資材審議会第４回種苗分科会の概要

24日㈬◇平成16年度バイオマス利活用優良表彰農

について（生産局種苗課）

林水産大臣賞表彰式の開催について（農村

◇第３回養鶏問題懇談会の概要について

振興局農村政策課農村整備総合調整室）

（生産局畜産部食肉鶏卵課）

◇農林水産省食堂におけるバイオマスから

◇米国産牛肉等の輸入停止措置に伴う牛肉

つくられた装飾（彩色）食器の導入等につ

の需給動向について（生産局畜産部食肉鶏

いて（大臣官房環境政策課資源循環室）

卵課）

◇主要野菜の価格・輸入動向及び対策の実

◇林政審議会の開催及び一般傍聴について

施状況について（生産局野菜課、大臣官房

（林野庁林政部林政課）

統計部生産流通消費統計課消費統計室、消

◇「周防灘小型機船底びき網漁業対象種（カ

費・安全局消費・安全政策課、植物防疫課）

レイ類、ヒラメ、クルマエビ、シャコ、ガ

◇「平成16年度田園自然再生活動コンクー

ザミ）資源回復計画」の公表について（水

ル」審査結果について（農村振興局計画部

産庁資源管理部管理課資源管理推進室、瀬

資源課）

戸内海漁業調整事務所）

◇食料・農業・農村政策審議会

22日㈪◇平成16年11月第３週（11月15日〜11月19

分科会農業農村整備部会

農村振興

平成16年度第２

日）の牛肉小売価格等の調査結果について

回企画小委員会の開催について（農村振興

（消費・安全局消費・安全政策課）

局計画部事業計画課）

◇食料・農業・農村政策審議会

◇「食品に関するリスクコミュニケーショ

総合食料

分科会食糧部会資料一覧（総合食料局食糧

ン（アクリルアミドに関する意見交換会）」

部計画課）

の開催及び出席する消費者団体の募集につ

◇「米穀の需給及び価格の安定に関する基

いて（消費・安全局消費者情報官）

本指針」の公表について（総合食料局食糧

◇第２回「砂糖及びでん粉に関する検討会」

部計画課）

の開催について（生産局特産振興課）

◇コイヘルペスウイルス病に関する PCR

◇肥料取締法に基づき実施した立入検査に

検査結果（11月15日〜11月21日分）
（消費・

おいて、し尿汚泥肥料から許容基準を超え

安全局衛生管理課魚類安全室）

るカドミウムを検出（消費・安全局農産安

◇食料・農業・農村政策審議会

企画部会

全管理課）

（第25回）の開催及び傍聴について（大臣

◇林業用手持機械の振動・騒音測定値につ

官房企画評価課）

いて（林野庁森林整備部研究普及課技術開

◇飼料安全法に基づく収去飼料等の試験結

発推進室）

果の公表について（消費・安全局衛生管理

◇大西洋まぐろ類保存国際委員会
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（ICCAT）年次会合（第14回特別会合）の

物」及び「水産物加工品」における不正表

結果について（水産庁資源管理部国際課）

示に対する措置について（消費・安全局表

◇「海洋生物資源の保存及び管理に関する

示・規格課食品表示・規格監視室）

基本計画」の変更に関する意見・情報の募

◇第２回「環境と調和のとれた作物生産の

集結果について（水産庁資源管理部管理課

確保に関する懇談会」の開催及び傍聴につ

資源管理推進室）

いて（生産局農産振興課環境保全型農業対

◇中国イカ釣り漁船及び台湾大型トロール

策室）

漁船の拿捕について（水産庁資源管理部管

◇日韓農林水産技術協力委員会第37次会議

理課指導監督室）

の概要（大臣官房国際部国際協力課）

25日㈭◇第３回「農林水産省災害対策本部」及び

◇ BSE に係る米国及びカナダ現地調査に

第３回「農林水産省新潟県中越地震災害対

ついて（消費・安全局衛生管理課）

策本部」合同会議の開催について（経営局

◇平成16年度第５回 MA 一般輸入米入札

経営政策課）

結果の概要（総合食料局食糧部食糧貿易課）

◇平成16年度（第１回）エコプロダクツ大

◇第３回「山菜文化産業懇話会」の開催に

賞の結果について（大臣官房環境政策課資

ついて（林野庁林政部経営課特用林産対策

源循環室）

室）

◇『観光カリスマ百選』選定結果について

◇日本海・九州西広域漁業調整委員会九州

（第７回委員会の結果）
（農村振興局地域振

西部会の開催について（水産庁資源管理部

興課）

管理課資源管理推進室、九州漁業調整事務

◇食料・農業・農村政策審議会

生産分科

所）

会果樹部会第６回産地・経営小委員会の概

◇「日ソ地先沖合漁業協定」に基づく日ロ

要について（生産局果樹花き課）

漁業委員会第21回会議の開催について（水

◇松くい虫被害対策に関する有識者との意

産庁資源管理部国際課）

見交換会の概要について（林野庁森林整備

◇ FAO 海亀の保存と漁業に関する政府間

部森林保全課森林保護対策室）

技術会合の開催について（水産庁資源管理

◇常田農林水産副大臣及び加治屋農林水産

部国際課）

大臣政務官の現地調査について（林野庁森

29日㈪◇平成16年11月第４週（11月22日〜11月26

林整備部整備課造林間伐対策室）

日）の牛肉小売価格等の調査結果について

◇第４回地域水産加工技術セミナーの開催

（消費・安全局消費・安全政策課）

結果について（水産庁増殖推進部研究指導

◇農薬取締法に基づく行政処分等の実施に

課、 独 水産総合研究センター）

ついて（消費・安全局農産安全管理課農薬

26日㈮◇問題農事組合法人に関する注意喚起につ

対策室）

いて（経営局協同組織課経営・組織対策室）

◇主要野菜の価格・輸入動向及び対策の実

◇食料・農業・農村政策審議会

総合食料

施状況について（生産局野菜課、大臣官房

麦政策検討小委員会の資

統計部生産流通消費統計課消費統計室、消

分科会食糧部会

料について
（総合食料局食糧部食糧貿易課）

費・安全局消費・安全政策課、植物防疫課）

◇農林物資規格調査会部会（林産物）の開

◇コイヘルペスウイルス病に関する PCR

催について（消費・安全局表示・規格課）

検査結果（11月22日〜11月28日分）（消費・

◇「そば（加工品）
」の表示に関する特別調

安全局衛生管理課魚類安全室）

査の実施について（消費・安全局表示・規

◇日・フィリピン経済連携協定に関する大

格課食品表示・規格監視室）

筋合意について（大臣官房国際部国際調整

◇「そば（加工品）
」の表示に関する特別調

課）

査におけるそば含有量の科学的分析の公開

◇
「生物多様性影響評価検討会総合検討会」

デモンストレーションついて（消費・安全

の開催及び傍聴について（技術会議事務局

局表示・規格課食品表示・規格監視室）

技術安全課）

◇株式会社北辰水産が販売した「生鮮水産

◇第６回「適切な森林管理に向けた林業経

農
営のあり方に関する検討会」の開催につい

政

日

誌
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法令>
11月１日㈪◇指定漁業の許可及び取締り等に関する省

て（林野庁林政部経営課）
◇新潟県中越地震に係る山地災害危険地区

令の一部を改正する省令（農林水産省令第

等の緊急点検の結果について（林野庁森林

84号）を公布（同日施行）
８日㈪◇地方自治法の一部を改正する法律の施行

整備部治山課）
◇林政審議会の概要について（林野庁林政

期日を定める政令（政令第343号）を公布（平

部企画課、林政課）

成16年11月10日施行）

30日㈫◇「鶏卵トレーサビリティ導入ガイドライ

◇地方自治法施行令の一部を改正する政令

ン」の公表について（消費・安全局消費・

（政令第344号）を公布（地方自治法の一部

安全政策課）

を改正する法律の施行の日（平成16年11月

◇野菜に関する月間情報（11月分）の提供

10日）施行。ただし、第92条第５項及び第

について（生産局野菜課）

６項の改正規定、第178条第４項の改正規定

◇農林物資規格調査会部会（果実飲料等）

並びに次条から附則第４条まで並びに附則

の開催及び傍聴の募集について（消費・安

第６条及び第７条の規定は、平成17年４月

全局表示・規格課）

１日施行）

◇農林物資規格調査会部会（林産物）の審

10日㈬◇平成16年８月27日から同月31日までの間

議の概要について（消費・安全局表示・規

の豪雨及び暴風雨による災害についての激

格課）

甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の

◇政府保有に係るタイ国産うるち精米の異

指定に関する政令（政令第348号）を公布（同

物混入について（総合食料局食糧部消費流

日施行）

通課）

◇平成16年９月４日から同月８日までの間

◇平成16年産米の検査結果
（速報値）
（平成

の豪雨及び暴風雨による災害についての激

16年11月15日現在）
（総合食料局食糧部消費

甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の

流通課）

指定に関する政令（政令第349号）を公布（同

◇食料・農業・農村政策審議会

総合食料

日施行）

麦政策検討小委員会の開

◇平成16年８月17日から９月８日までの間

催及び傍聴について（総合食料局食糧部食

の天災についての天災による被害農林漁業

糧貿易課）

者等に対する資金の融通に関する暫定措置

◇牛海綿状脳症（BSE）サーベイランスの

法の適用に関する政令（政令第350号）を公

結果について（平成16年10月末まで）（消

布（同日施行）

費・安全局衛生管理課）

◇平成16年８月17日から９月８日までの間

分科会食糧部会

農村振興

の天災による災害についての激甚災害及び

平成16年度第２

これに対し適用すべき措置の指定に関する

◇食料・農業・農村政策審議会
分科会農業農村整備部会

回技術小委員会の開催について（農村振興

政令（政令第351号）を公布（同日施行）
11日㈭◇特定商取引に関する法律の規定に基づく

局計画部事業計画課）
企画部会

立入検査をする職員の携帯する身分を示す

（第25回）の資料について（大臣官房企画

証明書の様式を定める命令の一部を改正す

評価課）

る命令（内閣府・厚生労働省・農林水産省・

◇水産物の市況について（平成16年11月及

経済産業省・国土交通省令第１号）を公布

び12月）
（水産庁漁政部加工流通課）

（同日施行）

◇食料・農業・農村政策審議会

◇アジア森林パートナーシップ（AFP）第

15日㈪◇商品取引所法施行規則の一部を改正する

４回実施促進会合の開催について（林野庁

省令（農林水産省・経済産業省令第９号）

森林整備部計画課海外林業協力室）

を公布（平成16年12月31日施行）

◇第37回国際熱帯木材機関（ITTO）理事会

17日㈬◇独立行政法人医薬基盤研究所法施行令

の開催について（林野庁林政部木材課木材

（政令第356号）を公布（同日施行。ただし、

貿易対策室）

附則第７条から第23条までの規定は、平成
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農

政

17年４月１日施行）
25日㈭◇海洋生物資源の保存及び管理に関する法

日

誌
26回、第27回）の開催及び傍聴について（大
臣官房企画評価課）

律施行規則の一部を改正する省令（農林水

◇農林物資規格調査会部会（有機農産物等）

産省令第85号）を公布（同日施行）

の開催及び傍聴の募集について（消費・安

◇競馬法施行令の一部を改正する政令（政

全局表示・規格課）

令第361号）
を公布
（平成17年１月１日施行）

◇食料・農業・農村政策審議会

◇農業協同組合法施行令の一部を改正する

会畜産企画部会・畜産物価格等部会

政令（政令第363号）を公布（平成17年４月

部会の開催及び傍聴について（生産局畜産

１日施行）

部畜産企画課）

◇海洋生物資源の保存及び管理に関する法

◇第４回「花き産業振興方針検討会」の開

律施行令の一部を改正する政令
（政令第364

催及び傍聴について（生産局果樹花き課花

号）を公布（同日施行）

き対策室）

◇平成16年９月26日から同月30日までの間

◇食料・農業・農村政策審議会

の豪雨及び暴風雨による災害についての激

全分科会家畜衛生部会

甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の

小委員会の開催について（消費・安全局衛

指定に関する政令
（政令第365号）
を公布（同

生管理課）

日施行）

◇株式会社サカタのタネに対する措置（厳

26日㈮◇農林物資の規格化及び品質表示の適正化

生産分科
合同

消費・安

第10回家きん疾病

重注意）について（生産局種苗課）

に関する法律に基づく登録格付機関等を登

◇日本海・九州西広域漁業調整委員会第７

録する省令の一部を改正する省令（農林水

回九州西部会の結果

産省令第86号）を公布（同日施行）

年度作成に向けて努力〜（水産庁資源管理

◇農業協同組合及び農業協同組合連合会の

部管理課資源管理推進室、九州漁業調整事

信用事業に関する命令等の一部を改正する
命令（内閣府・農林水産省令第９号）を公

〜資源回復計画の16

務所）
２日㈭◇「男女共同参画でいいことあったまち・

布（平成16年12月１日施行）

むらコンクール」表彰者の決定について（経

◇動物用医薬品の使用の規制に関する省令

営局女性・就農課女性・高齢者対策推進室）

の一部を改正する省令（農林水産省令第87

◇地域再生計画（第２回）の認定について

号）を公布（平成16年12月26日施行）

（農村振興局農村政策課）

29日㈪◇産業活力再生特別措置法施行規則の一部

◇第15回コーデックス連絡協議会の概要

を改正する命令（内閣府・総務省・財務省・

（消費・安全局消費・安全政策課国際室、

厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国

厚生労働省）

土交通省令第１号）を公布（平成16年12月

◇平成16年度第２回「消費者等との定例懇

１日施行）

談会」の開催について（消費・安全局消費

30日㈫◇農林水産省組織規則の一部を改正する省

者情報官）

令（農林水産省令第88号）を公布（平成16

◇政府国内産米穀の一般競争入札による売

年12月１日施行）

渡しの結果について（12月分・速報値）（総

12 月
12月１日㈬◇「主要食料品の小売価格等の見通し」及

合食料局食糧部消費流通課）
◇構造改革特区計画の第６回認定について
（大臣官房企画評価課）

び「食料品消費モニター特別調査結果」に

◇第６回「適切な森林管理に向けた林業経

ついて（消費・安全局消費・安全政策課）

営のあり方に関する検討会」の議事概要に

◇台湾産台農二号種のパパイヤ生果実の輸

ついて（林野庁林政部経営課）

入解禁について（消費・安全局植物防疫課）

◇「栄養塩類に着目した森・川・海の土砂

◇第９回農業資材審議会農薬分科会の開催

移動に関する検討会」の開催について（林

について（消費・安全局農産安全管理課）

野庁森林整備部治山課、水産庁漁港漁場整

◇食料・農業・農村政策審議会企画部会（第

備部計画課、国土交通省）

農

政

日

誌
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◇水産政策審議会第17回施策部会の開催に

安全局衛生管理課魚類安全室）

ついて（水産庁漁政部企画課）

◇平成16年度土地改良事業地区営農推進優

◇韓国水域における日本漁船の拿捕事件に

良事例表彰（式）について（農村振興局計

ついて（水産庁資源管理部沿岸沖合課）

画部資源課）

３日㈮◇第７回「野菜政策に関する研究会」の開

◇ FAO 海亀の保存と漁業に関する政府間

催及び傍聴について（生産局野菜課）

技術会合の結果について（水産庁資源管理

◇政府保有に係る米国産うるち精米の異物

部国際課）

混入について（総合食料局食糧部計画課）

◇韓国水域における日本漁船の拿捕事件の

◇食料・農業・農村政策審議会

続報について（水産庁資源管理部沿岸沖合

消費・安

全分科会家畜衛生部会第10回家きん疾病小
委員会に関する概要について（消費・安全

課）
７日㈫◇食料・農業・農村政策審議会

総合食料

局衛生管理課）

分科会食糧部会

◇日・タイ経済連携協定交渉第５回会合の

ける追加資料について（総合食料局食糧部

開催について
（大臣官房国際部国際調整課）

食糧貿易課）

◇「山菜文化産業懇話会報告書」について

◇「平成16年度食品トレーサビリティシス

（林野庁林政部経営課特用林産対策室）

テム開発・実証事業」成果報告会の開催に

◇南極海生態系総合調査のための水産庁漁

ついて（消費・安全局消費・安全政策課、

業調査船開洋丸の出港について（水産庁増

㈳食品需給研究センター）

殖推進部漁場資源課）

◇食料・農業・農村政策審議会

◇ WCPFC（中西部太平洋まぐろ類条約）

（第26回）の資料について（大臣官房企画

第７回準備会合及び第１回委員会会合の開

評価課）

催について（水産庁資源管理部国際課）

◇北海道農政事務所による「牛の個体識別

◇韓国水域における日本漁船の拿捕事件に

のための情報の管理及び伝達に関する特別

ついて（水産庁資源管理部沿岸沖合課）

措置法」に基づく告発について（消費・安

６日㈪◇１月は「食を考える月間」です〜毎日の

麦政策検討小委員会にお

企画部会

全局衛生管理課）

ことだから、ちょっと考えてみませんか

◇「水産業協同組合法施行規則の一部を改

〜（消費・安全局消費者情報官）

正する省令案」についての意見・情報の募

◇平成16年12月第１週（11月29日〜12月３

集（水産庁漁政部水産経営課指導室）

日）の牛肉小売価格等の調査結果について

◇韓国水域における日本漁船の拿捕事件に

（消費・安全局消費・安全政策課）
◇食料・農業・農村政策審議会
分科会食糧部会

総合食料

麦政策検討小委員会の資

ついて（水産庁資源管理部沿岸沖合課）
８日㈬◇食料・農業・農村政策審議会

総合食料

分科会食糧部会の開催について（総合食料

料について
（総合食料局食糧部食糧貿易課）

局食料企画課）

◇主要野菜の価格・輸入動向及び対策の実

◇第７回植物新品種の保護に関する研究会

施状況について（生産局野菜課、大臣官房

の開催について（生産局種苗課）

統計部消費統計室、消費・安全局消費・安

◇種苗法による品種登録について（生産局

全政策課、植物防疫課）

種苗課）

◇平成16年度第３回食料・農業・農村政策

◇福岡県の田中徳次郎商店による畳表の

審議会

JAS 法違反容疑に対する告発について（消

生産分科会果樹部会の開催につい

て（生産局果樹花き課）

費・安全局表示・規格課食品表示・規格監

◇農業資材審議会農業機械化分科会検査部

視室）

会の概要について（生産局農産振興課）

◇政府国内産米穀の一般競争入札による売

◇普通肥料の検査結果の公表について（消

渡しの結果について（12月分・確定値）（総

費・安全局農産安全管理課）

合食料局食糧部消費流通課）

◇コイヘルペスウイルス病に関する PCR

◇政府保有に係るタイ国産うるち精米の異

検査結果（11月29日〜12月５日分）
（消費・

物混入について（総合食料局食糧部計画課）
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◇平成16年度第６回 M A 一般輸入米入札

