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4　月
4月2日㈪◇東日本大震災について～被災地における

水産基盤整備とまちづくり事業との連携に
ついて～（水産庁漁港漁場整備部計画課）
◇「今後の汚水処理のあり方に関する検討
会（第 6 回）」の開催について（農林水産
省農村振興局整備部農村整備官、国土交通
省下水道部下水道事業課、環境省大臣官房
廃棄物・リサイクル対策部廃棄物対策課浄
化槽推進室）
◇「農の雇用事業」の事業参加者を募集し
ます（平成24年度 第 2 回）（経営局就農・
女性課、全国農業会議所（全国新規就農相
談センター））

3日㈫◇暴風に伴う農作物等の被害防止に向けた
技術指導の徹底について（生産局農産部農
業環境対策課）
◇第22回 森と花の祭典－「みどりの感謝
祭」の開催について（林野庁森林整備部研
究・保全課森林保全推進室）
◇平成23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）
◇「2012年フェンロー国際園芸博覧会（フ
ロリアード2012）」の開幕について（生産
局農産部園芸作物課花き産業・施設園芸振
興室）

5日㈭◇暴風による、被害農林漁業者等に対する
資金の円滑な融通、既貸付金の償還猶予等
について（経営局総務課災害総合対策室）
◇新たな避難指示区域設定後の家畜の取扱
いについて（生産局畜産部畜産振興課）
◇24年産稲の作付制限及び事前出荷制限の
指示について（生産局農産部穀物課）
◇「都市農業の振興に関する検討会（第 6
回）」の開催及び一般傍聴について（農村
振興局農村政策部都市農村交流課都市農業
室）
◇食品に関するリスクコミュニケーション

～食品中の放射性物質対策に関する説明
会～を開催します（消費者庁消費者安全
課、内閣府 食品安全委員会事務局勧告広
報課、厚生労働省 医薬食品局食品安全部
企画情報課、農林水産省 消費・安全局消
費者情報官）
◇福岡県のシジミ小分け業者における不適
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）

6日㈮◇山菜採取にあたっての留意点（林野庁林
政部経営課特用林産対策室）
◇「第 1 回 日中韓農業大臣会合」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）
◇米国産牛肉（大腸）の混載事例に関する
米国農務省の調査報告書の提出について

（厚生労働省医薬食品局食品安全部監視安
全課、農林水産省消費・安全局動物衛生課
国際衛生対策室）
◇「水産政策審議会 第41回 企画部会」の
開催及び一般傍聴について（水産庁漁政部
企画課）
◇鹿野農林水産大臣の国内出張について
～佐賀県知事、漁業関係者、開門請求訴訟
原告漁業者・弁護団等との意見交換～（農
村振興局整備部農地資源課、九州農政局整
備部設計課事業調整室、農地整備課）

9日㈪◇「第 5 回 バイオマス事業化戦略検討チー
ム」の開催について（食料産業局バイオマ
ス循環資源課）
◇「新クレジット制度の在り方に関する検
討会」の設置及び開催について（大臣官房
環境政策課）
◇「食と地域の『絆』づくり」の優良事例
選定結果について（農村振興局農村政策部
都市農村交流課）

10日㈫◇平成24年度（第13回）「民間部門農林水
産研究開発功績者表彰」における候補者の
募集開始について（農林水産技術会議事務
局技術政策課、社団法人 農林水産・食品
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産業技術振興協会）
◇平成24年度（第 8 回）「若手農林水産研
究者表彰」における候補者の募集開始につ
いて（農林水産技術会議事務局技術政策
課）
◇2012年（第 6 回）「若手外国人農林水産
研究者表彰」における候補者の募集を開始
します（農林水産技術会議事務局国際研究
課、独立行政法人 国際農林水産業研究セ
ンター企画調整部 情報広報室 広報科 若手
外国人農林水産研究者表彰事務局）
◇「葉っぱのフレディ」の『みどりの大使』
任命及び「緑の募金」の街頭募金について

（林野庁林政部林政課、林野庁森林整備部
研究・保全課）

11日㈬◇「2012年度第二期北西太平洋鯨類捕獲調
査（春季沿岸域調査）」の実施について

（水産庁資源管理部国際課）
◇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）
◇「24年漁期 漁獲可能量（TAC）設定に
関する意見交換会（サンマ、マサバ及びゴ
マサバ並びにズワイガニ）」の開催につい
て（水産庁資源管理部管理課）

12日㈭◇「米取引に関する有識者との懇談会」の
開催について（生産局農産部農産企画課）
◇東日本大震災による農業・漁業経営体の
被災・経営再開状況（平成24年 3 月11日現
在）について（大臣官房統計部経営・構造
統計課センサス統計室）
◇「今後の汚水処理のあり方に関する検討
会」中間取りまとめについて（農村振興局
整備部農村整備官、国土交通省下水道部下
水道事業課、環境省大臣官房廃棄物・リサ
イクル対策部廃棄物対策課浄化槽推進室、
環境省水・大気環境局水環境課）

13日㈮◇融雪の遅れ、低温等を踏まえた当面の農
作業に関する技術指導通知の発出について

（生産局農産部農業環境対策課、生産局農
産部穀物課、生産局農産部園芸作物課、生
産局農産部地域作物課、生産局畜産部畜産
振興課草地整備推進室）
◇米に関するマンスリーレポート（平成24
年 4 月13日）の公表について（生産局農産
部農産企画課）
◇「第13回 日中漁業共同委員会 第 2 回準

備会合」及び「第13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）
◇「第 7 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）
◇「みどりの月間」及び東日本大震災復興
に向けた「緑の募金」運動について（林野
庁森林整備部研究・保全課森林保全推進
室、林野庁林政部木材利用課）
◇鹿野農林水産大臣の海外出張について

（大臣官房国際部国際政策課）
15日㈰◇第 1 回 日中韓農業大臣会合の結果概要

（大臣官房国際部国際経済課経済連携チー
ム）

16日㈪◇「第 2 回 地理的表示保護制度研究会」の
開催及び一般傍聴について（食料産業局新
事業創出課）
◇「平成24年 第 1 回 農林水産省 政策評価
第三者委員会」の開催及び一般傍聴につい
て（大臣官房評価改善課）
◇「平成24年度 第 1 回 生物多様性影響評
価検討会 総合検討会」の開催及び一般傍
聴について（農林水産技術会議事務局技術
政策課技術安全室、環境省自然環境局野生
生物課外来生物対策室）
◇日豪EPA交渉第15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）

17日㈫◇「ロシア連邦の200海里水域における日
本国の漁船によるロシア系サケ・マスの
2012年における漁獲に関する日ロ政府間協
議」の結果について（水産庁資源管理部国
際課）
◇豪雪・暴風雨等により被災した農業者等
への支援策について（経営局総務課災害総
合対策室、経営局金融調整課、経営局就
農・女性課、生産局穀物課、生産局地域作
物課）

18日㈬◇東日本大震災について～「水産物につい
てのご質問と回答」（放射物質調査）の更
新について～（水産庁漁政部加工流通課）
◇平成24年度「食料生産地域再生のための
先端技術展開事業」～東日本大震災復興支
援～公募研究課題の委託先の決定等につい
て（農林水産技術会議事務局研究推進課産
学連携室）
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19日㈭◇「平成24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）
◇遺伝子組換え生物等の拡散防止措置の確
認にあたって意見を聴取する学識経験者の
名簿の作成及び公表について（第二種使用
等分）（消費・安全局農産安全管理課、農
林水産技術会議事務局技術政策課技術安全
室）
◇遺伝子組換え生物等の使用等の規制によ
る生物の多様性の確保に関する法律に基づ
く学識経験者の名簿の作成及び公表につい
て（第一種使用等分）（農林水産省消費・
安全局農産安全管理課、農林水産技術会議
事務局技術政策課技術安全室、環境省自然
環境局野生生物課外来生物対策室）
◇資源管理・漁業所得補償対策の実施状況

（平成24年 3 月末現在）について（水産庁
漁政部漁業保険管理官、水産庁資源管理部
管理課、水産庁漁政部企画課、水産庁増殖
推進部栽培養殖課）

20日㈮◇東日本大震災について～食品中の放射性
物質に係る自主検査への対応に関する通知
の発出について～（食料産業局食品小売
サービス課、食料産業局食品製造卸売課）
◇直売所等での山菜の販売に当たっての留
意点（食料産業局産業連携課）
◇「第 7 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）
◇商品先物取引業者に対する行政処分につ
いて（農林水産省食料産業局商品取引グ
ループ、経済産業省商務情報政策局商取引
監督課）
◇「インド洋まぐろ類委員会（IOTC）第
16回 年次会合」の開催について（水産庁
資源管理部国際課）
◇「第13回 日中漁業共同委員会 第 2 回準
備会合」及び「第13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）
◇「第14回 日韓漁業共同委員会 第 6 回 小
委員会」及び「第14回 日韓漁業共同委員
会」の開催について（水産庁資源管理部国
際課）
◇平成22年の農作業死亡事故について（生
産局農産部技術普及課生産資材対策室）
◇「日本食文化のユネスコ無形文化遺産化

についてのシンポジウム」の開催及び一般
傍聴について（大臣官房政策課食ビジョン
推進室）
◇第 6 回「みどりの式典」の開催と「平成
24年 緑化推進運動功労者内閣総理大臣表
彰」の受賞者の決定について（内閣府大臣
官房総務課みどりの学術賞及び式典担当
室、林野庁研究・保全課森林保全推進室）
◇東日本大震災について～国立青少年教育
施設における「復興食イベント」の開催に
ついて～（農林水産省食料産業局食品製造
卸売課、文部科学省スポーツ・青少年局青
少年課）
◇東日本大震災における津波被災農地の復
旧状況と今後の見通しについて（農村振興
局整備部防災課）
◇東日本大震災に伴う被災農地の復旧完了
面積（平成24年 3 月11日現在）について

（大臣官房統計部生産流通消費統計課、農
村振興局整備部防災課）

24日㈫◇台湾はえ縄漁船の拿捕について（水産庁
資源管理部管理課）
◇「平成23年度食料・農業・農村白書」の
公表について（大臣官房政策課情報分析
室）

25日㈬◇「第 6 回 バイオマス事業化戦略検討チー
ム」の開催について（食料産業局バイオマ
ス循環資源課）
◇カナダ向け牛肉の輸出再開について（消
費・安全局動物衛生課）

26日㈭◇「インド洋まぐろ類委員会（IOTC）第
16回 年次会合」の結果について（水産庁
資源管理部国際課）
◇「第14回 日韓漁業共同委員会 第 6 回 小
委員会」の結果について（水産庁資源管理
部国際課）
◇「新クレジット制度の在り方に関する検
討会（第 2 回）」の開催について（大臣官
房環境政策課）
◇「平成24年度 委託プロジェクト研究課題
の追加公募及び公募説明会」の実施につい
て（農林水産技術会議事務局研究統括官

（食料戦略、除染）室）
27日㈮◇岩本農林水産副大臣の国内出張について

～東日本大震災に伴う被害・対策状況の現
地視察並びに鳥獣による林業被害状況現地
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視察～（林野庁森林整備部研究・保全課森
林保護対策室、林野庁森林整備部整備課、
林野庁国有林野部業務課国有林野管理室、
生産局畜産部畜産振興課、農村振興局整備
部設計課施工企画調整室、大臣官房食料安
全保障課）
◇「「食」に関する将来ビジョン検討本部」

（第 6 回）の開催について（大臣官房政策
課食ビジョン推進室）
◇平成24年度 第 1 回 瀬戸内海東部カタク
チイワシ漁況予報（水産庁増殖推進部漁場
資源課、独立行政法人水産総合研究セン
ター瀬戸内海区水産研究所業務推進部）
◇平成24年度 第 1 回 日本海スルメイカ長
期漁況予報（水産庁増殖推進部漁場資源
課、独立行政法人水産総合研究センター日
本海区水産研究所業務推進部）
◇平成23年産米の相対取引価格（平成24年
3 月）（生産局農産部農産企画課）
◇第20回 海区漁業調整委員会選挙の標語
募集について（水産庁資源管理部漁業調整
課沿岸・遊漁室）
◇漁港のエコ化方針（中間とりまとめ）の
公表について（水産庁漁港漁場整備部計画
課）
◇クローン家畜の異動報告のとりまとめに
ついて（平成24年 3 月 1 日～平成24年 3 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）
◇森林における放射性物質の除去及び拡散
抑制等に関する技術的な指針について（林
野庁森林整備部研究・保全課技術開発推進
室）
◇農場HACCP認証農場の公表について

（消費・安全局動物衛生課）
◇「災害に強い漁業地域づくりガイドライ
ン」の改訂について（水産庁漁港漁場整備
部防災漁村課）
◇「平成23年度森林・林業白書」の公表に
ついて（林野庁林政部企画課）

〈法令〉
4月5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26号）

を公布（同日施行）
6日㈮◇内閣府において交付金の配分計画に関す

る事務を行う事業又は事務を定める政令の
一部を改正する政令（政令第118号）を公
布（同日施行）
◇沖縄振興特別措置法施行令の一部を改正
する政令（政令第124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125号）を公布（同日施行）
◇産業活力の再生及び産業活動の革新に関
する特別措置法施行令の一部を改正する政
令（政令第126号）を公布（同日施行）
◇土地改良法施行令の一部を改正する政令

（政令第128号）を公布（同日施行）
◇農林水産省組織規則の一部を改正する省
令（農林水産省令第27号）を公布（同日施
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28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29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30号）を公布（同日施
行）

20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31号）を公布（平成24
年 4 月23日から施行）

27日㈮◇米穀の出荷販売事業者が遵守すべき事項
を定める省令の一部を改正する省令（農林
水産省令第32号）を公布する（同日施行）

5　月
5月1日㈫◇「IT農業フォーラム－ITで創る、新たな

高収益アグリビジネス－」の開催について
（農林水産省食料産業局新事業創出課、経
済産業省商務情報政策局情報処理振興課）

2日㈬◇「ひのみどり」の育成者権保護に関する
説明会の開催について（食料産業局新事業
創出課）
◇米国産牛肉（冷凍バラ肉）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（厚生労働省医薬食品局食品安全部監
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視安全課、農林水産省消費・安全局動物衛
生課国際衛生対策室）
◇「平成24年度 委託プロジェクト研究課題
の再公募及び公募説明会」の実施について

（農林水産技術会議事務局研究開発官（環
境）室）
◇「水産政策審議会 第33回 漁港漁場整備
分科会」の開催及び一般傍聴について（水
産庁漁港漁場整備部計画課）

8日㈫◇突風、降ひょう、大雨等にかかる被害農
林漁業者等に対する資金の円滑な融通、既
貸付金の償還猶予等について（経営局総務
課災害総合対策室）
◇「第 2 回 農産物検査規格検討会」の開催
及び一般傍聴について（生産局農産部穀物
課米麦流通加工対策室）
◇東日本大震災について～「東京電力福島
原子力発電所事故に係る連絡会議（第 9
回）」の開催及び一般傍聴について（大臣
官房食料安全保障課）

9日㈬◇「第 2 回 ヨーネ病検査に関する技術検討
会」の開催について（消費・安全局動物衛
生課）

10日㈭◇「平成24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）

11日㈮◇「平成22年度農畜水産物中のダイオキシ
ン類の実態調査」の結果について（消費・
安全局農産安全管理課、消費・安全局畜水
産安全管理課、消費・安全局畜水産安全管
理課水産安全室）
◇米に関するマンスリーレポート（平成24
年 5 月11日）の公表について（生産局農産
部農産企画課）
◇「太平洋クロマグロ仔稚魚分布調査」の
実施について（水産庁増殖推進部漁場資源
課、独立行政法人水産総合研究センター国
際水産資源研究所くろまぐろ資源部）
◇外国資本による森林買収に関する調査の
結果について（林野庁森林整備部計画課、
国土交通省土地・建設産業局不動産市場整
備課）

14日㈪◇鹿野農林水産大臣とラム香港貿易発展局
総裁との覚書の署名について（食料産業局
輸出促進グループ）
◇韓国はえ縄漁船の拿捕について（水産庁

資源管理部管理課）
◇「第 2 回 森林関係の地球温暖化対策を考
える会」の開催及び一般傍聴について（林
野庁林政部企画課）
◇「第 5 回 地産地消給食等メニューコンテ
スト」表彰候補の募集について（食料産業
局産業連携課）
◇岩本農林水産副大臣の国内出張について
～「沖縄復帰40周年記念式典」への出席～

（大臣官房地方課）
15日㈫◇「都市農業の振興に関する検討会（第 7

回）」の開催及び一般傍聴について（農村
振興局農村政策部都市農村交流課都市農業
室）
◇「2012年度第二期北西太平洋鯨類捕獲調
査（沖合調査）」の実施について（水産庁
資源管理部国際課）
◇森本農林水産大臣政務官の「IT農業
フォーラム－ITで創る、新たな高収益ア
グリビジネス－」への出席について（農林
水産省食料産業局新事業創出課、経済産業
省商務情報政策局情報処理振興課）

16日㈬◇「平成24年度 水資源機構営事業 事後評
価技術検討会」の開催及び一般傍聴につい
て（農村振興局整備部水資源課）

17日㈭◇「アペリティフの日」に招待する子供達
の募集について（食料産業局食品小売サー
ビス課）
◇「平成24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）

