
農 政 日 誌
（平成19年４月１日～平成20年３月31日）

４ 月

４月２日㈪◇農林水産省政策評価基本計画等の改定等

について（大臣官房企画評価課）

◇米国（ウエストバージニア州）からの家

きん肉類等の輸入一時停止措置について

（消費・安全局動物衛生課国際衛生対策室）

◇大阪府が「大阪府小型底びき網漁業包括

的資源回復計画」を作成（水産庁資源管理

部管理課資源管理推進室、瀬戸内海漁業調

整事務所、大阪府）

◇山形県が「山形県シロギス資源回復計画」

を作成（水産庁資源管理部管理課資源管理

推進室、新潟漁業調整事務所、山形県）

◇「水産研究・技術開発戦略」の改定につ

いて（水産庁研究指導課）

◇日メキシコ経済連携協定に基づく平成19

年度の関税割当公表の一部改正等について

（大臣官房国際部国際経済課）

◇日マレーシア経済連携協定に基づく平成

19年度の関税割当公表の一部改正等につい

て（大臣官房国際部国際経済課）

◇「土地改良法施行令の一部を改正する政

令案」についての意見・情報の募集の結果

について（農村振興局企画部土地改良企画

課）

◇「土地改良法施行規則の一部を改正する

省令案」についての意見・情報の募集の結

果について（農村振興局企画部土地改良企

画課）

◇卸売市場における先進的な取組事例につ

いて（総合食料局流通課卸売市場室）

◇食料・農業・農村政策審議会第６回生産

分科会の概要について（生産局農産振興課

環境保全型農業対策室）

◇「全国国産材安定供給協議会」の設立に

ついて（林野庁林政部経営課）

◇牛肉小売価格等調査結果（消費・安全局

消費・安全政策課、生産局畜産部食肉鶏卵

課）

◇農業資材審議会委員・臨時委員・専門委

員の改選について（消費・安全局農産安全

管理課）

◇「食と農の扉」第３号発行について（農

林水産技術会議事務局技術政策課）

◇主要食料品の小売価格の見通し等（消

費・安全局消費・安全政策課）

３日㈫◇日タイ EPAの署名について（大臣官房

国際部国際経済課）

◇「平成19年度第１回生物多様性影響評価

検討会総合検討会」の開催及び傍聴につい

て（農林水産技術会議事務局技術安全課）

◇日インド EPA交渉会合の開催について

（大臣官房国際部国際経済課）

◇農林水産研究知的財産戦略の策定につい

て（農林水産技術会議事務局先端産業技術

研究課）

４日㈬◇平成19年度飼料関係会議の開催及び傍聴

について（生産局畜産部畜産振興課）

◇平成19年度第１回日本海海況予報（水産

庁増殖推進部漁場資源課）

５日㈭◇「農と食のサイエンス」第２号発行につ

いて（農林水産技術会議事務局技術政策課）

６日㈮◇株式会社阪急オアシスにおける農産物加

工食品の不適正表示に対する措置について

（消費・安全局表示・規格課食品表示・規

格監視室）

◇平成19年度における環境物品等の調達の

推進を図るための方針（大臣官房環境政策

課、大臣官房経理課）

◇平成19年度産学官連携による食料産業等

活性化のための新技術開発事業の新規採択

課題の決定について（農林水産技術会議事

務局先端産業技術研究課産学連携研究推進

室）

◇平成19年度先端技術を活用した農林水産

研究高度化事業の新規採択課題の決定につ

いて（農林水産技術会議事務局先端産業技

術研究課産学連携研究推進室）
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◇第３回漁業保険事業に関する検討会の概

要について（水産庁漁政部漁業保険管理官）

◇「花粉発生源対策プロジェクトチーム」

の設置について（林野庁森林整備部研究・

保全課）

◇バイオ燃料等に係るブロック説明会の開

催について（大臣官房環境政策課）

◇米国産牛タンの混載事例について（消

費・安全局動物衛生課）

９日㈪◇2006年木材輸入実績について（林野庁木

材利用課木材貿易対策室）

◇「農業新技術2007」の決定について（農

林水産技術会議事務局研究開発課）

◇「生物資源管理に関するOECD国際共同

研究プログラム」説明会の開催について（農

林水産技術会議事務局国際研究課）

◇国有林野事業における技術開発の重点的

取組について（林野庁業務課）

◇平成19年度全国家畜衛生主任者会議の開

催及び傍聴について（消費・安全局動物衛

生課）

◇牛肉小売価格等の調査結果平成19年４月

第１週（４月２日～４月６日）（消費・安全

局消費・安全政策課、生産局畜産部食肉鶏

卵課）

10日㈫◇第２回「木材に関する技術開発目標」検

討会の概要について（林野庁林政部木材産

業課）

◇第29回緑化推進連絡会議の概要について

（林野庁研究・保全課）

◇第３回国際食料問題研究会の資料配布に

ついて（大臣官房企画評価課）

◇国営事業管理委員会・機構営事業事後評

価委員会平成18年度第１回第三者委員会の

議事概要について（農村振興局総務課）

◇第２回獣医師国家試験漏えい問題調査検

討委員会の概要等について（消費・安全局

畜水産安全管理課）

◇「５月４日はみどりの日」キャンペーン

について（林野庁研究・保全課）

◇食品の流通部門の構造改善を図るための

基本方針（案）についての意見・情報の募

集結果について（総合食料局流通課）

11日㈬◇能登半島地震に係る山本農林水産副大臣

の現地調査について（経営局経営政策課災

害総合対策室）

◇第４回国際食料問題研究会の開催及び傍

聴について（大臣官房企画評価課）

◇松岡農林水産大臣の海外出張について

（国際部国際政策課）

◇平成19年度地産地消モデルタウン事業の

提案の採択について（生産局生産技術課）

12日㈭◇森林管理局長等会議の開催について（林

野庁国有林野部管理課）

◇「抗菌性飼料添加物を含有する配合飼料

及び飼料添加物複合製剤の製造管理及び品

質管理に関するガイドライン」の意見・情

報の報告について（消費・安全局畜水産安

全管理課）

◇食品の流通部門の構造改善を図るための

基本方針について（総合食料局流通課）

13日㈮◇平成19年度における緑資源幹線林道事業

の期中の評価について（林野庁森林整備部

整備課）

◇2007年度第二期北西太平洋鯨類捕獲調査

（JARPN-Ⅱ）三陸沖鯨類捕獲調査の開始

について（水産庁遠洋課）

◇「今後の蚕糸業のあり方に関する検討会」

最終報告書について（生産局特産振興課）

◇日アセアン包括的経済連携協定交渉第７

回会合の開催について（大臣官房国際部国

際経済課）

◇株式会社タカハシコーポレーションにお

けるエダマメ等の不適正表示に対する措置

について（消費・安全局表示・規格課食品

表示・規格監視室）

◇中山間地域等直接支払制度の実施に係る

実態調査結果について（農村振興局整備部

地域整備課）

◇第４回中長期的な展望に立った海岸保全

検討会の開催について（農村振興局防災課、

水産庁漁港漁場整備部防災漁村課、国土交

通省）

◇漁業法第58条第１項の規定に基づく遠洋

底びき網漁業の告示案についての意見・情

報の募集結果について（水産庁資源管理部

遠洋課）

◇都市と農山漁村の共生・対流に関するプ

ロジェクトチーム第15回会合の概要（農村

振興局企画部農村政策課）

◇企業等の農業参入の状況について（平成

19年３月１日現在）（経営局構造改善課）
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16日㈪◇第24回家きん疾病小委員会及び第４回高

病原性鳥インフルエンザ感染経路究明チー

ム検討会の合同開催について（消費・安全

局動物衛生課）

◇韓国はえ縄漁船の拿捕について（水産庁

管理課指導監督室）

◇水産政策審議会第29回施策部会の結果に

ついて（水産庁企画課）

◇林政審議会の概要について（林野庁林政

部企画課、林政課）

◇米の１人１か月当たり消費量（平成19年

２月分）（総合食料局食糧部計画課）

◇牛肉小売価格等の調査結果平成19年４月

第２週（４月９日～４月13日）（消費・安全

局消費・安全政策課、生産局畜産部食肉鶏

卵課）

17日㈫◇農林水産省生物多様性戦略検討会（第２

回）の開催について（大臣官房環境政策課）

◇第３回地球温暖化・森林吸収源対策推進

本部の開催について（大臣官房環境政策課）

18日㈬◇「農業協同組合の活動に関する独占禁止

法上の指針」説明会の開催について（公正

取引委員会、経営局協同組織課）

◇第４回「農村におけるソーシャル・キャ

ピタル研究会」の開催～社会的なつながり

の維持・再生に向けて～」の開催について

（農村振興局農村政策課）

19日㈭◇松岡農林水産大臣とジョハンズ米国農務

長官との電話会談について（消費・安全局

動物衛生課）

◇平成19年度病害虫発生予報第１号（消

費・安全局植物防疫課）

◇食料・農業・農村政策審議会消費・安全

分科会家畜衛生部会第24回家きん疾病小委

員会及び高病原性鳥インフルエンザ感染経

路究明チーム第４回検討会の概要について

（消費・安全局動物衛生課）

◇研究独法バイオ燃料研究推進協議会の発

足について（農林水産技術会議事務局研究

開発課環境研究推進室）

◇遺伝子組換え生物等の使用等の規制によ

る生物の多様性の確保に関する法律に基づ

く学識経験者の選定及び公表について（消

費・安全局農産安全管理課、消費・安全局

畜水産安全管理課、農林水産技術会議事務

局技術安全課）

◇海外派遣植物防疫官の倫理問題に関する

調査チームの設置について（消費・安全局

総務課）

◇第３回獣医師の需給に関する検討会の開

催について（消費・安全局畜水産安全管理

課）

20日㈮◇韓国はえ縄漁船の拿捕について（水産庁

管理課指導監督室）

◇食品安全委員会への食品健康影響評価の

依頼について（消費・安全局畜水産安全管

理課）

23日㈪◇牛肉小売価格等の調査結果平成19年４月

第３週（４月16日～４月20日）（消費・安全

局消費・安全政策課、生産局畜産部食肉鶏

卵課）

◇平成19年能登半島地震に伴う山地災害に

対する災害関連緊急治山等事業による緊急

的な対応について（林野庁森林整備部治山

課山地災害対策室）

◇日本産精米の中国向け輸出に係る説明会

について（消費・安全局植物防疫課）

24日㈫◇都道府県農林水産主務部長政策提案会の

開催について（大臣官房地方課）

◇松岡農林水産大臣とジョハンズ米国農務

長官との電話会談の結果について（消費・

安全局動物衛生課、厚生労働省）

25日㈬◇第４回国際食料問題研究会の資料配布に

ついて（大臣官房企画評価課）

◇農林水産省が食品の安全性に関するリス

ク管理を優先的に行うべき有害微生物のリ

スト及び食品の安全性に関する有害微生物

のサーベイランス・モニタリング中期計画

の作成について（消費・安全局消費・安全

政策課）

◇平成19年３月の国内産米穀の卸・小売価

格の概況について（総合食料局食糧部計画

課）

◇６月１日は「景観の日」～美しく風格の

ある国づくり～「日本の景観を良くする国

民運動推進会議」全国大会の開催について

（農村振興局企画部地域計画官）

◇麦製品等の取引価格の推移（平成19年３

月分）（総合食料局食糧部計画課）

26日㈭◇ロシア200海里水域における我が国漁船

によるロシア系さけ・ますの2007年におけ

る漁獲に関する日ロ政府間協議の結果につ
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いて（水産庁資源管理部国際課）

◇平成19年農業技術の基本指針について

（大臣官房企画評価課）

◇飼料安全法に基づく収去飼料等の試験結

果の公表について（消費・安全局畜水産安

全管理課）

◇「食品容器包装のリサイクルに関する懇

談会（第19回）」の開催について（総合食料

局食品産業企画課食品環境対策室）

◇バイオマスタウン構想の公表（第19回）

について（大臣官房環境政策課バイオマス

推進室）

◇海岸漂着ゴミ（人工系）実態把握調査結

果（速報）について（農村振興局防災課、

水産庁漁港漁場整備部防災漁村課、国土交

通省）

◇クローン牛の異動報告のとりまとめにつ

いて（平成18年３月１日～平成18年３月31

日異動情報提供分）（農林水産技術会議事務

局技術安全課、生産局畜産部畜産振興課生

産技術室）

◇動物検疫所広報キャンペーンのお知らせ

（消費・安全局動物衛生課国際衛生対策室、

動物検疫所成田支所）

27日㈮◇国際線機内食用米国産豚肉貨物への牛肉

混載事例について（消費・安全局動物衛生

課）

◇米国産牛肉入りソーセージの誤積載が疑

われる事例に関する米国農務省の調査報告

書の提出について（厚生労働省、消費・安

全局動物衛生課）

◇平成19年度第１回日本海スルメイカ長期

漁況予報（水産庁増殖推進部漁場資源課、

独立行政法人水産総合研究センター）

◇平成19年度第１回瀬戸内海東部カタクチ

イワシ漁況予報（水産庁増殖推進部漁場資

源課、独立行政法人水産総合研究センター）

◇有機農業の推進に関する基本的な方針の

公表について（生産局農産振興課環境保全

型農業対策室）

◇「食料供給コスト縮減アクションプラン

（改定版）」の公表について（総合食料局食

料企画課）

◇「WASHOKU－Try Japan’s Good
 

Food」事業をエジプトとロシアで実施（外

務省、大臣官房国際部国際経済課輸出促進

室）

◇「農業協同組合の活動に関する独占禁止

法上の指針」説明会に係る会場の追加につ

いて（公正取引委員会、経営局協同組織課）

◇第18回森と花の祭典－「みどりの感謝祭」

の実施について（林野庁研究・保全課）

◇福井農林水産大臣政務官の海外出張につ

いて（大臣官房国際部国際経済課、国際政

策課）

◇石川県が「石川県ヒラメ・沿岸性カレイ

類資源回復計画」を作成（水産庁資源管理

部管理課資源管理推進室、境港漁業調整事

務所、石川県）

◇第６回国連公海漁業協定（UNFSA）締約

国非公式協議の結果について（水産庁国際

課）

◇平成19年緑化推進運動功労者内閣総理大

臣表彰について（林野庁研究・保全課、生

産局果樹花き課）

◇松岡農林水産大臣の海外出張について

（大臣官房国際部国際政策課）

法令>

４月１日㈰◇土地改良法施行令の一部を改正する政令

（政令第143号）を公布（同日施行）

◇林業経営基盤の強化等の促進のための資

金の融通等に関する暫定措置法施行令の一

部を改正する政令（政令第144号）を公布（同

日施行）

◇農業災害補償法施行令の一部を改正する

政令（政令第151号）を公布（同日施行）

◇農業災害補償法による畑作物共済の共済

目的たる農作物を指定する政令の一部を改

正する政令（政令第152号）を公布（同日施

行）

◇農林水産省定員規則の一部を改正する省

令（農林水産省令第33号）を公布（同日施

行）

◇農業災害補償法施行規則の一部を改正す

る省令（農林水産省令第34号）を公布（同

日施行）

◇特別会計に関する法律施行令第16条第１

項第４号の規定に基づく農作物共済、果樹

共済及び畑作物共済に係る再保険金及び保

険金の概算払の額の限度に関する省令の一

部を改正する省令（農林水産省令第35号）
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を公布（同日施行）

◇農業の担い手に対する経営安定のための

交付金の交付に関する法律第４条第２項の

金額の算定に関する省令の一部を改正する

省令（農林水産省令第36号）を公布（同日

施行）

◇土地改良法施行規則の一部を改正する省

令（農林水産省令第37号）を公布（同日施

行）

◇農林水産省組織規則の一部を改正する省

令（農林水産省令第38号）を公布（同日施

行）

２日㈪◇温室効果ガス算定排出量の報告等に関す

る命令の一部を改正する命令（内閣府・総

務省・法務省・外務省・財務省・文部科学

省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・

国土交通省・環境省・防衛省令第１号）を

公布（同日施行）

◇地方農政局、森林管理局及び沖縄総合事

務局に公共事業に関する事務について主体

的かつ一体的に処理させる場合の事務の取

扱いに関する訓令の一部を改正する訓令

（農林水産省訓令第２号）を公布（平成19

年度予算の成立の日から施行）

５日㈭◇消費生活用製品安全法施行規則の一部を

改正する省令（農林水産省・経済産業省令

第１号）を公布（消費生活用製品安全法の

一部を改正する法律の施行の日（平成19年

５月14日）から施行）

12日㈭◇農業機械化促進法施行規則の一部を改正

する省令（農林水産省令第39号）を公布（同

日施行）

◇飼料需給安定法施行規則の一部を改正す

る省令（農林水産省令第40号）を公布（同

日施行）

◇種苗法施行規則の一部を改正する省令

（農林水産省令第41号）を公布（同日施行）

◇酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律

施行規則の一部を改正する省令（農林水産

省令第42号）を公布（同日施行）

◇家畜取引法施行規則の一部を改正する省

令（農林水産省令第43号）を公布（同日施

行）

17日㈫◇農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整

備の促進に関する法律施行規則の一部を改

正する省令（農林水産省令第44号）を公布

（同日施行）

18日㈬◇日本中央競馬会法施行規則の一部を改正

する省令（農林水産省令第45号）を公布（同

日施行）

20日㈮◇遺伝子組換え生物等の使用等の規制によ

る生物の多様性の確保に関する法律施行規

則の一部を改正する省令（財務省・文部科

学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業

省・環境省令第１号）を公布（同日施行）

◇特定外来生物による生態系等に係る被害

の防止に関する法律施行規則の一部を改正

する省令（農林水産省・環境省令第２号）

を公布（同日施行）

◇特定国内種事業に係る届出等に関する省

令の一部を改正する省令（農林水産省・環

境省令第３号）を公布（同日施行）

23日㈪◇雇用保険法等の一部を改正する法律（法

律第30号）を公布（同日施行）

25日㈬◇農林物資の規格化及び品質表示の適正化

に関する法律施行規則の一部を改正する省

令（農林水産省令第46号）を公布（同日施

行）

27日㈮◇農業協同組合法施行規則の一部を改正す

る省令（農林水産省令第47号）を公布（同

日施行）

５ 月

５月１日㈫◇平成19年度農林水産航空事業の実施計画

について（消費・安全局植物防疫課）

◇牛肉小売価格等の調査結果平成19年４月

第４週（４月23日～４月27日）（消費・安全

局消費・安全政策課、生産局畜産部食肉鶏

卵課）

◇「立ち上がる農山漁村」サミットの開催

について（農村振興局農村政策課）

７日㈪◇ガーナからの家きん肉等の輸入一時停止

措置について（消費・安全局動物衛生課国

際衛生対策室）

◇動物用医薬品監視ガイドライン案につい

ての意見・情報の募集について（消費・安

全局畜水産安全管理課）

８日㈫◇第３回農地政策に関する有識者会議の開

催について（経営局構造改善課）

◇国内における高病原性鳥インフルエンザ

の清浄化について（消費・安全局動物衛生

課）
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◇植物防疫法施行規則の一部改正等（ニュ

ージーランド産りんごの生果実及びハワイ

諸島産アンスリューム属植物の生植物の地

下部の輸入解禁）についての意見・情報の

募集について（消費・安全局植物防疫課）

９日㈬◇日スイス EPA交渉会合の開催について

（大臣官房国際部国際経済課）

◇第５回国際食料問題研究会の開催及び傍

聴について（大臣官房企画評価課）

◇平成19年度漁業再チャレンジ支援事業の

実施について（水産庁漁政部企画課、全国

漁業就業者確保育成センター）

◇第３回南太平洋漁業管理機関設立会合の

結果について（水産庁資源管理部国際課）

◇「美しい森林づくり推進国民運動」のキ

ャッチフレーズの決定について（林野庁研

究・保全課）

10日㈭◇国連森林フォーラム第７回会合

（UNFF7）の結果概要について（林野庁計

画課海外林業協力室）

◇米国（ミネソタ州）からの家きん肉等の

輸入一時停止措置について（消費・安全局

動物衛生課国際衛生対策室）

11日㈮◇第１回教育ファーム推進研究会の開催及

び傍聴について（消費・安全局消費者情報

官）

◇森林（もり）づくり活動についてのアン

ケート集計結果について（林野庁研究・保

全課）

◇食料・農業・農村政策審議会委員の公募

について（大臣官房企画評価課）

◇第２期北西太平洋鯨類捕獲調査船団の出

港について（沖合調査）（水産庁遠洋課）

◇第75回国際獣疫事務局（OIE）総会のスケ

ジュールについて（消費・安全局動物衛生

課）

◇米国における食肉処理施設の現地査察に

ついて（厚生労働省、消費・安全局動物衛

生課）

◇松岡農林水産大臣の香港向け牛肉の出荷

式への出席について（生産局畜産部食肉鶏

卵課）

◇平成18年度に指導等を行った民間の登録

検査機関農産物検査員の不注意等による不

適正な農産物検査証明について（総合食料

局食糧部消費流通課）

◇過剰野菜を有効利用するための取組につ

いて～野菜需給調整協議会を創設します

～（生産局野菜課）

◇ハンガリーからの家きん肉等の輸入一時

停止措置の解除について（消費・安全局動

物衛生課国際衛生対策室）

14日㈪◇韓国はえ縄漁船の拿捕について（水産庁

管理課指導監督室）

◇第１回魚介類の名称のガイドライン検討

委員会の開催について（水産庁加工流通課）

◇「平成19年度第２回生物多様性影響評価

検討会総合検討会」の開催及び傍聴につい

て（農林水産技術会議事務局技術安全課）

◇牛肉小売価格等の調査結果平成19年５月

第２週（５月７日～５月11日）（消費・安全

局消費・安全政策課、生産局畜産部食肉鶏

卵課）

◇平成18年度農林水産航空事業の実施状況

について（消費・安全局植物防疫課）

15日㈫◇第６回「森の“聞き書き甲子園”」の実施

について（林野庁研究・保全課、文部科学

省）

◇はちみつの表示に関する重点調査の実施

について（消費・安全局表示・規格課食品

表示・規格監視室、独立行政法人農林水産

消費安全技術センター）

◇松岡農林水産大臣の海外出張について

（大臣官房国際部国際政策課）

16日㈬◇第３回「木材に関する技術開発目標」検

討会の概要について（林野庁林政部木材産

業課）

◇韓国はえ縄漁船の拿捕について（水産庁

管理課指導監督室）

◇農業経営支援と中小企業支援との連携に

ついて（中間報告のとりまとめ）（経営局経

営政策課）

◇平成19年２月・３月度の蚕糸業需給・価

格動向（生産局特産振興課）

◇チェンマイ国際園芸博覧会感謝状贈呈式

の開催について（生産局果樹花き課）

◇平成19年度第１回食料・農業・農村政策

審議会生産分科会果樹部会の開催について

（生産局果樹花き課）

◇「日本食海外普及功労者表彰事業」農林

水産大臣賞受賞者の決定について（大臣官

房国際部国際経済課輸出促進室）
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◇農林水産物等輸出促進全国協議会総会の

開催について（大臣官房国際部国際経済課

輸出促進室）

17日㈭◇「香川県小型機船底びき網漁業包括的資

源回復計画」の作成（水産庁資源管理部管

理課資源管理推進室、瀬戸内海漁業調整事

務所、香川県）

◇第３回獣医師国家試験漏えい問題調査検

討委員会の概要について（消費・安全局畜

水産安全管理課）

◇平成19年度病害虫発生予報第２号（消

費・安全局植物防疫課）

◇「平成19年度第１回地産地消推進検討会」

の開催について（生産局生産技術課準備室）

◇第７回農地政策に関する有識者会議専門

部会の開催について（経営局構造改善課）

18日㈮◇平成19年度第１回食料自給率向上協議会

の開催及び傍聴について（大臣官房企画評

価課）

◇公定規格に定める含有が許される水銀の

最大量を超えたし尿汚泥肥料に係る報告徴

収について（消費・安全局農産安全管理課）

◇第10回地域水産加工技術セミナーの開催

について（水産庁増殖推進部研究指導課、

独立行政法人水産総合研究センター）

◇米国産牛肉（冷凍センマイ）の混載事例

について（厚生労働省、消費・安全局動物

衛生課）

◇米国産牛タンの混載事例に関する米国農

務省の調査報告書等の提出について（厚生

労働省、消費・安全局動物衛生課）

◇第42回国際熱帯木材機関（ITTO）理事会

の結果について（林野庁木材利用課木材貿

易対策室）

◇デンマークからの家きん肉等の輸入一時

停止措置の解除について（消費・安全局動

物衛生課国際衛生対策室）

◇遺伝子組換え農作物等の研究開発の進め

方に関する検討について（農林水産技術会

議事務局技術安全課）

◇動物用抗生物質医薬品基準の一部改正案

についての意見・情報の募集結果について

（消費・安全局畜水産安全管理課）

◇動物用生物学的製剤基準の一部改正案に

ついての意見・情報の募集結果について（消

費・安全局畜水産安全管理課）

◇動物用医薬品等取締規則の一部改正案に

ついての意見・情報の募集結果について（消

費・安全局畜水産安全管理課）

21日㈪◇気候変動枠組条約第26回科学的及び技術

的助言に関する補助機関会合（SBSTA26）

の結果について（林野庁研究・保全課）

◇水産政策審議会第31回資源管理分科会の

結果について（水産庁漁政課、管理課）

◇インド洋まぐろ類委員会（IOTC）第11回

年次会合の結果について（水産庁国際課）

◇第4回水稲平年収量に関する検討会開催

のお知らせ（大臣官房統計部生産流通消費

統計課）

◇「緑資源機構談合等の再発防止のための

第三者委員会」第１回委員会の概要につい

て（林野庁林政部林政課）

◇米の１人１か月当たり消費量（平成19年

３月分）（総合食料局食糧部計画課流通調査

班）

◇牛肉小売価格等の調査結果平成19年５月

第３週（５月14日～５月18日）（消費・安全

局消費・安全政策課、生産局畜産部食肉鶏

卵課）

22日㈫◇平成19年度日本海マアジ長期漁況予報

（水産庁増殖推進部漁場資源課、独立行政

法人水産総合研究センター）

◇地域バイオマス発見活用促進事業の応募

状況について（大臣官房環境政策課バイオ

マス推進室）

◇農林水産省政策評価会の開催及び傍聴に

ついて（大臣官房企画評価課）

23日㈬◇「我が国農林水産物・食品の総合的な輸

出戦略」について（大臣官房国際部国際経

済課輸出促進室）

◇第５回国際食料問題研究会の資料配布に

ついて（大臣官房企画評価課）

◇個別漁獲割当方式に関する検討会につい

て（水産庁資源管理部管理課）

◇平成18年特用林産物の生産量（速報）（林

野庁経営課特用林産対策室）

◇「食事バランスガイド」を活用した米を

中心とした「日本型食生活」の普及・啓発

のためのテレビ CM の放映について（総合

食料局消費流通課）

◇東京大学創立130周年記念事業「イネイ

ネ・日本」プロジェクト立ち上げ記念シン
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ポジウムの開催について（農林水産省共催）