◇岩永農林水産副大臣の海外出張について

結果の概要
（総合食料局食糧部食糧貿易課）

（大臣官房国際部国際政策課）

◇第５回国有林の
「レクリエーションの森」

◇商品取引員に対する行政処分について

に関する検討会の開催について（林野庁国

（総合食料局商品取引監理官、経済産業省）

有林野部業務課）

◇「安全・安心モニター」の追加募集につ

◇豊かな東京湾再生検討委員会第３回アオ

いて（消費・安全局消費者情報官）

ギス再生特別委員会、第５回食文化分科会

◇生鮮食品の小売店舗及び中間流通業者に

及び第２回親水機能分科会の開催について

おける表示実施状況調査等の結果概要（平

（水産庁増殖推進部漁場資源課）

成16年度上半期）（消費・安全局表示・規格

◇韓国水域における日本漁船の拿捕事件の

課食品表示・規格監視室）

続報について（水産庁資源管理部沿岸沖合

◇加工食品の表示実施状況調査の結果概要

課）

（平成16年度上半期）（消費・安全局表示・

◇中型まき網漁業につき漁業法第66条第１

規格課食品表示・規格監視室）

項の許可をすることができる都道府県別の

◇平成15年度林業機械保有状況調査結果の

船舶の隻数及び合計総トン数の最高限度を

概要について（林野庁森林整備部研究普及

定める告示の一部改正案についてのパブリ

課技術開発推進室）

ックコメントの実施結果について（水産庁

◇日ロ漁業委員会第21回会議の結果につい

資源管理部沿岸沖合課）

て（水産庁資源管理部国際課）

９日㈭◇平成16年度農村アメニティ・コンクール

13日㈪◇食料・農業・農村政策審議会

総合食料

の選賞について（農村振興局農村政策課、

分科会食糧部会の資料について（総合食料

㈶農村開発企画委員会）

局食糧部食糧貿易課）

◇「乳用種に係る肉用子牛生産者補給金制

◇平成16年12月第２週（12月６日〜12月10

度の運用の在り方に関する研究会」報告書

日）の牛肉小売価格等の調査結果について

の公表について
（生産局畜産部食肉鶏卵課）

（消費・安全局消費・安全政策課）

◇平成16年度病害虫発生予報第８号（消

◇「食を考える国民フォーラム」の開催に

費・安全局植物防疫課）

ついて（消費・安全局消費者情報官）

◇「男女共同参画でいいことあったまち・

◇平成16年産国内産米穀の政府買入れに係

むらコンクール」表彰式及び受賞市町村と

る一般競争入札の結果について（12月10日

の懇談会について（経営局女性・就農課女

実施）（総合食料局食糧部消費流通課）

性・高齢者対策推進室）

◇「砂糖及びでん粉に関する検討会」第２

◇第８回「農林漁業金融に関する研究会」

回でん粉分科会の概要について（生産局特

の開催について（経営局金融調整課）

産振興課）

◇第３回
「砂糖及びでん粉に関する検討会」

◇「砂糖及びでん粉に関する検討会」第２

の開催について（生産局特産振興課）

回砂糖分科会の概要について（生産局特産

◇第８回日韓漁業取締実務者協議の結果に

振興課）

ついて（水産庁資源管理部管理課指導監督

◇主要野菜の価格・輸入動向及び対策の実

室）

施状況について（生産局野菜課、大臣官房

10日㈮◇平成16年度の「その他の乳製品」の関税

統計部消費統計室、消費・安全局消費・安

割当公表（第２次）について（大臣官房国

全政策課、植物防疫課）

際部貿易関税課）

◇豚コレラ関係の定期報告関連情報につい

◇遺伝子組換え生物等の第一種使用規程の

て（消費・安全局衛生管理課）

承認申請案件に対する意見・情報の募集（消

◇食料・農業・農村政策審議会

費・安全局農産安全管理課）

分科会食糧部会の答申について（総合食料

◇加工原材料用に係る政府所有ミニマム・

局食糧部食糧貿易課）

アクセス米の定例販売の実施について（平

◇「ニッポン食育フェア」の開催及び「地

成17年１月分）
（総合食料局食糧部計画課）

域に根ざした食育コンクール2004」審査結

総合食料
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果について（消費・安全局消費者情報官）

家との意見交換について（消費・安全局衛

◇平成16年度第２回太平洋イワシ・アジ・

生管理課）

サバ等長期漁海況予報（水産庁増殖推進部

◇平成17年度農林水産関係税制改正予定事

漁場資源課、 独 水産総合研究センター中央

項について（経営局総務課調整室）

水産研究所）

◇冷凍水産物需給情報（平成16年12月）−平
報告

成16年度第３回冷凍水産物需給情報検討会

書」に対する意見の募集について（消費・

の協議結果−（水産庁漁政部加工流通課）

安全局表示・規格課）

◇日本・ペルー非公式漁業協議の結果につ

◇米の１人１か月当たり消費量（平成16年

いて（水産庁資源管理部国際課海外漁業協

10月分）
（総合食料局食糧部計画課）

力室）

14日㈫◇「わかりやすい表示方法について

◇平成16年産麦の検査結果
（速報値）
（平成

16日㈭◇加工食品中のアクリルアミド分析結果に

16年11月末日現在）
（総合食料局食糧部消費

ついて（消費・安全局消費・安全政策課）

流通課）

◇平成16年11月の国内産米穀の卸・小売価

◇平成16年産米の検査結果
（速報値）
（平成

格の概況について（総合食料局食糧部計画

16年11月末日現在）
（総合食料局食糧部消費

課）

流通課）

◇「景観法施行規則案」についての意見・

◇平成16年度外国産麦類検査実績の産地

情報の募集結果について（農村振興局農村

（型）銘柄別、検査項目別平均値（平成16

政策課）

年４月〜10月）
（総合食料局食糧部消費流通

◇平成16年国内産米穀のカドミウム含有状

課）

況の調査結果について（消費・安全局農産

◇商品取引員に対する行政処分について

安全管理課）

（総合食料局商品取引監理官、
経済産業省）

◇2004年10大研究成果について（技術会議

◇商品取引員に対する行政処分について

事務局技術政策課技術情報室）

（総合食料局商品取引監理官、
経済産業省）

◇第６回日中漁業共同委員会の結果につい

◇食料・農業・農村政策審議会

て（水産庁資源管理部国際課）

企画部会

（第27回）の資料について（大臣官房企画

17日㈮◇農林物資規格調査会部会の開催について

評価課）

（消費・安全局表示・規格課）

◇アジア森林パートナーシップ（AFP）第

◇ムソー株式会社における小豆の原産地等

４回実施促進会合の結果概要について（林

の不正表示及び有利誤認表示に対する措置

野庁森林整備部計画課海外林業協力室）

について（消費・安全局表示・規格課）

◇平成16年度「国有林野事業業務研究発表

◇九州椎茸株式会社が製造した「乾しいた

会」（第37回）の開催結果について（林野庁

け」における不正表示に対する措置につい

国有林野部業務課）

て（消費・安全局表示・規格課食品表示・

◇ WCPFC（中西部太平洋まぐろ類条約）

規格監視室）

第７回準備会合及び第１回委員会の結果に

◇麦製品等の取引価格の推移（平成16年11

ついて（水産庁資源管理部国際課）

月分）（総合食料局食糧部計画課）

15日㈬◇農林水産省本省「消費者の部屋」の平成

◇第１回フードガイド（仮称）検討会の開

17年前期特別展示スケジュールについて

催について（消費・安全局消費者情報官、

（消費・安全局消費者情報官消費者の部屋）

厚生労働省）

◇食料・農業・農村政策審議会

◇横浜商品取引所における野菜の上場につ

生産分科

会畜産企画部会・畜産物価格等部会合同部

いて（総合食料局商品取引監理官）

会の概要について（生産局畜産部畜産企画

◇平成16年産国内産米穀の政府買入れに係

課）

る一般競争入札の結果について（12月10

◇清水種苗株式会社に対する措置（厳重注

日・16日実施）（総合食料局食糧部消費流通

意）について（生産局種苗課）

課）

◇米国産牛肉の貿易再開に関する米側専門

◇特定農薬（特定防除資材）に該当しない
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こととする資材の取扱い（案）に関する意

家との意見交換の概要について（消費・安

見・情報の募集について（消費・安全局農

全局衛生管理課、厚生労働省）

産安全管理課農薬対策室）

◇第13回ふるさと山村フォトコンテスト審

◇農業資材審議会飼料分科会、同分科会安

査結果について（農村振興局農村政策課）

全性部会及び同分科会家畜栄養部会の開催

◇ WTO 農業委員会特別会合（技術会合）

並びに一般傍聴について（消費・安全局衛

の結果概要（大臣官房国際部国際貿易機関

生管理課）

室）

◇米国産牛肉等の輸入停止措置に伴う牛肉

◇平成16年度農林水産省農作物新品種命名

の需給動向について（生産局畜産部食肉鶏

登録（第２回）について（技術会議事務局

卵課）

地域研究課）

◇加工原材料用に係る政府所有ミニマム・

◇「主要木材の短期需給見通し（平成17年

アクセス米の定例販売の結果について（概

第１四半期及び第２四半期）」について（林

要）（12月16日実施）
（総合食料局食糧部計

野庁林政部木材課）

画課）

◇第37回国際熱帯木材機関（ITTO）理事会

◇民間結集型アグリビジネス創出技術開発

の結果について（林野庁林政部木材課木材

事業における平成17年度新規課題の募集に
ついて（技術会議事務局先端産業技術研究

貿易対策室）
21日㈫◇飼料安全法の基準・規格に違反する事例

課民間研究推進室）

について（消費・安全局衛生管理課薬事・

◇クローン牛の異動報告のとりまとめにつ

飼料安全室）

いて（H16.11.1〜H16.11.30異動情報提供

◇農林物資規格調査会部会（有機農産物及

分）
（技術会議事務局技術安全課、生産局畜

び有機農産物加工食品）の審議の概要につ

産部畜産振興課生産技術室）

いて（消費・安全局表示・規格課）

◇国有林の「レクリエーションの森」に関

◇当面の政府国内産米穀の販売について

する検討会（第５回）の概要（林野庁国有

（総合食料局食糧部計画課）

林野部業務課）

◇
「植物新品種の保護に関する研究会報告」

◇水産政策審議会第17回施策部会の結果に

について（生産局種苗課）

ついて（水産庁漁政部企画課）

◇平成16年度第４回輸入米に係る特別売買

20日㈪◇農林物資規格調査会部会（果実飲料等）

（SBS）の結果の概要（総合食料局食糧部

の開催について（消費・安全局表示・規格

食糧貿易課）

課）

◇ 気 候 変 動 枠 組 条 約 第10回 締 約 国 会 合

◇平成16年12月第３週（12月13日〜12月17

（COP10）等における小規模 CDM 植林の

日）の牛肉小売価格等の調査結果について

ルール等に関する決定の概要（林野庁森林

（消費・安全局消費・安全政策課）

整備部計画課海外林業協力室）

◇平成17年度農業農村整備事業予算一次内

22日㈬◇農林物資規格調査会部会（果実飲料等）

示の概要（農村振興局整備部設計課）

の審議の概要について（消費・安全局表示・

◇平成16砂糖年度１月−３月期における砂

規格課）

糖及び異性化糖の需給見通し（生産局特産

◇平成16年度中央食品表示ウォッチャー食

振興課）

品表示状況モニタリング報告について（消

◇主要野菜の価格・輸入動向及び対策の実

費・安全局表示・規格課）

施状況について（生産局野菜課、大臣官房

◇肥料取締法に基づき実施した立入検査に

統計部消費統計室、消費・安全局消費・安

おいて、し尿汚泥肥料から許容基準を超え

全政策課、植物防疫課）

る水銀を検出（消費・安全局農産安全管理

◇飼料安全法に基づく収去飼料等の試験結

課）

果の公表について（消費・安全局衛生管理

◇平成16年度第３回食料・農業・農村政策

課薬事・飼料安全室）

審議会

◇米国産牛肉の貿易再開に関する米側専門

て（生産局果樹花き課）

生産分科会果樹部会の概要につい
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◇韓国からの家きん等の一時輸入停止措置