18日㈮◇岩本農林水産副大臣の国内出張について 
～ 5 月 6 日の突風・降ひょうによる農業関
係被害状況の視察～（経営局総務課災害総
合対策室）
◇「第 1 回 環境保全型農業直接支援対策に
係る事業効果の検証検討会」の開催及び一
般傍聴について（生産局農産部農業環境対
策課）
◇仲野農林水産大臣政務官の「第73回優駿
牝馬（オークス）」表彰式への出席につい
て（生産局畜産部競馬監督課）

21日㈪◇仲野農林水産大臣政務官の海外出張につ
いて（大臣官房国際部国際政策課、大臣官
房国際部国際経済課WTO等交渉チーム）
◇獣医事審議会委員の公募について（消
費・安全局畜水産安全管理課）
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◇第11回「聞き書き甲子園」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、水産庁漁港漁場整備部計画課、
聞き書き甲子園実行委員会事務局NPO法
人 共存の森ネットワーク）

22日㈫◇突風・降ひょうにより被災した農業者へ
の支援策について（経営局総務課災害総合
対策室、経営局金融調整課、経営局就農・
女性課、生産局穀物課、生産局園芸作物
課、農村振興局防災課、林野庁整備課）

23日㈬◇「水産政策審議会 第57回 資源管理分科
会」の開催及び一般傍聴について（水産庁
漁政部漁政課）
◇佐久間 正秀における不適正な有機農産
物の名称の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）

24日㈭◇「第 3 回 地理的表示保護制度研究会」の
開催及び一般傍聴について（食料産業局新
事業創出課）
◇WTO非公式閣僚会合の結果概要につい
て（大臣官房国際部国際経済課WTO等交
渉チーム）
◇ドイツからの家きん等の輸入停止措置の
解除について（消費・安全局動物衛生課国
際衛生対策室）

25日㈮◇「第 7 回 バイオマス事業化戦略検討チー
ム」の開催について（食料産業局バイオマ
ス循環資源課）
◇台湾はえ縄漁船の拿捕について（水産庁
資源管理部管理課指導監督室）
◇クローン家畜の異動報告のとりまとめに
ついて（平成24年 4 月 1 日～平成24年 4 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）
◇森本農林水産大臣政務官の国内出張につ
いて～「日本木材青壮年団体連合会 第57回 
全国会員三重大会式典」への出席～（林野
庁林政部木材産業課）
◇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（厚生労働
省医薬食品局食品安全部監視安全課、農林
水産省消費・安全局動物衛生課国際衛生対
策室）

◇岩本農林水産副大臣の「東京優駿（第79
回日本ダービー）」表彰式への出席につい
て（生産局畜産部競馬監督課）
◇鹿野農林水産大臣の国内出張について
～「第63回 全国植樹祭」への出席～（林野
庁森林整備部研究・保全課森林保全推進
室）
◇「平成23年度水産白書」の公表について

（水産庁漁政部企画課）
28日㈪◇平成24年度 日本海マアジ長期漁況予報

（水産庁増殖推進部漁場資源課、独立行政
法人水産総合研究センター日本海区水産研
究所業務推進部）
◇台湾はえ縄漁船の拿捕について（水産庁
資源管理部管理課指導監督室）
◇東日本大震災について～「『みどりのきず
な』再生プロジェクト」における民間団体
との連携について～（林野庁森林整備部治
山課、林野庁国有林野部業務課国有林野総
合利用推進室）

29日㈫◇「「魚の国のしあわせ」プロジェクト」
について（水産庁漁政部企画課）
◇平成23年産米の相対取引価格（平成24年
4 月）（生産局農産部農産企画課）
◇「第49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・安全局消費・安全政策課、厚生労
働省医薬食品局食品安全部企画情報課）
◇「農薬危害防止運動」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14回 日韓漁業共同委員会 第 7 回 小
委員会」の開催について（水産庁資源管理
部国際課）
◇「2012年度第二期北西太平洋鯨類捕獲調
査（春季沿岸域調査）」の終了について

（水産庁資源管理部国際課）
30日㈬◇鹿野農林水産大臣の海外出張について

（大臣官房国際部国際政策課、大臣官房国
際部国際経済課貿易関税チーム）

31日㈭◇「第 3 回 料理マスターズ」顕彰候補者の
募集について（食料産業局食品小売サービ
ス課外食産業室）
◇森本農林水産大臣政務官の国内出張につ
いて～「第 2 回福島県青果物安全・安心な
取組み説明会」への出席～（食料産業局食
品小売サービス課）
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◇「六次産業化法」に基づく事業計画の認
定について（食料産業局産業連携課）
◇森本農林水産大臣政務官の「第 3 回 紀
伊半島大水害の復旧・復興に関する国・三
県合同対策会議」への出席について（経営
局総務課災害総合対策室）
◇農業者戸別所得補償制度の平成23年産米
の米価変動補塡交付金について（経営局経
営政策課経営安定対策室）

〈法令〉
5月8日㈫◇郵政民営化法等の一部を改正する等の法

律（法律第30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）

11日㈮◇新型インフルエンザ等対策特別措置法
（法律第31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）

25日㈮◇福島復興再生特別措置法の一部の施行期
日を定める政令（政令第150号）を公布

（同日施行）
◇福島復興再生特別措置法施行令の一部を
改正する政令（政令第151号）を公布（福
島復興再生特別措置法附則第一条第一号に
掲げる規定の施行の日（平成24年 5 月30
日）から施行）

29日㈫◇福島復興再生特別措置法第四十五条第二
項に規定する農林水産大臣等に対する協議
に関する命令（復興庁・農林水産省令第 1
号）を公布（法附則第一条第一号に掲げる
規定の施行の日（平成24年 5 月30日）から
施行）
◇福島復興再生特別措置法第四十六条第二
項に規定する経済産業大臣、環境大臣等に
対する協議等に関する命令（復興庁・農林
水産省・経済産業省・環境省令第 1 号）を
公布（法附則第一条第一号に掲げる規定の
施行の日（平成24年 5 月30日）から施行）
◇農林水産省関係福島復興再生特別措置法
施行規則（農林水産省令第33号）を公布

（法附則第一条第一号に掲げる規定の施行
の日（平成24年 5 月30日）から施行）
◇農業の担い手に対する経営安定のための
交付金の交付に関する法律施行規則の一部
を改正する省令（農林水産省令第34号）を

公布（同日施行）
31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 1 号）を公布（平成25年 3
月31日から施行）

6　月
6月1日㈮◇東日本大震災について～職員食堂・売店

における岩手・宮城・福島・茨城・栃木・
群馬・千葉応援フェアの開催～（大臣官房
厚生課）
◇「第 2 回 環境保全型農業直接支援対策に
係る事業効果の検証検討会」の開催及び一
般傍聴について（生産局農産部農業環境対
策課）
◇「第14回 日韓漁業共同委員会 第 7 回 小
委員会」の結果について（水産庁資源管理
部国際課）
◇「日・パラオ漁業協議」の開催について

（水産庁資源管理部国際課）
◇「食料・農業・農村政策審議会第17回 家
畜衛生部会」の開催及び一般傍聴について

（消費・安全局動物衛生課）
◇「平成24年度 第 1 回 木材需給会議」の
開催及び一般傍聴について（林野庁林政部
木材利用課）
◇「第 2 回APEC食料安全保障担当大臣会
合」の結果概要（大臣官房国際部国際経済
課貿易関税チーム）

2日㈯◇森本農林水産大臣政務官の「農林水産省
賞典 第62回安田記念」表彰式への出席に
ついて（生産局畜産部競馬監督課）

4日㈪◇きのこ原木の需給状況（林野庁林政部経
営課特用林産対策室、林野庁国有林野部業
務課）
◇「行政事業レビュー（公開プロセス）」
の開催及び一般傍聴について（大臣官房評
価改善課）

5日㈫◇「新クレジット制度の在り方に関する検
討会（第 3 回）」の開催について（大臣官
房環境政策課）

6日㈬◇「国際獣疫事務局（OIE）」第80回総会の
結果について（消費・安全局動物衛生課国
際衛生対策室）
◇歴史的風致維持向上計画の認定について
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（農村振興局農村政策部農村計画課）
◇平成24年産うんしゅうみかん及びりんご
の適正生産出荷見通しについて（生産局農
産部園芸作物課）

8日㈮◇米に関するマンスリーレポート（平成24
年 6 月 8 日）の公表について（生産局農産
部農産企画課）
◇「平成24年度 冬春野菜等の需給ガイドラ
イン」の策定について（生産局農産部園芸
作物課）
◇日豪EPA交渉 第16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）
◇シンポジウム「ゲノム情報を活用した作
物の新品種開発の最前線」の開催について

（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）
◇郡司農林水産大臣の国内出張について

（農村振興局整備部防災課災害対策室）
11日㈪◇東日本大震災について～放射性物質に関

する緊急対応研究課題の公募について～
（農林水産技術会議事務局研究推進課産学
連携室、農林水産技術会議事務局研究統括
官（食料戦略、除染）室）

13日㈬◇「食料・農業・農村政策審議会 農業農村
振興整備部会（平成24年度 第 1 回）」の開
催及び一般傍聴について（農村振興局整備
部設計課計画調整室）
◇2012年フェンロー国際園芸博覧会（フロ
リアード2012）の第 1 回品種コンテスト結
果（春のコンテスト）について（生産局農
産部園芸作物課花き産業・施設園芸振興
室）
◇シンポジウム「森・川・海のつながりを
考える」の開催について（林野庁森林整備
部治山課水源地治山対策室、水産庁漁港漁
場整備部計画課）

14日㈭◇台湾はえ縄漁船の拿捕について（水産庁
資源管理部管理課）
◇「日・パラオ漁業協議」の結果について

（水産庁資源管理部国際課）
◇社会資本整備重点計画の素案に対する意
見の募集（パブリックコメント）について

（水産庁漁港漁場整備部防災漁村課）
◇「平成24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）

15日㈮◇「第14回 日韓漁業共同委員会 第 8 回 小
委員会」の開催について（水産庁資源管理
部国際課）
◇「第 1 回 水産業・漁村の多面的機能の発
揮に関する技術検討会」の開催及び一般傍
聴について（水産庁漁港漁場整備部計画
課）
◇第20回海区漁業調整委員会選挙の標語の
決定について（水産庁資源管理部漁業調整
課沿岸・遊漁室）
◇「農業資材審議会 飼料分科会」の開催及
び一般傍聴について（消費・安全局畜水産
安全管理課）
◇「国連持続可能な開発会議（リオ＋20）」
の開催について（大臣官房環境政策課）
◇「ウナギの資源保護・管理に係る日中協
議」の開催について（水産庁増殖推進部栽
培養殖課）

18日㈪◇台風第 4 号の接近及び通過に伴う農作物
等の被害防止に向けた技術指導の徹底につ
いて（生産局農産部農業環境対策課、生産
局農産部穀物課、生産局農産部園芸作物
課、生産局農産部地域作物課、生産局畜産
部畜産企画課、生産局畜産部畜産振興課草
地整備推進室）
◇「第 3 回 環境保全型農業直接支援対策に
係る事業効果の検証検討会」の開催及び一
般傍聴について（生産局農産部農業環境対
策課）
◇「食料・農業・農村政策審議会 家畜衛生
部会 第20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 3 回 中山間地域等直接支払制度等に
関する第三者委員会」の開催及び一般傍聴
について（農村振興局農村政策部中山間地
域振興課中山間整備推進室）

19日㈫◇獣医師法第 8 条第 2 項の規定に基づく
「獣医師の業務停止処分」について（消
費・安全局畜水産安全管理課）
◇「第 1 回 農林業センサス研究会」の開催
及び一般傍聴について（大臣官房統計部経
営・構造統計課センサス統計室）
◇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 森林関係の地球温暖化対策を考
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える会」の開催及び一般傍聴について（林
野庁林政部企画課）
◇岩本農林水産副大臣の「第40回 全国豆
類経営改善共励会 表彰式」への出席につ
いて（生産局農産部穀物課）
◇「ウナギの資源保護・管理に係る日中協
議」の結果について（水産庁増殖推進部栽
培養殖課）
◇砂糖及び異性化糖の需給見通しについて

（生産局農産部地域作物課）
20日㈬◇平成24年台風第 4 号による被害農林漁業

者等に対する資金の円滑な融通、既貸付金
の償還猶予等について（経営局総務課災害
総合対策室）
◇「平成23年木材需給表（用材部門）」の
概要（平成23年 1 月～12月：丸太換算）に
ついて（林野庁林政部企画課）
◇米先物取引の試験上場に関するシーズン
レポート（平成24年 6 月）の公表について

（食料産業局商品取引グループ）
◇有機農産物等の登録認定機関に対する登
録の取消し等に係る聴聞の実施について

（消費・安全局表示・規格課食品表示・規
格監視室）
◇動物検疫所見学・説明会「ご存じです
か？動物検疫」の開催及び参加者の募集

（消費・安全局消費者情報官）
21日㈭◇「平成24年度 第 2 回 生物多様性影響評

価検討会 総合検討会」の開催及び一般傍
聴について（農林水産技術会議事務局技術
政策課技術安全室、環境省自然環境局野生
生物課外来生物対策室）

22日㈮◇森本農林水産大臣政務官の国内出張につ
いて（食料産業局食品小売サービス課）
◇「第 8 回 バイオマス事業化戦略検討チー
ム」の開催について（食料産業局バイオマ
ス循環資源課）
◇「第14回 日韓漁業共同委員会 第 8 回 小
委員会」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）第
83回 年次会合」の開催について（水産庁
資源管理部国際課）
◇東日本大震災について～被災地産食品の
利用に向けた取組への積極的な参加につい
て～（食料産業局食品小売サービス課）

25日㈪◇「国連持続可能な開発会議（リオ＋20）」
の結果について（大臣官房環境政策課）
◇平成24年度「子ども霞が関見学デー」の
実施について（大臣官房総務課広報室）

26日㈫◇平成23年度 中山間地域等直接支払制度
及び農地・水保全管理支払交付金の実施状
況について（農村振興局農村政策部中山間
地域振興課中山間整備推進室、農村振興局
整備部農地資源課農地・水保全管理室）
◇「第 4 回 環境保全型農業直接支援対策に
係る事業効果の検証検討会」の開催及び一
般傍聴について（生産局農産部農業環境対
策課）
◇平成24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
ター国際水産資源研究所 かつお・まぐろ
資源部）
◇「都市農業の振興に関する検討会（第 8
回）」の開催及び一般傍聴について（農村
振興局農村政策部都市農村交流課都市農業
室）

27日㈬◇「第 4 回 地理的表示保護制度研究会」の
開催及び一般傍聴について（食料産業局新
事業創出課）
◇郡司農林水産大臣の「公益社団法人 日
本獣医師会 第69回 通常総会」への出席に
ついて（消費・安全局畜水産安全管理課）
◇メキシコからの家きん及び家きん肉等の
輸入停止措置について（消費・安全局動物
衛生課国際衛生対策室）

28日㈭◇「国際捕鯨委員会（IWC）第64回年次会
合」の開催について（水産庁資源管理部国
際課）
◇佐々木農林水産副大臣の国内出張につい
て（食料産業局食品小売サービス課）
◇「米取引に関する有識者との懇談会」の
開催について（生産局農産部農産企画課）
◇「平成24年度 水資源機構営事業 事後評
価 技術検討会（第 2 回）」の開催及び一般
傍聴について（農村振興局整備部水資源
課）
◇「新クレジット制度の在り方について

（取りまとめ）（案）」についての意見・情
報の募集（パブリックコメント）について

（大臣官房環境政策課）
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◇平成23年度の農業者戸別所得補償制度の
支払実績について（経営局経営政策課経営
安定対策室）

29日㈮◇「緊急時の食料安全保障に関する関係府
省会合」（第 1 回）の開催及び一般傍聴に
ついて（大臣官房食料安全保障課）
◇大型クラゲの出現と予測について（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研究推進部、日本海区
水産研究所）
◇東日本大震災について～「食べて応援し
よう！」キャンペーンにおける愛知県の取
組について（福島県で水揚げされた鮮魚の
販売促進）～（食料産業局食品小売サービス
課）
◇平成24年度 第 2 回 瀬戸内海東部カタク
チイワシ漁況予報（水産庁増殖推進部漁場
資源課、独立行政法人水産総合研究セン
ター瀬戸内海区水産研究所業務推進部）
◇平成23年産米の相対取引価格（平成24年
5 月）（生産局農産部農産企画課）
◇「 6 次産業化フェスティバル～地域のた
からが新たな食の産業を創り出す～」の開
催及び参加者の募集について（食料産業局
産業連携課）
◇クローン家畜の異動報告のとりまとめに
ついて（平成24年 5 月 1 日～平成24年 5 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）
◇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）
◇有機JASマークが付された有機農産物等
に「organic」等と表示してスイス連邦へ
輸出することが可能となることについて

（消費・安全局表示・規格課）
◇平成25年度 税制改正要望に係る意見募
集について（経営局総務課調整室）
◇「食料品アクセス問題ポータルサイト」
の開設について（食料産業局食品小売サー
ビス課）
◇ウナギ緊急対策について（水産庁増殖推
進部栽培養殖課、水産庁漁政部水産経営

