
農 政 日 誌
（平成20年4月1日～平成21年3月31日）

4 月
4月1日㈫◇平成20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について（大臣官房
環境バイオマス政策課、経理課）
◇「農と食のサイエンス」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）
◇「5月4日はみどりの日」キャンペーン
の開催について（林野庁森林整備部研究・
保全課森林保全推進室）
◇平成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
課貿易関税チーム）

2日㈬◇第10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）
◇農林水産公共事業コスト構造改善につい
て（大臣官房予算課、農村振興局整備部設
計課、林野庁森林整備部計画課、水産庁漁
港漁場整備部整備課）
◇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）

3日㈭◇澤農林水産大臣政務官の国内出張につい
て（経営局経営政策課、東海農政局生産経
営流通部担い手育成課）
◇米国産牛肉（もも肉）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）
◇有機 JAS 規格の格付方法に関する検討
会（第3回）の開催について（農林水産省
消費・安全局表示・規格課）

4日㈮◇農業農村整備事業入札情報サービスの移
行について（農村振興局整備部設計課施工
企画調整室）
◇中国産金魚等の輸入に際しての検疫強化
について（消費・安全局畜水産安全管理課
水産安全室）
◇平成18年における農地の権利移動面積に
ついて（土地管理情報収集分析調査結果）

（経営局構造改善課）
◇平成20年2月の日本海高波浪に関する技
術検討委員会（第2回）の開催について（水
産庁漁港漁場整備部整備課）
◇食料と競合しない日本型バイオ燃料生産
拡大対策に向けての対話集会の開催につい
て（大臣官房環境バイオマス政策課バイオ
マス推進室）
◇農商工連携88選の選定・公表について（大
臣官房企画評価課）

7日㈪◇気候変動に関する国際枠組みに係る特別
作業部会の結果について（林野庁森林整備
部研究・保全課、森林整備部計画課）
◇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）
◇2008年若手外国人農林水産研究者表彰の
ご案内について（農林水産技術会議事務局
国際研究課）
◇牛肉小売価格等の調査結果平成20年4月
第1週（3月31日～4月4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㈫◇「食と農の扉」第5号発行について（農
林水産技術会議事務局技術政策課）
◇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）
◇BSE患畜（35例目）に関する情報（BSE35
例目の疫学調査第1報）（消費・安全局動物
衛生課）

9日㈬◇平成20年度第1回日本海海況予報（増殖
推進部漁場資源課、独立行政法人水産総合
研究センター日本海区水産研究所）
◇「高性能農業機械の試験研究・実用化の
促進及び導入に関する基本方針を定める
件」について（生産局生産技術課資材対策
室）

10日㈭◇株式会社日本政策金融公庫設立委員会を
開催します（財務省、農林水産省経営局金
融調整課、経済産業省）
◇BSE患畜(35例目)に関する情報（BSE35
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例目の疫学調査第2報）（消費・安全局動物
衛生課）
◇国有林野事業における技術開発の重点的
取組について（林野庁国有林野部業務課）
◇平成20年度飼料自給率向上・生産性向上
に関する合同会議の開催について（生産局
畜産部畜産振興課）

11日㈮◇平成20年度輸出ビジネスモデル実施者の
公表について（大臣官房国際部国際経済課
貿易関税チーム輸出促進室）
◇高波発生メカニズム共有に関する WG
（第2回）（水産庁漁港漁場整備部整備課）
◇株式会社かめびしにおけるしょうゆの不
適正な格付及び格付の表示に対する改善命
令等について（消費・安全局表示・規格課
食品表示・規格監視室）
◇有限会社今村芳翠園本舗が販売した緑茶
における不適正表示に対する措置について
（消費・安全局表示・規格課食品表示・規格
監視室）
◇株式会社大丸製菓が販売した海苔巻きあ
られ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7回「第1種使用規程承認組換え作物
栽培実験指針」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）
◇ドイツ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）
◇第10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）

14日㈪◇ 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）
◇第2回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）
◇食料・農業・農村政策審議会第8回家畜
衛生部会の開催について（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
資源管理部管理課）
◇牛肉小売価格等の調査結果平成20年4月
第2週（4月7日～4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21次南極海鯨類捕獲調査船団（平成19
年度）の入港について（水産庁資源管理部
遠洋課）
◇平成20年度の繭及び生糸の関税割当公表
（変更）について（大臣官房国際部国際経済
課貿易関税チーム）

16日㈬◇第3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（林野庁森林整備部計
画課森林総合利用・山村振興室）
◇森林農地整備センター（旧緑資源機構）
の入札監視のための委員会について（林野
庁森林整備部整備課）
◇第2回山村再生に関する研究会の概要に
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）
◇豚コレラウイルスの抗体陽性豚（無許可
ワクチン接種の疑い）の確認について（消
費・安全局動物衛生課）
◇「アジアにおける鳥インフルエンザ防疫
体制強化プログラム準備会合」の開催につ
いて（消費・安全局動物衛生課国際衛生対
策室）
◇第1回株式会社日本政策金融公庫設立委
員会の議事概要について（財務省、農林水
産省経営局金融調整課、経済産業省）

17日㈭◇第11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）
◇谷川農林水産大臣政務官の国内出張につ
いて（農村振興局農村政策課）
◇澤農林水産大臣政務官の国内出張につい
て（総合食料局食品産業振興課）
◇国際生物多様性の日シンポジウム2008－
農業・里山・食を通じて考える生物多様性
－の開催について（大臣官房環境バイオマ
ス政策課）
◇「体細胞クローン家畜由来食品に関する
説明会」の開催及び参加者の募集について
（厚生労働省、農林水産省消費・安全局消費
者情報官）
◇登録認定機関である特定非営利活動法人
おおいた有機農業研究会に対する認定に関
する業務の改善命令について（消費・安全
局表示・規格課食品表示・規格監視室）
◇第1回 TAC 制度等の検討に係る有識者
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懇談会の開催について（水産庁資源管理部
管理課）

18日㈮◇第2回「みどりの式典」の開催と平成20
年緑化推進運動功労者内閣総理大臣表彰の
受賞者の決定について（内閣府、林野庁研
究・保全課森林保全推進室）
◇「平成19年夏季高温障害対策レポート」
の作成について（生産局園芸課）
◇遺伝子組換え生物等の使用規程の承認・
確認にあたって意見を聴取する学識経験者
の名簿の改訂について（消費・安全局農産
安全管理課、畜水産安全管理課、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20年
2月分）（総合食料局食糧部計画課）
◇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）

21日㈪◇豚コレラウイルスの抗体陽性豚が確認さ
れた農場の関連農場における検査結果につ
いて（消費・安全局動物衛生課）
◇林政審議会の概要について（林野庁林政
部企画課、林政課）
◇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）
◇牛肉小売価格等の調査結果平成20年4月
第3週（4月14日～4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）
◇土壌管理のあり方に関する意見交換会
（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）
◇第19回森と花の祭典-「みどりの感謝祭」
の実施について（林野庁森林整備部研究・
保全課森林保全推進室、(社)国土緑化推進
機構）

22日㈫◇国際熱帯木材機関「気候変動と熱帯林の
持続可能な経営に関する国際専門家会議」
の開催について（林野庁林政部木材利用課
木材貿易対策室）
◇日・マーシャル漁業協議の開催について
（水産庁資源管理部国際課）
◇日豪 EPA 交渉第5回会合の開催につい
て（大臣官房国際部国際経済課経済連携チ
ーム）
◇遺伝子組換え生物等の使用規程の承認・
確認にあたって意見を聴取する学識経験者

の名簿の改訂について（第一種使用規程分）
（消費・安全局農産安全管理課、畜水産安全
管理課、農林水産技術会議事務局技術安全
課）
◇子ども農山漁村交流プロジェクト全国推
進協議会の設置及び第1回会合の開催につ
いて（農林水産省農村振興局農村政策課都
市農業・地域交流室、総務省、文部科学省）

23日㈬◇米国産牛肉（ショートロイン）の混載事
例について（消費・安全局動物衛生課）
◇韓国はえ縄漁船の拿捕について（水産庁
資源管理部管理課）
◇植物検疫における検査を受けるべき種苗
及び適用除外地域の指定に関する件の一部
を改正する告示案についての意見・情報の
募集について（消費・安全局植物防疫課）
◇全農改善計画の進捗状況の評価について
（経営局協同組織課）

24日㈭◇「クリアリング機能の強化に関する研究
会」報告書の公表について（農林水産省総
合食料局商品取引監理官、経済産業省）
◇飼料安全法に基づく収去飼料の試験結果
の公表について（消費・安全局畜水産安全
管理課）
◇平成20年度病害虫発生予報第1号の発表
について（消費・安全局植物防疫課）
◇平成20年度第1回リスク管理検討会の開
催について（消費・安全局消費・安全政策
課）

25日㈮◇「アフリカ農業開発シンポジウム」の開
催結果について（大臣官房国際部国際協力
課）
◇『美しい森林づくり』に向けて－平成20
年度国有林野事業主要取組事項－（林野庁
国有林野部経営企画課）
◇食料・農業・農村政策審議会平成20年度
第1回畜産部会の開催（生産局畜産部畜産
企画課畜産総合推進室）
◇第2回「間伐材チップの紙製品への利用
促進に係る意見交換会」の開催について（林
野庁林政部木材産業課）
◇第2回遊漁船業の適正化に関する法律の
見直し検討会の開催について（水産庁資源
管理部沿岸沖合課）
◇平成19年度農林水産省農林認定品種につ
いて（農林水産技術会議事務局研究開発課）
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◇第11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（資源管理部国際課）
◇「食品業界信頼性向上自主行動計画」相
談窓口の設置について（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20年3
月分）（総合食料局食糧部計画課）
◇平成20年3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）
◇子ども農山漁村交流プロジェクト全国推
進協議会の発足と受入モデル地域の決定及
びプロジェクト発足記念イベントのご案内
について（農林水産省農村振興局農村政策
課、総務省、文部科学省）

26日㈯◇日ロさけ・ます漁業交渉の結果について
（水産庁資源管理部国際課）

28日㈪◇平成20年度第1回日本海スルメイカ長期
漁況予報（水産庁増殖推進部漁場資源課、
独立行政法人水産総合研究センター日本海
区水産研究所）
◇牛肉小売価格等の調査結果平成20年4月
第4週（4月21日～4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）

30日㈬◇平成20年度第1回瀬戸内海東部カタクチ
イワシ漁況予報（水産庁増殖推進部漁場資
源課、独立行政法人水産総合研究センター
瀬戸内海区水産研究所）
◇デンマーク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）
◇日・マーシャル漁業協議の結果について
（水産庁資源管理部国際課）
◇バイオマスタウン構想の公表（第25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）
◇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）
◇クローン牛の異動報告のとりまとめにつ
いて（H20年3月1日～H20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畜産
技術室）
◇中華人民共和国産かぼちゃの生果実の植
物検疫上の輸入解禁について（消費・安全

局植物防疫課）
◇「平成19年漁業・養殖業生産統計」につ
いて（大臣官房統計部生産流通消費統計課）

〈法令〉
4月1日㈫◇エコツーリズム推進法施行規則（文部科

学省・農林水産省・国土交通省・環境省令
第1号）を公布（法の施行の日（平成20年
4月1日）から施行）
◇種苗法施行規則の一部を改正する省令
（農林水産省令第25号）を公布（同日施行）
◇海面漁業生産統計調査規則等の一部を改
正する省令（農林水産省令第26号）を公布
（同日施行）
◇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規則の
一部を改正する省令（農林水産省令第27号）
を公布（平成20年4月1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28号）を公布（同日施
行）
◇野菜生産出荷安定法施行規則の一部を改
正する省令（農林水産省令第29号）を公布
（平成20年4月1日施行）
◇農業の担い手に対する経営安定のための
交付金の交付に関する法律第四条第二項の
金額の算定に関する省令の一部を改正する
省令（農林水産省令第30号）を公布（同日
施行）

3日㈭◇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12号）を公布（平成20年
度予算の成立の日から施行）
◇我が国への指定検疫物の輸入に関する要
請についての検討に係る標準的手続（農林
水産省訓令第13号）を公布（平成20年4月
1日から施行）

8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5号）を
公布（同日施行）

11日㈮◇生糸の輸入に係る調整等に関する法律を
廃止する法律（法律第12号）を公布（同日
施行）
◇生糸の輸入に係る調整等に関する法律の
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廃止に伴う関係農林水産省令の整理に関す
る省令（農林水産省令第31号）を公布（同
日施行）

16日㈬◇中小漁業融資保証法施行令等の一部を改
正する政令（政令第136号）を公布（同日施
行）

18日㈮◇株式会社日本政策金融公庫法施行令（政
令第143号）を公布（同日施行）

30日㈬◇独立行政法人農業者年金基金法施行規則
の一部を改正する省令（農林水産省令第32
号）を公布（減価償却資産の耐用年数等に
関する省令の一部を改正する省令の施行の
日から施行）

5 月
5月1日㈭◇WTO における輸出規制に関する新提

案について（大臣官房国際部国際経済課
WTO等交渉チーム）
◇ダム管理システムの一部情報の納入業者
((株)東芝)からの流出について（農村振興
局整備部水利整備課施設管理室）
◇野鳥における高病原性鳥インフルエンザ
ウイルスの確認に伴う緊急的な消毒の実施
について（消費・安全局動物衛生課）
◇6月の食育月間を中心とした「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）
◇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）
◇バイオガス市町村長懇談会の開催につい
て（大臣官房環境バイオマス政策課バイオ
マス推進室）
◇第2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）

2日㈮◇第3回山村再生に関する研究会の概要に
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20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）
◇食品の価格動向に関する情報提供につい
て（消費・安全局消費・安全政策課）
◇第2回「間伐材チップの紙製品への利用
促進に係る意見交換会」の概要について（林
野庁林政部木材産業課）

◇食料・農業・農村政策審議会家畜衛生部
会第8回牛豚等疾病小委員会の開催につい
て（消費・安全局動物衛生課）
◇第18回食料・農業・農村政策審議会の開
催および傍聴について（大臣官房企画評価
課）

7日㈬◇食料・農業・農村政策推進本部（第7回）・
食料の未来を描く戦略会議（第5回）合同
会合の資料について（大臣官房企画評価課）
◇第12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11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）
◇日本産精米の中国向け輸出条件の確立に
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20年4月
第5週（4月28日～5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）
◇平成20年2月の日本海高波浪に関する中
間取りまとめについて（水産庁漁港漁場整
備部整備課）

8日㈭◇農林水産省生物多様性戦略検討会（第6
回）の開催について（大臣官房環境バイオ
マス政策課）
◇北西太平洋海域における公海底魚漁業管
理に関する第4回政府間協議の開催につい
て（水産庁資源管理部国際課）
◇国際熱帯木材機関「気候変動と熱帯林の
持続可能な経営に関する国際専門家会議」
の開催結果について（林野庁林政部木材利
用課木材貿易対策室）
◇「平成20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）
◇食料・農業・農村政策審議会家畜衛生部
会第27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）
◇平成20年度「漁業再チャレンジ支援事業」
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）

9日㈮◇第4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（林野庁森林整備部計
画課森林総合利用・山村振興室）
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◇食料・農業・農村政策審議会家畜衛生部
会第8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）
◇中山間地域等総合対策検討会（第29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）
◇生育環境が厳しい条件下における増養殖
技術開発調査事業第5次沖ノ鳥島現地調査
について（第一報）（水産庁漁港漁場整備部
整備課）

12日㈪◇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）
◇北東アジア農政研究フォーラム第6回シ
ンポジウムの開催（農林水産政策研究所霞
が関分室）
◇無人ヘリコプターによる空中散布等に関
する通知の一部改正案についての意見・情
報の募集について（消費・安全局植物防疫
課）
◇平成20年度山地災害防止キャンペーンの
実施について(林野庁森林整備部治山課山
地災害対策室)
◇牛肉小売価格等の調査結果平成20年5月
第1週（5月7日～5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）

13日㈫◇第6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）
◇食料・農業・農村政策審議会平成20年度
第1回畜産部会の概要について（生産局畜
産部畜産企画課畜産総合推進室）
◇平成19年度森林・林業白書の公表につい
て（林野庁林政部企画課）

14日㈬◇第2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）
◇植物防疫法施行規則の一部改正等（イス
ラエル産レモンの生果実及びマレーシア産
ハルマニス種のマンゴウの生果実の輸入解
禁）について（消費・安全局植物防疫課）
◇木質バイオマスの新利用技術アドバイザ
リーグループ第1回会合の開催及び一般傍
聴について（平成20年5月20日に修正）（林
野庁森林整備部研究・保全課技術開発推進

室）
15日㈭◇第2回株式会社日本政策金融公庫設立委

員会を開催します（財務省、農林水産省経
営局金融調整課、経済産業省）
◇平成20年度第1回食料・農業・農村政策
審議会果樹部会の開催について（生産局園
芸課）
◇第7回「森の“聞き書き甲子園”」の実施
について（林野庁森林整備部研究・保全課
森林保全推進室）
◇平成20年度病害虫発生予報第2号の発表
について（消費・安全局植物防疫課）

16日㈮◇平成20年2月・3月度の蚕糸業需給・価
格動向（生産局特産振興課）
◇ポーランド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）
◇水産庁漁業調査船開洋丸によるニホンウ
ナギの産卵生態調査の実施について（水産
庁増殖推進部漁場資源課、独立行政法人水
産総合研究センター）
◇平成19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）

19日㈪◇「第1回環境・生態系保全活動支援制度
検討会」の開催及び一般傍聴について（水
産庁漁政部企画課）
◇平成20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）
◇平成20年度日本海マアジ長期漁況予報
（独立行政法人水産総合研究センター日本
海区水産研究所）
◇「食料と競合しない日本型バイオ燃料生
産拡大対策に向けての対話集会」の結果概
要について（大臣官房環境バイオマス政策
課バイオマス推進室）
◇韓国かに篭漁船の拿捕について（水産庁
資源管理部管理課）
◇土壌管理のあり方に関する意見交換会
（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）
◇牛肉小売価格等の調査結果平成20年5月
第2週（5月12日～5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）

20日㈫◇『子ども農山漁村交流プロジェクト』愛
称決定について（農林水産省農村振興局企
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画部農村政策課、総務省、文部科学省）
◇平成19年度水産白書の公表について（水
産庁漁政部企画課）
◇第3回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）
◇食品表示連絡会議（第2回）の開催につ
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2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）
◇北西太平洋海域における公海底魚漁業管
理に関する第4回政府間協議の結果につい
て（水産庁資源管理部国際課）

21日㈬◇登録認定機関である特定非営利活動法人
鹿児島県有機農業協会に対する認定に関す
る業務の改善命令について（消費・安全局
表示・規格課食品表示・規格監視室）
◇第2回株式会社日本政策金融公庫設立委
員会の議事概要について（財務省、農林水
産省経営局金融調整課、経済産業省）
◇食への信頼向上活動促進事業事業説明会
の開催及び参加者の募集について（消費・
安全局表示・規格課）
◇国際研究戦略について（農林水産技術会
議事務局国際研究課）

22日㈭◇木質バイオマスの新利用技術アドバイザ
リーグループ第1回会合の概要について
（林野庁森林整備部研究・保全課技術開発
推進室）
◇平成20年度第1回地産地消活動勉強会の
開催について（生産局生産技術課）
◇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）
◇2008年度第二期北西太平洋鯨類捕獲調査
（JARPN II ）沿岸域調査（三陸沖鯨類捕獲
調査）の終了について（水産庁資源管理部
遠洋課）
◇米の1人1か月当たり消費量（平成20年
3月分）（総合食料局食糧部計画課）
◇国際的な食料需給の情報に関する意見交
換会の開催について（大臣官房食料安全保
障課）

23日㈮◇「農産物商品市場の機能強化に関する研

究会報告書」の公表（総合食料局商品取引
監理官）
◇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）
◇平成20年度第1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）
◇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）
◇第3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）
◇「立ち上がる農山漁村」第5回選定募集
について（内閣官房副長官補室、農林水産
省農村振興局農村政策課農村整備総合調整
室）
◇日・ペルー漁業協議の開催について（水
産庁資源管理部国際課）
◇第76回国際獣疫事務局（OIE）総会のス
ケジュール及び BSE ステータス評価案等
について（消費・安全局動物衛生課）
◇英国から日本向けに輸出される生きた豚
及び豚肉等の輸入禁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）

26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農薬対策室）
◇第5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）
◇「G8森林専門家違法伐採報告書」につい
て（林野庁林政部木材利用課木材貿易対策
室）
◇麦製品等の取引価格の推移（平成20年4
月分）（総合食料局食糧部計画課）
◇平成20年4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）
◇英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）
◇牛肉小売価格等の調査結果平成20年5月
第3週（5月19日～5月23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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27日㈫◇第13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）
◇政府米（国産米）の販売の試行について
（総合食料局食糧部計画課）
◇平成19年特用林産物の生産量（速報）（林
野庁林政部経営課特用林産対策室）
◇海洋立国推進功労者表彰の創設について
（国土交通省、文部科学省、農林水産省水産
庁漁政部企画課、経済産業省、環境省）
◇日インドネシア 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
国際部国際経済課経済連携チーム）

28日㈬◇コイ春ウイルス血症（SVC）の清浄確認
のための立入調査結果について（消費・安
全局畜水産安全管理課水産安全室）
◇第5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）
◇「日本型精密農業を目指した技術開発」
（農林水産研究開発レポート No.24）の発
行（農林水産技術会議事務局技術政策課）
◇若林農林水産大臣の国内出張について
（大臣官房国際部国際協力課）
◇第4回山村再生に関する研究会の概要に
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）
◇地域のオーダーメイドによる農業集落排
水の実施について（農村振興局整備部地域
整備課農村整備推進室）
◇食品業界の信頼性向上に向けた全国セミ
ナーの開催について（総合食料局食品産業
振興課）

29日㈭◇気候変動枠組条約補助機関会合及び次期
枠組みに関する特別作業部会の開催につい
て（林野庁森林整備部研究・保全課）
◇バイオマスタウン構想の公表（第26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）
◇水産庁漁業調査船照洋丸による大型クラ
ゲ分布調査及びズワイガニ幼生分布調査の
実施について（水産庁増殖推進部漁場資源
課）

30日㈮◇米国（ニューヨーク州）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）
◇第34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、
農林水産省消費・安全局国際基準課）
◇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
ついて（総合食料局食品産業企画課食品環
境対策室）
◇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）
◇獣医師法第8条第2項の規定に基づく獣
医師の処分について（業務停止3年）（消
費・安全局畜水産安全管理課）
◇平成19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）
◇国際獣疫事務局（OIE）による加盟国の
BSEステータス認定等について（消費・安
全局動物衛生課）

〈法令〉
5月1日㈭◇補助金等に係る予算の執行の適正化に関

する法律施行令の一部を改正する政令（政
令第167号）を公布（同日施行）

8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33号）を公布（同日施
行）

12日㈪◇農業センサス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）

13日㈫◇厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員
共済組合制度の統合を図るための農林漁業
団体職員共済組合法等を廃止する等の法律
の施行に伴う存続組合が支給する特例年金
給付等に関する省令の一部を改正する省令
（農林水産省令第35号）を公布（同日施行）

14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36号）を公布（同日施
行）

16日㈮◇森林の間伐等の実施の促進に関する特別
措置法（法律第32号）を公布（同日施行）
◇中小企業における経営の承継の円滑化に
関する法律（法律第33号）を公布（平成20
年10月1日施行）
◇森林の間伐等の実施の促進に関する特別
措置法施行規則（農林水産省令第37号）の
公布（同日施行）

19日㈪◇株式会社日本政策金融公庫の危機対応円
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滑化業務の実施に関し必要な事項を定める
省令（財務省・農林水産省・経済産業省令
第2号）を公布（平成20年7月14日施行）

23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38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一
部を改正する法律（法律第37号）を公布（公
布の日から起算して三月を超えない範囲内
において政令で定める日から施行）
◇中小企業者と農林漁業者との連携による
事業活動の促進に関する法律（法律第38号）
を公布（公布の日から起算して六月を超え
ない範囲内において政令で定める日から施
行）
◇観光圏の整備による観光旅客の来訪及び
滞在の促進に関する法律（法律第39号）を
公布（公布の日から起算して三月を超えな
い範囲内において政令で定める日から施
行）
◇地域における歴史的風致の維持及び向上
に関する法律（法律第40号）を公布（公布
の日から起算して六月を超えない範囲内に
おいて政令で定める日から施行）