◇政府国内産米穀の一般競争入札による売

について（消費・安全局衛生管理課国際衛

渡しについて（総合食料局食糧部消費流通

生対策室）

課）

◇「高病原性鳥インフルエンザ発生対応の

◇豚コレラ関係の定期報告関連情報につい

防疫作業従事者における血清抗体検査」に

て（消費・安全局衛生管理課）

係る調査結果及び防疫対応の徹底について

◇牛海綿状脳症（BSE）サーベイランスの

（消費・安全局衛生管理課）

結果について（平成16年11月末まで）（消

◇今後における「レクリエーションの森」

費・安全局衛生管理課）

の展開方向について骨子（案）の意見・情

◇コイヘルペスウイルス病に関する PCR

報の募集について（林野庁国有林野部業務

検査結果（12月20日〜12月26日分）（消費・

課）

安全局衛生管理課魚類安全室）

◇ワシントン条約（CITES）第13回締約国

◇第10回農業資材審議会飼料分科会安全性

会議における附属書Ⅰ及びⅡの改正に伴う

部会の概要について（消費・安全局衛生管

留保について（水産庁増殖推進部漁場資源

理課）

課生態系保全室）

◇第４回農業資材審議会飼料分科会家畜栄

24日㈮◇農業法人設立に関する不正な勧誘に対す

養部会の概要について（消費・安全局衛生

る注意喚起について（経営局経営政策課）

管理課）

◇独立行政法人の中期目標期間終了時の事

◇第11回農業資材審議会飼料分科会の概要

務・事業の見直しについて（大臣官房文書

について（消費・安全局衛生管理課）

課）

◇農林水産研究開発レポート「食料・環境

◇平成17年度農業農村整備事業予算概算決

問題の解決を目指した国際農林水産業研

定の概要（農村振興局整備部設計課）

究」の発行について（技術会議事務局技術

◇農業農村整備事業等における公共事業

政策課技術情報室）

（補助事業分）
の事業評価結果について（農

◇「森林（もり）づくり」シンポジウムの

村振興局計画部事業計画課、整備部水利整

開催について（林野庁森林整備部森林保全

備課）

課）

◇信用事業を行う漁協の平成15事業年度末

28日㈫◇平成16年産国内産米穀の政府買入れに係

におけるリスク管理債権等の状況について

る一般競争入札・随意契約の結果について

（水産庁漁政部水産経営課）

（12月実施）（総合食料局食糧部消費流通

◇「都市漁村交流を考えるシンポジウム」

課）

の開催について（水産庁漁港漁場整備部防

◇主要野菜の価格・輸入動向及び対策の実

災漁村課）

施状況について（生産局野菜課、大臣官房

◇第７回日韓漁業共同委員会の結果につい

統計部消費統計室、消費・安全局消費・安

て（水産庁資源管理部国際課）

全政策課、植物防疫課）

27日㈪◇再就職状況の公表について（大臣官房秘

◇岩永農林水産副大臣の東京都中央卸売市

書課）

場築地市場の視察について（総合食料局流

◇植物防疫法施行規則の一部を改正する省

通課）

令案等（検疫有害動植物、施行規則別表１

◇平成17年度における先端技術を活用した

及び別表２）についての意見・情報の募集

農林水産研究高度化事業の研究課題の公募

（消費・安全局植物防疫課）

について（技術会議事務局地域研究課）

◇平成16年12月第４週（12月20日〜12月24

◇水産物の市況について（平成16年12月及

日）の牛肉小売価格等の調査結果について

び平成17年１月）−東京都中央卸売市場に

（消費・安全局消費・安全政策課）

おける平成16年12月（11月21日〜12月20日

◇株式会社鳥芳における生鮮畜産物の不適

集計）の市況と、平成17年１月の市況見通

正表示に対する措置について（消費・安全

し（前月との比較）−（水産庁漁政部加工流

局表示・規格課食品表示・規格監視室）

通課）
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農

政

日

誌
17年１月４日施行。ただし、第６条、第７

法令>
12月１日㈬◇植物防疫法施行規則の一部を改正する省

条第２項及び第３項並びに第３章の規定は

令（農林水産省令第89号）を公布（同日施

同年７月19日から、第４条及び第４章の規

行）

定は同日施行）

◇指定漁業の許可及び取締り等に関する省

２日㈭◇海岸法施行規則の一部を改正する省令

令の一部を改正する省令（農林水産省令第

（農林水産省・国土交通省令第２号）を公

90号）を公布（同日施行。ただし、次の各

布（海洋汚染及び海上災害の防止に関する

号に掲げる規定は、当該各号に定める日か

法律等の一部を改正する法律（平成16年法

ら施行。１

別表第２大中型まき網漁業の

律第36号）の施行の日から施行）

平成17年１

３日㈮◇民事関係手続の改善のための民事訴訟法

別表第２沖合底びき網漁業の

等の一部を改正する法律（法律第152号）を

項第１号ロ⑼及び⑽、同表大中型まき網漁

公布（公布の日から起算して１年を超えな

業の項第１号ワ並びに同表いか釣り漁業の

い範囲内において政令で定める日から施

項第１号ロ⑴及び⑵の改正規定

行。ただし、次の各号に掲げる規定は、当

項第１号ヌ及びルの改正規定
月１日

２

１月４日

３

平成17年

別表第２大中型まき網漁業

の項第１号カ及びタの改正規定

平成17年

該各号に定める日から施行。＜以下、略＞）
◇信託業法（法律第154号）を公布（公布の

１月15日）

日から起算して６月を超えない範囲内にお

◇承認漁業等の取締りに関する省令の一部

いて政令で定める日から施行。ただし、附

を改正する省令（農林水産省令第91号）を

則第９条の規定は、公布の日から起算して

公布（同日施行。ただし、第１条第１項第

３月を超えない範囲内において政令で定め

４号及び別表第３沿岸まぐろはえ縄漁業の

る日から施行）

項の改正規定は、平成17年１月４日から施

◇電子広告制度の導入のための商法等の一

行）

部を改正する法律の施行期日を定める政令

◇民法の一部を改正する法律（法律第147

（政令第384号）を公布（電子広告制度の導

号）を公布（公布の日から起算して６月を

入のための商法等の一部を改正する法律の

超えない範囲内において政令で定める日か

施行期日は、平成17年２月１日）

ら施行）
◇民間事業者等が行う書面の保存等におけ

７日㈫◇森林法施行規則の一部を改正する省令
（農林水産省令第92号）を公布（同日施行）

る情報通信の技術の利用に関する法律の施

８日㈬◇金融先物取引法の一部を改正する法律

行に伴う関係法律の整備等に関する法律

（法律第159号）を公布（平成17年７月１日

（法律第150号）を公布（平成17年４月１日

施行）

施行）

10日㈮◇種苗法施行規則の一部を改正する省令

◇平成16年10月18日から同月21日までの間

（農林水産省令第93号）を公布（同日施行）

の豪雨及び暴風雨による災害についての激

◇競馬法施行規則の一部を改正する省令

甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の

（農林水産省令第94号）を公布（同日施行）

指定に関する政令
（政令第376号）
を公布（同

13日㈪◇家畜伝染病予防法施行規則の一部を改正

日施行）

する省令（農林水産省令第95号）を公布（同

◇平成16年新潟県中越地震による災害につ

日施行）

いての激甚災害及びこれに対し適用すべき

15日㈬◇景観法の施行期日を定める政令（政令第

措置の指定に関する政令（政令第377号）を

397号）を公布（景観法の施行期日は、平成

公布（同日施行）

16年12月17日）

◇外国為替法令に係る行政手続等における

◇景観法施行令（政令第398号）を公布（法

情報通信の技術の利用に関する法律施行規

の施行の日（平成16年12月17日）施行）

則（内閣府・総務省・財務省・文部科学省・

◇景観法及び景観法の施行に伴う関係法律

厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国

の整備等に関する法律の施行に伴う関係政

土交通省・環境省令第２号）を公布（平成

令の整備等に関する政令（政令第399号）を

農
公布（景観法の施行の日（平成16年12月17
日）施行）

政

日

誌
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17日）施行）
16日㈭◇動物用医薬品の使用の規制に関する省令

◇ダム事業に係る環境影響評価の項目並び

の一部を改正する省令（農林水産省令第99

に当該項目に係る調査、予測及び評価を合

号）を公布（同日施行）

理的に行うための手法を選定するための指

◇容器包装に係る分別収集及び再商品化の

針、環境の保全のための措置に関する指針

促進等に関する法律施行規則の一部を改正

等を定める省令及び堰事業に係る環境影響

する省令（財務省・厚生労働省・農林水産

評価の項目並びに当該項目に係る調査、予

省・経済産業省・環境省令第２号）を公布

測及び評価を合理的に行うための手法を選

（平成17年４月１日施行）

定するための指針、環境の保全のための措

17日㈮◇品種登録規則の一部を改正する省令（農

置に関する指針等を定める省令の一部を改

林水産省令第100号）を公布（平成17年１月

正する省令（厚生労働省・農林水産省・経

１日施行）

済産業省・国土交通省令第３号）を公布（都

◇家畜商法施行規則の一部を改正する省令

市緑地保全法等の一部を改正する法律の施

（農林水産省令第101号）を公布（平成17年

行の日（平成16年12月17日）施行）

１月１日施行）

◇独立行政法人緑資源機構が行う独立行政

◇農林水産省関係構造改革特別区域法施行

法人緑資源機構法第11条第１項第１号に規

規則の一部を改正する省令（農林水産省令

定する林道の開設又は改良の事業に係る環

第102号）を公布（同日施行）

境影響評価の項目並びに当該項目に係る調

21日㈫◇競馬法施行規則の一部を改正する省令

査、予測及び評価を合理的に行うための手

（農林水産省令第103号）を公布（平成17年

法を選定するための指針、環境の保全のた

１月１日施行）

めの措置に関する指針等を定める省令の一

22日㈬◇日本中央競馬会の平成17事業年度におけ

部を改正する省令（農林水産省令第96号）

る日本中央競馬会法第29条の２第３項の割

を公布（平成16年12月17日施行）

合を定める政令（政令第405号）を公布（同

◇景観農業振興地域整備計画に関する省令

日施行）

（農林水産省令第97号）を公布（法の施行

◇工業標準化法に基づく表示認定申請手数

の日（平成16年12月17日）施行）

料の額等を定める政令等の一部を改正する

◇集落地域整備法施行規則の一部を改正す

政令（政令第411号）を公布（平成17年10月

る省令（農林水産省令第98号）を公布（平

１日施行）

成16年12月17日施行）

◇農林水産省関係構造改革特別区域法施行

◇公有水面の埋立て又は干拓の事業に係る

規則の一部を改正する省令（農林水産省令

環境影響評価の項目並びに当該項目に係る

第104号）を公布（同日施行）

調査、予測及び評価を合理的に行うための

24日㈮◇動物用医薬品等取締規則（農林水産省令

手法を選定するための指針、環境の保全の

第107号）を公布（薬事法及び採血及び供血

ための措置に関する指針等を定める省令の

あっせん業取締法の一部を改正する法律の

一部を改正する省令（農林水産省・国土交

施行の日（平成17年４月１日）施行）

通省令第３号）を公布（都市緑地保全法等

◇産業活力再生特別措置法施行規則の一部

の一部を改正する法律の施行の日（平成16

を改正する命令（内閣府・総務省・財務省・

年12月17日）施行）

厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国

◇都市計画区域外の景観重要樹木及び景観

土交通省令第２号）を公布（平成17年１月

協定に関する省令（農林水産省・国土交通

１日施行）

省令第４号）を公布（法の施行の日（平成

◇農林水産省組織規則の一部を改正する省

16年12月17日）施行）

令（農林水産省令第105号）を公布（平成17

◇景観行政団体及び景観計画に関する省令

年１月１日施行。ただし、次の各号に掲げ

（農林水産省・国土交通省・環境省令第１

る改正規定は、当該各号に定める日から施

号）を公布（法の施行の日（平成16年12月

行。＜以下、略＞）

⎜ 452⎜

農

政

◇農林物資の規格化及び品質表示の適正化
に関する法律に基づく登録格付機関等を登
録する省令の一部を改正する省令（農林水
産省令第106号）を公布（同日施行）
27日㈪◇農林水産省関係構造改革特別区域法第２

日

誌
省・経済産業省令第10号）を公布（平成17
年１月１日施行）
28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109号）を公布（同
日施行）

条第３項に規定する省令の特例に関する措

◇農業協同組合及び農業協同組合連合会の

置及びその適用を受ける特定事業を定める

信用事業に関する命令等の一部を改正する

省令の一部を改正する省令（農林水産省令

命令（内閣府・農林水産省令第10号）を公

第108号）を公布（同日施行）

布（信託業法の施行の日（平成16年12月30

◇民事関係手続の改善のための民事訴訟法

日）施行）

等の一部を改正する法律の施行期日を定め

◇農業協同組合及び農業協同組合連合会の

る政令（政令第418号）を公布（民事関係手

信用事業に関する命令等の一部を改正する

続の改善のための民事訴訟法等の一部を改

命令（内閣府・農林水産省令第11号）を公

正する法律の施行期日は、平成17年４月１

布（平成17年１月１日施行）

日）

◇農業災害補償法施行規則等の一部を改正

◇民事関係手続の改善のための民事訴訟法

する省令（農林水産省令第110号）を公布（信

等の一部を改正する法律の施行に伴う関係

託業法の施行の日（平成16年12月30日）施

政令の整備に関する政令（政令第419号）を

行。ただし、第５条中独立行政法人農業者

公布（民事関係手続の改善のための民事訴

年金基金法施行規則第60条第２項第１号イ

訟法等の一部を改正する法律の施行の日

の改正規定は、同日施行）

（平成17年４月１日）施行）

◇農林水産省の職員が検査の際に携帯する

◇文化財保護法の一部を改正する法律の施

身分証明書の様式を定める省令の一部を改

行に伴う関係政令の整備に関する政令（政

正する省令（農林水産省令第111号）を公布

令第422号）
を公布
（平成17年４月１日施行）

（平成16年12月30日施行）

◇商品取引所法の一部を改正する法律の一

◇水産業協同組合法施行規則の一部を改正

部の施行期日を定める政令（政令第424号）

する省令（農林水産省令第112号）を公布（信

を公布（商品取引所法の一部を改正する法

託業法の施行の日（平成16年12月30日）施

律附則第１条第３号に掲げる規定の施行期

行）

日は、平成16年12月31日）

◇商品取引所法施行規則の一部を改正する

◇金融機関等による顧客等の本人確認等に

省令（農林水産省・経済産業省令第11号）

関する法律施行規則及び金融機関等による

を公布（信託業法の施行の日（平成16年12

顧客等の本人確認等に関する法律第８条第

月30日）施行）

１項の規定による立入検査をする職員の携

◇受託業務保証金規則の一部を改正する省

帯する身分を示す証明書の様式を定める命

令（農林水産省・経済産業省令第12号）を

令の一部を改正する命令（内閣府・総務省・

公布（信託業法の施行の日（平成16年12月

法務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・

30日）施行）

経済産業省・国土交通省令第２号）を公布

◇信託業法の施行に伴う関係政令の整備等

（金融機関等による顧客等の本人確認等に

に関する政令（政令第429号）を公布（法の

関する法律の一部を改正する法律の施行の

施行の日（平成16年12月30日）施行）

日（平成16年12月30日）施行）

１

◇商品投資販売業者の許可及び監督に関す

月

る命令の一部を改正する命令（内閣府・農

１月４日㈫◇チリ共和国から発送されるビング種のサ

林水産省・経済産業省令第２号）を公布（平

クランボの生果実に係る農林水産大臣が定

成17年１月１日施行）

める基準の一部改正について（生産局植物

◇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

防疫課）
５日㈬◇主要食料品の小売価格の見通し（消費・

農

政

日

誌
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安全局消費・安全政策課）

◇第２回「総合的病害虫管理（IPM ）検討

◇コイヘルペスウイルス病に関する PCR

会」の開催及び傍聴について（生産局植物

検査結果（12月27日〜１月４日分）
（消費・

防疫課）

安全局衛生管理課魚類安全室）

◇コイヘルペスウイルス病に関する PCR

◇インドネシア・スマトラ島沖大規模地震

検査結果（１月５日〜１月10日分）（消費・

及びインド洋津波被害への支援に関する農

安全局衛生管理課魚類安全室）

林水産省連絡会議の設置について（大臣官

◇「食品に関するリスクコミュニケーショ

房国際部国際協力課）

ン（農薬に関する意見交換会）」の開催及び

６日㈭◇「植物新品種の保護に関する研究会中間

出席者の募集について（消費・安全局消費

取りまとめ」についての意見・情報の募集

者情報官）

結果について（生産局種苗課）

◇加工原材料用に係る政府所有ミニマム・

７日㈮◇日本農林規格及び品質表示基準の改正案

アクセス米の定例販売の実施について（総

及び廃止案についての意見・情報（パブリ

合食料局食糧部計画課）

ックコメント）の募集について（消費・安

◇平成16年12月７日に混入を確認したタイ

全局表示・規格課）

国産うるち精米の異物について（総合食料

◇島村農林水産大臣の海外出張について

局食糧部計画課）

（大臣官房国際部国際政策課）

◇食料・農業・農村政策審議会経営分科会

◇常田農林水産副大臣の海外出張について

の開催について（経営局保険課）

（大臣官房国際部国際政策課）

12日㈬◇りんご火傷病の植物検疫措置に関する

◇野菜に関する月刊情報（12月分）の提供

WTO 再パネル会合について（生産局植物

について（生産局野菜課）

防疫課）

◇バイオマス・アジアワークショップ2005

13日㈭◇農林物資規格調査会総会の開催及び傍聴

の開催について（大臣官房環境政策課、国

の募集について（消費・安全表示・規格課）

際部国際調整課、 独 産業技術総合研究所）

◇第２回「砂糖及びでん粉に関する検討会」

◇第６回豊かな東京湾再生検討委員会の開

の概要について（生産局特産振興課）

催について
（水産庁増殖推進部漁場資源課）

◇政府国内産米穀の一般競争入札による売

◇瀬戸内海以外の海面を操業区域とする小

渡の結果について（１月12日実施分）（総合

型機船底引き網漁業につき許可をすること

食料局食糧部消費流通課）

ができる都道府県別の船舶の隻数の最高限

◇第２回牛の月齢判別に関する検討会の開

度を定める告示の一部改正案についてのパ

催について（消費・安全局衛生管理課、厚

ブリックコメントの実施について（水産庁

生労働省）

資源管理部沿岸沖合課）

◇農業・農村に関する意見交換会「水土里

◇マサバ太平洋系群資源回復計画に基づく

（みどり）のカレッジミーティング」の開

臨時系船休漁の実施について（水産庁資源

催について（農村振興局整備部設計課）

管理部管理課資源管理推進室）

◇島村農林水産大臣とスパチャイ WTO

11日㈫◇2005年農林業センサスの実施について−

事務局長との会談の概要（大臣官房国際部

調査体系等を抜本的に見直し−（大臣官房

国際経済課）

統計部センサス統計室）

◇加治屋農林水産大臣政務官の海外出張に

◇平成16年12月第５週・平成17年１月第１

ついて（大臣官房国際部国際政策課）

週（16年12月27日〜17年１月７日）の牛肉

◇水産庁漁業調査船照洋丸による黒潮続

小売価格等の調査結果について（消費・安

流・南側再循環流域における国際重要資源

全局消費・安全政策課）

加入過程調査の実施について（水産庁増殖

◇平成16年度外国産麦類検査実績の産地

推進部漁場資源課、 独 水産総合研究センタ

（型）銘柄別、検査項目別平均値（平成16

ー）

年４月〜11月）
（総合食料局食糧部消費流通
課）

14日㈮◇平成16年度下期のとうもろこしの関税割
当公表（第２次）について（大臣官房国際
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部貿易関税課）