課、水産庁増殖推進部研究指導課）
◇「鳥獣による農林水産業等に係る被害の
防止のための施策を実施するための基本的
な指針」の改正について（生産局農産部農
業環境対策課鳥獣災害対策室）
◇郡司農林水産大臣の国内出張について

（水産庁漁港漁場整備部計画課、農村振興
局整備部防災課災害対策室、農村振興局整
備部農村整備官）
◇北京常設展示館事業に係る論点の調査結
果（中間報告）の公表について（展示館事
業に係る論点調査チーム）
◇機密保持に関する調査結果（中間報告）
の公表について（機密保持に関する調査
チーム）

30日㈯◇「全米熱帯まぐろ類委員会（IATTC）第
83回 年次会合」の結果について（水産庁
資源管理部国際課）

〈法令〉
6月1日㈮◇工場立地法施行令の一部を改正する政令

（政令第159号）を公布（同日施行）
5日㈫◇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（平成24年 6 月 7 日から施
行）

15日㈮◇工場立地法施行規則の一部を改正する省
令（財務省・厚生労働省・農林水産省・経
済産業省・国土交通省令第 2 号）を公布

（同日施行）
19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36号）
を公布（同日施行）

22日㈮◇鳥獣による農林水産業等に係る被害の防
止のための特別措置に関する法律の一部を
改正する法律の施行期日を定める政令（政
令第166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 7 号）を
公布（同日施行）

25日㈪◇農業協同組合法施行規則及び水産業協同
組合法施行規則の一部を改正する省令（農
林水産省令第37号）を公布（同日施行）

27日㈬◇競馬法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 3 年を
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超えない範囲内において政令で定める日か
ら施行）
◇過疎地域自立促進特別措置法の一部を改
正する法律（法律第39号）を公布（同日施
行）
◇離島振興法の一部を改正する法律（法律
第40号）を公布（平成25年 4 月 1 日から施
行する）
◇国有林野の有する公益的機能の維持増進
を図るための国有林野の管理経営に関する
法律等の一部を改正する等の法律（法律第
42号）を公布（平成25年 4 月 1 日から施
行）
◇中小企業の海外における商品の需要開拓
の促進等のための中小企業の新たな事業活
動の促進に関する法律等の一部を改正する
法律（法律第44号）を公布（公布の日から
起算して 3 月を超えない範囲内において政
令で定める日から施行）
◇養ほう振興法の一部を改正する法律（法
律第45号）を公布（平成25年 1 月 1 日から
施行）
◇東京電力原子力事故により被災した子ど
もをはじめとする住民等の生活を守り支え
るための被災者の生活支援等に関する施策
の推進に関する法律（法律第48号）を公布

（同日施行）
◇過疎地域自立促進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169号）を公布（同日
施行）
◇離島振興法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170号）を公布（同日施行）
28日㈭◇主要食糧の需給及び価格の安定に関する

法律施行規則の一部を改正する省令（農林
水産省令第38号）を公布（平成24年 7 月 1
日から施行）

29日㈮◇人材認定等事業に係る登録に関する省令
の一部を改正する省令（文部科学省・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（住民基本台帳法の一部
を改正する法律の一部及び出入国管理及び
難民認定法及び日本国との平和条約に基づ
き日本の国籍を離脱した者等の出入国管理
に関する特例法の一部を改正する等の法律

の施行の日（平成24年 7 月 9 日）から施
行）
◇人材認定等事業に係る登録に関する省令
の全部を改正する省令（文部科学省・農林
水産省・経済産業省・国土交通省・環境省
令第 2 号）を公布（環境の保全のための意
欲の増進及び環境教育の推進に関する法律
の一部を改正する法律の一部の施行の日

（平成24年10月 1 日から施行））

7　月
7月2日㈪◇「平成24年度 森林総合研究所営事業 事

後評価 技術検討会」の開催及び一般傍聴
について（農村振興局整備部農地資源課）

3日㈫◇「平成24年第 1 回 国際植物防疫条約に関
する国内連絡会」の開催及び一般傍聴につ
いて（消費・安全局植物防疫課検疫対策
室）

4日㈬◇「食料・農業・農村政策審議会 農業農村
振興整備部会 技術小委員会（平成24年度 
第 1 回）」の開催及び一般傍聴について

（農村振興局整備部設計課計画調整室）
◇株式会社 東邦フードサービスにおける
袋詰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 2 回 水産業・漁村の多面的機能の発
揮に関する技術検討会」の開催及び一般傍
聴について（水産庁漁港漁場整備部計画
課）

5日㈭◇平成24年 7 月 3 日からの九州北部におけ
る大雨による被害農林漁業者等に対する資
金の円滑な融通、既貸付金の償還猶予等に
ついて（経営局総務課災害総合対策室）
◇「平成24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）
◇「農林物資規格調査会（平成24年度 第 1
回）」の開催及び一般傍聴について（消
費・安全局表示・規格課）

6日㈮◇商品先物取引業者に対する行政処分につ
いて（農林水産省食料産業局商品取引グ
ループ、経済産業省商務情報政策局商取引
監督課）
◇「第30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）
◇米に関するマンスリーレポート（平成24
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年 7 月 6 日）の公表について（生産局農産
部農産企画課）
◇遺伝子組換えアルファルファ、ダイズ及
びトウモロコシの第一種使用等に関する審
査結果についての意見・情報の募集（パブ
リックコメント）について（消費・安全局
農産安全管理課）
◇「農業新技術2012解説編」の作成につい
て（農林水産技術会議事務局研究推進課）
◇「漁場施設への災害廃棄物等再生利用の
手引き」について（水産庁漁港漁場整備部
計画課）
◇東日本大震災について～緊急に対応すべ
き研究課題の決定について～（農林水産技
術会議事務局研究推進課産学連携室、農林
水産技術会議事務局研究統括官（食料戦
略、除染）室）

7日㈯◇「国際捕鯨委員会（IWC）第64回 年次会
合」の結果について（水産庁資源管理部国
際課）

9日㈪◇台湾はえ縄漁船の拿捕について（水産庁
資源管理部管理課）
◇「平成24年度 第 1 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）

10日㈫◇「東南アジア諸国連合及び協力 3 箇国に
おける緊急事態のための米の備蓄制度に関
する協定」（APTERR協定）の発効につい
て（生産局農産部貿易業務課）
◇水産資源の国際的管理の推進及び違反漁
業対策の強化に向けた日・EU間の協力に
ついて（水産庁資源管理部国際課）
◇「第 3 回 ヨーネ病検査に関する技術検討
会」の開催について（消費・安全局動物衛
生課）

11日㈬◇宮崎県「綾地域」のユネスコエコパーク
への登録について（林野庁森林整備部研
究・保全課森林保全推進室）
◇水産資源の国際的管理の推進及び違反漁
業対策の強化に向けた日・EU間の協力に
関する共同声明への署名について（水産庁
資源管理部国際課）

12日㈭◇「「食」に関する将来ビジョン検討本部」
（第 7 回）の開催について（大臣官房政策
課食ビジョン推進室）

13日㈮◇梅雨前線による大雨に対する農作物等の

被害防止に向けた技術指導の徹底について
（生産局農産部農業環境対策課、生産局農
産部穀物課、生産局農産部穀物課、生産局
農産部園芸作物課、生産局畜産部畜産企画
課、生産局畜産部畜産振興課草地整備推進
室）
◇平成24年梅雨前線豪雨等による被害農林
漁業者等に対する資金の円滑な融通、既貸
付金の償還猶予等について（経営局総務課
災害総合対策室）
◇第 5 回 海洋立国推進功労者表彰につい
て（水産庁漁政部企画課、文部科学省研究
科発局海洋地球課、経済産業省資源エネル
ギー庁資源・燃料部政策課、国土交通省海
事局海事人材政策課海事振興企画室、環境
省水・大気環境局水環境課海洋環境室）
◇でん粉の需給見通しについて（生産局農
産部地域作物課）
◇岩本農林水産副大臣の国内出張について

（経営局総務課災害総合対策室）
◇「2012年IWC/日本共同北太平洋鯨類目
視調査」の実施について（水産庁資源管理
部国際課）
◇「梅雨前線豪雨等に関する農林水産省緊
急災害対策本部」の設置及び第 1 回会合の
開催について（経営局総務課災害総合対策
室）

15日㈰◇森本農林水産大臣政務官の国内出張につ
いて（経営局総務課災害総合対策室）

17日㈫◇郡司農林水産大臣の「第14回 ジャパン・
インターナショナル・シーフードショー」
への視察について（水産庁漁政部漁政課）
◇「第30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）
◇平成24年度「子ども霞が関見学デー」
～「お魚大使」さかなクンのお魚講座につ
いて～（水産庁漁政部漁政課広報班）
◇「梅雨前線豪雨等に関する農林水産省緊
急災害対策本部 第 2 回会合」の開催につ
いて（経営局総務課災害総合対策室）

18日㈬◇資源管理・漁業所得補償対策の実施状況
（平成24年 6 月末現在）について（水産庁
漁政部漁業保険管理官、水産庁漁政部企画
課、水産庁増殖推進部栽培養殖課）
◇平成23年度 環境保全型農業直接支援対
策の実施状況の公表について（生産局農産
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部農業環境対策課）
◇大型クラゲの出現と予測について（第 2
報）（水産庁増殖推進部漁場資源課、独立
行政法人水産総合研究センター研究推進
部、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、独立行政法人水産総合
研究センター西海区水産研究所）

19日㈭◇「都市農業の振興に関する検討会（第 9
回）」の開催及び一般傍聴について※開催
は延期（農村振興局農村政策部都市農村交
流課都市農業室）
◇「平成24年度 病害虫発生予報第 5 号（水
稲特集）」の発表について（消費・安全局
植物防疫課）
◇森本農林水産大臣政務官の国内出張につ
いて（食料産業局食品製造卸売課卸売市場
室）

20日㈮◇岩本農林水産副大臣の国内出張について
（経営局総務課災害総合対策室）
◇平成24年度 第 1 回 太平洋スルメイカ長
期漁況予報（水産庁増殖推進部漁場資源
課、独立行政法人水産総合研究センター北
海道区水産研究所業務推進部）
◇平成24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）
◇「水産政策審議会 第58回 資源管理分科
会」の開催及び一般傍聴について（水産庁
漁政部漁政課）
◇「平成24年 第 2 回 農林水産省 政策評価
第三者委員会」の開催及び一般傍聴につい
て（大臣官房評価改善課）
◇「森林関係の地球温暖化対策を考える会」
の決議文の公表について（林野庁林政部企
画課）
◇東果広島青果株式会社に対する卸売市場
法に基づく改善措置命令の発出について

（食料産業局食品製造卸売課卸売市場室）
◇機密保持及び北京常設展示館事業に係る
論点に関する両調査結果等の第三者評価に
ついて（大臣官房秘書課）

23日㈪◇「アグリビジネス創出フェア2012」の出
展者等の募集について（農林水産技術会議
事務局研究推進課産学連携室、アグリビジ
ネス創出フェア2012事務局）
◇「第11回 聞き書き甲子園研修会開会式」

の開催について（林野庁森林整備部研究・
保全課森林保全推進室、水産庁漁港漁場整
備部計画課、聞き書き甲子園実行委員会事
務局NPO法人 共存の森ネットワーク）

24日㈫◇「食料・農業・農村政策審議会 食糧部
会」の開催及び一般傍聴について（生産局
農産部農産企画課）
◇「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）
◇ウメ輪紋ウイルス（プラムポックスウイ
ルス）に感染したおそれがある植物に関す
る情報の収集について（消費・安全局植物
防疫課）
◇「魚の国のしあわせ」推進会議の開催及
び一般傍聴について（水産庁漁政部企画
課）

25日㈬◇「平成24年度 第 1 回 人材育成検討委員
会」の開催及び一般傍聴について（林野庁
森林整備部研究・保全課）
◇「都市農業の振興に関する検討会（第 9
回）」の開催及び一般傍聴について（農村
振興局農村政策部都市農村交流課都市農業
室）
◇植物防疫法施行規則の一部改正等につい
て（消費・安全局植物防疫課検疫対策室）
◇「香港FoodExpo2012」における日本食
PRイベントの実施について（食料産業局
産業連携課海外展開・輸出促進室）

26日㈭◇「第 3 回 水産業・漁村の多面的機能の発
揮に関する技術検討会」の開催及び一般傍
聴について（水産庁漁港漁場整備部計画
課）
◇郡司農林水産大臣の国内出張について

（農村振興局整備部農地資源課、九州農政
局整備部設計課事業調整室、九州農政局整
備部農地整備課）
◇「平成24年度 第 1 回 自然再生専門家会
議」の開催及び一般傍聴について（大臣官
房環境政策課）

27日㈮◇平成24年度 第 1 回 太平洋いわし類・マ
アジ・さば類長期漁海況予報（水産庁増殖
推進部漁場資源課、独立行政法人水産総合
研究センター中央水産研究所業務推進部）
◇平成23年産米の相対取引価格（平成24年
6 月）（生産局農産部農産企画課）
◇クローン家畜の異動報告のとりまとめに
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ついて（平成24年 6 月 1 日～平成24年 6 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）
◇「世界遺産登録に向けた富士山クリーン
大作戦」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、林野庁国
有林野部経営企画課）
◇「食と地域の『絆』づくり」に係る優良
事例選定のための取組の募集について（農
村振興局農村政策部都市農村交流課）
◇東日本大震災について～漁場施設の被害
状況調査について～（水産庁漁港漁場整備
部計画課）

30日㈪◇日韓林業分野におけるハイレベル定期対
話に関する覚書締結について（林野庁森林
整備部計画課海外林業協力室）
◇第20回 海区漁業調整委員会委員選挙の
実施について（水産庁資源管理部漁業調整
課沿岸・遊漁室）

31日㈫◇森本農林水産大臣政務官の海外出張につ
いて（生産局農産部園芸作物課花き産業・
施設園芸振興室）
◇平成24年度 北西太平洋サンマ長期漁海
況予報（水産庁増殖推進部漁場資源課、独
立行政法人水産総合研究センター東北区水
産研究所業務推進部）
◇「食料・農業・農村政策審議会 農業農村
振興整備部会（平成24年度 第 2 回）」の開
催について（現地調査）（農村振興局整備
部設計課計画調整室）
◇組換えDNA技術応用飼料及び飼料添加
物の安全性確認申請案件についての御意
見・情報の募集（パブリックコメント）に
ついて（消費・安全局畜水産安全管理課）
◇「第14回 日韓漁業共同委員会 第 9 回 小
委員会」の開催について（水産庁資源管理
部国際課）
◇オランダからの家きん卵の輸入停止措置
の解除について（消費・安全局動物衛生課
国際衛生対策室）
◇豪州からの家きん及び家きん肉等の輸入
停止措置の解除について（消費・安全局動
物衛生課国際衛生対策室）
◇「第 5 回 地理的表示保護制度研究会」の

開催及び一般傍聴について（食料産業局新
事業創出課）
◇「平成24年度 第 1 回 水産関係公共事業
に関する事業評価技術検討会」の開催及び
一般傍聴について（水産庁漁港漁場整備部
計画課）
◇ 6 月 8 日から 7 月23日までの間の豪雨及
び暴風雨による災害に係る激甚災害の指定
について（経営局総務課災害総合対策室）

〈法令〉
7月4日㈬◇犯罪利用預金口座等に係る資金による被

害回復分配金の支払等に関する法律施行規
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
令第 1 号）を公布（同日施行）

5日㈭◇農産物検査法施行規則の一部を改正する
省令（農林水産省令第39号）を公布（同日
施行）

6日㈮◇獣医師法施行規則等の一部を改正する省
令（農林水産省令第40号）を公布（住民基
本台帳法の一部を改正する法律の一部及び
出入国管理及び難民認定法及び日本国との
平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者
等の出入国管理に関する特例法の一部を改
正する等の法律の施行の日（平成24年 7 月
9 日）から施行）
◇中小企業等協同組合法施行規則の一部を
改正する命令（内閣府・財務省・厚生労働
省・農林水産省・経済産業省・国土交通
省・環境省令第 2 号）を公布（住民基本台
帳法の一部を改正する法律附則第 1 条第 1
号に掲げる規定及び出入国管理及び難民認
定法及び日本国との平和条約に基づき日本
の国籍を離脱した者等の出入国管理に関す
る特例法の一部を改正する等の法律の施行
の日（平成24年 7 月 9 日）から施行）
◇農業協同組合及び農業協同組合連合会の
信用事業に関する命令等の一部を改正する
命令（内閣府・農林水産省令第 8 号）を公
布（住民基本台帳法の一部を改正する法律
附則第 1 条第 1 号に掲げる規定及び出入国
管理及び難民認定法及び日本国との平和条
約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出
入国管理に関する特例法の一部を改正する
等の法律の施行の日（平成24年 7 月 9 日）
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から施行）
◇食品循環資源の再生利用等の促進に関す
る法律に基づく再生利用事業計画の認定に
関する省令の一部を改正する省令（財務
省・厚生労働省・農林水産省・経済産業
省・国土交通省・環境省令第 2 号）を公布

（住民基本台帳法の一部を改正する法律の
一部及び出入国管理及び難民認定法及び日
本国との平和条約に基づき日本の国籍を離
脱した者等の出入国管理に関する特例法の
一部を改正する等の法律の施行の日（平成
24年 7 月 9 日）から施行）
◇容器包装に係る分別収集及び再商品化の
促進等に関する法律施行規則の一部を改正
する省令（財務省・厚生労働省・農林水産
省・経済産業省・環境省令第 3 号）を公布