28日㈬◇飼料及び飼料添加物の成分規格等に関す
る省令の一部を改正する省令（農林水産省
令第39号）を公布（同日施行）
◇宇宙基本法（法律第43号）を公布（公布
の日から起算して三月を超えない範囲内に
おいて政令で定める日から施行）
◇農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材
料としての利用の促進に関する法律（法律
第45号）を公布（公布の日から起算して六
月を超えない範囲内において政令で定める
日から施行）

30日㈮◇電子情報処理組織による税関手続の特例
等に関する法律の一部を改正する法律（法
律第46号）を公布（平成20年10月1日施行）
◇エネルギーの使用の合理化に関する法律
の一部を改正する法律（法律第47号）を公
布（平成21年4月1日施行）

6 月
6月2日㈪◇国際的な食料需給の情報に関する意見交

換会の概要について（大臣官房食料安全保

障課）
◇平成20年度食品の安全性に関する有害化
学物質及び有害微生物のサーベイランス・
モニタリング年次計画の作成について（消
費・安全局消費・安全政策課）
◇「めざましごはんキャンペーン」映像メ
ディア等の展開について（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）
◇牛肉小売価格等の調査結果 平成20年5
月第4週（5月26日～5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）
◇第1回林政審議会施策部会森林整備保全
小委員会の開催及び一般傍聴について（林
野庁森林整備部計画課）

3日㈫◇米国（アーカンソー州）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）
◇日・ペルー漁業協議の結果について（水
産庁資源管理部国際課、遠洋課）
◇平成20年度水資源機構営利根中央用水事
業事後評価第三者委員会（第1回）議事概
要の公表について（農村振興局総務課）
◇「平成20年産うんしゅうみかん及びりん
ごの適正生産出荷見通し」について（生産
局園芸課）
◇水産政策審議会第37回資源管理分科会の
開催について（水産庁漁政部漁政課）

4日㈬◇第5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（林野庁森林整備部計
画課森林総合利用・山村振興室）
◇平成20年度森林総合研究所事業事後評価
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、独立行政法人森林総
合研究所森林農地整備センター）
◇平成20年度水資源機構営木曽川用水施設
緊急改築・豊川総合用水事業事後評価第三
者委員会（第1回）議事概要の公表につい
て（農村振興局総務課）
◇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)
◇テレビ番組「見ごろ食べごろ～四元奈生
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美のおしゃべり散歩」放送開始について（大
臣官房食料安全保障課）
◇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）
◇クローン牛の異動報告のとりまとめにつ
いて（H20年4月1日～H20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畜産
技術室）
◇家畜クローン研究の現状について（農林
水産技術会議事務局技術安全課、生産局畜
産部畜産振興課畜産技術室）
◇「第1回ライフジャケット着用推進ガイ
ドライン研究会」の開催及び一般傍聴につ
いて（水産庁漁政部企画課）

5日㈭◇ G10閣僚会合の概要について（大臣官房
国際部国際経済課WTO等交渉チーム）
◇平成20年度第1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）
◇第19回海区漁業調整委員会選挙の標語の
決定について（水産庁資源管理部沿岸沖合
課）
◇平成20年度木材需給対策中央会議第1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）
◇有機 JAS 規格の格付方法に関する検討
会（第4回）の開催について（消費・安全
局表示・規格課）
◇ビジネスマッチングフェア2008の開催に
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）
◇知床世界自然遺産地域の保全状況に関す
る調査報告書の送付について（森林整備部
研究・保全課森林保全推進室）

6日㈮◇有機に係る日本の基準・認証の仕組の
ISO17011への適合が米国から認証された
ことについて（消費・安全局表示・規格課）
◇「第2回環境・生態系保全活動支援制度
検討会」の開催及び一般傍聴について（水
産庁漁政部企画課）
◇食料・農業・農村政策審議会平成20年度
第2回畜産部会の開催について（生産局畜
産部畜産企画課畜産総合推進室）
◇第1回「北洋材利用に係る意見交換会」

の開催ついて（林野庁林政部木材産業課）
◇平成20年度第1回食料・農業・農村政策
審議会果樹部会の概要について（生産局園
芸課）
◇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）（水産庁資源管理部
遠洋課）
◇第3回遊漁船業の適正化に関する法律の
見直し検討会の開催について（水産庁資源
管理部沿岸沖合課）
◇森井食品株式会社における手延べそうめ
ん等の不適正表示に対する措置（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）
◇広島魚市場株式会社が販売した生鮮水産
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）
◇農林物資規格調査会部会（即席めん類等）
の開催及び傍聴の募集について（消費・安
全局表示・規格課）
◇インド洋まぐろ類委員会（IOTC）第12
回年次会合の開催について（水産庁資源管
理部国際課）
◇第6回産学官連携功労者表彰における農
林水産大臣賞「食品残さを活用した発酵リ
キッドフィーディングの開発」を決定 ～
「エコフィード」が初の農林水産大臣賞に
決定～（農林水産技術会議事務局先端産業
技術研究課）

9日㈪◇中小企業者と農林漁業者との連携による
事業活動の促進に関する法律（農商工等連
携促進法）に係る農業改良措置を支援する
ための措置等を定める省令案についての意
見・情報の募集について（総合食料局食品
産業企画課）
◇平成20年度第1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）
◇日本産精米の中国向け輸出条件に係る説
明会について（消費・安全局植物防疫課）
◇牛肉小売価格等の調査結果平成20年6月
第1週（6月2日～6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1回林政審議会施策部会森林整備保全
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小委員会の概要について（林野庁森林整備
部計画課）
◇第1回「北洋材利用に係る意見交換会」
の概要について（林野庁林政部木材産業課）
◇水産政策審議会第37回資源管理分科会の
結果について（水産庁漁政部漁政課）
◇政府米（国内産）の販売の試行の結果に
ついて（総合食料局食糧部消費流通課）

11日㈬◇平成20年度水資源機構営木曽川用水施設
緊急改築・豊川総合用水事業事後評価第三
者委員会（第2回）議事概要の公表につい
て（農村振興局総務課）
◇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）
◇農林水産物等輸出促進全国協議会総会の
開催について（大臣官房国際部国際経済課
貿易関税チーム輸出促進室）
◇「第3回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貿易関税チーム輸
出促進室）

12日㈭◇食料・農業・農村政策審議会平成20年度
第2回畜産部会の関係資料について（生産
局畜産部畜産企画課、牛乳乳製品課、食肉
鶏卵課）
◇農商工連携フォーラムについて（大臣官
房企画評価課）
◇平成20年度病害虫発生予報第3号の発表
について（消費・安全局植物防疫課）
◇インド洋まぐろ類委員会（IOTC）第12
回年次会合の結果について（水産庁資源管
理部国際課）

13日㈮◇平成19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）
◇澤農林水産大臣政務官の国内出張につい
て（農林水産技術会議事務局先端産業技術
研究課）
◇平成20年度第1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貿易関税チーム輸
出促進室）
◇平成17年度及び平成18年度国内産農産物
における農薬の使用状況及び残留状況調査

結果について（消費・安全局農産安全管理
課農薬対策室）
◇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（緊急対応型調査研
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）
◇農林水産省生物多様性戦略検討会（第7
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年度における登録検査機関に対す
る監査及び巡回点検等の結果について（総
合食料局食糧部消費流通課）
◇山村再生に関する研究会の中間取りまと
めについて（森林整備部計画課森林総合利
用・山村振興室）
◇日インドネ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貿易関税チーム）
◇若林農林水産大臣の国内出張について
（林野庁森林整備部研究・保全課森林保全
推進室）
◇第3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）

16日㈪◇平成20年岩手・宮城内陸地震に係る今村
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）
◇次第に本格化する吸収源枠組み交渉 ～
気候変動枠組条約第28回補助機関会合及び
次期枠組みに関する特別作業部会の結果に
ついて～（林野庁森林整備部研究・保全課、
計画課、大臣官房環境バイオマス政策課、
生産局農産振興課）
◇平成20年2月の日本海高波浪に関する技
術検討委員会（第3回）の開催について（水
産庁漁港漁場整備部整備課）
◇第11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）
◇ハイチ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20年6月
第2週（6月9日～6月13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）
17日㈫◇「WASHOKU-Try Japan's Good Food」

事業をフランス・パリにて実施（農林水産
省大臣官房国際部国際経済課貿易関税チー
ム輸出促進室、外務省）
◇農林水産物の輸出取組事例の取りまとめ
について（大臣官房国際部国際経済課貿易
関税チーム輸出促進室）
◇平成20年度における独立行政法人森林総
合研究所の水源林造成事業の期中の評価に
ついて（林野庁森林整備部整備課）
◇普通肥料の検査結果（平成19年12月、平
成20年1月、2月分）の公表について（消
費・安全局農産安全管理課）
◇日本産果実マークの公表について（生産
局生産流通振興課流通加工対策室）
◇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）
◇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3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）
◇第2回 TAC 制度等の検討に係る有識者
懇談会の開催について（水産庁資源管理部
管理課）
◇全米熱帯まぐろ類委員会（IATTC）年次
会合の開催について（水産庁資源管理部国
際課）
◇「平成20年岩手・宮城内陸地震」による
被害農林漁業者等に対する資金の円滑な融
通、既貸付金の償還猶予等について（経営
局経営政策課災害総合対策室、水産庁水産
経営課）
◇「とびだせ未来へ！！ みんなの大地・
森・海の恵み」（20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）

18日㈬◇平成20年岩手・宮城内陸地震により発生
した大規模山腹崩壊箇所等における応急対
策について（林野庁森林整備部治山課山地
災害対策室、国有林野部業務課）
◇有機同等性に関する米国からの資材の禁
止解除の申入れへの対応についての意見・
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14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）
◇平成20年度水資源機構営利根中央用水事
業事後評価第三者委員会（第2回）の開催
について（農村振興局総務課）
◇「途上国の森林減少・劣化防止に関する
国際ワークショップ」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20年岩手・宮城内陸地震」に伴う
水田・畑作経営所得安定対策の加入手続等
の期限の延長措置について（経営局経営政
策課経営安定対策室)
◇中山間地域等総合対策検討会（第30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）
◇養殖うなぎの原産地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）

19日㈭◇平成20年岩手・宮城内陸地震により発生
した大規模地すべりにおける直轄地すべり
防止災害関連緊急事業の実施について（林
野庁森林整備部治山課山地災害対策室）
◇全国バイオマスタウンサミットの開催に
ついて －全国147の市町村長が集合！－
（大臣官房環境バイオマス政策課バイオマ
ス推進室）
◇平成20年度における独立行政法人森林総
合研究所の第1回水源林造成事業評価委員
会の開催について（林野庁森林整備部整備
課）
◇農薬製品ラベルの誤表示への対応につい
て（消費・安全局農産安全管理課農薬対策
室）

20日㈮◇国際捕鯨委員会（IWC）第60回年次会合
について（水産庁資源管理部遠洋課）
◇平成19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）
◇日中民間緑化協力委員会第9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)
◇今村農林水産副大臣の国内出張について
（生産局特産振興課）
◇谷川農林水産大臣政務官の海外出張につ
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いて（大臣官房国際部国際政策課、水産庁
遠洋課）
◇「アグリビジネス創出フェア2008」の開
催及び出展募集についてのお知らせ（農林
水産技術会議事務局先端産業技術研究課）
◇「明日の農山漁村を担う女性」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年の農作業死亡事故について（生
産局生産技術課資材対策室）
◇第3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）
◇植物防疫法施行規則等の一部改正案につ
いての意見・情報の募集について（消費・
安全局植物防疫課）
◇平成20年岩手・宮城内陸地震に係る中山
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中山間
整備推進室）
◇平成20年度「田園自然再生活動コンクー
ル」の募集について（村振興局企画部資源
課農村環境保全室）
◇「平成20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）
◇住金物産株式会社が販売したボイルズワ
イガニ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）
◇友田セーリング株式会社が販売したボイ
ルズワイガニ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1回 GAP の推進に係る情報交換会の
開催について（生産局生産技術課）
◇水産庁漁業調査船開洋丸による天皇海山
（てんのうかいざん）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）
◇平成20年度カツオ長期来遊資源動向予測
（6月～11月）（水産庁増殖推進部漁場資源
課、独立行政法人水産総合研究センター遠
洋水産研究所）

23日㈪◇平成20年岩手・宮城内陸地震により発生
した大規模な山腹崩壊等における国有林野
内直轄治山災害関連緊急事業の実施につい
て（林野庁国有林野部業務課、森林整備部
治山課山地災害対策室）
◇家畜改良増殖制度の在り方に関する検討
会の開催について（生産局畜産部畜産振興
課畜産技術室)
◇平成20年度森林総合研究所事業再評価第
三者委員会（第1回）議事概要について（農
村振興局総務課）
◇第11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）
◇牛肉小売価格等の調査結果平成20年6月
第3週（6月16日～6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）
◇食品の期限表示設定に関するセミナーの
開催について（消費・安全局表示・規格課）

24日㈫◇第5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)
◇第34回コーデックス連絡協議会の概要
（厚生労働省、農林水産省消費･安全局国際
基準課）
◇第1回「耕作放棄地対策研究会」の開催
について（農村振興局企画部農村政策課）
◇日中民間緑化協力委員会第9回会合の結
果概要について（林野庁森林整備部計画課
海外林業協力室）
◇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）
◇第18回国産大豆協議会の開催について
（生産局農産振興課）
◇第11回日韓環境保護協力合同委員会の結
果概要（放置・廃棄漁具関係）について（水
産庁資源管理部国際課）

25日㈬◇平成19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
整備課中山間整備推進室）
◇平成20年度水資源機構営木曽川用水施設
緊急改築・豊川総合用水事業事後評価第三
者委員会（第3回）の開催について（農村
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振興局総務課)
◇麦製品等の取引価格の推移（平成20年5
月分）（総合食料局食糧部計画課）
◇平成20年5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）
◇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政策研
究推進・技術調整）
◇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22回日中農産物貿易協議会の開催につ
いて（生産局園芸課、林野庁経営課特用林
産対策室、大臣官房国際部貿易関税チーム）
◇「第1回東アジア植物品種保護フォーラ
ム」開催について（生産局種苗課）
◇架空会社による一色産うなぎ蒲焼きの産
地偽装等に対する措置について（消費・安
全局表示・規格課食品表示・規格監視室）

26日㈭◇海外商品先物取引等小委員会中間とりま
とめの公表について（農林水産省総合食料
局商品取引監理官、経済産業省）
◇若林農林水産大臣の第2回「美しい森林
づくり全国推進会議」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）
◇公定規格に定める含有が許される水銀の
最大量を超えた下水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）
◇調味料中のクロロプロパノール類含有実
態調査の結果について（平成18年度）（消
費・安全局消費・安全政策課）
◇平成20年度森林総合研究所事業事後評価
第三者委員会（第2回）の開催について（農
村振興局総務課機構調整室）
◇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）

27日㈮◇平成20年岩手・宮城内陸地震により発生
した大規模な山腹崩壊等における災害関連
緊急治山等事業（補助）の実施について（林
野庁森林整備部治山課山地災害対策室、国
有林野部業務課）
◇平成20年度における独立行政法人森林総
合研究所の第1回水源林造成事業評価委員
会の議事概要について（林野庁森林整備部
整備課）
◇中山間地域等直接支払制度の中間年評価

の結果について（農村振興局整備部地域整
備課中山間整備推進室）
◇第4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）
◇バターの追加輸入の実施について（生産
局畜産部牛乳乳製品課）
◇第1回海洋立国推進功労者表彰の受賞者
決定について（文部科学省、農林水産省水
産庁漁政部企画課、経済産業省、国土交通
省、環境省）

28日㈯◇全米熱帯まぐろ類委員会(IATTC)年次
会合の結果について（水産庁資源管理部国
際課）
◇第60回国際捕鯨委員会（IWC）年次会合
の結果について（水産庁資源管理部遠洋課）

30日㈪◇「途上国の森林減少・劣化防止に関する
国際ワークショップ」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）
◇クローン牛の異動報告のとりまとめにつ
いて（H20年5月1日～H20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畜産
技術室）
◇平成19年木材需給表（用材部門）の概要
（平成19年1月～12月：丸太換算）（林野庁
林政部企画課）
◇「主要木材の短期需給見通し（平成20年
第3四半期及び平成20年第4四半期）」に
ついて（林野庁林政部木材利用課）
◇平成20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）
◇バイオマスタウン構想の公表（第27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）
◇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）
◇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）
◇土壌管理のあり方に関する意見交換会
（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）
◇牛肉小売価格等の調査結果平成20年6月
第4週（6月23日～6月27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）
◇牛肉小売価格等の調査結果の情報提供に
ついて（消費・安全局消費・安全政策課）

〈法令〉
6月6日㈮◇食品の製造過程の管理の高度化に関する

臨時措置法の一部を改正する法律（法律第
55号）を公布（平成20年7月1日施行）
◇保険法の施行に伴う関係法律の整備に関
する法律（法律第57号）を公布（保険法の
施行の日から施行）
◇生物多様性基本法（法律第58号）を公布
（同日施行）
◇補助金等に係る予算の執行の適正化に関
する法律施行令の一部を改正する政令（政
令第191号）を公布（同日施行）
◇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施行令
（政令第192号）を公布（平成20年6月21日
施行）
◇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・経済産業省令第1号）を公布（法の
施行の日（平成20年6月21日）から施行）
◇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第三十
六条第一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・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
（法の施行の日（平成20年6月21日）から施
行）

10日㈫◇農林漁業金融公庫法施行規則の一部を改
正する省令（財務省・農林水産省令第2号）
を公布（同日施行）

11日㈬◇研究開発システムの改革の推進等による
研究開発能力の強化及び研究開発等の効率
的推進等に関する法律（法律第63号）を公
布（公布の日から起算して六月を超えない
範囲内において政令で定める日から施行）

13日㈮◇金融商品取引法等の一部を改正する法律
（法律第65号）を公布（公布の日から起算し
て六月を超えない範囲内において政令で定
める日から施行）
◇国家公務員制度改革基本法（法律第68号）

を公布（同日施行）
◇地球温暖化対策の推進に関する法律第二
十条の四第三項の規定に基づく主務大臣の
権限の委任に関する命令（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）

16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40号）を公布
（平成20年6月21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2号）
を公布（平成20年9月1日施行）

18日㈬◇特定商取引に関する法律及び割賦販売法
の一部を改正する法律（法律第74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）
◇愛がん動物用飼料の安全性の確保に関す
る法律（法律第83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）
◇空港整備法及び航空法の一部を改正する
法律等の施行に伴う関係農林水産省令の整
理に関する省令（農林水産省令第41号）を
公布（同日施行）
◇海岸法施行規則の一部を改正する省令
（農林水産省・国土交通省令第2号）を公布
（同日施行）

20日㈮◇食品の製造過程の管理の高度化に関する
臨時措置法施行令の一部を改正する政令
（政令第198号）を公布（平成20年7月1日
施行）
◇食品の製造過程の管理の高度化に関する
臨時措置法施行規則の一部を改正する省令
（厚生労働省・農林水産省令第1号）を公布
（平成20年7月1日施行）

23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42号）を公布（同日施行）

24日㈫◇商品取引所法施行規則の一部を改正する
省令（農林水産省・経済産業省令第3号）
を公布（同日施行）

27日㈮◇電子情報処理組織による輸出入等関連業
務の処理等に関する法律施行令第一条第四
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項第十号及び第十一号の申請等又は処分通
知等を定める省令（財務省・農林水産省令
第3号）を公布（平成20年10月1日施行）

30日㈪◇農業の担い手に対する経営安定のための
交付金の公布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43号）を
公布（同日施行）
◇漁船損害等補償法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）
◇漁船乗組員給与保険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）

7 月
7月1日㈫◇クールアース・デーには地産地消を考え

てみましょう ～食と農からのクールアー
ス～（生産局生産技術課）
◇第3回環境生態系保全活動支援制度検討
会の開催について（水産庁漁政部企画課）
◇ソフトセルロース利活用技術確立事業の
事業実施地区決定について（大臣官房環境
バイオマス政策課、農村振興局整備部地域
整備課）
◇平成20年度第2回瀬戸内海東部カタクチ
イワシ漁況予報（水産庁増殖推進部漁場資
源課、独立行政法人水産総合研究センター
瀬戸内海区水産研究所）
◇冷房ほどほど クールベジ（夏秋野菜の
消費拡大について）（生産局園芸課）
◇農林水産省と環境省の連携による「田ん
ぼの生きもの調査2008」について（農村振
興局企画部地域計画官）
◇農林物資規格調査会部会の開催及び傍聴
の募集について（消費・安全局表示・規格
課）
◇植物防疫法施行規則の一部改正等につい
て（消費・安全局植物防疫課）

2日㈬◇澤農林水産大臣政務官の国内出張につい
て（農林水産技術会議事務局技術政策課）
◇第22回日中農産物貿易協議会の結果につ
いて（生産局園芸課、林野庁経営課特用林
産対策室、大臣官房国際部貿易関税チーム）
◇今村農林水産副大臣の国内出張について
（生産局園芸課）

3日㈭◇平成20年度における独立行政法人森林総

合研究所の水源林造成事業評価委員会の地
元等意見聴取の実施について（林野庁森林
整備部整備課）

4日㈮◇若林農林水産大臣の国内出張について
（農林水産技術会議事務局技術政策課）
◇平成20年岩手・宮城内陸地震により発生
した大規模な山腹崩壊等における直轄治山
災害関連緊急事業等の実施について（林野
庁森林整備部治山課山地災害対策室）
◇平成20年度第2回日本海海況予報（増殖
推進部漁場資源課、独立行政法人水産総合
研究センター日本海区水産研究所）
◇北海道洞爺湖サミット国際メディアセン
ターにおける日本食・日本食材等の PR
（「WASHOKU-Try Japan's Good Food」事
業）の実施について（大臣官房国際部国際
経済課貿易関税チーム輸出促進室）
◇第1回今後の野菜政策に関する検討会の
開催について（生産局園芸課）
◇行政と密接な関係にある公益法人への支
出の無駄の集中点検について（大臣官房文
書課）
◇平成20年産水稲の作柄表示地帯別10ａ当
たり平年収量について（大臣官房統計部生
産流通消費統計課）

7日㈪◇農業機械の省エネ性能に関する研究会の
開催について（生産局生産技術課資材対策
室）
◇平成20年度「水産高校等を中心とした地
域の漁業・水産業担い手育成プロジェクト」
採択結果について（水産庁漁政部企画課）
◇平成20年度「農業高校での農業者育成研
修モデル開発事業」について（経営局普及・
女性課）
◇クールアース・デーを契機とした地産地
消の取組について（生産局生産技術課）
◇第4回都市と農村の協働の推進に関する
研究会（農村振興局企画部農村政策課農村
整備総合調整室）
◇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につ
いて（生産局畜産部畜産企画課畜産総合推
進室）

8日㈫◇第2回「耕作放棄地対策研究会」の開催
について（農村振興局企画部農村政策課）
◇全国有機農業推進委員会(第3回)の開催
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について（生産局農産振興課環境保全型農
業対策室）
◇平成20年度第1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）
◇「森林に関する国際的な議論の動向」報
告会の開催及び傍聴募集について（申込み
受付は締切りました）（林野庁森林整備部
計画課海外林業協力室）

9日㈬◇第5回健康で快適な給食施設等表彰事業
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）

10日㈭◇－諫早湾干拓事業－工事差止等請求事件
（佐賀本訴）の控訴に係る大臣談話につい
て（農村振興局整備部設計課）
◇北海道洞爺湖サミットの結果概要（大臣
官房国際部国際経済課 WTO 等交渉チー
ム）
◇「見て！聞いて！！植物防疫～海外の病
害虫から日本の農業を守る～」及び「小さ
な虫みっけ！～植物防疫官を体験してみよ
う～」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年度病害虫発生予報第4号の発表
について（消費・安全局植物防疫課）
◇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）
◇平成20年度上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
部国際経済課貿易関税チーム）
◇第2回林政審議会施策部会森林整備保全
小委員会の開催及び一般傍聴について（林
野庁森林整備部計画課）

11日㈮◇農薬登録制度に関する懇談会（第4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）
◇商品取引員に対する行政処分について
（農林水産省総合食料局商品取引監理官、
経済産業省）
◇第3回「間伐材チップの紙製品への利用
促進に係る意見交換会」の開催について（林
野庁林政部木材産業課）
◇平成13年農協法改正法の附則に基づく検
討結果について（経営局協同組織課経営・
組織対策室）