（大臣官房環境政策課バイオマス推進室）

◇第28回コーデックス連絡協議会の開催及

び一般傍聴の募集について（厚生労働省、

消費・安全局国際基準課）

◇「立ち上がる農山漁村」第４回選定募集

について（内閣官房、農村振興局農村政策

課）

◇国際獣疫事務局（OIE）による加盟国の

BSEステータス認定について（消費・安全

局動物衛生課）

◇平成19年度獣医事審議会第２回免許部会

の開催について（消費・安全局畜水産安全

管理課）

24日㈭◇林野庁等における指名停止措置について

（林野庁国有林野部管理課、大臣官房経理

課、農村振興局整備部設計課施工企画調整

室）

◇第１回食品産業の意図せざる技術流出対

策に関する作業部会の開催について（総合

食料局食品産業企画課）

◇クローン牛の異動報告のとりまとめにつ

いて（平成19年４月１日～平成19年４月30

日異動情報提供分）（農林水産技術会議事務

局技術安全課、生産局畜産部畜産振興課生

産技術室）

25日㈮◇「麦製品等の取引価格の推移（平成19年

４月分）」について（総合食料局食糧部計画

課流通調査班）

平成19年４月の国内産米穀の卸・小売価格

の概況について（総合食料局食糧部計画課）

◇平成18年度チーズの需給表について（生

産局畜産部牛乳乳製品課）

◇平成18年度食料・農業・農村白書の公表

について（大臣官房情報課情報分析室）

28日㈪◇少雨に対する水稲作の技術指導について

（生産局農産振興課）

◇「農業用水緊急節水対策本部」の設置に

ついて（農村振興局企画部地域計画官）

◇平成19年度第１回食料自給率向上協議会

の資料について（大臣官房企画評価課）

◇水産庁漁業調査船開洋丸による天皇海山

海域におけるトロール漁場環境調査の実施

について（水産庁増殖推進部漁場資源課）

◇普通肥料の検査結果について（消費・安

全局農産安全管理課）

◇牛肉小売価格等の調査結果平成19年５月

第４週（５月21日～５月25日）（消費・安全

局消費・安全政策課、生産局畜産部食肉鶏

卵課）

29日㈫◇韓国底びき網漁船の拿捕について（水産

庁管理課指導監督室）

◇農林水産省生物多様性戦略検討会（第３

回）の開催について（大臣官房環境政策課）

30日㈬◇農薬危害防止運動の実施について（消

費・安全局農産安全管理課）

◇第６回国際食料問題研究会の開催及び傍

聴について（大臣官房企画評価課）

◇「平成19年産うんしゅうみかん適正生産

出荷見通し」及び「平成19年産りんご適正

生産出荷見通し」について（生産局果樹花

き課）

◇第５回「農村におけるソーシャル・キャ

ピタル研究会～社会的なつながりの維持・

再生に向けて～」の開催について（農村振

興局農村政策課）

◇第６回「総合的病害虫・雑草管理（IPM）

検討会」の開催及び傍聴について（消費・

安全局植物防疫課）

31日㈭◇韓国はえ縄漁船の拿捕について（水産庁

管理課指導監督室）

◇日韓漁業取締実務者協議の結果について

（水産庁管理課指導監督室）

◇飼料安全法に基づく収去飼料等の試験結

果の公表について（消費・安全局畜水産安

全管理課）

◇地域バイオマス発見活用促進事業の公募

結果について（大臣官房環境政策課バイオ

マス推進室）

◇ご存じですか ６月は「食育月間」です

（消費・安全局消費者情報官）

◇獣医師の需給に関する検討会報告書の公

表について（消費・安全局畜水産安全管理

課）

法令>

５月１日㈫◇漁業法施行規則の一部を改正する省令

（農林水産省令第48号）を公布（同日施行）

◇漁船法施行規則の一部を改正する省令

（農林水産省令第49号）を公布（同日施行）

◇漁港漁場整備法施行規則の一部を改正す

る省令（農林水産省令第50号）を公布（同
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日施行）

◇遊漁船業の適正化に関する法律施行規則

の一部を改正する省令（農林水産省令第51

号）を公布（同日施行）

◇海洋生物資源の保存及び管理に関する法

律施行規則の一部を改正する省令（農林水

産省令第52号）を公布（同日施行）

16日㈬◇農山漁村の活性化のための定住等及び地

域間交流の促進に関する法律（法律第48号）

を公布（公布の日から起算して３月を超え

ない範囲内において政令で定める日から施

行）

18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53号）を公布（同

日施行）

◇種苗法の一部を改正する法律（法律第49

号）を公布（平成19年12月１日施行）

◇自動車から排出される窒素酸化物及び粒

子状物質の特定地域における総量の削減等

に関する特別措置法の一部を改正する法律

（法律第50号）を公布（公布の日から起算

して１年を超えない範囲内において政令で

定める日から施行）

22日㈫◇林業種苗法施行規則の一部を改正する省

令（農林水産省令第54号）を公布（同日施

行）

◇農林中央金庫法施行規則の一部を改正す

る命令（内閣府・農林水産省令第３号）を

公布（同日施行）

23日㈬◇国等における温室効果ガス等の排出の削

減に配慮した契約の推進に関する法律（法

律第56号）を公布（公布の日から起算して

６月を超えない範囲内において政令で定め

る日から施行）

24日㈭◇農業協同組合及び農業協同組合連合会の

信用事業に関する命令の一部を改正する命

令（内閣府・農林水産省令第４号）を公布

（同日施行）

25日㈮◇株式会社日本政策金融公庫法（法律第57

号）を公布（同日施行）

◇株式会社日本政策金融公庫法の施行に伴

う関係法律の整備に関する法律（法律第58

号）を公布（平成20年10月１日施行）

28日㈪◇農林畜水産業関係補助金等交付規則の一

部を改正する省令（農林水産省令第55号）

を公布（同日施行）

30日㈬◇漁港漁場整備法及び後進地域の開発に関

する公共事業に係る国の負担割合の特例に

関する法律の一部を改正する法律（法律第

61号）を公布（同日施行）

◇地理空間情報活用推進基本法（法律第63

号）を公布（公布の日から起算して３月を

超えない範囲内において政令で定める日か

ら施行）

◇駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特

別措置法（法律第67号）を公布（公布の日

から起算して３月を超えない範囲内におい

て政令で定める日から施行）

◇漁港漁場整備法施行令等の一部を改正す

る政令（政令第172号）を公布（同日施行）

◇漁港漁場整備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（漁

港漁場整備法及び後進地域の開発に関する

公共事業に係る国の負担割合の特例に関す

る法律の一部を改正する法律（平成19年法

律第61号）附則第１条ただし書の規定の施

行の日から施行）

◇森林病害虫等防除法施行規則の一部を改

正する省令（農林水産省令第57号）を公布

（同日施行）

６ 月

６月１日㈮◇平成19年度における独立行政法人緑資源

機構の第１回水源林造成事業期中評価委員

会の開催について（林野庁森林整備部整備

課）

◇農林漁業再チャレンジ支援キャンペーン

について（経営局普及・女性課）

◇平成19年度第１回緑資源幹線林道事業期

中評価委員会の議事概要について（林野庁

森林整備部整備課）

◇日・ベトナム経済連携協定の第３回交渉

会合について（大臣官房国際部国際経済課）

◇品目横断的経営安定対策（20年産秋麦）

の加入申請受付の開始について（経営局経

営政策課）

◇水産政策審議会第13回漁港漁場整備分科

会の開催について（水産庁漁港漁場整備部

計画課）

◇ワシントン条約（CITES）第14回締約国

会議の開催について（水産庁漁場資源課生

態系保全室）
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◇バイオ燃料地域利用モデル実証事業（バ

イオエタノール混合ガソリン事業）の事業

実施地区について（大臣官房環境政策課バ

イオマス推進室、農村振興局地域整備課）

◇都市と農山漁村の共生・対流に関するプ

ロジェクトチーム第16回会合の概要（農村

振興局企画部農村政策課都市農業・地域交

流室）

４日㈪◇韓国はえ縄漁船の拿捕について（水産庁

管理課指導監督室）

◇平成19年度第１回食料・農業・農村政策

審議会生産分科会果樹部会の概要について

（生産局果樹花き課）

◇牛肉小売価格等の調査結果平成19年５月

第５週（ 月28日～６月１日）（消費・安全

局消費・安全政策課、生産局畜産部食肉鶏

卵課）

◇「緑資源機構談合等の再発防止のための

第三者委員会」第２回委員会の概要につい

て（林野庁林政部林政課）

５日㈫◇第59回国際捕鯨委員会（IWC）年次会合

について（水産庁遠洋課）

◇「新潟県ウスメバル資源回復計画」の作

成（水産庁資源管理部管理課資源管理推進

室、新潟漁業調整事務所、新潟県）

◇「新潟県佐渡海区マナマコ資源回復計画」

の作成（水産庁資源管理部管理課資源管理

推進室、新潟漁業調整事務所、新潟県）

◇「福岡湾口域イカナゴ資源回復計画」の

作成（水産庁資源管理部管理課資源管理推

進室、九州漁業調整事務所、福岡県）

◇水産政策審議会第13回漁港漁場整備分科

会の結果について（水産庁漁港漁場整備部

計画課）

◇水源情報（農村振興局企画部地域計画官）

◇知っとこ 農業の姿～農林業センサス地

域データベースの利用開始について～（大

臣官房統計部センサス統計室）

６日㈬◇第１回農林水産省政策評価会林野庁専門

部会の概要（林野庁企画課）

◇「海外投資におけるリスク軽減に関する

セミナー」の開催について（総合食料局食

品産業企画課）

◇「食を考える国民フォーラム」の開催に

ついて（消費・安全局消費者情報官）

７日㈭◇第９回農山漁村活性化推進本部の開催に

ついて（農村振興局農村政策課）

◇植物防疫法施行規則の一部改正等（南ア

フリカ共和国及びスワジランド王国産クレ

メンティンの生果実並びにカナダ産むぎわ

ら及びかもじぐさ属植物の茎葉の輸入解

禁）について（消費・安全局植物防疫課）

８日㈮◇水産庁漁業調査船照洋丸による東シナ海

大型クラゲ分布調査の実施について（水産

庁増殖推進部漁場資源課・研究指導課、独

立行政法人水産総合研究センター）

◇新たな漁港漁場整備長期計画（平成

19～平成23）について（水産庁漁港漁場整

備部計画課）

◇米国産牛肉（冷凍センマイ）の混載事例

に関する米国農務省の調査報告書の提出に

ついて（厚生労働省、消費・安全局動物衛

生課）

◇第５回中長期的な展望に立った海岸保全

検討会の開催について（農村振興局防災課、

水産庁漁港漁場整備部防災漁村課、国土交

通省）

◇第５回産学官連携功労者表彰における科

学技術政策担当大臣賞の受賞について（農

林水産技術会議事務局 先端産業技術研究

課）

11日㈪◇「平成19年度第３回生物多様性影響評価

検討会総合検討会」の開催及び傍聴につい

て（農林水産技術会議事務局技術安全課）

◇牛肉小売価格等の調査結果平成19年６月

第１週（６月４日～６月８日）（消費・安全

局消費・安全政策課、生産局畜産部食肉鶏

卵課）

◇平成19年度「田園自然再生活動コンクー

ル」への応募について（農村振興局企画部

資源課農村環境保全室）

12日㈫◇中国産植物性たん白を使用したペットフ

ードに関するリコールの徹底について（注

意喚起）（消費・安全局畜水産安全管理課）

◇平成19年度における独立行政法人緑資源

機構の第１回水源林造成事業期中評価委員

会の議事概要について（林野庁森林整備部

整備課）

◇日アセアン包括的経済連携協定交渉第８

回会合の開催について（大臣官房国際部国

際経済課）

◇美しい森林づくりのための「効率的な森
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林整備の推進方策について意見を聞く会」

について（林野庁森林整備部整備課）

◇食料・農業・農村政策審議会消費・安全

分科会家畜衛生部会第25回家きん疾病小委

員会の開催について（消費・安全局動物衛

生課）

◇水源情報（第２号）（農村振興局企画部地

域計画官）

13日㈬◇米国における対日輸出認定施設等の現地

査察結果及び対日輸出プログラムの遵守の

検証期間の終了について（厚生労働省、消

費・安全局動物衛生課）

◇「第５回水稲平年収量に関する検討会開

催のお知らせ」について（大臣官房統計部

生産流通消費統計課）

◇第６回国際食料問題研究会の資料配布に

ついて（大臣官房企画評価課）

14日㈭◇食料・農業・農村政策審議会消費・安全

分科会家畜衛生部会第25回家きん疾病小委

員会の概要について（消費・安全局動物衛

生課）

◇平成18年度食品流通巡回点検指導事業

（畜産物安全対策）の調査結果の概要につ

いて（消費・安全局畜水産安全管理課）

◇平成19年度病害虫発生予報第３号（消

費・安全局植物防疫課）

◇赤城農林水産大臣の海外出張について

（大臣官房国際部国際政策課）

15日㈮◇第４回地球温暖化・森林吸収源対策推進

本部の開催について（大臣官房環境政策課）

「第７回水資源に関するシンポジウム」開

催について（国土交通省、農村振興局企画

部地域計画官）

◇第96回 ILO総会における漁業労働統合

条約（Work in Fishing Convention）の採

択について（水産庁企画課）

◇第28回コーデックス連絡協議会の概要

（厚生労働省、消費・安全局国際基準課）

◇平成18年産米穀の特別調査の実施結果に

ついて（消費・安全局表示・規格課食品表

示・規格監視室）

◇中山間地域等総合対策検討会（第24回）

の開催について（農村振興局整備部地域整

備課）

◇平成18年度国産穀類のかび毒含有実態調

査の結果について（消費・安全局農産安全

管理課）

◇農林水産省本省「消費者の部屋」の平成

19年後期特別展示スケジュールについて

（消費・安全局消費者情報官）

18日㈪◇ワシントン条約（CITES)第14回締約国

会議の結果概要について（水産庁漁場資源

課生態系保全室）

◇日・ペルー漁業協議の結果について（水

産庁国際課海外漁業協力室、遠洋課）

◇「緑資源機構談合等の再発防止のための

第三者委員会」第３回委員会の概要につい

て（林野庁林政部林政課）

◇タイ王国における植物防疫法に係る告示

の改正について（消費・安全局植物防疫課、

生産局野菜課、果樹花き課）

◇加工食品中のアクリルアミド含有実態調

査の結果について（消費・安全局消費・安

全政策課）

◇第２回教育ファーム推進研究会の開催及

び傍聴について（消費・安全局消費者情報

官）

◇牛肉小売価格等の調査結果平成19年６月

第２週（６月11日～６月15日）（消費・安全

局消費・安全政策課、生産局畜産部食肉鶏

卵課）

19日㈫◇韓国はえ縄漁船の拿捕について（水産庁

管理課指導監督室）

◇「明日の農山漁村を担う女性」表彰にお

ける受賞者の決定及び表彰式の開催につい

て（経営局普及・女性課女性・高齢者対策

推進室）

◇平成18砂糖年度７月－９月期における砂

糖及び異性化糖の需給見通し（生産局特産

振興課）

◇水源情報（第３号）（農村振興局企画部地

域計画官）

◇公定規格に定める含有が許されるカドミ

ウムの最大量を超えた焼成汚泥肥料に係る

報告徴収について（消費・安全局農産安全

管理課）

◇農業資材審議会飼料分科会及び同分科会

安全性部会の開催並びに一般傍聴について

（消費・安全局畜水産安全管理課）

◇農林水産省生物多様性戦略検討会（第４

回）の開催について（大臣官房環境政策課）

◇農林水産省政策評価会の開催及び傍聴に
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ついて（大臣官房企画評価課）

◇日インド EPA交渉会合の開催について

（大臣官房国際部国際経済課）

◇調べます 日本の水産業－2008年漁業セ

ンサスに向けて－（大臣官房統計部経営・

構造統計課センサス統計室）

20日㈬◇「農業用水緊急節水対策本部（第２回）」

の開催について（農村振興局企画部地域計

画官）

◇平成19年度緑資源機構事業事後評価第三

者委員会（第１回）議事概要について（農

村振興局総務課、独立行政法人緑資源機構）

◇平成18年度第３回安全・安心モニター調

査結果について（消費・安全局消費者情報

官）

◇平成18年度第２回安全・安心モニター調

査結果について（消費・安全局消費者情報

官）

21日㈭◇第20回日中農産物貿易協議会（畳表）の

結果について（生産局特産振興課、大臣官

房国際部国際経済課）

◇平成19年度カツオ長期来遊資源動向予測

（６月～11月）(19年６月21日）（水産庁増

殖推進部漁場資源課、独立行政法人水産総

合研究センター）

◇緑資源機構談合等の再発防止のための第

三者委員会の開催について（林野庁林政部

林政課）

◇「農業機械の省エネ利用マニュアル」の

策定について（生産局農産振興課技術対策

室）

◇第７回国際食料問題研究会の開催及び傍

聴について（大臣官房企画評価課）

◇米の１人１か月当たり消費量（平成19年

４月分）（総合食料局食糧部計画課）

◇都市と農山漁村の共生・対流の一層の推

進に向けた府省連携の今後の対応方向につ

いて（農村振興局企画部農村政策課都市農

業・地域交流室）

◇農山漁村の活性化のための定住等及び地

域間交流の促進に関する法律施行規則案に

ついての意見・情報の募集について（農村

振興局企画部農村政策課）

◇定住等及び地域間交流の促進による農山

漁村の活性化に関する基本的な方針（案）

についての意見・情報の募集について（農

村振興局企画部農村政策課）

◇クローン牛の異動報告のとりまとめにつ

いて（平成19年５月１日～平成19年５月31

日異動情報提供分）（農林水産技術会議事務

局技術安全課、生産局畜産部畜産振興課生

産技術室）

22日㈮◇チェコ共和国からの家きん肉等の輸入一

時停止措置について（消費・安全局動物衛

生課国際衛生対策室）

◇平成18年度中山間地域等直接支払制度の

実施状況について（農村振興局整備部地域

整備課）

25日㈪◇第16回食料・農業・農村政策審議会の開

催及び傍聴について（大臣官房企画評価課）

◇水産政策審議会第32回資源管理分科会の

開催について（水産庁漁政課）

◇組換え DNA技術応用飼料の確認申請案

件についての意見・情報の募集（消費・安

全局畜水産安全管理課）

◇飼料安全法に基づく収去飼料等の試験結

果の公表について（消費・安全局畜水産安

全管理課）

◇「牛ミンチ」事案を踏まえた当面の改善

方策（消費・安全局表示・規格課食品表示・

規格監視室）

◇株式会社北海道加ト吉が製造した冷凍コ

ロッケの分析結果について（独立行政法人

農林水産消費安全技術センター）

◇「牛ミンチ」事案に係る立入検査の結果

概要について（消費・安全局表示・規格課

食品表示・規格監視室）

◇平成19年５月の国内産米穀の卸・小売価

格の概況について（総合食料局食糧部計画

課）

◇麦製品等の取引価格の推移（平成19年５

月分）（総合食料局食糧部計画課）

◇普通肥料の検査結果について（消費・安

全局農産安全管理課）

◇中国向け米輸出記念式典の開催について

（総合食料局食糧貿易課）

◇米国産牛肉に関する日米間の技術的な会

合の開催について（厚生労働省、消費・安

全局動物衛生課）

◇牛肉小売価格等の調査結果平成19年６月

第３週（６月18日～６月22日）（消費・安全

局消費・安全政策課、生産局畜産部食肉鶏
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卵課）

26日㈫◇平成18年度農林水産省所管公益法人に対

する立入検査の実施状況について（大臣官

房文書課、林野庁林政部林政課）

◇米国（サウスダコタ州）からの家きん肉

等の輸入一時停止措置について（消費・安

全局動物衛生課国際衛生対策室）

◇英国からの家きん肉等の輸入一時停止措

置の一部解除について（消費・安全局動物

衛生課国際衛生対策室）

◇トーゴ共和国からの家きん肉等の輸入一

時停止措置について（消費・安全局動物衛

生課国際衛生対策室）

◇水源情報（第４号）（農村振興局企画部地

域計画官）

◇平成17年の農作業死亡事故について（生

産局農産振興課技術対策室）

平成19年度再チャレンジ支援功労者表彰に

ついて（経営局普及・女性課、林野庁経営

課林業労働対策室）

◇農山漁村の活性化のための定住等及び地

域間交流の促進に関する法律第十一条の規

定に基づく市民農園整備促進法の特例に関

する省令案についての意見・情報の募集に

ついて（農村振興局企画部農村政策課）

27日㈬◇大型クラゲ出現・予測情報について（第

１報：６月25日現在）（水産庁増殖推進部漁

場資源課、独立行政法人水産総合研究セン

ター）

◇地方農政局次長等会議の概要について

「食品表示に関する業務の円滑な推進につ

いて」（消費・安全局表示・規格課）

◇日中農業科学技術交流グループ第26回会

議について（大臣官房国際部国際協力課）

◇タイ王国向け日本産かんきつ属生果実の

輸出について（消費・安全局植物防疫課、

生産局果樹花き課）

◇保護林モニタリング調査マニュアル検討

WG（第２回）の開催について（林野庁国有

林野部経営企画課）

28日㈭◇食肉関係団体におけるコンプライアンス

徹底の指導について（生産局畜産部食肉鶏

卵課）

◇沖縄周辺海域での台湾漁船の拿捕につい

て（水産庁管理課指導監督室）

◇第２回魚介類の名称のガイドライン検討

委員会の開催について（水産庁加工流通課）

◇有機農産物の認定生産行程管理者である

おみがわ水郷コシヒカリに対する認定の取

消しに係る聴聞の実施について（消費・安

全局表示・規格課食品表示・規格監視室）

29日㈮◇「農村におけるソーシャル・キャピタル

研究会」とりまとめについて（農村振興局

農村政策課）

◇平成19年度第２回日本海海況予報（水産

庁増殖推進部漁場資源課、独立行政法人水

産総合研究センター）

◇平成19年度第２回瀬戸内海東部カタクチ

イワシ漁協予報（水産庁増殖推進部漁場資

源課、独立行政法人水産総合研究センター）

◇日・ナウル漁業協議の開催について（水

産庁国際課海外漁業協力室）

◇「平成18年度プレジャーボート全国実態

調査結果」及び「プレジャーボートの適正

な係留・保管を促進するための提言」につ

いて（国土交通省、水産庁漁港漁場整備部

計画課）

◇「とびだせ未来へ‼みんなの大地・森・

海の恵み」（19年版ジュニア農林水産白書）

の作成・配布について（大臣官房情報課情

報分析室）

◇食料・農業・農村政策審議会消費・安全

分科会家畜衛生部会第７回牛豚等疾病小委

員会の概要について（消費・安全局動物衛

生課）

◇第11回草地畜産コンクール表彰・発表会

の概要について（生産局畜産部畜産振興課）

◇商品投資販売業者に対する行政処分につ

いて（総合食料局商品取引監理官、関東財

務局）

◇商品投資販売業者に対する行政処分につ

いて（総合食料局商品取引監理官、北海道

財務局）

◇「学校林・遊々の森」全国子どもサミッ

トの開催について（傍聴参加のご案内）（林

野庁業務課）

◇食品の業者間取引の表示のあり方検討会

の設置について（消費・安全局表示・規格

課）

◇平成19年度食品の安全性に関する有害化

学物質及び有害微生物のサーベイランス・

モニタリング年次計画の作成について（消
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費・安全局消費・安全政策課）

◇「緑資源機構談合等の再発防止のための

第三者委員会」第４回委員会の概要につい

て（林野庁林政部林政課）

30日㈯◇全米熱帯まぐろ類委員会（IATTC）年次

会合の結果について（水産庁国際課）

法令>

６月１日㈮◇中小企業信用保険法の一部を改正する法

律（法律第70号）を公布（公布の日から起

算して３月を超えない範囲内において政令

で定める日から施行）

◇株式会社商工組合中央金庫法（法律第74

号）を公布（平成20年10月１日施行）

◇農林水産省所管に属する物品の無償貸付

及び譲与に関する省令（農林水産省令第58

号）を公布（同日施行）

６日㈬◇競馬法及び日本中央競馬会法の一部を改

正する法律（法律第76号）を公布（公布の

日から起算して１年を超えない範囲内にお

いて政令で定める日から施行）

◇漁業法及び水産資源保護法の一部を改正

する法律（法律第77号）を公布（公布の日

から起算して１年を超えない範囲内におい

て政令で定める日から施行）

７日㈭◇植物防疫法施行規則の一部を改正する省

令（農林水産省令第59号）を公布（同日施

行）

８日㈮◇水産業協同組合法及び中小漁業融資保証

法の一部を改正する法律（法律第78号）を

公布（平成20年４月１日施行）

◇カネミ油症事件関係仮払金返還債権の免

除についての特例に関する法律（法律第81

号）を公布（同日施行）

◇企業立地の促進等による地域における産

業集積の形成及び活性化に関する法律の施

行期日を定める政令（政令第177号）を公布

（同日施行）

◇企業立地の促進等による地域における産

業集積の形成及び活性化に関する法律施行

令（政令第178号）を公布（法の施行の日（平

成19年６月11日）から施行）

◇カネミ油症事件関係仮払金返還債権の免

除についての特例に関する法律施行規則

（農林水産省令第60号）を公布（同日施行）

11日㈪◇企業立地の促進等による地域における産

業集積の形成及び活性化に関する法律施行

規則（総務省・財務省・厚生労働省・農林

水産省・経済産業省・国土交通省令第１号）

を公布（法の施行の日（平成19年６月11日）

から施行）

13日㈬◇食品循環資源の再生利用等の促進に関す

る法律の一部を改正する法律（法律第83号）

を公布（公布の日から起算して６月を超え

ない範囲内において政令で定める日から施

行）

14日㈭◇漁業協同組合等の信用事業に関する命令

の一部を改正する命令（内閣府・農林水産

省令第5号）を公布（同日施行）

20日㈬◇商品取引所法施行規則の一部を改正する

省令（農林水産省・経済産業省令第２号）

を公布（平成19年７月２日施行）

◇特定商取引に関する法律施行令の一部を

改正する政令（政令第183号）を公布（平成

19年７月15日施行）

22日㈮◇農林中央金庫法施行規則の一部を改正す

る命令（内閣府・農林水産省令第６号）を

公布（同日施行）

◇内閣府及び農林水産省の所管する法令に

係る民間事業者等が行う書面の保存等にお

ける情報通信の技術の利用に関する法律施

行規則の一部を改正する命令（内閣府・農

林水産省令第７号）を公布（同日施行）

27日㈬◇学校教育法等の一部を改正する法律（法

律第96号）を公布（公布の日から起算して

６月を超えない範囲内において政令で定め

る日から施行）

◇イラクにおける人道復興支援活動及び安

全確保支援活動の実施に関する特別措置法

の一部を改正する法律（法律第101号）を公

布（同日施行）

◇エコツーリズム推進法（法律第105号）を

公布（平成20年４月１日施行）

◇中小企業による地域産業資源を活用した

事業活動の促進に関する法律の施行期日を

定める政令（政令第193号）を公布（同日施

行）

◇中小企業による地域産業資源を活用した

事業活動の促進に関する法律施行令（政令

第194号）を公布（法の施行の日（平成19年

６月29日）から施行）

29日㈮◇食料・農業・農村政策審議会令の一部を
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改正する政令（政令第198号）を公布（平成

19年７月１日施行）

７ 月

７月２日㈪◇平成19年度における独立行政法人緑資源

機構の水源林造成事業期中評価委員会の地

元等意見聴取の実施について（林野庁森林

整備部整備課）

◇「主要木材の短期需給見通し（平成19年

第３四半期及び平成19年第４四半期)」につ

いて（林野庁林政部木材利用課）

◇日中民間緑化協力委員会第８回会合の開

催について（林野庁森林整備部計画課海外

林業協力室）

◇平成19年度獣医事審議会専門委員の任命

について（消費・安全局畜水産安全管理課）

◇BSE確定診断の結果について（33例目）

（消費・安全局動物衛生課）

◇米国（ネブラスカ州）からの家きん肉等

の輸入一時停止措置について（消費・安全

局動物衛生課国際衛生対策室）

◇牛肉小売価格等の調査結果平成19年６月

第４週（６月25日～６月29日）（消費・安全

局消費・安全政策課、生産局畜産部食肉鶏

卵課）

３日㈫◇水源情報（第５号）（農村振興局企画部地

域計画官）

◇水産政策審議会第32回資源管理分科会の

結果（水産庁漁政課、企画課、管理課）

◇平成19年産水稲の作柄表示地帯別10 当

たり平年収量について（大臣官房統計部生

産流通消費統計課）

◇「疏水のある風景」写真コンテスト2007

への応募について（農村振興局事業計画課）

４日㈬◇日スイス EPA交渉会合の開催について

（大臣官房国際部国際経済課）

◇構造改革特区計画（第14回）及び地域再

生計画（第７回）の認定について（生産局

競馬監督課、農村振興局農村政策課）

◇米国産牛肉入りソーセージの誤積載事例

について（厚生労働省、消費・安全局動物

衛生課）

◇マカロニ類の日本農林規格等の改正案に

ついての意見・情報（パブリックコメント）

の募集について（消費・安全局表示・規格

課）

◇第３回農林水産省「美しい森林づくり推

進国民運動」推進本部の開催について（林

野庁森林整備部研究・保全課森林保全推進

室）

◇緑資源機構談合等の再発防止のための第

三者委員会の開催について（林野庁林政部

林政課）

５日㈭◇日・ナウル漁業協議の結果について（水

産庁国際課海外漁業協力室）

◇日中民間緑化協力委員会第８回会合の結

果概要（林野庁森林整備部計画課海外林業

協力室）

◇食料・農業・農村政策審議会委員の任命

について（大臣官房企画評価課）

◇第７回国際食料問題研究会の資料配布に

ついて（大臣官房企画評価課）

◇平成18年度に政府が買い付けた外国産米

麦の残留農薬等の検査結果について（総合

食料局食糧貿易課）

◇花粉発生源対策の取組の評価と今後の検

討方向（林野庁森林整備部研究・保全課）

◇農林水産省木材利用拡大行動計画の平成

18年度の実施状況について（林野庁林政部

木材利用課）

６日㈮◇我が国漁船の拿捕事案の国際海洋法裁判

所への提訴について（水産庁資源管理部国

際課）

◇「第１回漁業共済制度に関する意見交換

会」の開催について（水産庁漁政部漁業保

険管理官）

◇山本農林水産副大臣の海外出張について

（大臣官房国際部国際経済課、国際政策課）

◇防衛施設庁談合事案に係る地方農政局等

の指名停止措置について（大臣官房経理課、

農村振興局整備部設計課施工企画調整室、

林野庁国有林野部管理課）

◇「牛ミンチ」事案の事実関係及び今後の

改善策に関する調査報告書の発表について

（消費・安全局総務課）

◇商品取引員に対する行政処分について

（総合食料局商品取引監理官、経済産業省）

◇第２回「美しい森林づくり推進国民運動」

に関する関係省庁連絡会議について（林野

庁森林整備部計画課）

◇森と湖に親しむ旬間の実施について（林

野庁森林整備部治山課水源地治山対策室）
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◇知床の森林づくりに関する協議会の設置

について（林野庁国有林野部業務課国有林

野総合利用推進室、北海道森林管理局）

◇農林水産省生物多様性戦略の策定につい

て（大臣官房環境政策課）

◇第３回農林水産省「美しい森林づくり推

進国民運動」推進本部の概要について（林

野庁森林整備部研究・保全課森林保全推進

室）

９日㈪◇カンボジア船籍貨物船 FAITHの乗組

員救助について（水産庁資源管理部管理課）

◇低温に対する水稲作の技術指導通知につ

いて（生産局農産振興課）

◇ドイツからの家きん肉等の輸入一時停止

措置について（消費・安全局動物衛生課国

際衛生対策室）

◇牛肉小売価格等の調査結果平成19年７月

第１週（７月２日～７月６日）（消費・安全

局消費・安全政策課、生産局畜産部食肉鶏

卵課）

10日㈫◇米国（バージニア州）からの家きん肉等

の輸入一時停止措置について（消費・安全

局動物衛生課国際衛生対策室）

◇「牛ミンチ」事案に関する農林水産省と

北海道庁の調査結果についての打ち合わせ

について（消費・安全局総務課）

◇水源情報（第６号）（農村振興局企画部地

域計画官）

◇平成19年度上期のとうもろこし等の関税

割当公表（第２次）について（大臣官房国

際部国際経済課）

◇赤城農林水産大臣の海外出張について

（大臣官房国際部国際政策課）

11日㈬◇緑資源機構談合等の再発防止のための第

三者委員会の開催について（林野庁林政部

林政課）

12日㈭◇平成19年度病害虫発生予報第４号（消

費・安全局植物防疫課）

◇第16回食料・農業・農村政策審議会の資

料について（大臣官房企画評価課）

◇台風第４号の接近及び通過等に伴う農作

物等の被害防止に向けた技術指導の徹底に

ついて（生産局総務課生産推進室）

◇「平成19年度第４回生物多様性影響評価

検討会総合検討会」の開催及び傍聴につい

て（農林水産技術会議事務局技術安全課）

◇有機農産物の認定生産行程管理者である

水郷おみがわコシヒカリに対する認定の取

消しに係る聴聞の中止について（消費・安

全局表示・規格課食品表示・規格監視室）

◇「牛ミンチ」事案に関する農林水産省と

北海道庁の打ち合わせ結果について（消

費・安全局総務課、表示・規格課）

◇バイオ燃料地域利用モデル実証事業（バ

イオディーゼル燃料事業）の事業実施地区

について（大臣官房環境政策課バイオマス

推進室、農村振興局地域整備課）

13日㈮◇第３回教育ファーム推進研究会の開催及

び傍聴について（消費・安全局消費者情報

官）

◇平成19年産麦の検査結果（速報値）（平成

19年６月末日現在）（総合食料局食糧部消費

流通課）

◇食品安全委員会への食品健康影響評価の

依頼について（消費・安全局畜水産安全管

理課）

◇植物防疫法施行規則の一部改正等（ニュ

ージーランド産りんごの生果実及びハワイ

諸島産アンスリューム属植物の生植物の地

下部の輸入解禁）について（消費・安全局

植物防疫課）

◇農業資材審議会農業機械化分科会の開催

及び一般傍聴について（生産局農産振興課

技術対策室）

◇平成19年４月・５月度の蚕糸業需給・価

格動向（生産局特産振興課）

◇あなたの田舎にある農地、眠っていませ

んか ～都市に居住する農地所有者に対す

る広報活動の実施について～（経営局構造

改善課）

17日㈫◇農業用水緊急節水対策本部の解散につい

て（農村振興局企画部地域計画官）

◇食料の未来を描く戦略会議の資料につい

て（大臣官房企画評価課）

◇ BSE患畜（33例目）に関する情 報

（BSE33例目の疫学調査第１報）（消費・安

全局動物衛生課）

◇2007年若手外国人農林水産研究者表彰－

受賞者決定－（農林水産技術会議事務局国

際研究課、独立行政法人国際農林水産業研

究センター）

◇牛肉小売価格等の調査結果平成19年７月
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第２週（７月９日～７月13日）（消費・安全