（住民基本台帳法の一部を改正する法律の
一部及び出入国管理及び難民認定法及び日
本国との平和条約に基づき日本の国籍を離
脱した者等の出入国管理に関する特例法の
一部を改正する等の法律の施行の日（平成
24年 7 月 9 日）から施行）
◇商品先物取引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（住民基本台帳法の一部を改正
する法律の一部及び出入国管理及び難民認
定法及び日本国との平和条約に基づき日本
の国籍を離脱した者等の出入国管理に関す
る特例法の一部を改正する等の法律の施行
の日（平成24年 7 月 9 日）から施行）
◇商品投資顧問業者の許可及び監督に関す
る省令の一部を改正する省令（農林水産
省・経済産業省令第 2 号）を公布（住民基
本台帳法の一部を改正する法律の一部及び
出入国管理及び難民認定法及び日本国との
平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者
等の出入国管理に関する特例法の一部を改
正する等の法律の施行の日（平成24年 7 月
9 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施行規
則の一部を改正する省令（農林水産省・経
済産業省・環境省令第 1 号）を公布（住民
基本台帳法の一部を改正する法律の一部及
び出入国管理及び難民認定法及び日本国と
の平和条約に基づき日本の国籍を離脱した

者等の出入国管理に関する特例法の一部を
改正する等の法律の施行の日（平成24年 7
月 9 日）から施行）
◇食品循環資源の再生利用等の促進に関す
る法律に基づく再生利用事業を行う者の登
録に関する省令の一部を改正する省令（農
林水産省・経済産業省・環境省令第 2 号）
を公布（住民基本台帳法の一部を改正する
法律の一部及び出入国管理及び難民認定法
及び日本国との平和条約に基づき日本の国
籍を離脱した者等の出入国管理に関する特
例法の一部を改正する等の法律の施行の日

（平成24年 7 月 9 日）から施行）
19日㈭◇保険業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191号）
を公布（同日施行）
◇保険業法施行令等の一部を改正する政令

（政令第192号）を公布（保険業法等の一部
を改正する法律（平成24年法律第23号）附
則第 1 条第 2 号に掲げる規定の施行の日

（平成24年 7 月20日）から施行）
◇非訟事件手続法等の施行に伴う関係政令
の整備に関する政令（政令197号）を公布

（新非訟事件手続法の施行の日（平成25年
1 月 1 日）から施行）
◇認可特定保険業者等に関する命令の一部
を改正する命令（内閣府・総務省・法務
省・文部科学省・厚生労働省・農林水産
省・経済産業省・国土交通省・環境省令第
1 号）を公布（保険業法等の一部を改正す
る法律附則第 1 条第 2 号に掲げる規定の施
行の日（平成24年 7 月20日）から施行）

25日㈬◇郵政民営化法等の一部を改正する等の法
律の施行期日を定める政令（政令第201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41号）を公布（平成25
年 1 月25日から施行）

8　月
8月1日㈬◇「わたしたちのファストフィッシュ委員

会」の委員の公募について（水産庁漁政部
企画課）
◇「魚の国のしあわせ」プロジェクト実証
事業の募集の開始について（水産庁漁政部
企画課）
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◇ファストフィッシュ商品の公募について
（水産庁漁政部企画課）
◇「第10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）
◇有機農産物等の登録認定機関に対する登
録の取消し等の処分の決定について（消
費・安全局表示・規格課食品表示・規格監
視室）
◇「2012年 秋の農作業安全確認運動」の実
施について（生産局農産部技術普及課生産
資材対策室）
◇「水産政策審議会 第42回 企画部会」の
開催及び一般傍聴について（水産庁漁政部
企画課）
◇「農の雇用事業」の募集を開始します

（平成24年度 第 3 回）（経営局就農・女性
課、全国農業会議所（全国新規就農相談セ
ンター））
◇指定漁業の許可及び認可の一斉更新につ
いて（水産庁漁政部企画課）

2日㈭◇「都市農業の振興に関する検討会（第10
回）」の開催及び一般傍聴について（農村
振興局農村政策部都市農村交流課都市農業
室）
◇「新クレジット制度の在り方について

（取りまとめ）（案）」に対する意見の募集
の結果及び「新クレジット制度の在り方に
ついて（取りまとめ）」について（大臣官
房環境政策課）
◇「第 4 回 ヨーネ病検査に関する技術検討
会」の開催について（消費・安全局動物衛
生課）
◇「第 1 回 地域食文化活用マニュアル検討
会」の開催及び一般傍聴について（大臣官
房政策課食ビジョン推進室）

3日㈮◇岩本農林水産副大臣の国内出張について
（経営局総務課災害総合対策室）
◇米国向け牛肉の輸出再開について（消
費・安全局動物衛生課）
◇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14回 日韓漁業共同委員会 第 9 回 小
委員会」の結果について（水産庁資源管理
部国際課）

6日㈪◇森本農林水産大臣政務官のオランダ出張

概要について（生産局農産部園芸作物課花
き産業・施設園芸振興室）

7日㈫◇「第 9 回 バイオマス事業化戦略検討チー
ム」の開催について（食料産業局バイオマ
ス循環資源課）
◇「太平洋クロマグロの資源・養殖管理に
関する全国会議」の開催及び一般傍聴につ
いて（水産庁資源管理部漁業調整課）
◇国連生物多様性の10年「グリーンウェイ
ブ2012」の実施結果について（林野庁森林
整備部 研究・保全課森林保全推進室）

9日㈬◇木材製品の放射性セシウム表面密度等の
調査結果について（林野庁林政部木材産業
課）
◇樹木の放射性セシウム濃度の調査結果に
ついて（林野庁林政部木材産業課）
◇「平成24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）

10日㈭◇郡司農林水産大臣の海外出張について
（食料産業局輸出促進グループ）
◇信用事業再編強化法に基づき資本増強の
決定を行った 8 農協及び 1 漁協の信用事業
強化計画等の履行状況について（平成23事
業年度）（経営局金融調整課、水産庁漁政
部水産経営課）
◇岩本農林水産副大臣の国内出張について

（経営局総務課災害総合対策室）
◇「2012年度第二期北西太平洋鯨類捕獲調
査（沖合調査）」の調査航海の終了につい
て（水産庁資源管理部国際課）
◇米に関するマンスリーレポート（平成24
年 8 月10日）の公表について（生産局農産
部農産企画課）
◇森本農林水産大臣政務官の国内出張につ
いて（林野庁森林整備部研究・保全課森林
保全推進室）
◇「日本食文化無形文化遺産化シンポジウ
ム～伝えよう！地域の食文化～【東海ブ
ロック】」の開催及び一般傍聴について

（大臣官房政策課食ビジョン推進室）
◇平成23年度食料自給率等について（大臣
官房食料安全保障課食料自給率向上対策
室）
◇梅雨前線豪雨等により被災した農業者等
への支援策について（経営局総務課災害総
合対策室、経営局金融調整課、経営局就
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農・女性課、生産局園芸作物課、生産局地
域作物課、生産局穀物課、水産庁漁場資源
課）
◇ 6 月 8 日から 7 月23日までの間の豪雨及
び暴風雨による災害についての激甚災害並
びにこれに対し適用すべき措置の指定に関
する政令の一部改正について（経営局総務
課災害総合対策室）

13日㈪◇オランダからの家きん卵の輸入停止措置
について（消費・安全局動物衛生課国際衛
生対策室）
◇被災地主要漁港の高度衛生管理計画の策
定について～復興に向けた水産物流通機能
の強化～（水産庁漁港漁場整備部計画課）

14日㈫◇2012年フェンロー国際園芸博覧会（フロ
リアード2012）の第 2 回品種コンテスト結
果（夏のコンテスト）について（生産局農
産部園芸作物課花き産業・施設園芸振興
室）

16日㈭◇第20回 海区漁業調整委員会委員選挙の
結果について（水産庁資源管理部漁業調整
課沿岸・遊漁室）

17日㈮◇「食料・農業・農村政策審議会 第18回 
家畜衛生部会」の開催及び一般傍聴につい
て（消費・安全局動物衛生課）

20日㈪◇郡司農林水産大臣の香港出張について
（食料産業局産業連携課海外展開・輸出促
進室）
◇「第14回 日韓漁業共同委員会 第10回 小
委員会」の開催について（水産庁資源管理
部国際課）
◇「第18回 農作物病害虫防除フォーラム」
の開催及び一般傍聴について（消費・安全
局植物防疫課）

21日㈫◇平成24年 8 月13日からの大雨及び突風に
よる被害農林漁業者等に対する資金の円滑
な融通、既貸付金の償還猶予等について

（経営局総務課災害総合対策室）
◇「第 1 回 新たな世界自然遺産候補地の考
え方に係る懇談会」の開催及び一般傍聴に
ついて（林野庁森林整備部研究・保全課森
林保全推進室）
◇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書の公表につい
て（農村振興局整備部農地資源課、九州農
政局整備部設計課事業調整室）

22日㈬◇輸入麦の政府売渡価格の改定について
（生産局農産部貿易業務課）
◇東日本大震災について～東日本大震災の
被災地域の復興に向けた被災地産食品の活
用促進について～（食料産業局食品小売
サービス課）

23日㈭◇東日本大震災について～東日本大震災の
被災地域の復興に向けた被災地産品の販売
促進について～（食料産業局食品小売サー
ビス課）
◇「ウナギの資源保護・管理及びマグロの
資源管理に係る日中協議」の開催について

（水産庁増殖推進部漁場資源課、水産庁増
殖推進部栽培養殖課、水産庁資源管理部国
際課、水産庁資源管理部国際課）

24日㈮◇「ニホンウナギの国際的資源保護・管理
に係る第 2 回非公式協議」の結果について

（水産庁増殖推進部漁場資源課）
◇「緊急時の食料安全保障に関する関係府
省会合」（第 2 回）の開催及び一般傍聴に
ついて（大臣官房食料安全保障課）
◇「第14回 日韓漁業共同委員会 第10回 小
委員会」の結果について（水産庁資源管理
部国際課）
◇ロシア連邦のWTO加盟に伴う林産物の
輸出税率変更について（林野庁林政部木材
利用課木材貿易対策室）

27日㈪◇「秋の農作業安全確認運動推進会議」の
開催及び一般傍聴について（生産局農産部
技術普及課生産資材対策室）
◇「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）
◇APEC食料安全保障に関するワーク
ショップの開催及び一般傍聴について（大
臣官房国際部国際経済課貿易関税チーム）

30日㈭◇きのこ原木・ほだ木の当面の指標値に関
する見直しについて（林野庁林政部経営課
特用林産対策室）
◇東日本大震災について～東日本大震災の
被災地域の復興に向けた被災地産品の消費
拡大について～（食料産業局食品小売サー
ビス課）
◇「第10回 産学官連携功労者表彰」におけ
る農林水産大臣賞の決定について（農林水
産技術会議事務局技術政策課）
◇「日本食文化無形文化遺産化シンポジウ
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ム～伝えよう！地域の食文化～【沖縄ブ
ロック】」の開催及び一般傍聴について※
開催は延期（大臣官房政策課食ビジョン推
進室）
◇「平成24年度 第 3 回 生物多様性影響評
価検討会 総合検討会」の開催及び一般傍
聴について（農林水産技術会議事務局技術
政策課技術安全室、環境省自然環境局野生
生物課外来生物対策室）

31日㈮◇米国オハイオ州、ニューヨーク州及びサ
ウスダコタ州からの家きん及び家きん肉等
の輸入停止措置の解除について（消費・安
全局動物衛生課国際衛生対策室）
◇「魚の国のしあわせ」プロジェクト実証
事業の登録（ 8 月28日時点）について（水
産庁漁政部企画課）
◇平成23年産米の相対取引価格（平成24年
7 月）（生産局農産部農産企画課）
◇「中西部太平洋まぐろ類委員会（WCPFC）
第 8 回 北小委員会」の開催について（水
産庁資源管理部国際課）
◇農地除染対策実証事業の結果（中間取り
まとめ）及び「農地除染対策の技術書」の
公表について（農村振興局整備部設計課施
工企画調整室、農村振興局農村政策部農村
環境課、東北農政局整備部設計課事業調整
室）
◇「平成23年度 森林病害虫被害量」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22年度食品廃棄物等の年間総発生量
及び食品循環資源の再生利用等実施率につ
いて（大臣官房統計部生産流通消費統計課
消費統計室、食料産業局バイオマス循環資
源課食品産業環境対策室）
◇東日本大震災の被害に関する相談窓口

（フリーダイヤル）について（経営局総務
課災害総合対策室）
◇クローン家畜の異動報告のとりまとめに
ついて（平成24年 7 月 1 日～平成24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（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）
◇「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）

◇機密保持及び北京常設展示館事業に係る
論点に関する両調査結果等の第三者評価の
結果とこれに対する農林水産省の対応につ
いて
◇「平成23年度末の汚水処理人口普及状況」
について（農村振興局整備部農村整備官、
国土交通省水管理・国土保全局下水道部下
水道事業課、環境省大臣官房廃棄物・リサ
イクル対策部廃棄物対策課浄化槽推進室）
◇「平成24年度 第 2 回 木材需給会議」の
開催及び一般傍聴について（林野庁林政部
木材利用課）
◇「食料・農業・農村政策審議会 甘味資源
部会」の開催及び一般傍聴について（生産
局農産部地域作物課）
◇新たな「社会資本整備重点計画」の策定
について（水産庁漁港漁場整備部防災漁村
課）

〈法令〉
8月1日㈬◇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42号）を
公布（同日施行）

2日㈭◇農業協同組合及び農業協同組合連合会の
信用事業に関する命令等の一部を改正する
命令（内閣府・農林水産省令第 9 号）を公
布（同日施行）
◇農業協同組合法施行規則及び水産業協同
組合法施行規則の一部を改正する省令（農
林水産省令第43号）を公布（同日施行）

3日㈮◇特定多国籍企業による研究開発事業等の
促進に関する特別措置法（法律第55号）を
公布（公布の日から起算して 3 月を超えな
い範囲内において政令で定める日から施
行）
◇平成二十四年六月八日から七月二十三日
までの間の豪雨及び暴風雨による災害につ
いての激甚災害並びにこれに対し適用すべ
き措置の指定に関する政令（政令第208号）
を公布（同日施行）

7日㈫◇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25年 3 月31日から施行）
◇農水産業協同組合の組織再編の促進のた
めの特別措置に関する命令及び農水産業協
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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10号）を公布（平成25
年 3 月31日から施行）

8日㈬◇肥料取締法施行規則の一部を改正する省
令（農林水産省令第44号）を公布（平成24
年 9 月 7 日から施行）

15日㈬◇平成二十四年六月八日から七月二十三日
までの間の豪雨及び暴風雨による災害につ
いての激甚災害並びにこれに対し適用すべ
き措置の指定に関する政令の一部を改正す
る政令（政令第214号）を公布（同日施行）

17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45号）を公布（同
日施行）

22日㈬◇公的年金制度の財政基盤及び最低保障機
能の強化等のための国民年金法等の一部を
改正する法律（法律第62号）を公布（社会
保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本
的な改革を行うための消費税法の一部を改
正する等の法律（平成24年法律第68号）附
則第 1 条第 2 号に掲げる規定の施行の日か
ら施行）
◇被用者年金制度の一元化等を図るための
厚生年金保険法等の一部を改正する法律

（法律第63号）を公布（平成27年10月 1 日
から施行）

29日㈬◇中小企業の海外における商品の需要の開
拓の促進等のための中小企業の新たな事業
活動の促進に関する法律等の一部を改正す
る法律の施行期日を定める政令（政令第
218号）を公布（同日施行）
◇中小企業の海外における商品の需要の開
拓の促進等のための中小企業の新たな事業
活動の促進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（中小企業
の海外における商品の需要の開拓の促進等
のための中小企業の新たな事業活動の促進
に関する法律等の一部を改正する法律の施
行の日（平成24年 8 月30日）から施行）

30日㈭◇農商工連携事業計画の認定等に関する命
令の一部を改正する命令（内閣府・総務
省・財務省・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

（中小企業の海外における商品の需要の開

拓の促進等のための中小企業の新たな事業
活動の促進に関する法律等の一部を改正す
る法律の施行の日（平成24年 8 月30日）か
ら施行）
◇中小企業による地域産業資源を活用した
事業活動の促進に関する法律施行規則の一
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
通省令第 3 号）を公布（中小企業の海外に
おける商品の需要の開拓の促進等のための
中小企業の新たな事業活動の促進に関する
法律等の一部を改正する法律の施行の日

（平成24年 8 月30日）から施行）
◇株式会社日本政策金融公庫法施行規則の
一部を改正する省令（財務省・厚生労働
省・農林水産省・経済産業省令第 2 号）を
公布（中小企業の海外における商品の需要
の開拓の促進等のための中小企業の新たな
事業活動の促進に関する法律等の一部を改
正する法律（平成24年法律第44号）の施行
の日（平成24年 8 月30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（中小企
業の海外における商品の需要の開拓の促進
等のための中小企業の新たな事業活動の促
進に関する法律等の一部を改正する法律の
施行の日（平成24年 8 月30日）から施行）