農業交渉議長との意見交換について（大臣

◇オーストラリア連邦内の指定地域で生産

官房国際部国際政策課）

される柑橘属植物の生果実に係る輸入解禁

◇平成16年度第２回畜産環境対策担当者等

手続について（生産局植物防疫課）

全国会議の開催について（生産局畜産部畜

◇米の１人１ヶ月当たり消費量（平成16年

産企画課畜産環境対策室）

11月分）
（総合食料局食糧部計画課）

◇林政審議会施策部会の開催及び一般傍聴

◇平成16年10月・11月度の蚕糸業需給・価

について（林野庁林政部企画課）

格動向（生産局特産振興課）

18日㈫◇食料・農業・農村政策審議会

農村振興

◇第７回「野菜政策に関する研究会」の概

分科会農業農村整備部会

要について（生産局野菜課）

回国際小委員会の開催について（農村振興

◇常田農林水産副大臣とブーリヤ・インド

局計画部事業計画課）

農業閣外大臣との会談の概要（大臣官房国

◇平成16年12月の国内産米穀の卸・小売価

際部国際経済課）

格の概況について（総合食料局食糧部計画

◇地域食料産業等再生のための研究開発等

課）

支援事業における平成17年度新規課題の募

◇平成16年産麦の検査結果（速報値）（平成

集について（技術会議事務局先端産業技術

16年12月末日現在）
（総合食料局食糧部消費

研究課民間研究推進室）

流通課）

◇林政審議会の開催及び一般傍聴について

◇平成16年産米の検査結果（速報値）（平成

（林野庁林政部林政課）

16年12月末日現在）
（総合食料局食糧部消費

◇瀬戸内海機船船引き網漁業の許可をする

流通課）

ことが出来る府県別の船舶の隻数の最高限

◇国連防災世界会議におけるシンポジウム

度額を定める告示の一部改正案についての

の開催等について（経営局経営政策課）

パブリックコメントの実施について（水産

◇平成16年11月24日に混入を確認したタイ

庁資源管理部沿岸沖合課）

国産うるち精米の異物について（総合食料

15日㈯◇島村農林水産大臣とスイス・ダイス経済

平成16年度第２

局食糧部消費流通課）

大臣との会談の概要（大臣官房国際部国際

◇第１回小動物獣医療に関する検討会の開

経済課）

催について（消費・安全局衛生管理課）

◇島村農林水産大臣と EU ボエル農業担当

◇食料・農業・農村政策審議会

委員との会談の概要（大臣官房国際部国際

（第28回）の開催及び傍聴について（大臣

経済課）

官房企画評価課）

17日㈪◇麦製品等の取引価格の推移（平成16年12

企画部会

◇クローン牛の異動報告のとりまとめにつ

月分）（総合食料局食糧部計画課）

いて（H16.12.1〜H16.12.31日異動情報提

◇牛肉小売価格等の調査結果平成17年１月

供分）
（技術会議事務局技術安全課、生産局

第２週（１月11日〜１月14日）
（消費・安全

畜産部畜産振興課生産技術室）

局消費・安全政策課）

◇第19回日・モロッコ政府間漁業協議の開

◇平成16年度「ブランド・ニッポン」加工

催について（水産庁資源管理部国際課海外

食品供給促進等技術開発事業公開成果発表

漁業協力室）

会の開催について（総合食料局食品産業企

◇韓国はえ縄漁船の拿捕について（水産庁

画課技術室）

資源管理部管理課指導監督室）

◇飼料安全法に基づく収去飼料等の試験結

19日㈬◇家畜排せつ物法の施行状況調査結果につ

果の公表について（消費・安全局衛生管理

いて（生産局畜産部畜産企画課畜産環境対

課薬事・飼料安全室）

策室）

◇平成16年度全国食料品消費モニター懇談

◇平成16年度第２回畜産環境対策担当者等

会の開催について（消費・安全局消費・安

全国会議の概要について（生産局畜産部畜

全政策課）

産企画課畜産環境対策室）

◇島村農林水産大臣とグローサー・WTO

◇平成16年度第４回農業農村整備事業の効

農

政

日

誌
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率的実施に係る検討会の開催について（農

及びインド洋津波被害に対する関係企業・

村振興局計画部事業計画課、
整備部設計課、

団体からの援助物資について（大臣官房国

水利整備課施設管理室）

際部国際協力課）

◇平成16年度米加工品需要開発技術推進発

◇普通肥料の検査結果の公表について（消

表会の開催について（総合食料局食糧部消

費・安全局農産安全管理課）

費流通課）

◇米国産牛肉等の輸入停止措置に伴う牛肉

◇第４回バイオマス・ニッポン総合戦略推

の需給動向について（生産局畜産部食肉鶏

進会議の開催について（大臣官房環境政策

卵課）

課資源循環室）

◇「森林（もり）づくり」シンポジウムに

◇加工原材料用に係る政府所有ミニマム・

ついて（結果報告）（林野庁森林整備部森林

アクセス米の定例販売の結果について（概

保全課）

要）（総合食料局食糧部計画課）

24日㈪◇平成15年度農業農村整備事業の優良工事

◇種苗法による品種登録について（生産局

等表彰について（農村振興局整備部設計課）

種苗課）

◇牛肉小売価格等の調査結果

◇家畜排せつ物たい肥の利用に関する意

月第３週（１月17日〜１月21日）（消費・安

識・意向調査結果（モニター調査）
（大臣官

全局消費・安全政策課）

房情報課）

◇
「生物多様性影響評価検討会総合検討会」

◇指定漁業の許可及び取締り等に関する省

の開催及び傍聴について（技術会議事務局

令の一部改正案についてのパブリックコメ

技術安全課）

ントの実施について（水産庁資源管理部遠

◇韓国はえ縄漁船の拿捕について（水産庁

洋課）

資源管理部管理課指導監督室）

◇平成16年の水産庁による外国漁船取締実

平成17年１

25日㈫◇食料・農業・農村政策審議会

生産分科

績について（水産庁資源管理部管理課指導

会第10回畜産企画部会の開催及び傍聴につ

監督室）

いて（生産局畜産部畜産企画課）

20日㈭◇第21回「食品の表示に関する共同会議」

◇第３回「砂糖及びでん粉に関する検討会」

の開催について（消費・安全局表示・規格

の概要について（生産局特産振興課）

課、厚生労働省）

◇飼料問題懇談会の開催について（生産局

◇平成16年度第７回 M A 一般輸入米入札

畜産部畜産振興課）

結果の概要
（総合食料局食糧部食糧貿易課）

◇日本・インドネシア経済連携共同検討グ

21日㈮◇植物防疫法施行規則の一部を改正する省

ループ第１回会合の開催（大臣官房国際部

令案等（オーストラリアのタスマニア産さ

国際協力課、国際調整課）

くらんぼの生果実及びイタリア共和国産タ

◇日本・チリ EPA/FTA 共同研究会第１回

ロッコ種スウィートオレンジの生果実の輸

会合の開催（大臣官房国際部国際調整課）

入解禁）の意見・情報の募集について（消

◇全国農業協同組合連合会の輸入黒豚肉取

費・安全局植物防疫課）

引に関する調査結果について（経営局協同

◇遺伝子組換え生物等の第一種使用規程の

組織課）

承認申請案件に対する意見・情報の募集（消

◇第２回林業普及指導運営方針の策定に関

費・安全局農産安全管理課）

する懇談会の開催について（林野庁森林整

◇薬事法関係手数料令（動物用医薬品等）

備部研究普及課）

の一部改正（案）についての意見・情報の

◇第７回日韓漁業共同委員会第４回小委員

募集について（消費・安全局衛生管理課薬

会の開催について（水産庁資源管理部部国

事・飼料安全室）

際課）

◇第９回農業資材審議会農薬分科会（議事

26日㈬◇平成16年度トレーサビリティシステム開

要旨）（消費・安全局農産安全管理課農薬対

発事業の実証試験「ユビキタス ID 技術を

策室）

用いた統合型食品トレーサビリティシステ

◇インドネシア・スマトラ島沖大規模地震

ムの開発実証」の実施について（消費・安
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全局消費・安全政策課）

のポジティブリスト制導入の取組に関する

◇諫早湾干拓・仮処分命令に対する保全抗

意見交換会）」の開催について（消費・安全

告申立てについて（農村振興局整備部設計

局消費者情報官、厚生労働省）

課）

◇平成16年度第８回 MA 一般輸入米入札

◇ INWEPF「国際水田・水環境ネットワー

結果の概要（総合食料局食糧部食糧貿易課）

ク」設立記念シンポジウム及び第１回運営

◇ WTO 貿易政策検討制度・対日審査の結

会議開催結果について（農村振興局整備部

果概要（大臣官房国際部国際経済課）

水利整備課）

◇食料・農業・農村政策審議会

◇飼料安全法の基準・規格に違反する事例

（第28回）の資料について（大臣官房企画

について（消費・安全局衛生管理課薬事・

評価課）

飼料安全室）

◇林野庁ホームページにおける「スギ・ヒ

◇全国米粉食品普及推進会議の発足につい

ノキ花粉に関する情報」の掲載について（林

て（総合食料局食糧部消費流通課流通加工

野庁森林整備部森林保全課）

対策室）

◇マグロ類、鯨類、サケ等の国際漁業資源

◇林政審議会の概要について（林野庁森林

評価会議の開催について（水産庁増殖推進

整備部治山課、林政部企画課、林政課）

部漁場資源課）

企画部会

27日㈭◇−女性でひろげる地産地消−平成16年度

◇第２回「栄養塩類に着目した森・川・海

食アメニティ・コンテスト審査会の開催に

の土砂移動に関する検討会」の開催につい

ついて（農村振興局農村政策課、㈶農村開

て（林野庁森林整備部治山課、水産庁漁港
漁場整備部計画課、国土交通省）

発企画委員会）
◇平成16年度病害虫発生予報第９号（消

31日㈪◇野菜に関する月間情報（１月分）の提供

費・安全局植物防疫課）

について（生産局野菜課）

◇「第２回オーライ

ニッポン全国大会」

◇牛肉小売価格等の調査結果平成17年１月

の開催について（農村振興局地域振興課グ

第４週（１月24日〜１月28日）（消費・安全

リーン・ツーリズム推進室）

局消費・安全政策課）

◇政府国内産米穀の一般競争入札による売

◇食料・農業・農村政策審議会の会長等の

渡しの結果について
（１月分）
（総合食料局

選出について（大臣官房企画評価課）

食糧部消費流通課）

◇「砂糖及びでん粉に関する検討会」第３

◇インドネシア・スマトラ島沖大規模地震

回砂糖分科会及び第３回でん粉分科会の開

及びインド洋津波被害に対する関係企業・

催について（生産局特産振興課）

団体からの援助物資の輸送について（大臣

◇牛海綿状脳症（BSE）サーベイランスの

官房国際部国際協力課）

結果について（平成16年12月末まで）（消

28日㈮◇食料・農業・農村政策審議会委員の改選

費・安全局衛生管理課）

について（大臣官房企画評価課）

◇違法伐採対策の検討について（林野庁林

◇食品リスクと消費者行動に関する心理学

政部木材課違法伐採対策検討室）

専門家によるセミナーのお知らせ（農林水

◇水産政策審議会第19回資源管理分科会の

産政策研究所）

開催について（水産庁漁政部漁政課）

◇平成16年度第４回食料・農業・農村政策

◇漁船の省エネルギー対策の推進について

審議会

（水産庁増殖推進部研究指導課海洋技術

生産分科会果樹部会の開催につい

て（生産局果樹花き課）

室）

◇インドネシア・スマトラ島沖大規模地震

◇第２回緊急磯焼け対策モデル事業全国会

及びインド洋津波被害に対する支援につい

議の開催について（水産庁漁港漁場整備部

て（総合食料局食糧部食糧貿易課、大臣官

整備課）

房国際部国際協力課）

◇水産物の市況について（平成17年１月及

◇「食品に関するリスクコミュニケーショ

び２月）（水産庁漁政部加工流通課）

ン（食品に残留する農薬、動物用医薬品等

農

政

日

誌
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案」及び「種苗法の規定に基づき指定種苗

法令>
１月12日㈬◇森林法施行規則の一部を改正する省令

を定める等の件を改正する告示案」につい

（農林水産省令第１号）を公布（平成17年

ての意見・情報の募集（生産局種苗課）

４月１日施行）

◇飼料安全法の基準・規格に違反する事例

◇農業振興地域の整備に関する法律施行規

について（消費・安全局衛生管理課薬事・

則の一部を改正する省令（農林水産省令第

飼料安全室）

２号）を公布（平成17年４月１日施行）

◇食料・農業・農村政策審議会

14日㈮◇植物防疫法施行規則の一部を改正する省

全分科会家畜衛生部会

消費・安

第３回プリオン病

令（農林水産省令第３号）を公布（同日施

小委員会の開催について（消費・安全局衛

行）

生管理課）

26日㈬◇農業改良助長法施行令の一部を改正する

◇インドネシア・スマトラ島沖大規模地震

政令（政令第９号）を公布（平成17年４月

及びインド洋津波被害への支援に関する農

１日施行）

林水産省連絡会議（第２回）の開催結果概

◇森林施行令の一部を改正する政令（政令

要について（大臣官房国際部国際協力課）

第10号）を公布（平成17年４月１日施行）

◇第７回日韓漁業共同委員会第5回小委員

◇農業改良助長法施行規則（農林水産省令

会の開催について（水産庁資源管理部国際

第４号）を公布（平成17年４月１日施行）

課）

◇森林法施行規則の一部を改正する省令

◇第19回日・モロッコ政府間漁業協議の結

（農林水産省令第５号）を公布（平成17年

果について（水産庁資源管理部国際課海外
漁業協力室）

４月１日施行）
31日㈪◇農林水産省組織規則の一部を改正する省

２日㈬◇農林物資規格調査会総会の開催について

令（農林水産省令第６号）を公布（平成17

（消費・安全局表示・規格課）

年２月１日施行。ただし、次の各号に掲げ

◇第３回牛の月齢判別に関する検討会の開

る規定は、当該各号に掲げる日から施行す

催について（消費・安全局衛生管理課、厚

る。＜以下、略＞）

生労働省）

◇商品取引所法施行規則の一部を改正する

◇林政審議会施策部会の概要について（林

省令（農林水産省・経済産業省令第１号）

野庁林政部企画課）
３日㈭◇特定外来生物等の選定に係る意見の募集

を公布（平成17年２月１日施行）
◇受託業務保証金規則の一部を改正する省

（パブリックコメント）について（大臣官

令（農林水産省・経済産業省令第２号）を

房環境政策課）

公布（平成17年２月１日施行）

◇食料・農業・農村政策審議会

２

全分科会家畜衛生部会

月

消費・安

第３回プリオン病

小委員会の概要について（消費・安全局衛

２月１日㈫◇農薬を使用する者が遵守すべき基準を定

生管理課）

める省令の一部を改正する省令（案）につ

◇食品に関するリスクコミュニケーション

いての意見・情報の募集（消費・安全局農

（リスク分析の概念を踏まえた食品安全行

産安全管理課農薬対策室）

政の取組や健康食品についての意見交換

◇家畜伝染病予防法施行規則の一部を改正

会）の開催（富山県富山市）について（消

する省令案についての意見・情報の募集（消

費・安全局消費者情報官、厚生労働省）

費・安全局衛生管理課国際衛生対策室）

◇第２回緊急磯焼け対策モデル事業全国会

◇主要食料品の小売価格等の見通し（消

議の議事概要について（水産庁漁港漁場整

費・安全局消費・安全政策課）

備部整備課）
企画部会

４日㈮◇担い手育成・確保のための全国運動（行

（第29回）の開催及び傍聴について（大臣

政・農業団体一体）の展開について（経営

官房企画評価課）

局経営政策課）

◇「種苗法施行規則の一部を改正する省令

◇バイオマス・ニッポン総合戦略推進アド

◇食料・農業・農村政策審議会
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バイザリーグループ第５回会合の開催につ