局消費・安全政策課、生産局畜産部食肉鶏

卵課）

18日㈬◇「緑資源機構談合等の再発防止のための

第三者委員会」第５回委員会の概要につい

て（林野庁林政部林政課）

◇台風第４号及び梅雨前線による大雨によ

る被害農林漁業者等に対する資金の円滑な

融通及び既貸付金の償還猶予等について

（依頼）（経営局経営政策課、水産庁水産経

営課）

◇「平成19年（2007年）新潟県中越沖地震」

による被害農林漁業者等に対する資金の円

滑な融通及び既貸付金の償還猶予等につい

て（依頼）（経営局経営政策課、水産庁水産

経営課）

◇米の１人１か月当たり消費量（平成19年

５月分）（総合食料局食糧部計画課）

◇飼料安全法の基準・規格に違反する事例

について（消費・安全局畜水産安全管理課）

◇緑資源機構談合等の再発防止のための第

三者委員会の開催について（林野庁林政部

林政課）

19日㈭◇山地災害危険地区等の緊急点検について

（林野庁森林整備部治山課）

◇ BSE患畜（33例目）に関する情 報

（BSE33例目の疫学調査第２報）（消費・安

全局動物衛生課）

◇第16回「国産大豆協議会」の概要につい

て（生産局農産振興課）

◇動物検疫所広報キャンペーンのお知らせ

（消費・安全局動物衛生課国際衛生対策室）

◇オーストラリア連邦産カンキツ属植物の

生果実に係る農林水産大臣が定める基準を

一部改正することについての意見・情報の

募集について（消費・安全局植物防疫課）

20日㈮◇平成19年新潟県中越沖地震に係る食料支

援について（総合食料局食品産業振興課、

北陸農政局）

◇平成19年度第２回日本海スルメイカ長期

漁況予報（水産庁増殖推進部漁場資源課、

独立行政法人水産総合研究センター）

◇第８回国際食料問題研究会の資料配布に

ついて（大臣官房企画評価課）

23日㈪◇飼料安全法に基づく収去飼料等の試験結

果の公表について（消費・安全局畜水産安

全管理課）

◇平成19年新潟県中越沖地震に係る食料支

援について（生産局果樹花き課、北陸農政

局）

◇牛肉小売価格等の調査結果平成19年７月

第３週（７月17日～７月20日）（消費・安全

局消費・安全政策課、生産局畜産部食肉鶏

卵課）

24日㈫◇第10回日韓漁業共同委員会第１回課長級

協議の開催について（水産庁資源管理部国

際課）

◇食料・農業・農村政策審議会食品産業部

会（第１回）資料一覧について（総合食料

局食品産業企画課）

◇「食事バランスガイド」を活用した外食・

小売業等店舗でのモデル的取組の実施につ

いて（消費・安全局消費者情報官）

◇「WASHOKU-Try Japan’s Good Food」

事業を中国・北京にて実施（外務省、大臣

官房国際部国際経済課輸出促進室）

◇平成19年新潟県中越沖地震に係る品目横

断的経営安定対策関係の特例措置について

（経営局経営政策課経営安定対策室）

◇赤城農林水産大臣の海外出張について

（大臣官房国際部国際政策課、総合食料局

食糧貿易課）

25日㈬◇平成19年度における独立行政法人緑資源

機構の第２回水源林造成事業期中評価委員

会の開催について（林野庁森林整備部整備

課）

◇地方農政局長会議の開催について（大臣

官房地方課、消費・安全局表示・規格課）

◇農林水産省政策評価結果（平成18年度に

実施した政策の評価結果）について（大臣

官房企画評価課）

◇韓国からの家きん肉等の輸入一時停止措

置の解除について（消費・安全局動物衛生

課国際衛生対策室）

◇麦製品等の取引価格の推移（平成19年６

月分）（総合食料局食糧部計画課）

◇平成19年６月の国内産米穀の卸・小売価

格の概況について（総合食料局食糧部計画

課）

26日㈭◇平成19年度第１回太平洋イワシ・アジ・

サバ等長期漁海況予報（水産庁増殖推進部

漁場資源課、独立行政法人水産総合研究セ
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ンター）

◇平成19年新潟県中越沖地震に係る中山間

地域等直接支払制度関係の特例措置につい

て（農村振興局整備部地域整備課）

◇平成19年新潟県中越沖地震に係る農地・

水・環境保全向上対策関係の特例措置につ

いて（農村振興局地域整備課）

◇平成19年度病害虫発生予報第５号（水稲

特集）（消費・安全局植物防疫課）

◇平成19年度（第３回）美の里づくりコン

クールの募集について（農村振興局企画部

農村政策課）

◇クローン牛の異動報告のとりまとめにつ

いて（平成19年６月１日～平成19年６月30

日異動情報提供分）（農林水産技術会議事務

局技術安全課、生産局畜産部畜産振興課生

産技術室）

◇「アグリビジネス創出フェア2007」～産

学官の最新シーズが集結 新ビジネスのア

イデアがここにある～開催のお知らせと出

展のご案内（農林水産技術会議事務局先端

産業技術研究課）

27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（林野庁企

画課）

◇平成19年産麦の検査結果（速報値）（平成

19年７月15日現在）（総合食料局食糧部消費

流通課）

◇食料・農業・農村政策審議会食品産業部

会食品リサイクル小委員会（第１回）及び

中央環境審議会廃棄物・リサイクル部会食

品リサイクル専門委員会（第６回）合同会

合（第１回）資料一覧（総合食料局食品産

業企画課）

30日㈪◇第10回日韓漁業共同委員会第１回課長級

協議の結果について（水産庁資源管理部国

際課）

◇「魚介類の名称のガイドライン」のとり

まとめについて（水産庁加工流通課）

◇水産政策審議会の開催について（水産庁

漁政課）

◇平成19年新潟県中越沖地震にかかる山地

災害危険地区等の緊急点検結果について

（林野庁森林整備部治山課）

◇「緑資源機構談合等の再発防止のための

第三者委員会」第６回委員会の概要につい

て（林野庁林政部林政課）

◇永岡農林水産大臣政務官の海外出張につ

いて（大臣官房国際部国際政策課）

◇特定中山間保全整備事業「南富良野区域」

効率的整備手法検討第三者委員会（第１回）

の開催について（農村振興局総務課、林野

庁森林整備部整備課）

◇牛肉小売価格等の調査結果平成19年７月

第４週（７月23日～７月27日）（消費・安全

局消費・安全政策課、生産局畜産部食肉鶏

卵課）

◇「農林水産知的財産ネットワーク」ポー

タルサイトの開設について（農林水産技術

会議事務局先端産業技術研究課）

31日㈫◇第１回「漁業共済制度に関する意見交換

会」の概要について（水産庁漁政部漁業保

険管理官）

◇日本海・九州西広域漁業調整委員会及び

日本海西部会の開催について（水産庁漁港

漁場整備部整備課）

◇バイオマスタウン構想の公表（第20回）

について（大臣官房環境政策課バイオマス

推進室）

◇赤城農林水産大臣の海外出張について

（大臣官房国際部国際政策課）

◇「米穀の需給及び価格の安定に関する基

本指針」の公表について（総合食料局食糧

部計画課）

◇農林水産省における入札談合防止対策の

強化について（大臣官房経理課、農村振興

局整備部設計課施工企画調整室、林野庁国

有林野部管理課）

◇音声テープ「平成18年度食料・農業・農

村白書のあらまし」の作成・配布について

（大臣官房情報課情報分析室）

◇日豪 EPA交渉第２回交渉会合の開催に

ついて（大臣官房国際部国際経済課）

◇食料・農業・農村政策審議会食糧部会資

料一覧（総合食料局食糧部計画課）

法令>

７月３日㈫◇農業の担い手に対する経営安定のための

交付金の交付に関する法律施行規則の一部

を改正する省令（農林水産省令第61号）を

公布（同日施行）

６日㈮◇海洋基本法の施行期日を定める政令（政
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令第201号）を公布（同日施行）

13日㈮◇植物防疫法施行規則の一部を改正する省

令（農林水産令第62号）を公布（同日施行）

◇信託法及び信託法の施行に伴う関係法律

の整備等に関する法律の施行に伴う法務省

関係政令等の整備等に関する政令（政令第

207号）を公布（信託法の施行の日から施行）

◇信託法及び信託法の施行に伴う関係法律

の整備等に関する法律の施行に伴う金融庁

関係政令の整備に関する政令（政令第208

号）を公布（信託法の施行の日から施行）

◇金融機関等による顧客等の本人確認等及

び預金口座等の不正な利用の防止に関する

法律施行規則の一部を改正する命令（内閣

府・総務省・法務省・財務省・厚生労働省・

農林水産省・経済産業省・国土交通省令第

１号）を公布（信託法（平成18年法律第108

号）の施行の日から施行）

◇漁業協同組合等の信用事業に関する命令

及び農林中央金庫の株式等の保有の制限に

関する命令の一部を改正する命令（内閣

府・農林水産省令第８号）を公布（信託法

（平成18年法律第108号）の施行の日から施

行）

◇中小企業による地域産業資源を活用した

事業活動の促進に関する法律施行規則（総

務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・

経済産業省・国土交通省第２号）を公布（同

日施行）

20日㈮◇農林水産省組織令の一部を改正する政令

（政令第214号）を公布（平成19年８月１日

から施行）

◇農山漁村の活性化のための定住等及び地

域間交流の促進に関する法律の施行期日を

定める政令（政令第224号）を公布（同日施

行）

◇権利移転等の促進計画に係る土地につい

ての不動産登記に関する政令の一部を改正

する政令（政令第225号）を公布（農山漁村

の活性化のための定住等及び地域間交流の

促進に関する法律の施行の日（平成19年８

月１日）から施行）

◇農林水産省組織規則の一部を改正する省

令（農林水産省令第63号）を公布（平成19

年８月１日から施行）

25日㈬◇指定漁業の許可及び取締り等に関する省

令の一部を改正する省令（農林水産省令第

64号）を公布（平成19年８月１日から施行）

30日㈪◇農山漁村の活性化のための定住等及び地

域間交流の促進に関する法律施行規則（農

林水産省令第65号）を公布（法の施行の日

（平成19年８月１日）から施行）

◇農山漁村の活性化のための定住等及び地

域間交流の促進に関する法律第11条の規定

に基づく市民農園整備促進法の特例に関す

る省令（農林水産省・国土交通省令第１号）

を公布（法の施行の日（平成19年８月１日）

から施行）

31日㈫◇農業の担い手に対する経営安定のための

交付金の交付に関する法律施行規則の一部

を改正する省令（農林水産省令第66号）を

公布（同日施行）

８ 月

８月１日㈬◇指定漁業の許認可の一斉更新を実施（水

産庁漁政部企画課）

◇平成19年度第２回農林水産省政策評価会

水産庁専門部会の開催について（水産庁漁

政部漁政課）

◇赤城農林水産大臣の海外出張について

（大臣官房国際部国際政策課）

◇第29回コーデックス連絡協議会の開催及

び一般傍聴の募集について（厚生労働省、

消費・安全局国際基準課）

◇平成19年度緑資源機構事業事後評価第三

者委員会（第２回）議事概要について（農

村振興局総務課、独立行政法人緑資源機構）

◇「地域に根ざした食育コンクール2007」

の募集について（消費・安全局消費者情報

官）

◇米国産牛肉に関する日米間の技術的な会

合の開催について（厚生労働省、消費・安

全局動物衛生課）

２日㈭◇米国からの家きん、家きん肉等の輸入一

時停止措置の解除について（消費・安全局

動物衛生課国際衛生対策室）

３日㈮◇「第２回漁業共済制度に関する意見交換

会」の開催について（水産庁漁政部漁業保

険管理官）

◇水産政策審議会第14回漁港漁場整備分科

会の結果について（水産庁計画課）

◇水産政策審議会第33回資源管理分科会の
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結果について（水産庁漁政部漁政課）

◇水産政策審議会第19回企画部会の結果に

ついて（19年８月３日）（水産庁漁政部企画

課）

◇第11回水産政策審議会の結果について

（水産庁漁政部漁政課）

◇平成19年新潟県中越沖地震に係る山本農

林水産副大臣の現地調査について（経営局

経営政策課災害総合対策室）

◇日アセアン包括的経済連携協定交渉第９

回会合の開催について（大臣官房国際部国

際経済課）

◇平成19年産品目横断的経営安定対策加入

申請状況について（経営局経営政策課）

◇生鮮食品の品質表示実施状況調査等の結

果について（平成18年度）（消費・安全局表

示・規格課食品表示・規格監視室）

◇ペットフードの安全確保に関する研究会

の設置について（消費・安全局畜水産安全

管理課、環境省）

◇家畜クローン研究の現状について（農林

水産技術会議事務局技術安全課、生産局畜

産部畜産振興課生産技術室）

４日㈯◇英国からの豚肉等の輸入一時停止措置に

ついて（消費・安全局動物衛生課国際衛生

対策室）

６日㈪◇我が国漁船の拿捕事案の国際海洋法裁判

所への提訴（国際海洋法裁判所における判

決）（水産庁資源管理部国際課、遠洋課）

◇「食料・農業・農村政策審議会食品産業

部会食品リサイクル小委員会（第２回）及

び中央環境審議会廃棄物・リサイクル部会

食品リサイクル専門委員会（第７回）合同

会合（第２回）」の開催について（総合食料

局食品産業企画課食品環境対策室）

◇「ゲノム情報の品種改良への利用－DNA

マーカー育種－」（農林水産研究開発レポー

トNo.21）の発行について（農林水産技術会

議事務局技術政策課）

◇牛肉小売価格等の調査結果平成19年８月

第１週（７月30日～８月３日）（消費・安全

局消費・安全政策課、生産局畜産部食肉鶏

卵課）

◇日本チリ EPAの効力発生のための外交

上の公文の交換について（大臣官房国際部

国際経済課）

７日㈫◇日本海西部会及び日本海・九州西広域漁

業調整委員会の開催結果について（水産庁

漁港漁場整備部整備課）

◇平成19年梅雨前線豪雨、台風４号等に係

る災害関連緊急治山等事業の採択について

（林野庁森林整備部治山課山地災害対策

室）

◇平成18年度松くい虫被害について（林野

庁研究・保全課森林保護対策室）

◇平成19年度上期のとうもろこしの関税割

当公表（コーンスターチ用第２次）につい

て（大臣官房国際部国際経済課）

◇カナダ産牛肉に関する日・カナダ間の技

術的な会合の開催について（厚生労働省、

消費・安全局動物衛生課）

８日㈬◇平成19年度第２回水源林造成事業期中評

価委員会の議事概要について（林野庁森林

整備部整備課）

◇平成19年度水稲作況委員会（第１回）の

意見について（大臣官房統計部生産流通消

費統計課）

◇こんにゃく入りゼリーに関する調査結果

について（総合食料局食品産業振興課、生

産局特産振興課、消費・安全局消費・安全

政策課）

◇平成19年度北西太平洋サンマ長期漁海況

予報（水産庁増殖推進部漁場資源課、独立

行政法人水産総合研究センター）

９日㈭◇第２回農林水産省政策評価会林野庁専門

部会の概要（林野庁企画課）

◇特定中山間保全整備事業「南富良野区域」

効率的整備手法検討第三者委員会（第１回）

議事概要について（農村振興局総務課、林

野庁森林整備部整備課）

◇平成18年の特用林産物の生産動向等につ

いて（平成19年８月10日に訂正）（林野庁経

営課特用林産対策室）

◇「森林・林業分野における遺伝子組換え

技術の今後の展開方向に関する検討会」（第

２回）の開催について（林野庁研究・保全

課）

◇中国からの飼料用稲わらの輸入一時停止

措置の解除について（消費・安全局動物衛

生課国際衛生対策室）

◇農林水産省政策評価会の開催及び傍聴に

ついて（大臣官房企画評価課）
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◇平成19年度病害虫発生予報第６号（消

費・安全局植物防疫課）

10日㈮◇小泉武夫客員研究員講演会「農水産廃棄

物の再利用と環境の浄化」の開催について

（農林水産政策研究所）

◇牛挽肉加工品の緊急調査の結果について

（消費・安全局表示・規格課）

◇株式会社いかりスーパーマーケットが販

売したビーフコロッケにおける不適正表示

に対する措置について（消費・安全局表示・

規格課）

◇平成18年度食料需給表について（総合食

料局食料企画課）

◇平成19年度第２回食料自給率向上協議会

の開催及び傍聴について（大臣官房企画評

価課）

◇食料・農業・農村政策審議会食品産業部

会第２回食品リサイクル小委員会及び中央

環境審議会廃棄物・リサイクル部会第７回

食品リサイクル専門委員会第２回合同会合

資料一覧について（総合食料局食品産業企

画課）

◇水産庁によるトド出現量調査の実施結果

について（水産庁増殖推進部漁場資源課）

◇子どもからの未来の農業の姿のアイデア

募集について（大臣官房企画評価課）

◇平成19年度「子ども霞が関見学デー」に

ついて（大臣官房情報課）

◇「担い手の経営状況の変化に関する分析

（水田作経営）」について（大臣官房統計部

経営・構造統計課）

13日㈪◇飼料安全法に基づく収去飼料等の試験結

果の公表について（消費・安全局畜水産安

全管理課）

◇牛肉小売価格等の調査結果平成19年８月

第２週（８月６日～８月10日）（消費・安全

局消費・安全政策課、生産局畜産部食肉鶏

卵課）

◇「わがマチ・わがムラ－市町村の姿－」

をリニューアルします～新機能を付加し、

収録データを拡充 ～（大臣官房統計部統

計企画課）

14日㈫◇第１回「ペットフードの安全確保に関す

る研究会」の開催について（消費・安全局

畜水産安全管理課）

15日㈬◇「農業の現場における知的財産取扱指針」

の策定について（大臣官房企画評価課）

若林農林水産大臣兼環境大臣の海外出張に

ついて（大臣官房国際部国際経済課、環境

省）

16日㈭◇我が国漁船の拿捕事案の国際海洋裁判所

への提訴（「第88豊進（ほうしん）丸」の釈

放並びに船長及び乗組員の帰国）（水産庁資

源管理部国際課、遠洋課）

◇農林水産省発注者綱紀保持マニュアル等

について（大臣官房経理課）

◇特定中山間保全整備事業「南富良野区域」

効率的整備手法検討第三者委員会（第２回）

の開催について（農村振興局総務課、林野

庁森林整備部整備課）

◇特定中山間保全整備事業「邑智西部区域」

効率的整備手法検討第三者委員会の開催に

ついて（農村振興局総務課、林野庁森林整

備部整備課）

17日㈮◇平成19年産麦の検査結果（速報値）（平成

19年７月末日現在）（総合食料局食糧部消費

流通課）

◇米の１人１か月当たり消費量（平成19年

６月分）（総合食料局食糧部計画課）

◇第２期北西太平洋鯨類捕獲調査船団の入

港について（沖合調査）（水産庁資源管理部

遠洋課）

◇食料・農業・農村政策審議会第７回家畜

衛生部会の開催について（消費・安全局動

物衛生課）

◇第４回農地政策に関する有識者会議・第

８回専門部会の合同開催について（経営局

構造改善課）

20日㈪◇「食料・農業・農村政策審議会食品産業

部会食品リサイクル小委員会（第３回）及

び中央環境審議会廃棄物・リサイクル部会

食品リサイクル専門委員会（第８回）合同

会合（第３回）」の開催について（総合食料

局食品産業企画課食品環境対策室）

◇「小笠原諸島森林生態系保護地域」保全

管理委員会（第２回）の開催について（林

野庁国有林野部経営企画課）

◇食品産業の意識調査の結果について（総

合食料局食品産業企画課）

◇「教育ファーム推進のための方策につい

て（中間論点整理）」についての意見・情報

の募集について（消費・安全局消費者情報
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官）

◇第７回むらの伝統文化顕彰の募集につい

て（農村振興局企画部農村政策課）

◇特定中山間保全整備事業「阿蘇小国郷区

域」効率的整備手法検討第三者委員会の開

催について（農村振興局総務課、林野庁森

林整備部整備課）

◇牛肉小売価格等の調査結果平成19年８月

第３週（８月13日～８月17日）（消費・安全

局消費・安全政策課、生産局畜産部食肉鶏

卵課）

◇農業資材審議会飼料分科会家畜栄養部会

の開催及び一般傍聴について（消費・安全

局畜水産安全管理課）

21日㈫◇競馬主催者馬インフルエンザ対策会議の

開催について（生産局畜産部競馬監督課）

◇農林物資規格調査会総会の開催及び傍聴

の募集について（消費・安全局表示・規格

課）

◇「１人１日１㎏の CO2削減」応援キャン

ペーンの協賛企業について（お知らせ）（大

臣官房環境バイオマス政策課）

◇食品安全委員会への食品健康影響評価の

依頼について（消費・安全局畜水産安全管

理課）

22日㈬◇「食料・農業・農村政策審議会第７回家

畜衛生部会の開催について」の訂正につい

て（消費・安全局動物衛生課）

23日㈭◇食品の期限表示の周知徹底及び消費者等

への情報提供等について（消費・安全局表

示・規格課）

◇平成18年度末の汚水処理人口普及状況に

ついて（農村振興局地域整備課）

◇クローン牛の異動報告のとりまとめにつ

いて（平成19年７月１日～平成19年７月31

日異動情報提供分）（農林水産技術会議事務

局技術安全課、生産局畜産部畜産振興課生

産技術室）

◇汚水処理施設連携整備事業の実施状況等

について（農村振興局地域整備課）

◇第19回全国農業青年交換大会の開催につ

いて（経営局普及・女性課）

24日㈮◇食料・農業・農村政策審議会甘味資源部

会の開催について（生産局特産振興課）

◇宇部大同青果(株)に対する業務改善措置

命令の発出について（総合食料局流通課卸

売市場室）

◇特定中山間保全整備事業「南富良野区域」

効率的整備手法検討第三者委員会（第２回）

議事概要について（農村振興局総務課、林

野庁森林整備部整備課）

◇特定中山間保全整備事業「邑智西部区域」

効率的整備手法検討第三者委員会議事概要

について（農村振興局総務課、林野庁森林

整備部整備課）

◇第29回コーデックス連絡協議会の概要

（厚生労働省、消費・安全局国際基準課）

◇茨城県のシジミ問屋に端を発する６都県

の18業者によるシジミの産地偽装事案につ

いて（消費・安全局表示・規格課食品表示・

規格監視室、水産庁漁政部加工流通課、総

合食料局流通課卸売市場室）

◇食料・農業・農村政策審議会食品産業部

会第３回食品リサイクル小委員会及び中央

環境審議会廃棄物・リサイクル部会第８回

食品リサイクル専門委員会第３回合同会合

資料一覧について（総合食料局食品産業企

画課）

◇第１回我が国周辺クロマグロ資源の利用

に関する検討会の開催について（水産庁資

源管理部管理課）

◇輸入麦の平成19年10月からの売渡価格に

ついて（総合食料局食糧貿易課）

◇第３回「食品の業者間取引の表示のあり

方検討会」の開催について（消費・安全局

表示・規格課）

25日㈯◇日アセアン包括的経済連携協定交渉の大

筋合意について（農林水産分野）（大臣官房

国際部国際経済課）

27日㈪◇第10回日韓漁業共同委員会第２回課長級

協議の開催について（水産庁資源管理部国

際課）

◇若林農林水産大臣兼環境大臣の中国出張

の結果について（大臣官房国際部国際経済

課、環境省）

◇平成19年７月の国内産米穀の卸・小売価

格の概況について（総合食料局食糧部計画

課）

◇麦製品等の取引価格の推移（平成19年７

月分）（総合食料局食糧部計画課）

◇食料・農業・農村政策審議会企画部会（第

１回）の開催及び一般傍聴について（大臣
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官房情報課情報分析室）

◇「食事バランスガイド」を活用した外食・

小売業等店舗でのモデル的取組の実施につ

いて（消費・安全局消費者情報官）

◇牛肉小売価格等の調査結果平成19年８月

第４週（８月20日～８月24日）（消費・安全

局消費・安全政策課、生産局畜産部食肉鶏

卵課）

◇「農山漁村の郷土料理百選」に係るイン

ターネット人気投票の実施について（農村

振興局企画部農村政策課）

28日㈫◇日本シンガポール EPA改正議定書の効

力発生のための外交上の公文の交換につい

て（大臣官房国際部国際経済課）

◇農業資材審議会農業機械化分科会の開催

及び一般傍聴について（生産局生産技術課

資材対策室）

29日㈬◇動物用生物学的製剤基準の一部改正案に

ついての意見・情報の募集結果について（消

費・安全局畜水産安全管理課）

◇平成19年梅雨前線豪雨、中越沖地震、台

風５号等に係る災害関連緊急治山等事業の

採択について（林野庁森林整備部治山課山

地災害対策室）

◇全国資源評価会議の開催について（水産

庁増殖推進部漁場資源課）

◇食料・農業・農村政策審議会平成19年度

第１回畜産部会の開催及び傍聴について

（生産局畜産部畜産企画課）

◇普通肥料の検査結果の公表について（消

費・安全局農産安全管理課）

◇林業用手持機械の振動・騒音測定値につ

いて（林野庁研究・保全課技術開発推進室）

◇第１回年若手外国人農林水産研究者表

彰－表彰式の開催について－（農林水産技

術会議事務局国際研究課、独立行政法人国

際農林水産業研究センター）

◇農業資材審議会飼料分科会家畜栄養部会

の開催及び一般傍聴について（消費・安全

局畜水産安全管理課）

30日㈭◇平成19年度水稲作況委員会（第２回）の

意見について（大臣官房統計部生産流通消

費統計課）

◇カナダにおける食肉処理施設の現地査察

について（厚生労働省、消費・安全局動物

衛生課）

◇第２回「営農活動支援（農地・水・環境

保全向上対策）に関する技術検討会」（農村

振興局地域整備課農地・水・環境保全対策

室）

◇平成18年度第４回安全・安心モニター調

査結果について（消費・安全局消費者情報

官）

31日㈮◇日・キリバス漁業協議の開催について（平

成19年８月31日）（水産庁資源管理部国際

課）

◇平成19年度事業評価の結果について（平

成19年８月31日）（水産庁漁港漁場整備部計

画課）

◇平成19年度林野公共事業の事業評価の結

果について（林野庁国有林野部業務課、森

林整備部治山課・整備課・計画課）

◇今後の花粉発生源対策の推進方策につい

て－花粉発生源対策プロジェクトチーム検

討報告－（林野庁森林整備部研究・保全課）

◇森林・林業分野における遺伝子組換え技

術に関する研究開発の今後の展開方向につ

いて（林野庁森林整備部研究・保全課）

◇日中林業担当局庁の長による定期対話の

開催について（森林整備部計画課海外林業

協力室）

◇平成19年度農業農村整備事業等補助事業

の事前評価結果について（農村振興局事業

計画課、水利整備課、農地整備課、防災課）

◇平成19年度国営土地改良事業等の期中の

評価結果について（農村振興局水利整備課）

◇平成19年度国営土地改良事業等の完了後

の評価結果について（農村振興局土地改良

企画課）

◇平成19年度国営土地改良事業等の事前評

価結果について（農村振興局事業計画課、

水利整備課、農地整備課、防災課、農地整

備課）

◇平成19年産麦の検査結果（速報値）（平成

19年８月15日現在）（総合食料局食糧部消費

流通課）

◇平成19年産米の検査結果（速報値）（平成

19年８月15日現在）（総合食料局食糧部消費

流通課）

◇「世界の穀物等の需給動向」について

（2007年８月）（総合食料局食料企画課）

◇食料・農業・農村政策審議会農業農村振
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興整備部会（第１回）の開催及び一般傍聴