9　月
9月3日㈪◇「第50回 コーデックス連絡協議会」の開

催及び一般傍聴について（厚生労働省医薬
食品局食品安全部企画情報課、農林水産省
消費・安全局消費・安全政策課）

4日㈫◇「第 1 回農地・水保全管理支払交付金第
三者委員会（現地調査）」の開催及び傍聴
について（農村振興局整備部農地資源課農
地・水保全管理室）

5日㈬◇「第 5 回 バイオマス活用推進会議」の開
催について（食料産業局バイオマス循環資
源課）

6日㈭◇平成25年度税制改正要望（経営局総務課
調整室）
◇平成25年度農林水産予算概算要求の概要

（大臣官房予算課）
◇平成25年度組織・定員要求について（大
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臣官房文書課）
◇「バイオマス事業化戦略」の決定につい
て（食料産業局バイオマス循環資源課）
◇「食と地域の『絆』づくり」に係る優良
事例選定のための取組の募集について（募
集期間の延長）（農村振興局農村政策部都
市農村交流課）
◇「世界遺産条約採択40周年記念シンポジ
ウム」の開催について（林野庁森林整備部
研究・保全課森林保全推進室）
◇「平成24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）
◇「中西部太平洋まぐろ類委員会（WCPFC）
第 8 回 北小委員会」の結果について（水
産庁資源管理部国際課）
◇「ニホンウナギの国際的資源保護・管理
に係る非公式協議」の結果について（水産
庁増殖推進部漁場資源課、水産庁増殖推進
部栽培養殖課）

7日㈮◇「2012年度第二期北西太平洋鯨類捕獲調
査（秋季沿岸域調査）」の実施について

（水産庁資源管理部国際課）
◇米に関するマンスリーレポート（平成24
年 9 月 7 日）の公表について（生産局農産
部農産企画課）
◇「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11
回）（食料産業局バイオマス循環資源課）
◇ドバイ金融サービス機構（DFSA）との
情報交換取極めの締結について（食料産業
局商品取引グループ）
◇キャベツ、はくさいの緊急需給調整事業
の実施について（生産局農産部園芸作物
課）
◇森本農林水産大臣政務官の国内出張につ
いて（大臣官房政策課食ビジョン推進室）

10日㈪◇岩本農林水産副大臣の国内出張について
（水産庁資源管理部管理課、農村振興局整
備部水資源課、生産局農産部園芸作物課、
生産局農産部地域作物課、生産局畜産部畜
産振興課）
◇「平成24年度 食料生産地域再生のための
先端技術展開事業に係る研究課題の再公募
及び公募説明会」の実施について（農林水
産技術会議事務局研究推進課産学連携室）

◇「2012年IWC/日本共同北太平洋鯨類目
視調査」の結果について（水産庁資源管理
部国際課）

11日㈫◇「第 1 回 農作業と健康についてのエビデ
ンス把握手法等検討委員会」の開催及び一
般傍聴について（大臣官房政策課）
◇「今後の汚水処理のあり方に関する検討
会（第 7 回）」の開催について（農村振興
局整備部農村整備官、国土交通省下水道部
下水道事業課、環境省大臣官房廃棄物・リ
サイクル対策部廃棄物対策課浄化槽推進
室、環境省水・大気環境局水環境課）

12日㈬◇平成24砂糖年度・平成24でん粉年度にお
ける価格調整制度の各種指標の決定につい
て（生産局農産部地域作物課）
◇「平成24年度 高病原性鳥インフルエンザ
防疫対策強化推進会議」の開催について

（消費・安全局動物衛生課）
◇「平成23年度遺伝子組換え植物実態調査」
の結果について（消費・安全局農産安全管
理課）
◇食品中の放射性物質に関する広報の実施 
～「食べものと放射性物質のはなし」と題
して食品売り場等で広報を実施～（農林水
産省消費・安全局消費者情報官、厚生労働
省医薬食品局食品安全部企画情報課、消費
者庁消費者安全課、内閣府食品安全委員会
事務局勧告広報課）
◇郡司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）
13日㈭◇「第 2 回 新たな世界自然遺産候補地の考

え方に係る懇談会」の開催及び一般傍聴に
ついて（林野庁森林整備部研究・保全課森
林保全推進室）
◇「ウメ輪紋ウイルスに関する対策検討会」
の開催について（消費・安全局植物防疫
課）

14日㈮◇「第18回 コーデックス アジア地域調整
部会」の開催及び一般傍聴について（消
費・安全局消費・安全政策課）
◇「第14回 日韓漁業共同委員会 第11回 小
委員会」の開催について（水産庁資源管理
部国際課）
◇漁協系統金融機関の平成23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）
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◇農協系統金融機関の平成23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）
◇「水産業・漁村の多面的機能の発揮に関
する技術検討会（報告書）」の公表につい
て（水産庁漁港漁場整備部計画課）
◇調味料中の 3 -MCPD含有実態調査の結
果について（平成23年度）（消費・安全局
消費・安全政策課）
◇財団法人 新日本食糧協会に対する業務
改善命令について（食料産業局食品製造卸
売課）
◇「日・パプアニューギニア漁業協議」の
開催について（水産庁資源管理部国際課）
◇「25年漁期 漁獲可能量（TAC）設定に
関する意見交換会（マアジ、マイワシ及び
スルメイカ）」の開催について（水産庁資
源管理部管理課）

18日㈫◇「全国資源評価会議」の開催及び一般傍
聴について（水産庁増殖推進部漁場資源
課）

19日㈬◇日本ハム株式会社の産業活力の再生及び
産業活動の革新に関する特別措置法に基づ
く事業再構築計画の認定について（生産局
畜産部食肉鶏卵課食肉需給対策室）
◇平成24年度「木づかい推進月間」につい
て（林野庁林政部木材利用課）
◇「水産政策審議会 第34回 漁港漁場整備
分科会」の開催及び一般傍聴について（水
産庁漁港漁場整備部計画課）
◇「第11回 聞き書き甲子園」参加高校生と

「 名 手・ 名 人 」 の 組 み 合 わ せ に つ い て
（NPO法人共存の森ネットワーク、林野庁
森林整備部研究・保全課森林保全推進室、
水産庁漁港漁場整備部計画課）

20日㈭◇「平成24年第 2 回 国際植物防疫条約に関
する国内連絡会」の開催及び一般傍聴につ
いて（消費・安全局植物防疫課検疫対策
室）
◇砂糖及び異性化糖の需給見通しについて

（生産局農産部地域作物課）
21日㈮◇平成24年度 第 2 回 太平洋スルメイカ長

期漁況予報（水産庁増殖推進部漁場資源
課、独立行政法人水産総合研究センター北
海道区水産研究所業務推進部）
◇米先物取引の試験上場に関するシーズン

レポート（平成24年 9 月）の公表について
（食料産業局商品取引グループ）
◇配合飼料価格高騰対策について（生産局
畜産部畜産振興課飼料需給対策室）
◇「平成24年度 飼料需給計画」の改定につ
いて（生産局畜産部畜産振興課飼料需給対
策室）

24日㈪◇「平成24年度 鳥獣被害対策優良活動表
彰」表彰候補の募集について（生産局農産
部農業環境対策課鳥獣災害対策室）
◇「第14回 日韓漁業共同委員会 第11回 小
委員会」の結果について（水産庁資源管理
部国際課）

25日㈫◇「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）
◇岩本農林水産副大臣の海外出張について

（大臣官房国際部国際政策課、大臣官房国
際部国際経済課経済連携チーム）
◇2012年フェンロー国際園芸博覧会（フロ
リアード2012）における「フロリアード
2012で 最 も 美 し い 花 々（The most 
beautiful flowers of the Floriade 2012）」
の受賞について（生産局農産部園芸作物課
花き産業・施設園芸振興室）

26日㈬◇株式会社 大熊における水産加工食品の
不適正表示に対する措置について（消費・
安全局表示・規格課食品表示・規格監視
室）
◇「みなみまぐろ保存委員会（CCSBT） 第
19回 年次会合」の開催について（水産庁
資源管理部国際課）

27日㈭◇台風第17号の接近に伴う農作物等の被害
防止に向けた技術指導の徹底について（生
産局農産部農業環境対策課、生産局農産部
穀物課、生産局農産部園芸作物課、生産局
畜産部畜産企画課、生産局畜産部畜産振興
課草地整備推進室）
◇遺伝子組換えダイズの第一種使用等に関
する審査結果についての意見・情報の募集

（パブリックコメント）について（消費・
安全局農産安全管理課）
◇「平成24年度 第 4 回 生物多様性影響評
価検討会 総合検討会」の開催及び一般傍
聴について（農林水産技術会議事務局技術
政策課技術安全室、環境省自然環境局野生
生物課外来生物対策室）
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◇東日本大震災について～「東京電力福島
原子力発電所事故に係る連絡会議（第10
回）」の開催及び一般傍聴について（大臣
官房食料安全保障課）

28日㈮◇「第12回ASEAN＋ 3 農林大臣会合」の
結果概要（大臣官房国際部国際経済課経済
連携チーム）
◇「不測時の食料安全保障マニュアル」の
見直しについて（大臣官房食料安全保障
課）
◇平成23年産米の相対取引価格（平成24年
8 月）（生産局農産部農産企画課）
◇「平成23年度 国有林野の管理経営に関す
る基本計画の実施状況」について（林野庁
国有林野部経営企画課、林野庁国有林野部
管理課）
◇クローン家畜の異動報告のとりまとめに
ついて（平成24年 8 月 1 日～平成24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）室、生産局畜産部畜産振興課畜産技術
室）
◇国際獣疫事務局（OIE）による「無視で
きるBSEリスク」の国のステータス認定の
申請について（消費・安全局動物衛生課国
際衛生対策室）

〈法令〉
9月5日㈬◇構造改革特別区域法の一部を改正する法

律（法律第73号）を公布（同日施行）
◇カネミ油症患者に関する施策の総合的な
推進に関する法律（法律第82号）を公布

（同日施行）
◇株式会社農林漁業成長産業化支援機構法

（法律第83号）を公布（公布の日から起算
して 3 月を超えない範囲内において政令で
定める日から施行）
◇構造改革特別区域法施行令の一部を改正
する政令（政令第223号）を公布（同日施
行）
◇農林水産省関係構造改革特別区域法施行
規則（農林水産省令第46号）を公布（同日
施行）
◇農林水産省関係構造改革特別区域法第 2
条第 3 項に規定する省令の特例に関する措
置及びその適用を受ける特定事業を定める

省令の一部を改正する省令（農林水産省令
第47号）を公布（構造改革特別区域法の一
部を改正する法律の施行の日（平成24年 9
月 9 日）から施行）

12日㈬◇中小企業等協同組合法の一部を改正する
法律（法律第85号）を公布（平成26年 4 月
1 日から施行）
◇金融商品取引法等の一部を改正する法律

（法律第86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）

14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48号）を公布（同
日施行）
◇原子力規制委員会設置法の施行に伴う関
係政令の整備等に関する政令（政令第235
号）を公布（原子力規制委員会設置法の施
行の日（平成24年 9 月19日）から施行）
◇関係行政機関が所管する法令に係る行政
手続等における情報通信の技術の利用に関
する法律施行規則の一部を改正する命令

（内閣府・総務省・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（原子力規制委員会
設置法の施行の日（平成24年 9 月19日）か
ら施行）
◇鳥獣による農林水産業等に係る被害の防
止のための特別措置に関する法律附則第 3
条第 1 項に規定する特定鳥獣被害対策実施
隊員等に関する命令（内閣府・農林水産
省・環境省令第 1 号）を公布（鳥獣による
農林水産業等に係る被害の防止のための特
別措置に関する法律の一部を改正する法律

（平成24年法律第10号）の一部の施行の日
（平成24年 9 月28日）から施行）

19日㈬◇米穀の出荷販売事業者が遵守すべき事項
を定める省令の一部を改正する省令（農林
水産省令第49号）を公布（平成24年 9 月19
日から施行）

24日㈪◇獣医師法施行規則の一部を改正する省令
（農林水産省令第50号）を公布（平成24年

9 月24日から施行）
28日㈮◇農林水産省聴聞手続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24年10月 1 日から施行）
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◇農業協同組合及び農業協同組合連合会の
信用事業に関する命令等の一部を改正する
命令（内閣府・農林水産省令第11号）を公
布（労働者派遣事業の適正な運営の確保及
び派遣労働者の就業条件の整備等に関する
法律等の一部を改正する法律の施行の日

（平成24年10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52号）を公布（同
日施行）
◇農業協同組合法施行規則及び水産業協同
組合法施行規則の一部を改正する省令（農
林水産省令第53号）を公布（労働者派遣事
業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就
業条件の整備等に関する法律等の一部を改
正する法律の施行の日（平成24年10月 1
日）から施行）

10　月
10月1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）
◇「日本食文化無形文化遺産化シンポジウ
ム～伝えよう！地域の食文化～」の開催に
ついて（大臣官房政策課食ビジョン推進
室）
◇新しい「屋久島世界遺産地域管理計画」
の策定について（林野庁森林整備部研究・
保全課森林保全推進室、林野庁国有林野部
経営企画課）

2日㈫◇社団法人 日本農業協会に対する業務改
善命令について（食料産業局食品製造卸売
課）

3日㈬◇郡司農林水産大臣の国内出張について
（農村振興局整備部水資源課）
◇「農業用水緊急節水対策本部」の解散に
ついて（農村振興局整備部水資源課）
◇平成23年特用林産物の生産量（速報・主
要品目）について（林野庁林政部経営課特
用林産対策室）
◇「食料・農業・農村政策審議会 農業農村
振興整備部会 技術小委員会（平成24年度 
第 2 回）」の開催及び一般傍聴について

（農村振興局整備部設計課計画調整室）
4日㈭◇「みなみまぐろ保存委員会（CCSBT） 第

19回 年次会合」の結果について（水産庁
資源管理部国際課）

5日㈮◇「地方農政局長等会議」の開催について
（大臣官房地方課）
◇「北太平洋溯河性魚類委員会（NPAFC） 
第20回 年次会議」の開催について（水産
庁資源管理部国際課）
◇「植物品種保護制度に関する東アジア各
国のハイレベルによる視察及び意見交換」
の開催について（食料産業局新事業創出
課）
◇「米取引に関する有識者との懇談会」の
開催について（生産局農産部農産企画課）
◇米に関するマンスリーレポート（平成24
年10月 5 日）の公表について（生産局農産
部農産企画課）
◇「水産政策審議会 第43回 企画部会」の
開催及び一般傍聴について（水産庁漁政部
企画課）
◇北太平洋海洋科学機関（PICES）2012年
次会合の開催について（水産庁増殖推進部
研究指導課）
◇「トレモリノス漁船安全条約議定書改正
に関する国際会議」の開催について（水産
庁増殖推進部研究指導課）

9日㈫◇世界遺産条約採択40周年記念最終会合一
般参加者募集について（林野庁森林整備部
研究・保全課森林保全推進室）
◇「2012年フェンロー国際園芸博覧会（フ
ロリアード2012）」の閉会について（生産
局農産部園芸作物課花き産業・施設園芸振
興室）

10日㈬◇「株式会社農林漁業成長産業化支援機構
設立支援本部」の開催について（大臣官房
政策課ファンド法推進室）

11日㈭◇「林政審議会」委員の公募について（林
野庁林政部林政課）
◇「平成24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）

12日㈮◇「トレモリノス漁船安全条約議定書改正
に関する国際会議」の結果について（水産
庁増殖推進部研究指導課）
◇「北太平洋溯河性魚類委員会（NPAFC） 
第20回 年次会議」の結果について（水産
庁資源管理部国際課）
◇東日本大震災について～「『みどりのきず
な』再生プロジェクト」民間団体との連携
に向けた説明会の開催について～（林野庁
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森林整備部研究・保全課森林保全推進室、
林野庁国有林野部業務課国有林野総合利用
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（食料産業局輸出促進グルー
プ）
◇鷲尾農林水産大臣政務官の国内出張につ
いて（大臣官房国際部国際協力課）
◇郡司農林水産大臣の海外出張について

（大臣官房国際部国際協力課）
15日㈪◇「第 3 回 新たな世界自然遺産候補地の考

え方に係る懇談会」の開催及び一般傍聴に
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24年度 磯焼け対策全国協議会」の
開催及び一般傍聴について（水産庁漁港漁
場整備部整備課）

16日㈫◇平成24年度（第51回）農林水産祭天皇杯
等の選賞について（大臣官房総務課、財団
法人日本農林漁業振興会）
◇「第14回 日韓漁業共同委員会 第12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24年度 第 2 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）

17日㈬◇平成24年度「農業技術功労者表彰」表彰
の候補者の募集について（農林水産技術会
議事務局技術政策課、社団法人農林水産・
食品産業技術振興協会）
◇食料価格乱高下に関するFAO閣僚級会
合の結果概要（大臣官房国際部国際協力
課）
◇平成24年度の農業者戸別所得補償制度の
加入申請状況について（経営局経営政策課
経営安定対策室）
◇平成23年産 収入減少影響緩和対策の交
付状況について（経営局経営政策課経営安
定対策室）
◇平成24年産 収入減少影響緩和対策（ナ
ラシ対策）の加入申請状況について（経営
局経営政策課経営安定対策室）