◇種苗法による品種登録について（生産局

いて（大臣官房環境政策課資源循環室）

種苗課）

◇農林物資規格調査会総会の審議の概要に

◇第８回「野菜政策に関する研究会」の開

ついて（消費・安全局表示・規格課）

催及び傍聴について（生産局野菜課）

◇食料・農業・農村政策審議会

◇まぐろの需給情報（水産庁漁政部加工流

会果樹部会

生産分科

第６回需給小委員会の開催に

通課）

ついて（生産局果樹花き課）

◇韓国あなご筒漁船の拿捕について（水産

◇株式会社ドールにおける生鮮農産物の不

庁資源管理部管理課指導監督室）

適正表示に対する措置について（消費・安

◇第７回日韓漁業共同委員会第２回会合の

全局表示・規格課食品表示・規格監視室）

結果について（水産庁資源管理部国際課）

◇株式会社セイツーにおける生鮮農産物の

８日㈫◇食料・農業・農村政策審議会

生産分科

不適正表示に対する措置について（消費・

会

安全局表示・規格課食品表示・規格監視室）

（生産局畜産部畜産企画課）

◇株式会社ポロロッカ五条店における生鮮

◇農業資材審議会農薬分科会特定農薬小委

農産物の不適正表示に対する措置について

員会（第５回）の開催について（消費・安

（消費・安全局表示・規格課食品表示・規

全局農産安全管理課農薬対策室）

格監視室）

◇第16回コーデックス連絡協議会の開催及

◇株式会社クイーンズ伊勢丹静岡伊勢丹店

び一般傍聴の募集について（消費・安全局

における生鮮農産物の不適正表示に対する

消費・安全政策課、厚生労働省）

措置について（消費・安全局表示・規格課

◇豚コレラ関係の定期報告関連情報につい

食品表示・規格監視室）

て（消費・安全局衛生管理課）

◇不二商事株式会社における生鮮農産物の

第10回畜産企画部会の概要について

９日㈬◇政府保有に係るタイ国産うるち精米の異

不適正表示に対する措置について（消費・

物混入について（総合食料局食糧部計画課）

安全局表示・規格課）

◇平成16年産国内産米穀の政府買入れに係

◇協同組合丸合及び株式会社キョーエイに

る一般競争入札の結果について（２月８日

おける生鮮農産物の不適正表示に対する措

実施）（総合食料局食糧部消費流通課）

置について（消費・安全局表示・規格課）

◇水産政策審議会第19回資源管理分科会の

◇『「無農薬」等農薬・化学肥料に係る農産

結果について（水産庁漁政部漁政課）

物の表示特別調査』
の実施結果について（消

10日㈭◇明治屋商事株式会社の産業活力再生特別
措置法に基づく経営資源再活用計画の認定

費・安全局表示・規格課）
消費・安

について（総合食料局流通課）

全分科会（第４回）の開催及び傍聴につい

◇食料・農業・農村政策審議会

て（消費・安全局消費・安全政策課）

会果樹部会

◇民間結集型アグリビジネス創出技術開発

開催について（生産局果樹花き課）

事業における平成17年度新規課題の応募状

◇バイオマスタウン構想の公表（第１回）

況について（技術会議事務局先端産業技術

について（大臣官房環境政策課資源循環室）

研究課民間研究推進室）

◇第４回むらの伝統文化顕彰の選賞結果に

◇「第２回林業普及指導運営方針の策定に

ついて（農村振興局農村政策課）

関する懇談会」の概要について（林野庁森

◇平成16年度中山間地域等直接支払制度の

林整備部研究普及課）

実施状況（見込み）について（農村振興局

◇食料・農業・農村政策審議会

７日㈪◇牛肉小売価格等の調査結果平成17年２月

生産分科

第７回産地・経営小委員会の

地域振興課中山間地域振興室）

第１週（１月31日〜２月４日）
（消費・安全

◇平成16年度第４回食料・農業・農村政策

局消費・安全政策課）

審議会

◇平成16年度下期のとうもろこしの関税割

て（生産局果樹花き課）

当て（コーンスターチ用第２次）について

◇「平成16年度優良ふるさと食品中央コン

（大臣官房国際部貿易関税課）

クール」について（総合食料局食品産業企

生産分科会果樹部会の概要につい

農
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15日㈫◇酪農及び肉用牛生産の近代化を図るため

画課、㈶食品産業センタ−）
◇飼料問題懇談会の概要について（生産局

の基本方針（骨子案）についての意見・情

畜産部畜産振興課）

報の募集（生産局畜産部畜産企画課）

◇商品取引員に対する行政処分について

◇家畜改良増殖目標（案）及び鶏の改良増

（総合食料局商品取引監理官）

殖目標（案）についての意見・情報の募集

◇食料・農業・農村政策審議会

企画部会

（生産局畜産部畜産振興課）

（第29回）の資料について（大臣官房企画

◇果樹農業の振興を図るための基本方針

評価課）
）

（骨子案）についての意見・情報の募集（生

◇水産物養殖経営の展開に関する意向調査

産局果樹花き課）

結果（大臣官房情報課）

◇米の１人１か月当たり消費量（平成16年

◇地域農業・社会における高齢者の役割に

12月分）（総合食料局食糧部計画課）

関する意向調査結果（大臣官房情報課）

◇研究成果報告会「中国食糧政策の動向」

◇豊かな東京湾再生検討委員会第３回親水

の開催について（農林水産政策研究所農林

機能分科会及び第４回アオギス再生特別委

水産情勢分析センター）

員会の開催について（水産庁増殖推進部漁

◇平成16年度外国産麦類検査実績の産地

場資源課）

（型）銘柄別、検査項目別平均値（平成16

◇瀬戸内海以外の海面を操業区域とする小

年４月〜12月）
（総合食料局食糧部消費流通

型機船底びき網漁業につき許可をすること

課）

ができる都道府県別の船舶の隻数の最高限

◇食料・農業・農村政策審議会

度を定める告示の一部改正案についてのパ

会

ブリックコメントの実施結果について（水

開催及び傍聴について（生産局畜産部畜産

産庁資源管理部沿岸沖合課）

企画課）

◇「水産業協同組合法施行令の一部を改正

◇平成16年産麦の検査結果（速報値）（平成

する政令案」についての意見・情報の募集

17年１月末日現在）
（総合食料局食糧部消費

（水産庁漁政部水産経営課指導室）

流通課）

◇「水産業協同組合の事業報告書、貸借対

◇平成16年産米の検査結果（速報値）（総合

照表、損益計算書及び附属明細書並びに計

食料局食糧部消費流通課）

算に関する省令の一部を改正する省令案」

◇政府所有国内産米穀の売渡契約に係る資

についての意見・情報の募集（水産庁漁政

格審査（バイオマス用途）について（総合

部水産経営課指導室）

食料局食糧部消費流通課）

生産分科

平成16年度第１回畜産物価格等部会の

平成17年２

◇加工原材料用に係る政府所有ミニマム・

月第２週（２月７日〜２月10日）
（消費・安

アクセス米の定例販売の実施について（平

全局消費・安全政策課）

成17年３月分）（総合食料局食糧部計画課）

◇ごはん食推進のための広告貸切電車の運

◇食料・農業・農村政策審議会

行及び駅掲示ポスターについて（総合食料

（第30回及び第31回）の開催及び傍聴につ

局食糧部消費流通課流通加工対策室）

いて（大臣官房企画評価課）

◇第21回「食品の表示に関する共同会議」

◇食料・農業・農村政策審議会

の議事概要について（消費・安全局表示・

費・安全分科会の結果について（消費・安

規格課、厚生労働省）

全局消費・安全政策課）

◇飼料安全法に基づく収去飼料等の試験結

◇農村の地域資源（農地、農業用水等）の

果の公表について（消費・安全局衛生管理

維持管理に関する農家の意向調査結果（大

課薬事・飼料安全室）

臣官房情報課）

◇ WTO 農業委員会特別会合（技術会合）

◇平成16年度農林水産省農作物新品種命名

の結果概要（大臣官房国際部国際経済課）

登録（第３回）について（技術会議事務局

◇日・中まぐろ漁業協議の結果について（水

地域研究課）

産庁資源管理部国際課、遠洋課）

◇第６回国有林の「レクリエーションの森」

14日㈪◇牛肉小売価格等の調査結果

企画部会

第４回消
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農
に関する検討会の開催について（林野庁国

政

日

誌
17日㈭◇平成17年１月の国内産米穀の卸・小売価

有林野部業務課）

格の概況について（総合食料局食糧部計画

◇第３回アサリ資源全国協議会の開催につ

課）

いて（水産庁増殖推進部研究指導課）

◇平成16年度第５回農業農村整備事業の効

16日㈬◇平成16年産国内産米穀の政府買入れに係

率的実施に係る検討会の開催について（農

る一般競争入札の結果について（２月８

村振興局計画部事業計画課、整備部設計課、

日・15日実施）
（総合食料局食糧部消費流通

水利整備課施設管理室）

課）

◇小型機船底びき網漁業取締規則第４条第

◇アサリの原産地表示の根拠確認状況につ

２項ただし書の漁業、海域及び期間を指定

いて（１月下期分（中間報告）
）
（消費・安

する告示の一部改正案についてのパブリッ

全局表示・規格課食品表示・規格監視室）

クコメントの実施について（水産庁資源管

◇遺伝子組換え生物等の第一種使用規程の

理部沿岸沖合課）

承認申請案件に対する意見・情報の募集（消

18日㈮◇麦製品等の取引価格の推移（平成17年１
月分）（総合食料局食糧部計画課）

費・安全局農産安全管理課）
生産分科

◇「植物防疫に関する意見交換会」の開催

第３回家畜改良増殖小委

及び出席者の募集について（消費・安全局

◇食料・農業・農村政策審議会
会畜産企画部会

員会の開催について（生産局畜産部畜産振

消費者情報官）

興課）

◇平成16年度農林水産環境政策アドバイザ

◇第２回オーライ

ニッポン大賞の選賞に

リー会議第２回会合の開催について（大臣

ついて（農村振興局地域振興課グリーン・

官房環境政策課）

ツーリズム推進室）

◇食料・農業・農村政策審議会

◇都市と農山漁村の共生・対流に関するプ

会

ロジェクトチーム第９回会合の概要（農村

ついて（生産局畜産部畜産企画課）

振興局地域振興課）

◇第３回健康で快適な給食施設等表彰につ

◇平成16年度トレーサビリティシステム開

いて（総合食料局食品産業振興課外食産業

発事業の実証試験「ユビキタス ID 技術を

室）

用いた統合型食品トレーサビリティシステ

◇米国産牛肉等の輸入停止措置に伴う牛肉

ムの開発実証」の実施について（消費・安

の需給動向について（生産局畜産部食肉鶏

全局消費・安全政策課）

卵課）

◇産学官連携ウェブサイトの提供について

◇加工原材料用に係る政府所有ミニマム・

（技術会議事務局先端産業技術研究課民間

アクセス米の定例販売の結果について（概

研究推進室）

要）（２月17日実施）（総合食料局食糧部計

◇クローン牛の異動報告のとりまとめにつ

画課）

いて（H17.1.1〜H17.1.31日異動情報提供

◇平成16年発生災害に係る農林水産業関係

分）
（技術会議事務局技術安全課、生産局畜

被害状況（速報）について（経営局経営政

産部畜産振興課生産技術室）

策課）

◇「水と森林パートナーシップ」シンポジ

◇日・ツバル漁業協議の開催について（水

ウム及びスタディーツアーの開催について

産庁資源管理部国際課海外漁業協力室）

（林野庁森林整備部治山課水源地治山対策

生産分科

第11回畜産企画部会の開催及び傍聴に

21日㈪◇牛肉小売価格等の調査結果

平成17年２

室）

月第３週（２月14日〜２月18日）（消費・安

◇水産政策審議会第18回施策部会の開催に

全局消費・安全政策課）

ついて（水産庁漁政部企画課）

◇第１回農林水産省政策評価会の開催及び

◇水産政策審議会第８回企画部会の開催に

傍聴について（大臣官房企画評価課）

ついて（水産庁増殖推進部栽培養殖課）

◇「21世紀の農林水産技術を展望するシン

◇韓国あなご筒漁船の拿捕について（水産

ポジウム」の開催について（技術会議事務

庁資源管理部管理課指導監督室）

局技術政策課技術情報室）

農

政

日

誌
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◇林政審議会施策部会の開催及び一般傍聴

資源管理部管理課指導監督室）

について（林野庁林政部企画課）

◇豊かな東京湾再生検討委員会第６回食文

◇第３回農林水産省政策評価会林野庁専門

化分科会の開催について（水産庁増殖推進

部会の開催及び傍聴のお知らせ（林野庁林

部漁場資源課）
24日㈭◇平成16年産国内産米穀の政府買入れに係

政部企画課）
◇瀬戸内海広域漁業調整委員会の開催につ

る一般競争入札・随意契約の結果について

いて（水産庁資源管理部管理課資源管理推

（２月実施）（総合食料局食糧部消費流通

進室、瀬戸内海漁業調整事務所）

課）

22日㈫◇株式会社明治屋が販売した農産物缶詰に

◇平成16年度 独 農業・生物系特定産業技術

おける不適正表示に対する措置について

研究機構

（消費・安全局表示・規格課食品表示・規

ンター研究報告会の開催について（生産局

格監視室）

農産振興課、 独 農業・生物系特定産業技術

◇普通肥料の検査結果の公表について（消

研究機構生物系特定産業技術研究支援セン

費・安全局農産安全管理課）

ター）

◇平成16年度トレーサビリティシステム開

◇政府国内産米穀の一般競争入札による売

発事業の実証試験「ユビキタス ID と連携

渡しの結果について（２月分）（総合食料局

する多様な品目と生産から消費者に至る多

食糧部消費流通課）

様な流通形態に対応した食品トレーサビリ

◇今後における「レクリエーションの森」

ティ・システムの実証」の実施について（消

の展開方向について

費・安全局消費・安全政策課、農林水産食

情報の募集結果について（林野庁国有林野

品産業トレーサビリティシステム協議会）

部業務課）

◇食料・農業・農村政策審議会

◇平成16年度第９回 MA 一般輸入米入札

会果樹部会

生産分科

第６回需給小委員会の概要に

ついて（生産局果樹花き課）

骨子（案）の意見・

結果の概要（総合食料局食糧部食糧貿易課）
◇食料・農業・農村政策審議会

◇食料・農業・農村政策審議会
分科会農業農村整備部会

生物系特定産業技術研究支援セ

農村振興

平成16年度第３

企画部会

（第30回）の資料について（大臣官房企画
評価課）

回技術小委員会の開催について（農村振興

◇中国産加熱処理肉の違反事例の摘発につ

局計画部事業計画課）

いて（消費・安全局衛生管理課国際衛生対

◇平成16年度第５回輸入米に係る特別売買

策室）

（SBS）の結果の概要（総合食料局食糧部

◇国有林の「レクリエーションの森」に関

食糧貿易課）

する検討会報告について（第６回検討会概

◇日・タイ経済連携協定交渉第６回会合の

要及び報告書）（林野庁国有林野部業務課）

開催について
（大臣官房国際部国際調整課）

◇日・ツバル漁業協議の結果について（水

23日㈬◇平成16年度食アメニティ・コンテストの

産庁資源管理部国際課海外漁業協力室）

選賞について（農村振興局農村政策課、㈶

◇水産政策審議会第８回企画部会の結果に

農村開発企画委員会）

ついて（水産庁増殖推進部栽培養殖課）

◇食料・農業・農村政策審議会
分科会農業農村整備部会

農村振興

◇赤道ギニア、カンボジア、シエラレオネ

平成16年度第３

船籍を有するまぐろ延縄漁業に従事する船

回企画小委員会の開催について（農村振興

舶の我が国港への寄港不許可措置の解除に

局計画部事業計画課）

ついて（水産庁資源管理部管理課）

◇「砂糖及びでん粉に関する検討会」第４

◇水産政策審議会第18回施策部会の結果に

回砂糖分科会及び第４回でん粉分科会の開

ついて（水産庁漁政部企画課）

催について（生産局特産振興課）

25日㈮◇食料・農業・農村政策審議会

生産分科

◇第４回「花き産業振興方針検討会」の概

会平成16年度第１回畜産物価格等部会の概

要について（生産局果樹花き課）

要について（生産局畜産部畜産企画課）

◇台湾はえ縄漁船の拿捕について（水産庁

◇全農改革の対応方向に関する申し入れに
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農

政

日

誌
◇獣医師法第８条第２項の規定に基づく獣

ついて（経営局協同組織課）
◇食料・農業・農村政策審議会
会畜産企画部会

医師の処分について（消費・安全局衛生管

生産分科

理課）

第３回家畜改良増殖小委

員会の概要について（生産局畜産部畜産振

◇冷凍水産物需給情報（平成17年２月）−平

興課）

成16年度第３回冷凍水産物需給情報検討会

◇平成17年全国山火事予防運動の実施につ

の協議結果−（水産庁漁政部加工流通課）

いて（林野庁森林保全課森林保護対策室）

◇水産物の市況について（平成17年２月及

◇林業用手持機械の振動・騒音測定値につ

び３月）−東京都中央卸売市場における平

いて（林野庁森林整備部研究普及課技術開

成17年２月（１月21日〜２月20日集計）の

発推進室）

市況と、平成17年３月の市況見通し（前月
との比較）−（水産庁漁政部加工流通課）

26日㈯◇牛海綿状脳症（BSE）確定診断の結果に
ついて（消費・安全局衛生管理課）
28日㈪◇マイナー作物に係る農薬取締法上の経過
措置の取扱いについて（続報）
（消費・安全

法令>
２月２日㈬◇農林物資の規格化及び品質表示の適正化

局農産安全管理課農薬対策室）

に関する法律に基づく登録格付機関等を登

◇平成16年度第５回食料・農業・農村政策

録する省令の一部を改正する省令（農林水

審議会

産省令第７号）を公布（同日施行）

生産分科会果樹部会の開催につい

10日㈭◇植物防疫法施行規則の一部を改正する省

て（生産局果樹花き課）
◇食料・農業・農村政策審議会
会果樹部会

生産分科

第７回産地・経営小委員会の

令（農林水産省令第８号）を公布（平成17
年２月17日施行）

概要について（生産局果樹花き課）

◇家畜伝染病予防法施行規則の一部を改正

◇牛肉小売価格等の調査結果

する省令（農林水産省令第９号）を公布（平

平成17年２

月第４週（２月21日〜２月25日）
（消費・安

成17年２月17日施行）

全局消費・安全政策課）

◇家畜商営業保証金規則の一部を改正する

◇バイオマスマーク（試験運用）について

省令（法務省・農林水産省令第１号）を公

（大臣官房環境政策課、総合食料局食品産

布（平成17年３月７日施行）

業企画課食品環境対策室、㈳日本有機資源

18日㈮◇不動産登記法及び不動産登記法の施行に

協会バイオマスマーク事務局）

伴う関係法律の整備等に関する法律の施行

◇有限会社ゆうきの不適正な格付に対する

に伴う関係政令の整備等に関する政令（政

措置について（消費・安全局表示・規格課

令第24号）を公布（不動産登記法の施行の

食品表示・規格監視室）

日（平成17年３月７日）から施行）

◇牛海綿状脳症（BSE）サーベイランスの

◇農業用動産抵当登記令（政令第25号）を

結果について（平成17年１月末まで）（消

公布（不動産登記法の施行の日（平成17年

費・安全局衛生管理課）

３月７日）から施行。ただし、第18条の規

◇農産物缶詰及び農産物瓶詰の日本農林規

定（同法第127条の規定を準用する部分に限

格等の一部改正案についての意見・情報の

る。）は、行政機関の保存する個人情報の保

募集結果について（消費・安全局表示・規

護に関する法律（平成15年法律第58号）の

格課）

施行の日（平成17年４月１日）から施行）

◇第２回フードガイド（仮称）検討会の開

◇農林水産省所管の不動産登記の嘱託職員

催について（消費・安全局消費者情報官、

を指定する省令（農林水産省令第10号）を

厚生労働省）

公布（不動産登記法（平成16年法律第123号）

◇飼料安全法の基準・規格に違反する事例

の施行の日（平成17年３月７日）から施行）

について（消費・安全局衛生管理課薬事・
飼料安全室）
◇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）

21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11号）を公布（同
日施行）
22日㈫◇商品取引所法施行規則（農林水産省・経

農

政

日

誌
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済産業省令第３号）を公布（商品取引所法

１号）を公布（平成17年３月７日から施行）

の一部を改正する法律の施行の日（平成17

◇飼料及び飼料添加物の成分規格等に関す

年５月１日）から施行。ただし、第79条第

る省令の一部を改正する省令（農林水産省

４号の規定は、改正法による改正後の商品

令第15号）を公布（平成17年４月１日施行）

取引所法第293条の登録のうち最初のもの

３

の効力が生じた日から施行）
23日㈬◇漁業法施行令の一部を改正する政令（政
令第26号）を公布（平成17年３月14日施行）
25日㈮◇経済上の連携の強化に関する日本国とメ