について（農村振興局企画部事業計画課）

◇研究開発の評価結果（農林水産技術会議

事務局技術政策課）

◇株式会社カワウによるたけのこ水煮に係

る不正な有機 JASマークの貼付及びたけ

のこ等水煮の原料原産地名の不適正表示に

対する措置について（消費・安全局表示・

規格課食品表示・規格監視室）

◇総務省、文部科学省、農林水産省による

連携事業子ども農山漁村交流プロジェクト

の推進について～120万人・自然の中での体

験活動の推進～（総務省、文部科学省、農村

振興局企画部農村政策課）

◇平成20年度税制改正要望（経営局総務課

調整室）

◇平成20年度農林水産予算概算要求の概要

について（大臣官房予算課）

法令>

８月３日㈮◇証券取引法等の一部を改正する法律及び

証券取引法等の一部を改正する法律の施行

に伴う関係法律の整備等に関する法律の施

行に伴う関係政令の整備等に関する政令

（政令第233号）を公布（改正法の施行の日

から施行）

◇郵政民営化法等の施行に伴う関係政令の

整備等に関する政令（政令第235号）を公布

（平成19年10月１日から施行）

◇産業活力再生特別措置法等の一部を改正

する法律の施行期日を定める政令（政令第

239号）を公布（同日施行）

◇産業活力再生特別措置法施行令等の一部

を改正する政令（政令第240号）を公布（産

業活力再生特別措置法等の一部を改正する

法律の施行の日（平成19年８月６日）から

施行）

◇中小企業信用保険法の一部を改正する法

律の施行期日を定める政令（政令第241号）

を公布（同日施行）

◇特定外来生物による生態系等に係る被害

の防止に関する法律施行令の一部を改正す

る政令（政令第246号）を公布（平成19年９

月１日から施行）

◇産業活力再生特別措置法施行規則の一部

を改正する命令（内閣府・総務省・財務省・

厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国

土交通省令第１号）を施行（産業活力再生

特別措置法等の一部を改正する法律の施行

の日（平成19年８月６日）から施行）

９日㈭◇金融機関等による顧客等の本人確認等及

び預金口座等の不正な利用の防止に関する

法律施行規則の一部を改正する命令（内閣

府・総務省・法務省・財務省・厚生労働省・

農林水産省・経済産業省・国土交通省令第

２号）を公布（証券取引法等の一部を改正

する法律の施行の日から施行）

◇対内直接投資等に関する命令の一部を改

正する命令（内閣府・総務省・財務省・文

部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済

産業省・国土交通省・環境省令第１号）を

公布（証券取引法等の一部を改正する法律

の施行の日から施行）

◇農水産業協同組合貯金保険法施行規則等

の一部を改正する命令（内閣府・財務省・

農林水産省令第１号）を公布（証券取引法

等の一部を改正する法律の施行の日から施

行）

◇商品投資に係る事業の規制に関する法律

第37条において準用する同法第30条第１項

の規定による立入検査をする職員の携帯す

る身分を示す証明書の様式を定める命令

（内閣府・農林水産省・経済産業省令第１

号）を公布（証券取引法等の一部を改正す

る法律の施行に伴う関係法律の整備等に関

する法律（平成18年法律第66号）の施行の

日から施行）

◇商品投資販売業者の許可及び監督に関す

る命令を廃止する命令（内閣府・農林水産

省・経済産業省令第２号）を公布（証券取

引法等の一部を改正する法律の施行に伴う

関係法律の整備等に関する法律の施行の日

から施行）

10日㈮◇競馬法及び日本中央競馬会法の一部を改

正する法律の一部の施行期日を定める政令

（政令第254号）を公布（同日施行）

◇競馬法施行令及び日本中央競馬会法施行

令の一部を改正する政令（政令第255号）を

公布（競馬法及び日本中央競馬会法の一部

を改正する法律附則第１条第２号に掲げる

規定の施行の日（平成19年９月１日）から

施行）
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◇漁港漁場整備法及び後進地域の開発に関

する公共事業に係る国の負担割合の特例に

関する法律の一部を改正する法律の一部の

施行期日を定める政令（政令第256号）を公

布（同日施行）

◇漁港漁場整備法施行令の一部を改正する

政令（政令第257号）を公布（同日施行）

◇自動車から排出される窒素酸化物及び粒

子状物質の特定地域における総量の削減等

に関する特別措置法の一部を改正する法律

の施行期日を定める政令（政令第258号）を

公布（同日施行）

◇自動車から排出される窒素酸化物及び粒

子状物質の特定地域における総量の削減等

に関する特別措置法施行令の一部を改正す

る政令（政令第259号）を公布（自動車から

排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特

定地域における総量の削減等に関する特別

措置法の一部を改正する法律（平成19年法

律第50号）の施行の日（平成20年１月１日）

から施行）

◇平成19年６月11日から７月17日までの間

の豪雨及び暴風雨による災害についての激

甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の

指定に関する政令（政令第260号）を公布（同

日施行）

◇平成19年新潟県中越沖地震による新潟県

長岡市等の区域に係る災害についての激甚

災害及びこれに対し適用すべき措置の指定

に関する政令（政令第261号）を公布（同日

施行）

◇競馬法施行規則の一部を改正する省令

（農林水産省令第67号）を公布（競馬法及

び日本中央競馬会法の一部を改正する法律

（平成19年法律第76号）附則第１条第２号

に掲げる規定の施行の日（平成19年９月１

日）から施行）

◇日本中央競馬会法施行規則の一部を改正

する省令（農林水産省令第68号）を公布（競

馬法及び日本中央競馬会法の一部を改正す

る法律附則第１条第２号に掲げる規定の施

行の日（平成19年９月１日）から施行）

15日㈬◇地理空間情報活用推進基本法の施行期日

を定める政令（政令第264号）を公布（同日

施行）

◇中小企業等協同組合法施行規則の一部を

改正する命令（内閣府・財務省・厚生労働

省・農林水産省・経済産業省・国土交通省

令第3号）を公布（証券取引法等の一部を改

正する法律の施行の日から施行）

◇農業協同組合及び農業協同組合連合会の

信用事業に関する命令等の一部を改正する

命令（内閣府・農林水産省令第９号）を公

布（証券取引法等の一部を改正する法律の

施行の日（平成19年９月30日）から施行）

20日㈪◇駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特

別措置法の施行期日を定める政令（政令第

267号）を公布（同日施行）

◇駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特

別措置法施行令（政令第268号）を公布（法

の施行の日（平成19年８月29日）から施行）

21日㈫◇自動車運送事業者等以外の事業者に係る

自動車排出窒素酸化物等の排出の抑制のた

めの計画の提出方法等を定める命令の一部

を改正する命令（内閣府・総務省・法務省・

外務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・

農林水産省・経済産業省・国土交通省・環

境省令第２号）を公布（自動車から排出さ

れる窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域

における総量の削減等に関する特別措置法

の一部を改正する法律（平成19年法律第50

号）の施行の日（平成20年１月１日）から

施行）

◇周辺地域内自動車の指定地区内における

運行回数の算定方法等を定める命令（内閣

府・総務省・法務省・外務省・財務省・文

部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済

産業省・国土交通省・環境省令第３号）を

公布（自動車から排出される窒素酸化物及

び粒子状物質の特定地域における総量の削

減等に関する特別措置法の一部を改正する

法律（平成19年法律第50号）の施行の日（平

成20年１月１日）から施行）

22日㈬◇家畜伝染病予防法施行規則の一部を改正

する省令（農林水産省令第69号）を公布（同

日施行）

31日㈮◇卸売市場法施行規則の一部を改正する省

令（農林水産省令第70号）を公布（証券取

引法等の一部を改正する法律の施行の日

（平成19年９月30日）から施行）

◇特定外来生物による生態系等に係る被害

の防止に関する法律施行規則の一部を改正
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する省令（農林水産省・環境省令第４号）

を公布（平成19年９月１日施行）

９ 月

９月１日㈯◇日本中央競馬会経営委員会委員の任命に

ついて（生産局畜産部競馬監督課）

３日㈪◇ベーリング公海漁業条約第12回年次会議

の開催について（水産庁資源管理部国際課）

◇「食料・農業・農村政策審議会食品産業

部会食品リサイクル小委員会（第４回）及

び中央環境審議会廃棄物・リサイクル部会

食品リサイクル専門委員会（第９回）合同

会合（第４回）」の開催について（総合食料

局食品産業企画課食品環境対策室）

◇「森林組合等の組織及び事業運営に関す

る今後の指導の方針について」の一部改正

について（林野庁林政部経営課）

◇第10回日韓漁業共同委員会第2回課長級

協議の結果について（水産庁資源管理部国

際課）

◇第１回我が国周辺クロマグロ資源の利用

に関する検討会の結果について（水産庁資

源管理部管理課）

◇平成19砂糖年度上半期甘味に関する協議

会の開催について（生産局特産振興課）

◇林政審議会の開催及び一般傍聴について

（林野庁林政部林政課）

◇直轄特定漁港整備事業計画の決定につい

て（水産庁漁港漁場整備部整備課）

◇水産庁漁業調査船照洋丸によるインド洋

北部海域におけるまぐろ類資源調査の実施

について（水産庁増殖推進部漁場資源課）

◇牛肉小売価格等の調査結果平成19年８月

第５週（８月27日～８月31日）（消費・安全

局消費・安全政策課、生産局畜産部食肉鶏

卵課）

◇日チリ経済連携協定に基づく平成19年度

の関税割当公表について（大臣官房国際部

国際経済課）

◇飼料価格高騰等の畜産をめぐる状況変化

への理解醸成のための地方推進協議会説明

会の開催について（生産局畜産部畜産企画

課）

４日㈫◇台風第９号の接近及び通過に伴う農作物

等の被害防止に向けた技術指導の徹底につ

いて（生産局総務課生産推進室）

◇「１人１日１㎏の CO2削減」応援キャン

ペーンの協賛企業について（お知らせ）（大

臣官房環境バイオマス政策課）

５日㈬◇農林水産省による国土交通省との連携事

業農林漁家民宿おかあさん100選について

（農村振興局農村政策課都市農業・地域交

流室）

◇食料・農業・農村政策審議会家畜衛生部

会第26回家きん疾病小委員会の開催につい

て（消費・安全局動物衛生課）

◇野菜需給調整協議会の開催について（生

産局園芸課）

◇「第３回漁業共済制度に関する意見交換

会」の開催について（水産庁漁政部漁業保

険管理官）

６日㈭◇食料・農業・農村政策審議会家畜衛生部

会第26回家きん疾病小委員会の概要につい

て（消費・安全局動物衛生課）

◇平成19年度病害虫発生予報第７号（消

費・安全局植物防疫課）

７日㈮◇商品取引員に対する行政処分について

（総合食料局商品取引監理官、経済産業省）

◇2007年度第二期北西太平洋鯨類捕獲調査

（JARPN-Ⅱ）釧路沖鯨類捕獲調査の開始

について（水産庁資源管理部遠洋課）

◇アジア地域の植物品種保護制度に係る協

力と協調に関するシンポジウム」開催につ

いて（生産局種苗課）

◇「第６回農林水産省知的財産戦略本部」

の開催について（大臣官房企画評価課）

◇食料・農業・農村政策審議会企画部会地

球環境小委員会の設置について（大臣官房

環境バイオマス政策課）

◇「日中林業担当局庁の長による定期対話」

の結果概要について（林野庁森林整備部計

画課海外林業協力室）

◇「WASHOKU-Try Japan’s Good Food」

事業をカナダ・バンクーバーにて実施（外

務省、大臣官房国際部国際経済課輸出促進

室）

◇中山間地域等総合対策検討会（第25回）

の開催について（農村振興局整備部地域整

備課）

◇「売れる麦に向けた新技術」（農林水産研

究開発レポートNo.22）の発行について（農

林水産技術会議事務局技術政策課）
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◇食料・農業・農村政策審議会企画部会（第

１回）の資料について（大臣官房情報課情

報分析室）

◇水産庁漁業調査船開洋丸による大型クラ

ゲのモニタリング技術等の開発調査の実施

について（水産庁増殖推進部漁場資源課）

◇中西部太平洋マグロ類委員会（WCPFC）

第三回北委員会の開催について（水産庁資

源管理部国際課）

◇異業種のノウハウを活用した漁村を元気

にするビジネスプラン創出を目指した初の

マッチングフェア開催について（水産庁漁

政部企画課）

◇牛ミンチ事案に係る牛挽肉等の追跡調査

及び今後の対応について（消費・安全局表

示・規格課、北海道農政事務所）

10日㈪◇野菜需給調整協議会の概要（生産局園芸

課）

◇農林水産省による国土交通省との連携事

業第一回農林漁家民宿おかあさん100選選

定委員会について（農村振興局企画部農村

政策課都市農業・地域交流室）

◇第15回APEC首脳会議における気候変

動に関する首脳宣言の採択について（森林

整備部研究・保全課）

◇第３回日中漁業取締実務者協議の開催に

ついて（水産庁資源管理部管理課）

◇平成17年度農業・食料関連産業の経済計

算（速報）について（大臣官房情報課情報

分析室）

◇「アジア・アフリカ地域における鳥イン

フルエンザの現状と国際的な取組みについ

てのシンポジウム」の開催について（大臣

官房国際部国際協力課）

◇平成19年度下期の関税割当公表について

（大臣官房国際部国際経済課）

◇牛肉小売価格等の調査結果平成19年９月

第１週（９月３日～９月７日）（消費・安全

局消費・安全政策課、生産局畜産部食肉鶏

卵課）

◇食料・農業・農村政策審議会食品産業部

会第４回食品リサイクル小委員会及び中央

環境審議会廃棄物・リサイクル部会第９回

食品リサイクル専門委員会第４回合同会合

資料一覧について（総合食料局食品産業企

画課）

11日㈫◇日・キリバス漁業協議の結果について（水

産庁資源管理部国際課）

◇ベーリング公海漁業条約第12回年次会議

の結果について（水産庁資源管理部遠洋課、

国際課）

◇第５回2008年漁業センサス研究会の開催

のお知らせ（大臣官房統計部経営・構造統

計課センサス統計室）

◇農林物資規格調査会部会（マーガリン類

等）の開催及び傍聴の募集について（消費・

安全局表示・規格課）

12日㈬◇平成19年度北西太平洋アカイカ漁況予報

（水産庁増殖推進部漁場資源課、独立行政

法人水産総合研究センター）

◇株式会社千歳屋商店における袋詰精米の

不正表示に対する措置（改善命令）につい

て（消費・安全局表示・規格課食品表示・

規格監視室）

◇丸広米穀株式会社における袋詰精米の不

正表示に対する措置（改善命令）について

（消費・安全局表示・規格課食品表示・規

格監視室）

◇株式会社ダイイチが販売した冷凍エビ及

び冷凍ボイルガニにおける不適正表示に対

する措置について（消費・安全局表示・規

格課）

◇米流通業者に対する法令遵守及び社会倫

理に適合した行動の徹底について（総合食

料局食糧部消費流通課流通加工対策室）

◇「食事バランスガイド実践週間」実施結

果について（消費・安全局消費者情報官）

◇「第６回農林水産省知的財産戦略本部」

の資料の掲載について（大臣官房企画評価

課）

◇農林物資規格調査会総会の審議の概要に

ついて（消費・安全局表示・規格課）

◇第５回「食品の業者間取引の表示のあり

方検討会」の開催について（消費・安全局

表示・規格課）

◇第４回「食品の業者間取引の表示のあり

方検討会」の開催について（消費・安全局

表示・規格課）

13日㈭◇中西部太平洋マグロ類委員会（WCPFC）

第三回北委員会の結果について（水産庁資

源管理部国際課）

◇普通肥料の検査結果の公表について（消
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費・安全局農産安全管理課）

◇第２回「ペットフードの安全確保に関す

る研究会」の開催について（消費・安全局

畜水産安全管理課）

◇有機農産物の認定生産行程管理者である

藤本農園藤本肇に対する有機 JASマーク

の不正貼付等に係る措置について（消費・

安全局表示・規格課食品表示・規格監視室）

◇第２回競馬主催者馬インフルエンザ対策

会議の開催について（生産局畜産部競馬監

督課）

14日㈮◇「めざましごはんキャンペーン」WEBサ

イトの開設について（総合食料局消費流通

課）

◇第５回知的財産保護官民合同訪中代表団

（ハイレベル）の派遣について（生産局種

苗課）

◇林政審議会の概要について（林野庁国有

林野部、林政部）

◇米国（ミネソタ州）からの家きん、家き

ん肉等の輸入一時停止措置の解除について

（消費・安全局動物衛生課国際衛生対策室）

◇第３回日中漁業取締実務者協議の結果に

ついて（林野庁資源管理部管理課）

◇平成19年台風第９号による被害農林漁業

者等に対する資金の円滑な融通、既貸付金

の償還猶予等について（依頼）（経営局経営

政策課）

◇平成19年産米の検査結果（速報値）（平成

19年８月末日現在）（総合食料局食糧部消費

流通課）

◇平成19年産麦の検査結果（速報値）（平成

19年８月末日現在）（総合食料局食糧部消費

流通課）

◇「平成18年度国有林野の管理経営に関す

る基本計画の実施状況」及び「平成18年度

国有林野事業の決算概要」について（国有

林野部経営企画課、管理課）

◇平成19年６月・７月度の蚕糸業需給・価

格動向（生産局特産振興課）

18日㈫◇平成19砂糖年度10月－12月期における砂

糖及び異性化糖の需給見通し（生産局特産

振興課）

◇食料・農業・農村政策審議会平成19年度

第１回畜産部会の概要について（生産局畜

産部畜産企画課）

◇第４回日韓海洋生物資源専門家小委員会

の開催について（水産庁資源管理部国際課）

◇第２回通い容器普及促進協議会の開催に

ついて（総合食料局流通課）

◇平成19年度磯焼け対策全国協議会の開催

について（水産庁漁港漁場整備部整備課）

◇牛肉小売価格等の調査結果平成19年９月

第２週（９月10日～９月14日）（消費・安全

局消費・安全政策課、生産局畜産部食肉鶏

卵課）

19日㈬◇ポルトガルからの家きん肉等の輸入一時

停止措置について（消費・安全局動物衛生

課国際衛生対策室）

◇第30回コーデックス連絡協議会の開催及

び一般傍聴の募集について（厚生労働省、

消費・安全局国際基準課）

◇第３回飼料価格高騰等の畜産をめぐる状

況変化への理解醸成のための中央推進協議

会の開催について（生産局畜産部畜産企画

課）

20日㈭◇OUGホールディングス株式会社の産業

活力再生特別措置法に基づく事業再構築計

画の変更認定について（総合食料局流通課

卸売市場室）

◇美しい森林づくりのための「効率的な森

林整備の推進方策について意見を聞く会」

の概要について（林野庁森林整備部整備課

造林間伐対策室）

◇平成19年度第２回食料自給率向上協議会

の資料について（大臣官房企画評価課）

◇「農山漁村の郷土料理百選」に係るイン

ターネット人気投票の状況（中間結果）に

ついて（農村振興局企画部農村政策課）

◇「平成19年度第５回生物多様性影響評価

検討会総合検討会」の開催及び傍聴につい

て（農林水産技術会議事務局技術安全課）

◇米の１人１か月当たり消費量（平成19年

７月分）（総合食料局食糧部計画課）

◇第10回バイオマス・ニッポン総合戦略推

進会議の開催について（大臣官房環境バイ

オマス政策課バイオマス推進室）

◇第７回国産輸送用バイオ燃料推進本部の

開催について（大臣官房環境バイオマス政

策課バイオマス推進室）

◇未判定外来生物の判定に係る意見の募集

（パブリックコメント）について（大臣官
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房環境バイオマス政策課）

◇かじき等流し網漁業者等を漁業関係法令

違反容疑で書類送検（水産庁資源管理部管

理課）

◇オーストラリア連邦産カンキツ属植物の

生果実に係る農林水産大臣が定める基準の

一部改正について（消費・安全局植物防疫

課）

21日㈮◇動物用医薬品の使用の規制に関する省令

の一部改正案についての意見・情報の募集

結果について（消費・安全局畜水産安全管

理課）

◇海外商品取引業者に対する行政処分につ

いて（総合食料局商品取引監理官、経済産

業省）

◇「加工原材料用米穀の販売要領」に基づ

く加工原材料用米穀の買受申込資格者の確

認の取消し等について（総合食料局食糧部

計画課）

◇株式会社吉野家ディー・アンド・シーの

産業活力再生特別措置法に基づく事業再構

築計画の認定について（総合食料局食品産

業振興課外食産業室）

◇第４回日韓海洋生物資源専門家小委員会

の結果について（水産庁資源管理部国際課）

◇「食と農林水産業の地域ブランド協議会

（仮称）」発起人会の開催について（大臣官

房企画評価課）

◇第６回「森の“聞き書き甲子園”」参加高

校生と「森の名手・名人」の組み合わせの

決定について（林野庁研究・保全課、文部

科学省）

◇藤本農園に対する不適正な有機 JASマ

ークの貼付等に係る改善命令等について

（消費・安全局表示・規格課食品表示・規

格監査室）

◇食品産業トップセミナー（東京地区）の

開催について（総合食料局食品産業振興課）

◇公用車へのバイオ燃料導入について（大

臣官房環境バイオマス政策課）

◇北西太西洋漁業機関（NAFO）第29回年

次会合の開催について（水産庁資源管理部

国際課）

◇花粉が飛散しないイネの開発その他の遺

伝子組換え生物の安全性確保研究の成果に

ついて（農林水産技術会議事務局技術安全

課）

◇食料・農業・農村政策審議会農業農村振

興整備部会（第２回）の開催及び一般傍聴

について（農村振興局企画部事業計画課）

25日㈫◇全国資源評価会議の結果及び平成19年度

我が国周辺水域の漁業資源評価の公表につ

いて（水産庁増殖推進部漁場資源課）

◇「食品産業海外事業活動支援センター」

の開設及び東アジアへの食品産業投資促進

セミナーの開催について（総合食料局食品

産業企画課）

◇産業構造審議会商品取引所分科会の開催

について（総合食料局商品取引監理官）

◇麦製品等の取引価格の推移（平成19年８

月分）（総合食料局食糧部計画課）

◇平成19年８月の国内産米穀の卸・小売価

格の概況について（総合食料局食糧部計画

課）

◇農業・農村に関する意見交換会「水土里

のカレッジミーティング」の開催について

（農村振興局設計課）

◇牛肉小売価格等の調査結果平成19年９月

第３週（９月18日～９月21日）（消費・安全

局消費・安全政策課、生産局畜産部食肉鶏

卵課）

26日㈬◇飼料安全法に基づく収去飼料等の試験結

果の公表について（消費・安全局畜水産安

全管理課）

◇農協系統金融機関の平成18事業年度末に

おけるリスク管理債権等の状況について

（経営局金融調整課）

◇「販売」を軸とした米システムのあり方

に関する検討会の開催について（総合食料

局食糧部計画課）

◇食料供給コスト縮減検証委員会（第６回）

の開催及び傍聴について（総合食料局食料

企画課）

◇平成19年産米穀等の特別調査の実施につ

いて（消費・安全局表示・規格課食品表示・

規格監査室）

◇新水協法・中融法施行に向けた説明会の

開催について（水産庁漁政部水産経営課）

◇中西部太平洋マグロ類委員会（WCPFC）

第三回技術遵守委員会の開催について（水

産庁資源管理部国際課）

◇「農業協同組合、森林組合及び漁業協同
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組合間における事業連携促進方策」の中間

取りまとめについて（経営局協同組織課、

林野庁経営課、水産庁水産経営課）

27日㈭◇平成19年度第１回サンゴ増養殖技術検討

委員会の開催について（水産庁漁港漁場整

備部整備課）

◇バイオマスタウン構想の公表（第21回）

について（大臣官房環境バイオマス政策課

バイオマス推進室）

◇農林業センサス等研究会の開催について

（大臣官房統計部経営・構造統計課センサ

ス統計室）

◇平成19年度「木づかい推進月間」につい

て（林政部木材利用課）

◇「WASHOKU-Try Japan’s Good Food」

事業を中国・北京にて実施（外務省、大臣

官房国際部国際経済課輸出促進室）

◇クローン牛の異動報告のとりまとめにつ

いて（平成19年８月１日から平成19年８月

31日異動情報提供分）（農林水産技術会議事

務局技術安全課、生産局畜産部畜産振興課

畜産技術室）

◇「通い容器の本格的な普及に向けて（提

言）」の公表について（総合食料局流通課）

◇平成19年度の落花生の関税割当公表（第

２次）について（大臣官房国際部国際経済

課）

28日㈮◇第２回「食料の未来を描く戦略会議」の

開催について（大臣官房企画評価課）

◇平成18年木材需給表（丸太換算）の概要

（平成18年１月～12月）（林野庁林政部企画

課）

◇「平成19年木材（用材）需給見通しの見

直し」について（林野庁林政部木材利用課）

◇「主要木材の短期需給見通し（平成19年

第４四半期及び平成20年第１四半期)」につ

いて（林野庁林政部木材利用課）

◇平成19年度第２回太平洋スルメイカ長期

漁況予報（水産庁増殖推進部漁場資源課）

◇平成19年度水稲作況委員会（第３回）の

意見について（大臣官房統計部生産流通消

費統計課）

◇平成19年産水稲の作付面積及び９月15日

現在における作柄概況（大臣官房統計部生

産流通消費統計課）

◇日ロ漁業取締専門家会議の開催について

（水産庁資源管理部国際課）

◇平成19年産麦の検査結果（速報値）（平成

19年９月15日現在）（総合食料局食糧部消費

流通課）

◇平成19年産米の検査結果（速報値）（平成

19年９月15日現在）（総合食料局食糧部消費

流通課）

◇カナダからの家きん肉等の輸入一時停止

措置について（消費・安全局動物衛生課国

際衛生対策室）

◇伊藤ハムミート販売西株式会社による豚

肉の不適正表示に対する措置について（消

費・安全局表示・規格課食品表示・規格監

視室）

◇組換え DNA技術応用飼料の確認申請案

件についての意見・情報の募集結果につい

て（消費・安全局畜水産安全管理課）

法令>

９月５日㈬◇株式会社商工組合中央金庫法の一部の施

行期日を定める政令（政令第273号）を公布

（同日施行）

７日㈮◇容器包装に係る分別収集及び再商品化の

促進等に関する法律施行規則の一部を改正

する省令（財務省・厚生労働省・農林水産

省・経済産業省・環境省令第１号）を公布

（平成20年４月１日から施行）

◇一般社団法人及び一般財団法人に関する

法律及び公益社団法人及び公益財団法人の

認定等に関する法律の施行に伴う関係法律

の整備等に関する法律施行令（政令第277

号）を公布（整備法の施行の日（平成20年

12月１日）から施行）

◇対内直接投資等に関する政令の一部を改

正する政令（政令第280号）を公布（平成19

年９月28日から施行）

◇薬事法の一部を改正する法律の一部の施

行期日を定める政令（政令第285号）を公布

（同日施行）

◇対内直接投資等に関する命令の一部を改

正する命令（内閣府・総務省・財務省・文

部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済

産業省・国土交通省・環境省令第２号）を

公布（平成19年９月28日から施行）

14日㈮◇農林水産関係商品等のみに関する事項に

係る商品投資販売業者の業務に関する省令
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を廃止する省令（農林水産省令第71号）を

公布（証券取引法等の一部を改正する法律

の施行に伴う関係法律の整備等に関する法

律の施行の日（平成19年９月30日）から施

行）

20日㈭◇平成19年８月２日から同月４日までの間

の暴風雨による災害についての激甚災害及

びこれに対し適用すべき措置の指定に関す

る政令（政令第295号）を公布（同日施行）

◇郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の

整備等に関する法律の施行に伴う農林水産

省関係省令の整理に関する省令（農林水産

省令第72号）を公布（平成19年10月１日か

ら施行）

21日㈮◇動物用医薬品の使用の規制に関する省令

の一部を改正する省令（農林水産省令第73

号）を公布（同日施行）

◇商品取引所法施行規則の一部を改正する

省令（農林水産省・経済産業省令第３号）

を公布（証券取引法等の一部を改正する法

律の施行の日（平成19年９月30日）から施

行）

27日㈭◇農林水産省組織規則の一部を改正する省

令（農林水産省令第74号）を公布（平成19

年10月１日施行）

◇金融機関等による顧客等の本人確認等及

び預金口座等の不正な利用の防止に関する

法律施行規則の一部を改正する命令（内閣

府・総務省・法務省・財務省・厚生労働省・

農林水産省・経済産業省・国土交通省第３

号）を公布（平成19年10月１日施行）

◇農業協同組合法施行規則の一部を改正す

る省令（農林水産省令第75号）を公布（証

券取引法等の一部を改正する法律の施行の

日（平成19年９月30日）から施行）

28日㈮◇中小企業等協同組合法施行規則の一部を

改正する命令（内閣府・財務省・厚生労働

省・農林水産省・経済産業省・国土交通省

令第４号）を公布（平成19年10月１日施行）

◇中小企業団体の組織に関する法律施行規

則の一部を改正する省令（財務省・厚生労

働省・農林水産省・経済産業省・国土交通

省令第３号）を公布（平成19年10月１日施

行）

◇商品投資顧問業者の許可及び監督に関す

る省令の一部を改正する省令（農林水産

省・経済産業省令第４号）を公布（証券取

引法等の一部を改正する法律（平成18年法

律第65号）の施行の日（平成19年９月30日）

から施行）

◇商品取引所法施行規則の一部を改正する

省令（農林水産省・経済産業省令第５号）

を公布（信託法（平成18年法律第108号）の

施行の日（平成19年９月30日）から施行）

◇水産業協同組合法施行規則の一部を改正

する省令（農林水産省令第76号）を公布（証

券取引法等の一部を改正する法律の施行の

日（平成19年９月30日）から施行）

◇信託法等の施行に伴う農林水産省関係省

令の整備に関する省令（農林水産省令第77

号）を公布（信託法の施行の日（平成19年

９月30日）から施行）

10 月

10月１日㈪◇「今後の環境保全型農業に関する検討会」

の設置及び同検討会（第１回）の開催につ

いて（生産局農産振興課環境保全型農業対

策室）

◇「環境に配慮した病害虫の防ぎ方～総合

的病害虫・雑草管理（IPM）に関するフォ

ーラム～」の開催及び出席者の募集につい

て（消費・安全局消費者情報官）

◇間伐推進強化期間の取組について（林野

庁森林整備部整備課造林間伐対策室）

◇北西大西洋漁業機関（NAFO）第29回年

次会合の結果について（水産庁資源管理部

国際課）

◇遺伝子組換え生物等の使用等の規制によ

る生物の多様性の確保に関する法律第13条

第１項の規定に基づき農林水産大臣が行う

確認について（消費・安全局農産安全管理

課、農林水産技術会議事務局技術安全課）

◇国際穀物フォーラムの開催について（大

臣官房国際部国際経済課）

◇「研究機関における公的研究費の管理・

監査のガイドライン（実施基準）」の策定に

ついて（農林水産技術会議事務局技術政策

課）

◇第１回農山漁村活性化推進本部の開催に

ついて（農村振興局企画部農村政策課）

◇牛肉小売価格等の調査結果平成19年９月

第４週（９月25日～９月28日）（消費・安全
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局消費・安全政策課、生産局畜産部食肉鶏