◇農山漁村（ふるさと）地域力発掘支援モ
デル事業(地域活動支援事業)の採択地区決
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、各地方農政局農村計
画部農村振興課、内閣府沖縄総合事務局農
林水産部土地改良課）
◇緑茶・塩干魚介類の表示に関する特別調
査の実施について（消費・安全局表示・規
格課食品表示・規格監視室）
◇袋詰精米等における平成19年産の特別調
査結果について（消費・安全局表示・規格
課食品表示・規格監視室）

14日㈪◇環境・生態系保全活動支援制度検討会の
中間取りまとめについて（水産庁漁政部企
画課）
◇第8回北太平洋まぐろ類国際科学委員会
（ISC）本会議の開催について（水産庁資源
管理部国際課）
◇平成20年度森林総合研究所事業再評価第
三者委員会（第2回）の開催について（農
村振興局総務課機構調整室）
◇平成20年度森林総合研究所事業事後評価
第三者委員会（第2回）議事概要について
（農村振興局総務課機構調整室、独立行政
法人森林総合研究所森林農地整備センタ
ー）
◇林政審議会の開催及び一般傍聴について
（林野庁林政部林政課）
◇第32回世界遺産委員会における知床世界
自然遺産地域の保全状況に関する審査の結
果について（林野庁森林整備部研究・保全
課森林保全推進室）
◇即席めん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35回食品の表示に関する共同会議の開
催について（消費・安全局表示・規格課）
◇食料・農業・農村政策審議会平成20年度
第1回農業農村振興整備部会（現地調査）
について（農村振興局企画部事業計画課）

15日㈫◇第3回株式会社日本政策金融公庫設立委
員会を開催します（財務省、農林水産省経
営局金融調整課、経済産業省）
◇公定規格に定める含有を許される水銀の
最大値を超えた汚泥発酵肥料に係る報告徴
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収について（消費・安全局農産安全管理課）
◇平成20年度水資源機構営利根中央用水事
業事後評価第三者委員会（第2回）議事概
要の公表について（農村振興局総務課）
◇若林農林水産大臣の WTO 閣僚会合出
席について（大臣官房国際部国際政策課）

16日㈬◇第15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）
◇ウナギ安定供給連絡会議の開催について
（水産庁増殖推進部栽培養殖課）
◇食料・農業・農村政策審議会企画部会地
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4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）
◇第2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）

17日㈭◇第3回「間伐材チップの紙製品への利用
促進に係る意見交換会」の概要について（林
野庁林政部木材産業課）
◇森林農地整備センター（旧緑資源機構）
の入札監視のための委員会について（林野
庁森林整備部整備課）
◇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（緊急対応型調査研
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）

18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18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年度養豚問題懇談会の開催につい
て（生産局畜産部畜産振興課畜産技術室）
◇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）
◇平成20年度第1回太平洋スルメイカ長期
漁況予報（水産庁増殖推進部漁場資源課、
独立行政法人水産総合研究センター北海道
区水産研究所）
◇平成20年度第2回日本海スルメイカ長期
漁況予報（水産庁増殖推進部漁場資源課、
独立行政法人水産総合研究センター日本海
区水産研究所）

◇農林水産省政策評価結果（平成19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）
◇平成20年度における独立行政法人森林総
合研究所の第2回水源林造成事業評価委員
会の開催について（林野庁森林整備部整備
課）
◇農産物検査の結果及び今後の公表予定に
ついて（総合食料局食糧部消費流通課）
◇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）
◇食品の期限表示設定に関するセミナーの
追加開催について（消費・安全局表示・規
格課）

22日㈫◇農林水産省生物多様性戦略検討会（第8
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4回)の開催について（総合食料局総
務課）
◇第3回株式会社日本政策金融公庫設立委
員会の議事概要について（財務省、農林水
産省経営局金融調整課、経済産業省）
◇さとうきび増産プロジェクト会議の開催
について（生産局特産振興課）
◇日豪 EPA 交渉第6回会合の開催につい
て（大臣官房国際部国際経済課経済連携チ
ーム）
◇有機 JAS 規格の格付方法に関する検討
会（第5回）の開催について（消費・安全
局表示・規格課）

23日㈬◇第2回林政審議会施策部会森林整備保全
小委員会の概要について（平成20年7月24
日に修正）（林野庁森林整備部計画課）
◇ G10閣僚会合プレスリリースについて
（大臣官房国際部国際経済課WTO 等交渉
チーム）
◇平成20年岩手・宮城内陸地震により発生
した大規模な山腹崩壊等における災害関連
緊急治山等事業（補助）の実施について（林
野庁森林整備部治山課山地災害対策室、国
有林野部業務課）
◇有限会社三印狭間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
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示・規格課食品表示・規格監視室）
◇株式会社エツヒロが販売した生鮮水産物
及び水産物加工品の不適正な産地表示に対
する措置について（消費・安全局表示・規
格課食品表示・規格監視室）
◇農林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）
◇第3回 TAC 制度等の検討に係る有識者
懇談会の開催について（水産庁資源管理部
管理課）

24日㈭◇第3回「耕作放棄地対策研究会」の開催
について（農村振興局企画部農村政策課）
◇平成20年度病害虫発生予報第5号の発表
について（消費・安全局植物防疫課）
◇遺伝子組換え生物等の第一種使用規程の
承認申請案件（セイヨウナタネ、ダイズ）
に対する意見・情報の募集（消費・安全局
農産安全管理課）

25日㈮◇第7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）
◇平成20年度養鶏問題懇談会の開催につい
て（生産局畜産部畜産振興課畜産技術室）
◇林政審議会の概要について（林野庁林政
部企画課、林政課）
◇日中農業科学技術交流グループ第27回会
議の結果概要（大臣官房国際部国際協力課）
◇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）
◇第1回今後の野菜政策に関する検討会の
概要について（生産局園芸課）
◇第1回東アジア植物品種保護フォーラム
の結果について（生産局種苗課）
◇平成20年6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）
◇麦製品等の取引価格の推移（平成20年6
月）（総合食料局食糧部計画課）
◇平成20年（2008年）7月24日の岩手県沿
岸北部を震源とする地震による被害農林漁
業者等に対する資金の円滑な融通、既貸付
金の償還猶予等について（経営局経営政策
課災害総合対策室）
◇第4回「美の里（びのさと）づくりコン
クール」の募集について（農村振興局企画
部農村政策課農村整備総合調整室）

28日㈪◇燃油高騰水産業緊急対策について（水産

庁漁政部水産経営課）
◇食料・農業・農村政策審議会家畜衛生部
会第28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）
◇株式会社日本政策金融公庫資産評価委員
会の開催について（財務省、厚生労働省、
農林水産省経営局金融調整課、中小企業庁）
◇水産政策審議会総会及び同各分科会・部
会の開催について（水産庁漁政部漁政課）

29日㈫◇「森林に関する国際的な議論の動向」報
告会の概要について（林野庁森林整備部計
画課海外林業協力室）
◇「農林漁家民宿おかあさん100選」の第2
回募集について（農村振興局企画部農村政
策課都市農業・地域交流室）
◇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）
◇「地球温暖化対策研究戦略」の策定につ
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）
◇第19回海区漁業調整委員会委員選挙の実
施について（水産庁資源管理部沿岸沖合課）
◇「平成20年産水稲の西南暖地における早
期栽培等の作柄概況（7月15日現在）」につ
いて（大臣官房統計部生産流通消費統計課）
◇埋設農薬の管理状況等に係る調査の結果
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4回）提出資料について（総合食料
局総務課政策推進室）
◇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）

30日㈬◇ WTO 農業交渉に関する若林農林水産
大臣談話（大臣官房国際部国際経済課
WTO等交渉チーム）
◇平成19年度食品流通改善巡回点検指導事
業（畜産物安全対策業務）の調査結果につ
いて（消費・安全局畜水産安全管理課）
◇水産庁漁業調査船照洋丸による広域性浮
魚類資源（マグロ類等）の変動要因の解明
に向けた海洋観測調査の実施について（水
産庁増殖推進部漁場資源課）
◇食料・農業・農村政策審議会食糧部会提
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出資料について（総合食料局食糧部計画課）
31日㈭◇株式会社日本政策金融公庫資産評価委員

会（第1回会合）の議事概要について（財
務省、厚生労働省、農林水産省経営局金融
調整課、中小企業庁）
◇「ふるさと子ども夢学校フェア」開催の
ご案内（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年度第1回太平洋イワシ・アジ・
サバ等長期漁海況予報（増殖推進部漁場資
源課、独立行政法人水産総合研究センター
中央水産研究所）
◇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）
◇だいこんの緊急需給調整の実施について
（生産局園芸課）
◇バイオマスタウン構想の公表（第28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）
◇ 海 外 食 料 需 給 レ ポ ー ト（Monthly
Report)について（大臣官房食料安全保障
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）

〈法令〉
7月1日㈫◇植物防疫法施行規則の一部を改正する省

令（農林水産省令第46号）を公布（同日施
行）

4日㈮◇株式等の取引に係る決済の合理化を図る
ための社債等の振替に関する法律等の一部
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219号）を公布（株
式等の取引に係る決済の合理化を図るため
の社債等の振替に関する法律等の一部を改
正する法律の施行の日から施行）
◇犯罪による収益の移転防止に関する法律
施行規則の一部を改正する命令（内閣府・
総務省・法務省・財務省・厚生労働省・農
林水産省・経済産業省・国土交通省令第3
号）を公布（株式等の取引に係る決済の合
理化を図るための社債等の振替に関する法
律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6号）を公
布（株式等の取引に係る決済の合理化を図
るための社債等の振替に関する法律等の一
部を改正する法律の施行の日から施行）

9日㈬◇国家公務員制度改革基本法の一部の施行
期日を定める政令（政令第220号）を公布（同
日施行）
◇平成二十年岩手・宮城内陸地震による岩
手県奥州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222号）を公布（同
日施行）

16日㈬◇観光圏の整備による観光旅客の来訪及び
滞在の促進に関する法律の施行期日を定め
る政令（政令第227号）を公布（同日施行）
◇植物防疫法施行規則の一部を改正する省
令（農林水産省令第47号）を公布（同日施
行）

18日㈮◇中小企業者と農林漁業者との連携による
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233号）を公布（同日施
行）
◇中小企業者と農林漁業者との連携による
事業活動の促進に関する法律施行令（政令
第234号）を公布（法の施行の日（平成20年
7月21日）から施行）
◇中小企業信用保険法施行令の一部を改正
する政令（政令第235号）を公布（中小企業
者と農林漁業者との連携による事業活動の
促進に関する法律（平成20年法律第38号）
の施行の日（平成20年7月21日）から施行）
◇農商工等連携事業計画の認定等に関する
命令（内閣府・総務省・財務省・厚生労働
省・農林水産省・経済産業省・国土交通省
令第1号）を公布（法の施行の日（平成20
年7月21日）から施行）
◇中小企業者と農林漁業者との連携による
事業活動の促進に関する法律第四条第二項
第二号イの農業者等が実施する農業改良措
置を支援するための措置等を定める省令
（農林水産省令第48号）を公布（法の施行の
日（平成20年7月21日）から施行）
◇農商工等連携支援事業計画の認定等に関
する省令（農林水産省・経済産業省令第4
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号）を公布（法の施行の日（平成20年7月
21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49号）を公布（同
日施行）

23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5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21年
4月1日）から施行）
◇観光圏の整備による観光旅客の来訪及び
滞在の促進に関する法律第五条第二項第二
号の観光圏整備事業の推進を図るのにふさ
わしい者を定める省令（農林水産省・国土
交通省令第3号）を公布（観光圏の整備に
よる観光旅客の来訪及び滞在の促進に関す
る法律の施行の日（平成20年7月23日）か
ら施行）

25日㈮◇絶滅のおそれのある野生動植物の種の保
存に関する法律施行令の一部を改正する政
令（政令第238号）を公布（平成20年8月15
日施行）
◇指定漁業の許可及び取締り等に関する省
令及び特定大臣許可漁業等の取締りに関す
る省令の一部を改正する省令（農林水産省
令第50号）を公布（平成20年8月1日施行）

31日㈭◇農林水産省組織令の一部を改正する政令
（政令第241号）を公布（平成20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51号）を公布（平成20
年8月1日施行）
◇農林水産技術会議事務局組織規則の一部
を改正する省令（農林水産省令第52号）を
公布（平成20年8月1日施行）

8 月
8月1日㈮◇食料・農業・農村政策審議会家畜衛生部

会第28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）
◇ IPM 実践指標モデル案ついての意見・
情報の募集について（消費・安全局植物防
疫課）
◇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の一部改正について
（大臣官房国際部国際経済課貿易関税チー

ム）
◇日インドネシア経済連携協定に基づく平
成20年度の関税割当公表の一部改正につい
て（大臣官房国際部国際経済課貿易関税チ
ーム）
◇日タイ経済連携協定に基づく平成20年度
の関税割当公表の一部改正について（大臣
官房国際部国際経済課貿易関税チーム）
◇日チリ経済連携協定に基づく平成20年度
の関税割当公表の一部改正について（大臣
官房国際部国際経済課貿易関税チーム）
◇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の一部改正について
（大臣官房国際部国際経済課貿易関税チー
ム）
◇平成20年度における独立行政法人森林総
合研究所の第2回水源林造成事業評価（期
中の評価）委員会の議事概要について（林
野庁森林整備部整備課）
◇音声テープ「平成19年度食料・農業・農
村白書のあらまし」の作成・配布について
（大臣官房情報評価課情報分析・評価室）

4日㈪◇「農業用水緊急節水対策本部」の設置に
ついて（農村振興局整備部水資源課）
◇第2回家畜改良増殖制度の在り方に関す
る検討会の開催について（生産局畜産部畜
産振興課畜産技術室）
◇平成20年度水資源機構営木曽川用水施設
緊急改築・豊川総合用水事業事後評価第三
者委員会（第3回）議事概要の公表につい
て（農村振興局整備部水資源課）
◇平成20年度森林総合研究所事業再評価第
三者委員会(第2回）議事概要について（農
村振興局農村整備官）
◇「第2回ライフジャケット着用推進ガイ
ドライン研究会」の開催及び一般傍聴につ
いて（水産庁漁政部企画課）
◇第1回「食品ロスの削減に向けた検討会」
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）
◇「遺伝子組換え農作物に関するコミュニ
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政策課
技術安全室）

5日㈫◇農地・水・環境保全向上対策の取組状況
（平成20年度（7月15日現在））について（農
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村振興局整備部農地資源課農地・水・環境
保全対策室）
◇平成20年産水田・畑作経営所得安定対策
加入申請状況について（経営局経営政策課
経営安定対策室）
◇平成19年度食料需給表について（大臣官
房食料安全保障課）
◇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）
◇水産政策審議会第16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）
◇水産政策審議会第38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12回総会の結果につい
て（水産庁漁政部漁政課）
◇水産政策審議会第23回企画部会の結果に
ついて（水産庁漁政部企画課）

6日㈬◇平成19年の特用林産物の生産動向等につ
いて（林野庁林政部経営課特用林産対策室）
◇第3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、国際課、増殖推進部漁場
資源課）
◇「都市と農村の協働の推進に関する研究
会」とりまとめについて（農村振興局農村
政策部農村計画課）

7日㈭◇「疏水のある風景」写真コンテスト
2008への応募について（農村振興局整備部
水資源課水資源企画班）
◇遺伝子組換え生物等の第一種使用規程の
承認申請案件（トウモロコシ、ワタ）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年度第3回生物多様性影響評価
検討会総合検討会」の開催及び傍聴につい
て（農林水産技術会議事務局技術政策課技
術安全室）
◇平成20年度病害虫発生予報第6号の発表
について（消費・安全局植物防疫課）
◇平成20年度北西太平洋サンマ長期漁海況
予報（増殖推進部漁場資源課、独立行政法
人水産総合研究センター東北区水産研究
所）

8日㈮◇米国産牛肉（ひき肉）の混載事例につい

て（消費・安全局動物衛生課、厚生労働省）
◇平成20年産水稲の作柄に関する委員会
（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）
◇愛がん動物用飼料の安全性の確保に関す
る法律に基づく愛がん動物の指定等につい
ての検討を開始する件（消費・安全局畜水
産安全管理課）
◇有限会社フレッシュ佐武及び西條農園に
おける有機 JAS マークの不正貼付に対す
る措置について（消費・安全局表示・規格
課食品表示・規格監視室）
◇農林物資規格調査会部会（定温流通加工
食品）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20年度「子ども霞が関見学デー」に
ついて（大臣官房情報評価課）
◇平成20年度上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
部国際経済課貿易関税チーム）

11日㈪◇「第1種使用規程承認組換え作物栽培実
験指針」の一部改正について（農林水産技
術会議事務局技術政策課技術安全室）
◇米国（ニューハンプシャー州）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）
◇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
決定について（大臣官房環境バイオマス政
策課バイオマス推進室）

12日㈫◇平成20年岩手・宮城内陸地震により発生
した大規模な山腹崩壊等における直轄治山
災害関連緊急事業等の実施について（林野
庁森林整備部治山課山地災害対策室、国有
林野部業務課）
◇平成20年岩手県沿岸北部地震及び7月27
日～28日の大雨に係る災害関連緊急治山事
業（民有林治山関係）について（林野庁森
林整備部治山課山地災害対策室）
◇第2回今後の野菜政策に関する検討会の
開催について（生産局生産流通振興課）
◇集落営農組織へのアンケート調査結果
（平成20年5月実施）の公表について（農林
水産政策研究所霞が関分室）
◇「水田・畑作経営所得安定対策下におけ
る集落営農組織の設立等が地域農業、農地
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利用集積等に与える影響に関する分析」研
究成果の公表について（農林水産政策研究
所霞が関分室）
◇平成19年度松くい虫被害について（林野
庁森林整備部研究・保全課森林保護対策室）

13日㈬◇第3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、国際課、増殖推進部漁場
資源課）

14日㈭◇スウェーデン産の牛肉の混載事例につい
て（消費・安全局動物衛生課）
◇第19回海区漁業調整委員会委員選挙の結
果について（速報）（水産庁資源管理部沿岸
沖合課）

15日㈮◇第2回「北洋材利用に係る意見交換会」
の開催について（林野庁林政部木材産業課）
◇対日輸出認定施設等の現地査察の実施等
について（消費・安全局動物衛生課、厚生
労働省）
◇第11回日韓漁業共同委員会第3回課長級
協議の開催について（水産庁資源管理部国
際課）
◇農薬取締法に基づく届出と異なる方法で
大原パラヂウム化学株式会社が製造した展
着剤（てんちゃくざい）に係る報告徴収に
ついて（消費・安全局農産安全管理課農薬
対策室）

18日㈪◇第4回「耕作放棄地対策研究会」の開催
について（農村振興局農村政策部農村計画
課）
◇気候変動枠組条約次期枠組みに関する特
別作業部会の開催について（大臣官房環境
バイオマス政策課、林野庁森林整備部研
究・保全課）
◇平成20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）
◇東洋漁業株式会社、兼井物産株式会社及
び金子産業株式会社の産業活力再生特別措
置法に基づく事業再構築計画の認定につい
て（水産庁漁政部加工流通課）
◇農業資材審議会飼料分科会及び同安全性
部会・中央環境審議会動物愛護部会ペット
フード小委員会合同会合（第1回）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）

◇日ベトナム EPA 交渉会合の開催につい
て（大臣官房国際部国際経済課経済連携チ
ーム）

19日㈫◇近藤農林水産副大臣の国内出張について
（生産局生産流通振興課花き産業振興室）
◇江藤農林水産大臣政務官の国内出張につ
いて（生産局生産流通振興課花き産業振興
室）
◇農業資材審議会農薬分科会特定農薬小委
員会（第9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）
◇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（第2回緊急対応型
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研究推進課産学連携
室）
◇野菜消費拡大緊急キャンペーンの実施に
ついて－「もりもり食べて、しっかり支え
る、にっぽんの野菜」－（生産局生産流通
振興課）
◇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）

20日㈬◇「信頼への一歩は入出荷記録から～食品
のトレーサビリティ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、関東農政局消費・
安全部消費生活課）
◇農業資材審議会農薬分科会（第11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）

21日㈭◇第2回「北洋材利用に係る意見交換会」
の概要について（林野庁林政部木材産業課）
◇第16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）

22日㈮◇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・農村政策審議会甘味資源部
会の開催について（生産局生産流通振興課）
◇第35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、
農林水産省消費・安全局国際基準課）
◇平成19年度末の汚水処理人口普及状況に
ついて（農村振興局整備部農村整備官）
◇汚水処理施設連携整備事業の実施状況等
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について（農村振興局整備部農村整備官）
◇第2回 GAP の推進に係る情報交換会の
開催について（生産局技術普及課）

25日㈪◇第11回日韓漁業共同委員会第3回課長級
協議の結果について（水産庁資源管理部国
際課）
◇小泉武夫客員研究員講演会「21世紀はア
グリビジネスの時代」の開催について（農
林水産政策研究所霞が関分室）
◇平成20年7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）
◇麦製品等の取引価格の推移（平成20年7
月）（総合食料局食糧部計画課）

26日㈫◇コスタリカからの輸入条件違反の牛肉
（牛タン）について（消費・安全局動物衛生
課、厚生労働省）
◇高波発生メカニズム共有に関する WG
（第3回）の開催について（水産庁漁港漁場
整備部整備課、国土交通省、気象庁）

27日㈬◇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）
◇株式会社ピュアブライトにおける不適正
表示に対する措置について（消費・安全局
表示・規格課食品表示・規格監視室）
◇生鮮食品及び加工食品の品質表示実施状
況調査等の結果について（平成19年度）（消
費・安全局表示・規格課食品表示・規格監
視室）
◇株式会社青森県果工における果実飲料
（りんごジュース）の不適正な格付の表示
に対する改善命令等について（消費・安全
局表示・規格課食品表示・規格監視室）
◇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）

28日㈭◇気候変動枠組条約次期枠組みに関する特
別作業部会の開催結果について（大臣官房
環境バイオマス政策課、林野庁森林整備部
研究・保全課、計画課、生産局農業環境対
策課）
◇平成21年度税制改正要望（経営局総務課
調整室）
◇平成21年度組織・定員要求の概要につい
て（大臣官房文書課）
◇平成21年度農林水産予算概算要求の概要
（大臣官房予算課）
◇「平成20年産水稲の8月15日現在におけ

る作柄概況」及び「平成20年産水稲の作柄
に関する委員会（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）
◇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）
◇第4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）
◇食料・農業・農村政策審議会家畜衛生部
会第29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）
◇加工・業務用野菜の取扱いに関する意
識・意向調査結果について（大臣官房情報
評価課）
◇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）

29日㈮◇平成20年10月期における輸入麦の政府売
渡価格の改定について（総合食料局食糧部
食糧貿易課）
◇平成20年度公共事業の事業評価［期中の
評価］（国営土地改良事業等再評価）の評価
結果について（農村振興局水資源課、農地
資源課、防災課、農村整備官）
◇平成20年度事業評価（林野公共事業）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）
◇ベーリング公海漁業条約第13回年次会議
の開催について（水産庁資源管理部国際課）
◇平成20年度国営土地改良事業等の完了後
の評価結果について（農村振興局整備部土
地改良企画課）
◇研究開発の評価結果について（農林水産
技術会議事務局技術政策課）
◇平成20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（農村振興局設計
課、農地資源課、農村整備官）
◇平成20年度国営土地改良事業等の事前評
価結果について（農村振興局設計課、水資
源課、農地資源課、防災課）
◇平成18年度農業・食料関連産業の経済計
算（速報）について（大臣官房情報評価課
情報分析・評価室）
◇平成19年度 LL（ロングライフ）牛乳生
産量について（生産局畜産部牛乳乳製品課）
◇畳表の JAS 規格の格付に関する一斉点
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検について（消費・安全局表示・規格課）
◇サンライズフーズ株式会社におけるうな
ぎ蒲焼きの不適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）
◇「第3回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）
◇クローン牛の異動報告のとりまとめにつ
いて（H20年7月1日～H20年7月31日異
動情報提供分）（農林水産技術会議事務局
研究開発官、生産局畜産部畜産振興課畜産
技術室）
◇第4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）

〈法令〉
8月1日㈮◇産業活力再生特別措置法等の一部を改正

する法律の一部の施行期日を定める政令
（政令第242号）を公布（同日施行）
◇中小企業における経営の承継の円滑化に
関する法律の一部の施行期日を定める政令
（政令第244号）を公布（同日施行）
◇独立行政法人農畜産業振興機構の業務運
営並びに財務及び会計に関する省令の一部
を改正する省令（農林水産省令第53号）を
公布（同日施行）