月

３月１日㈫◇研究成果報告会「中山間地域における農
業集落の存続要件」の開催について（農林
水産政策研究所農林水産情勢分析センタ

キシコ合衆国との間の協定に基づく関税割

ー）

当制度に関する政令（政令第35条）を公布

◇主要食料品の小売価格等の見通し（消

（関税暫定措置法の一部を改正する法律

費・安全局消費・安全政策課）

（平成16年法律第142号）
の施行の日から施

◇第３回「総合的病害虫管理（IPM ）検討

行）

会」の開催及び傍聴について（消費・安全

◇経済上の連携の強化に関する日本国とメ

局植物防疫課）

キシコ合衆国との間の協定に基づく農林水

◇食料・農業・農村政策審議会

産省の所掌事務に係る物資の関税割当制度

分科会

に関する省令（農林水産省令第12条）を公

ついて（農村振興局計画部事業計画課）

布（関税暫定措置法の一部を改正する法律

◇平成16年産米穀の品種別作付状況（総合

（平成16年法律第142号）
の施行の日から施

食料局食糧部計画課）

行）

◇「砂糖及びでん粉に関する検討会」第３

28日㈪◇商品投資販売業者の許可及び監督に関す

農村振興

第６回農業農村整備部会の開催に

回砂糖分科会の概要について（生産局特産

る命令の一部を改正する命令（内閣府・農

振興課）

林水産省・経済産業省令第１号）を公布（不

◇「砂糖及びでん粉に関する検討会」第３

動産登記法の施行に伴う関係法律の整備等

回でん粉分科会の概要について（生産局特

に関する法律の施行の日（平成17年３月７

産振興課）

日）から施行）

◇林政審議会治山事業部会（第１回）の開

◇森林法施行規則の一部を改正する省令

催及び一般傍聴について（林野庁国有林野

（農林水産省令第13号）を公布（平成17年

部管理課）

４月１日施行）

◇「森林整備ワークショップ2005」の開催

◇農林水産省組織規則の一部を改正する省

について（林野庁森林整備部整備課造林間

令（農林水産省令第14号）を公布（平成17

伐対策室）

年３月１日から施行。ただし、次の各号に

２日㈬◇飼料安全法の基準・規格に違反する事例

掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施

について（消費・安全局衛生管理課薬事・

行する。
＜以下、略＞）

飼料安全室）

◇商品投資顧問業者の許可及び監督に関す

◇平成14年の農作業死亡事故は384件−平

る省令の一部を改正する省令（農林水産

成15年度農作業事故調査（死亡小票調査）−

省・経済産業省令第４号）を公布（不動産

（生産局農産振興課）

登録法の施行に伴う関係法律の整備等に関

◇食料・農業・農村政策審議会

する法律の施行の日（平成17年３月７日）

会

から施行）

（生産局畜産部畜産企画課）

◇金融機関等による顧客等の本人確認等及

◇農産物缶詰の認定製造業者に対する認定

び預金口座等の不正な利用の防止に関する

の取消しに係る聴聞の実施について（その

法律施行規則の一部を改正する命令（内閣

１）（消費・安全局表示・規格課食品表示・

府・総務省・法務省・財務省・厚生労働省・

規格監視室）

農林水産省・経済産業省・国土交通省令第

◇農産物缶詰の認定製造業者に対する認定

生産分科

第11回畜産企画部会の概要について
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の取消しに係る聴聞の実施について（その

洋課）

２）（消費・安全局表示・規格課食品表示・

◇「水産業・漁村の多面的機能」の普及啓

規格監視室）

発にかかる会議の開催について（水産庁漁

◇「森林の仕事を語るシンポジウム」の第

政部企画課）

５回開催について（林野庁森林整備部研究

◇豊かな東京湾の再生を目指して

普及課）

ス再生特別委員会報告書（案）について（水

３日㈭◇国際専門家会議（JECFA）におけるカド
ミウムの評価結果について（消費・安全局

アオギ

産庁増殖推進部漁場資源課）
７日㈪◇牛肉小売価格等の調査結果平成17年３月

農産安全管理課、厚生労働省）

第１週（２月28日〜３月４日）（消費・安全

◇第16回コーデックス連絡協議会の概要

局消費・安全政策課）

（消費・安全局消費・安全政策課国際室、

◇農林水産省政策評価会農村振興局専門部

厚生労働省）

会及び経営局専門部会の開催及び傍聴につ

◇食料・農業・農村政策審議会

企画部会

いて（農村振興局農村政策課、経営局経営

（第31回）の資料について（大臣官房企画

政策課）

評価課）

◇第８回「野菜政策に関する研究会」の概

◇第26回 FAO 水産委員会、公海タスクフ

要について（生産局野菜課）

ォース関連会合及び漁業大臣会合の開催に

◇豚コレラ関係の定期報告関連情報につい

ついて（水産庁資源管理部国際課）

て（消費・安全局衛生管理課）

４日㈮◇「アメリカ合衆国産乾草に混入したむぎ

◇第８回コイヘルペスウイルス病に関する

わら及びかもじぐさ属植物の茎葉に係る農

技術検討会の開催について（消費・安全局

林水産大臣が定める基準」の一部改正案に

衛生管理課魚類安全室）

ついての意見・情報の募集（消費・安全局

◇第３回農林水産省政策評価会林野庁専門

植物防疫課）

部会の概要（林野庁林政部企画課）

◇地方農政局長等会議の開催について（大

◇第５回森林国営保険に関する検討会の開

臣官房地方課）

催について（林野庁森林整備部森林保全課）

◇「農林水産省政策評価基本計画」の変更

◇第３回「森の 聞き書き甲子園 」フォー

及び「平成17年度農林水産省政策評価実施

ラム（林野庁森林整備部森林保全課、文部

計画」の策定についての意見・情報の募集

科学省）

について（大臣官房企画評価課）

◇第７回「適切な森林管理に向けた林業経

◇第５回「花き産業振興方針検討会」の開

営のあり方に関する検討会」の開催につい

催及び傍聴について（生産局果樹花き課花

て（林野庁林政部経営課）

き対策室）

◇地域食料産業等再生のための研究開発等

◇食料・農業・農村政策審議会（第10回）

支援事業における平成17年度新規課題の応

の開催及び傍聴について（大臣官房企画評

募状況について（技術会議事務局先端産業

価課）

技術研究課民間研究推進室）

◇構造用集成材に生じたはく離に関する情

◇平成16年度第２回農林水産省政策評価会

報提供について（消費・安全局表示・規格

水産庁専門部会の開催及び傍聴について

課食品表示・規格監視室）

（水産庁漁政部漁政課）

◇第７回「適切な森林管理に向けた林業経

８日㈫◇農薬の容器又は包装に係る表示の欠落に

営のあり方に関する検討会」の開催につい

ついて（消費・安全局農産安全管理課農薬

て（林野庁林政部経営課）

対策室）

◇瀬戸内海広域漁業調整委員会の結果につ

◇第17回コーデックス連絡協議会の開催及

いて（水産庁資源管理部管理課資源管理推

び一般傍聴の募集について（消費・安全局

進室、瀬戸内海漁業調整事務所）

消費・安全政策課、厚生労働省）

◇めろを輸入する場合の
「水産庁の確認書」

◇有機農産物等の登録認定機関に対する登

発行手続きについて（水産庁資源管理部遠

録の取消しに係る聴聞の実施について（消

農

政

日

誌
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費・安全局表示・規格課食品表示・規格監

ぼの生果実及びイタリア共和国産タロッコ

視室）

種のスウィートオレンジの生果実の輸入解

◇果樹農業の振興を図るための基本方針

禁について（消費・安全局植物防疫課）

（骨子案）についての意見・情報の募集結

◇食料・農業・農村政策審議会

果について（生産局果樹花き課）

会

◇酪農及び肉用牛生産の近代化を図るため

開催及び傍聴について（生産局畜産部畜産

の基本方針（骨子案）についての意見・情

企画課）

報の募集結果について（生産局畜産部畜産

◇第２回「環境と調和のとれた作物生産の

企画課）

確保に関する懇談会」の概要について（生

◇家畜改良増殖目標（案）及び鶏の改良増

産局農産振興課環境保全型農業対策室）

殖目標（案）についての意見・情報の募集

◇第３回「環境と調和のとれた作物生産の

結果について（生産局畜産部畜産振興課）

確保に関する懇談会」の開催及び傍聴につ

◇加工原材料用に係る政府所有ミニマム・

いて（生産局農産振興課環境保全型農業対

アクセス米の定例販売の実施について（平

策室）

成17年４月分）
（総合食料局食糧部計画課）

◇食料・農業・農村政策審議会

◇第４回
「砂糖及びでん粉に関する検討会」

策部会の開催及び一般傍聴について（大臣

の開催について（生産局特産振興課）

官房情報課情報分析室）

９日㈬◇第22回「食品の表示に関する共同会議」

生産分科

平成16年度第２回畜産物価格等部会の

第14回施

◇第９回「野菜政策に関する研究会」の開

の開催について（消費・安全局表示・規格

催及び傍聴について（生産局野菜課）

課、厚生労働省）

◇富山県の株式会社いづもやによる畳表の

◇第６回独立行政法人評価委員会水資源機

JAS 法違反容疑に対する告発について（消

構分科会等合同会議の開催について（農村

費・安全局表示・規格課食品表示・規格監

振興局総務課）

視室）

◇食料・農業・農村政策審議会（第10回）

◇かび毒のリスク管理検討会（第２回）の

の資料について（大臣官房企画評価課）

開催について（消費・安全局農産安全管理

◇環境と調和のとれた農業生産活動規範

課）

（仮称）案についての意見・情報の募集（生

◇食料・農業・農村政策審議会

産局農産振興課環境保全型農業対策室）

合食料分科会の開催及び傍聴について（総

◇第８回コイヘルペスウイルス病に関する

合食料局食料企画課）

技術検討会の概要について（消費・安全局

◇地方農政局長等会議の概要について（大

衛生管理課魚類安全室）

臣官房地方課）

◇大口農林水産大臣政務官の海外出張につ

◇林政審議会施策部会の概要について（林

いて（大臣官房国際部国際政策課）

野庁林政部企画課）

◇「子ども農業体験活動実践フォーラム」

◇第７回豊かな東京湾再生検討委員会及び

の開催について（経営局女性・就農課、全

第７回食文化分科会の開催について（水産

国農業協同組合中央会、㈳農山漁村文化協

庁増殖推進部漁場資源課）

会）

◇北海道が「えりも以西海域マツカワ資源

◇森林セラピー基地候補・全国ネットワー

回復計画」を作成（水産庁資源管理部管理

ク会議（準備会）の開催について（林野庁

課資源管理推進室、北海道水産林務部漁業

森林整備部研究普及課、㈳国土緑化推進機

管理課）

構）

◇第３回アサリ資源全国協議会の開催結果

◇第３回「栄養塩類に着目した森・川・海

について（水産庁増殖推進部研究指導課）

の土砂移動に関する検討会」の開催につい

◇韓国はえ縄漁船の拿捕について（水産庁

て（水産庁漁港漁場整備部計画課、林野庁

資源管理部管理課指導監督室）

森林整備部治山課、国土交通省）
10日㈭◇オーストラリアのタスマニア産さくらん

11日㈮◇食料・農業・農村政策審議会

第10回総

生産分科

会第12回畜産企画部会の開催及び傍聴につ
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いて（生産局畜産部畜産企画課）

◇「生物多様性影響評価検討会総合検討会」

◇有限会社おその江における精米の不正表

の開催及び傍聴について（技術会議事務局

示に対する措置（命令）について（消費・

技術安全課）

安全局表示・規格課）

◇第７回「適切な森林管理に向けた林業経

◇株式会社山運が販売した「精米」におけ

営のあり方に関する検討会」の議事概要に

る不適正表示等に対する措置について（消

ついて（林野庁林政部経営課）

費・安全局表示・規格課）

◇日本海・九州西広域漁業調整委員会等の

◇株式会社ライズが販売した「精米」にお

開催について（水産庁資源管理部管理課資

ける不適正表示に対する措置について（消

源管理推進室）

費・安全局表示・規格課）

◇太平洋広域漁業調整委員会太平洋南部会

◇株式会社ユーストアにおける畜産物加工

の開催について（水産庁資源管理部管理課

品の不適正表示に対する措置について（消

資源管理推進室）

費・安全局表示・規格課食品表示・規格監

◇日ロ漁業合同委員会第21回会議の開催に

視室）

ついて（水産庁資源管理部国際課）

◇米の１人１か月当たり消費量（平成17年

15日㈫◇平成16年度外国産麦類検査実績の産地

１月分）
（総合食料局食糧部計画課）

（型）銘柄別、検査項目別平均値（平成16

◇第６回農林水産省政策評価会総合食料局

年４月〜17年１月）
（総合食料局食糧部消費

専門部会の開催及び傍聴について（総合食

流通課）

料局食料企画課）

◇食料・農業・農村政策審議会

◇熊本県の有限会社立石市場による畳表の

分科会食糧部会の開催及び傍聴について

JAS 法違反容疑に対する告発について（消

（総合食料局食料企画課）

費・安全局表示・規格課食品表示・規格監

◇国際連合食糧農業機関（FAO）漁業閣僚

視室）

会合及び森林閣僚会合の結果について（大

◇遺伝子組換え生物等の第一種使用規程の

臣官房国際部国際政策課、林野庁森林整備

承認申請案件に対する意見・情報の募集（消

部計画課、水産庁資源管理部国際課）

費・安全局

◇第２回農林水産省政策評価会消費・安全

農産安全管理課）

総合食料

◇林政審議会の開催及び一般傍聴について

局専門部会の開催及び傍聴について（消

（林野庁林政部林政課）

費・安全局総務課）

14日㈪◇平成17年度又は平成17年度上期の関税割

◇第４回養鶏問題懇談会及び第４回養豚問

当公表について（大臣官房国際部貿易関税

題懇談会の開催及び傍聴について（生産局

課）

畜産部畜産振興課）
平成17年３

◇島村農林水産大臣と EU ボエル農業担当

月第２週（３月７日〜３月11日）
（消費・安

委員との電話会談の概要（大臣官房国際部

全局消費・安全政策課）

国際経済課）

◇平成16年12月・17年１月度の蚕糸 業 需

◇林政審議会治山事業部会の概要について

給・価格動向（生産局特産振興課）

（林野庁国有林野部管理課）

◇種苗法による品種登録について（生産局

◇第５回森林国営保険に関する検討会の概

種苗課）

要について（林野庁森林整備部森林保全課）

◇第１回外食における原産地等の表示に関

◇津波・高潮ハザードマップ研究会事例集

する検討会の開催について（総合食料局食

検討会（第２回）の開催について（農村振

品産業振興課外食産業室）

興局整備部防災課、水産庁漁港漁場整備部

◇平成16年度第５回食料・農業・農村政策

防災漁村課、内閣府、国土交通省）

◇牛肉小売価格等の調査結果

審議会

生産分科会果樹部会の概要につい

16日㈬◇株式会社ニチレイの産業活力再生特別措

て（生産局果樹花き課）

置法に基づく事業再構築計画の認定につい

◇ BSE 患畜（15例目）に関する情報（消費・

て（総合食料局食品産業振興課）

安全局衛生管理課）

◇カネボウフーズ株式会社の産業活力再生
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特別措置法に基づく事業再構築計画の認定

の需給動向について（生産局畜産部食肉鶏

について（総合食料局食品産業振興課）

卵課）

◇平成16年度国内産麦類の残留農薬の調査

◇地域再生計画（第３回）の認定について

結果について（消費・安全局農産安全管理

（農村振興局農村政策課）

課）

◇麦製品等の取引価格の推移（平成17年２

◇第１回疏水百選選定委員会の開催につい

月分）（総合食料局食糧部計画課）

て（農村振興局計画部事業計画課）

◇ BSE 患畜（第15例目）に関する情報（消

◇加工原材料用に係る政府所有ミニマム・

費・安全局衛生管理課）

アクセス米の定例販売の結果について（概

◇構造改革特区計画の第７回認定について

要）（３月15日実施）
（総合食料局食糧部計

（大臣官房企画評価課）

画課）

◇アサリの原産地表示の根拠確認状況につ

◇北朝鮮からの家きん等の一時輸入停止措

いて（第２回中間報告）
（消費・安全局表示・

置について（消費・安全局衛生管理課国際

規格課食品表示・規格監視室）

衛生対策室）

◇平成16砂糖年度４月−６月期における砂

◇森林（もり）づくりに関する企業との懇

糖及び異性化糖の需給見通し（生産局特産

談会の開催について（林野庁森林整備部森

振興課）

林保全課）

◇平成16年度農業農村整備事業の効率的実

17日㈭◇特別研究会「中国の農業政策と食糧需給

施に係る検討会「基幹的な農業水利施設の

の新動向」の開催について（農林水産政策

管理体制支援」の報告書について（農村振

研究所農林水産情勢分析センター、 独 国際

興局整備部設計課、水利整備課施設管理室、

農林水産業研究センター）

計画部事業計画課）

◇食料・農業・農村政策審議会

第10回総

◇わたみ油かす及びその粉末肥料及び混合

合食料分科会資料一覧
（総合食料局流通課、

有機質肥料への異物の混入及び許容基準を

食品産業企画課）

超えるカドミウムの検出について（第１報）

◇第56回獣医師国家試験の結果について

（消費・安全局農産安全管理課）

（消費・安全局衛生管理課）

◇カルビーポテト株式会社等が植物防疫法

◇平成17年２月の国内産米穀の卸・小売価

に違反して種馬鈴しょを譲渡したことに対

格の概況について（総合食料局食糧部計画

する措置について（消費・安全局植物防疫

課）

課）

◇平成16年産麦類のかび毒実態調査の結果

◇特定外来生物による生態系等に係る被害

について（消費・安全局農産安全管理課）

の防止に関する法律施行規則（案）に関す

◇第７回（2005年）
「日本水大賞」各賞の決

る意見の募集（パブリックコメント）のお

定について（農村振興局計画部土地改良企

知らせについて（大臣官房環境政策課）

画課計画調整室）

◇食料・農業・農村政策審議会

◇第５回日本海・九州西広域漁業調整委員

会平成16年度第２回畜産物価格等部会の概

会等の結果（水産庁資源管理部管理課資源

要について（生産局畜産部畜産企画課、牛

管理推進室、新潟漁業調整事務所、境港漁

乳乳製品課、食肉鶏卵課）

業調整事務所、九州漁業調整事務所）

◇平成16年度第10回 MA 一般輸入米入札

18日㈮◇『観光カリスマ百選』選定結果について

生産分科

結果の概要（総合食料局食糧部食糧貿易課）
◇クローン牛の異動報告のとりまとめにつ

（農村振興局地域振興課）
統

い て（H17.2.1〜H17.2.28異 動 情 報 提 供

計部会等の開催のお知らせ（大臣官房統計

分）
（技術会議事務局技術安全課、生産局畜

部統計企画課）

産部畜産振興課生産技術室）

◇平成17年度畜産物価格関連対策の概要

◇太平洋広域漁業調整委員会各部会の結果

（生産局畜産部畜産企画課）

（水産庁資源管理部管理課資源管理推進

◇米国産牛肉等の輸入停止措置に伴う牛肉

室、仙台漁業調整事務所）

◇第５回食料・農業・農村政策審議会
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24日㈭◇食品衛生法施行規則（昭和23年厚生省令