卵課）

◇第16回ふるさと山村フォトコンテスト作

品の募集について（農村振興局農村政策課）

◇平成19年度下期の関税割当公表について

（大臣官房国際部国際経済課）

２日㈫◇日本タイ EPAの効力発生のための外交

上の公文の交換について（大臣官房国際部

国際経済課）

◇「食と農林水産業の地域ブランド協議会」

ホームページの開設のお知らせについて

（大臣官房国際部国際経済課）

◇第３回「ペットフードの安全確保に関す

る研究会」の開催について（消費・安全局

畜水産安全管理課）

◇食料・農業・農村政策審議会農業農村振

興整備部会平成19年度第１回技術小委員会

の開催及び一般傍聴について（農村振興局

事業計画課）

◇「販売」を軸とした米システムのあり方

に関する検討会資料（総合食料局食糧部計

画課）

◇「食事バランスガイド」キャンペーンに

ついて（消費・安全局消費者情報官）

３日㈬◇中西部太平洋マグロ類委員会（WCPFC）

第三回技術遵守委員会の結果について（平

成19年10月３日）（水産庁資源管理部国際

課）

◇第４回教育ファーム推進研究会の開催及

び傍聴について（消費・安全局消費者情報

官）

◇農山漁村を元気にするアイデア、募集し

ます（農村振興局農村政策課）

◇植物新品種の保護に関するベトナムとの

審査協力の開始について（生産局種苗課）

◇農林物資規格調査会部会の審議の概要に

ついて（消費・安全局表示・規格課）

４日㈭◇「ふるさと回帰フェア2007」の開催につ

いて（農村振興局農村政策課都市農業・地

域交流室）

◇平成19年８月豪雨、８月秋雨前線豪雨等

に係る災害関連緊急治山等事業の採択につ

いて（林野庁森林整備部治山課山地災害対

策室）

◇日ロ漁業取締専門家会議の結果について

（水産庁資源管理部国際課）

５日㈮◇今村農林水産副大臣の出張について

～「みずほの国・防人（さきもり）応援隊」

の派遣について～（農村振興局農村政策課）

◇平成19年度第３回日本海海況予報（水産

庁増殖推進部漁場資源課、独立行政法人水

産総合研究センター）

◇「バイオ燃料導入車シンボルマーク」に

ついて（大臣官房環境バイオマス政策課）

９日㈫◇「総合食料局等契約指名停止等措置要領」

に基づく指名停止について（総合食料局食

糧部食糧貿易課）

◇産業構造審議会商品取引所分科会の開催

について（総合食料局商品取引監理官）

◇農業資材審議会農薬分科会特定農薬小委

員会（第８回）の開催について（消費・安

全局農産安全管理課農薬対策室）

◇食料供給コスト縮減検証委員会（第６回）

資料一覧について（総合食料局食料企画課）

◇第２回食料の未来を描く戦略会議の資料

について（大臣官房企画評価課）

◇「食料の未来を描く戦略会議」に係る意

見募集について（大臣官房企画評価課）

◇牛肉小売価格等の調査結果平成19年10月

第１週（10月１日～10月５日）（消費・安全

局消費・安全政策課、生産局畜産部食肉鶏

卵課）

10日㈬◇岩永農林水産副大臣の国内出張について

（生産局畜産部畜産振興課）

食品表示に関するフォーラム及びセミナー

の開催について（消費・安全局表示・規格

課食品表示・規格監視室）

◇「第４回漁業共済制度に関する意見交換

会」の開催について（水産庁漁政部漁業保

険管理官）

◇「アジア地域の植物品種保護制度に係る

協力と協調に関するシンポジウム」の結果

について（生産局種苗課）

11日㈭◇家畜飼料特別支援資金の見直しについて

（生産局畜産部畜産企画課畜産総合推進

室）

◇みなみまぐろ保存委員会第14回年次会合

（CCSBT14）の開催について（水産庁資源

管理部国際課）

◇「山形県ヒラメ資源回復計画」の作成（水

産庁資源管理部管理課、新潟漁業調整事務

所、山形県）
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◇第１回農政改革三対策緊急検討本部の開

催について（大臣官房企画評価課）

◇第２回「販売」を軸とした米システムの

あり方に関する検討会の開催及び傍聴につ

いて（総合食料局食糧部計画課）

12日㈮◇宮崎県及び鹿児島県の早期水稲の被害に

係る特例措置について（経営局保険監理官、

経営政策課）

◇全国の野生鳥獣類による農作物被害状況

について（平成18年度）（生産局農産振興課

環境保全型農業対策室）

◇国営新愛知川土地改良事業計画決定等取

消請求上告受理申立事件の不受理決定に係

る大臣談話について（農村振興局設計課）

◇第30回コーデックス連絡協議会の概要

（厚生労働省、消費・安全局国際基準課）

◇地方キャラバンの結果について（経営局

経営政策課経営安定対策室）

◇平成19年産米の検査結果（速報値）（平成

19年９月末日現在）（総合食料局食糧部消費

流通課）

◇平成19年産麦の検査結果（速報値）（平成

19年９月末日現在）（総合食料局食糧部消費

流通課）

◇北方四島周辺水域における日本漁船の操

業に関する協定に基づく政府間協議及び民

間交渉の開催について（水産庁資源管理部

国際課）

◇米国（サウスダコタ州）からの家きん、

家きん肉等の輸入一時停止措置の解除につ

いて（消費・安全局動物衛生課国際衛生対

策室）

◇今村副大臣の出張について～「みずほの

国・防人（さきもり）応援隊」の派遣につ

いて～（農村振興局農村政策課）

◇株式会社赤福が販売した商品（商品名「赤

福餅」）における不適正表示に対する措置に

ついて（消費・安全局表示・規格課食品表

示・規格監視室）

◇平成20年度環境保全経費概算要求額の公

表について（農林水産省分）（大臣官房環境

バイオマス政策課）

◇我が国周辺クロマグロ資源の利用に関す

る検討会第１回沿岸漁業ネットワーク会合

の開催について（水産庁資源管理部管理課）

◇我が国周辺クロマグロ資源の利用に関す

る検討会第１回養殖ネットワーク会合の開

催について（水産庁資源管理部管理課）

◇「知的財産権の活用による地域活性化セ

ミナー」の開催について（農村振興局農村

政策課農村整備総合調整室）

15日㈪◇澤農林水産大臣政務官の国内出張につい

て（林野庁森林整備部計画課、研究・保全

課森林保全推進室）

平成19年度間伐・間伐材利用コンクールに

ついて（森林整備部整備課造林間伐対策室）

◇瀬戸内海広域漁業調整委員会の開催につ

いて（水産庁資源管理部管理課、瀬戸内海

漁業調整事務所）

◇牛肉小売価格等の調査結果平成19年10月

第２週（10月９日～10月12日）（消費・安全

局消費・安全政策課、生産局畜産部食肉鶏

卵課）

◇日中海洋生物資源専門家小委員会の開催

について（水産庁資源管理部国際課）

◇食料・農業・農村政策審議会第３回農業

農村振興整備部会の開催について（農村振

興局事業計画課）

16日㈫◇北太平洋溯河性（さっかせい）魚類委員

会（NPAFC）第15回年次会議の結果につい

て（水産庁資源管理部国際課）

◇平成19年度（第46回）農林水産祭天皇杯

等の選賞について（大臣官房総務課）

◇第２回郷土料理百選選定委員会の開催に

ついて（農村振興局農村政策課農村整備総

合調整室）

◇第６回全国漁港漁場整備技術研究発表会

の開催について（水産庁漁港漁場整備部整

備課）

17日㈬◇動物用生物学的製剤基準の一部改正案に

ついての意見・情報の募集（消費・安全局

畜水産安全管理課）

◇米国産牛肉（牛すじ）の混載事例につい

て（消費・安全局動物衛生課、厚生労働省）

◇食料・農業・農村政策審議会企画部会地

球環境小委員会（第１回）の開催について

（大臣官房環境バイオマス政策課）

◇食用精製加工油脂の日本農林規格の改正

案等についての意見・情報（パブリックコ

メント）の募集について（消費・安全局表

示・規格課）

◇第１回『「農村振興政策推進の基本方向」
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研究会』の開催について（農村振興局農村

政策課農村整備総合調整室）

◇第６回「食品の業者間取引の表示のあり

方検討会」の開催について（消費・安全局

表示・規格課）

18日㈭◇若林農林水産大臣の海外出張について

（大臣官房国際部国際政策課）

全米熱帯まぐろ類委員会（IATTC）特別会

合の開催について（水産庁資源管理部国際

課）

◇「アグリビジネス創出フェア2007」の開

催について（農林水産技術会議事務局先端

産業技術研究課）

◇「食と農の扉」第4号発行について（農林

水産技術会議事務局技術政策課）

◇公定規格に定める含有が許される鉛の最

大量を超えた焼成汚泥肥料に係る報告徴収

について（消費・安全局農産安全管理課）

◇日中海洋生物資源専門家小委員会の結果

について（水産庁資源管理部国際課）

◇米の１人１か月当たり消費量（平成19年

８月分）（総合食料局食糧部計画課）

◇第17回国産大豆協議会の開催について

（生産局農産振興課）

◇我が国周辺クロマグロ資源の利用に関す

る検討会第１回養殖ネットワーク会合の結

果について（水産庁資源管理部管理課）

◇我が国周辺クロマグロ資源の利用に関す

る検討会第１回沿岸漁業ネットワーク会合

の結果について（水産庁資源管理部管理課）

◇北方四島周辺水域における日本漁船の操

業に関する協定に基づく政府間協議及び民

間交渉の結果について（水産庁資源管理部

国際課）

19日㈮◇飼料安全法の基準・規格に違反する事例

について（消費・安全局畜水産安全管理課）

◇「めざましごはんキャンペーン」の実施

について（総合食料局食糧部消費流通課流

通加工対策室）

◇日・ソロモン漁業協議の開催について（水

産庁資源管理部国際課）

◇日・パプアニューギニア漁業協議の開催

について（水産庁資源管理部国際課）

◇全国有機農業推進委員会（第１回）の開

催について（生産局農産振興課環境保全型

農業対策室）

◇水産政策審議会第15回漁港漁場整備分科

会の開催について（漁港漁場整備部計画課）

◇第２回「販売」を軸とした米システムの

あり方に関する検討会資料について（総合

食料局食糧部計画課需給調整対策室）

◇輸出オリエンテーションの会の開催につ

いて（大臣官房国際部国際経済課輸出促進

室）

◇第２回農林漁家民宿おかあさん100選選

定委員会の開催について（農村振興局企画

部農村政策課都市農業・地域交流室）

◇日タイ経済連携協定に基づく平成19年度

の関税割当公表について（大臣官房国際部

国際経済課）

◇国際穀物フォーラムの参加希望者の募集

について（大臣官房国際部国際経済課）

22日㈪◇瀬戸内海広域漁業調整委員会の結果につ

いて（水産庁資源管理部管理課、瀬戸内海

漁業調整事務所）

◇世界銀行の森林炭素パートナーシップ基

金への我が国の拠出について（林野庁森林

整備部研究・保全課）

◇緑資源機構の入札監視のための委員会に

ついて（林野庁森林整備部整備課）

◇知的財産権の活用に関するアドバイザー

派遣希望団体の公募について（農村振興局

企画部農村政策課農村整備総合調整室）

◇農林水産知的財産ネットワークシンポジ

ウム「農林水産・食品分野の知的財産の活

用に向けて」の開催について（農林水産技

術会議事務局先端産業技術研究課）

◇牛肉小売価格等の調査結果平成19年10月

第３週（10月15日～10月19日）（消費・安全

局消費・安全政策課、生産局畜産部食肉鶏

卵課）

◇みなみまぐろ保存委員会第14回年次会合

（CCSBT14）の結果について（水産庁資源

管理部国際課）

◇「赤福」に係る立入調査の結果概要につ

いて（消費・安全局表示・規格課食品表示・

規格監視室）

◇韓国いか釣り漁船の拿捕について（水産

庁資源管理部管理課）

◇「今後の環境保全型農業に関する検討会

（第２回）」の開催について（生産局農産振

興課環境保全型農業対策室）
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23日㈫◇飼料安全法に基づく収去飼料等の試験結

果の公表について（消費・安全局畜水産安

全管理課）

◇普通肥料の検査結果（平成19年８月分）

の公表について（消費・安全局農産安全管

理課）

◇中山間地域等総合対策検討会（第26回）

の開催について（農村振興局整備部地域整

備課中山間整備推進室）

◇平成18年度食料品消費モニター第１回定

期調査結果について（消費・安全局消費・

安全政策課、農産安全管理課、表示・規格

課）

◇「ふるさと回帰フェア2007inおおさか」

の開催について（農村振興局企画部農村政

策課都市農業・地域交流室）

24日㈬◇第２回郷土料理百選選定委員会の結果に

ついて（農村振興局企画部農村政策課農村

整備総合調整室）

我が国周辺クロマグロ資源の利用に関する

検討会第１回沖合漁業ネットワーク会合の

開催について（水産庁資源管理部管理課）

25日㈭◇全米熱帯まぐろ類委員会（IATTC）特別

会合の結果について（水産庁資源管理部管

理課）

岩永農林水産副大臣の国内出張について

～輸出促進に関する現地視察及び地域農業

者等との意見交換～（大臣官房国際部国際

経済課）

◇水産政策審議会第15回漁港漁場整備分科

会の結果について（水産庁漁港漁場整備部

計画課）

◇日中農業担当省事務次官級定期対話につ

いて（大臣官房国際部国際政策課）

◇麦製品等の取引価格の推移（平成19年９

月分）（総合食料局食糧部計画課）

◇平成19年９月の国内産米穀の卸・小売価

格の概況について（総合食料局食糧部計画

課）

◇太平洋広域漁業調整委員会及び各部会の

開催について（水産庁資源管理部管理課、

仙台漁業調整事務所）

◇食料・農業・農村政策審議会農業共済部

会（第１回）の開催について（経営局保険

課保険数理室）

◇日本海の暫定水域周辺海域での韓国漁船

の重点取締について（水産庁資源管理部管

理課）

26日㈮◇第４回日中農業担当省事務次官級定期対

話の結果（大臣官房国際部国際政策課）

◇気候変動に関する非公式閣僚会合の結果

について（林野庁森林整備部研究・保全課）

◇全国食品表示担当者会議の開催について

（消費・安全局表示・規格課食品表示・規

格監視室）

◇第５回農地政策に関する有識者会議・第

９回専門部会の合同開催について（経営局

構造改善課）

◇商品取引員に対する行政処分について

（総合食料局商品取引監理官、経済産業省）

◇漁協系統金融機関の平成18事業年度末に

おけるリスク管理債権等の状況について

（水産庁漁政部水産経営課）

◇緑のオーナー問題検討チームのとりまと

め結果について（林野庁国有林野部業務課

国有林野管理室）

◇平成19年産米の検査結果（速報値）（平成

19年10月15日現在）（総合食料局食糧部消費

流通課）

◇平成19年産麦の検査結果（速報値）（平成

19年10月15日現在）（総合食料局食糧部消費

流通課）

◇海外商品取引業者に対する行政処分につ

いて（総合食料局商品取引監理官、経済産

業省）

◇南極の海洋生物資源の保存に関する委員

会（CCAMLR）第26回年次会合の開催につ

いて（水産庁資源管理部国際課）

◇第３回「販売」を軸とした米システムの

あり方に関する検討会の開催及び傍聴につ

いて（総合食料局食糧部計画課）

◇食品の信頼確保・向上対策推進本部の開

催について（総合食料局食品産業振興課、

消費・安全局表示・規格課）

29日㈪◇産業構造審議会商品取引所分科会の開催

について（総合食料局商品取引監理官）

◇平成19年度第１回対馬暖流系アジ・サ

バ・イワシ長期漁海況予報（水産庁増殖推

進部漁場資源課、独立行政法人水産総合研

究センター）

◇第43回国際熱帯木材理事会の開催につい

て（林野庁林政部木材利用課木材貿易対策
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室）

◇第４回「ペットフードの安全確保に関す

る研究会」の開催について（消費・安全局

畜水産安全管理課）

◇第２回農政改革三対策緊急検討本部の開

催について（大臣官房企画評価課）

◇我が国周辺クロマグロ資源の利用に関す

る検討会第１回沖合漁業ネットワーク会合

の結果について（水産庁資源管理部管理課）

◇牛肉小売価格等の調査結果平成19年10月

第４週（10月22日～10月26日）（消費・安全

局消費・安全政策課、生産局畜産部食肉鶏

卵課）

◇第11回地域水産加工技術セミナーの開催

について（水産庁増殖推進部研究指導課、

独立行政法人水産総合研究センター）

30日㈫◇農林水産省における資源・環境施策に関

する説明会の開催について（大臣官房環境

バイオマス政策課バイオマス推進室）

◇北西太平洋海域における公海底魚漁業管

理に関する第３回政府間協議の結果につい

て（水産庁資源管理部国際課）

◇平成19年度（第46回）農林水産祭「実り

のフェスティバル」の開催について（大臣

官房総務課）

◇東京及び海外主要６都市における食料品

の小売価格調査結果（消費・安全局消費・

安全政策課）

◇ゴールドパック株式会社が販売したトマ

トジュース等における不適正表示に対する

措置について（消費・安全局表示・規格課

食品表示・規格監視室）

◇鹿児島漬物株式会社における農産物漬物

の不適正表示に対する措置について（消

費・安全局表示・規格課食品表示・規格監

視室）

◇「WASHOKU-Try Japan’s Good Food」

事業をアイルランド・ダブリンにて実施（大

臣官房国際部国際経済課輸出促進室）

◇食料・農業・農村政策審議会農業共済部

会（第１回）の資料について（経営局保険

課保険数理室）

◇有機農産物の登録認定機関である有限責

任中間法人民間稲作研究所認証センターに

対する認定に関する業務の改善命令及び業

務の停止命令に係る措置について（消費・

安全局表示・規格課食品表示・規格監視室）

◇知的財産分野における農林水産省と経済

産業省の連携について（大臣官房企画評価

課）

◇日豪 EPA交渉第３回交渉会合の開催に

ついて（大臣官房国際部国際経済課）

◇動物用医薬品等取締規則の一部改正案に

ついての意見・情報の募集（消費・安全局

畜水産安全管理課）

◇第２回『「農村振興政策推進の基本方向」

研究会』の開催について（農村振興局企画

部農村政策課農村整備総合調整室）

◇日韓漁業取締実務者協議の開催について

（水産庁資源管理部管理課）

◇「オーライ ニッポン山形シンポジウム」

の開催について（農村振興局企画部農村政

策課都市農業・地域交流室）

31日㈬◇岩永農林水産副大臣の海外出張について

（大臣官房国際部国際経済課）

◇クローン牛の異動報告のとりまとめにつ

いて（Ｈ19.９.１～Ｈ19.９.30異動情報提

供分）（農林水産技術会議事務局技術安全

課、生産局畜産部畜産振興課生産技術室）

◇家畜クローン研究の現状について（農林

水産技術会議事務局技術安全課、生産局畜

産部畜産振興課生産技術室）

◇谷川農林水産大臣政務官の国内出張につ

いて（生産局畜産部畜産振興課草地整備推

進室）

◇食料・農業・農村政策審議会企画部会（第

２回）の開催及び一般傍聴について（大臣

官房情報課情報分析室）

法令>

10月２日㈫◇木材統計調査規則の一部を改正する省令

（農林水産省令第78号）を公布（平成20年

１月１日施行）

３日㈬◇種苗法施行令及び国立大学法人法施行令

の一部を改正する政令（政令第308号）を公

布（平成19年12月１日施行）

◇種苗法施行規則の一部を改正する省令

（農林水産省令第79号）を公布（平成19年

12月１日施行）

４日㈭◇農地法施行規則の一部を改正する省令

（農林水産省令第80号）を公布（平成19年

11月30日施行）
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16日㈫◇砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律

施行規則の一部を改正する省令（農林水産

省令第81号）を公布（同日施行）

31日㈬◇農林物資の規格化及び品質表示の適正化

に関する法律施行規則の一部を改正する省

令（農林水産省令第82号）を公布（同日施

行）

◇家畜伝染病予防法施行規則の一部を改正

する省令（農林水産省令第83号）を公布（同

日施行）

◇犬等の輸出入検疫規則の一部を改正する

省令（農林水産省令第84号）を公布（同日

施行）

◇感染症の病原体を媒介するおそれのある

動物の輸入に関する規則の一部を改正する

省令（農林水産省令第85号）を公布（同日

施行）

◇地すべり等防止法施行規則の一部を改正

する省令（農林水産・国土交通省令第２号）

を公布（同日施行）

11 月

11月１日㈭◇日本海の暫定水域内における日韓民間合

意水域の遵守状況について（水産庁資源管

理部国際課）

◇加工食品品質表示基準等の改正説明会の

開催について 出席者の募集締め切り・２

月追加開催（消費・安全局表示・規格課）

◇2007年度第二期北西太平洋鯨類捕獲調査

（JARPN Ⅱ）釧路沖鯨類捕獲調査の終了

について（水産庁資源管理部遠洋課）

◇アルゴ計画の運用フロート数が目標の

3000台に到達（水産庁増殖推進部研究指導

課、文部科学省、気象庁、独立行政法人海

洋研究開発機構地球環境観測研究センタ

ー）

◇太平洋広域漁業調整委員会及び各部会の

結果について（水産庁資源管理部管理課、

仙台漁業調整事務所）

◇第４回農林水産省「美しい森林づくり推

進国民運動」推進本部の開催について（林

野庁森林整備部研究・保全課森林保全推進

室）

◇食料・農業・農村政策審議会食品産業部

会（第２回）の開催及び傍聴について（総

合食料局食料企画課）

◇「食と農林水産業の地域ブランド協議会」

設立総会及びパネルディスカッションの開

催（大臣官房企画評価課）

◇「JAS法の品質表示の適用範囲の拡大に

ついて」（食品の業者間取引の表示のあり方

検討会とりまとめ）に対する意見・情報の

募集について（消費・安全局表示・規格課）

２日㈮◇澤農林水産大臣政務官の海外出張につい

て（大臣官房国際部国際協力課）

◇平成18年度農村女性による起業活動実態

調査の概要（経営局普及・女性課女性・高

齢者対策推進室）

◇第４回農林水産省「美しい森林づくり推

進国民運動」推進本部の概要について（林

野庁森林整備部研究・保全課森林保全推進

室）

◇水産庁及び海上保安庁による外国漁船取

締対策会議の開催について（水産庁資源管

理部管理課）

◇平成19年度若手農林水産研究者表彰（農

林水産技術会議事務局研究開発企画官室）

◇米国（バージニア州）からの家きん、家

きん肉等の輸入一時停止措置の解除につい

て（消費・安全局動物衛生課国際衛生対策

室）

◇野菜需給調整協議会の開催について（生

産局園芸課）

◇日韓漁業取締実務者協議の結果について

（水産庁資源管理部管理課）

◇有機農業をはじめとする環境保全型農業

に関する意識・意向調査結果について（大

臣官房情報課）

◇若林農林水産大臣の第31回全国育樹祭等

への出席について（林野庁森林整備部研

究・保全課森林保全推進室・国有林野部経

営企画課、九州森林管理局）

５日㈪◇南極の海洋生物資源の保存に関する委員

会（CCAMLR）第26回年次会合の結果につ

いて（水産庁資源管理部国際課）

◇アジア森林パートナーシップ（AFP）第

７回会合の開催について（林野庁森林整備

部計画課海外林業協力室）

◇第５回教育ファーム推進研究会の開催及

び傍聴について（消費・安全局消費者情報

官）

◇林政審議会施策部会の開催及び一般傍聴
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について（林野庁林政部企画課）

◇「今後の環境保全型農業に関する検討会

（第３回）」の開催について（生産局農産振

興課環境保全型農業対策室）

◇有限会社御福餅本家が製造した商品（商

品名「御福餅」）における不適正表示に対す

る措置について（消費・安全局表示・規格

課食品表示・規格監視室）

◇第２回農山漁村活性化推進本部の開催に

ついて（農村振興局企画部農村政策課）

◇牛肉小売価格等の調査結果平成19年10月

第５週（10月29日～11月２日）（消費・安全

局消費・安全政策課、生産局畜産部食肉鶏

卵課）

◇水産政策審議会第34回資源管理分科会の

開催について（水産庁漁政部漁政課）

◇平成18年度食料品消費モニター第２回定

期調査結果について（水産庁加工流通課、

消費・安全局消費・安全政策課）

６日㈫◇日・ソロモン漁業協議の結果について（水

産庁資源管理部国際課）

◇日・パプアニューギニア漁業協議の結果

について（水産庁資源管理部国際課）

◇自然再生事業実施計画等の公表及び自然

再生専門家会議の開催について（大臣官房

環境バイオマス政策課、林野庁国有林野部

経営企画課、国土交通省）

◇第21回日中農産物貿易協議会の開催につ

いて（生産局特産振興課、大臣官房国際部

国際経済課）

◇農地政策の展開方向について（経営局構

造改善課）

◇「農商工連携」促進等による地域経済活

性化のための取組の検討について（大臣官

房企画評価課）

◇第３回「販売」を軸とした米システムの

あり方に関する検討会資料について（総合

食料局食糧部計画課需給調整対策室）

７日㈬◇水産庁及び海上保安庁による外国漁船取

締対策会議の結果について（資源管理部管

理課）

◇平成19年度「先端技術を活用した農林水

産研究高度化事業成果発表会」の開催につ

いて（農林水産技術会議事務局先端産業技

術研究課産学連携研究推進室）

◇食品に係る偽装表示事案対策に関する警

察庁と農林水産省との連携強化について

（消費・安全局表示・規格課食品表示・規

格監視室、消費・安全局畜水産安全管理課）

◇農林物資規格調査会総会の開催及び傍聴

の募集について（消費・安全局表示・規格

課）

◇高病原性鳥インフルエンザに関する特定

家畜伝染病防疫指針の一部変更案について

の意見・情報の募集について（消費・安全

局動物衛生課）

◇農林水産省知的財産戦略本部専門家会議

地域ブランドワーキンググループ（第１回）

の開催について（大臣官房企画評価課）

８日㈭◇平成19年台風９号等に係る災害関連緊急

治山等事業の採択について（林野庁森林整

備部治山課山地災害対策室）

◇第４回日中韓大型クラゲ国際ワークショ

ップの開催について（水産庁増殖推進部研

究指導課）

◇農林水産省生物多様性戦略検討会（第５

回）の開催について（大臣官房環境バイオ

マス政策課）

◇食料・農業・農村政策審議会食品産業部

会（第２回）資料について（総合食料局食

料企画課）

９日㈮◇第21回日中農産物貿易協議会（畳表）の

結果について（生産局特産振興課、大臣官

房国際部国際経済課）

◇国連漁業関係決議非公式協議の開催につ

いて（水産庁資源管理部国際課）

◇平成19年度第２回農林水産省国産農林水

産物・食品輸出促進本部の開催について（大

臣官房国際部国際経済課輸出促進室）

◇第10回日韓漁業共同委員会第３回課長級

協議及び第１回小委員会の開催について

（水産庁資源管理部国際課）

◇食品安全委員会への食品健康影響評価の

依頼について（消費・安全局畜水産安全管

理課）

◇株式会社船場吉兆が販売した食肉加工

品、菓子類等における不適正表示に対する

措置について（消費・安全局表示・規格課

食品表示・規格監視室）

◇「平成19年度田園自然再生活動コンクー

ル」審査結果について（農村振興局企画部

資源課農村環境保全室）
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◇「食品に関するリスクコミュニケーショ

ン－我が国における牛海綿状脳症（BSE）

の国内対策を考える－」の開催と参加者の

募集について（お知らせ）（内閣府、厚生労

働省、消費・安全局消費者情報官）

◇国際食料問題研究会報告書について（大

臣官房企画評価課）

◇第５回地球温暖化・森林吸収源対策推進

本部の開催について（大臣官房環境バイオ

マス政策課）

◇大西洋まぐろ類保存国際委員会

（ICCAT）第20回通常会合（年次会合）の

開催について（水産庁資源管理部国際課）

◇水産政策審議会第20回企画部会の開催に

ついて（水産庁漁政部企画課）

◇第７回「食品の業者間取引の表示のあり

方検討会」の開催について（消費・安全局

表示・規格課）

◇若林農林水産大臣の国内出張について

（消費・安全局表示・規格課、近畿農政局、

水産庁増殖推進部栽培養殖課）

12日㈪◇平成19年度第２回農林水産省国産農林水

産物・食品輸出促進本部の概要について（大

臣官房国際部国際経済課輸出促進室）

◇平成19年度有機リン系農薬の評価及び試

験方法の開発調査事業、事業推進検討委員

会（第１回）の開催について（消費・安全

局農産安全管理課農薬対策室）

◇「先端技術を活用した農林水産研究高度

化事業」の研究課題の公募について（農林

水産技術会議事務局先端産業技術研究課産

学連携研究推進室）

◇遺伝子組換え生物等の第一種使用規程の

承認申請案件に対する意見・情報の募集（消

費・安全局農産安全管理課）

◇中山間地域等総合対策検討会（第27回）

の開催について（農村振興局整備部地域整

備課中山間整備推進室）

◇平成19年度土地改良事業地区営農推進優

良事例表彰について（農村振興局企画部資

源課）

◇韓国カニ籠漁船の拿捕について（水産庁

資源管理部管理課）

◇牛肉小売価格等の調査結果平成19年11月

第１週（11月５日～11月９日）（消費・安全

局消費・安全政策課、生産局畜産部食肉鶏

卵課）

◇食料・農業・農村政策審議会第4回農業農

村振興整備部会の開催及び一般傍聴につい

て（農村振興局企画部事業計画課）

13日㈫◇加工食品品質表示基準等の改正（JAS法

の品質表示基準の適用範囲の拡大）に関す

る説明会の追加開催及び出席者の募集につ

いて（消費・安全局表示・規格課）

◇第43回国際熱帯木材理事会の結果につい

て（林野庁林政部木材利用課木材貿易対策

室）

◇平成19年産米の検査結果（速報値）（平成

19年10月末日現在）（総合食料局食糧部消費

流通課）

◇平成19年産麦の検査結果（速報値）（平成

19年10月末日現在）（総合食料局食糧部消費

流通課）

◇平成18年度食料品消費モニター第４回定

期調査結果について（総合食料局食糧部計

画課、消費・安全局消費・安全政策課）

◇第３回『「農村振興政策推進の基本方向」

研究会』の開催について（農村振興局企画

部農村政策課農村整備総合調整室）

◇水産政策審議会第34回資源管理分科会の

結果について（水産庁漁政部漁政課）

◇若林大臣と語る希望と安心の国づくり開

催及び参加者募集について（内閣府、大臣

官房情報課）

◇食料・農業・農村政策審議会企画部会（第

２回）の資料について（大臣官房情報課情

報分析室）

◇第４回「販売」を軸とした米システムの

あり方に関する検討会の開催及び傍聴につ

いて（総合食料局食糧部計画課）

◇獣医療法施行規則の一部を改正する省令

案についての意見・情報の募集について（消

費・安全局畜水産安全管理課）

14日㈬◇第３回野菜需給調整協議会の概要につい

て（生産局園芸課）

◇第４回バイオマス・アジアワークショッ

プの開催について（大臣官房環境バイオマ

ス政策課バイオマス推進室、独立行政法人

産業技術総合研究所）

◇「WASHOKU-Try Japan’s Good Food」

事業をドイツ・デュッセルドルフにて実施

（大臣官房国際部国際経済課輸出促進室、
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外務省）

◇英国からの家きん肉等の輸入一時停止措

置について（消費・安全局動物衛生課国際

衛生対策室）

15日㈭◇岩永農林水産副大臣の国内出張について

～農村女性の起業活動及び新規就農に関す

る現地視察～（経営局普及・女性課女性・高

齢者対策推進室）

◇第４回日中韓大型クラゲ国際ワークショ

ップの結果について（水産庁増殖推進部研

究指導課）

◇平成19年８月・９月度の蚕糸業需給・価

格動向について（生産局特産振興課）

16日㈮◇米国（サウスダコタ州）からの家きん肉

類等の輸入一時停止措置について（消費・

安全局動物衛生課国際衛生対策室）

◇今村農林水産副大臣の海外出張について

（大臣官房国際部国際協力課）

◇「WASHOKU-Try Japan’s Good Food」

事業をマレーシア、ポルトガル及びドバイ

にて実施（大臣官房国際部国際経済課輸出

促進室、外務省）

◇株式会社宇治森徳における緑茶（商品

名：熱湯玉露）の不適正表示に対する措置

について（消費・安全局表示・規格課食品

表示・規格監視室）

◇地域再生計画（第８回）の認定について

（農村振興局企画部農村政策課）

◇平成19年度民間部門農林水産研究開発功

績者表彰受賞者決定および表彰式の開催に

ついて（農林水産技術会議事務局）

17日㈯◇2007/2008年南極海鯨類捕獲調査船団の

出港について（水産庁資源管理部遠洋課）

19日㈪◇アジア森林パートナーシップ（AFP）第

７回会合の結果概要について（林野庁森林

整備部計画課海外林業協力室）

◇国連漁業関係決議非公式協議の結果につ

いて（水産庁資源管理部国際課）

◇平成19年度日本海さば類・マイワシ・ブ

リ長期漁況予報（水産庁増殖推進部漁場資

源課、独立行政法人水産総合研究センター）

◇第10回日韓漁業共同委員会第３回課長級

協議及び第１回小委員会の結果について

（水産庁資源管理部国際課）

◇米の１人１か月当たり消費量（平成19年

９月分）（総合食料局食糧部計画課）

◇「バイオ燃料技術革新協議会」の開催に

ついて（大臣官房環境バイオマス政策課バ

イオマス推進室）

◇第５回ペットフードの安全確保に関する

研究会の開催について（消費・安全局畜水

産安全管理課）

◇農薬登録制度に関する懇談会（第１回）

の開催及び傍聴について（消費・安全局農

産安全管理課農薬対策室）

◇第１回“農林漁家民宿おかあさん100選”