8日㈮◇宇宙基本法の施行期日を定める政令（政
令第250号）を公布（同日施行）

12日㈫◇カンキツグリーニング病菌の緊急防除に
関する省令の一部を改正する省令（農林水
産省令第54号）を公布（平成20年9月11日
施行）

20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の一
部を改正する法律の施行期日を定める政令
（政令第256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
令の一部を改正する政令（政令第257号）を
公布（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
の一部を改正する法律（平成20年法律第37
号）の施行の日（平成20年8月22日）から
施行）

22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
規則の一部を改正する省令（総務省・財務
省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・
国土交通省第1号）を公布（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一部を改正する法
律（平成20年法律第37号）の施行の日（平
成20年8月22日）から施行）

29日㈮◇中小企業信用保険法施行令及び破綻金融
機関等の融資先である中堅事業者に係る信
用保険の特例に関する臨時措置法施行令の
一部を改正する政令（政令第269号）を公布
（中小企業信用保険法の一部を改正する法
律の施行の日（平成20年9月1日）から施
行）
◇株式会社日本政策金融公庫法施行令の一
部を改正する政令（政令第271号）を公布（同
日施行）
◇平成二十年七月二十七日から同月二十九
日までの間の豪雨による富山県南砺市及び
石川県金沢市の区域に係る災害についての
激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置
の指定に関する政令（政令第272号）を公布
（同日施行）
◇株式会社日本政策金融公庫の危機対応円
滑化業務の実施に関し必要な事項を定める
省令の一部を改正する省令（財務省・農林
水産省・経済産業省令第3号）を公布（同
日施行）
◇飼料及び飼料添加物の成分規格等に関す
る省令の一部を改正する省令（農林水産省
令第55号）を公布（同日施行）

9 月
9月1日㈪◇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（第3回緊急対応型
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研究推進課産学連携
室）
◇第11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（大臣官房環境バイオマス政策課バイ
オマス推進室）
◇第2回「食品ロスの削減に向けた検討会」
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）
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◇第2回国産野菜の生産・利用拡大優良事
業者表彰の募集について（生産局生産流通
振興課流通加工対策室）

2日㈫◇「農村環境の保全に関する研究会」中間
とりまとめについて（農村振興局整備部設
計課計画調整室）
◇第2回今後の野菜政策に関する検討会の
概要について（生産局生産流通振興課）
◇農道管理状況について（農村振興局整備
部農村整備官）

3日㈬◇平成20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研究推進課
産学連携室、社団法人農林水産技術情報協
会）
◇近藤農林水産副大臣の国内出張について
（大臣官房地方課）
◇食料・農業・農村政策審議会企画部会（第
4回）の開催及び一般傍聴について（大臣
官房情報評価課情報分析・評価室）

4日㈭◇「地産地消の仕事人」選定委員会の開催
について（生産局技術普及課）
◇植物防疫法施行規則等の一部改正案につ
いての意見・情報の募集結果及び改正につ
いて（消費・安全局植物防疫課検疫対策室）
◇平成20年度病害虫発生予報第7号の発表
について（消費・安全局植物防疫課）
◇第4回 TAC 制度等の検討に係る有識者
懇談会の開催について（水産庁資源管理部
管理課）

5日㈮◇中西部太平洋まぐろ類委員会(WCPFC)
第4回北小委員会の開催について（水産庁
資源管理部国際課）
◇平成19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）
◇食料自給率向上に向けた国民運動の推進
について（大臣官房食料安全保障課）
◇非食用の事故米穀の不正規流通米の回収
について（総合食料局食糧部消費流通課）
◇米国（アイダホ州）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）
◇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4回日中漁業取締実務者協議の結果に
ついて（水産庁資源管理部管理課）

◇平成20砂糖年度上半期甘味に関する協議
会の開催について（生産局生産流通振興課）

8日㈪◇2008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）
◇近藤農林水産副大臣の国内出張について
（大臣官房地方課）
◇非食用の事故米穀の不正規流通米の回収
について（第2報）（総合食料局食糧部消費
流通課）

9日㈫◇飼料用のウクライナ産脱脂粉乳における
クロラムフェニコール検出について（消
費・安全局畜水産安全管理課）
◇林政審議会の概要について（林野庁国有
林野部経営企画課）
◇「WASHOKU-Try Japan's Good Food」
事業を香港、英国、ロシア、カナダにて実
施（農林水産省大臣官房国際部国際経済課
貿易関税チーム輸出促進室、外務省）
◇日本産果実・野菜をAsia Fruit Logistica
2008へ出展（大臣官房国際部国際経済課貿
易関税チーム輸出促進室）
◇非食用の事故米穀の不正規流通米の回収
について（第3報）（総合食料局食糧部消費
流通課）
◇「地産地消の仕事人」の選定・公表につ
いて（生産局技術普及課）
◇「平成19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19年度
国有林野事業の決算概要」について（林野
庁国有林野部経営企画課、管理課）
◇「農業経営統計調査平成19年産米生産費」
について（大臣官房統計部経営・構造統計
課）
◇「アグリビジネス創出フェア2008」の開
催及び来場者募集についてのお知らせ（農
林水産技術会議事務局研究推進課産学連携
室）

10日㈬◇非食用の事故米穀の不正規流通米の回収
について（第4報）（総合食料局食糧部消費
流通課）
◇事故米穀の全国一斉点検における確認状
況について（総合食料局食糧部食糧貿易課、
消費流通課）
◇「全国森林計画（案）」についての意見・
情報の募集について（林野庁森林整備部計
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画課）
◇平成19事業年度における農業協同組合の
信用事業に係る員外利用の状況について
（経営局金融調整課）
◇農協系統金融機関の平成19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）
◇平成19年度食料品消費モニター第2回定
期調査結果について（生産局生産流通振興
課流通加工対策室、消費・安全局消費・安
全政策課）
◇第23回日中農産物貿易協議会の開催につ
いて（生産局生産流通振興課、大臣官房国
際部）
◇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（第2回緊急対応型
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研究推進課産
学連携室）
◇ベーリング公海漁業条約第13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）
◇株式会社丸共における「たけのこ水煮」
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）
◇2008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）
◇第3回 GAP の推進に係る情報交換会の
開催について（生産局技術普及課）
◇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の一部改正について
（大臣官房国際部国際経済課貿易関税チー
ム）
◇平成20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貿易関税チー
ム）
◇日チリ経済連携協定に基づく平成20年度
の関税割当公表の一部改正について（大臣
官房国際部国際経済課貿易関税チーム）
◇日タイ経済連携協定に基づく平成20年度
の関税割当公表の一部改正について（大臣
官房国際部国際経済課貿易関税チーム）
◇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5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）
◇国際バイオ燃料基準検討会議の開催につ
いて（大臣官房環境バイオマス政策課）
◇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の一部改正について
（大臣官房国際部国際経済課貿易関税チー
ム）
◇日インドネシア経済連携協定に基づく平
成20年度の関税割当公表の一部改正につい
て（大臣官房国際部国際経済課貿易関税チ
ーム）

11日㈭◇検査分析機関理事長等会議の開催につい
て（消費・安全局表示・規格課）
◇第3回家畜改良増殖制度の在り方に関す
る検討会の開催について（生産局畜産部畜
産振興課畜産技術室）
◇第4回株式会社日本政策金融公庫設立委
員会を開催します（財務省、農林水産省経
営局金融調整課、経済産業省）
◇非食用の事故米穀の不正規流通米の流通
経路について（第5報）（総合食料局食糧部
消費流通課）
◇中西部太平洋まぐろ類委員会(WCPFC)
第4回北小委員会の結果について（水産庁
資源管理部国際課）
◇第3回今後の野菜政策に関する検討会の
開催について（生産局生産流通振興課）
◇キャベツの緊急需給調整の実施について
（生産局生産流通振興課）
◇第4回 TAC 制度等の検討に係る有識者
懇談会の結果について（水産庁資源管理部
管理課）
◇第5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）
◇有機 JAS 規格の格付方法に関する検討
会（第6回）の開催について（消費・安全
局表示・規格課）
◇第1回農山漁村活性化推進本部の開催に
ついて（農村振興局農村政策部農村計画課）

12日㈮◇非食用の事故米穀の不正規流通経路につ
いて（第6報）（総合食料局食糧部消費流通
課）
◇木質バイオマスの新利用技術アドバイザ
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リーグループ第2回会合の開催について
（林野庁森林整備部研究・保全課技術開発
推進室）
◇日・キリバス漁業協議の開催について（水
産庁資源管理部国際課）
◇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）
◇登録認定機関である特定非営利活動法人
日本生態系農業協会に対する認定に関する
業務の改善及び停止命令について（消費・
安全局表示・規格課食品表示・規格監視室）
◇農林物資規格調査会部会（精製ラード等）
の開催及び傍聴の募集について（消費・安
全局表示・規格課）
◇石田農林水産副大臣の国内出張について
（林野庁国有林野部業務課）
◇平成19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）

16日㈫◇非食用の事故米穀の不正規流通に係る
「相談窓口」の設置について（総合食料局総
務課）
◇事故米穀の不正規流通に関する調査結果
の中間報告について（総合食料局食糧部消
費流通課、食糧貿易課）
◇第2回配合飼料価格上昇対応生産性向上
推進会議の開催について（生産局畜産部畜
産振興課畜産技術室）
◇第5回「耕作放棄地対策研究会」（現地調
査）について（農村振興局農村政策部農村
計画課）
◇台風第13号の接近及び通過に伴う農作物
等の被害防止に向けた技術指導の徹底につ
いて（生産局農業生産支援課）
◇「木づかい生活応援団」の委嘱式につい
て（林野庁林政部木材利用課）
◇「ふるさと回帰フェア2008」の開催につ
いて（農村振興局農村政策部都市農村交流
課）
◇農林物資規格調査会専門委員の募集につ
いて（消費・安全局表示・規格課）
◇事故米穀の不正規流通に係る大臣談話に
ついて（総合食料局食糧部消費流通課、食
糧貿易課）
◇日ベトナム EPA 交渉会合の開催につい

て（大臣官房国際部国際経済課経済連携チ
ーム）

17日㈬◇第4回株式会社日本政策金融公庫設立委
員会の議事概要について（財務省、農林水
産省経営局金融調整課、経済産業省）
◇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経済連携チー
ム）
◇第23回日中農産物貿易協議会（畳表）の
結果について（生産局生産流通振興課）

18日㈭◇第6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）
◇近藤農林水産副大臣の国内出張について
（総合食料局食糧部消費流通課、東海農政
局企画調整室）
◇「第3回ライフジャケット着用推進ガイ
ドライン研究会」の開催及び一般傍聴につ
いて（水産庁漁政部企画課）
◇「平成20年度第4回生物多様性影響評価
検討会総合検討会」の開催及び傍聴につい
て（農林水産技術会議事務局技術政策課技
術安全室）
◇平成20年度木材需給対策中央会議第2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20年度第1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）
◇「事故米穀の不正規流通に関する調査結
果の中間報告について」に係るプレスリリ
ースの追加情報について（総合食料局食糧
部消費流通課、食糧貿易課）

19日㈮◇米国における対日輸出認定施設等の現地
査察について（農林水産省消費・安全局動
物衛生課、厚生労働省）
◇商品取引員に対する行政処分について
（農林水産省総合食料局商品取引監理官、
経済産業省）
◇北西大西洋漁業機関(NAFO)第30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20年岩手・宮城内陸地震により被災
した農業用ダムに関わる直轄災害復旧事業
の実施について（農村振興局整備部防災課
災害対策室）
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◇愛がん動物用飼料の安全性の確保に関す
る法律に基づく届出事項等についての検討
を開始する件（消費・安全局畜水産安全管
理課）
◇全国の野生鳥獣類による農作物被害状況
について（平成19年度）（生産局農業生産支
援課鳥獣被害対策室）
◇平成20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（生産局生産
流通振興課）
◇第1回木材利用に係る環境貢献度の「見
える化」検討会の開催について（林野庁林
政部木材利用課）
◇農商工等連携促進法に基づく事業計画の
認定について（総合食料局食品産業企画課）

20日㈯◇中国産牛乳が使用されている食品に対す
る農林水産省の対応について（総合食料局
食品産業振興課、消費・安全局消費・安全
政策課、生産局畜産部牛乳乳製品課）

22日㈪◇「事故米穀の不正規流通事案に関する対
応策緊急とりまとめ」について（総合食料
局食糧部消費流通課、食糧貿易課、内閣府）
◇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6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）
◇近藤農林水産副大臣の国内出張について
（大臣官房環境バイオマス政策課）
◇水産庁漁業調査船開洋丸によるニホンウ
ナギの産卵生態調査の結果について（水産
庁増殖推進部漁場資源課、独立行政法人水
産総合研究センター、中央水産研究所）
◇第5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）
◇農薬取締法に基づく届出と異なる方法で
大原パラヂウム化学株式会社及び大塚化学
株式会社が製造した展着剤（てんちゃくざ
い）の農薬登録失効に係る公告について（消
費・安全局農産安全管理課農薬対策室）
◇米国（アーカンソー州）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「食品ロスの削減に向けた検討会」
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）
◇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）

24日㈬◇地産地消給食等メニューコンテストの表
彰候補の募集開始について（生産局技術普
及課）
◇食料・農業・農村政策審議会第9回家畜
衛生部会の開催について（消費・安全局動
物衛生課）
◇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（第3回緊急対応型
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研究推進課産
学連携室）
◇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）

25日㈭◇第4回 GAP の推進に係る情報交換会の
開催について（生産局技術普及課）
◇平成20年8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）
◇麦製品等の取引価格の推移（平成20年8
月）（総合食料局食糧部計画課）
◇水産政策審議会第39回資源管理分科会の
開催について（水産庁漁政部漁政課）
◇事故米対策本部の開催について（総合食
料局総務課政策推進室）

26日㈮◇第2回事故米対策本部の開催について
（総合食料局総務課政策推進室）
◇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）
◇燃油・肥料高騰対策に関わる平成20年度
緊急対策について（生産局農業環境対策課、
農業生産支援課）
◇木質バイオマスの新利用技術アドバイザ
リーグループ第2回会合の概要について
（林野庁森林整備部研究・保全課技術開発
推進室）
◇事故米穀の不正規流通事案に関する追加
情報について（総合食料局食糧部消費流通
課、食糧貿易課）
◇全国資源評価会議の結果及び平成20年度
我が国周辺水域の資源評価の公表について
（水産庁増殖推進部漁場資源課）
◇林政審議会の開催及び一般傍聴について
（林野庁林政部林政課）
◇第5回日韓海洋生物資源専門家小委員会
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の結果について（水産庁資源管理部国際課）
◇平成20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
課貿易関税チーム）

28日(日)◇農林水産省の取組に関する工程表につ
いて（総合食料局）

29日㈪◇石破農林水産大臣の国内出張について
（総合食料局総務課、九州農政局食糧部食
糧調整課）
◇平成20年度農林水産関係補正予算案の概
要について（大臣官房予算課、生産局総務
課、経営局総務課、農村振興局総務課、林
野庁林政課、水産庁漁政課）
◇「間伐材チップの紙製品への利用促進に
係る意見交換会」の中間とりまとめについ
て（林野庁林政部木材産業課）
◇平成20年度第2回太平洋スルメイカ長期
漁況予報（水産庁増殖推進部漁場資源課、
独立行政法人水産総合研究センター北海道
区水産研究所）
◇バイオマスタウン構想の公表（第29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）
◇第1回「国営造成施設管理体制整備促進
事業（管理体制整備型）の評価に係る検討
会」の開催について（農村振興局整備部水
資源課施設保全管理室)
◇森林農地整備センター（旧緑資源機構）
の入札監視のための委員会について（林野
庁森林整備部整備課）
◇農林水産知的財産ネットワークシンポジ
ウム2008「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
産技術会議事務局研究推進課、農林水産知
的財産ネットワーク事務局)
◇加工食品の原料原産地表示に関するアン
ケート調査について（消費・安全局表示・
規格課）
◇日スイス EPA 交渉の大筋合意について
（大臣官房国際部国際経済課経済連携チー
ム）
◇日ベトナム EPA の大筋合意について
（大臣官房国際部国際経済課経済連携チー
ム）
◇小笠原諸島森林生態系保護地域における
新たな取組について～利用ルールの導入に

ついて～（林野庁国有林野部経営企画課、
関東森林管理局計画部計画課、関東森林管
理局東京事務所、関東森林管理局小笠原総
合事務所）
◇第6回「耕作放棄地対策研究会」の開催
について（農村振興局農村政策部農村計画
課）

30日㈫◇海外商品取引業者に対する行政処分につ
いて（農林水産省総合食料局商品取引監理
官、経済産業省）
◇－諫早湾干拓事業－諫早湾干拓事業の潮
受堤防の排水門の開門調査に係る環境影響
評価の指針（要領）について（農村振興局
整備部農地資源課）
◇平成20年2月の日本海高波浪に関する技
術検討委員会とりまとめについて（水産庁
漁港漁場整備部整備課）
◇オーストラリアのタスマニア産さくらん
ぼ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）
◇第35回コーデックス連絡協議会の概要
（厚生労働省、農林水産省消費・安全局国際
基準課）
◇第7回森の“聞き書き甲子園”参加高校
生と「森の名手・名人」の組み合わせにつ
いて（森林整備部研究・保全課森林保全推
進室、森の“聞き書き甲子園”実行委員会
事務局）
◇「平成20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」及び「平成20年
産水稲の作柄に関する委員会（第4回）の
意見について」（大臣官房統計部生産流通
消費統計課）
◇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）
◇「農業技術の匠」の募集について（生産
局技術普及課）
◇北西大西洋漁業機関(NAFO)第30回年
次会合の結果について（水産庁資源管理部
国際課）
◇第36回食品の表示に関する共同会議の開
催について（消費・安全局表示・規格課、
厚生労働省）
◇補助事業申請手続簡素化等プロジェクト
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チーム（第1回）の開催について（大臣官
房予算課、経理課）

〈法令〉
9月1日㈪◇牛乳乳製品統計調査規則の一部を改正す

る省令（農林水産省令第56号）を公布（平
成20年12月31日施行）

4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57号）を公布（平成20
年9月11日施行）

8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58号）を公布（同
日施行）
◇動物用医薬品の使用の規制に関する省令
の一部を改正する省令（農林水産省令第59
号）を公布（同日施行）
◇株式会社日本政策金融公庫の会計に関す
る省令（財務省・厚生労働省・農林水産省・
経済産業省令第3号）を公布（平成20年10
月1日施行）
◇株式会社日本政策金融公庫法施行規則
（財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産
業省令第4号）を公布（平成20年10月1日
施行）

12日㈮◇中小企業等協同組合法施行規則の一部を
改正する命令（内閣府・財務省・厚生労働
省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・
環境省令第3号）を公布（平成20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1号）を公布（平成20年10月1日施
行）

19日㈮◇農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材
料としての利用の促進に関する法律の施行
期日を定める政令（政令第295号）を公布（同
日施行）
◇農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材
料としての利用の促進に関する法律施行令
（政令第296号）を公布（法の施行の日（平
成20年10月1日）から施行）
◇株式会社日本政策金融公庫法及び株式会
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の施行に伴う関係政
令の整備等に関する政令（政令第297号）を

公布（平成20年10月1日施行）
29日㈪◇農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材

料としての利用の促進に関する法律施行規
則（農林水産省・経済産業省・環境省令第
1号）を公布（法の施行の日（平成20年10
月1日）から施行）

30日㈫◇独立行政法人水資源機構の業務運営に関
する省令の一部を改正する省令（厚生労働
省・農林水産省・経済産業省・国土交通省
令第1号）を公布（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6号）
を公布（株式会社商工組合中央金庫法の施
行の日（平成20年10月1日）から施行）
◇株式会社日本政策金融公庫法及び株式会
社商工組合中央金庫法の施行に伴う農林水
産省関係省令の整備等に関する省令（農林
水産省令第60号）を公布（平成20年10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61号）を公布（平成20年10
月1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62号）を公布（平成20
年10月1日施行）

10 月
10月1日㈬◇第1回農林水産省改革チーム会合の開催

について(大臣官房政策課)
◇第3回事故米対策本部の開催について
（総合食料局総務課政策推進室）
◇第3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
部農地資源課農地・水・環境保全対策室）
◇農林物資規格調査会（ベーコン類等）の
開催及び傍聴の募集について（消費・安全
局表示・規格課）
◇「農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原
材料としての利用の促進に関する法律」の
施行について（大臣官房環境バイオマス政
策課バイオマス推進室）
◇平成20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貿易関税チー
ム）

2日㈭◇第3回今後の野菜政策に関する検討会の
概要について（生産局生産流通振興課）
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◇国が保有する事故米穀の廃棄処分につい
て（総合食料局食糧部消費流通課、食糧貿
易課）
◇平成20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）
◇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経済連携チー
ム）

2日㈭◇森林農地整備センター（旧緑資源機構）
の入札監視のための委員会について（林野
庁森林整備部整備課）
◇平成20年度第3回日本海海況予報（水産
庁増殖推進部漁場資源課、独立行政法人水
産総合研究センター日本海区水産研究所）
◇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、太平洋北部
会事務局）

3日㈮◇東京大学大学院農学生命科学研究科附属
農場における水銀剤使用について（消費・
安全局農産安全管理課農薬対策室）
◇野村農林水産大臣政務官の国内出張につ
いて（生産局生産流通振興課特産農産物対
策室、九州農政局生産経営流通部園芸特産
課）
◇第1回農林水産省改革チーム会合の概要
（大臣官房政策課）
◇ IPM 実践指標モデル案についての意見
募集結果について（消費・安全局植物防疫
課）
◇農林漁家民宿おかあさん100選第2回選
定者について（農村振興局農村政策部都市
農村交流課、観光庁）
◇株式会社東京コールドチェーンにおける
調味魚介類（西京漬）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）
◇都市と農山漁村の共生・対流表彰事業「第
6回オーライ！ニッポン大賞」の募集につ
いて（農村振興局農村政策部都市農村交流
課）
◇米流通システム検討会の立ち上げについ
て（総合食料局食糧部計画課）
◇事故米穀の不正規流通事案に関する追加
情報について（総合食料局食糧部消費流通
課、食糧貿易課）
◇政府所有主要食糧等に係る寄託契約の取

扱いについて（総合食料局食糧部消費流通
課）
◇「YouTube」「Yahoo! JAPAN」に農林水
産省の公式サイトを開設しました（大臣官
房情報評価課)
◇食料自給率向上に向けた国民運動におけ
る推進パートナーの募集について（大臣官
房食料安全保障課）
◇「平成20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20年
第4四半期及び平成21年第1四半期）」に
ついて（林野庁林政部木材利用課）
◇ウナギ安定供給連絡会議の開催について
（水産庁増殖推進部栽培養殖課）

6日㈪◇事故米穀に係る分析結果について（総合
食料局食糧部消費流通課）
◇韓国における弱毒タイプの鳥インフルエ
ンザの発生について（消費・安全局動物衛
生課国際衛生対策室）
◇「農業を支える基盤リソース－遺伝資源
－」（農林水産研究開発レポート No.25）
の発行（農林水産技術会議事務局技術政策
課）
◇汚泥肥料の規制のあり方に関する懇談会
（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）
◇クローン牛の異動報告のとりまとめにつ
いて（H20年8月1日～H20年8月31日異
動情報提供分）（農林水産技術会議事務局
研究開発官（食の安全、基礎・基盤）付、
生産局畜産部畜産振興課畜産技術室）

7日㈫◇第1回米流通システム検討会の開催及び
傍聴について（総合食料局食糧部計画課）
◇第2回農林水産省改革チーム会合の開催
について（大臣官房政策課）
◇食料自給率向上に向けた国民運動
『FOOD ACTION NIPPON』推進本部の設
置について（大臣官房食料安全保障課）
◇補助事業申請手続簡素化等プロジェクト
チーム（第2回）の開催について（大臣官
房予算課、経理課）
◇水産政策審議会第39回資源管理分科会の
結果について（水産庁漁政部漁政課）

8日㈬◇第2回農林水産省改革チームの概要につ
いて（大臣官房政策課）
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◇平成20年度間伐・間伐材利用コンクール
について（林野庁森林整備部整備課造林間
伐対策室）
◇平成20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）