について（水産庁資源管理部国際課）

第23号）及び遺伝子組換えに関する表示に

◇「アオギス再生特別委員会報告書（案）」

係る加工食品品質表示基準第７条第１項及

に対する意見・情報の募集結果について（水

び生鮮食品品質表示基準第７条第１項の規

産庁増殖推進部漁場資源課）

定に基づく農林水産大臣の定める基準（平

22日㈫◇牛肉小売価格等の調査結果平成17年３月

成12年農林水産省告示第517号）の一部改正

第３週（３月14日〜３月18日）
（消費・安全

案に対する意見の募集（消費・安全局表示・

局消費・安全政策課）

規格課、厚生労働省）
総合食料

◇「砂糖及びでん粉に関する検討会」第４

分科会食糧部会資料一覧（総合食料局食糧

回砂糖分科会の概要について（生産局特産

部計画課、計画課需給調整対策室）

振興課）

◇「米穀の需給及び価格の安定に関する基

◇「砂糖及びでん粉に関する検討会」第４

本指針」の公表について（総合食料局食糧

回でん粉分科会の概要について（生産局特

部計画課）

産振興課）

◇ WTO 農業委員会特別会合（技術会合）

◇第５回「砂糖及びでん粉に関する検討会」

の結果概要（大臣官房国際部国際経済課）

の開催について（生産局特産振興課）

◇農林水産研究開発レポート№12「病害虫

◇大韓民国からの家きん、家きん肉等の輸

の総合的管理技術−化学農薬だけに依存し

入停止措置の解除について（消費・安全局

ない病害虫の防除−」の発行について（技

衛生管理課国際衛生対策室）

術会議事務局技術政策課技術情報室）

◇平成16年度第11回 MA 一般輸入米入札

◇有明海・八代海再生特措法に基づく促進

結果の概要（総合食料局食糧部食糧貿易課）

協議会幹事会について（水産庁増殖推進部

◇農家における男女共同参画に関する意向

漁場資源課）

調査結果（大臣官房情報課）

◇平成17年福岡県西方沖地震による被害漁

◇森林づくりに関する企業との懇談会の概

業者等に対する経営資金等の融通及び既貸

要について（林野庁森林整備部森林保全課）

付金の償還猶予等について（水産庁漁政部

◇林政審議会の概要について（林野庁林政

◇食料・農業・農村政策審議会

部企画課、林政課）

水産経営課）
23日㈬◇第３回フードガイド（仮称）検討会の開

25日㈮◇平成16年産銘柄米の特別調査の実施結果

催について（消費・安全局消費者情報官、

について（消費・安全局表示・規格課食品

厚生労働省）

表示・規格監視室）

◇「食品容器包装のリサイクルに関する懇

◇有機農産物の認定生産行程管理者調査結

談会」の開催について（総合食料局食品産

果について（消費・安全局表示・規格課）

業企画課食品環境対策室）

◇農林水産省と環境省の連携による「田ん

◇種苗法による品種登録について（生産局

ぼの生きもの調査2004」の結果について（農

種苗課）

村振興局土地改良企画課計画調整室）
消費・安

◇平成16年４月１日に発見した政府所有に

第３回家畜衛生部会の開催につ

係るベトナム産精米のカビ付着について

◇食料・農業・農村政策審議会
全分科会

いて（消費・安全局衛生管理課）

（総合食料局食糧部消費流通課）

◇島村農林水産大臣、岩永農林水産副大臣

◇「貝類（カキ・ホタテ）トレーサビリテ

及び大口農林水産大臣政務官の国内出張に

ィ導入ガイドライン」の公表について（消

ついて（大臣官房企画評価課）

費・安全局消費・安全政策課）

◇米国における安全性未確認の遺伝子組換

◇国際漁業に係る経営・労働問題に関する

えトウモロコシの栽培について（消費・安

労使官懇談会の設置について（水産庁漁政

全局衛生管理課薬事・飼料安全室）

部企画課）

◇水産政策審議会第19回施策部会の開催に

◇瀬戸内海機船船びき網漁業の許可をする

ついて（水産庁漁政部企画課）

ことができる府県別の船舶の隻数の最高限
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度を定める告示の一部改正ついてのパブリ

30日㈬◇農林水産省食堂におけるバイオマスから

ックコメントの実施結果について（水産庁

つくられた食器の試験的利用の終了につい

資源管理部沿岸沖合課）

て（大臣官房環境政策課資源循環室）

◇小型機船底びき網漁業取締規則第４条第

◇農業農村整備事業等における公共事業

２項ただし書の漁業、海域及び期間を指定

（補助事業分）の事業評価結果について（生

する告示の一部改正案についてのパブリッ

産局畜産部畜産振興課）

ク・コメントの募集結果について（水産庁

バイオマスタウン構想の公表（第２回）に

資源管理部沿岸沖合課）

ついて（大臣官房環境政策課資源循環室）

◇水産庁高速型漁業取締船「白鷺」の竣工

◇「種苗法施行規則の一部を改正する省令

について（水産庁資源管理部管理課指導監

案」及び「種苗法の規定に基づき指定種苗

督室）

を定める等の件を改正する告示案」につい

◇特定公益信託農林中金80周年森林再生基

ての意見・情報の募集結果について（生産

金について
（林野庁森林整備部森林保全課）

局種苗課）

◇平成16年度第３回太平洋イワシ・アジ・

◇牛海綿状脳症（BSE）サーベイランスの

サバ等長期漁海況予報（水産庁増殖推進部

結果について（平成17年２月末まで）（消

漁場資源課、 独 水産総合研究センター中央

費・安全局衛生管理課）

水産研究所）

◇飼料安全法の基準・規格に違反する事例

◇平成16年度第２回東シナ海漁況海況予報

について（消費・安全局衛生管理課薬事・

（水産庁増殖推進部漁場資源課、 独 水産総

飼料安全室）

合研究センター西海区水産研究所）

◇食料・農業・農村政策審議会（第11回）

27日㈰◇牛海綿状脳症（BSE）の確定診断の結果

の開催及び一般傍聴について（大臣官房情

について（消費・安全局衛生管理課）

報課情報分析室）

◇日ロ漁業合同委員会第21回会議の結果に

◇「果樹農業振興基本方針」の公表につい

ついて（水産庁資源管理部国際課）

て（生産局果樹花き課）

平成17年３

◇平成16年３月９日に発見した政府備蓄米

月第４週（３月22日〜３月25日）
（消費・安

のカビ付着について（総合食料局食糧部消

全局消費・安全政策課）

費流通課）

◇政府所有国内産米穀の一般競争入札（バ

◇第４回「砂糖及びでん粉に関する検討会」

イオマス用途）による売渡しの結果につい

の概要について（生産局特産振興課）

て（総合食料局食糧部消費流通課）

◇「食品に関するリスクコミュニケーショ

◇平成17年産水稲10 当たり平年収量につ

ン（OIE における BSE ルールの改正に関

いて（大臣官房統計部生産流通消費統計課）

する意見交換会（第２回））」の開催及び出

水産関係公共事業の平成17年度予算の概要

席者の募集について（消費・安全局消費者

について（水産庁漁港漁場整備部計画課、

情報官）

防災漁村課）

◇明光食品株式会社に対する認定の取消し

28日㈪◇牛肉小売価格等の調査結果

29日㈫◇環境と調和のとれた農業生産活動規範

処分について（消費・安全局表示・規格課

（仮称）案についての意見・情報の募集結

食品表示・規格監視室）

果について（生産局農産振興課環境保全型

◇佐竹商事株式会社に対する認定の取消し

農業対策室）

処分について（消費・安全局表示・規格課

◇普通肥料の検査結果の公表について（消

食品表示・規格監視室）

費・安全局農産安全管理課）

◇養豚問題懇談会報告書及び養鶏問題懇談

◇「平成17年木材（用材）需給見通し」に

会報告書について（生産局畜産部畜産振興

ついて（林野庁林政部木材課）

課）

◇「主要木材の短期需給見通し（平成17年

◇品種保護対策官（通称：品種保護 G メ

第２四半期及び第３四半期）
」について（林

ン）の設置について（生産局種苗課）

野庁林政部木材課）

◇「OIE/BSE コード改正に関する専門家
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会合」の開催について（消費・安全局衛生

る研究会」報告書について（生産局野菜課）

管理課、厚生労働省）

◇「砂糖及びでん粉に関する検討会」とり

◇汚水処理施設連携整備事業の認定につい

まとめの公表について（生産局特産振興課）

て（農村振興局整備部農村整備課、国土交

◇汚水処理施設連携整備事業の認定につい

通省、環境省）

て（農村振興局整備部農村整備課、国土交

◇豚コレラ関係の定期報告関連情報につい

通省、環境省）

て（消費・安全局衛生管理課）

◇農林水産研究基本計画の策定について

◇第２回小動物獣医療に関する検討会の開

（技術会議事務局研究調査官）

催について（消費・安全局衛生管理課）

◇研究開発の事業評価の結果について（技

◇2004/2005年南極海鯨類捕獲調査船団の

術会議事務局技術政策課）

入港について（水産庁資源管理部遠洋課）

◇水産物の市況について（平成17年３月及

◇熊本県が「熊本県アサリ資源回復計画」

び４月）水産物の市況について−東京都中

を作成（水産庁資源管理部管理課資源管理

央卸売市場における平成17年３月（２月21

推進室、熊本県）

日〜３月20日集計）の市況と、平成17年４
月の市況見通し（前月との比較）−（水産庁

31日㈭◇混合有機質肥料からの許容基準を超える
カドミウムの検出について（第２報）（消

漁政部加工流通課）

費・安全局農産安全管理課）

◇「カタクチイワシ瀬戸内海系群燧灘（ひ

◇平成17〜18年度における米麦の輸入業者

うちなだ）資源回復計画」の作成について

の資格審査結果について（総合食料局食糧

（水産庁資源管理部管理課資源管理推進

部食糧貿易課）

室、瀬戸内海漁業調整事務所）

◇農業農村整備事業に関する新たな技術開

◇平成16年度林野公共事業の事業評価の結

発五カ年計画について（農村振興局整備部

果について（林野庁国有林野部業務課、森

設計課施工企画調整室）

林整備部整備課、治山課、計画課）

◇第９回「野菜政策に関する研究会」の概

◇平成16年度水産関係公共事業の事業評価

要について（生産局野菜課）

結果について（水産庁漁港漁場整備部計画

◇平成16年度事業評価（農業農村整備事業

課）

等補助事業）の結果について（農村振興局
計画部事業計画課、整備部農地整備課、水
利整備課、計画部土地改良企画課）

法令>
３月１日㈫◇指定漁業の許可及び取締り等に関する省

◇有機農産物等の登録認定機関の認定業務

令の一部を改正する省令（農林水産省令第

の廃止について（消費・安全局表示・規格

16号）を公布（同日施行。ただし、次の各

課食品表示・規格監視室）

号に掲げる規定は、当該各号に定める日か

◇「環境と調和のとれた農業生産活動規範

ら施行する。

（農業環境規範）
」の公表について（生産局

◇承認漁業等の取締りに関する省令の一部

農産振興課環境保全型農業対策室）

を改正する省令（農林水産省令第17号）を

◇「花き産業振興方針」の策定・公表につ

公布（平成17年４月１日施行）

いて（生産局果樹花き課）

＜以下、略＞）

２日㈬◇中小企業等協同組合法施行規則の一部を

◇政府国内産米穀の一般競争入札による売

改正する命令（内閣府・財務省・厚生労働

渡しの結果について
（３月分）
（総合食料局

省・農林水産省・経済産業省・国土交通省

食糧部消費流通課）

令第１号）を公布（不動産登記法の施行に

◇17年度の政府国内産米穀の販売について

伴う関係法律の整備等に関する法律の施行

（総合食料局食糧部計画課）

の日（平成17年３月７日）から施行

◇組換え DNA 技術応用飼料の確認申請案

◇中小企業団体の組織に関する法律施行規

件に係る意見・情報について（消費・安全

則の一部を改正する省令（財務省・厚生労

局衛生管理課）

働省・農林水産省・経済産業省・国土交通

◇野菜政策の基本的方向「野菜政策に関す

省令第１号）を公布（不動産登記法の施行
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に伴う関係法律の整備等に関する法律の施