19日㈮◇「第14回 日韓漁業共同委員会 第12回 小
委員会」の結果について（水産庁資源管理
部国際課）
◇平成24年台風第15号、第16号及び第17号

による被害農林漁業者等に対する資金の円
滑な融通、既貸付金の償還猶予等について

（経営局総務課災害総合対策室）
◇「平成24年度 全国優良経営体表彰」の発
表について（経営局経営政策課、全国担い
手育成総合支援協議会事務局）
◇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（生産局農
産部園芸作物課、全国果実生産出荷安定協
議会）
◇農林水産省フェイスブックページの開設
について（大臣官房総務課広報室）
◇「南極の海洋生物資源の保存に関する委
員会（CCAMLR） 第31回 年次会合」の開
催について（水産庁資源管理部国際課）
◇「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）
◇「水産政策審議会 第59回 資源管理分科
会」の開催及び一般傍聴について（水産庁
漁政部漁政課）

22日㈪◇北太平洋海洋科学機関（PICES）2012年
次会合の結果について（水産庁増殖推進部
研究指導課）
◇「生物多様性条約 第11回 締約国会議

（COP11）」及び「カルタヘナ議定書 第 6
回 締約国会議（COP-MOP 6 ）」の結果に
ついて（大臣官房環境政策課）
◇農林水産省料理人顕彰制度「料理マス
ターズ」受賞者の発表並びに授与式及びシ
ンポジウムの開催並びに一般傍聴の募集に
ついて（食料産業局食品小売サービス課外
食産業室）
◇「第 4 回 中山間地域等直接支払制度等に
関する第三者委員会（現地調査）」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）
◇郡司農林水産大臣の国内出張について

（農林水産技術会議事務局総務課）
23日㈫◇梶原農林水産大臣政務官の国内出張につ

いて（生産局畜産部畜産振興課畜産技術
室）
◇「第14回 日韓漁業共同委員会 第13回 小
委員会」の開催について（水産庁資源管理
部国際課）
◇「日ロ漁業取締専門家会合」の開催につ
いて（水産庁資源管理部国際課）
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◇「第 5 回 地産地消給食等メニューコンテ
スト」審査結果について（食料産業局産業
連携課）
◇「路網・作業システム検討委員会」の開
催及び一般傍聴について（林野庁森林整備
部整備課）

24日㈬◇資源管理・漁業所得補償対策の実施状況
（平成24年 9 月末現在）について（水産庁
漁政部漁業保険管理官、水産庁漁政部企画
課、水産庁増殖推進部栽培養殖課）
◇吉田農林水産副大臣の「第22回 全国花
のまちづくりコンクール表彰式」への出席
について（生産局農産部園芸作物課花き産
業・施設園芸振興室）
◇「アグリビジネス創出フェア2012」の開
催について～全国189機関が農林水産・食
品産業分野の最新技術を出展～（農林水産
技術会議義務局 研究推進課 産学連携室、
アグリビジネス創出フェア2012事務局（株
式会社フジヤ））

25日㈭◇郡司農林水産大臣の国内出張について
（生産局農産部貿易業務課）
◇「食と農林漁業の祭典」に係る「ジャパ
ンフードフェスタ2012」の開催について

（食料産業局食品小売サービス課外食産業
室）
◇「第 2 回 地域食文化活用マニュアル検討
会」の開催及び一般傍聴について（大臣官
房政策課食ビジョン推進室）
◇北京常設展示館事業の今後の在り方につ
いて（食料産業局輸出促進グループ）
◇沖ノ鳥島における移植サンゴの初の産卵
確認について（水産庁漁港漁場整備部整備
課）

26日㈮◇「第14回 日韓漁業共同委員会」の開催に
ついて（水産庁資源管理部国際課）
◇「第14回 日韓漁業共同委員会 第13回 小
委員会」の結果について（水産庁資源管理
部国際課）
◇平成24年度 第 1 回 対馬暖流系マアジ・
さば類・いわし類長期漁海況予報（水産庁
増殖推進部漁場資源課、独立行政法人水産
総合研究センター西海区水産研究所業務推
進部）
◇「北方四島周辺水域における日本漁船の
操業に関する協定」に基づく日ロ政府間協

議及び民間交渉の開催について（水産庁資
源管理部国際課）
◇「第 2 回 農林業センサス研究会」の開催
及び一般傍聴について（大臣官房統計部経
営・構造統計課センサス統計室）
◇佐野元彦における不適正な有機加工食品
の名称の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）
◇クローン家畜の異動報告のとりまとめに
ついて（平成24年 9 月 1 日～平成24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）
◇「第11回 全国漁港漁場整備技術研究発表
会」の開催について（水産庁漁港漁場整備
部整備課）
◇梶原農林水産大臣政務官の国内出張につ
いて（生産局農産部園芸作物課花き産業・
施設園芸振興室）
◇国内クロマグロ養殖の管理強化について

（水産庁資源管理部漁業調整課）
◇郡司農林水産大臣の「第146回天皇賞」
への出席について（生産局畜産部競馬監督
課）
◇「日ロ漁業取締専門家会合」の結果につ
いて（水産庁資源管理部国際課）
◇平成24年度予備費の農林水産分野におけ
る活用について（大臣官房予算課）

29日㈪◇鷲尾農林水産大臣政務官の「平成24年度 
リデュース・リユース・リサイクル推進功
労者等表彰式」への出席について（食料産
業局バイオマス循環資源課食品産業環境対
策室）
◇「第14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）
◇中国灯光敷網漁船の拿捕について（水産
庁資源管理部管理課）
◇吉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）
◇「第24回 瀬戸内海広域漁業調整委員会」
の開催及び一般傍聴について（水産庁資源
管理部管理課、瀬戸内海広域漁業調整委員
会事務局）
◇「食料生産地域再生のための先端技術展
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開事業 課題検討セミナー」の開催及び一
般傍聴について（農林水産技術会議事務局
研究推進課産学連携室）

30日㈫◇「日・キリバス漁業協議」の結果につい
て（水産庁資源管理部国際課）
◇「2015年ミラノ国際博覧会 日本館基本計
画策定委員会」の開催及び一般傍聴等につ
いて（食料産業局食品小売サービス課外食
産業室）
◇平成24年産米の相対取引価格（平成24年
9 月）（生産局農産部農産企画課）
◇平成24年度 「食料生産地域再生のための
先端技術展開事業」再公募研究課題の委託
先の決定について（農林水産技術会議事務
局研究推進課産学連携室）
◇証券監督者国際機構（IOSCO）による

「『商品デリバティブ市場の規制及び監督に
関する原則』の実施状況に関する報告書」
の公表について（食料産業局商品取引グ
ループ）

31日㈬◇「北方四島周辺水域における日本漁船の
操業に関する協定」に基づく日ロ政府間協
議及び民間交渉の結果について（水産庁資
源管理部国際課）
◇「魚の国のしあわせ」プロジェクト実証
事業の追加登録について（水産庁漁政部企
画課）
◇「2012年度第二期北西太平洋鯨類捕獲調
査（秋季沿岸域調査）」の終了について

（水産庁資源管理部国際課）
◇有害化学物質の含有実態調査の結果をま
とめたデータ集（平成15～22年度）につい
て（消費・安全局消費・安全政策課）
◇「六次産業化法」に基づく事業計画の認
定について（食料産業局産業連携課）
◇「第48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）

〈法令〉
10月1日㈪◇砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律

施行規則の一部を改正する省令（農林水産
省令第54号）を公布（同日施行）

12日㈮◇森林法施行規則の一部を改正する省令
（農林水産省令第55号）を公布（同日施行）

29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 4 号）を公布

（暴力団員による不当な行為の防止等に関
する法律の一部を改正する法律の施行の日

（平成24年10月30日）から施行）
31日㈬◇特定多国籍企業による研究開発事業等の

促進に関する特別措置法の施行期日を定め
る政令（政令第271号）を公布（同日施行）
◇特定多国籍企業による研究開発事業等の
促進に関する特別措置法施行規則（内閣
府・総務省・財務省・厚生労働省・農林水
産省・経済産業省・国土交通省・環境省令
第 1 号）を公布（法の施行の日（平成24年
11月 1 日）から施行）
◇研究開発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・環
境省令第 2 号）を公布（法の施行の日（平
成24年11月 1 日）から施行）
◇統括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・環境省
令第 3 号）を公布（法の施行の日（平成24
年11月 1 日）から施行）

11　月
11月1日㈭◇日本海の暫定水域周辺における韓国漁船

の重点取締について（水産庁資源管理部管
理課）
◇「第 9 回 国際水田・水環境ネットワーク

（INWEPF）運営会議及びシンポジウム」
の開催について（農村振興局整備部設計課
海外土地改良技術室）
◇「第 2 回 農作業と健康についてのエビデ
ンス把握手法等検討委員会」の開催及び一
般傍聴について（大臣官房政策課）
◇「第10回オーライ！ニッポン大賞」の表
彰について（農村振興局農村政策部都市農
村交流課）
◇「『食と農林漁業の祭典』記念 農山漁村
地域力発揮 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）
◇郡司農林水産大臣の「フード・アクショ
ン・ニッポン アワード2012」表彰式への
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出席について（大臣官房食料安全保障課）
◇郡司農林水産大臣の「財団法人 大日本
蚕糸会 創立120周年記念式典」への出席に
ついて（生産局農産部地域作物課）
◇「農の雇用事業」の募集を開始します

（平成24年度 第 4 回）（経営局就農・女性
課、全国農業会議所（全国新規就農相談セ
ンター））
◇平成24年度高病原性鳥インフルエンザ机
上防疫演習の実施について（消費・安全局
動物衛生課）
◇国有林野の管理経営に関する基本計画の
変更案についての意見募集について（林野
庁国有林野部経営企画課）
◇「2012年（第 6 回）若手外国人農林水産
研究者表彰」受賞者の決定及び表彰式の開
催について（農林水産技術会議事務局国際
研究課）
◇「第 3 回 料理マスターズ」受賞者の決定
について（食料産業局食品小売サービス課
外食産業室）

2日㈮◇人・農地プランの進捗状況（ 9 月末現
在）について（経営局経営政策課）
◇平成24年度「人事院総裁賞」受賞者の決
定について（水産庁漁政部漁政課、瀬戸内
海漁業調整事務所）
◇平成24年度（第51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、財団法人日本農林漁業振興
会）
◇木質ペレット及びストーブ燃焼灰の放射
性セシウム濃度の調査結果及び木質ペレッ
トの当面の指標値の設定等について（林野
庁林政部木材利用課）
◇梶原農林水産大臣政務官の国内出張につ
いて（林野庁森林整備部研究・保全課森林
保全推進室）
◇「南極の海洋生物資源の保存に関する委
員会（CCAMLR） 第31回 年次会合」の結
果について（水産庁資源管理部国際課）
◇鷲尾農林水産大臣政務官の国内出張につ
いて（林野庁国有林野部業務課 国有林野
総合利用推進室、農村振興局整備部防災課
災害対策室、水産庁漁港漁場整備部防災漁
村課水産施設災害対策室）
◇郡司農林水産大臣の国内出張について

（農村振興局整備部農地資源課、九州農政
局整備部設計課事業調整室、九州農政局整
備部農地整備課）

5日㈪◇平成24年度「若手農林水産研究者表彰」
受賞者の決定及び表彰式の開催について

（農林水産技術会議事務局技術政策課）
◇平成24年度「民間部門農林水産研究開発
功績者表彰」受賞者の決定及び表彰式の開
催について（農林水産技術会議事務局技術
政策課、社団法人農林水産・食品産業技術
振興協会）
◇「食料・農業・農村政策審議会 農業農村
振興整備部会（平成24年度 第 3 回）」の開
催及び一般傍聴について（農村振興局整備
部設計課計画調整室）
◇研究成果発表会「農林水産業は気候変動
にどう対応するか？」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、独立行政法人 農業環境技術研究所）
◇遺伝子組換え生物等の使用等の規制によ
る生物の多様性の確保に関する法律に基づ
く学識経験者の名簿の作成及び公表につい
て（第一種使用等分）

6日㈫◇国際セミナー「森林を測り、知る～森林
に関する国際的報告の現状と課題～」の開
催及び一般傍聴について（林野庁森林整備
部計画課海外林業協力室）
◇「第17回 太平洋広域漁業調整委員会」の
開催及び一般傍聴について（資源管理部管
理課、太平洋広域漁業調整委員会北部会事
務局（水産庁 仙台漁業調整事務所））

7日㈬◇「食料・農業・農村政策審議会 食糧部会」
の開催及び一般傍聴について（生産局農産
部農産企画課）
◇「平成24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）
◇「第26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）

8日㈭◇平成24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）
◇「平成24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）

9日㈮◇米に関するマンスリーレポート（平成24
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年11月 9 日）の公表について（生産局農産
部農産企画課）
◇「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）
◇「 大 西 洋 ま ぐ ろ 類 保 存 国 際 委 員 会

（ICCAT）第18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）
◇郡司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）

12日㈪◇「第48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）
◇農林水産省委託プロジェクト研究「自給
飼料を基盤とした国産畜産物の高付加価値
化技術の開発」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統括官（食
料戦略、除染）室、独立行政法人農業・食
品産業技術総合研究機構畜産草地研究所）
◇「農林水産省独立行政法人評価委員会」
委員の公募について（大臣官房文書課）
◇「平成24年度 第 5 回 生物多様性影響評
価検討会 総合検討会」の開催及び一般傍
聴について（農林水産技術会議事務局技術
政策課技術安全室、環境省自然環境局野生
生物課外来生物対策室）

14日㈬◇郡司農林水産大臣とアイグナー・ドイツ
食糧・農業・消費者保護大臣との再生可能
なエネルギーの利用、バイオマス研究に係
る協力強化について（大臣官房国際部国際
経済課経済連携チーム）
◇吉田農林水産副大臣の「平成24年度 全
国普及活動研究大会」開会式への出席につ
いて（生産局農産部技術普及課）
◇「第26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）

15日㈭◇豪州からの家きん及び家きん肉等の輸入
停止措置について（消費・安全局動物衛生
課国際衛生対策室）
◇「お魚かたりべ」の任命及び学校教育の
場における魚食普及の支援について（「魚
の国のしあわせ」プロジェクト）（水産庁
漁政部企画課）
◇食品中の放射性物質に関する広報の実施

（第 3 回）～「食べものと放射性物質のはな
し」と題して食品売り場等で広報を実施～

（消費・安全局消費者情報官）
◇「第 1 回 指定野菜需給見通し検討委員
会」の開催について（生産局農産部園芸作
物課）
◇「第20回 日本海・九州西広域漁業調整委
員会」の開催及び一般傍聴について（水産
庁資源管理部管理課、水産庁新潟漁業調整
事務所、水産庁境港漁業調整事務所、水産
庁九州漁業調整事務所）

16日㈮◇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書に対する農林
水産大臣意見の提出について（農村振興局
農村政策部農村環境課農村環境対策室、農
村振興局整備部農地資源課）
◇郡司農林水産大臣の国内出張について

（水産庁増殖推進部栽培養殖課）
19日㈪◇「日・ソロモン漁業協議」の結果につい

て（水産庁資源管理部国際課）
◇遺伝子組換えダイズ及びワタの第一種使
用等に関する審査結果についての意見・情
報の募集（パブリックコメント）について

（消費・安全局農産安全管理課）
◇「食料・農業・農村政策審議会 農業共済
部会」の開催及び一般傍聴について（経営
局保険課保険数理室）
◇「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」及び「水産政策審
議会 企画部会 地球環境小委員会」合同会
議の開催及び一般傍聴について（大臣官房
環境政策課）
◇「第 4 回 新たな世界自然遺産候補地の考
え方に係る懇談会」の開催及び一般傍聴に
ついて（林野庁森林整備部研究・保全課森
林保全推進室）

20日㈫◇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）
◇「アグリビジネス創出フェア2012」の開
催結果について（農林水産技術会議事務局
研究推進課産学連携室）
◇「 大 西 洋 ま ぐ ろ 類 保 存 国 際 委 員 会

（ICCAT）第18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）
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21日㈬◇「食料・農業・農村政策審議会 食糧部
会」の開催及び一般傍聴について（生産局
農産部農産企画課）
◇ 「第18回 日韓漁業取締実務者協議」の
開催について（水産庁資源管理部管理課）

22日㈭◇平成24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、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、農林水産技術会議事務局研究開発官

（環境）室、農林水産技術会議事務局研究
統括官（食料戦略、除染）室）
◇「気候変動枠組条約 第18回 締約国会議

（COP18）」、「京都議定書 第 8 回 締約国会
合（CMP 8 ）」の開催について（大臣官房
環境政策課、林野庁森林整備部研究・保全
課）
◇農地除染対策実証事業における農作物の
試験作付結果について（農村振興局農村政
策部農村環境課、東北農政局農村計画部資
源課）
◇「日ロ漁業委員会 第29回 会議」の開催
について（水産庁資源管理部国際課）
◇第 2 回 「2015年ミラノ国際博覧会日本館
基本計画策定委員会」の開催及び一般傍聴
について（食料産業局食品小売サービス課
外食産業室）
◇「平成24年度 第 3 回 木材需給会議」の
開催及び一般傍聴について（林野庁林政部
木材利用課）
◇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書の公告・縦覧
について（農村振興局整備部農地資源課、
九州農政局整備部設計課事業調整室）