9日㈭◇事故麦を国内市場に流通させないための
「輸入麦買入委託契約書」等の見直しと輸
入麦の入札再開について（総合食料局食糧
部食糧貿易課）
◇第2回国際バイオ燃料基準検討会議の開
催について（大臣官房環境バイオマス政策
課）
◇「麦類のデオキシニバレノール・ニバレ
ノール汚染低減のための指針（案）」につい
ての意見・情報の募集（消費・安全局農産
安全管理課）
◇株式会社浅井の食品衛生法違反に係る告
発について（総合食料局総務課、食糧部消
費流通課）
◇第4回事故米対策本部の開催について
（総合食料局総務課政策推進室）
◇林政審議会の概要について（林野庁森林
整備部計画課、林政部林政課）
◇第1回木材利用に係る環境貢献度の「見
える化」検討会の概要について（林野庁林
政部木材利用課）

10日㈮◇近藤農林水産副大臣の国内出張について
（農村振興局整備部設計課）
◇カナダにおける食肉処理施設の現地査察
について（消費・安全局動物衛生課、厚生
労働省）
◇「WASHOKU-Try Japan's Good Food」
事業を中国（広州、北京）、韓国にて実施（農
林水産省大臣官房国際部国際経済課貿易関
税チーム輸出促進室、外務省）
◇政府所有米穀の流通に関する検査マニュ
アルの策定について（総合食料局食糧部計
画課）
◇事故米穀の不正規流通事案に関する追加
情報について（総合食料局食糧部消費流通
課、食糧貿易課）
◇「第2回農林漁家民宿おかあさんサミッ
ト」の開催について（農林水産省農村振興
局農村政策部都市農村交流課、観光庁）
◇第4回「食品ロスの削減に向けた検討会」
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）
◇第11回日韓漁業共同委員会第4回課長級
協議の開催について（水産庁資源管理部国
際課）
◇みなみまぐろ保存委員会第15回年次会合
（CCSBT15）の開催について（水産庁資源
管理部国際課）
◇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
間交渉について（水産庁資源管理部国際課）
◇北西太平洋海域における公海底魚漁業管
理に関する第5回政府間協議の開催につい
て（水産庁資源管理部国際課）
◇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、日
本海北部会事務局）
◇瀬戸内海広域漁業調整委員会の開催につ
いて（水産庁資源管理部管理課、瀬戸内海
広域漁業調整委員会事務局）
◇太平洋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、太平洋北部
会事務局）

14日㈫◇第3回農林水産省改革チーム会合の開催
について（大臣官房政策課）
◇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）
◇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）
◇第7回日中海洋生物資源専門家小委員会
の開催について（水産庁資源管理部国際課）

15日㈬◇第3回農林水産省改革チーム会合の概要
について（大臣官房政策課）
◇平成20年度（第47回）農林水産祭天皇杯
等の選賞について（大臣官房総務課、(財)
日本農林漁業振興会）
◇中国産冷凍いんげんから農薬が検出され
た事案に対する農林水産省の対応について
（総合食料局食品産業振興課、消費・安全局
消費・安全政策課、生産局生産流通振興課）
◇平成20年度（第4回）若手農林水産研究
者表彰における受賞者の決定及び表彰式の
ご案内について（農林水産技術会議事務局
研究推進課、社団法人農林水産技術情報協
会）

16日㈭◇中国産乾燥鶏卵からのメラミンの検出に
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対する農林水産省の対応について（生産局
畜産部食肉鶏卵課、消費・安全局消費・安
全政策課、総合食料局食品産業振興課）
◇第6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）
◇石田農林水産副大臣の国内出張について
（大臣官房地方課）
◇平成20年度リデュース・リユース・リサ
イクル推進功労者等表彰について（総合食
料局食品産業企画課食品環境対策室）
◇第5回事故米対策本部の開催について
（総合食料局総務課政策推進室）
◇平成20年度磯焼け対策全国協議会の結果
概要について（水産庁漁港漁場整備部整備
課）

17日㈮◇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）
◇株式会社かも有機米が販売した精米及び
もち精米の不適正表示に対する措置につい
て（消費・安全局表示・規格課食品表示・
規格監視室）
◇第4回今後の野菜政策に関する検討会の
開催について（生産局生産流通振興課）
◇農林水産省改革チーム「若手と語る場」
の開催について（大臣官房秘書課）
◇平成20年度第2回リスク管理検討会の開
催について（消費・安全局消費・安全政策
課）
◇飼料安全法に基づく収去飼料等の試験結
果の公表について（消費・安全局畜水産安
全管理課）
◇桜井食品株式会社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36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、
農林水産省消費・安全局国際基準課）
◇事故米穀の不正規流通事案に関する追加
情報について（総合食料局食糧部消費流通
課、食糧貿易課）
◇「土地改良長期計画（案）」についての意
見・情報の募集について（農村振興局整備
部設計課計画調整室）
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）
◇漁協系統金融機関の平成19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）
◇みなみまぐろ保存委員会第15回年次会合
(CCSBT15)の結果について（水産庁資源
管理部国際課）
◇第11回日韓漁業共同委員会第4回課長級
協議の結果について（水産庁資源管理部国
際課）
◇平成21年漁期 TAC 設定に関する意見交
換会（まあじ、まいわし、するめいか）の
開催について（水産庁資源管理部管理課）

20日㈪◇第2回米流通システム検討会の開催及び
傍聴について（総合食料局食糧部計画課）
◇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（第4回緊急対応型
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研究推進課産学連携
室）
◇残留農薬等の無料分析の結果について
（総合食料局食糧部消費流通課）
◇シンポジウム「農業に有用な生物多様性
の指標開発」の開催について（農林水産技
術会議事務局研究開発官（環境）室）
◇林政審議会委員を募集します（林野庁林
政部林政課）
◇林野庁直轄事業の発注業務に係るアンケ
ート調査結果について（林野庁林政部林政
課）
◇平成20年度第1回対馬暖流系アジ・サ
バ・イワシ長期漁海況予報（水産庁増殖推
進部漁場資源課、独立行政法人水産総合研
究センター西海区水産研究所）
◇第7回日中海洋生物資源専門家小委員会
の結果について（水産庁資源管理部国際課）
◇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）

21日㈫◇うんしゅうみかんに係る「緊急需給調整
特別対策事業」の実施について（生産局生
産流通振興課）
◇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
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球環境小委員会 第7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）
◇第4回農林水産省改革チーム会合の開催
について（大臣官房政策課）
◇第37回食品の表示に関する共同会議の開
催について（消費・安全局表示・規格課、
厚生労働省）
◇日豪 EPA 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経済連携チ
ーム）
◇日・アセアン包括的経済連携協定発効の
効力発生のための通告について（大臣官房
国際部国際経済課経済連携チーム）
◇全国森林計画の策定について（林野庁森
林整備部計画課）
◇「全国森林計画（案）」についての意見・
情報の募集結果について（林野庁森林整備
部計画課）
◇2008年度第二期北西太平洋鯨類捕獲調査
(JARPNII）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）
◇北西太平洋海域における公海底魚漁業管
理に関する第5回政府間協議の結果につい
て（水産庁資源管理部国際課）

22日㈬◇第6回事故米対策本部の開催について
（総合食料局総務課政策推進室）
◇第4回家畜改良増殖制度の在り方に関す
る検討会の開催について（生産局畜産部畜
産振興課畜産技術室）
◇第3回国際バイオ燃料基準検討会議の開
催について（大臣官房環境バイオマス政策
課）
◇排出量取引の国内統合市場の試行的実施
について（大臣官房環境バイオマス政策課、
林野庁林政部木材利用課）
◇野村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経済連携
チーム）
◇「世界食料デー/国際イモ年 シンポジウ
ム～イモを通じて食料問題を考える～」の
開催について（大臣官房国際部国際協力課）
◇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、瀬戸内海
広域漁業調整委員会事務局）
◇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、日

本海北部会事務局、九州西部会事務局、日
本海西部会事務局）

23日㈭◇第4回農林水産省改革チーム会合の概要
について（大臣官房政策課）
◇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）
◇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）
◇南極の海洋生物資源の保存に関する委員
会(CCAMLR)第27回年次会合の開催につ
いて（水産庁資源管理部国際課）
◇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）

24日㈮◇第1回農林水産省改革チーム「有識者と
の意見交換会」の開催について（大臣官房
政策課）
◇第3回及び第4回米流通システム検討会
の開催及び傍聴について（総合食料局食糧
部計画課）
◇「オーライ！ニッポンにいがたシンポジ
ウム」の開催について（農村振興局農村政
策部都市農村交流課）
◇事故米穀の不正規流通事案に関する追加
情報について（総合食料局食糧部消費流通
課、食糧貿易課）
◇補助事業の申請手続の簡素化等に向けた
改善策について（大臣官房予算課、経理課）
◇福井県内の一部の森林に対する森林国営
保険の保険金追加支払について（林野庁森
林整備部研究・保全課）
◇第2回木材利用に係る環境貢献度の「見
える化」検討会の開催について（林野庁林
政部木材利用課）
◇石破農林水産大臣及び石田農林水産副大
臣の第32回全国育樹祭への出席について
（林野庁森林整備部研究・保全課森林保全
推進室）
◇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）

27日㈪◇東京大学大学院農学生命科学研究科附属
農場における水銀剤使用について（再報告
命令）（消費・安全局農産安全管理課農薬対
策室）
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◇「食品に関するリスクコミュニケーショ
ン－こんなこと聞いてみたかった、農薬の
こと－」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、農林水産省
消費・安全局消費者情報官）
◇平成20年9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）
◇麦製品等の取引価格の推移（平成20年9
月）（総合食料局食糧部計画課）
◇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）
◇第10回日中漁業共同委員会第1回準備会
合の開催について（水産庁資源管理部国際
課）

28日㈫◇第5回農林水産省改革チーム会合の開催
について（大臣官房政策課）
◇第1回新たな食料情勢に応じた国際的枠
組み検討会の開催について（大臣官房国際
部国際協力課）
◇「地産地消給食等メニューコンテスト」
及び「地元食材を楽しむレシピコンテスト」
審査委員会の開催について（生産局技術普
及課、大臣官房食料安全保障課）

29日㈬◇米国産牛肉（胸腺）の混載事例について
（厚生労働省、農林水産省消費・安全局動物
衛生課）
◇米国（ニュージャージー州）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7回事故米対策本部の開催について
（総合食料局総務課政策推進室）

30日㈭◇第8回事故米対策本部の開催について
（総合食料局総務課政策推進室）
◇平成21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）
◇平成20年産水稲の作付面積及び予想収穫
量（10月15日現在）（大臣官房統計部生産流
通消費統計課）
◇第19回国産大豆協議会の開催について
（生産局生産流通振興課）
◇株式会社ショクリューが販売した馬肉の
原産地の不適正な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）

◇農林漁業バイオ燃料法の説明が行われる
行事・会議のスケジュールについて（大臣
官房環境バイオマス政策課バイオマス推進
室）
◇第44回国際熱帯木材理事会の開催につい
て（林野庁林政部木材利用課木材貿易対策
室）
◇第3回林政審議会施策部会森林整備保全
小委員会の開催及び一般傍聴について（林
野庁森林整備部計画課）

31日㈮◇平成21・22年度地方農政局競争参加資格
審査申請について（大臣官房地方課、農村
振興局整備部設計課）
◇第1回農林水産省改革チーム「有識者と
の意見交換会」の概要について（大臣官房
政策課）
◇野村農林水産大臣政務官の国内出張につ
いて（生産局生産流通振興課花き産業振興
室、近畿農政局生産経営流通部園芸特産課）
◇輸入時に発生した食品衛生法違反の輸入
小麦の調査結果について（総合食料局食糧
部食糧貿易課）
◇事故米穀を国内市場に流通させないため
の「輸入米穀買入委託契約書」の見直し等
について（総合食料局食糧部食糧貿易課）
◇第5回農林水産省改革チーム会合の概要
について（大臣官房政策課）
◇カドミウム含有米の非食用処理に関する
調査結果について（総合食料局食糧部消費
流通課）
◇国家公務員倫理法違反に関する処分につ
いて（総合食料局総務課、大臣官房秘書課）
◇事故米穀の流通ルートの解明状況の全体
像について（総合食料局食糧部食糧貿易課）
◇事故米穀影響事業者緊急経営支援事業等
について（総合食料局食糧部計画課、食品
産業企画課、生産局生産流通振興課）
◇事故米に関する農林水産省の取組の中間
的総括について（11月17日訂正）（総合食料
局）
◇クリーン開発メカニズム（CDM）プロジ
ェクト政府承認審査結果について（大臣官
房環境バイオマス政策課、林野庁海外林業
協力室）
◇上野食品株式会社における「たけのこ水
煮」等の不適正表示に対する措置について

農 政 日 誌― 374 ―



（消費・安全局表示・規格課食品表示・規格
監視室）
◇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）
◇第10回日中漁業共同委員会第1回準備会
合の結果について（水産庁資源管理部国際
課）
◇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）
◇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）
◇第5回 TAC 制度等の検討に係る有識者
懇談会の開催について（水産庁資源管理部
管理課）

〈法令〉
10月1日㈬◇下請中小企業振興法施行規則の一部を改

正する命令（内閣府・総務省・財務省・厚
生労働省・農林水産省・経済産業省・国土
交通省令第2号）を公布（平成20年10月1
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7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8号）を
公布（同日施行）
◇独立行政法人国際協力機構の業務運営並
びに財務及び会計に関する省令の特例を定
める省令の一部を改正する省令（外務省・
農林水産省・経済産業省令第1号）を公布
（同日施行）

2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63号）を公布（平成20年11月
1日施行）

9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64号）を公布（同
日施行）

10日㈮◇研究開発システムの改革の推進等による
研究開発能力の強化及び研究開発等の効率
的推進等に関する法律の施行期日を定める
政令（政令第313号）を公布（同日施行）
◇研究開発システムの改革の推進等による

研究開発能力の強化及び研究開発等の効率
的推進等に関する法律施行令（政令第314
号）を公布（法の施行の日（平成20年10月
21日）から施行）
◇家畜伝染病予防法施行規則等の一部を改
正する省令（農林水産省令第65号）を公布
（平成20年10月12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66号）を公布（平成20
年10月12日施行）

16日㈭◇独立行政法人家畜改良センターの業務運
営並びに財務及び会計に関する省令の一部
を改正する省令（農林水産省令第67号）を
公布（同日施行）

21日㈫◇農林水産省関係研究開発システムの改革
の推進等による研究開発能力の強化及び研
究開発等の効率的推進等に関する法律施行
規則（農林水産省令第68号）を公布（同日
施行）

22日㈬◇漁港漁場整備法施行令の一部を改正する
政令（政令第320号）を公布（同日施行）

29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69号）を公布（電
子記録債権法の施行の日から施行）
◇犯罪による収益の移転防止に関する法律
施行規則の一部を改正する命令（内閣府・
総務省・法務省・財務省・厚生労働省・農
林水産省・経済産業省・国土交通省令第4
号）を公布（電子記録債権法の施行の日か
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（電子記録債権法の施行の日から施行）

31日㈮◇地域における歴史的風致の維持及び向上
に関する法律の施行期日を定める政令（政
令第336号）を公布（同日施行）
◇補助金等に係る予算の執行の適正化に関
する法律施行令の一部を改正する政令（政
令第340号）を公布（同日施行）
◇文部科学省・農林水産省・国土交通省関
係地域における歴史的風致の維持及び向上
に関する法律施行規則（文部科学省・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20年11月4日）から施行）
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11 月
11月4日㈫◇第5回米流通システム検討会の開催及び

傍聴について（総合食料局食糧部計画課）
◇第6回農林水産省改革チーム会合の開催
について（大臣官房政策課）
◇第2回農林水産省改革チーム「有識者と
の意見交換会」の開催について（大臣官房
政策課）
◇日ロ漁業取締専門家会議の結果について
（水産庁資源管理部国際課）
◇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）
◇残留農薬等の無料分析の結果について
（10月31日まで）（総合食料局食糧部消費流
通課）
◇林業公社の経営対策等に関する検討会の
開催について（林野庁森林整備部整備課造
林間伐対策室）
◇農地転用許可事務の実態調査結果につい
て（農村振興局農村政策部農村計画課）
◇平成20年度（第47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）
◇国有林野の管理経営に関する基本計画
(案)についての意見募集のお知らせ（林野
庁国有林野部経営企画課）
◇米国商品先物取引委員会（CFTC）との
情報交換取り極めの締結について（総合食
料局商品取引監理官）

5日㈬◇「疏水のある風景」写真コンテスト2008
の入賞・入選作品の決定について（農村振
興局整備部水資源課）
◇輸入畜産物検査に関する検討会の開催に
ついて（消費・安全局動物衛生課国際衛生
対策室）
◇国際バイオ燃料基準検討会議のとりまと
めについて（大臣官房環境バイオマス政策
課）
◇ラムサール条約第10回締約国会議におけ
る水田決議の採択について（大臣官房環境
バイオマス政策課）
◇クローン牛の異動報告のとりまとめにつ
いて（H20年9月1日～H20年9月30日異
動情報提供分）（農林水産技術会議事務局

研究開発官（食の安全、基礎･基盤）室、生
産局畜産部畜産振興課畜産技術室）
◇2008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）国際農林水産業
研究センター）

6日㈭◇第6回農林水産省改革チーム会合の概要
について（大臣官房政策課）
◇セイヨウナシ新梢黒変（しんしょうこく
へん）細菌病（仮称）の発見と対策につい
て（消費・安全局植物防疫課）
◇第38回食品の表示に関する共同会議の開
催について（消費・安全局表示・規格課、
厚生労働省）
◇第22回日ロ漁業専門家・科学者会議の開
催について（水産庁増殖推進部漁場資源課）
◇食料・農業・農村政策審議会企画部会（第
5回）の開催及び一般傍聴について（大臣
官房情報評価課情報分析・評価室）

7日㈮◇南極の海洋生物資源の保存に関する委員
会（CCAMLR）第27回年次会合の結果につ
いて（水産庁資源管理部国際課）
◇第6回米流通システム検討会の開催及び
傍聴について（総合食料局食糧部計画課）
◇「事故米穀影響事業者緊急経営支援の円
滑な実施のための第三者中央準備委員会」
の開催について（総合食料局食品産業企画
課）
◇近藤農林水産副大臣の国内出張について
（生産局技術普及課、農村振興局農村政策
部都市農村交流課）
◇第3回農林水産省改革チーム「有識者と
の意見交換会」の開催について（大臣官房
政策課）
◇農業資材審議会農薬分科会特定農薬小委
員会及び中央環境審議会土壌農薬部会農薬
小委員会との合同会合（第10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）
◇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）
◇「アジアにおける鳥インフルエンザのコ
ントロールに関するシンポジウム」の開催
及び傍聴について（消費・安全局動物衛生
課国際衛生対策室）
◇スウェーデン産豚骨への牛肉の混載事例
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に関する豚肉の輸入手続保留の解除につい
て（消費・安全局動物衛生課）
◇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）
◇平成20年産袋詰精米の表示に関する特別
調査の実施について（消費・安全局表示・
規格課食品表示・規格監視室）

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㈪◇第3回林政審議会施策部会森林整備保全
小委員会の概要について（林野庁森林整備
部計画課）
◇平成20年度優良担い手表彰・発表につい
て（農林水産省経営局経営政策課、全国担
い手育成総合支援協議会事務局）
◇海外商品取引業者に対する行政処分につ
いて（農林水産省総合食料局商品取引監理
官、経済産業省）
◇第4回今後の野菜政策に関する検討会の
概要について（生産局生産流通振興課）
◇第2回株式会社日本政策金融公庫資産評
価委員会の開催について（農林水産省経営
局金融調整課、財務省、厚生労働省、中小
企業庁）
◇遺伝子組換え生物等の第一種使用規程の
承認申請案件（トウモロコシ、ワタ、カー
ネーション）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（農村振興局整備部農
地資源課）
◇水産政策審議会第17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）

11日㈫◇第7回農林水産省改革チーム会合の開催
について（大臣官房政策課）
◇獣医師法第8条第2項の規定に基づく獣
医師の処分について（消費・安全局畜水産
安全管理課）
◇食料・農業・農村政策審議会平成20年度
第2回農業農村振興整備部会の開催及び一
般傍聴について（農村振興局整備部設計課
計画調整室）
◇「耕作放棄地対策研究会中間とりまとめ」
について（農村振興局農村政策部農村計画

課）
◇第11回日韓漁業共同委員会第1回小委員
会の開催について（水産庁資源管理部国際
課）
◇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（第4回緊急対応型
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研究推進課産
学連携室）
◇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）
◇水産庁漁業調査船開洋丸によるサンマ冬
季分布調査について（水産庁増殖推進部漁
場資源課）
◇日フィリピン経済連携協定の効力発生の
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経済連携チーム）
◇水産庁漁業調査船照洋丸によるビンナガ
産卵親魚調査の実施について（水産庁増殖
推進部漁場資源課）
◇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）
◇水産政策審議会第40回資源管理分科会の
開催について（水産庁漁政部漁政課）
◇近藤農林水産副大臣の国内出張について
（経営局構造改善課、新潟県農業会議）

12日㈬◇第7回農林水産省改革チーム会合の概要
について（大臣官房政策課）
◇第1回新たな食料情勢に応じた国際的枠
組み検討会の概要について（大臣官房国際
部国際協力課）
◇水産政策審議会第17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）
◇第5回家畜改良増殖制度の在り方に関す
る検討会の開催について（生産局畜産部畜
産振興課畜産技術室）
◇「ご存じですか？動物検疫～動物の病気
を持ち込まないために～」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）
◇第2回農林水産省改革チーム「有識者と
の意見交換会」について（大臣官房政策課）
◇石田農林水産副大臣の国内出張について
（経営局経営政策課）

農 政 日 誌 ― 377 ―



◇第44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）
◇直轄漁場整備事業（フロンティア漁場整
備事業）の第1号工事の完了について（水
産庁漁港漁場整備部整備課）

13日㈭◇平成20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）
◇米国（カリフォルニア州）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）

14日㈮◇株式会社日本政策金融公庫（第2回会合）
資産評価委員会の議事概要について（農林
水産省経営局金融調整課、財務省、厚生労
働省、中小企業庁）
◇第5回今後の野菜政策に関する検討会の
開催について（生産局生産流通振興課）
◇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
局農業生産支援課）
◇北太平洋溯河性魚類委員会（NPAFC）
第16回年次会議の開催について（水産庁資
源管理部国際課）
◇ソフトセルロース利活用技術確立事業の
事業実施地区決定（第2回公募分）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、農村振興局農村政策部中山間
地域振興課地域資源循環室）
◇水田・畑作経営所得安定対策の評価に関
する調査結果について（経営局経営政策課
経営安定対策室）
◇ヤノフーズ株式会社における加糖餡の不
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）
◇第1回林業公社の経営対策等に関する検
討会の概要について（林野庁森林整備部整
備課造林間伐対策室）
◇鍋ほか推進プロジェクト（秋冬野菜の消
費拡大）について（生産局生産流通振興課）
◇キャセイ食品株式会社における野菜冷凍
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）
◇大西洋まぐろ類保存国際委員会
(ICCAT)第16回特別会合(年次会合)の開
催について（水産庁資源管理部国際課）

17日㈪◇飼料安全法の基準に違反する事例につい
て（消費・安全局畜水産安全管理課）
◇株式会社共立及び新ダイワ工業株式会社
の産業活力再生特別措置法に基づく事業再
構築計画の認定について（農林水産省生産
局農業生産支援課、経済産業省）
◇「事故米穀影響事業者緊急経営支援の円
滑な実施のための第三者中央準備委員会
（第2回）」の開催について（総合食料局食
品産業企画課）
◇第1回バイオマスタウン加速化戦略委員
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11回日韓漁業共同委員会第1回小委員
会の結果について（水産庁資源管理部国際
課）
◇「食料・農業・農村の役割に関する世論
調査」の公表について（大臣官房政策課）
◇水産政策審議会第24回企画部会の開催に
ついて（水産庁漁政部企画課）
◇第5回「食品ロスの削減に向けた検討会」
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）
◇「地産地消給食等メニューコンテスト」
の審査結果について（生産局技術普及課）

18日㈫◇第7回米流通システム検討会の開催及び
傍聴について（総合食料局食糧部計画課）
◇第8回農林水産省改革チーム会合の開催
について（大臣官房政策課）
◇汚泥肥料の規制のあり方に関する懇談会
（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）
◇第36回コーデックス連絡協議会の概要
（厚生労働省、農林水産省消費・安全局国際
基準課）
◇「担い手の今後の意向と経営動向に関す
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）
◇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8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）
◇「平成19年 個別経営の営農類型別経営
統計（水田作経営）、（畑作経営）、（野菜・
果樹・花き作経営）」について（大臣官房統
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計部経営・構造統計課）
◇「まさば太平洋系群」に係る資源回復計
画の実施を通じた卓越年級群の発生に関す
る情報について（水産庁資源管理部管理課、
管理課、増殖推進部漁場資源課）