倉荷証券発行の許可等に関する省令の一部

行の日（平成17年３月７日）から施行）

を改正する省令（農林水産省・国土交通省

３日㈭◇小売商業調整特別措置法施行規則の一部

令第１号）を公布（不動産登記法の施行に

を改正する省令（財務省・厚生労働省・農

伴う関係法律の整備等に関する法律の施行

林水産省・経済産業省令第１号）を公布（不

の日（平成17年３月７日）から施行）

動産登記法の施行に伴う関係法律の整備等

７日㈪◇遺伝子組換え生物等の使用等の規制によ

に関する法律の施行の日（平成17年３月７

る生物の多様性の確保に関する法律施行規

日）から施行）

則の一部を改正する省令（財務省・文部科

◇容器包装に係る分別収集及び再商品化の

学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業

促進等に関する法律施行規則の一部を改正

省・環境省令第１号）を公布（不動産登記

する省令（財務省・厚生労働省・農林水産

法の施行に伴う関係法律の整備等に関する

省・経済産業省・環境省令第１号）を公布

法律の施行の日（平成17年３月７日）から

（不動産登記法の施行に伴う関係法律の整

施行）

備等に関する法律の施行の日（平成17年３

◇産業活力再生特別措置法施行規則の一部

月７日）から施行）

を改正する命令（内閣府・総務省・財務省・

◇輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に

厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国

関する臨時措置法第２条第６項の特定対内

土交通省令第１号）を公布（不動産登記法

投資事業者に関する省令の一部を改正する

の施行に伴う関係法律の整備等に関する法

省令（厚生労働省・農林水産省・経済産業

律の施行の日（平成17年３月７日）から施

省・国土交通省令第１号）を公布（不動産

行）

登記法の施行に伴う関係法律の整備等に関

◇新事業分野開拓に関する命令の一部を改

する法律の施行の日（平成17年３月７日）

正する命令（内閣府・総務省・厚生労働省・

から施行）

農林水産省・経済産業省・国土交通省令第

◇商品取引所法施行規則の一部を改正する

１号）を公布（不動産登記法の施行に伴う

省令（農林水産省・経済産業省令第５号）

関係法律の整備等に関する法律の施行の日

を公布（不動産登記法の施行に伴う関係法

（平成17年３月７日）から施行）

律の整備等に関する法律の施行の日（平成

◇地域伝統芸能等を活用した行事等に係る

17年３月７日）から施行）

支援事業実施機関に関する省令の一部を改

４日㈮◇特定商取引に関する法律第61条第１項に

正する省令（総務省・文部科学省・農林水

規定する指定法人を指定する命令の一部を

産省・経済産業省・国土交通省令第１号）

改正する命令（内閣府・厚生労働省・農林

を公布（不動産登記法の施行に伴う関係法

水産省・経済産業省・国土交通省令第１号）

律の整備等に関する法律の施行の日（平成

を公布（平成17年３月７日施行）

17年３月７日）から施行）

◇特定商取引適正化業務を行う者に関する

◇山村振興法施行規則の一部を改正する省

命令の一部を改正する命令（内閣府・厚生

令（総務省雄・農林水産省・国土交通省令

労働省・農林水産省・経済産業省・国土交

第１号）を公布（不動産登記法の施行に伴

通省令第２号）を公布（不動産登記法の施

う関係法律の整備等に関する法律の施行の

行に伴う関係法律の整備等に関する法律の

日（平成17年３月７日）から施行）

施行の日（平成17年３月７日）から施行）

◇食品循環資源の再生利用等の促進に関す

◇人材認定等事業に係る登録に関する省令

る法律に基づく再生利用事業計画の認定に

の一部を改正する省令（文部科学省・農林

関する省令の一部を改正する省令（財務

水産省・経済産業省・国土交通省・環境省

省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・

令第１号）を公布（不動産登記法の施行に

国土交通省・環境省令第１号）を公布（不

伴う関係法律の整備等に関する法律の施行

動産登記法の施行に伴う関係法律の整備等

の日（平成17年３月７日）から施行）

に関する法律の施行の日（平成17年３月７

◇水産業協同組合法及び森林組合法による

日）から施行）
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◇特定工場における公害防止組織の整備に

◇動物用医薬品、動物用医薬部外品及び動

関する法律施行規則の一部を改正する省令

物用医療機器の品質管理の基準に関する省

（財務省・厚生労働省・農林水産省・経済

令（農林水産省令第19号）を公布（平成17

産業省・国土交通省・環境省令第２号）を

年４月１日施行）

公布（平成18年４月１日施行。ただし、第

◇動物用医薬品、動物用医薬部外品及び動

５条第２号ただし書の改正規定、第８条の

物用医療機器の製造販売後安全管理の基準

次に１条を加える改正規定及び様式第２の

に関する省令（農林水産省令第20号）を公

改正規定は平成17年４月１日から、第10条

布（平成17年４月１日施行）

の２第２項第３号の改正規定及び第19条第

10日㈭◇植物防疫法施行規則の一部を改正する省

２項第１号の改正規定は公布の日から施

令（農林水産省令第21号）を公布（同日施

行）

行）

◇食品の製造過程の管理の高度化に関する

11日㈮◇農業改良助長法施行規則の一部を改正す

臨時措置法施行規則の一部を改正する省令

る省令（農林水産省令第22号）を公布（平

（厚生労働省・農林水産省令第１号）を公

成17年４月１日施行）

布（不動産登記法の施行に伴う関係法律の

◇青年等の就農促進のための資金の貸付け

整備等に関する法律の施行の日（平成17年

等に関する特別措置法施行規則の一部を改

３月７日）から施行）

正する省令（農林水産省令第23号）を公布

◇林業労働力の確保の促進に関する法律施

（平成17年４月１日施行）

行規則の一部を改正する省令（厚生労働

◇森林法施行規則の一部を改正する省令

省・農林水産省令第２号）を公布（不動産

（農林水産省令第24号）を公布（平成17年

登記法の施行の日（平成17年３月７日）か

４月１日施行）

ら施行）

15日㈫◇海区漁業調整委員会委員の選挙等に関す

◇工業標準化法に基づく登録試験事業者等

る省令の一部を改正する省令（農林水産省

に関する省令の一部を改正する省令（厚生

令第25号）を公布（平成17年４月１日施行）

労働省・農林水産省・経済産業省・国土交

16日㈬◇農林畜水産業関係補助金等交付規則の一

通省令第２号）を公布（不動産登記法の施

部を改正する省令（農林水産省令第26号）

行に伴う関係法律の整備等に関する法律の

を公布（同日施行）

施行の日（平成17年３月７日）から施行）

17日㈭◇水産業協同組合法施行令の一部を改正す

◇不動産登記法の施行に伴う農林水産省関

る政令（政令第50号）を公布（平成17年４

係省令の整備に関する省令（農林水産省令
第18号）を公布（不動産登記法の施行の日

月１日施行）
22日㈫◇農業協同組合法施行規則（農林水産省令

（平成17年３月７日）から施行）

第27号）を公布（平成17年４月１日施行）

◇食品循環資源の再生利用等の促進に関す

◇特定化学物質の環境への排出量の把握等

る法律に基づく再生利用事業を行う者の登

及び管理の改善の促進に関する法律施行規

録に関する省令の一部を改正する省令（農

則の一部を改正する命令（内閣府・財務省・

林水産省・経済産業省・環境省令第１号）

文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経

を公布（不動産登記法の施行に伴う関係法

済産業省・国土交通省・環境省令第１号を

律の整備等に関する法律の施行の日（平成

公布）（平成17年４月１日施行）

17年３月７日）から施行）
９日㈬◇民法の一部を改正する法律の施行期日を

23日㈬◇家畜改良増殖法に基づく家畜登録機関に
関する省令の一部を改正する省令（農林水

定める政令（政令第36号）を公布（平成17

産省令第28号）を公布（平成17年４月１日

年４月１日施行）

施行）

◇民法の一部を改正する法律の施行に伴う

◇農業災害補償法第14条の規定による事務

関係政令の整備に関する政令
（政令第37号）

費国庫負担金公布規則の一部を改正する省

を公布（民法の一部を改正する法律の施行

令（農林水産省令第29号）を公布（同日施

の日（平成17年４月１日）から施行）

行）
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済産業省・環境省令第３号）を公布（平成

象による東京都三宅村の区域に係る災害に

17年４月１日施行）

ついての激甚災害の指定及びこれに対し適

◇商品取引所法に係る民間事業者等が行う

用すべき措置の指定に関する政令の一部を

書面の保存等における情報通信の技術の利

改正する政令（政令第61号）を公布（同日

用に関する法律施行規則（農林水産省・経

施行）

済産業省令第７号）を公布（平成17年４月

◇平成16年における特定地域に係る激甚災

１日施行）

害及びこれに対し適用すべき措置の指定に

29日㈫◇農業協同組合及び農業協同組合連合会の

関する政令（政令第69号）を公布（同日施

信用事業に関する命令等の一部を改正する

行）

命令（内閣府・農林水産省令第２号）を公

◇協同組織金融機関の優先出資に関する法

布（平成17年４月１日施行）

律に係る民間事業者等が行う書面の保存等

◇内閣府及び農林水産省の所管する法令に

における情報通信の技術の利用に関する命

係る民間事業者等が行う書面の保存等にお

令（内閣府・厚生労働省・農林水産省令第

ける情報通信の技術の利用に関する法律施

１号）を公布（平成17年４月１日施行）

行規則（内閣府・農林水産省令第３号）を

◇家畜改良増殖法施行規則の一部を改正す

公布（平成17年４月１日施行）

る省令（農林水産省令第30号）を公布（平

◇農業信用保証保険法施行規則の一部を改

成17年４月１日施行）

正する命令（内閣府・農林水産省令第４号）

25日㈮◇環境影響評価法に係る民間事業者等が行

を公布（平成17年４月１日施行）

う書面の保存等における情報通信の技術の

◇中小漁業融資保証法施行規則の一部を改

利用に関する法律施行規則（厚生労働省・

正する命令（内閣府・農林水産省令第５号）

農林水産省・経済産業省・国土交通省・環

を公布（平成17年４月１日施行）

境省令第１号）を公布（平成17年４月１日

◇ダム事業に係る環境影響評価の項目並び

施行）

に当該項目に係る調査、予測及び評価を合

◇中小企業等協同組合法施行規則の一部を

理的に行うための手法を選定するための指

改正する命令（内閣府・財務省・厚生労働

針、環境の保全のための措置に関する指針

省・農林水産省・経済産業省・国土交通省

等を定める省令及び堰事業に係る環境影響

令第２号）を公布（平成17年４月１日施行）

評価の項目並びに当該項目に係る調査、予

◇漁業協同組合等の信用事業に関する命令

測及び評価を合理的に行うための手法を選

の一部を改正する命令（内閣府・農林水産

定するための指針、環境の保全のための措

省令第１号）を公布（平成17年４月１日施

置に関する指針等を定める省令の一部を改

行）

正する省令（厚生労働省・農林水産省・経

◇商品取引所法施行規則の一部を改正する

済産業省・国土交通省令第３号）を公布（文

省令（農林水産省・経済産業省令第６号）

化財保護法の一部を改正する法律の施行の

を公布（平成17年４月１日施行）

日（平成17年４月１日）から施行）

28日㈪◇容器包装に係る分別収集及び再商品化の

◇独立行政法人水資源機構の業務運営に関

促進等に関する法律施行規則の一部を改正

する省令の一部を改正する省令（厚生労働

する省令（財務省・厚生労働省・農林水産

省・農林水産省・経済産業省・国土交通省

省・経済産業省・環境省令第２号）を公布

令第４号）を公布（平成17年４月１日施行）

（民法の一部を改正する法律の施行の日

◇動物用医療機器の安全性に関する非臨床

（平成17年４月１日）から施行）

試験の実施の基準に関する省令（農林水産

◇遺伝子組換え生物等の使用等の規制によ

省令第31号）を公布（薬事法及び採血及び

る生物の多様性の確保に関する法律に係る

供血あっせん業取締法の一部を改正する法

民間事業者等が行う書面の保存等における

律（平成14年法律第96号）の施行の日（平

情報通信の技術の利用に関する法律施行規

成17年４月１日）から施行）

則（財務省・厚生労働省・農林水産省・経

◇動物用医療機器の臨床試験の実施の基準
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に関する省令（農林水産省令第32号）を公

ための措置に関する指針等を定める省令の

布（薬事法及び採血及び供血あっせん業取

一部を改正する省令（農林水産省・国土交

締法の一部を改正する法律（平成14年法律

通省令第２号）を公布（文化財保護法の一

第96号）の施行の日（平成17年４月１日）

部を改正する法律の施行の日（平成17年４

から施行）

月１日）から施行）

◇動物用医薬品の製造販売後の調査及び試

◇農住組合法に係る民間事業者等が行う書

験の実施の基準に関する省令（農林水産省

面の保存等における情報通信の技術の利用

令第33号）を公布（薬事法及び採血及び供

に関する法律施行規則（農林水産省・国土

血あっせん業取締法の一部を改正する法律

交通省令第３号）を公布（平成17年４月１

（平成14年法律第96号）の施行の日（平成

日施行）

17年４月１日）から施行）

◇農住組合法施行規則の一部を改正する省

◇動物用医療機器の製造販売後の調査及び

令（農林水産省・国土交通省令第４号）を

試験の実施の基準に関する省令（農林水産

公布（平成17年４月１日施行）

省令第34号）を公布（薬事法及び採血及び

30日㈬◇行政機関の保有する情報の公開に関する

供血あっせん業取締法の一部を改正する法

法律施行令第13条第３項第１号に掲げる行

律（平成14年法律第96号）の施行の日（平

政機関等が保有する行政文書に係る開示請

成17年４月１日）から施行し、同日以後に

求等の手続に関する省令の一部を改正する

実施される使用成績調査又は製造販売後臨

省令（厚生労働省・農林水産省・経済産業

床試験から適用する）

省令第１号）を公布（平成17年４月１日施

◇動物用医薬品製造所等構造設備規則（農

行）

林水産省令第35号）を公布（薬事法及び採

◇行政機関の保有する個人情報の保護に関

血及び供血あっせん業取締法の一部を改正

する法律施行令第18条第３項第１号に掲げ

する法律（平成14年法律第96号）の施行の

る行政機関等が保有する保有個人情報に係

日（平成17年４月１日）から施行）

る開示請求の手続きに関する省令（厚生労

◇動物用医薬品の臨床試験の実施の基準に

働省・農林水産省・経済産業省令第２号）

関する省令の一部を改正する省令（農林水

を公布（行政機関の保有する個人情報の保

産省令第36号）を公布（薬事法及び採血及

護に関する法律の施行の日（平成17年４月

び供血あっせん業取締法の一部を改正する

１日）から施行）

法律（平成14年法律第96号）の施行の日（平

◇半島振興法の一部を改正する法律（法律

成17年４月１日）から施行）

第７号）を公布（平成17年４月１日施行。

◇動物用医薬品等取締規則の一部を改正す

ただし、附則第２項の改正規定及び附則第

る省令（農林水産省令第37号）を公布（平

３条から第５条までの規定は、同日施行）

成17年４月１日施行）

◇山村振興法の一部を改正する法律（法律

◇動物用生物学的製剤の取扱いに関する省

第８号）を公布（平成17年４月１日施行。

令の一部を改正する省令（農林水産省令第

ただし、附則第２項の改正規定並びに附則

38号）を公布（平成17年４月１日施行）

第４条及び第５条の規定は、同日施行）

◇動物用医薬品の安全性に関する非臨床試

◇農林水産省組織令の一部を改正する政令

験の実施の基準に関する省令の一部を改正

（政令第78号）を公布（同日施行）

する省令（農林水産省令第39号）を公布（薬

◇薬事法関係手数料令（政令第91号）を公

事法及び採血及び供血あっせん業取締法の

布（薬事法及び採血及び供血あっせん業取

一部を改正する法律
（平成14年法律第96号）

締法の一部を改正する法律（平成14年法律

の施行の日（平成17年４月１日）から施行）

第96号）の施行の日（平成17年４月１日）

◇公有水面の埋立て又は干拓の事業に係る

から施行。ただし、次条の規定は、同日施

環境影響評価の項目並びに当該項目に係る

行。

調査、予測及び評価を合理的に行うための

◇動物用医薬品等手数料規則（農林水産省

手法を選定するための指針、環境の保全の

令第40号）を公布（令の施行の日（平成17

＜以下、略＞）
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年４月１日）から施行。ただし、次条の規

年４月１日施行）

定は、同日施行。

◇中小企業団体の組織に関する法律に係る

＜以下、略＞）

◇環境情報の提供の促進等による特定事業

民間事業者等が行う書面の保存等における

者等の環境に配慮した事業活動の促進に関

情報通信の技術の利用に関する法律施行規

する法律第９条第１項の規定による環境報

則（財務省・厚生労働省・農林水産省・経

告書の作成及び公表の方法を定める命令

済産業省・国土交通省令第３号）を公布（平

（内閣府・総務省・財務省・文部科学省・

成17年４月１日施行）

厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国

◇中小企業団体の組織に関する法律施行規

土交通省・環境省令第１号）を公布（平成

則の一部を改正する省令（財務省・厚生労

17年４月１日施行）

働省・農林水産省・経済産業省・国土交通

◇中小企業等協同組合法施行規則の一部を

省令第４号）を公布（平成17年４月１日施

改正する命令（内閣府・財務省・厚生労働

行）

省・農林水産省・経済産業省・国土交通省

◇容器包装に係る分別収集及び再商品化の

令第３号）を公布（平成17年４月１日施行）

促進等に関する法律に係る民間事業者等が

◇中小企業等協同組合法に係る民間事業者

行う書面の保存等における情報通信の技術

等が行う書面の保存等における情報通信の

の利用に関する法律施行規則（財務省・厚

技術の利用に関する法律施行規則（内閣

生労働省・農林水産省・経済産業省・環境

府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経

省令第４号）を公布（平成17年４月１日施

済産業省・国土交通省令第４号）を公布（平

行）

成17年４月１日施行）

◇感染症の予防及び感染症の患者に対する

◇農水産業協同組合貯金保険法施行規則及

医療に関する法律第54条第１号の輸入禁止

び農業協同組合法第94条の２第４項に規定

地域等を定める省令の一部を改正する省令

する区分等を定める命令の一部を改正する

（厚生労働省・農林水産省令第３号）を公

命令（内閣府・財務省・農林水産省令第１

布（平成17年７月１日施行）

号）を公布（平成17年４月１日施行）

◇工業標準化法に基づく外国製造業者等に

◇石油需給適正化法に基づく石油の使用の

係る表示認定申請手数料の額の計算等に関

制限に関する省令の一部を改正する省令

する省令の一部を改正する省令（厚生労働

（総務省・財務省・厚生労働省・農林水産

省・農林水産省・経済産業省・国土交通省

省・経済産業省・国土交通省令第１号）を

令第５号）を公布（平成17年10月１日施行。

公布（平成17年４月１日施行）

ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各

◇鉱工業技術研究組合法に係る民間事業者

号に定める日から施行する。１

等が行う書面の保存等における情報通信の

規定

技術の利用に関する法律施行規則（財務

定

省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・

◇日本工業規格への適合性の認証に関する

経済産業省・国土交通省令第１号）を公布

省令（厚生労働省・農林水産省・経済産業

（平成17年４月１日施行）

省・国土交通省令第６号）を公布（平成17

◇鉱工業技術研究組合法施行規則の一部を

年10月１日施行）

改正する省令（財務省・文部科学省・厚生

◇工業標準化法に係る民間事業者等が行う

労働省・農林水産省・経済産業省・国土交

書面の保存等における情報通信の技術の利

通省令第１号）を公布（平成17年４月１日

用に関する法律施行規則（厚生労働省・農

施行）

林水産省・経済産業省・国土交通省令第７

◇企業合理化促進法施行規則に係る民間事

号）を公布（平成17年10月１日施行）

業者等が行う書面の保存等における情報通

◇感染症の病原体を媒介するおそれのある

信の技術の利用に関する法律施行規則（財

動物の輸入に関する規則の一部を改正する

務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業

省令（農林水産省令第41号）を公布（平成

省・国土交通省令第２号）を公布（平成17

17年７月１日から施行）

平成17年４月１日

２

第１条の
第２条の規

平成17年７月１日）
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◇動物用医療用具の製造管理及び品質管理

別措置法施行規則の一部を改正する省令

に関する省令の一部を改正する省令（農林

（農林水産省令第48号）を公布（平成17年

水産省令第42号）を公布（薬事法及び採血

４月１日施行）

及び供血あっせん業取締法の一部を改正す

◇農業経営基盤強化促進法施行規則の一部

る法律（平成14年法律第96号）の施行の日

を改正する省令（農林水産省令第49号）を

（平成17年４月１日）から施行）

公布（平成17年４月１日施行）

◇動物用医薬品の製造管理及び品質管理に

◇自動車損害賠償保障法第28条の３第１項

関する省令の一部を改正する省令（農林水

に規定する準備金の積立て等に関する命令

産省令第43号）を公布（薬事法及び採血及

の一部を改正する命令（内閣府・厚生労働

び供血あっせん業取締法の一部を改正する

省・農林水産省・経済産業省・国土交通省

法律（平成14年法律第96号）の施行の日（平

令第３号）を公布（平成17年４月１日施行）

成17年４月１日）から施行）

◇農業信用基金協会の事業報告書、賃借対

◇水産業協同組合の事業報告書、賃借対照

照表及び損益計算書並びに計算に関する省

表、損益計算書及び附属明細書並びに計算

令（内閣府・農林水産省令第６号）を公布

に関する省令の一部を改正する省令（農林

（平成17年４月１日から施行し、同日に開

水産省令第44号）を公布（同日施行）

始する事業年度から適用する。）

◇独立行政法人緑資源機構が行う独立行政

◇日本中央競馬会法施行規則の一部を改正

法人緑資源機構法第11条第１項目第１号に

する省令（農林水産省令第50号）を公布（同

規定する林道の開設又は改良の事業に係る

日施行）

環境影響評価の項目並びに当該項目に係る

◇農産物検査法施行規則の一部を改正する

調査、予測及び評価を合理的に行うための

省令（農林水産省令第51号）を公布（平成

手法を選定するための指針、環境の保全の

17年４月１日施行）

ための措置に関する指針等を定める省令の

◇関税定率法等の一部を改正する法律の施

一部を改正する省令
（農林水産省令第45号）

行に伴う関係政令の整備等に関する政令

を公布（平成17年４月１日施行）

（政令第105号）を公布（平成17年４月１日

◇家畜伝染病予防法施行規則の一部を改正

施行。ただし、＜以下、略＞）

する省令（農林水産省令第46号）を公布（平

◇鉱工業技術研究組合法施行規則の一部を

成17年４月１日施行）

改正する省令（財務省・文部科学省・厚生

◇農地法施行規則の一部を改正する省令

労働省・農林水産省・経済産業省・国土交

（農林水産省令第47号）を公布（平成17年

通省令第３号）を公布（平成17年４月１日

４月１日施行）

施行）

31日㈭◇国の補助金等の整理及び合理化等に伴う
農業近代化資金助成法等の一部を改正する
等の法律（法律第16号）を公布（平成17年
４月１日施行）
◇公共工事の品質確保の促進に関する法律
（法律第18号）を公布（平成17年４月１日
施行）
◇国の補助金等の整理及び合理化等に伴う
農業近代化資金助成法等の一部を改正する
等の法律の施行に伴う関係政令の整備に関
する政令（政令第96号）を公布（国の補助
金等の整理及び合理化等に伴う農業近代化
資金助成法等の一部を改正する等の法律の
施行の日（平成17年４月１日から施行）
◇漁業経営の改善及び再建整備に関する特