26日㈪◇「農林漁業成長産業化ファンドに関する
意見交換会」の開催について（大臣官房
ファンド法推進室）
◇「第 1 回 森林保険制度に関する検討会」
の開催及び一般傍聴について（林野庁森林
整備部研究・保全課森林保全推進室）
◇「第18回 日韓漁業取締実務者協議」の結
果について（水産庁資源管理部管理課）
◇「ニホンウナギ産卵回遊調査」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増養殖研

究所業務推進課）
◇平成24年度 「国有林野事業業務研究発表
会」の開催結果について（林野庁国有林野
部業務課）
◇「魚の国のしあわせ」プロジェクト「お
さかな会議2012～お魚のある食卓～」の開
催及び一般参加者の募集について（水産庁
漁政部企画課）
◇「優秀農林水産業者に係るシンポジウム」
の開催及び参加者の募集（大臣官房総務
課、財団法人日本農林漁業振興会）

27日㈫◇平成24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業務推進
部）
◇「農業資材審議会 飼料分科会及び中央環
境審議会 動物愛護部会 ペットフード小委
員会 合同会合（第 5 回）」の開催及び一般
傍聴について※開催は延期（消費・安全局
畜水産安全管理課）
◇「農業資材審議会 農業機械化分科会（第
14回）」の開催及び一般傍聴について（生
産局農産部技術普及課生産資材対策室）
◇吉田農林水産副大臣の「農業災害補償制
度65周年記念NOSAI事業推進大会」への
出席について（経営局保険監理官）
◇「太平洋クロマグロ仔稚魚分布調査」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国
際水産資源研究所くろまぐろ資源部）

28日㈬◇中国遼寧省大連市での口蹄疫の発生への
対応について（消費・安全局動物衛生課国
際衛生対策室）
◇「平成24年度 第 1 回 国際獣疫事務局

（OIE）連絡協議会」の開催及び一般傍聴
について（消費・安全局動物衛生課国際衛
生対策室）
◇「食と地域の『絆』づくり」選定委員会
の開催について（農村振興局農村政策部都
市農村交流課）

29日㈭◇米国産牛肉の混載事例について（厚生労
働省医薬食品局食品安全部監視安全課、農
林水産省消費・安全局動物衛生課）
◇平成24年11月27日の暴風雪による災害に
対する金融上の措置について（経営局協同
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組織課、経営局金融調整課）
◇「食料生産地域再生のための先端技術展
開事業」先端技術提案会（農業・農村分
野）の開催及び一般傍聴について（農林水
産技術会議事務局研究推進課産学連携室）
◇米穀等の取引等に係る情報の記録及び産
地情報の伝達に関する法律違反に係る国に
よる指導の件数等について（消費・安全局
表示・規格課米穀流通監視室）
◇平成23年の特用林産物の生産動向等につ
いて（林政部経営課特用林産対策室）
◇平成25年産米の都道府県別の生産数量目
標について（生産局農産部穀物課水田農業
対策室）

30日㈮◇東日本大震災について～各府省庁の食
堂・売店における「食べて応援しよう！」
の取組について～（食料産業局食品小売
サービス課）
◇平成24年産米の相対取引価格（平成24年
10月）（生産局農産部農産企画課）
◇平成23年度 農林水産省所管特例民法法
人に対する立入検査の実施状況について

（大臣官房文書課）
◇きのこ原木の需給状況（平成24年 9 月末
時点）（林野庁林政部経営課特用林産対策
室、林野庁国有林野部業務課）
◇「農業資材審議会 飼料分科会」の開催及
び一般傍聴について（消費・安全局畜水産
安全管理課）
◇人・農地プランの進捗状況（10月末現
在）について（経営局経営政策課）
◇クローン家畜の異動報告のとりまとめに
ついて（平成24年10月 1 日～平成24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）
◇「 中 西 部 太 平 洋 ま ぐ ろ 類 委 員 会

（WCPFC） 第 9 回 年次会合」の開催につ
いて（水産庁資源管理部国際課）
◇「ニホンウナギの国際的資源保護・管理
に係る第 2 回非公式協議」の開催について

（水産庁増殖推進部漁場資源課）
◇「第 9 回 南東大西洋漁業機関 （SEAFO） 
年次会合」の開催について（水産庁資源管
理部国際課）

◇「改正養蜂振興法の施行に向けた関係省
庁連絡会議」の開催について（生産局畜産
部畜産振興課）
◇平成24年度予備費の農林水産分野におけ
る活用について（経済対策第二弾）（大臣
官房予算課）

〈法令〉
11月1日㈭◇養ほう振興法施行規則の一部を改正する

省令（農林水産省令第56号）を公布（養ほ
う振興法の一部を改正する法律の施行の日

（平成25年 1 月 1 日）から施行
16日㈮◇商品先物取引法施行規則及び商品投資顧

問業者の許可及び監督に関する省令の一部
を改正する省令（農林水産省・経済産業省
令第 4 号）を公布（平成24年12月 1 日から
施行）

22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57号）を公布（平成24年11月22日から
施行）

28日㈬◇株式会社農林漁業成長産業化支援機構法
の施行期日を定める政令（政令第280号）
を公布（同日施行）
◇株式会社農林漁業成長産業化支援機構法
施行令（政令第281号）を公布（株式会社
農林漁業成長産業化支援機構法の施行の日

（平成24年12月 3 日）から施行）
◇株式会社農林漁業成長産業化支援機構法
の施行に伴う関係政令の整備に関する政令

（政令第282号）を公布（株式会社農林漁業
成長産業化支援機構法の施行の日（平成24
年12月 3 日）から施行）
◇株式会社農林漁業成長産業化支援機構法
施行規則（農林水産省令第58号）を公布

（法の施行の日（平成24年12月 3 日）から
施行）

12　月
12月3日㈪◇「改正養蜂振興法の施行に向けた関係省

庁連絡会議」の結果について（生産局畜産
部畜産振興課）
◇「林政審議会」の開催及び一般傍聴につ
いて（林野庁林政部林政課）
◇「ニホンウナギの国際的資源保護・管理
に係る第 2 回非公式協議」の結果について
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（水産庁増殖推進部漁場資源課）
◇国内クレジット制度における「化石燃料
からバイオエタノールへの切り替え」に係
る排出削減方法論の承認について（食料産
業局バイオマス循環資源課バイオマス事業
推進室）

4日㈫◇農研機構果樹研究所・果樹試験研究推進
協議会 合同シンポジウム「ミカン色素β-
クリプトキサンチンの研究成果を新たな需
要創出につなげる」の開催及び参加者の募
集について（農林水産技術会議事務局研究
推進課産学連携室、独立行政法人農業・食
品産業技術総合研究機構果樹研究所）

5日㈬◇シジミの業者間取引による産地偽装に対
する措置について（消費・安全局表示・規
格課食品表示・規格監視室）

6日 ㈭◇「 中 西 部 太 平 洋 ま ぐ ろ 類 委 員 会
（WCPFC） 第 9 回 年次会合」の結果につ
いて（水産庁資源管理部国際課）

7日㈮◇米に関するマンスリーレポート（平成24
年12月 7 日）の公表について（生産局農産
部農産企画課）
◇「第 9 回 南東大西洋漁業機関 （SEAFO） 
年次会合」の結果について（水産庁資源管
理部国際課）
◇「日ロ漁業委員会 第29回 会議」の結果
について（水産庁資源管理部国際課）

8日㈯◇ブラジルにおけるBSEの発生について
（消費・安全局動物衛生課国際衛生対策室）

10日㈪◇「気候変動枠組条約 第18回 締約国会議
（COP18）」、「京都議定書 第 8 回 締約国会
合（CMP 8 ）」等の結果について（大臣官
房環境政策課、林野庁森林整備部研究・保
全課森林吸収源情報管理官室、林野庁森林
整備部計画課海外林業協力室 ）
◇「平成24年度 第 6 回 生物多様性影響評
価検討会 総合検討会」の開催及び一般傍
聴について（農林水産技術会議事務局技術
政策課技術安全室、環境省自然環境局野生
生物課外来生物対策室）
◇「第 2 回 指定野菜需給見通し検討委員
会」の開催について（生産局農産部園芸作
物課）

11日㈫◇「日・ミクロネシア漁業協議」の開催に
ついて（水産庁資源管理部国際課）

13日㈭◇米先物取引の試験上場に関するシーズン

レポート（平成24年12月）の公表について
（食料産業局商品取引グループ）
◇「2012年 農林水産研究成果10大トピック
ス」の選定について（農林水産技術会議事
務局総務課）
◇「平成25年度 夏秋野菜等の需給ガイドラ
イン」の策定について（生産局農産部園芸
作物課）
◇「魚の国のしあわせ」プロジェクト実証
事業の追加登録について（水産庁漁政部企
画課）

14日㈮◇「農業資材審議会 飼料分科会 飼料栄養
部会」の開催及び一般傍聴について（消
費・安全局畜水産安全管理課）
◇第 3 回 「2015年ミラノ国際博覧会 日本
館基本計画策定委員会」の開催及び一般傍
聴について（食料産業局食品小売サービス
課外食産業室）

17日㈪◇「日・ミクロネシア漁業協議」の結果に
ついて（水産庁資源管理部国際課）

19日㈬◇平成23年の農用地区域内の農地面積につ
いて（農村振興局農村政策部農村計画課）
◇「平成23年の荒廃農地に関する調査の結
果」について（農村振興局農村政策部農村
計画課耕作放棄地活用推進室）
◇国有林野の管理経営に関する基本計画の
変更について（林野庁国有林野部経営企画
課）

20日㈭◇平成24年度 第 2 回 太平洋いわし類・マ
アジ・さば類長期漁海況予報（水産庁増殖
推進部漁場資源課、独立行政法人水産総合
研究センター中央水産研究所業務推進部）
◇「2012年度南極海鯨類捕獲調査」の実施
について（水産庁資源管理部国際課）
◇砂糖及び異性化糖の需給見通しについて

（生産局農産部地域作物課）
21日㈮◇平成24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研究課題の決
定について（農林水産技術会議事務局研究
推進課産学連携室、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、農林水産技術会議事務局研究開発官

（環境）室、農林水産技術会議事務局研究
統括官（食料戦略、除染）室）
◇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研究開発官（食の安
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全、基礎・基盤）室、生産局畜産部畜産振
興課畜産技術室）
◇クローン家畜の異動報告のとりまとめに
ついて（平成24年11月 1 日～平成24年11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）
◇財団法人 新日本食糧協会に対する解散
命令について（食料産業局食品製造卸売
課）

23日㈰◇ドイツからの家きん及び家きん肉等の輸
入停止措置について（消費・安全局動物衛
生課国際衛生対策室）

25日㈫◇組換えDNA技術応用飼料の安全性確認
申請案件についての御意見・情報の募集

（パブリックコメント）について（消費・
安全局畜水産安全管理課）
◇人・農地プランの進捗状況（11月末現
在）について（経営局経営政策課）
◇業務用スーパー 2 社における生鮮水産物
の不適正表示に対する措置について（消
費・安全局表示・規格課食品表示・規格監
視室）
◇「農の雇用事業」の募集を開始します

（平成24年度 第 5 回）（経営局就農・女性
課、全国農業会議所（全国新規就農相談セ
ンター））
◇「25年漁期 漁獲可能量（TAC）設定に
関する意見交換会（スケトウダラ）」の開
催について（水産庁資源管理部管理課）

27日㈭◇平成24年産米の相対取引価格（平成24年
11月）（生産局農産部農産企画課）

30日㈰◇「ASEAN＋ 3 緊急米備蓄（APTERR）」
のフィリピンにおける台風被害に対する支
援について（生産局農産部貿易業務課）

〈法令〉
12月14日㈮◇水産資源保護法施行規則の一部を改正

する省令（農林水産省令第59号）を公布
（平成25年 1 月 1 日から施行）
◇農地法施行規則の一部を改正する省令

（農林水産省令第60号）を公布（同日施行）
20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61号）を公布（家事事件
手続法の施行の日（平成25年 1 月 1 日）か

ら施行）
21日㈮◇農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助

の暫定措置に関する法律施行令の一部を改
正する政令（政令第301号）を公布（同日
施行）

25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62号）を公布（同
日施行）
◇動物用医薬品の使用の規則に関する省令
の一部を改正する省令（農林水産省令第63
号）を公布（同日施行）

28日㈮◇中小企業等協同組合法施行規則の一部を
改正する命令（内閣府・財務省・厚生労働
省・農林水産省・経済産業省・国土交通
省・環境省令第 3 号）を公布（非訟事件手
続法及び家事事件手続法の施行に伴う関係
法律の整備等に関する法律の施行の日（平
成25年 1 月 1 日）から施行）
◇中小企業団体の組織に関する法律施行規
則の一部を改正する省令（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（非訟事件手続法及び
家事事件手続法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25年 1
月 1 日）から施行）

1　月
1月8日㈫◇平成25年産さとうきび・でん粉原料用か

んしょに係る生産者交付金の単価の決定等
について（生産局農産部地域作物課）
◇第 1 回「水門・陸閘等の効果的な管理運
用検討委員会」の開催及び一般傍聴につい
て（水産庁漁港漁場整備部防災漁村課）

9日㈬◇「第 3 回 地域食文化活用マニュアル検討
会」の開催及び一般傍聴について（大臣官
房政策課食ビジョン推進室）

10日㈭◇「食料・農業・農村政策審議会 平成24年
度 第 1 回 畜産部会」の開催及び一般傍聴
について（生産局畜産部畜産企画課畜産総
合推進室）

11日㈮◇米に関するマンスリーレポート（平成25
年 1 月11日）の公表について（生産局農産
部農産企画課）
◇米国ニューヨーク州からの生きた家きん
及び家きん肉等の輸入停止措置について

（消費・安全局動物衛生課国際衛生対策室）
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◇平成25年度農林水産予算入替要求の概要
について（大臣官房予算課）
◇平成25年度組織・定員要求について（大
臣官房文書課）
◇「平成24年度 口蹄疫防疫対策強化推進会
議」の開催について（消費・安全局動物衛
生課）
◇林農林水産大臣の国内出張について（経
営局総務課災害総合対策室）
◇農林水産省へのサイバー攻撃に関する調
査委員会の設置及び第 1 回委員会の開催に
ついて（大臣官房秘書課）

15日㈫◇平成24年度農林水産関係補正予算の概要
について（大臣官房予算課）
◇さとうきび等生産振興対策（平成24年度
補正予算）について（生産局農産部地域作
物課）
◇東日本大震災について～職員食堂・売店
における福島県産米等の消費拡大につい
て～（食料産業局食品小売サービス課）
◇独立行政法人 種苗管理センター及び独
立行政法人 農業生物資源研究所の理事長
の公募について（大臣官房秘書課）

16日㈬◇「第 3 回 農作業と健康についてのエビデ
ンス把握手法等検討委員会」の開催及び一
般傍聴について（大臣官房政策課）

18日㈮◇家きん飼養農場における飼養衛生管理基
準の遵守状況調査の結果について（消費・
安全局動物衛生課）
◇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（厚生労働
省医薬食品局食品安全部監視安全課、農林
水産省消費・安全局動物衛生課国際衛生対
策室）
◇江藤農林水産副大臣及び稲津農林水産大
臣政務官の国内出張について（消費・安全
局動物衛生課）
◇「食品ロス削減シンポジウム『みんなで
取り組む食品ロス削減』」の開催及び参加
者の募集について（食料産業局バイオマス
循環資源課食品産業環境対策室）
◇「第51回 コーデックス連絡協議会」の開
催及び一般傍聴について（農林水産省消
費・安全局消費・安全政策課、厚生労働省
医薬食品局食品安全部企画情報課）
◇株式会社 東京商品取引所における農産

物・砂糖市場の開設について（食料産業局
商品取引グループ）
◇「地方農政局長・森林管理局長等会議」
の開催について（大臣官房地方課、林野庁
国有林野部管理課）

21日㈪◇「平成21～23年度 国産穀類のかび毒含有
実態調査」の結果について（消費・安全局
農産安全管理課）
◇「第 3 回 指定野菜需給見通し検討委員
会」の開催について（生産局農産部園芸作
物課）
◇「農業資材審議会 種苗分科会」の開催及
び一般傍聴について（食料産業局新事業創
出課種苗審査室）

22日㈫◇「第 5 回 新たな世界自然遺産候補地の考
え方に係る懇談会」の開催及び一般傍聴に
ついて（林野庁森林整備部研究・保全課森
林保全推進室）
◇第 1 回農林水産省へのサイバー攻撃に関
する調査委員会の概要について（大臣官
房）
◇「食料・農業・農村政策審議会 平成24年
度 第 2 回 畜産部会」の開催及び一般傍聴
について（生産局畜産部畜産企画課畜産総
合推進室）
◇資源管理・漁業経営安定対策の実施状況

（平成24年12月末現在）について（水産庁
漁政部漁業保険管理官、水産庁漁政部企画
課、水産庁増殖推進部栽培養殖課）

23日㈬◇被災地産品等の輸出回復のための外国語
ホームページの開設について（食料産業局
産業連携課海外展開・輸出促進室）

24日㈭◇第 4 回 「2015年ミラノ国際博覧会 日本
館基本計画策定委員会」の開催及び一般傍
聴について（食料産業局食品小売サービス
課外食産業室）
◇江藤農林水産副大臣の海外出張について