19日㈬◇平成20年度日本海さば類・マアジ・マイ
ワシ・ブリ長期漁況予報（水産庁増殖推進
部漁場資源課、独立行政法人水産総合研究
センター日本海区水産研究所）
◇第4回日中林業担当局庁の長による定期
対話の開催について（林野庁森林整備部計
画課海外林業協力室）
◇平成20年度国有林野事業業務研究発表会
の開催について（林野庁国有林野部業務課）
◇第22回日ロ漁業専門家・科学者会議の結
果について（水産庁増殖推進部漁場資源課）
◇第8回農林水産省改革チーム会合の概要
について（大臣官房政策課）
◇平成20年度獣医事審議会第1回計画部会
の開催及び一般傍聴について（消費・安全
局畜水産安全管理課）

20日㈭◇食料・農業・農村政策審議会食糧部会の
開催及び傍聴について（総合食料局食糧部
計画課）
◇第9回農林水産省改革チーム会合の開催
について（大臣官房政策課）
◇加工食品の表示に関する共通 Q&A（第
2集：期限表示について）の一部改正につ
いて（農林水産省消費・安全局表示・規格
課、厚生労働省）
◇平成21年における種子生産に向けた多収
性稲品種原種種子の譲渡に係る手続につい
て（農林水産技術会議事務局研究推進課）
◇平成20年度「農山漁村男女共同参画活動
いきいきフォトコンクール」応募作品の募
集について（経営局人材育成課女性・高齢
者活動推進室）
◇日フィリピン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
国際部国際経済課貿易関税チーム）
◇第6回 TAC 制度等の検討に係る有識者
懇談会の開催について（水産庁資源管理部
管理課）

21日㈮◇第8回米流通システム検討会の開催及び
傍聴について（総合食料局食糧部計画課）
◇石破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）
◇残留農薬等の無料分析の結果について
（11月20日まで）（総合食料局食糧部消費流
通課）
◇デンマークからの家きん及び家きん肉等
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）
◇普通肥料の検査結果（平成20年3月、4
月、5月分）の公表について（消費・安全
局農産安全管理課）
◇「日ソ地先沖合漁業協定」に基づく日ロ
漁業委員会第25回会議の開催について（水
産庁資源管理部国際課）
◇第9回農林水産省改革チーム会合の概要
について（大臣官房政策課）
◇第10回農林水産省改革チーム会合の開催
について（大臣官房政策課）
◇第3回農林水産省改革チーム「有識者と
の意見交換会」の概要について（大臣官房
政策課）
◇水産政策審議会第40回資源管理分科会の
結果について（水産庁漁政部漁政課）
◇第1回輸入麦の政府売渡ルール検討会の
開催について（総合食料局食糧部食糧貿易
課）
◇「平成20年度田園自然再生活動コンクー
ル」審査結果について（農村振興局農村政
策部農村環境課）

25日㈫◇事故米穀影響事業者緊急経営支援事業交
付申請に対する確認マニュアルの策定につ
いて（総合食料局食品産業企画課）
◇江藤大臣政務官の国内出張について（生
産局農業環境対策課）
◇第2回林業公社の経営対策等に関する検
討会の開催について（林野庁森林整備部整
備課造林間伐対策室）
◇第1回森林における生物多様性保全の推
進方策検討会の開催について（林野庁森林
整備部研究・保全課）
◇麦製品等の取引価格の推移（平成20年10
月）（総合食料局食糧部計画課）
◇獣医療法施行規則の一部改正案及びその
関連告示案についての意見・情報の募集に
ついて（消費・安全局畜水産安全管理課）
◇平成20年10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）
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◇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）
◇大西洋まぐろ類保存国際委員会
(ICCAT)第16回特別会合(年次会合)の結
果について（水産庁資源管理部国際課）

26日㈬◇第11回及び第12回農林水産省改革チーム
会合の開催について（大臣官房政策課）
◇第10回農林水産省改革チーム会合の概要
について（大臣官房政策課）
◇モントリオール・プロセス第19回総会の
概要について（林野庁森林整備部計画課海
外林業協力室）
◇第4回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）
◇FOOD ACTION NIPPON推進本部・第
一回ポイント制度・顕彰部会開催及び傍聴
について（大臣官房食料安全保障課）
◇農薬登録制度に関する懇談会（第5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）

27日㈭◇米流通システム検討会「中間取りまとめ
（制度の骨格）」について（総合食料局食糧
部計画課）
◇第9回事故米対策本部の開催について
（総合食料局総務課政策推進室）
◇「農林水産省改革のための緊急提言」に
ついて（大臣官房政策課）
◇第39回食品の表示に関する共同会議の開
催について（農林水産省消費・安全局表示・
規格課、厚生労働省）
◇水産政策審議会第24回企画部会の結果に
ついて（水産庁漁政部企画課）
◇中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）

28日㈮◇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年産米の相対取引価格(平成20年
9月、10月)（総合食料局食糧部計画課）
◇第2回新たな食料情勢に応じた国際的枠
組み検討会の開催について（大臣官房国際
部国際協力課）
◇有限会社三ツ里生産に対する改善命令等
について（消費・安全局表示・規格課食品
表示・規格監視室）

◇株式会社京果食品における野菜冷凍食品
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）
◇農地転用許可事務の適正化等及び農地に
係る仮登記への対応について（農村振興局
農村政策部農村計画課、経営局構造改善課）
◇バイオマスタウン構想の公表（第30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）
◇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）
◇第2回及び第3回輸入麦の政府売渡ルー
ル検討会の開催について（総合食料局食糧
部食糧貿易課）
◇オーストラリアのタスマニア産さくらん
ぼ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）
◇事故米に関する農林水産省の取組につい
ての意識・意向調査結果（第1回）につい
て（大臣官房情報評価課）
◇農林水産省の役割に対する期待と評価に
関する意識・意向調査結果について（大臣
官房情報評価課）
◇輸入時に発生した食品衛生法違反の輸入
米穀の調査結果について（総合食料局食糧
部食糧貿易課）
◇農林水産省の取組に関する工程表の進捗
状況について（総合食料局、総合食料局食
糧部消費流通課流通加工対策室）
◇気候変動枠組条約第14回締約国会議
（COP14）等の開催について（大臣官房環
境バイオマス政策課、林野庁森林整備部研
究・保全課）
◇クローン牛の異動報告のとりまとめにつ
いて（H20年10月1日～H20年10月31日異
動情報提供分）（農林水産技術会議事務局
研究開発官（食の安全、基礎･基盤）室、生
産局畜産部畜産振興課畜産技術室）
◇フラワーアレンジメント作品等の発表募
集について（生産局生産流通振興課花き産
業振興室）
◇事故米穀の不正規流通問題に係る職員の
処分等について（大臣官房秘書課）
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◇食料・農業・農村政策審議会食糧部会提
出資料について（総合食料局食糧部計画課）
◇北太平洋溯河性魚類委員会（NPAFC）
第16回年次会議の結果について（水産庁資
源管理部国際課、遠洋課）

〈法令〉
11月4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10号）を公布
（同日施行）
◇地域における歴史的風致の維持及び向上
に関する法律第二十二条第二項において読
み替えて準用する土地改良法第九十四条の
六第二項に規定する土地改良施設を定める
省令（農林水産省令第70号）を公布（地域
における歴史的風致の維持及び向上に関す
る法律の施行の日（平成20年11月4日）か
ら施行）

6日㈭◇特定商取引に関する法律及び割賦販売法
の一部を改正する法律の一部の施行期日を
定める政令（政令第342号）を公布（同日施
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343号）を公布（特定
商取引に関する法律及び割賦販売法の一部
を改正する法律(平成20年法律第74号)附則
第1条第2号に掲げる規定の施行の日（平
成20年12月1日）から施行）

11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71号）を公布（同日施
行）

14日㈮◇飼料及び飼料添加物の成分規格等に関す
る省令の一部を改正する省令（農林水産省
令第72号）を公布（同日施行）

19日㈬◇家畜伝染病予防法施行令の一部を改正す
る政令（政令第351号）を公布（平成20年12
月20日施行）

28日㈮◇林業労働力の確保の促進に関する法律施
行規則の一部を改正する省令（厚生労働
省・農林水産省令第2号）を公布（一般社
団法人及び一般財団法人に関する法律の施
行の日（平成20年12月1日）から施行）
◇特定商取引に関する法律の規定に基づく
立入検査をする職員の携帯する身分を示す
証明書の様式を定める命令の一部を改正す

る命令（内閣府・厚生労働省・農林水産省・
経済産業省・国土交通省令第1号）を公布
（特定商取引に関する法律及び割賦販売法
の一部を改正する法律附則第1条第2号に
掲げる規定の施行の日（平成20年12月1日）
から施行）
◇農業信用基金協会の事業報告書、貸借対
照表及び損益計算書並びに計算に関する命
令の一部を改正する命令（内閣府・農林水
産省令第11号）を公布（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
律の施行の日（平成20年12月1日）から施
行）
◇山村振興法施行規則の一部を改正する省
令（総務省・農林水産省・国土交通省令第
1号）を公布（一般社団法人及び一般財団
法人に関する法律の施行の日（平成20年12
月1日）から施行）
◇食品の製造過程の管理の高度化に関する
臨時措置法施行規則の一部を改正する省令
（厚生労働省・農林水産省令第3号）を公布
（一般社団法人及び一般財団法人に関する
法律の施行の日（平成20年12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73号）
を公布（一般社団法人及び一般財団法人に
関する法律の施行の日（平成20年12月1日）
から施行）

12 月
12月1日㈪◇法務省と連携した農地についての仮登記

情報の迅速な把握システムの構築について
（農村振興局農村政策部農村計画課、経営
局構造改善課）
◇平成21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）
◇「地域活性化のための知的財産権(ブラ
ンド化と地域団体商標)セミナー」の開催
について（農村振興局農村政策部都市農村
交流課）
◇平成20年度国有林野事業業務研究発表会
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の開催結果について（林野庁国有林野部業
務課）

2日㈫◇地方農政局長会議の開催について（大臣
官房地方課）
◇平成20年度民間部門農林水産研究開発功
績者表彰受賞者決定及び表彰式の開催につ
いて（農林水産技術会議事務局研究推進課、
（社）農林水産技術情報協会）
◇新たな食料・農業・農村基本計画の策定
に向けて（大臣官房政策課）

3日㈬◇「農地改革プラン」について（経営局構
造改善課、農村振興局農村政策部農村計画
課）
◇地方農政局長会議の概要について（大臣
官房地方課）
◇中西部太平洋まぐろ類委員会（WCPFC）
第5回年次会合の開催について（水産庁資
源管理部国際課）
◇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）
◇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）

4日㈭◇「日ソ地先沖合漁業協定」に基づく日ロ
漁業委員会第25回会議の結果について（水
産庁資源管理部国際課）
◇第1回地産地消給食等メニューコンテス
ト表彰式及び平成20年度第2回地産地消活
動勉強会の開催について（生産局技術普及
課）
◇排出量取引の試行的実施における森林バ
イオマスプロジェクトへの参加のお願いに
ついて（林野庁林政部木材利用課）
◇バイオマスタウン現地調査の実施につい
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20年度木材需給対策中央会議第3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）
◇林政審議会の開催及び一般傍聴について
（林野庁林政部林政課）
◇第6回「食品ロスの削減に向けた検討会」
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）

5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）
◇カナダにおける牛肉の対日輸出認定施設

の現地査察の結果について（消費・安全局
動物衛生課）
◇第6回今後の野菜政策に関する検討会の
開催について（生産局生産流通振興課）
◇第8回農業資材審議会種苗分科会の開催
について（生産局知的財産課種苗審査室）
◇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9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）
◇「第2回未来の農業の姿のアイデア募集」
審査結果について（大臣官房政策課政策研
究推進・技術調整）

8日㈪◇平成20年度「立ち上がる農山漁村」有識
者会議の結果報告について（農村振興局農
村政策部都市農村交流課）
◇平成20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
会の開催について（消費・安全局農産安全
管理課農薬対策室）
◇農林水産関連企業設備投資動向調査（平
成20年3月31日現在）の結果について（総
合食料局食品産業企画課）
◇中国底びき網漁船の拿捕について（水産
庁資源管理部管理課）
◇家きん飼養農場における飼養衛生管理の
一斉調査結果について（消費・安全局動物
衛生課）
◇第7回 TAC 制度等の検討に係る有識者
懇談会の開催について（水産庁資源管理部
管理課）
◇食料・農業・農村政策審議会平成20年度
第3回農業農村振興整備部会の開催及び一
般傍聴について（農村振興局整備部設計課
計画調整室）
◇食料・農業・農村政策審議会農業農村振
興整備部会平成20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
整備部設計課計画調整室）

9日㈫◇平成21年度 競争的研究資金等の説明会
の開催について（農林水産技術会議事務局
研究推進課産学連携室）
◇第3回木材利用に係る環境貢献度の「見
える化」検討会の開催について（林野庁林
政部木材利用課）
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◇平成20年産水陸稲の収穫量（大臣官房統
計部生産流通消費統計課）
◇農林水産省新型インフルエンザ対策行動
計画の策定について（大臣官房食料安全保
障課）
◇第2回輸入畜産物検査に関する検討会の
開催について（消費・安全局動物衛生課国
際衛生対策室）

10日㈬◇美しい森林づくり推進国民運動のロゴマ
ークの制定等について（森林整備部研究・
保全課森林保全推進室）
◇エコフィード（食品循環資源利用飼料）
に関する認証制度の実施要綱（案）につい
てのご意見・情報の募集について（生産局
畜産部畜産振興課需給対策室）
◇石田副大臣の国内出張について（大臣官
房国際部国際協力課）
◇藻場生態系の CO2固定効果検討委員会
（第1回）の開催について（水産庁漁港漁場
整備部整備課）
◇水産政策審議会第18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）
◇平成20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
国際部国際経済課貿易関税チーム）

11日㈭◇農林漁業バイオ燃料法に基づく生産製造
連携事業計画の認定について（第1回認定）
（大臣官房環境バイオマス政策課バイオマ
ス推進室）
◇第4回及び第5回「輸入麦の政府売渡ル
ール検討会」の開催について（総合食料局
食糧部食糧貿易課）
◇米国産牛肉（牛舌）の混載事例について
（厚生労働省、農林水産省消費・安全局動物
衛生課）

12日㈮◇中西部太平洋まぐろ類委員会（WCPFC）
第5回年次会合の結果について（水産庁資
源管理部国際課）
◇「農業技術の匠」の選定・公表について
（生産局技術普及課）
◇農林水産分野における温室効果ガス排出
量「見える化」に関する消費者の意識調査
の中間報告について（大臣官房環境バイオ
マス政策課）
◇第1回森林における生物多様性保全の推

進方策検討会の概要について（林野庁森林
整備部研究・保全課）
◇水産政策審議会第18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）
◇地域活性化に向けた知的財産権等のアド
バイザー派遣希望団体の公募について（農
村振興局農村政策部都市農村交流課）
◇第2回林業公社の経営対策等に関する検
討会の概要について（林野庁森林整備部整
備課造林間伐対策室）
◇株式会社トライアルカンパニーが販売し
た小豆、大納言小豆及び大正金時の不適正
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）
◇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）
◇農業資材審議会飼料分科会及び同安全性
部会の開催について（消費・安全局畜水産
安全管理課）
◇農業資材審議会飼料分科会及び同安全性
部会並びに中央環境審議会動物愛護部会ペ
ットフード小委員会合同会合(第2回)の開
催について（消費・安全局畜水産安全管理
課）

15日㈪◇気候変動枠組条約第14回締約国会議
（COP14）の開催結果について（大臣官房
環境バイオマス政策課、林野庁森林整備部
研究・保全課）
◇国際獣疫事務局（OIE）による BSEステ
ータス認定の申請について（消費・安全局
動物衛生課）
◇株式会社ヤンマー農機東日本等10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（生産局農業生産支援
課）
◇第11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）
◇ TAC 制度等の検討に係る有識者懇談会
の結果について（水産庁資源管理部管理課）

16日㈫◇国有林野の管理経営に関する基本計画の
改定について（林野庁国有林野部経営企画
課）
◇林政審議会の概要について（林野庁国有
林野部経営企画課、林政部林政課）
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◇第3回林業公社の経営対策等に関する検
討会の開催について（林野庁森林整備部整
備課造林間伐対策室）
◇平成20年度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
業実施地区決定（第2回公募分）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、農村振興局農村政策部中山間地
域振興課地域資源循環室）
◇平成21年度「新たな農林水産政策を推進
する実用技術開発事業」の公募要領の公表
について（農林水産技術会議事務局研究推
進課産学連携室）
◇「農業分野における障害者就労支援セミ
ナー」の開催について（経営局人材育成課
女性・高齢者活動推進室）
◇株式会社中川が販売した牛肉の不適正表
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、畜水産
安全管理課）
◇株式会社たけ乃子屋他4社による農産物
水煮4種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）
◇大豆油糧株式会社が販売したもち精米の
産地の不適正表示に対する措置について
（消費・安全局表示・規格課食品表示・規格
監視室）
◇第6回家畜改良増殖制度の在り方に関す
る検討会の開催について（生産局畜産部畜
産振興課畜産技術室）

17日㈬◇台湾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）
◇2008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）
◇麦類のデオキシニバレノール・ニバレノ
ール汚染低減のための指針の策定について
（消費・安全局農産安全管理課）
◇平成20年岩手・宮城内陸地震により被災
した農業用ダムに関わる直轄災害復旧事業
の実施について(続報)（農村振興局整備部
防災課災害対策室）

18日㈭◇平成20年度第2回太平洋イワシ・アジ・
サバ等長期漁海況予報（水産庁増殖推進部

漁場資源課、独立行政法人水産総合研究セ
ンター中央水産研究所）
◇ JAS 法に基づく指示・公表の指針の改
定についての意見・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）
◇「農林水産公共事業コスト構造改革プロ
グラム」（H15～H19）の結果報告について
（大臣官房予算課、農村振興局整備部設計
課、林野庁森林整備部計画課、水産庁漁港
漁場整備部整備課）
◇平成21年度農林水産関係税制改正予定事
項について（経営局総務課調整室）

19日㈮◇平成20年度事業評価（林野公共事業）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）
◇平成20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（生産局生産
流通振興課）
◇株式会社廣澤によるたけのこ水煮の不適
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）
◇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第20条第2項に基づく
公表について（総合食料局食品産業企画課
食品環境対策室）
◇タイ産米のカビの分析結果等について
（総合食料局食糧部消費流通課、食糧貿易
課）
◇北西太平洋における我が国底魚漁業が脆
弱生態系及び深海漁業資源に与える影響評
価等の報告書の発表について（水産庁資源
管理部国際課）
◇「農業経営統計調査 平成19年 販売農
家（個別経営）の経営収支」について（大
臣官房統計部経営・構造統計課）
◇「農業経営統計調査 平成19年度 牛乳
生産費（全国）」について（大臣官房統計部
経営・構造統計課）
◇「農業経営統計調査 平成19年 個別経
営の営農類型別経営統計（酪農・肉用牛・
養豚・採卵養鶏・ブロイラー養鶏経営）」に
ついて（大臣官房統計部経営・構造統計課）
◇農業資材審議会種苗分科会の概要につい
て（生産局知的財産課種苗審査室）

20日㈯◇第11回日韓漁業共同委員会第2回小委員
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会の結果について（水産庁資源管理部国際
課）
◇平成21年度農林水産予算内示の概要（財
務省原案内示）について（大臣官房予算課）
◇平成20年度第2次農林水産関係補正予算
の概要について（大臣官房予算課）
◇財務省原案内示主要新規事項について
（大臣官房予算課）

22日㈪◇平成21年度農林水産予算内示の概要（復
活内示後）について（大臣官房予算課）
◇復活内示主要事項について（大臣官房予
算課）
◇「主要木材の短期需給見通し（平成21年
第1四半期及び第2四半期）」について（林
野庁林政部木材利用課）
◇家畜クローン研究の現状について（林水
産技術会議事務局研究開発官（食の安全、
基礎･基盤）室、生産局畜産部畜産振興課畜
産技術室）
◇平成20年度田園自然再生セミナーの開催
について（農村振興局農村政策部農村環境
課）

24日㈬◇「田舎で働き隊！」事業（農村活性化人
材育成派遣支援モデル事業）の募集につい
て（農村振興局農村政策部都市農村交流課）
◇農山漁村（ふるさと）地域力発掘支援モ
デル事業（地域活動支援事業）の追加募集
について（農村振興局農村政策部都市農村
交流課）
◇農山漁村における雇用対策について（大
臣官房政策課）
◇農林水産省改革の工程表及び農林水産省
改革推進本部等の設置について（大臣官房
政策課）
◇平成21年度農林水産予算主要施策別概算
決定の概要について（大臣官房予算課）
◇平成21年度農林水産予算概算決定の概要
について（大臣官房予算課）
◇平成21年度農林水産予算の重点事項につ
いて（大臣官房予算課）
◇平成21年度組織・定員改正の主要事項に
ついて（大臣官房文書課）
◇農商工連携研究会植物工場ワーキンググ
ループの設置について（農林水産省生産局
生産流通振興課、経済産業省）
◇ハローワークと連携した林業就業相談会

の実施について（林野庁林政部経営課林業
労働対策室）

25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）
◇海外商品取引業者に対する行政処分につ
いて（農林水産省総合食料局商品取引監理
官、経済産業省）
◇ベルギー及びデンマークからの家きん肉
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）
◇事故米に関する農林水産省の取組につい
ての意識・意向調査結果（第2回）につい
て（大臣官房情報評価課）
◇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）
◇麦製品等の取引価格の推移（平成20年11
月）（総合食料局食糧部計画課）
◇平成20年11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）
◇農商工等連携促進法に基づく事業計画の
認定について（総合食料局食品産業企画課）

26日㈮◇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
局農業生産支援課）
◇第6回今後の野菜政策に関する検討会の
概要について（生産局生産流通振興課）
◇第1回ため池百選選定委員会の開催につ
いて（農村振興局整備部防災課）
◇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）
◇第6回「輸入麦の政府売渡ルール検討会」
の開催について（総合食料局食糧部食糧貿
易課）
◇「環境にやさしい病害虫の防ぎ方～農薬
だけに頼らなくても病害虫は防げます～」
の開催及び参加者の募集について（消費・
安全局消費者情報官）
◇土地改良長期計画（H20～H24）の閣議
決定について（農村振興局整備部設計課計
画調整室）
◇「食品ロスの削減に向けた検討会報告」
について（総合食料局食品産業企画課食品
環境対策室）
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31日㈬◇第11回日韓漁業共同委員会第3回小委員
会及び第11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）

〈法令〉
12月1日㈪◇特定商取引適正化業務を行う者に関する

命令及び特定商取引に関する法律第六十一
条第一項に規定する指定法人を指定する命
令の一部を改正する命令（内閣府・厚生労
働省・農林水産省・経済産業省・国土交通
省令第2号）を公布（一般社団法人及び一
般財団法人に関する法律の施行の日（平成
20年12月1日）から施行）
◇地域伝統芸能等を活用した行事等に係る
支援事業実施機関に関する省令の一部を改
正する省令（総務省・文部科学省・農林水
産省・経済産業省・国土交通省令第1号）
を公布（同日施行）

3日㈬◇児童福祉法等の一部を改正する法律（法
律第85号）を公布（平成21年4月1日施行）
◇愛がん動物用飼料の安全性の確保に関す
る法律の施行期日を定める政令（政令第
364号）を公布（同日施行）
◇愛がん動物用飼料の安全性の確保に関す
る法律施行令（政令第366号）を公布（法の
施行の日（平成21年6月1日）から施行）
◇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74号）
を公布（同日施行）

5日㈮◇金融商品取引法等の一部を改正する法律
の施行に伴う関係政令の整備に関する政令
（政令第369号）を公布（金融商品取引法等
の一部を改正する法律（平成20年法律第65
号）の施行の日（平成20年12月12日）から
施行）
◇犯罪による収益の移転防止に関する法律
施行規則の一部を改正する命令（内閣府・
総務省・法務省・財務省・厚生労働省・農
林水産省・経済産業省・国土交通省令第5
号）を公布（金融商品取引法等の一部を改
正する法律の施行に伴う関係政令の整備に
関する政令の施行の日（平成20年12月12日）
から施行）
◇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・経済産業省第3
号）を公布（金融商品取引法等の一部を改
正する法律の施行の日（平成20年12月12日）
から施行）