の募集について（農村振興局企画部農村政

策課都市農業・地域交流室）

◇第１回国産野菜の生産・利用拡大優良事

業者表彰の募集について（生産局園芸課流

通加工対策室）

◇19年産国内産米穀の政府買入入札公告に

ついて（総合食料局食糧部消費流通課）

◇牛肉小売価格等の調査結果平成19年11月

第２週（11月12日～11月16日）（消費・安全

局消費・安全政策課、生産局畜産部食肉鶏

卵課）

◇フラワーアレンジメント作品等の発表募

集について（生産局園芸課花き産業振興室）

◇大西洋まぐろ類保存国際委員会

（ICCAT）第20回通常会合（年次会合）の

結果について（水産庁資源管理部国際課）

◇水産政策審議会第20回企画部会の結果に

ついて（水産庁漁政部企画課）

20日㈫◇今村農林水産副大臣とコナー米国農務長

官代行、リッツ・カナダ農務農産食品大臣

との会談について（大臣官房国際部国際政

策課）

◇米価の下落や燃油の高騰により資金繰り

が悪化している農業者等に対しセーフティ

ネット資金を融通します（経営局金融調整

課）

◇林政審議会施策部会の概要について（林

野庁林政部企画課）

◇近海まぐろ延縄漁船に乗り組む外国人船

員の脱船逃亡に係る再発防止対策について

（水産庁漁政部企画課、国土交通省）

◇平成19年度「国有林野事業業務研究発表

会」（第40回）の開催について（林野庁国有

林野部業務課）

◇地方農政局長会議の開催について（大臣

官房地方課）
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◇植物防疫法施行規則の一部改正について

（消費・安全局植物防疫課検疫対策室）

21日㈬◇第３回農山漁村活性化推進本部の開催に

ついて（農村振興局企画部農村政策課）

◇第４回「販売」を軸とした米システムの

あり方に関する検討会資料について（総合

食料局食糧部計画課需給調整対策室）

◇澤農林水産大臣政務官の国内出張につい

て（大臣官房企画評価課、近畿農政局）

22日㈭◇食料・農業・農村政策審議会企画部会地

球環境小委員会林政審議会施策部会地球環

境小委員会水産政策審議会企画部会地球環

境小委員会第１回合同会議の開催について

（大臣官房環境バイオマス政策課）

◇食料・農業・農村政策審議会企画部会地

球環境小委員会（第２回）の開催について

（大臣官房環境バイオマス政策課）

◇三好商事株式会社が製造・販売した「ア

グリクール」から農薬の有効成分（アバメ

クチン）が検出されたことに伴う立入検査

の実施等について（消費・安全局農産安全

管理課農薬対策室）

◇カナダにおける対日輸出認定施設の現地

査察結果及び農場・飼料工場等の現地調査

結果について（消費・安全局動物衛生課、

厚生労働省）

◇ショルダーベーコン加工品に対する

JASマークの不正使用に係る刑事告発に

ついて（消費・安全局表示・規格課食品表

示・規格監視室、東北農政局）

26日㈪◇林政審議会施策部会地球環境小委員会の

開催について（林野庁林政部林政課）

◇地方農政局長会議の概要について（大臣

官房地方課）

◇有機農産物の登録認定機関である有限責

任中間法人民間稲作研究所認証センターに

対する業務の改善命令等について（消費・

安全局表示・規格課食品表示・規格監視室）

◇日中漁業共同委員会準備会合の開催につ

いて（資源管理部国際課）

◇バイオマスタウン構想の公表（第22回）

について（大臣官房環境バイオマス政策課

バイオマス推進室）

◇産業構造審議会商品取引所分科会の開催

について（総合食料局商品取引監理官）

◇麦製品等の取引価格の推移（平成19年10

月分）（総合食料局食糧部計画課）

◇平成19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

課）

◇「今後の環境保全型農業に関する検討会

（第４回）」の開催について（生産局農産振

興課環境保全型農業対策室）

◇韓国からの家きん肉等の輸入一時停止措

置について（消費・安全局動物衛生課国際

衛生対策室）

◇牛肉小売価格等の調査結果平成19年11月

第３週（11月19日～11月22日）（消費・安全

局消費・安全政策課、生産局畜産部食肉鶏

卵課）

◇食料・農業・農村政策審議会食糧部会の

開催について（総合食料局食糧部計画課）

27日㈫◇農業資材審議会飼料分科会及び安全性部

会の開催並びに一般傍聴について（消費・

安全局畜水産安全管理課）

◇飼料安全法に基づく収去飼料等の試験結

果の公表について（消費・安全局畜水産安

全管理課）

◇「食と農林水産業の地域ブランド協議会」

設立総会の結果について（大臣官房企画評

価課）

28日㈬◇「教育ファーム推進のための方策につい

て（最終報告書）」について（消費・安全局

消費者情報官）

◇「教育ファーム推進のための方策につい

て（中間論点整理）」についての意見・情報

の募集結果について（消費・安全局消費者

情報官）

◇第４回『「農村振興政策推進の基本方向」

研究会』の開催について（農村振興局企画

部農村政策課農村整備総合調整室）

29日㈭◇気候変動枠組条約第13回締約国会議等へ

の林野庁幹部の出席について（林野庁森林

整備部研究・保全課）

◇遺伝子組換え生物等の第一種使用規程の

承認申請案件に対する意見・情報の募集（消

費・安全局農産安全管理課）

◇平成19年度病害虫発生予報第８号の発表

について（消費・安全局植物防疫課）

◇平成19年度「国有林野事業業務研究発表

会」（第40回）の開催結果について（林野庁

国有林野部業務課）
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◇農林物資規格調査会総会の審議の概要に

ついて（消費・安全局表示・規格課）

◇法令遵守及び社会倫理に適合した行動の

より一層の徹底等について（総合食料局食

品産業振興課外食産業室）

30日㈮◇クローン牛の異動報告のとりまとめにつ

いて（Ｈ19.10.１～Ｈ19.10.31異動情報提

供分）（農林水産技術会議事務局技術安全

課、生産局畜産部畜産振興課畜産技術室）

◇「米穀の需給及び価格の安定に関する基

本指針」の公表について（総合食料局食糧

部計画課）

◇日韓農林水産技術協力委員会第40次会議

の結果概要について（大臣官房国際部国際

協力課）

◇日中漁業共同委員会準備会合の結果につ

いて（水産庁資源管理部国際課）

◇中西部太平洋まぐろ類委員会（WCPFC）

第４回年次会合の開催について（水産庁資

源管理部国際課）

◇平成19年産米の検査結果（速報値）（平成

19年11月15日現在）（総合食料局食糧部消費

流通課）

◇第２回農林業センサス等研究会の開催に

ついて（大臣官房統計部経営・構造統計課

センサス統計室）

◇「日ソ地先沖合漁業協定」に基づく日ロ

漁業委員会第24回会議の開催について（水

産庁資源管理部国際課）

◇食料・農業・農村政策審議会食糧部会の

資料について（総合食料局食糧部計画課・

食糧貿易課）

◇平成19年度環境自主行動計画フォローア

ップチーム会合（第１回）の開催と一般傍

聴者の募集について（総合食料局食品産業

企画課食品環境対策室）

◇米国（ネブラスカ州）からの家きん、家

きん肉等の輸入一時停止措置の解除につい

て（消費・安全局動物衛生課国際衛生対策

室）

◇未来の農業の姿のアイデア募集審査結果

について（大臣官房企画評価課技術調整室）

◇平成18年度末の漁村における汚水処理人

口普及率について（水産庁漁港漁場整備部

防災漁村課）

◇「第５回漁業共済制度に関する意見交換

会」の開催について（水産庁漁政部漁業保

険管理官）

◇若林大臣の海外出張について（大臣官房

国際部国際政策課）

◇「農山漁村活性化のための戦略」につい

て（農村振興局企画部農村政策課）

◇農林水産業と商業・工業等の産業間での

連携（「農商工連携」）促進等による地域経

済活性化のための取組について（大臣官房

企画評価課）

◇農地を含めた農業改革の全体像について

（大臣官房企画評価課）

法令>

11月15日㈭◇農業協同組合及び農業協同組合連合会の

信用事業に関する命令等の一部を改正する

命令（内閣府・農林水産省令第10号）を公

布（貸金業の規制等に関する法律等の一部

を改正する法律の施行の日（平成19年12月

19日）から施行）

16日㈮◇食品循環資源の再生利用等の促進に関す

る法律の一部を改正する法律の施行期日を

定める政令（政令第334号）を公布（同日施

行）

◇食品循環資源の再生利用等の促進に関す

る法律施行令の一部を改正する政令（政令

第335号）を公布（食品循環資源の再生利用

等の促進に関する法律の一部を改正する法

律の施行の日（平成19年12月１日）から施

行）

◇特定外来生物による生態系等に係る被害

の防止に関する法律施行令の一部を改正す

る政令（政令第338号）を公布（平成20年１

月１日施行）

20日㈫◇工業標準化法に基づく登録申請手数料の

額の計算等に関する省令の一部を改正する

省令（厚生労働省・農林水産省・経済産業

省・国土交通省令第３号）を公布（第１条

の規定は特定機器に係る適合性評価の欧州

共同体及びシンガポール共和国との相互承

認の実施に関する法律の一部を改正する法

律の施行の日（平成19年11月20日）から、

第２条の規定は適合性評価手続の結果の相

互承認に関する日本国とアメリカ合衆国と

の間の協定の効力発生の日から施行）

◇植物防疫法施行規則の一部を改正する省
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令（農林水産省令第86号）を公布（同日施

行）

21日㈬◇消費生活用製品安全法の一部を改正する

法律（法律第117号）を公布（公布の日から

起算して１年６月を超えない範囲内におい

て政令で定める日から施行）

◇国等における温室効果ガス等の排出の削

減に配慮した契約の推進に関する法律の施

行期日を定める政令（政令第343号）の公布

（同日施行）

◇国等における温室効果ガス等の排出の削

減に配慮した契約の推進に関する法律第２

条第３項の法人を定める政令（政令第344

号）の公布（国等における温室効果ガス等

の排出の削減に配慮した契約の推進に関す

る法律の施行の日（平成19年11月22日）か

ら施行）

30日㈮◇指定漁業の許可及び取締り等に関する省

令の一部を改正する省令（農林水産省令第

87号）の公布（別表第２沖合底びき網漁業

の項第１号ロ(160)から(163)までの改正規

定は平成20年１月１日から、同表大中型ま

き網漁業の項第１号ネの改正規定は平成19

年12月１日から施行）

◇家畜伝染病予防法施行規則の一部を改正

する省令（農林水産省令第88号）の公布（平

成19年12月１日から施行）

◇植物防疫法施行規則の一部を改正する省

令（農林水産省令第89号）の公布（平成19

年12月１日から施行）

◇農林水産省組織規則の一部を改正する省

令（農林水産省令第90号）の公布（平成19

年12月１日から施行）

◇食品循環資源の再生利用等の促進に関す

る食品関連事業者の判断の基準となるべき

事項を定める省令の一部を改正する省令

（財務省・厚生労働省・農林水産省・経済

産業省・国土交通省・環境省令第２号）の

公布（食品循環資源の再生利用等の促進に

関する法律の一部を改正する法律（平成19

年法律第83号）の施行の日（平成19年12月

１日）から施行）

◇食品廃棄物等多量発生事業者の定期の報

告に関する省令（財務省・厚生労働省・農

林水産省・経済産業省・国土交通省・環境

省令第３号）の公布（食品循環資源の再生

利用等の促進に関する法律の一部を改正す

る法律（平成19年法律第83号）の施行の日

（平成19年12月１日）から施行）

◇食品循環資源の再生利用等の促進に関す

る法律に基づく再生利用事業計画の認定に

関する省令の一部を改正する省令（財務

省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・

国土交通省・環境省令第４号）の公布（食

品循環資源の再生利用等の促進に関する法

律の一部を改正する法律（平成19年法律第

83号）の施行の日（平成19年12月１日）か

ら施行）

◇食品循環資源の再生利用等の促進に関す

る法律第23条第１項の規定による立入検査

をする職員の携帯する身分を示す証明書の

様式を定める省令の一部を改正する省令

（財務省・厚生労働省・農林水産省・経済

産業省・国土交通省・環境省令第５号）の

公布（食品循環資源の再生利用等の促進に

関する法律の一部を改正する法律（平成19

年法律第83号）の施行の日（平成19年12月

１日）から施行）

◇食品循環資源の再生利用等の促進に関す

る法律に基づく再生利用事業を行う者の登

録に関する省令の一部を改正する省令（農

林水産省・経済産業省・環境省令第１号）

の公布（食品循環資源の再生利用等の促進

に関する法律の一部を改正する法律（平成

19年法律第83号）の施行の日（平成19年12

月１日）から施行）

◇食品循環資源の再生利用等の促進に関す

る法律第23条第２項の規定による立入検査

をする職員の携帯する身分を示す証明書の

様式を定める省令の一部を改正する省令

（農林水産省・経済産業省・環境省令第２

号）の公布（食品循環資源の再生利用等の

促進に関する法律の一部を改正する法律

（平成19年法律第83号）の施行の日（平成

19年12月１日）から施行）

◇食品循環資源の再生利用等の促進に関す

る法律第２条第６項の基準を定める省令

（農林水産省・環境省令第５号）の公布（食

品循環資源の再生利用等の促進に関する法

律の一部を改正する法律（平成19年法律第

83号）の施行の日（平成19年12月１日）か

ら施行）
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◇食品循環資源の再生利用等の促進に関す

る法律第２条第６項の方法を定める省令の

一部を改正する省令（農林水産省・環境省

令第６号）の公布（食品循環資源の再生利

用等の促進に関する法律の一部を改正する

法律（平成19年法律第83号）の施行の日（平

成19年12月１日）から施行）

12 月

12月３日㈪◇林政審議会施策部会地球環境小委員会の

概要について（林野庁林政部林政課）

◇ポーランドからの家きん肉等の輸入一時

停止措置について（消費・安全局動物衛生

課国際衛生対策室）

◇普通肥料の検査結果（平成19年９月）の

公表について（消費・安全局農産安全管理

課）

◇第６回水稲平年収量に関する検討会の開

催について（大臣官房統計部生産流通消費

統計課）

◇「ペットフードの安全確保について（中

間とりまとめ）」の意見・情報の募集につい

て（消費・安全局畜水産安全管理課）

◇シンガポールにおける「WASHOKU-

Try Japan’s Good Food」事業の実施につ

いて（大臣官房国際部国際経済課輸出促進

室）

◇牛肉小売価格等の調査結果平成19年11月

第４週（11月26日～11月30日）（消費・安全

局消費・安全政策課、生産局畜産部食肉鶏

卵課）

４日㈫◇産業構造審議会商品取引所分科会の開催

について（総合食料局商品取引監理官）

◇食料・農業・農村政策審議会第５回農業

農村振興整備部会の開催及び一般傍聴につ

いて（農村振興局企画部事業計画課）

５日㈬◇平成20年産米の都道府県別の需要量に関

する情報について（総合食料局食糧部計画

課需給調整対策室）

◇農薬登録制度に関する懇談会（第２回）

の開催及び傍聴について（消費・安全局農

産安全管理課農薬対策室）

◇「加工食品品質表示基準等の改正（JAS

法の品質表示基準の適用範囲の拡大）に関

する説明会」の２月追加開催について（２

月18日、20日、21日出席者募集締め切り）

（消費・安全局表示・規格課）

◇野中商店における不適正表示に対する措

置について（消費・安全局表示・規格課食

品表示・規格監視室）

◇第３回「食料の未来を描く戦略会議」の

開催について（大臣官房企画評価課）

◇加工食品品質表示基準等の一部改正案に

対する意見・情報の募集について（消費・

安全局表示・規格課）

６日㈭◇海外商品取引業者に対する行政処分につ

いて（総合食料局商品取引監理官、経済産

業省）

◇平成19年度環境自主行動計画フォローア

ップチーム会合（第２回）の開催と一般傍

聴者の募集について（総合食料局食品産業

企画課食品環境対策室）

◇ベナン共和国からの家きん肉等の輸入一

時停止措置について（消費・安全局動物衛

生課国際衛生対策室）

◇食料・農業・農村政策審議会農業農村振

興整備部会平成19年度第２回技術小委員会

の開催及び一般傍聴について（農村振興局

企画部事業計画課）

◇第５回「販売」を軸とした米システムの

あり方に関する検討会の開催及び傍聴につ

いて（総合食料局食糧部計画課）

７日㈮◇中西部太平洋まぐろ類委員会（WCPFC）

第４回年次会合の結果について（水産庁資

源管理部国際課）

◇平成19年度第２回地産地消推進検討会

（生産局生産技術課）

◇第10回日韓漁業共同委員会第２回小委員

会の開催について（水産庁資源管理部国際

課）

◇第31回コーデックス連絡協議会の開催及

び一般傍聴の募集について（厚生労働省、

消費・安全局国際基準課）

◇食料・農業・農村政策審議会家畜衛生部

会第５回プリオン病小委員会の開催につい

て（消費・安全局動物衛生課、畜水産安全

管理課）

◇若林農林水産大臣の国内出張について

（総合食料局流通課、林野庁森林整備部研

究・保全課、大臣官房情報課）

10日㈪◇農林水産関連企業設備投資動向調査（平

成19年３月31日現在）の結果について（総
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合食料局食品産業企画課）

◇牛肉小売価格等の調査結果平成19年12月

第１週（12月３日～12月７日）（消費・安全

局消費・安全政策課、生産局畜産部食肉鶏

卵課）

◇平成19年度の「その他の乳製品」等の関

税割当公表（第２次）について（大臣官房

国際部国際経済課）

◇平成19年産米の政府買入入札結果（平成

19年11月）（総合食料局食糧部消費流通課）

11日㈫◇農林水産公共事業のコスト縮減対策の概

要について（大臣官房予算課）

12日㈬◇食品安全委員会への食品健康影響評価の

依頼（消費・安全局畜水産安全管理課）

◇食料・農業・農村政策審議会企画部会地

球環境小委員会（第３回）の開催について

（大臣官房環境バイオマス政策課）

13日㈭◇動物検疫所広報キャンペーンのお知らせ

（消費・安全局動物衛生課国際衛生対策室）

◇第３回郷土料理百選選定委員会の開催に

ついて（農村振興局企画部農村政策課農村

整備総合調整室）

14日㈮◇「日ソ地先沖合漁業協定」に基づく日ロ

漁業委員会第24回会議の結果について（水

産庁資源管理部国際課）

◇三好商事株式会社が製造・販売した「ア

グリクール」から農薬の有効成分（アバメ

クチン）が検出されたことに伴う同社の販

売・回収状況について（消費・安全局農産

安全管理課農薬対策室）

◇国際獣疫事務局（OIE）によるステータス

評価について（消費・安全局動物衛生課）

◇平成19年産米の検査結果（速報値）（平成

19年11月末日現在）（総合食料局食糧部消費

流通課）

◇米穀卸売業者の経営状況等調査結果につ

いて（総合食料局食糧部計画課、総合食料

局食糧部消費流通課）

◇平成19年産麦の検査結果（速報値）（平成

19年11月末日現在）（総合食料局食糧部消費

流通課）

◇食料・農業・農村政策審議会家畜衛生部

会第５回プリオン病小委員会の概要につい

て（消費・安全局動物衛生課、消費・安全

局畜水産安全管理課）

◇有機 JAS認定ほ場におけるアグリクー

ルの使用状況調査結果等について（消費・

安全局表示・規格課）

◇有機 JAS規格の格付方法に関する検討

会の設置について（消費・安全局表示・規

格課）

◇「農村振興政策推進の基本方向」研究会

中間とりまとめについて（農村振興局企画

部農村政策課農村整備総合調整室）

◇「農林水産省環境報告書2007」の公表に

ついて（大臣官房環境バイオマス政策課）

◇大麦・はだか麦の安定生産に関するシン

ポジウム開催について（生産局農産振興課）

◇第２回我が国周辺クロマグロ資源の利用

に関する検討会の開催について（平成19年

12月14日）（水産庁資源管理部管理課）

◇第５回「販売」を軸とした米システムの

あり方に関する検討会資料について（総合

食料局食糧部計画課需給調整対策室）

17日㈪◇特定防除資材としての指定が保留されて

いる資材の取扱い（案）に関するご意見・

情報の募集について（消費・安全局農産安

全管理課農薬対策室）

◇「先端技術を活用した農林水産研究高度

化事業（緊急課題即応型調査研究）」の研究

課題の公募について（農林水産技術会議事

務局先端産業技術研究課産学連携研究推進

室）

◇気候変動枠組条約第13回締約国会議

（COP13）等の結果について（林野庁森林

整備部研究・保全課）

◇第３回「食料の未来を描く戦略会議」の

資料について（大臣官房企画評価課）

◇米の１人１か月当たり消費量（平成19年

10月分）（総合食料局食糧部計画課）

◇地方農政局等における知的財産相談窓口

の設置について（大臣官房企画評価課）

◇地域に根ざした食育コンクール2007審査

結果の公表及び表彰式・発表展示会の開催

について（消費・安全局消費者情報官）

◇第10回日韓漁業共同委員会第２回小委員

会及び第10回日韓漁業共同委員会の結果に

ついて（水産庁資源管理部国際課）

◇牛肉小売価格等の調査結果平成19年12月

第２週（12月10日～12月14日）（消費・安全

局消費・安全政策課、生産局畜産部食肉鶏

卵課）
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18日㈫◇第２回我が国周辺クロマグロ資源の利用

に関する検討会の結果について（水産庁資

源管理部管理課）

◇「農山漁村の郷土料理百選」等の選定に

ついて（農村振興局企画部農村政策課農村

整備総合調整室）

19日㈬◇2007年農林水産研究成果10大トピックス

の選定について（農林水産技術会議事務局

技術政策課）

◇平成19年度第２回太平洋イワシ・アジ・

サバ等長期漁海況予報（水産庁増殖推進部

漁場資源課、独立行政法人水産総合研究セ

ンター）

◇農林物資規格調査会総会の開催及び傍聴

の募集について（消費・安全局表示・規格

課）

◇「遺伝子組換え農作物に関する第２回コ

ミュニケーション」の開催及び参加者の募

集について（農林水産技術会議事務局技術

安全課）

20日㈭◇第３回農政改革三対策緊急検討本部の開

催について（大臣官房企画評価課）

◇平成20年度農業農村整備事業予算一次内

示の概要（農村振興局整備部設計課）

◇平成20年度税制改正予定事項（経営局総

務課調整室）

◇一次内示主要新規事項について（大臣官

房予算課）

◇平成19年度補正予算及び平成20年度予算

関係参考資料（大臣官房予算課）

◇平成20年度農林水産予算内示の概要につ

いて（大臣官房予算課）

◇平成19年度農林水産関係補正予算の概要

について（大臣官房予算課）

◇平成19砂糖年度１月―３月期における砂

糖及び異性化糖の需給見通し（生産局特産

振興課）

◇燃油高騰対策推進プロジェクトチームの

設置等について（水産庁漁政部加工流通課）

21日㈮◇事務折衝の主要事項について（大臣官房

予算課）

◇BSE確定診断の結果について（34例目）

（消費・安全局動物衛生課）

◇消費生活用製品の重大製品事故に係る公

表について（消費・安全局消費・安全政策

課、生産局生産技術課資材対策室）

◇暖房をほどほどにして鍋料理で暖まろう

（秋冬野菜の消費拡大について）（生産局園

芸課）

◇クローン牛の異動報告のとりまとめにつ

いて（Ｈ19年11月１日～Ｈ19年11月30日異

動情報提供分）（農林水産技術会議事務局技

術安全課、生産局畜産部畜産振興課畜産技

術室）

◇第５回田園自然再生シンポジウムの開催

について（農村振興局企画部資源課農村環

境保全室）

◇「地球温暖化が農林水産業に与える影響

と対策」（農林水産研究開発レポートNo.

23）の発行（農林水産技術会議事務局技術

政策課）

◇養鶏場における飼養衛生管理等の一斉調

査等について（消費・安全局動物衛生課）

◇第２回食品の信頼確保・向上対策推進本

部の開催について（総合食料局食品産業振

興課、消費・安全局表示・規格課）

22日㈯◇大臣折衝関係項目の説明（大臣官房予算

課）

◇平成20年度農林水産予算内示額の局別概

要（12/22現在）（大臣官房予算課）

◇平成20年度農林水産予算内示額の局別概

要（事務折衝結果）（大臣官房予算課）

◇大臣折衝事項について（大臣官房予算課）

24日㈪◇平成20年度農林水産予算主要施策別概算

決定の概要（大臣官房予算課）

◇平成20年度農林水産予算概算決定の概要

（大臣官房予算課）

25日㈫◇菓子業界における社内総点検の実施結果

の公表について（第１報）（総合食料局食品

産業振興課）

◇麦製品等の取引価格の推移（平成19年11

月分）（総合食料局食品産業振興課）

◇平成19年11月の国内産米穀の卸・小売価

格の概況について（総合食料局食糧部計画

課）

◇ドミニカ共和国からの家きん肉等の輸入

一時停止措置について（消費・安全局動物

衛生課国際衛生対策室）

◇牛肉小売価格等の調査結果平成19年12月

第３週（12月17日～12月21日）（消費・安全

局消費・安全政策課、生産局畜産部食肉鶏

卵課）
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26日㈬◇「再就職状況の公表」及び「認可法人、

公益法人役員への就任に係る報告状況の公

表」について（大臣官房秘書課）

◇預託等取引業者に対する行政処分につい

て（総合食料局商品取引監理官）

◇「主要木材の短期需給見通し（平成20年

第１四半期及び平成20年第２四半期）」につ

いて（林政部木材利用課）

◇農薬登録制度に関する懇談会（第３回）

の開催及び傍聴について（消費・安全局農

産安全管理課農薬対策室）

◇収去した飼料等の試験結果の公表につい

て（消費・安全局畜水産安全管理課）

◇若林農林水産大臣の大田市場の視察につ

いて（総合食料局流通課卸売市場室）

◇「中長期的な展望に立った海岸保全検討

会中間取りまとめ」に関する意見募集につ

いて（農村振興局整備部防災課、水産庁漁

港漁場整備部防災漁村課、国土交通省）

◇株式会社アドバンテッジホールディング

スの産業活力再生特別措置法に基づく経営

資源再活用計画の変更認定について（総合

食料局食品産業振興課）

27日㈭◇林野庁等における指名停止措置について

（林野庁国有林野部管理課、大臣官房経理

課、農村振興局整備部設計課施工企画調整

室）

◇農業資材審議会飼料分科会家畜栄養部会

の開催及び一般傍聴について（消費・安全

局畜水産安全管理課）

◇料理の自給率計算ソフト（クッキング自

給率）平成18年度データアップデートにつ

いて（総合食料局食料企画課）

◇植物防疫法施行規則の一部改正等につい

ての意見・情報の募集について（消費・安

全局植物防疫課検疫対策室）

法令>

12月３日㈪◇特定工場における公害防止組織の整備に

関する法律施行規則の一部を改正する省令

（財務省・厚生労働省・農林水産省・経済

産業省・国土交通省・環境省令第６号）の

公布（同日施行）

◇水産資源保護法施行規則の一部を改正す

る省令（農林水産省令第91号）の公布（平

成20年１月１日施行）

◇農業経営統計調査規則の一部を改正する

省令（農林水産省令第92号）の公布（平成

20年１月１日施行）

12日㈬◇学校教育法等の一部を改正する法律の施

行に伴う関係政令の整備に関する政令（政

令第363号）の公布（学校教育法等の一部を

改正する法律の施行の日（平成19年12月26

日）から施行）

14日㈮◇証券決済制度等の改革による証券市場の

整備のための関係法律の整備等に関する法

律の施行に伴う関係政令の整備等に関する

政令（政令第369号）の公布（平成20年１月

４日施行）

19日㈬◇商品取引所法施行規則の一部を改正する

省令（農林水産省・経済産業省令第６号）

の公布（貸金業の規制等に関する法律施行

令の一部を改正する政令の施行の日（平成

19年12月19日）から施行）

20日㈭◇農林漁業団体職員共済組合の財務及び会

計に関する省令の一部を改正する省令（農

林水産省令第93号）の公布（平成20年１月

４日施行）

21日㈮◇犯罪利用預金口座等に係る資金による被

害回復分配金の支払等に関する法律（法律

第133号）を公布（公布の日から起算して６

月を経過した日から施行）

◇法律第134号鳥獣による農林水産業等に

係る被害の防止のための特別措置に関する

法律（法律第134号）の公布（公布の日から

起算して２月を経過した日から施行）

◇中小企業等協同組合法施行規則の一部を

改正する命令（内閣府・財務省・厚生労働

省・農林水産省・経済産業省・国土交通省

令第５号）を公布（平成19年12月22日施行）

◇農業協同組合及び農業協同組合連合会の

信用事業に関する命令等の一部を改正する

命令（内閣府・農林水産省令第11号）を公

布（平成19年12月22日施行）

◇農業協同組合法施行規則の一部を改正す

る省令（農林水産省令第94号）を公布（平

成19年12月22日施行）

27日㈭◇特定外来生物による生態系等に係る被害

の防止に関する法律施行規則の一部を改正

する省令（農林水産省・環境省令７号）を

公布（平成20年１月１日施行）

◇競馬法及び日本中央競馬会法の一部を改
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正する法律の施行期日を定める政令（政令