10日㈬◇日本中央競馬会の平成二十一事業年度に
おける日本中央競馬会法第二十九条の二第
三項の割合を定める政令（政令第374号）を
公布（同日施行）

11日㈭◇農業協同組合法第九十四条の二第三項に
規定する区分等を定める命令及び農林中央
金庫法第八十五条第二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2号）を公布
（平成20年12月12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12号）を公
布（平成20年12月12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（平
成20年12月12日施行）

12日㈮◇中小企業等協同組合法施行規則の一部を
改正する命令（内閣府・財務省・厚生労働
省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・
環境省令第4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13号）を
公布（同日施行）

16日㈫◇金融機能の強化のための特別措置に関す
る法律及び金融機関等の組織再編成の促進
に関する特別措置法の一部を改正する法律
（法律第90号）を公布（公布の日から起算し
て二月を超えない範囲内において政令で定
める日から施行）
◇金融機能の強化のための特別措置に関す
る法律及び金融機関等の組織再編成の促進
に関する特別措置法の一部を改正する法律
の施行期日を定める政令（政令第382号）を
公布（同日施行）
◇金融機能の強化のための特別措置に関す
る法律施行令の一部を改正する政令（政令
第383号）を公布（金融機能の強化のための
特別措置に関する法律及び金融機関等の組
織再編成の促進に関する特別措置法の一部
を改正する法律の施行の日（平成20年12月
17日）から施行）
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◇農水産業協同組合の金融機能の強化のた
めの特別措置に関する命令の一部を改正す
る命令（内閣府・農林水産省令第14号）を
公布（金融機能の強化のための特別措置に
関する法律及び金融機関等の組織再編成の
促進に関する特別措置法の一部を改正する
法律の施行の日（平成20年12月17日）から
施行）
◇漁業協同組合等の信用事業等に関する命
令及び農林中央金庫法施行規則の一部を改
正する命令（内閣府・農林水産省令第15号）
を公布（金融機能の強化のための特別措置
に関する法律及び金融機関等の組織再編成
の促進に関する特別措置法の一部を改正す
る法律の施行の日（平成20年12月17日）か
ら施行）
◇農業協同組合法施行規則の一部を改正す
る省令（農林水産省令第76号）を公布（金
融機能の強化のための特別措置に関する法
律及び金融機関等の組織再編成の促進に関
する特別措置法の一部を改正する法律の施
行の日（平成20年12月17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77号）を公布（金
融機能の強化のための特別措置に関する法
律及び金融機関等の組織再編成の促進に関
する特別措置法の一部を改正する法律の施
行の日（平成20年12月17日）から施行）

19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78号）を公布（同
日施行）
◇水産業協同組合法施行規則の一部を改正
する省令（農林水産省令第79号）を公布（同
日施行）
◇輸出水産業の振興に関する法律施行規則
の一部を改正する省令（農林水産省令第80
号）を公布（同日施行）

26日㈮◇株式等の取引に係る決済の合理化を図る
ための社債等の振替に関する法律等の一部
を改正する法律の施行に伴う農林水産省関
係省令の整理に関する省令（農林水産省令
第81号）を公布（株式等の取引に係る決済
の合理化を図るための社債等の振替に関す
る法律等の一部を改正する法律の施行の日
（平成21年1月5日から施行）
◇動物用医薬品の使用の規制に関する省令

の一部を改正する省令（農林水産省令第82
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83号）を公布（国家公
務員法等の一部を改正する法律（平成19年
法律第108号）の施行の日（平成20年12月31
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84号）を公布（国家公
務員法等の一部を改正する法律（平成19年
法律第108号）の施行の日（平成20年12月31
日）から施行）

1 月
1月5日㈪◇韓国における弱毒タイプの鳥インフルエ

ンザの発生について（消費・安全局動物衛
生課国際衛生対策室）
◇林政審議会の委員の改選について（林野
庁林政部林政課）
◇「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）

7日㈬◇第3回林業公社の経営対策等に関する検
討会の概要について（林野庁森林整備部整
備課造林間伐対策室）
◇農業法人等における「緊急求人情報」の
提供について（経営局人材育成課、全国農
業会議所・全国新規就農相談センター）
◇農業機械の省エネ性能に関する研究会の
開催について（第2回）（生産局農業生産支
援課）

8日㈭◇第40回食品の表示に関する共同会議の開
催について（農林水産省消費・安全局表示・
規格課、厚生労働省）
◇森林農地整備センター（旧緑資源機構）
の入札監視のための委員会について（林野
庁森林整備部整備課）

9日㈮◇農薬登録制度に関する懇談会（第6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）
◇地域活性化に向けた知的財産権等のアド
バイザー派遣希望団体の公募について（ア
ドバイザー派遣先の決定）（農村振興局農
村政策部都市農村交流課）
◇「農林水産省環境報告書2008」の公表に
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ついて（大臣官房環境バイオマス政策課）
14日㈬◇第20回食料・農業・農村政策審議会第6

回食料・農業・農村政策審議会企画部会合
同会議の開催および傍聴について（大臣官
房政策課）
◇第3回国営造成施設の管理体制に係る検
討委員会の開催について（農村振興局整備
部水資源課施設保全管理室）
◇水産庁漁業調査船照洋丸による浮魚類資
源の変動要因の解明に向けた海洋観測調査
の実施について（水産庁増殖推進部漁場資
源課）
◇平成20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
部国際経済課貿易関税チーム）

15日㈭◇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）
◇第37回コーデックス連絡協議会の開催及
び一般傍聴の募集について（農林水産省消
費・安全局国際基準課、厚生労働省）
◇「知床世界自然遺産」シンボルマークの
募集について（林野庁国有林野部経営企画
課、林野庁森林整備部研究・保全課森林保
全推進室）
◇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）
◇「農村地域の姿」の利用開始について（大
臣官房統計部統計企画課）

16日㈮◇森林農地整備センター（旧緑資源機構）
の入札監視のための委員会について（林野
庁森林整備部整備課）
◇平成20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）
◇2018年における世界の食料需給見通し－
世界食料需給モデルによる予測結果－（大
臣官房食料安全保障課、農林水産政策研究
所）
◇汚泥肥料の規制のあり方に関する懇談会
（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）
◇農業支援ニュービジネス創出推進事業説
明会の開催について（生産局技術普及課）

19日㈪◇ネパール連邦民主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20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
会の開催について（消費・安全局農産安全
管理課農薬対策室）
◇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）
◇第9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
料局総務課政策推進室）

20日㈫◇でん粉に関する協議会の開催について
（生産局生産流通振興課）
◇第10回政策評価会生産局専門部会の開催
について（生産局総務課生産推進室）
◇ABL（アセット・ベースト・レンディン
グ）の普及と活用に向けたシンポジウムの
開催について（経営局金融調整課）

21日㈬◇今後の林業就業相談会の実施について
（林野庁林政部経営課林業労働対策室）
◇試行排出量取引における農林水産業分野
第1号申請案件について～バラ農園におけ
るヒートポンプ導入による CO2削減事業
～（大臣官房環境バイオマス政策課）
◇「農林水産分野における省CO2効果の表
示の指針中間とりまとめ」に対する意見・
情報の募集について（大臣官房環境バイオ
マス政策課）

22日㈭◇農林水産省生物多様性戦略検討会（第9
回）の開催について（大臣官房環境バイオ
マス政策課）
◇第3回新たな食料情勢に応じた国際的枠
組み検討会の開催について（大臣官房国際
部国際協力課）
◇第7回「輸入麦の政府売渡ルール検討会」
の開催について（総合食料局食糧部食糧貿
易課）

23日㈮◇ロシア丸太輸出税引上措置の延期につい
て（林野庁林政部木材利用課木材貿易対策
室）
◇「農地土壌と地球温暖化対策に関する国
際シンポジウム～地球温暖化防止に世界の
農地土壌が貢献～」の開催について（大臣
官房環境バイオマス政策課）
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◇「政府米のカビに関する科学委員会」の
開催及び傍聴について（総合食料局食糧部
消費流通課）
◇日・ソロモン漁業協議の開催について（水
産庁資源管理部国際課）
◇江藤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）
◇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）
◇『田舎で働き隊！』事業（農村活性化人
材育成派遣支援モデル事業）の事業実施主
体の選定の結果について（農村振興局農村
政策部都市農村交流課、農村振興局農村政
策部都市農村交流課）
◇農業をやってみませんか？～今年度中の
説明会・相談会のお知らせです～（経営局
人材育成課）
◇平成20年産区分出荷米の政府買入れに係
る一般競争入札について（総合食料局食糧
部消費流通課）
◇水産政策審議会第25回企画部会の開催に
ついて（水産庁漁政部企画課）
◇かつおぶし関連加工品の食品表示の適正
化について（消費・安全局表示・規格課食
品表示・規格監視室）
◇マルトモ株式会社における削りぶしの不
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）
◇ヤマキ株式会社における削りぶしの不適
正表示に対する措置について（消費・安全
局表示・規格課食品表示・規格監視室）

26日㈪◇カナダ（ブリティッシュ・コロンビア州）
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）
◇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）
◇麦製品等の取引価格の推移（平成20年12
月）（総合食料局食糧部計画課）
◇平成20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）

27日㈫◇食料・農業・農村政策審議会平成20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）

◇第7回食品の信頼確保・向上対策推進本
部の開催について（消費・安全局表示・規
格課）
◇第1回農林水産省改革推進本部会合の開
催について（大臣官房）
◇第41回食品の表示に関する共同会議の開
催について（農林水産省消費・安全局表示・
規格課、厚生労働省）
◇国際再生可能エネルギー機関（IRENA）
設立文書署名式典への出席結果について
（大臣官房環境バイオマス政策課）
◇クローン牛の異動報告のとりまとめにつ
いて（H20年12月1日～H20年12月31日異
動情報提供分）（農林水産技術会議事務局
研究開発官（食の安全、基礎･基盤）室、生
産局畜産部畜産振興課畜産技術室）
◇平成20年度第3回林政審議会施策部会の
開催及び一般傍聴について（林野庁林政部
企画課）

28日㈬◇第1回農林水産省改革推進本部会合の概
要について（農林水産省改革推進室）
◇農林水産省職員による自由な農政改革に
関する政策パッケージ提案について（大臣
官房）
◇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）
◇有限会社生産者連邦・ブイ・ジー室及び
遊佐康弘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）
◇21年漁期 TAC 設定に関する意見交換会
の開催について（水産庁資源管理部管理課、
北海道漁業調整事務所）

29日㈭◇国際再生可能エネルギー機関（IRENA）
設立文書署名式典及び準備委員会の結果に
ついて（大臣官房環境バイオマス政策課）
◇ JAS 法に基づく指示・公表の指針の改
定について（消費・安全局表示・規格課）
◇第2回バイオマスタウン加速化戦略委員
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）
◇平成19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）

30日㈮◇水産庁及び海上保安庁による外国漁船取

農 政 日 誌 ― 389 ―



締対策会議の結果について（水産庁資源管
理部管理課）
◇バイオマスタウン構想の公表（第31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）
◇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）
◇OIE（国際獣疫事務局）コード改正案に
関する意見の提出について（農林水産省消
費・安全局 動物衛生課、国際基準課）
◇BSE確定診断の結果について（36例目）
（消費・安全局動物衛生課）
◇ロシアによる我が国漁船拿捕に対する駐
日ロシア連邦大使への申入れ（水産庁資源
管理部国際課）
◇水田・畑作経営所得安定対策の交付金交
付に係る総点検の実施について（経営局経
営政策課経営安定対策室）
◇バイオ燃料原材料農産物の需要拡大が農
産物の国際価格に及ぼす影響について（農
林水産政策研究所）
◇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）
◇平成21年度予算案における環境保全経費
の公表について（農林水産省関係分）（大臣
官房環境バイオマス政策課）
◇平成20年の外国漁船取締実績について
（水産庁資源管理部管理課）
◇国際漁業再編対策に基づくまぐろはえ縄
漁業の国際減船の実施について（水産庁資
源管理部遠洋課）
◇石破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〉
1月7日㈬◇薬事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1号）を公布（同日
施行）
◇薬事法の一部を改正する法律の施行に伴
う関係政令の整備等及び経過措置に関する
政令（政令第2号）を公布（改正法の施行
の日（平成21年6月1日）から施行）

14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1号）を公布（平
成21年3月1日施行）

23日㈮◇独立行政法人水資源機構の業務運営に関
する省令の一部を改正する省令（厚生労働
省・農林水産省・経済産業省・国土交通省
令第1号）を公布（同日施行）
◇金融商品取引法等の一部を改正する法律
の一部の施行に伴う関係政令の整備に関す
る政令（政令第8号）を公布（金融商品取
引法等の一部を改正する法律（平成20年法
律第65号）附則第1条第3号に掲げる規定
の施行の日（平成21年6月1日）から施行）
◇農業協同組合及び農業協同組合連合会の
信用事業に関する命令等の一部を改正する
命令（内閣府・農林水産省令第1号）を公
布（金融商品取引法等の一部を改正する法
律附則第1条第3号に掲げる規定の施行の
日（平成21年6月1日）から施行）

2 月
2月2日㈪◇近藤農林水産副大臣の境港への出張につ

いて（水産庁資源管理部沿岸沖合課）
◇第11回日韓漁業共同委員会第4回小委員
会の開催について（水産庁資源管理部国際
課）
◇日・ソロモン漁業協議の結果について（水
産庁資源管理部国際課）
◇諸外国の動物衛生及び植物防疫措置
（WTO/SPS 通報）のホームページ掲載に
ついて（消費・安全局国際基準課）
◇野村農林水産大臣政務官の国内出張につ
いて（総合食料局流通課卸売市場室）
◇米国（ニューハンプシャー州及びアイダ
ホ州）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）
◇家畜排せつ物法施行状況調査の結果につ
いて(平成20年12月1日現在）（生産局畜産
部畜産企画課畜産環境・経営安定対策室）

3日㈫◇フランス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）
◇水産政策審議会第25回企画部会の結果に
ついて（水産庁漁政部企画課）
◇平成21年における種子生産に向けた多収
性稲品種原種種子の譲渡に係る手続につい
て（第2回）（農林水産技術会議事務局研究
推進課）
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◇平成20年農林水産物等輸出実績(速報値)
について（大臣官房国際部国際経済課貿易
関税チーム輸出促進室）
◇農政改革特命チーム第1回会合の開催に
ついて（大臣官房政策課）

4日㈬◇「農業新技術2009」の決定について（農
林水産技術会議事務局研究推進課）
◇住宅・建築物における木材利用促進フォ
ーラム（仮称）の設立について（林野庁林
政部木材産業課）
◇園芸用ガラス室・ハウス等の設置状況の
概要（生産局生産流通振興課）
◇第12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）

5日㈭◇井出農林水産事務次官の海外出張につい
て（大臣官房国際部国際経済課経済連携チ
ーム）
◇平成21年漁期 TAC 設定に関する意見交
換会（さんま）の開催について（水産庁資
源管理部管理課）

6日㈮◇第4回林業公社の経営対策等に関する検
討会の開催について（林野庁森林整備部整
備課造林間伐対策室）
◇平成20年度獣医事審議会第3回計画部会
の開催及び一般傍聴について（消費・安全
局畜水産安全管理課）
◇株式会社やまじょう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）
◇ヤマキ株式会社における削りぶしの不適
正な格付の表示に対する改善命令等につい
て（消費・安全局表示・規格課食品表示・
規格監視室）
◇第4回木材利用に係る環境貢献度の「見
える化」検討会の開催について（林野庁林
政部木材利用課）
◇第11回日韓漁業共同委員会第4回小委員
会の結果について（水産庁資源管理部国際
課）

9日㈪◇井出農林水産事務次官の中国訪問の概要
について（大臣官房国際部国際経済課経済
連携チーム）
◇第37回コーデックス連絡協議会の概要
（厚生労働省、農林水産省消費・安全局国際

基準課）
◇第4回(平成20年度)美の里づくりコンク
ールの選賞について（農村振興局農村政策
部都市農村交流課）
◇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
農地資源課）
◇平成20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
部国際経済課貿易関税チーム）

10日㈫◇第10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）
◇平成21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）
◇平成20年産区分出荷米の政府買入れに係
る一般競争入札結果について（総合食料局
食糧部計画課需給調整対策室）
◇日中水産当局間ハイレベル協議の開催に
ついて（水産庁資源管理部国際課）
◇平成20年度における独立行政法人森林総
合研究所の第3回水源林造成事業評価委員
会の開催について（林野庁森林整備部整備
課）
◇畜産物の政策価格等の決定に向けた国民
からの政策提案の募集について（生産局畜
産部畜産企画課畜産総合推進室）
◇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）
◇米国（カリフォルニア州）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）
◇組織経営体の経営動向に関する分析（水
田作経営）（大臣官房統計部経営・構造統計
課）
◇平成19年組織経営の営農類型別経営統計
について（大臣官房統計部経営・構造統計
課）

12日㈭◇林政審議会の概要について（林野庁林政
部林政課）
◇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）
◇第18回（平成20年度）食アメニティコン
テストの選賞について（農村振興局農村政
策部都市農村交流課）
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◇第10回日中漁業共同委員会第2回準備会
合及び第10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）
◇全国地産地消推進フォーラム2009及び平
成20年度第3回地産地消活動勉強会の開催
について（生産局技術普及課）
◇「環境にやさしい病害虫の防ぎ方～農薬
だけに頼らなくても病害虫は防げます～in
新潟」の開催及び参加者の募集について（消
費・安全局消費者情報官）

13日㈮◇社会資本整備重点計画の素案に対する意
見の募集の開始について（国土交通省、農
林水産省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）
◇平成20年度「農山漁村男女共同参画活動
いきいきフォトコンクール表彰式及び活動
発表会」の開催について（経営局人材育成
課女性・高齢者活動推進室）
◇「東アジアにおけるバイオマスタウン構
想普及支援事業」における国内研修の実施
について（大臣官房環境バイオマス政策課）
◇農林水産省本省庁舎全体の ISO14001認
証について（大臣官房環境バイオマス政策
課）
◇第38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、
農林水産省消費・安全局国際基準課）
◇日中水産当局間ハイレベル協議の結果に
ついて（水産庁資源管理部国際課）
◇平成20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
会の開催について（消費・安全局農産安全
管理課農薬対策室）
◇北太平洋海域における公海漁業管理に関
する第6回政府間協議の開催について（水
産庁資源管理部国際課）

16日㈪◇食料・農業・農村政策審議会農業農村振
興整備部会平成20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
整備部設計課計画調整室）
◇食料・農業・農村政策審議会企画部会（第
7回）の開催および傍聴について（大臣官
房政策課）
◇農政改革特命チーム第2回会合の開催に
ついて（大臣官房政策課）
◇平成20年産区分出荷米の政府買入れに係

る一般競争入札結果について（総合食料局
食糧部計画課需給調整対策室）
◇平成20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）
◇第11回日韓漁業共同委員会第5回小委員
会の開催について（水産庁資源管理部国際
課）
◇第2回森林における生物多様性保全の推
進方策検討会の開催について（林野庁森林
整備部研究・保全課）
◇北東アジア農政研究フォーラム第6回シ
ンポジウムの開催について（農林水産政策
研究所）
◇BSE患畜（36例目）に関する情報（疫学
調査第1報）（消費・安全局動物衛生課）

17日㈫◇平成19年度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）
◇井出農林水産事務次官の国内出張につい
て（農林水産省改革推進室（大臣官房政策
課内）、九州農政局企画調整室）
◇「第4回国際植物防疫条約に関する国内
連絡会」の開催及び傍聴の募集について（消
費・安全局植物防疫課検疫対策室）
◇日フィリピン経済連携協定に基づく平成
21年度の関税割当公表について（大臣官房
国際部国際経済課貿易関税チーム）
◇日インドネシア経済連携協定に基づく平
成21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貿易関税チーム）
◇日メキシコ経済連携協定に基づく平成21
年度の関税割当公表について（大臣官房国
際部国際経済課貿易関税チーム）
◇日タイ経済連携協定に基づく平成21年度
の関税割当公表について（大臣官房国際部
国際経済課貿易関税チーム）
◇日チリ経済連携協定に基づく平成21年度
の関税割当公表について（大臣官房国際部
国際経済課貿易関税チーム）
◇日マレーシア経済連携協定に基づく平成
21年度の関税割当公表について（大臣官房
国際部国際経済課貿易関税チーム）

18日㈬◇農政改革特命チーム第3回会合の開催に
ついて（大臣官房政策課）
◇第1回農林水産省政策評価会の開催及び
傍聴について（大臣官房情報評価課情報分
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析・評価室）
◇第1回農林水産省雇用対策推進本部の開
催について（農村振興局農村政策部農村計
画課）
◇農林漁業の雇用拡大連絡会議の設置につ
いて（農村振興局農村政策部農村計画課）

19日㈭◇第4回新たな食料情勢に応じた国際的枠
組み検討会の開催について（大臣官房国際
部国際協力課）
◇BSE患畜（36例目）に関する情報（疫学
調査第2報）（消費・安全局動物衛生課）
◇第4回林業公社の経営対策等に関する検
討会の概要について（林野庁森林整備部整
備課造林間伐対策室）
◇台湾における口蹄疫の発生について（消
費・安全局動物衛生課国際衛生対策室）
◇輸入米の販売直前におけるカビ・カビ毒
のチェックについて（総合食料局食糧部消
費流通課）
◇平成20年度病害虫発生予報第10号の発表
について（消費・安全局植物防疫課）
◇中国底びき網漁船の拿捕について（水産
庁資源管理部管理課）

20日㈮◇商品取引員に対する行政処分について
（農林水産省総合食料局商品取引監理官、
経済産業省）
◇第8回「輸入麦の政府売渡ルール検討会」
の開催について（総合食料局食糧部食糧貿
易課）
◇平成19年度農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
農産安全管理課、畜水産安全管理課水産安
全室、水産庁増殖推進部漁場資源課）
◇農薬登録制度に関する懇談会（第7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）
◇平成20年度地産地消優良活動表彰の審査
結果について（生産局技術普及課）
◇地方卸売市場ひた青果水産株式会社にお
けるたけのこ水煮の不適正表示に対する措
置について（消費・安全局表示・規格課食
品表示・規格監視室）
◇農林水産省関係施設等における吹付けア
スベスト等の使用実態調査について（大臣
官房環境バイオマス政策課バイオマス推進
室）

23日㈪◇平成20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）
◇食料・農業・農村政策審議会平成20年度
第4回畜産部会の開催及び傍聴について
（生産局畜産部畜産企画課畜産総合推進室）
◇第6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（農村振興局農村政策部都市農村交流
課）
◇『田舎で働き隊！』事業（農村活性化人
材育成派遣支援モデル事業）の事業実施主
体の選定の結果について(追加)（農村振興
局農村政策部都市農村交流課、都市農村交
流課）
◇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）
◇平成20年度における独立行政法人森林総
合研究所の第3回水源林造成事業評価（事
前評価）委員会の議事概要について（林野
庁森林整備部整備課）
◇第11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（農村振興局農村
政策部農村計画課）
◇汚泥肥料の規制のあり方に関する懇談会
(第4回)の開催及び傍聴について（消費・
安全局農産安全管理課）
◇農林物資規格調査会部会（生糸等）の開
催及び傍聴の募集について（消費・安全局
表示・規格課）
◇水産庁漁業調査船照洋丸による植物・動
物プランクトン及び浮魚類分布調査の実施
について（水産庁増殖推進部漁場資源課）
◇第11回日韓漁業共同委員会第5回小委員
会及び第11回日韓漁業共同委員会第2回会
合の結果について（水産庁資源管理部国際
課）

24日㈫◇第1回農林漁業の雇用拡大連絡会議の開
催について（農村振興局農村政策部農村計
画課）
◇平成21年4月期における輸入麦の政府売
渡価格の改定について（総合食料局食糧部
食糧貿易課）
◇国内金魚養殖場における SVC の清浄確
認結果について（消費・安全局畜水産安全
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管理課水産安全室）
◇「平成20年度第5回生物多様性影響評価
検討会総合検討会」の開催及び傍聴につい
て（農林水産技術会議事務局技術政策課技
術安全室）
◇「大麦・はだか麦の消費拡大と安定生産
に向けた対話集会」の開催について（生産
局生産流通振興課、関東農政局生産経営流
通部農産課）
◇水産政策審議会第41回資源管理分科会の
開催について（水産庁漁政部漁政課）
◇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、日
本海北部会事務局、九州西部会事務局、日
本海西部会事務局）
◇大豆加工食品に関する意識・意向調査結
果について（大臣官房情報評価課）
◇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、太平洋北部
会事務局）
◇北太平洋海域における公海漁業管理に関
する第6回政府間協議の結果について（水
産庁資源管理部国際課）
◇瀬戸内海広域漁業調整委員会の開催につ
いて（水産庁資源管理部管理課、瀬戸内海
広域漁業調整委員会事務局）