第387号）を公布（同日施行）

◇競馬法及び日本中央競馬会法の一部を改

正する法律の施行に伴う関係政令の整備に

関する政令（政令第388号）を公布（競馬法

及び日本中央競馬会法の一部を改正する法

律の施行の日（平成20年１月１日）から施

行）

◇日本中央競馬会の平成20事業年度におけ

る日本中央競馬会法第29条の２第３項の割

合を定める政令（政令第389号）を公布（同

日施行）

◇水産業協同組合法施行令及び中小漁業融

資保証法施行令の一部を改正する政令（政

令第392号）を公布（平成20年４月１日施行）

◇競馬法施行規則及び地方競馬全国協会の

財務及び会計に関する省令の一部を改正す

る省令（農林水産省令第95号）を公布（競

馬法及び日本中央競馬会法の一部を改正す

る法律の施行の日（平成20年１月１日）か

ら施行）

１ 月

１月４日㈮◇「生産調整目標達成のための合意書」の

締結について（総合食料局食糧部計画課）

７日㈪◇韓国いか釣り漁船の拿捕について（水産

庁資源管理部管理課）

◇第４回「食料の未来を描く戦略会議」の

開催について（大臣官房企画評価課）

◇牛肉小売価格等の調査結果平成19年12月

第４週（12月25日～12月28日）（消費・安全

局消費・安全政策課、生産局畜産部食肉鶏

卵課）

８日㈫◇岩永農林水産副大臣の海外出張について

（生産局畜産部食肉鶏卵課食肉需給対策

室）

◇「環境に配慮した病害虫の防ぎ方～総合

的病害虫・雑草管理（IPM）に関するフォ

ーラム～」の開催及び出席者の募集につい

て（消費・安全局消費者情報官）

◇平成19年度飼料問題懇談会の開催につい

て（生産局畜産部畜産振興課需給対策室）

９日㈬◇「食品に関するリスクコミュニケーショ

ン（OIEコードの改正等に関する意見交換

会）」の開催及び出席者の募集について（消

費・安全局消費者情報官）

◇ BSE患畜（34例目）に関する情 報

（BSE34例目の疫学調査第１報）（消費・安

全局動物衛生課）

10日㈭◇BSE患畜（34例目）に関する情報

（BSE34例目の疫学調査第2報）（消費・安

全局動物衛生課）

◇韓国いか釣り漁船の拿捕について（水産

庁資源管理部管理課）

◇平成19年度先端技術を活用した農林水産

研究高度化事業（リスク管理型）の新規採

択課題の決定について（農林水産技術会議

事務局先端産業技術研究課産学連携研究推

進室）

◇平成19年度先端技術を活用した農林水産

研究高度化事業（緊急課題即応型調査研究）

の新規採択課題の決定について（農林水産

技術会議事務局先端産業技術研究課産学連

携研究推進室）

11日㈮◇商品取引員に対する行政処分について

（総合食料局商品取引監理官、経済産業省）

◇米国産牛肉（牛すじ）の混載事例に関す

る米国農務省の調査報告書の提出について

（消費・安全局動物衛生課）

◇食品安全委員会への食品健康影響評価の

依頼について（消費・安全局畜水産安全管

理課）

◇日中漁業共同委員会準備会合の開催につ

いて（水産庁資源管理部国際課）

◇「日本型バイオ燃料生産拡大対策に関す

る意見交換会」の開催について（大臣官房

環境バイオマス政策課バイオマス推進室）

◇日・モロッコ政府間漁業協議の開催につ

いて（水産庁資源管理部国際課）

◇第６回「販売」を軸とした米システムの

あり方に関する検討会の開催及び傍聴につ

いて（総合食料局食糧部計画課）

◇「企業の森づくりフェア2008」（大阪・東

京）の開催について（林野庁森林整備部研

究・保全課森林保全推進室）

12日㈯◇米国産牛肉（牛肉及び舌）の混載事例に

ついて（消費・安全局動物衛生課、厚生労

働省）

15日㈫◇食料・農業・農村政策審議会平成19年度

第２回畜産部会の開催及び傍聴について

（生産局畜産部畜産企画課畜産総合推進

室）
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◇食料缶詰及び食料瓶詰についての製造業

者等の認定の技術的基準の一部改正案につ

いての意見・情報（パブリックコメント）

の募集について（消費・安全局表示・規格

課）

◇調理冷凍食品についての製造業者等の認

定の技術的基準の一部改正案についての意

見・情報（パブリックコメント）の募集に

ついて（消費・安全局表示・規格課）

◇ぶどう糖についての製造業者等の認定の

技術的基準の一部改正案についての情報・

情報（パブリックコメント）の募集につい

て（消費・安全局表示・規格課）

◇異性化液糖及び砂糖混合異性化液糖につ

いての製造業者等の認定の技術的基準の一

部改正案についての意見・情報（パブリッ

クコメント）の募集について（消費・安全

局表示・規格課）

◇第８回政策評価会生産局専門部会の開催

案内（生産局総務課生産推進室）

◇平成19年産米の検査結果（速報値）（平成

19年12月末日現在）（総合食料局食糧部消費

流通課）

◇普通肥料の検査結果（平成19年10月）の

公表について（消費・安全局農産安全管理

課）

◇平成19年国内産米穀のカドミウム含有状

況の調査結果について（消費・安全局農産

安全管理課）

◇「今後の環境保全型農業に関する検討会

（第５回）」の開催について（生産局農産振

興課環境保全型農業対策室）

◇牛肉小売価格等の調査結果平成20年１月

第２週（１月７日～１月11日）（消費・安全

局消費・安全政策課、生産局畜産部食肉鶏

卵課）

◇第４回「食料の未来を描く戦略会議」の

資料について（大臣官房企画評価課）

16日㈬◇第９回日中漁業共同委員会の開催につい

て（水産庁資源管理部国際課）

◇食料・農業・農村政策審議会農業共済部

会の開催について（経営局保険課保険数理

室）

◇株式会社カワマツ及び新津さつき農業協

同組合における不適正表示に対する措置に

ついて（消費・安全局表示・規格課食品表

示・規格監視室）

◇平成19年10月・11月度の蚕糸業需給・価

格動向について（生産局特産振興課）

◇第21次南極海鯨類捕獲調査に対する妨害

について（水産庁資源管理部遠洋課）

◇平成19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

部国際経済課）

17日㈭◇緑資源機構の入札監視のための委員会に

ついて（林野庁森林整備部整備課）

◇「見て 聞いて 植物検疫～海外の病害

虫から日本の農産物を守る～」の開催及び

出席者の募集について（消費・安全局消費

者情報官）

◇平成20年度「新たな農林水産政策を推進

する実用技術開発事業」の研究課題の公募

について（農林水産技術会議事務局先端産

業技術研究課産学連携研究推進室）

◇平成20年度競争的研究資金制度の説明会

について（農林水産技術会議事務局先端産

業技術研究課産学連携研究推進室）

◇イラン・イスラム共和国からの家きん肉

等の輸入一時停止措置について（消費・安

全局動物衛生課国際衛生対策室）

◇農林物資規格調査会総会の審議の概要に

ついて（消費・安全局表示・規格課）

18日㈮◇第21次南極海鯨類捕獲調査に対する妨害

について（水産庁資源管理部遠洋課）

◇日・モロッコ政府間漁業協議の結果につ

いて（水産庁資源管理部国際課）

◇水産政策審議会第21回企画部会の開催に

ついて（水産庁漁政部企画課）

◇第９回日中漁業共同委員会の結果につい

て（水産庁資源管理部国際課）

21日㈪◇バイオ燃料政策に関する国際シンポジウ

ムの開催について（大臣官房環境バイオマ

ス政策課バイオマス推進室）

◇でん粉に関する協議会の開催について

（生産局特産振興課）

◇牛肉小売価格等の調査結果平成20年１月

第３週（１月15日～１月18日）（消費・安全

局消費・安全政策課、生産局畜産部食肉鶏

卵課）

22日㈫◇第31回コーデックス連絡協議会の概要

（厚生労働省、消費・安全局国際基準課）

◇米の１人１か月当たり消費量（平成19年
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11月分）（総合食料局食糧部計画課）

◇第６回「販売」を軸とした米システムの

あり方に関する検討会資料について（総合

食料局食糧部計画課需給調整対策室）

23日㈬◇第７回「販売」を軸とした米システムの

あり方に関する検討会の開催及び傍聴につ

いて（総合食料局食糧部計画課）

◇食料・農業・農村政策審議会企画部会地

球環境小委員会（第４回）の開催について

（大臣官房環境バイオマス政策課）

◇平成19年度有機リン系農薬の評価及び試

験方法の開発調査事業、事業推進検討委員

会（第２回）の開催について（消費・安全

局農産安全管理課農薬対策室）

◇有機 JAS規格の格付方法に関する検討

会（第１回）の開催及び傍聴の募集につい

て（消費・安全局表示・規格課、）

◇平成19年度「農林水産省男女共同参画推

進本部と農山漁村女性との集い」の開催に

ついて（経営局普及・女性課女性・高齢者

対策推進室）

◇アルゼンチン産レモンの生果実の輸入に

係る農林水産大臣が定める基準の一部改正

について（消費・安全局植物防疫課検疫対

策室）

◇日本型バイオ燃料生産拡大対策に関する

意見交換会について（会場変更のお知らせ）

（大臣官房環境バイオマス政策課バイオマ

ス推進室）

24日㈭◇平成20年度予算案における環境保全経費

の概要について（農林水産省分）（大臣官房

環境バイオマス政策課）

25日㈮◇国際フィッシングショー2008への出展に

ついて（水産庁資源管理部沿岸沖合課）

◇第６回2008年漁業センサス研究会の開催

について（大臣官房統計部経営・構造統計

課センサス統計室）

◇飼料安全法に基づく収去飼料等の試験結

果の公表について（消費・安全局畜水産安

全管理課）

◇平成18年度畜水産物中のダイオキシン類

の実態調査の結果について（消費・安全局

畜水産安全管理課、水産庁増殖推進部漁場

資源課）

◇麦製品等の取引価格の推移（平成19年12

月分）（総合食料局食糧部計画課）

◇平成19年12月の国内産米穀の卸・小売価

格の概況（総合食料局食糧部計画課）

◇カナダからの家きん、家きん肉等の輸入

一時停止措置の解除について（消費・安全

局動物衛生課国際衛生対策室）

◇クローン牛の異動報告のとりまとめにつ

いて（Ｈ19年12月１日～Ｈ19年12月31日異

動情報提供分）（農林水産技術会議事務局技

術安全課、生産局畜産部畜産振興課畜産技

術室）

◇若林農林水産大臣の海外出張について

（大臣官房国際部国際政策課）

28日㈪◇農産物検査規格検討会の開催について

（総合食料局食糧部消費流通課）

◇農産物商品市場の機能強化に関する研究

会の開催について（第１回）（総合食料局商

品取引監理官）

◇平成19年度農林水産政策研究所シンポジ

ウム農業環境政策の展望と課題（－洞爺湖

サミットに向けて－）の開催（農林水産政

策研究所）

◇農林水産省知的財産戦略本部専門家会議

地域ブランドワーキンググループ（第２回）

の開催について（大臣官房企画評価課）

◇韓国はえ縄漁船の拿捕について（水産庁

資源管理部管理課）

◇水産政策審議会第21回企画部会の結果に

ついて（水産庁漁政部企画課）

◇牛肉小売価格等の調査結果平成20年１月

第４週（１月21日～１月25日）（消費・安全

局消費・安全政策課、生産局畜産部食肉鶏

卵課）

◇第１回原油価格高騰等の漁業をめぐる状

況変化への理解醸成のための協議会の開催

について（水産庁漁政部加工流通課）

◇世界自然遺産「知床」の保全状況に係る

調査団の招聘について（林野庁森林整備部

研究・保全課森林保全推進室）

29日㈫◇日本海の暫定水域に隣接する海域で実施

した海底清掃による韓国密漁漁具の回収実

績について（水産庁資源管理部国際課）

◇平成19年の水産庁による外国漁船取締実

績について（水産庁資源管理部管理課）

◇消費生活用製品の事故情報の公表につい

て（消費・安全局消費・安全政策課、生産

局生産技術課資材対策室）
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◇「農林漁家民宿おかあさん100選」第１回

選定結果について（農村振興局企画部農村

政策課都市農業・地域交流室、国土交通省）

◇平成18年度食料品消費モニター第３回定

期調査結果について（消費・安全局消費・

安全政策課）

◇林業経営体の森林施業に関する意向調査

結果について（大臣官房情報課）

◇食料・農業・農村政策審議会農業共済部

会の資料について（経営局保険課保険数理

室）

30日㈬◇中国産冷凍ギョウザが原因と疑われる健

康被害事例の発生に対する農林水産省の対

応について（消費・安全局消費・安全政策

課、総合食料局食品産業振興課外食産業室）

◇「農業農村整備における地球温暖化対応

検討会」とりまとめについて（農村振興局

企画部事業計画課）

◇水土里（みどり）フォーラムの開催につ

いて（農村振興局整備部設計課）

◇家畜排せつ物法施行状況調査の結果につ

いて（生産局畜産部畜産企画課畜産環境・

経営安定対策室）

◇第１回漁港漁村関係海岸・防災・災害対

策実務者セミナーの開催について（漁港漁

場整備部防災漁村課）

31日㈭◇薬物中毒被害の拡大防止のための業界対

応窓口の設置及び情報の提供について（２

月１日タイトル修正）（総合食料局食品産業

振興課外食産業室）

◇平成19年の農林水産物等輸出実績（速報）

について（大臣官房国際部国際経済課輸出

促進室）

◇平成19年度優良担い手表彰・発表につい

て（経営局経営政策課）

◇食品の期限表示に関するパンフレットの

作成について（知っていますか食品の期限

表示 ）（消費・安全局表示・規格課、厚生

労働省）

◇農林物資規格調査会部会（合板）の開催

及び傍聴の募集について（消費・安全局表

示・規格課）

◇食料・農業・農村政策審議会平成19年度

第２回畜産部会の概要について（生産局畜

産部畜産企画課畜産総合推進室）

◇水産政策審議会第35回資源管理分科会の

開催について（水産庁漁政部漁政課）

法令>

１月４日㈮◇動物用医薬品の使用の規制に関する省令

の一部を改正する省令（農林水産省令第１

号）を公布（同日施行）

７日㈪◇獣医療法施行規則の一部を改正する省令

（農林水産省令第２号）を公布（平成20年

８月１日施行）

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３号）を公布（同

日施行）

25日㈮◇漁業法及び水産資源保護法の一部を改正

する法律の施行期日を定める政令（政令第

14号）を公布（同日施行）

◇漁業法及び水産資源保護法の一部を改正

する法律の施行に伴う関係政令の整備及び

経過措置に関する政令（政令第15号）を公

布（漁業法及び水産資源保護法の一部を改

正する法律の施行の日（平成20年４月１日）

から施行）

28日㈪◇中小漁業融資保証法施行規則の一部を改

正する命令（内閣府・農林水産省令第１号）

を公布（平成20年４月１日施行）

◇漁業信用基金協会の事業報告書、貸借対

照表及び損益計算書並びに計算に関する命

令（内閣府・農林水産省令第２号）を公布

（平成20年４月１日施行）

◇中小漁業融資保証法第69条第３項の要件

を定める省令（財務省・農林水産省令第１

号）を公布（平成20年４月１日施行）

２ 月

２月１日㈮◇食品による薬物中毒事案の発生防止策に

ついて（消費・安全局消費・安全政策課）

◇だいこん及びはくさいの緊急需給調整の

実施について（生産局園芸課）

◇多収性稲品種の原種種子の譲渡について

（農林水産技術会議事務局研究開発課）

◇普通肥料の検査結果（平成19年11月）の

公表について（消費・安全局農産安全管理

課）

◇全国地産地消推進フォーラム2008等の開

催について（生産局生産技術課）

◇我が国領海内操業による韓国はえ縄漁船

の拿捕について（水産庁資源管理部管理課）
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◇独立行政法人緑資源機構の解散に係る関

連措置の取組状況について（林野庁森林整

備部整備課）

◇「水田・畑作経営相談窓口」（愛称：農政

安心ダイヤル）の設置について（経営局経

営政策課、大臣官房地方課）

◇農商工連携の取組事例の募集について

（大臣官房企画評価課）

◇第７回「販売」を軸とした米システムの

あり方に関する検討会資料について（総合

食料局食糧部計画課需給調整対策室）

４日㈪◇農業資材審議会種苗分科会の開催につい

て（生産局種苗課）

◇「今後の環境保全型農業に関する検討会

（第６回）」の開催について（生産局農産振

興課環境保全型農業対策室）

◇牛肉小売価格等の調査結果平成20年１月

第５週（１月28日～２月１日）（消費・安全

局消費・安全政策課、生産局畜産部食肉鶏

卵課）

◇平成20年産都道府県別の需要量に関する

情報の都道府県間調整の結果について（総

合食料局食糧部計画課需給調整対策室）

５日㈫◇第10回農林水産省政策評価会農村振興局

専門部会の開催について（農村振興局企画

部農村政策課）

◇第８回「販売」を軸とした米システムの

あり方に関する検討会の開催及び傍聴につ

いて（総合食料局食糧部計画課）

◇遊漁船業の適正化に関する法律の見直し

検討会及び第１回開催について（水産庁資

源管理部沿岸沖合課）

◇水産政策審議会第35回資源管理分科会の

結果について（水産庁漁政部漁政課）

６日㈬◇「水産業燃油価格高騰緊急対策」に関す

る説明会について（水産庁漁政部水産経営

課）

◇食料・農業・農村政策審議会平成19年度

第３回畜産部会の開催及び傍聴について

（生産局畜産部畜産企画課畜産総合推進

室）

◇平成19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

部国際経済課）

７日㈭◇平成19年度「キャリア活用型再チャレン

ジプラン支援事業」の認定ビジネスプラン

の選定結果について（水産庁漁政部企画課）

◇加工でん粉の食品添加物指定に伴う

JAS規格及び品質表示基準の改正案につ

いての意見・情報（パブリック・コメント）

の募集について（消費・安全局表示・規格

課）

◇「平成18年漁業生産額」について（大臣

官房統計部経営・構造統計課）

８日㈮◇商品取引員１社に対する個人情報保護法

に基づく報告の徴収（総合食料局商品取引

監理官、経済産業省）

◇第32回コーデックス連絡協議会の開催及

び一般傍聴の募集について（厚生労働省、

消費・安全局国際基準課）

◇林政審議会施策部会の開催及び一般傍聴

について（林野庁林政部企画課）

◇農林水産業と商業・工業等の産業間での

連携（「農商工等連携」）促進等による地域

経済活性化のための取組における法的枠組

について（総合食料局食品産業企画課）

◇獣医師国家試験の改善に関する報告書案

についての意見・情報の募集について（消

費・安全局畜水産安全管理課）

12日㈫◇「第１回農林漁家民宿おかあさんサミッ

ト」の開催について（農村振興局企画部農

村政策課都市農業・地域交流室）

◇食品安全委員会への食品健康影響評価の

依頼について（ ）

◇平成19年度全国資源管理推進会議の開催

について（水産庁資源管理部管理課）

◇牛肉小売価格等の調査結果平成20年２月

第１週（２月４日～２月８日）（消費・安全

局消費・安全政策課、生産局畜産部食肉鶏

卵課）

◇調べます 日本の水産業－漁業センサス

を実施（平成20年11月１日現在）－（大臣官

房統計部経営・構造統計課センサス統計室）

◇木づかい運動感謝状の贈呈について（平

成20年２月15日に修正）（林野庁林政部木材

利用課）

◇食料・農業・農村政策審議会食品産業部

会（第３回）の開催について（総合食料局

食料企画課）

13日㈬◇農業資材審議会種苗分科会の概要につい

て（生産局種苗課）

◇農林物資規格調査会部会（生産情報公表
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牛肉等）の開催及び傍聴の募集について（消

費・安全局表示・規格課）

14日㈭◇「第２回国際植物防疫条約に関する国内

連絡会」の開催及び一般傍聴の募集につい

て（消費・安全局植物防疫課検疫対策室）

◇「平成19年度第６回生物多様性影響評価

検討会総合検討会」の開催及び傍聴につい

て（農林水産技術会議事務局技術安全課）

◇「第８回森林の仕事を語るシンポジウム」

の開催について（林野庁森林整備部研究・

保全課）

◇食品表示連絡会議（第１回）の開催につ

いて（消費・安全局表示・規格課）

15日㈮◇平成20年４月期における輸入麦の政府売

渡価格の決定について（総合食料局食糧部

食糧貿易課）

◇平成20年度輸出ビジネスモデル実施者の

募集について（大臣官房国際部国際経済課

輸出促進室）

◇平成18年度林業機械保有状況調査結果の

概要について（林野庁森林整備部研究・保

全課技術開発推進室）

◇日本農産種苗販売株式会社に対する虚偽

の表示に係る措置について（生産局種苗課）

◇第１回遊漁船業の適正化に関する法律の

見直し検討会の結果概要について（水産庁

資源管理部沿岸沖合課）

◇アユの細菌感染症に関する調査及び注意

喚起について（消費・安全局畜水産安全管

理課水産安全室）

◇米国（ニュージャージー州）からの家き

ん肉等の輸入一時停止措置について（消

費・安全局動物衛生課国際衛生対策室）

◇中山間地域等総合対策検討会（第28回）

の開催について（農村振興局整備部地域整

備課中山間整備推進室）

◇第８回「販売」を軸とした米システムの

あり方に関する検討会資料について（総合

食料局食糧部計画課需給調整対策室）

◇平成19年度環境自主行動計画フォローア

ップチーム会合（第３回）の開催と一般傍

聴者の募集について（総合食料局食品産業

企画課食品環境対策室）

18日㈪◇「今後の環境保全型農業に関する検討会

（第７回）」の開催について（生産局農産振

興課環境保全型農業対策室）

◇第16回ふるさと山村フォトコンテスト審

査結果について（農村振興局企画部農村政

策課）

◇米の１人１か月当たり消費量（平成19年

12月分）（総合食料局食糧部計画課）

◇動物用医薬品等取締規則の一部改正案に

ついての意見・情報の募集について（消費・

安全局畜水産安全管理課）

◇牛肉小売価格等の調査結果平成20年２月

第２週（２月12日～２月15日）（消費・安全

局消費・安全政策課、生産局畜産部食肉鶏

卵課）

19日㈫◇第３回食品の信頼確保・向上対策推進本

部の開催について（総合食料局食品産業振

興課）

◇農薬の登録申請に係る試験成績に関する

関係通知の改正等に関する意見・情報の募

集について（消費・安全局農産安全管理課

農薬対策室）

◇日豪 EPA交渉第４回会合の開催につい

て（大臣官房国際部国際経済課）

20日㈬◇OIEコード改正案に関するコメントに

ついて（消費・安全局動物衛生課国際衛生

対策室、消費・安全局国際基準課）

◇「日本 SHOCK フェア」報告会の開催

について（大臣官房企画評価課）

◇「小笠原諸島森林生態系保護地域」保全

管理委員会（第３回）の開催について（林

野庁国有林野部経営企画課、関東森林管理

局）

◇はちみつの表示に関する重点調査の結果

について（消費・安全局表示・規格課食品

表示・規格監視室）

◇東海澱粉株式会社が販売した活鰻の不適

正な産地伝達に対する措置について（消

費・安全局表示・規格課食品表示・規格監

視室）

◇第一回国産野菜の生産・利用拡大優良事

業者表彰式典及びいちごに関するセミナー

の開催について（生産局園芸課流通加工対

策室）

21日㈭◇食料・農業・農村政策審議会畜産部会（平

成19年度第３回）の関係資料について（生

産局畜産部牛乳乳製品課、食肉鶏卵課）

◇飼料安全法に基づく収去飼料等の試験結

果の公表について（消費・安全局畜水産安
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全管理課）

◇第３回美の里（びのさと）づくりコンク

ールの選賞について（農村振興局企画部農

村政策課農村整備総合調整室）

◇平成19年度食アメニティコンテストの選

賞について（農村振興局企画部農村政策課

農村整備総合調整室）

◇第７回むらの伝統文化顕彰の選賞につい

て（農村振興局企画部農村政策課農村整備

総合調整室）

◇食品産業の海外投資情報╱知的財産に関

するセミナー開催について（総合食料局食

品産業企画課）

◇平成19年度有機リン系農薬の評価及び試

験方法の開発調査事業、事業推進検討委員

会（第３回）の開催について（消費・安全

局農産安全管理課農薬対策室）

◇食料・農業・農村政策審議会食品産業部

会（第３回）資料について（総合食料局食

料企画課）

22日㈮◇平成20年度畜産物価格関連対策の概要

（生産局畜産部畜産企画課）

◇平成19年度地産地消優良活動表彰の審査

結果及び地産地消活動勉強会の会場変更に

ついて（生産局生産技術課）

◇第３回農林業センサス等研究会の開催の

お知らせ（大臣官房統計部経営・構造統計

課センサス統計室）

◇農林漁業体験学習の取組（教育ファーム）

実地調査結果について（消費・安全局消費

者情報官）

◇食品産業の意図せざる技術流出対策に関

する作業部会（第２回）の開催について（総

合食料局食品産業企画課）

◇米国（ニューヨーク州）からの家きん、

家きん肉等の輸入一時停止措置の解除につ

いて（消費・安全局動物衛生課国際衛生対

策室）

◇平成19年度中山間地域等直接支払制度の

実施状況（見込み）について（農村振興局

整備部地域整備課中山間整備推進室）

◇農林物資規格調査会部会の審議の概要に

ついて（消費・安全局表示・規格課）

◇韓国はえ縄漁船の拿捕について（水産庁

資源管理部管理課）

◇ドバイにおける「WASHOKU-Try

 

Japan’s Good Food」事業の実施について

（大臣官房国際部国際経済課輸出促進室）

23日㈯◇米国における安全性未審査の遺伝子組換

えトウモロコシについて（消費・安全局畜

水産安全管理課）

25日㈪◇林政審議会施策部会の概要について（林

野庁林政部企画課）

◇漁船関係者に対するライフジャケット着

用推進キャンペーンの実施について（水産

庁漁政部企画課）

◇平成19年度第２回自然再生専門家会議の

開催について（大臣官房環境バイオマス政

策課）

◇麦製品等の取引価格の推移（平成20年１

月分）（総合食料局食糧部計画課）

◇平成20年１月の国内産米穀の卸・小売価

格の概況（総合食料局食糧部計画課）

◇第６回中長期的な展望に立った海岸保全

検討会の開催について（農村振興局整備部

防災課、水産庁、国土交通省）

◇牛肉小売価格等の調査結果平成20年２月

第３週（２月18日～２月22日）（消費・安全

局消費・安全政策課、生産局畜産部食肉鶏

卵課）

26日㈫◇第９回「販売」を軸とした米システムの

あり方に関する検討会の開催及び傍聴につ

いて（総合食料局食糧部計画課）

◇第７回「総合的病害虫・雑草管理（IPM）

検討会」の開催について（消費・安全局植

物防疫課）

◇第８回農林水産省政策評価会総合食料局

専門部会の開催及び傍聴について（総合食

料局食料企画課）

◇「日本 SHOCK フェア」報告会の資料

について（大臣官房企画評価課）

◇第２回農産物検査規格検討会の開催につ

いて（総合食料局食糧部消費流通課）

◇食料・農業・農村政策審議会企画部会地

球環境小委員会（第５回）の開催について

（大臣官房環境バイオマス政策課）

◇経営する農地の拡大・縮小に関する意

識・意向調査結果について（大臣官房情報

課）

◇平成20年全国山火事予防運動について

（林野庁森林整備部研究・保全課森林保護

対策室）
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27日㈬◇平成19年度第２回サンゴ増養殖技術検討

委員会の開催について（水産庁漁港漁場整

備部整備課）

◇澤農林水産大臣政務官の国内出張につい

て（大臣官房企画評価課、九州農政局）

◇食品安全委員会への食品健康影響評価の

依頼（消費・安全局畜水産安全管理課）

◇農地・水・環境保全向上対策全国シンポ

ジウムの開催について（農村振興局整備部

農地整備課農地・水・環境保全対策室）

◇平成18年度食料自給率レポートについて

（総合食料局食料企画課）

◇クローン牛の異動報告のとりまとめにつ

いて（Ｈ20年１月１日～Ｈ20年１月31日異

動情報提供分）（農林水産技術会議事務局技

術安全課、生産局畜産部畜産振興課畜産技

術室）

28日㈭◇バイオマスタウン構想の公表（第23回）

について（大臣官房環境バイオマス政策課

バイオマス推進室）

◇平成19年度病害虫発生予報第９号の発表

について（消費・安全局植物防疫課）

◇株式会社三浦グリーンビジネスが輸入・

販売した「NEW 碧露」、「緑豊」及び「凱亜」

の回収等について（消費・安全局農産安全

管理課農薬対策室）

29日㈮◇平成19年度第３回農林水産省政策評価会

林野庁専門部会の開催及び一般傍聴のお知

らせについて（林野庁林政部企画課）

◇商品取引員に対する行政処分（総合食料

局商品取引監理官、経済産業省）

◇米国産牛肉（もも肉）の混載事例につい

て（消費・安全局動物衛生課、厚生労働省）

◇農林水産省知的財産戦略本部専門家会議

地域ブランドワーキンググループ（第３回）

の開催について（大臣官房企画評価課）

◇平成20年農業技術の基本指針について

（大臣官房企画評価課）

◇第33回コーデックス連絡協議会の開催及

び一般傍聴の募集について（厚生労働省、

消費・安全局国際基準課）

◇「農業新技術2008」の決定について（農

林水産技術会議事務局研究開発課）

◇株式会社大水が販売した水産物加工品の

不適正な産地伝達に対する措置について

（消費・安全局表示・規格課食品表示・規

格監視室）

◇韓国はえ縄漁船の拿捕について（水産庁

資源管理部管理課）

◇平成20年２月の日本海高波浪に関する技

術検討委員会の設置について（水産庁漁港

漁場整備部整備課）

◇水産政策審議会第22回企画部会の開催に

ついて（水産庁漁政部企画課）

◇水産政策審議会第36回資源管理分科会の

開催について（水産庁漁政部漁政課）

法令>

２月１日㈮◇犯罪による収益の移転防止に関する法律

施行令（政令第20号）を公布（法附則第１

条第１号に掲げる規定の施行の日（平成20

年３月１日）から施行）

◇犯罪による収益の移転防止に関する法律

施行規則（内閣府・総務省・法務省・財務

省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・

国土交通省令第１号）を公布（法附則第１

条第１号に掲げる規定の施行の日（平成20

年３月１日）から施行）

◇疑わしい取引の届出における情報通信の

技術の利用に関する規則（内閣府・総務省・

法務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・

経済産業省・国土交通省令第２号）を公布

（法附則第１条第１号に掲げる規定の施行

の日（平成20年３月１日）から施行）

６日㈬◇資源の有効な利用の促進に関する法律施

行令の一部を改正する政令（政令第22号）

を公布（平成20年４月１日施行）

◇特定容器包装の表示の標準となるべき事

項を定める省令の一部を改正する省令（財

務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業

省令第１号）を公布（平成20年４月１日施

行）

◇資源の有効な利用の促進に関する法律施

行令別表第５の６の項の上欄に規定する特

定容器包装に関する省令の一部を改正する

省令（財務省・厚生労働省・農林水産省・

経済産業省令第２号）を公布（平成20年４

月１日施行）

◇ポリエチレンテレフタレート製の容器で

あって、飲料又はしょうゆが充てんされた

ものの表示の標準となるべき事項を定める

省令の一部を改正する省令（財務省・農林
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水産省・経済産業省令第１号）を公布（平