25日㈬◇第2回農林水産省雇用対策推進本部の開
催について（農村振興局農村政策部農村計
画課）
◇第2回農林水産省改革推進本部の開催に
ついて（農林水産省改革推進室）
◇中山間地域等総合対策検討会（第31回）
の開催について（農村振興局農村政策部中
山間地域振興課中山間整備推進室）
◇食品安全委員会への食品健康影響評価の
依頼について（消費・安全局畜水産安全管
理課）
◇平成21年全国山火事予防運動の実施につ
いて（林野庁森林整備部研究・保全課森林
保護対策室）
◇平成21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）
◇麦製品等の取引価格の推移（平成21年1
月）（総合食料局食糧部計画課）
◇飼料安全法の基準に違反する事例につい
て（消費・安全局畜水産安全管理課）

◇第1回「HACCP 法の基本方針の見直し
に関する検討会」の開催について（総合食
料局食品産業企画課）
◇公定規格に定める含有が許される鉛の最
大量を超えた汚泥発酵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）
◇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）

26日㈭◇農政改革特命チーム第4回会合の開催に
ついて（大臣官房政策課）
◇第2回農林水産省改革推進本部会合の概
要について（農林水産省改革推進室）
◇平成20年度第3回リスク管理検討会の開
催について（消費・安全局消費・安全政策
課）
◇食料・農業・農村政策審議会企画部会（第
7回）の資料について（大臣官房政策課）
◇平成20年産区分出荷米の政府買入れに係
る一般競争入札結果について（総合食料局
食糧部計画課需給調整対策室）
◇農林水産省の広報活動に関する意識・意
向調査結果について（大臣官房情報評価課）
◇第2回ため池百選選定委員会の開催につ
いて（農村振興局整備部防災課）

27日㈮◇愛知県において発生した高病原性鳥イン
フルエンザの病原性の確定について（消
費・安全局動物衛生課）
◇食料・農業・農村政策審議会家畜衛生部
会第31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）
◇バイオマスタウン構想の公表（第32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）
◇「新たな食料情勢に応じた国際的枠組み
について－中間取りまとめ－」について（大
臣官房国際部国際協力課）
◇都市と農山漁村の共生・対流表彰事業「第
6回オーライ！ニッポンフレンドシップ大
賞」の選賞について（農村振興局農村政策
部都市農村交流課）
◇農林水産省高病原性鳥インフルエンザ対
策本部決定事項について（消費・安全局動
物衛生課）
◇第28回 FAO水産委員会の開催について
（水産庁資源管理部国際課）
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◇農林水産省高病原性鳥インフルエンザ対
策本部の開催について（消費・安全局動物
衛生課）
◇愛知県における高病原性鳥インフルエン
ザの発生について（消費・安全局動物衛生
課）

28日㈯◇食料・農業・農村政策審議会家畜衛生部
会第31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）

〈法令〉
2月3日㈫◇動物用医薬品等取締規則の一部を改正す

る省令（農林水産省令第2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1号）
を公布（同日施行）

4日㈬◇薬事法施行令の一部を改正する政令（政
令第15号）を公布（公布の日から起算して
9月を経過した日から施行）
◇農林物資の規格化及び品質表示の適正化
に関する法律施行規則の一部を改正する省
令（農林水産省令第3号）を公布（同日施
行）

6日㈮◇沿岸漁業改善資金助成法施行規則の一部
を改正する省令（農林水産省令第4号）を
公布（同日施行）

13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5
号）を公布（同日施行）

16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6号）
を交付（同日施行）

20日㈮◇犯罪による収益の移転防止に関する法律
施行規則の一部を改正する命令（内閣府・
総務省・法務省・財務省・厚生労働省・農
林水産省・経済産業省・国土交通省令第1
号）を公布（平成21年5月1日施行）
◇獣医療法施行規則の一部を改正する省令
（農林水産省令第7号）を公布（同日施行）

27日㈮◇児童福祉法等の一部を改正する法律の一
部の施行期日を定める政令（政令第27号）
を公布（同日施行）

3 月
3月1日㈰◇愛知県において分離された高病原性鳥イ

ンフルエンザウイルス（弱毒タイプ）につ
いて（消費・安全局動物衛生課）

2日㈪◇第二回国産野菜の生産・利用拡大優良事
業者表彰の審査結果について（生産局生産
流通振興課）
◇モントリオール・プロセス2009年概要レ
ポート起草委員会の開催について（林野庁
森林整備部計画課海外林業協力室）
◇水稲の作柄に関する委員会（第5回）の
開催及び傍聴について（大臣官房統計部生
産流通消費統計課）
◇クローン牛の異動報告のとりまとめにつ
いて（H21年1月1日～H21年1月31日異
動情報提供分）（農林水産技術会議事務局
研究開発官（食の安全、基礎･基盤）室、生
産局畜産部畜産振興課畜産技術室）
◇愛知県における高病原性鳥インフルエン
ザの発生に伴う対応について（消費・安全
局動物衛生課）
◇近藤農林水産副大臣の国内出張について
（消費・安全局動物衛生課、東海農政局消
費・安全部）

3日㈫◇高病原性鳥インフルエンザの疑いのある
ウイルスの分離について（消費・安全局動
物衛生課）
◇第2回森林における生物多様性保全の推
進方策検討会の概要について（林野庁森林
整備部研究・保全課）
◇食料問題の学習機会の拡大に向けた中学
校教師用解説書「食料の未来とわたしたち
の“いま”」の配布について（大臣官房情報
評価課）
◇普通肥料の検査結果（平成20年6月、7
月、8月分）の公表について（消費・安全
局農産安全管理課）
◇日豪 EPA 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経済連携チ
ーム）
◇平成20砂糖年度下半期甘味に関する協議
会の開催について（生産局生産流通振興課）
◇平成20年度飼料自給率向上・生産性向上
に関する合同会議の開催について（生産局
畜産部畜産振興課）

4日㈬◇農林水産省高病原性鳥インフルエンザ対
策本部決定事項について（消費・安全局動
物衛生課）
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◇高病原性鳥インフルエンザ発生農場に関
する疫学調査状況について（消費・安全局
動物衛生課）
◇農林水産省高病原性鳥インフルエンザ対
策本部の開催について（消費・安全局動物
衛生課）
◇「農の雇用事業」の募集を開始します（経
営局人材育成課、全国農業会議所全国新規
就農相談センター）
◇遺伝子組換え農作物の検知技術の開発そ
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
研究開発官（食の安全、基礎･基盤）室）
◇平成20年度第4回林政審議会施策部会の
開催及び一般傍聴について（林野庁林政部
企画課）
◇高病原性鳥インフルエンザ（H7亜型）（2
例目）の確認について（消費・安全局動物
衛生課）
◇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、瀬戸内海
広域漁業調整委員会事務局）

5日㈭◇食料・農業・農村政策審議会畜産部会(平
成20年度第4回)の関係資料について（生
産局畜産部牛乳乳製品課、生産局畜産部食
肉鶏卵課）
◇農政改革特命チーム第5回会合の開催に
ついて（大臣官房政策課）
◇第6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
農村政策部都市農村交流課）
◇井出農林水産事務次官の国内出張につい
て（農林水産省改革推進室（大臣官房政策
課内）、東海農政局企画調整室）
◇現代のバイオテクノロジーにより改変さ
れ た 生 物（Living Modified Organism:
LMO）の国境を越える移動から生じる生
物の多様性への損害についての「責任と救
済」（Liability and Redress）に関する共同
議長フレンズ会合（概要と評価）（大臣官房
環境バイオマス政策課）
◇高病原性鳥インフルエンザ疫学調査チー
ム第1回検討会の開催について（消費・安
全局動物衛生課、東海農政局消費・安全部
安全管理課）
◇高病原性鳥インフルエンザ（H7亜型）（2

例目）の病原性の確定について（消費・安
全局動物衛生課）
◇愛知県における高病原性鳥インフルエン
ザ防疫対応支援のための家畜防疫員の派遣
について（消費・安全局動物衛生課）
◇平成21年（第3回）「みどりの学術賞」受
賞者の決定について（内閣府、林野庁研究・
保全課森林保全推進室、国土交通省）
◇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、日
本海北部会事務局、九州西部会事務局、日
本海西部会事務局）

6日㈮◇農林水産省生物多様性戦略検討会（第10
回）の開催について（大臣官房環境バイオ
マス政策課）
◇平成21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）
◇高病原性鳥インフルエンザウイルス（H7
亜型、弱毒タイプ）（2例目）の N亜型の
確定について（消費・安全局動物衛生課）
◇食料・農業・農村政策審議会家畜衛生部
会第32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）
◇平成21年第1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）
◇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）
◇国際捕鯨委員会（IWC）の将来に関する
中間会合の開催について（水産庁資源管理
部遠洋課）
◇平成21年農業技術の基本指針について
（大臣官房政策課）
◇水産政策審議会第41回資源管理分科会の
結果について（水産庁漁政部漁政課）
◇太平洋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）

9日㈪◇高病原性鳥インフルエンザの疑いのある
ウイルスの分離について（消費・安全局動
物衛生課）
◇第3回バイオマスタウン加速化戦略委員
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）
◇モントリオール・プロセス2009年概要レ
ポート起草委員会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）
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◇平成21年における種子生産に向けた多収
性稲品種原種種子の譲渡に係る手続につい
て（第3回）（農林水産技術会議事務局研究
推進課）
◇第9回「輸入麦の政府売渡ルール検討会」
の開催について（総合食料局食糧部食糧貿
易課）
◇食料・農業・農村政策審議会家畜衛生部
会第32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20年度農林水産省飼料自給率向上戦
略会議及び平成20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）
◇第28回 FAO水産委員会の結果について
（水産庁資源管理部国際課）

10日㈫◇食料・農業・農村政策審議会企画部会(第
8回)の開催および傍聴について（大臣官
房政策課）
◇子ども農山漁村交流プロジェクト・全国
フォーラムの開催について（農村振興局農
村政策部都市農村交流課）
◇食料・農業・農村政策審議会企画部会地
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10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）
◇高病原性鳥インフルエンザ（H7亜型）（3
例目）の確認について（消費・安全局動物
衛生課）
◇クリーン開発メカニズム（CDM）プロジ
ェクト政府承認審査結果について（大臣官
房環境バイオマス政策課、林野庁海外林業
協力室）
◇第38回コーデックス連絡協議会の概要
（厚生労働省、農林水産省消費・安全局国際
基準課）

11日㈬◇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）
◇高病原性鳥インフルエンザウイルス（H7
亜型、弱毒タイプ）（3例目）の N亜型の
確定について（消費・安全局動物衛生課）
◇井出農林水産事務次官の国内出張につい
て（農林水産省改革推進室（大臣官房政策
課内）、中国四国農政局企画調整室）

◇農家における男女共同参画に関する意向
調査結果について（大臣官房情報評価課）
◇高齢農業者の営農や地域活動への参画に
関する意向調査結果について（大臣官房情
報評価課）
◇第7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、森の“聞き書
き甲子園”実行委員会事務局）
◇高病原性鳥インフルエンザ（H7亜型）（3
例目）の病原性の確定について（消費・安
全局動物衛生課）
◇平成21年度または平成21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
済課貿易関税チーム）

12日㈭◇米国（ニューヨーク州）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）
◇農政改革特命チーム第6回会合の開催に
ついて（大臣官房政策課）
◇平成20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）
◇農業資材審議会農業機械化分科会（第8
回）の開催及び一般傍聴について（生産局
農業生産支援課）
◇平成21年産水稲10ａ当たり平年収量につ
いて（大臣官房統計部生産流通消費統計課）
◇農林水産省高病原性鳥インフルエンザ対
策本部の開催について（消費・安全局動物
衛生課）

13日㈮◇北朝鮮による飛翔体事案に関する水産庁
における対応状況について（水産庁資源管
理部管理課）
◇第1回肥料高騰に対応した施肥改善等に
関する検討会の開催について（生産局農業
生産支援課）
◇第2回「HACCP 法の基本方針の見直し
に関する検討会」の開催について（総合食
料局食品産業企画課）
◇第42回食品の表示に関する共同会議の開
催について（農林水産省消費・安全局表示・
規格課、厚生労働省）
◇近藤農林水産副大臣の国内出張について
（農村振興局農村政策部農村計画課、北海
道農政事務所農政推進課）
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◇獣医師法第8条第2項の規定に基づく獣
医師の処分について（消費・安全局畜水産
安全管理課）

16日㈪◇食料・農業・農村政策審議会平成20年度
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（農村振興局整備部設計課
計画調整室）
◇平成20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）
◇「漁業就業相談会（漁業就業支援フェア
2009）」の開催について（水産庁漁政部企画
課）
◇第3回森林における生物多様性保全の推
進方策検討会の開催について（林野庁森林
整備部研究・保全課）
◇農業資材審議会飼料分科会及び同安全性
部会並びに中央環境審議会動物愛護部会ペ
ットフード小委員会合同会合(第3回)の開
催について（消費・安全局畜水産安全管理
課）
◇第4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
部農地資源課）
◇第12回農林水産省政策評価会経営局専門
部会の開催について（経営局総務課）

17日㈫◇平成20砂糖年度4月-6月における砂糖
及び異性化糖の需給見通し（生産局生産流
通振興課）
◇高病原性鳥インフルエンザ疫学調査チー
ム第2回検討会の開催について（消費・安
全局動物衛生課、東海農政局消費・安全部
安全管理課）
◇食料・農業・農村政策審議会企画部会(第
8回)の資料について（大臣官房政策課）
◇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）
◇水産政策審議会第26回企画部会の開催に
ついて（水産庁漁政部企画課）

18日㈬◇愛知県における H7亜型の鳥インフルエ
ンザウイルス抗体陽性農場の確認について
（消費・安全局動物衛生課）
◇全国のうずら飼養農場等に対する立入検
査の中間とりまとめ結果について（消費・
安全局動物衛生課、生産局畜産振興課）
◇第12回バイオマス・ニッポン総合戦略推

進会議及びアドバイザリーグループ会合の
開催のお知らせ（大臣官房環境バイオマス
政策課バイオマス推進室）
◇オフセット・クレジット(J-VER)制度に
おける森林管理プロジェクトによる森林吸
収クレジットの認証基準の公表について
（林野庁森林整備部研究・保全課）
◇第60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㈭◇食料・農業・農村政策審議会食糧部会の
開催及び傍聴について（総合食料局食糧部
計画課）
◇林政審議会の開催及び一般傍聴について
（林野庁林政部林政課）
◇第10回「輸入麦の政府売渡ルール検討会」
の開催について（総合食料局食糧部食糧貿
易課）
◇平成20年度第4回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）
◇遺伝子組換え生物等の第一種使用規程の
承認申請案件（鶏用生ワクチン）に対する
意見・情報の募集（消費・安全局農産安全
管理課）
◇農林漁業バイオ燃料法に基づく生産製造
連携事業計画の認定について（第2回認定）
（大臣官房環境バイオマス政策課バイオマ
ス推進室）
◇国際漁業再編対策に基づくまぐろはえ縄
漁業の再編整備に関する実施計画の認定に
ついて（水産庁資源管理部遠洋課）
◇中山間地域等総合対策検討会（第32回）
の開催について（農村振興局農村政策部中
山間地域振興課中山間整備推進室）
◇第4回国営造成施設の管理体制に係る検
討委員会の開催について（農村振興局整備
部水資源課施設保全管理室）
◇農業資材審議会飼料分科会及び同安全性
部会の開催について（消費・安全局畜水産
安全管理課)
◇農政改革特命チーム第7回会合の開催に
ついて（大臣官房政策課）

23日㈪◇第39回コーデックス連絡協議会の開催及
び一般傍聴の募集について（農林水産省消
費・安全局国際基準課、厚生労働省）
◇明治製菓株式会社及び明治乳業株式会社
の産業活力再生特別措置法に基づく事業再
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構築計画の認定について（総合食料局食品
産業振興課）
◇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）
◇大西洋まぐろ類保存国際委員会
(ICCAT)遵守委員会中間会合の開催につ
いて（水産庁資源管理部国際課）

24日㈫◇日ロ漁業合同委員会第25回会議の結果に
ついて（水産庁資源管理部国際課）
◇「主要木材の短期需給見通し（平成21年
第2四半期及び第3四半期）」について（林
野庁林政部木材利用課）
◇平成21年第1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）
◇平成20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）
◇平成21年度「水産高校を中心とした地域
の漁業・水産業担い手育成プロジェクト事
業」採択結果について（水産庁漁政部企画
課）

25日㈬◇水産政策審議会第26回企画部会の結果に
ついて（水産庁漁政部企画課）
◇平成20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
ンター中央水産研究所）
◇麦製品等の取引価格の推移（平成21年2
月）（総合食料局食糧部計画課）
◇平成21年2月の国内産米穀の卸・小売価
格の概要（総合食料局食糧部計画課）
◇第5回林業公社の経営対策等に関する検
討会の開催について（林野庁森林整備部整
備課造林間伐対策室）
◇生産情報公表 JAS 規格制度等を悪用し
た大分県産はまぐりの産地偽装に対する措
置について（消費・安全局表示・規格課）
◇漁業就業相談会（漁業就業支援フェア
2009）の告知ポスターについて（水産庁漁
政部企画課）

26日㈭◇農政改革特命チーム第8回会合の開催に
ついて（大臣官房政策課）
◇「植物工場フォーラム」の開催及び一般傍
聴の募集について（生産局生産流通振興課）

◇農業協同組合の経済事業に関する意識・
意向調査結果について（大臣官房情報評価
課）
◇水田・畑作経営所得安定対策の交付金交
付に係る総点検の結果（中間報告）と再発
防止策について（経営局経営政策課経営安
定対策室）
◇水産政策審議会第19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）
◇ベルギーからの家きん及び家きん肉等の
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）
◇漁業取締船「白嶺丸」を境港に配置（水
産庁漁政部漁政課船舶管理室、資源管理部
管理課）
◇「集落営農実態調査結果の概要(平成21
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）
◇生育環境が厳しい条件下における増養殖
技術開発調査事業のとりまとめについて
（水産庁漁港漁場整備部整備課）

27日㈮◇気候変動枠組条約特別作業部会の開催に
ついて（大臣官房環境バイオマス政策課、
林野庁森林整備部研究・保全課）
◇平成20年度第2回対馬暖流系アジ・サ
バ・イワシ長期漁海況予報（水産庁増殖推
進部漁場資源課、独立行政法人水産総合研
究センター西海区水産研究所）
◇米国産牛肉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（農林水産
省消費・安全局動物衛生課、厚生労働省）
◇インド洋まぐろ類委員会（IOTC）第13
回年次会合の開催について（水産庁資源管
理部国際課）
◇米国産さくらんぼの輸入植物検疫におけ
る新しい技術的方法の追加に係る意見・情
報の募集について（消費・安全局植物防疫
課）
◇平成20年度農林水産省農林認定品種につ
いて（農林水産技術会議事務局研究推進課）
◇水産政策審議会第19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）
◇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
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イオマス政策課）
◇江藤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）
◇愛知県における高病原性鳥インフルエン
ザ発生に係る発生農場等に対する支援の充
実について（消費・安全局動物衛生課）
◇食料・農業・農村政策審議会家畜衛生部
会第33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）

29日㈰◇愛知県における H7亜型の鳥インフルエ
ンザウイルス抗体陽性農場の確認について
（消費・安全局動物衛生課）

30日㈪◇農林水産省高病原性鳥インフルエンザ対
策本部の開催について（消費・安全局動物
衛生課）
◇第3回農林水産省改革推進本部会合の開
催について（農林水産省改革推進室）
◇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水産副産物発酵肥料
に係る報告徴収について（消費・安全局農
産安全管理課）
◇「農と食のサイエンス」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）
◇大西洋まぐろ類保存国際委員会
(ICCAT)遵守委員会中間会合の結果につ
いて（水産庁資源管理部国際課）
◇クローン牛の異動報告のとりまとめにつ
いて（H21年2月1日～H21年2月28日異
動情報提供分）（農林水産技術会議事務局
研究開発官（食の安全、基礎･基盤）室、生
産局畜産部畜産振興課畜産技術室）
◇普通肥料の検査結果（平成20年9月、10
月、11月分）の公表について（消費・安全
局農産安全管理課）

31日㈫◇研究開発の評価結果について（農林水産
技術会議事務局技術政策課）
◇平成20年度事業評価（水産関係公共事業）
の結果について（水産庁漁港漁場整備部計
画課）
◇平成20年度事業評価（林野公共事業）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）
◇平成20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
整備部設計課、農地資源課、水資源課、土
地改良企画課）

◇バイオマスタウン構想の公表（第33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21年度「麦の需給に関する見通し」
の公表について（総合食料局食糧部食糧貿
易課）
◇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）
◇社会資本整備重点計画の閣議決定につい
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）
◇食料・農業・農村政策審議会家畜衛生部
会第33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年度国内産農産物における農薬の
使用状況及び残留状況調査結果について
（消費・安全局農産安全管理課農薬対策室）
◇第3回森林における生物多様性保全の推
進方策検討会の概要について（林野庁森林
整備部研究・保全課）
◇「海外食料需給レポート2008」の公表に
ついて（大臣官房食料安全保障課）
◇水田・畑作経営所得安定対策（21年産）
の加入申請受付の開始について（経営局経
営政策課経営安定対策室）
◇台湾からの家きん及び家きん肉等の輸入
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）
◇佐賀県の家畜伝染病予防法違反に係る対
応について（消費・安全局動物衛生課）
◇日本海西部・九州西海域マアジ（マサバ・
マイワシ）資源回復計画の作成について（水
産庁資源管理部管理課、水産庁九州漁業調
整事務所、水産庁境港漁業調整事務所）

〈法令〉
3月6日㈮◇標準的な官職を定める政令（政令第30号）

を公布（国家公務員法等の一部を改正する
法律（平成19年法律第108号）附則第1条第
3号に掲げる規定の施行の日（平成21年4
月1日）から施行）
◇動物用医薬品等取締規則の一部を改正す
る省令（農林水産省令第8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）の施行の日（平成21年6月1日）
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から施行）
18日㈬◇平成十二年から平成十九年までの間の火

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38号）を公布（同
日施行）
◇エネルギーの使用の合理化に関する法律
の一部を改正する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40号）を公布（平成22年4月1日施行）
◇平成二十年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41号）を公布（同日
施行）
◇統計法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9号）
を公布（統計法の施行の日（平成21年4月
1日）から施行）
◇種苗法施行規則の一部を改正する省令
（農林水産省令第10号）を公布（平成21年4
月1日施行）
◇品種登録規則の一部を改正する省令（農
林水産省令第11号）を公布（平成21年4月
1日施行）

19日㈬◇農林業センサス規則の一部を改正する省
令（農林水産省令第12号）を公布（平成21
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13号）を公布（同
日施行）

24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21年3月25日施行）

25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21年4月1日施行）

27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14
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15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16号）を公布（平成21
年4月1日施行）

31日㈫◇地域再生法施行令の一部を改正する政令
（政令第77号）を公布（平成21年4月1日施
行）
◇補助金等に係る予算の執行の適正化に関
する法律施行令の一部を改正する政令（政
令第81号）を公布（平成21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83号）を公布（平成21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17号）を公布（平成21
年4月1日施行）
◇食品循環資源の再生利用等の促進に関す
る食品関連事業者の判断の基準となるべき
事項を定める省令及び食品廃棄物等多量発
生事業者の定期の報告に関する省令の一部
を改正する省令（財務省・厚生労働省・農
林水産省・経済産業省・国土交通省・環境
省令第1号）を公布（同日施行）
◇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2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規則の
一部を改正する省令（農林水産省令第18号）
を公布（平成21年4月1日から施行）
◇エネルギーの使用の合理化に関する法律
第八十七条第十二項の規定による立入検査
証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19号）を公布（エネル
ギーの使用の合理化に関する法律の一部を
改正する法律の施行の日（平成21年4月1
日）から施行）
◇奄美群島振興開発特別措置法及び小笠原
諸島振興開発特別措置法の一部を改正する
法律（法律第8号）を公布（平成21年4月
1日から施行）
◇奄美群島振興開発特別措置法及び小笠原
諸島振興開発特別措置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103号）を公布（平成21年4月
1日施行）
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