成20年４月１日施行）

◇資源の有効な利用の促進に関する法律施

行令別表第５の４の項の上欄に規定する調

味料に関する省令（農林水産省・経済産業

省令第１号）を公布（平成20年４月１日施

行）

７日㈭◇動物用医薬品の使用の規制に関する省令

の一部を改正する省令（農林水産省令第４

号）を公布（同日施行）

12日㈫◇中小企業等協同組合法施行規則（内閣

府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経

済産業省・国土交通省・環境省令第１号）

を公布（同日施行）

13日㈬◇農林畜水産業関係補助金等交付規則の一

部を改正する省令（農林水産省令第５号）

を公布（同日施行）

15日㈮◇農業の担い手に対する経営安定のための

交付金の交付に関する法律施行規則の一部

を改正する省令（農林水産省令第６号）を

公布（同日施行）

21日㈭◇鳥獣による農林水産業等に係る被害の防

止のための特別措置に関する法律施行規則

（農林水産省令第７号）を公布（鳥獣によ

る農林水産業等に係る被害の防止のための

特別措置に関する法律の施行の日（平成20

年２月21日）から施行）

25日㈪◇農林水産省の職員が検査の際に携帯する

身分証明書の様式を定める省令の一部を改

正する省令（農林水産省令第８号）を公布

（平成20年３月１日施行）

28日㈭◇農林水産省組織規則の一部を改正する省

令（農林水産省令第９号）を公布（平成20

年３月１日施行）

◇農水産業協同組合貯金保険法施行規則及

び水産業協同組合法第123条の２第４項に

規定する区分等を定める命令の一部を改正

する命令（内閣府・財務省・農林水産省令

第１号）を公布（平成20年４月１日施行）

◇漁業協同組合等の信用事業に関する命令

等の一部を改正する命令（内閣府・農林水

産省令第３号）を公布（平成20年４月１日

施行）

◇水産業協同組合法施行規則の全部を改正

する省令（農林水産省令第10号）を公布（平

成20年４月１日施行）

29日㈮◇特別会計に関する法律の一部の施行に伴

う関係政令の整備及び経過措置に関する政

令（政令第40号）を公布（特別会計に関す

る法律の一部の施行の日（平成20年４月１

日）から施行）

◇肥料取締法施行規則の一部を改正する省

令（農林水産省令第11号）を公布（平成20

年４月１日施行）

３ 月

３月３日㈪◇第５回オーライ ニッポン大賞の選賞及

びオーライ ニッポン全国大会の開催につ

いて（農村振興局企画部農村政策課都市農

業・地域交流室）

◇平成19年度大型クラゲ対策全国協議会の

開催について（水産庁増殖推進部研究指導

課）

◇「WASHOKU-Try Japan’s Good Food」

事業を米国サンフランシスコ、ボストン及

びロサンゼルスにて実施（大臣官房国際部

国際経済課輸出促進室）

◇第11回農林水産省政策評価会経営局専門

部会の開催及び傍聴について（経営局総務

課）

◇「今後の環境保全型農業に関する検討会

（第８回）」の開催について（生産局農産振

興課環境保全型農業対策室）

◇東海澱粉株式会社に係る立入調査の結果

概要について（消費・安全局表示・規格課

食品表示・規格監視室）

◇全国有機農業推進委員会（第２回）の開

催について（生産局農産振興課環境保全型

農業対策室）

◇平成19砂糖年度下半期甘味に関する協議

会の開催について（生産局特産振興課）

◇牛肉小売価格等の調査結果平成20年２月

第４週（２月25日～２月29日）（消費・安全

局消費・安全政策課、生産局畜産部食肉鶏

卵課）

◇第一回国産野菜の生産・利用拡大優良事

業者表彰の審査結果について（生産局園芸

課流通加工対策室）

◇瀬戸内海広域漁業調整委員会の開催につ

いて（水産庁資源管理部管理課資源管理推

進室、瀬戸内海漁業調整事務所）

４日㈫◇国際捕鯨委員会（IWC）の将来に関する
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中間会合の開催について（水産庁資源管理

部遠洋課）

◇第４回飼料価格高騰等の畜産をめぐる状

況変化への理解醸成のための中央推進協議

会の開催について（生産局畜産部畜産企画

課畜産総合推進室）

◇全米熱帯まぐろ類委員会（IATTC）特別

会合の開催について（水産庁資源管理部国

際課）

◇農林水産省政策評価会の開催及び傍聴に

ついて（大臣官房企画評価課）

◇農林物資規格調査会総会の開催及び傍聴

の募集について（消費・安全局表示・規格

課）

◇平成19年度食料品消費モニター第１回定

期調査結果について（水産庁企画課、消費・

安全局消費・安全政策課）

◇平成19年度第３回農林水産省政策評価会

水産庁専門部会の開催について（水産庁漁

政部漁政課）

５日㈬◇第32回コーデックス連絡協議会の概要

（厚生労働省、消費・安全局国際基準課）

◇アセアン＋３農業統計情報局長会合等の

開催について（大臣官房統計部統計企画課）

◇水稲の作柄に関する委員会（平成20年産

第１回）の開催について（大臣官房統計部

生産流通消費統計課）

◇第６回アサリ資源全国協議会の開催につ

いて（水産庁増殖推進部研究指導課、独立

行政法人水産総合研究センター）

◇食料・農業・農村政策審議会企画部会（第

３回）の開催及び一般傍聴について（大臣

官房情報課情報分析室）

◇食料・農業・農村政策審議会農業農村振

興整備部会平成19年度第３回技術小委員会

の開催及び一般傍聴について（農村振興局

企画部事業計画課）

◇合板の日本農林規格の一部改正案につい

ての意見・情報の募集について（消費・安

全局表示・規格課）

◇太平洋広域漁業調整委員会の開催につい

て（水産庁資源管理部管理課資源管理推進

室、仙台漁業調整事務所）

◇地方農政局長会議の開催について（大臣

官房地方課）

◇植物防疫法施行規則の一部改正等につい

ての意見・情報の募集について（消費・安

全局植物防疫課検疫対策室）

６日㈭◇都市と農山漁村の共生・対流に関するプ

ロジェクトチーム第17回会合の概要につい

て（農村振興局企画部農村政策課都市農

業・地域交流室）

◇平成20年２月の日本海高波浪に関する技

術検討委員会（第１回）の開催について（水

産庁漁港漁場整備部整備課）

◇第６回森の“聞き書き甲子園”フォーラ

ムの開催について（林野庁森林整備部研

究・保全課森林保全推進室、文部科学省）

◇農林物資規格調査会部会の審議の概要に

ついて（消費・安全局表示・規格課）

◇日本海・九州西広域漁業調整委員会の開

催について（水産庁資源管理部管理課資源

管理推進室、新潟漁業調整事務所、九州漁

業調整事務所、境港漁業調整事務所）

７日㈮◇平成19年度農林水産省飼料自給率向上戦

略会議及び平成19年度飼料自給率向上戦略

会議の開催について（生産局畜産部畜産振

興課草地整備推進室）

◇平成20年（第２回）「みどりの学術賞」の

決定について（内閣府、林野庁研究・保全

課森林保全推進室）

◇第９回「販売」を軸とした米システムの

あり方に関する検討会資料について（総合

食料局食糧部計画課需給調整対策室）

８日㈯◇全米熱帯まぐろ類委員会（IATTC）特別

会合の結果について（水産庁資源管理部国

際課）

10日㈪◇今村農林水産副大臣の「FOODEX
 

JAPAN 2008」の視察について（総合食料

局食品産業企画課）

◇瀬戸内海広域漁業調整委員会の結果につ

いて（水産庁資源管理部管理課資源管理推

進室、瀬戸内海漁業調整事務所）

◇第１回労働居住環境向上のための漁船設

備改善設計審査委員会の開催について（水

産庁資源管理部管理課）

◇第２回「GAP手法導入・推進会議」の開

催及び傍聴について（消費・安全局農産安

全管理課、生産局生産技術課）

◇第５回オーライ ニッポン大賞グランプ

リ（内閣総理大臣賞）の決定（農村振興局

企画部農村政策課都市農業・地域交流室）
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◇国際捕鯨委員会（IWC）の将来に関する

中間会合の結果について（水産庁資源管理

部遠洋課）

◇牛肉小売価格等の調査結果平成20年３月

第１週（３月３日～３月７日）（水産庁漁政

部企画課）

◇水産政策審議会第36回資源管理分科会の

結果について（水産庁漁政部漁政課）

◇水産政策審議会第22回企画部会の結果に

ついて（消費・安全局消費・安全政策課、

生産局畜産部食肉鶏卵課）

◇食料・農業・農村政策審議会第６回農業

農村振興整備部会の開催及び一般傍聴につ

いて（農村振興局企画部事業計画課）

11日㈫◇第１回山村再生に関する研究会の開催に

ついて（林野庁森林整備部計画課森林総合

利用・山村振興室）

◇平成19年度大型クラゲ対策全国協議会の

結果について（水産庁増殖推進部研究指導

課）

◇第10回バイオマス・ニッポン総合戦略推

進アドバイザリーグループ会合の開催につ

いて（消費・安全局畜水産安全管理課）

◇磯焼け対策全国協議会シンポジウム「藻

場を見守り育てる知恵と技術」の開催につ

いて（水産庁漁港漁場整備部整備課）

◇食品安全委員会への食品健康影響評価の

依頼について（大臣官房環境バイオマス政

策課バイオマス推進室）

◇日チリ経済連携協定に基づく平成20年度

の関税割当公表について（大臣官房国際部

国際経済課）

◇日メキシコ経済連携協定に基づく平成20

年度の関税割当公表について（大臣官房国

際部国際経済課）

◇日タイ経済連携協定に基づく平成20年度

の関税割当公表について（大臣官房国際部

国際経済課）

◇日マレーシア経済連携協定に基づく平成

20年度の関税割当公表について（大臣官房

国際部国際経済課）

◇平成20年度又は平成20年度上期の関税割

当公表について（大臣官房国際部国際経済

課）

◇有機 JAS規格の格付方法に関する検討

会（第２回）の開催について（消費・安全

局表示・規格課、）

◇第２回漁港漁村関係海岸・防災・災害対

策実務者セミナーの開催について（水産庁

漁港漁場整備部防災漁村課）

12日㈬◇平成19年度第１回「立ち上がる農山漁村」

有識者会議の結果報告について（農村振興

局企画部農村政策課農村整備総合調整室）

◇地方農政局長会議の概要について（大臣

官房地方課）

◇食料供給コスト縮減検証委員会（第７回）

の開催及び傍聴について（総合食料局食料

企画課）

◇第６回アサリ資源全国協議会の結果につ

いて（水産庁増殖推進部研究指導課、独立

行政法人水産総合研究センター）

◇第２回原油価格高騰等の漁業をめぐる状

況変化への理解醸成のための協議会の開催

について（水産庁漁政部加工流通課）

13日㈭◇平成19年度第３回自然再生専門家会議の

開催について（大臣官房環境バイオマス政

策課）

◇太平洋広域漁業調整委員会の結果につい

て（資源管理部管理課、仙台漁業調整事務

所）

◇第34回食品の表示に関する共同会議（消

費・安全局表示・規格課、厚生労働省）

14日㈮◇日本海・九州西広域漁業調整委員会の結

果について（水産庁資源管理部管理課、新

潟漁業調整事務所、九州漁業調整事務所、

境港漁業調整事務所）

◇第１回労働居住環境向上のための漁船設

備改善設計審査委員会の結果について（水

産庁資源管理部管理課）

◇日本中央競馬会経営委員会委員の任命に

ついて（生産局畜産部競馬監督課）

◇食料・農業・農村政策審議会食糧部会の

開催について（総合食料局食糧部計画課）

◇2007年木材輸入実績（林野庁林政部木材

利用課木材貿易対策室）

◇「農産物商品市場の機能強化に関する研

究会」報告書（案）について（総合食料局

商品取引監理官）

◇第12回コイヘルペスウイルス病に関する

技術検討会の開催について（消費・安全局

畜水産安全管理課水産安全室）

◇「農林水産物・食品の地域ブランド確立
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に向けて（地域ブランドワーキンググルー

プ報告書）」の決定について（大臣官房企画

評価課）

◇高波発生メカニズム共有化に関する

WGの設立及び第１回WGの開催につい

て（水産庁漁港漁場整備部整備課）

◇日ロさけ・ます漁業交渉の開催について

（水産庁資源管理部国際課）

◇株式会社うおいちが販売した水産物の不

適正な産地伝達に対する措置について（消

費・安全局表示・規格課食品表示・規格監

視室）

◇韓国はえ縄漁船の拿捕について（水産庁

資源管理部管理課）

◇第19回海区漁業調整委員会選挙の標語募

集について（水産庁資源管理部沿岸沖合課）

17日㈪◇平成19年度木材需給対策中央会議第４回

予測部会の開催及び傍聴について（林野庁

林政部木材利用課）

◇平成19年度第２回木材需給対策中央会議

の開催及び傍聴について（林野庁林政部木

材利用課）

◇「食品産業の意図せざる技術流出対策の

手引き」のとりまとめについて（総合食料

局食品産業企画課）

◇生産情報公表牛肉の日本農林規格等の改

正案についての意見・情報（パブリック・

コメント）の募集について（消費・安全局

表示・規格課）

◇平成19年12月・平成20年１月度の蚕糸業

需給・価格動向について（生産局特産振興

課）

◇「集落営農実態調査結果の概要(平成20年

２月１日現在)」について（大臣官房統計部

経営・構造統計課センサス統計室）

◇平成20年産水稲10 当たり平年収量につ

いて（大臣官房統計部生産流通消費統計課）

◇牛肉小売価格等の調査結果平成20年３月

第２週（３月10日～３月14日）（消費・安全

局消費・安全政策課、生産局畜産部食肉鶏

卵課）

◇土壌管理のあり方に関する意見交換会

（第１回）の開催について（生産局農産振

興課環境保全型農業対策室）

◇第１回農地・水・環境保全向上対策第三

者委員会の開催について（農村振興局整備

部農地整備課農地・水・環境保全対策室）

◇獣医師国家試験の改善に関する報告書に

ついて（消費・安全局畜水産安全管理課）

18日㈫◇平成19砂糖年度４月―６月期における砂

糖及び異性化糖の需給見通し（生産局特産

振興課）

◇途上国の森林減少防止に関するアジア地

域セミナーの開催について（林野庁森林整

備部計画課海外林業協力室）

◇国内旅行需要の喚起・顕在化調査成果発

表フォーラムの開催について（農村振興局

企画部農村政策課都市農業・地域交流室、

国土交通省）

◇米の１人１か月当たり消費量（平成20年

１月分）（総合食料局食糧部計画課）

◇有明海及び八代海を再生するための特別

措置法に基づく促進協議会幹事会の結果に

ついて（水産庁増殖推進部漁場資源課）

◇第59回獣医師国家試験の結果について

（消費・安全局畜水産安全管理課）

19日㈬◇カタログ等により販売された銘柄牛商品

の不適正表示に対する措置について（消

費・安全局表示・規格課食品表示・規格監

視室、畜水産安全管理課）

◇アブラボウズの名称表示の適正化につい

て（消費・安全局表示・規格課食品表示・

規格監視室）

◇食料供給コスト縮減検証委員会（第７回）

資料一覧について（総合食料局食料企画課）

◇農林水産省・経済産業省知的財産連携推

進連絡会議（第２回）の開催について（大

臣官房企画評価課）

◇加工食品の原料原産地表示の推奨につい

て（消費・安全局表示・規格課）

◇平成19年度卸売市場における先進的な取

組事例について（総合食料局流通課卸売市

場室）

◇食料・農業・農村政策審議会企画部会（第

３回）の資料について（大臣官房情報課情

報分析室）

21日㈮◇平成19年度第３回農林水産省政策評価会

林野庁専門部会の概要について（林野庁林

政部企画課）

◇「地球温暖化防止に貢献する農地土壌の

役割について（食料・農業・農村政策審議

会企画部会地球環境小委員会とりまとめ）」
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の承認について（大臣官房環境バイオマス

政策課）

◇平成19年度第２回対馬暖流系アジ・サ

バ・イワシ長期漁海況予報（水産庁増殖推

進部漁場資源課、独立行政法人水産総合研

究センター）

◇飼料安全法に基づく収去飼料等の試験結

果の公表について（消費・安全局畜水産安

全管理課）

◇大西洋まぐろ類保存国際委員会

（ICCAT）東大西洋クロマグロ関係者会合

の開催について（水産庁資源管理部国際課）

◇第16回優良フードサービス事業者等表彰

事業における受賞者の決定及び表彰式典の

開催について（総合食料局食品産業振興課

外食産業室）

◇多収性稲品種の原種種子の譲渡（第２回）

について（農林水産技術会議事務局研究開

発課）

◇林政審議会施策部会の開催及び一般傍聴

について（林野庁林政部企画課）

◇米国（サウスダコタ州）からの家きん、

家きん肉等の輸入一時停止措置の解除につ

いて（消費・安全局動物衛生課国際衛生対

策室）

◇第12回コイヘルペスウイルス病に関する

技術検討会の概要について（消費・安全局

畜水産安全管理課水産安全室）

24日㈪◇「東アジア食品産業活性化戦略」連絡協

議会の開催について（総合食料局食品産業

企画課）

◇普及指導員資格試験への知的財産権に関

する項目の導入について（経営局普及・女

性課）

◇BSE確定診断の結果について（35例目）

（消費・安全局動物衛生課）

◇自然再生推進会議の開催について（大臣

官房環境バイオマス政策課）

◇第７回農林水産省知的財産戦略本部」の

開催について（大臣官房企画評価課）

◇日ロ漁業合同委員会第24回会議の結果に

ついて（水産庁資源管理部国際課）

◇牛肉小売価格等の調査結果平成20年３月

第３週（３月17日～３月21日）（消費・安全

局消費・安全政策課、生産局畜産部食肉鶏

卵課）

◇獣医師法第８条第２項の規程に基づく獣

医師の処分について（業務停止１年６月）

（消費・安全局畜水産安全管理課）

◇獣医師法第８条第２項の規程に基づく獣

医師の処分について（免許取消）（消費・安

全局畜水産安全管理課）

25日㈫◇第１回山村再生に関する研究会の概要に

ついて（平成20年３月26日に修正）（林野庁

森林整備部計画課森林総合利用・山村振興

室）

◇平成19年度第３回太平洋イワシ・アジ・

サバ等長期漁海況予報（水産庁増殖推進部

漁場資源課、独立行政法人水産総合研究セ

ンター）

◇海外食料需給レポート2007について（総

合食料局食料企画課）

◇食品安全委員会への食品健康影響評価の

依頼について（消費・安全局畜水産安全管

理課）

◇遺伝子組換え生物等の第一種使用規程の

承認申請案件に対する意見・情報の募集（消

費・安全局農産安全管理課）

◇平成20年２月の国内産米穀の卸・小売価

格の概況（総合食料局食糧部計画課）

◇知的財産分野における農商工連携～農林

水産省・経済産業省知的財産連携推進連絡

会議（第２回）の結果について～（大臣官房

企画評価課）

◇麦製品等の取引価格の推移（平成20年２

月分）（総合食料局食糧部計画課）

◇「「食品業界の信頼性向上自主行動計画」

策定の手引き～５つの基本原則～」の公表

について（総合食料局食品産業振興課）

26日㈬◇途上国の森林減少防止に関するアジア地

域セミナーの結果概要について（森林整備

部計画課海外林業協力室）

◇平成20年度若手農林水産研究者表彰（農

林水産技術会議事務局技術政策課）

◇平成20年度民間部門農林水産研究開発功

績者表彰候補者募集開始（農林水産技術会

議事務局）

◇「米穀の需給及び価格の安定に関する基

本指針」の公表について（総合食料局食糧

部計画課）

◇平成20年度「麦の需給に関する見通し」

の公表について（総合食料局食糧部食糧貿
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易課）

◇農林物資規格調査会総会の審議の概要に

ついて（消費・安全局表示・規格課）

◇第１回都市と農村の協働の推進に関する

研究会の開催について（農村振興局企画部

農村政策課農村整備総合調整室）

◇食料・農業・農村政策審議会食糧部会の

資料について（総合食料局食糧部計画課、

食糧貿易課、経営局経営政策課経営安定対

策室）

27日㈭◇大西洋まぐろ類保存国際委員会

（ICCAT）東大西洋クロマグロ関係者会合

の結果について（水産庁資源管理部国際課）

◇第33回コーデックス連絡協議会の概要

（厚生労働省、消費･安全局国際基準課）

◇第２回山村再生に関する研究会の開催及

び一般傍聴について（森林整備部計画課森

林総合利用・山村振興室）

◇地域再生計画（第９回）の認定について

（農村振興局企画部農村政策課）

◇「平成19年農産物地産地消等実態調査」

について（大臣官房統計部生産流通消費統

計課消費統計室）

◇「産学官連携による食料産業等活性化の

ための新技術開発事業」成果発表会の開催

について（農林水産技術会議事務局先端産

業技術研究課産学連携研究推進室）

◇クローン牛の異動報告のとりまとめにつ

いて（Ｈ20年２月１日～Ｈ20年２月29日異

動情報提供分）（農林水産技術会議事務局技

術安全課、生産局畜産部畜産振興課畜産技

術室）

◇ JA東日本くみあい飼料株式会社の産業

活力再生特別措置法に基づく事業再構築計

画の認定について（生産局畜産部畜産振興

課需給対策室、総合食料局食品産業企画課）

28日㈮◇気候変動枠組条約次期枠組みに関する特

別作業部会への林野庁幹部の出席について

（林野庁森林整備部研究・保全課）

◇商品取引員に対する行政処分について

（総合食料局商品取引監理官、経済産業省）

◇長崎県北部農業共済組合における事務処

理状況再調査の結果について（経営局保険

課）

◇「平成19年木材（用材）需給実績見込み」

及び「平成20年木材（用材）需給見通し」

について（林野庁林政部木材利用課）

◇都道府県別食料自給率について（総合食

料局食料企画課）

◇「主要木材の短期需給見通し（平成20年

第２四半期及び平成20年第３四半期）」につ

いて（林野庁林政部木材利用課）

◇2007年度食品産業における環境自主行動

計画のフォローアップ結果について（総合

食料局食品産業企画課食品環境対策室）

◇小笠原国有林における新たな取組につい

て～小笠原諸島森林生態系保護地域の保全

管理の方向づけ～（林野庁国有林野部経営

企画課、関東森林管理局）

◇有明海ガザミ資源回復計画の作成につい

て（水産庁資源管理部管理課、九州漁業調

整事務所）

◇アルゼンチン産レモンの生果実に係る農

林水産大臣が定める基準の一部改正につい

て（消費・安全局植物防疫課検疫対策室）

◇資源回復計画（京都府海域底びき網漁業

と定置網漁業（全国初））の作成について（水

産庁資源管理部管理課、境港漁業調整事務

所、京都府）

31日㈪◇平成19年度事業評価（水産基盤整備事業

等）の結果について（水産庁漁港漁場整備

部計画課）

◇平成19年度林野公共事業の事業評価の結

果について（林野庁森林整備部計画課施工

企画調整室）

◇第10回日本水大賞における農林水産大臣

賞の決定について（農村振興局企画部地域

計画官）

◇平成18年度省庁別財務書類の公表につい

て（大臣官房経理課）

◇平成19年度事業評価（研究開発）の結果

について（農林水産技術会議事務局技術政

策課）

◇水田・畑作経営所得安定対策（20年産）

の加入申請受付の開始について（経営局経

営政策課）

◇平成19年度事業評価（農業農村整備事業

等補助事業）の結果について（農村振興局

企画部事業計画課、整備部農地整備課、整

備部水利整備課、企画部土地改良企画課）

◇バイオマスタウン構想の公表（第24回）

について（大臣官房環境バイオマス政策課
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バイオマス推進室）

◇平成20年度全国家畜衛生主任者会議の開

催及び傍聴について（消費・安全局動物衛

生課）

◇長崎県橘(タチバナ)湾小型機船底びき網

漁業包括的資源回復計画の作成について

（水産庁資源管理部管理課、九州漁業調整

事務所、長崎県）

◇業務部門における省エネルギー国民運動

の強化に向けて（総合食料局食品産業企画

課食品環境対策室）

◇自然再生推進法に基づく自然再生事業の

進捗状況の公表について（大臣官房環境バ

イオマス政策課）

◇牛肉小売価格等の調査結果平成20年３月

第４週（３月24日～３月28日）（消費・安全

局消費・安全政策課、生産局畜産部食肉鶏

卵課）

法令>

３月３日㈪◇主要食糧の需給及び価格の安定に関する

法律施行規則の一部を改正する省令（農林

水産省令第12号）を公布（同日施行）

４日㈫◇農林水産省の所管する法令に係る民間事

業者等が行う書面の保存等における情報通

信の技術の利用に関する法律施行規則の一

部を改正する省令（農林水産省令第13号）

を公布（平成20年４月１日施行）

14日㈮◇平成12年から平成18年までの間の火山現

象による東京都三宅村の区域に係る災害に

ついての激甚災害の指定及びこれに対し適

用すべき措置の指定に関する政令の一部を

改正する政令（政令第44号）を公布（同日

施行）

◇平成19年等における特定地域に係る激甚

災害及びこれに対し適用すべき措置の指定

に関する政令（政令第45号）を公布（同日

施行）

19日㈬◇指定漁業の許可及び取締り等に関する省

令等の一部を改正する省令（農林水産省令

第14号）を公布（平成20年４月１日施行）

21日㈮◇容器包装に係る分別収集及び再商品化の

促進等に関する法律施行規則の一部を改正

する省令（財務省・厚生労働省・農林水産

省・経済産業省・環境省令第１号）を公布

（平成20年４月１日施行）

◇農林物資の規格化及び品質表示の適正化

に関する法律施行規則の一部を改正する省

令（農林水産省令第15号）を公布（同日施

行）

26日㈬◇消費生活用製品安全法の一部を改正する

法律の施行期日を定める政令（政令第69号）

を公布（同日施行）

28日㈮◇独立行政法人農畜産業振興機構法施行規

則の一部を改正する省令（農林水産省令第

16号）を公布（平成20年４月１日施行）

◇農業協同組合法施行規則の一部を改正す

る省令（農林水産省令第17号）を公布（同

日施行）

◇動物用医薬品等取締規則の一部を改正す

る省令（農林水産省令第18号）を公布。（薬

事法の一部を改正する法律（平成18年法律

第69号）附則第１条第３号に掲げる規定の

施行の日（平成20年４月１日）から施行）

◇水産業協同組合法及び森林組合法による

倉荷証券発行の許可等に関する省令の一部

を改正する省令（農林水産省・国土交通省

令第１号）を公布。（平成20年４月１日施行）

31日㈪◇北方地域旧漁業権者等に対する特別措置

に関する法律施行規則の一部を改正する命

令（内閣府・農林水産省令第４号）を公布

（平成20年４月１日施行）

◇中小企業等協同組合法施行規則の一部を

改正する命令（内閣府・財務省・厚生労働

省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・

環境省令第２号）を公布（平成20年４月１

日施行）

◇農林水産省組織令の一部を改正する政令

（政令第95号）を公布（平成20年４月１日

施行）

◇土地改良法施行令の一部を改正する政令

（政令第107号）を公布（平成20年４月１日

施行）

◇農林水産省定員規則の一部を改正する省

令（農林水産省令第19号）を公布（平成20

年４月１日施行）

◇土地改良法施行規則の一部を改正する省

令（農林水産省令第20号）を公布（平成20

年４月１日施行）

◇水産加工業施設改良資金融通臨時措置法

の一部を改正する法律（法律第７号）を公

布（同日施行）
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◇独立行政法人緑資源機構法を廃止する法

律（法律第８号）を公布（平成20年４月１

日施行）

◇関税定率法等の一部を改正する法律の施

行に伴う関係政令の整備等に関する政令

（政令第123号）を公布（平成20年４月１日

施行）

◇水産加工業施設改良資金融通臨時措置法

施行令の一部を改正する政令（政令第125

号）を公布（同日施行）

◇独立行政法人緑資源機構法の廃止に伴う

関係政令の整備及び経過措置に関する政令

（政令第127号）を公布（平成20年４月１日

施行）

◇独立行政法人森林総合研究所が行う特例

業務に関する政令（政令第128号）を公布（平

成20年４月１日施行）

◇森林法施行令の一部を改正する政令（政

令第129号）を公布（平成20年４月１日施行）

◇環境影響評価法施行令の一部を改正する

政令（政令第130号）を公布（平成20年４月

１日施行）

◇独立行政法人緑資源機構法の廃止に伴う

関係農林水産省令の整備に関する省令（農

林水産省令第21号）を公布（平成20年４月

１日施行）

◇独立行政法人森林総合研究所が行う特例

業務に関する省令（農林水産省令第22号）

を公布（平成20年４月１日施行）

◇独立行政法人森林総合研究所の業務運営

並びに財務及び会計に関する省令の一部を

改正する省令（農林水産省令第23号）を公

布（平成20年４月１日施行）

◇森林法施行令別表第３林道の開設に要す

る費用の項第６号等に規定する林道網の枢

要部分となるべき林道の開設又は拡張の事

業に係る環境影響評価の項目並びに当該項

目に係る調査、予測及び評価を合理的に行

うための手法を選定するための指針、環境

の保全のための措置に関する指針等を定め

る省令（農林水産省令第24号）を公布（平

成20年４月１日施行）
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