（大臣官房国際部国際経済課WTO等交渉
チーム）

25日㈮◇平成25年度 畜産物価格等の決定につい
て（生産局畜産部牛乳乳製品課、生産局畜
産部食肉鶏卵課）
◇商品先物取引業者に対する行政処分につ
いて（食料産業局商品取引グループ、経済
産業省商務流通保安グループ商取引監督
課）
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◇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）
◇クローン家畜の異動報告のとりまとめに
ついて（平成24年12月 1 日～平成24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）
◇白神山地世界遺産地域管理計画（案）に
対する意見公募について（林野庁森林整備
部研究・保全課森林保全推進室、林野庁国
有林野部経営企画課）
◇林農林水産大臣のJRA賞授賞式への出席
について（生産局畜産部競馬監督課）
◇林農林水産大臣の国内出張について（水
産庁漁港漁場整備部整備課、水産庁増殖推
進部栽培養殖課、農村振興局整備部防災
課、林野庁林政部林政課）

28日㈪◇江藤農林水産副大臣の海外出張概要につ
いて（大臣官房国際部国際経済課WTO等
交渉チーム）

29日㈫◇平成25年度 畜産・酪農関係事業の公表
について（生産局畜産部畜産企画課）
◇平成25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25年度税制改正の大綱における農林
水産関係税制事項について（経営局総務
課）
◇平成25年度組織・定員について（大臣官
房文書課）
◇平成24年産米の相対取引価格（平成24年
12月）（生産局農産部農産企画課）
◇「日本食文化無形文化遺産化シンポジウ
ム～伝えよう！地域の食文化～【関東ブ
ロック】」の開催及び一般傍聴について

（大臣官房政策課食ビジョン推進室）
◇宮崎県漁業協同組合連合会に対する水産
業協同組合法に基づく業務改善命令の発出
について（水産庁漁政部水産経営課）
◇「平成24年度 鳥獣被害対策優良活動表
彰」の受賞者の決定及び表彰式の開催につ
いて（生産局農産部農業環境対策課鳥獣災
害対策室）
◇「攻めの農林水産業推進本部」の設置及
び第 1 回会合の開催について（大臣官房政
策課）

◇「25年産米の作付等に関する方針」につ
いて（生産局農産部穀物課）

30日㈬◇韓国いか釣り漁船の拿捕について（水産
庁資源管理部管理課）
◇人・農地プランの進捗状況（12月末現
在）について（経営局経営政策課）
◇岩手県に係る「食料生産地域再生のため
の先端技術展開事業」先端技術提案会（農
業・農村分野）の開催及び一般傍聴につい
て（農林水産技術会議事務局研究推進課産
学連携室）
◇株式会社 ジャパンシーフーズにおける
アジ・サバ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）

31日㈭◇「奄美・琉球」の世界遺産暫定一覧表へ
の記載について（林野庁森林整備部研究・
保全課森林保全推進室）
◇農林水産省所管の研究資金に係る不正使
用、不正受給及び不正行為に対応するため
のガイドライン等の改正について（農林水
産技術会議事務局総務課、農林水産技術会
議事務局 技術政策課）
◇「農業資材審議会 飼料分科会」の開催及
び一般傍聴について（消費・安全局畜水産
安全管理課）
◇東日本大震災について～「東京電力福島
原子力発電所事故に係る連絡会議（第11
回）」の開催及び一般傍聴について（大臣
官房食料安全保障課）

〈法令〉
1月11日㈮◇プラムポックスウイルスの緊急防除に関

する省令の一部を改正する省令（農林水産
省令第 1 号）を公布（平成25年 2 月10日か
ら施行）

17日㈭◇農林水産省組織規則の一部を改正する省
令（農林水産省令第 2 号）を公布（同日施
行）

25日㈮◇商品先物取引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（平成25年 2 月12日から施行）

29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
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（暴力団員による不当な行為の防止等に関
する法律の一部を改正する法律附則第 1 条
第 1 号に掲げる規定の施行の日（平成25年
1 月30日）から施行）

30日㈬◇薬事法施行令の一部を改正する政令（政
令第19号）を公布（平成25年 7 月 1 日から
施行）

2　月
2月1日㈮◇信用事業再編強化法に基づき資本増強の

決定を行った 8 農協及び 1 漁協の信用事業
強化計画等の履行状況について（平成24事
業年度半期）（経営局金融調整課、水産庁
漁政部水産経営課）
◇平成24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）
◇全国の野生鳥獣による農作物被害状況に
ついて（平成23年度）（生産局農産部農業
環境対策課鳥獣災害対策室）
◇食品の安全性に関する「リスク管理検討
会」の開催及び一般傍聴について（消費・
安全局消費・安全政策課）
◇長島農林水産大臣政務官の「第44回 全
日本総合錦鯉品評会」表彰式への出席につ
いて（水産庁増殖推進部栽培養殖課）
◇フランスにおける「日本食文化週間」の
開催について（食料産業局食品小売サービ
ス課外食産業室）
◇林農林水産大臣の国内出張について（農
村振興局整備部農地資源課、九州農政局整
備部設計課事業調整室、九州農政局整備部
農地整備課）

4日㈪◇「米取引に関する有識者との懇談会」の
開催について（生産局農産部農産企画課）
◇「第 3 回 農林業センサス研究会」の開催
及び一般傍聴について（大臣官房統計部経
営・構造統計課センサス統計室）

5日㈫◇「食料・農業・農村政策審議会 農業農村
振興整備部会 技術小委員会（平成24年度
第 3 回）（現地調査）」の開催について（農
村振興局整備部設計課計画調整室）
◇「日・モロッコ漁業協議」の開催につい
て（水産庁資源管理部国際課）

6日㈬◇「食料・農業・農村政策審議会 食料産業
部会 懇談会」の開催及び一般傍聴につい
て（食料産業局企画課）

◇でん粉の需給見通しについて（生産局農
産部地域作物課）
◇林農林水産大臣の「NARグランプリ
2012」表彰式への出席について（生産局畜
産部競馬監督課）
◇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）

7日㈭◇米国ペンシルバニア州からの生きた家き
ん及び家きん肉等の輸入停止措置について

（消費・安全局動物衛生課国際衛生対策室）
8日㈮◇米に関するマンスリーレポート（平成25

年 2 月 8 日）の公表について（生産局農産
部農産企画課）
◇スギ雄花に含まれる放射性セシウムの濃
度の調査結果について（林野庁森林整備部
研究・保全課）
◇平成25年度「農林水産業・食品産業科学
技術研究推進事業」新規研究課題の公募及
び公募説明会の実施について（農林水産技
術会議事務局研究推進課産学連携室）
◇平成25年度 委託プロジェクト研究課題
の公募及び公募説明会の実施について（農
林水産技術会議事務局研究推進課）
◇「第 1 回 養殖業のあり方検討会」の開催
及び一般傍聴について（水産庁増殖推進部
栽培養殖課）

12日㈫◇「第 4 回 農作業と健康についてのエビデ
ンス把握手法等検討委員会」の開催及び一
般傍聴について（大臣官房政策課）
◇食料・農業植物遺伝資源条約に関する説
明会の開催について（農林水産技術会議事
務局技術政策課、食料・農業植物遺伝資源
条約に関する説明会事務局）
◇「水産政策審議会 第60回 資源管理分科
会」の開催及び一般傍聴について（水産庁
漁政部漁政課）
◇「魚の国のしあわせ」プロジェクト実証
事業の追加登録について（水産庁漁政部企
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）

13日㈬◇株式会社 セリエが製造、販売した製品
「漢方の力DE収量・食味安定」等の自主回
収について（消費・安全局農産安全管理課
農薬対策室）
◇「第25回 瀬戸内海広域漁業調整委員会」
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の開催及び一般傍聴について（水産庁資源
管理部管理課、瀬戸内海広域漁業調整委員
会事務局）
◇「日・モロッコ漁業協議」の結果につい
て（水産庁資源管理部国際課）

14日㈭◇「平成24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）

15日㈮◇遺伝子組換えカーネーション、ダイズ及
びトウモロコシの第一種使用等に関する審
査結果についての意見・情報の募集（パブ
リックコメント）について（消費・安全局
農産安全管理課）
◇「平成24年度 北海道において実施する農
業農村整備事業等補助事業に関する技術検
討会」の開催及び一般傍聴について（農村
振興局整備部土地改良企画課）
◇「第 4 回 地域食文化活用マニュアル検討
会」の開催及び一般傍聴について（大臣官
房政策課食ビジョン推進室）

18日㈪◇韓国いか釣り漁船の拿捕について（水産
庁資源管理部管理課）
◇長島農林水産大臣政務官の「第 7 回JA
グループ国産農畜産物商談会開会セレモ
ニー」への出席について（食料産業局新事
業創出課）
◇第 5 回 「2015年ミラノ国際博覧会 日本
館基本計画策定委員会」の開催及び一般傍
聴について（食料産業局食品小売サービス
課外食産業室）
◇「平成24年度 水源林造成事業評価技術検
討会」の開催及び一般傍聴について（林野
庁森林整備部整備課）
◇「平成24年度 林野庁事業評価技術検討
会」の開催及び一般傍聴について（林野庁
林政部企画課）
◇「魚の国のしあわせ」プロジェクト「お
さかな会議2013～お魚のある日常～」の開
催及び一般参加者の募集について（水産庁
漁政部企画課）

19日㈫◇林農林水産大臣の「平成24年度 全国麦
作共励会 中央表彰式」への出席について

（生産局農産部穀物課）
◇有明海の二枚貝垂下養殖技術等の実証試
験の実施検討会の結果について（水産庁増
殖推進部栽培養殖課）
◇第 2 回 農林水産省へのサイバー攻撃に

関する調査委員会の開催について（大臣官
房）
◇福島県に係る「食料生産地域再生のため
の先端技術展開事業」先端技術提案会（農
業・農村分野）の開催及び一般傍聴につい
て（農林水産技術会議事務局研究推進課産
学連携室）
◇「平成24年度 第 7 回 生物多様性影響評
価検討会 総合検討会」の開催及び一般傍
聴について（農林水産技術会議事務局技術
政策課技術安全室、環境省自然環境局野生
生物課外来生物対策室）

20日㈬◇2013年 春の農作業安全確認運動の実施
について（生産局農産部技術普及課生産資
材対策室）
◇「平成24年度 第 4 回 木材需給会議」の
開催及び一般傍聴について（林野庁林政部
木材利用課）

21日㈭◇国際獣疫事務局（OIE）による「無視で
きるBSEリスク」の国のステータスについ
て（消費・安全局動物衛生課国際衛生対策
室）
◇平成24年度「農業技術功労者表彰」受賞
者の決定について（農林水産技術会議事務
局技術政策課、社団法人 農林水産・食品
産業技術振興協会）
◇「食料・農業・農村政策審議会 農業農村
振興整備部会 技術小委員会（平成24年度 
第 4 回）」の開催及び一般傍聴について

（農村振興局整備部設計課計画調整室）
◇「第 1 回 これからの介護食品をめぐる論
点整理の会」の開催及び一般傍聴について

（食料産業局食品製造卸売課）
22日㈮◇林農林水産大臣の国内出張について（食

料産業局産業連携課）
◇クローン家畜の異動報告のとりまとめに
ついて（平成25年 1 月 1 日～平成25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）
◇国連生物多様性の10年「グリーンウェイ
ブ2013」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）
◇中国虎網漁船の拿捕について（水産庁資
源管理部管理課）
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◇加治屋農林水産副大臣の「平成24年度 
鳥獣被害対策優良活動表彰式」への出席に
ついて（生産局農産部農業環境対策課鳥獣
災害対策室）
◇「第18回 太平洋広域漁業調整委員会」の
開催及び一般傍聴について（水産庁資源管
理部管理課）

25日㈪◇平成25年度「食料生産地域再生のための
先端技術展開事業」に係る研究課題（岩手
県内）の公募及び公募説明会の実施につい
て（農林水産技術会議事務局研究推進課産
学連携室）
◇「林政審議会」及び「第 3 回 林政審議会 
施策部会」の開催並びに一般傍聴について

（林野庁林政部林政課、林野庁林政部企画
課）
◇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）

26日㈫◇林農林水産大臣及び加治屋農林水産副大
臣の「第65回全国蒲鉾品評会」視察につい
て（水産庁漁政部加工流通課）
◇平成24年度 中山間地域等直接支払交付
金及び農地・水保全管理支払交付金の実施
状況（速報値）について（農村振興局農村
政策部中山間地域振興課中山間整備推進
室、農村振興局整備部農地資源課農地・水
保全管理室）
◇平成24年度 環境保全型農業直接支援対
策の取組状況（見込み）について（生産局
農産部農業環境対策課）
◇第 2 回 農林水産省へのサイバー攻撃に
関する調査委員会の概要について（大臣官
房）
◇第 2 回「水門・陸閘等の効果的な管理運
用検討委員会」の開催及び一般傍聴につい
て（水産庁漁港漁場整備部防災漁村課）

27日㈬◇平成24年産米の相対取引価格（平成25年
1 月）（生産局農産部農産企画課）
◇「ワシントン条約（CITES）第16回 締
約国会議の開催」について（水産庁増殖推
進部漁場資源課）
◇「地方農政局長等会議」の開催について

（大臣官房地方課）
◇「機能性を持つ農林水産物・食品開発プ
ロジェクト」の実施に向けた研究課題提案

会の開催及び一般傍聴について（農林水産
技術会議事務局研究推進課産学連携室）
◇輸入麦の政府売渡価格の改定について

（生産局農産部貿易業務課）
◇第 1 回「農林水産物と健康に関する研究
開発検討会」の開催及び一般傍聴について

（農林水産技術会議事務局研究推進課産学
連携室）
◇「第21回 日本海・九州西広域漁業調整委
員会」の開催及び一般傍聴について（水産
庁資源管理部管理課、水産庁九州漁業調整
事務所）

28日㈭◇「農業技術の基本指針」の改定について
（大臣官房政策課）
◇長島農林水産大臣政務官の「第34回 食
品産業優良企業等表彰式」及び「平成24年
度 優良ふるさと食品中央コンクール表彰
式」への出席について（食料産業局食品製
造卸売課）
◇人・農地プランの進捗状況（ 1 月末現
在）について（経営局経営政策課）
◇加治屋農林水産副大臣の「第18回 全国
青年・女性漁業者交流大会」表彰式への出
席について（水産庁増殖推進部研究指導
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」及び「水産政策審
議会 企画部会 地球環境小委員会」合同会
議の開催及び一般傍聴について（大臣官房
環境政策課）
◇「六次産業化・地産地消法」に基づく事
業計画の認定について（食料産業局産業連
携課）

〈法令〉
2月4日㈪◇農地法施行規則の一部を改正する省令

（農林水産省令第 3 号）を公布（同日施行）
6日㈬◇動物用医薬品の使用の規制に関する省令

の一部を改正する省令（農林水産省令第 4
号）を公布（同日施行）

8日㈮◇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
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公布（特定商取引に関する法律の一部を改
正する法律の施行の日（平成25年 2 月21
日）から施行）

26日㈫◇国有林野の有する公益的機能の維持増進
を図るための国有林野の管理経営に関する
法律等の一部を改正する等の法律の施行に
伴う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 5 号）を公布（平成25
年 4 月 1 日から施行）

27日㈬◇農業委員会等に関する法律施行規則の一
部を改正する省令（農林水産省令第 6 号）
を公布（大都市地域における特別区の設置
に関する法律施行規則の施行の日（平成25
年 3 月 1 日）から施行）
◇海区漁業調整委員会委員の選挙等に関す
る省令の一部を改正する省令（農林水産省
令第 7 号）を公布（大都市地域における特
別区の設置に関する法律施行規則の施行の
日（平成25年 3 月 1 日）から施行）

3　月
3月1日㈮◇「第 7 回 地産地消優良活動表彰」の審査

結果及び「全国地産地消推進フォーラム
2013」の開催について（食料産業局産業連
携課）
◇「農林物資規格調査会（平成24年度 第 2
回）」の開催及び一般傍聴について（消
費・安全局表示・規格課）
◇「農業資材審議会 農業機械化分科会（第
15回）」の開催及び一般傍聴について（生
産局農産部技術普及課生産資材対策室）
◇東日本大震災について～東京電力福島第
一原子力発電所事故に伴う輸出証明書発行
業務の国への移管について～（食料産業局
輸出促進グループ）

4日㈪◇江藤農林水産副大臣の国内出張について
（食料産業局輸出促進グループ）
◇組換えDNA技術応用飼料の安全性確認
申請案件についての御意見・情報の募集

（パブリックコメント）について（消費・
安全局畜水産安全管理課）
◇「水稲の作柄に関する委員会（平成24年
度 第 3 回）」の開催及び一般傍聴について

（大臣官房統計部生産流通消費統計課）
◇「第 4 回 農林業センサス研究会」の開催
及び一般傍聴について（大臣官房統計部経

営・構造統計課センサス統計室）
◇「平成24年度 第 2 回 水産関係公共事業
に関する事業評価技術検討会」の開催及び
一般傍聴について（水産庁漁港漁場整備部
計画課）

5日㈫◇融雪等に伴う農作物等の被害防止技術対
策に係る留意事項について（生産局農産部
農業環境対策課、生産局農産部穀物課、生
産局農産部園芸作物課、生産局農産部地域
作物課、生産局畜産部畜産企画課、生産局
畜産部畜産振興課草地整備推進室）
◇「第52回 コーデックス連絡協議会」の開
催及び一般傍聴について（農林水産省消
費・安全局消費・安全政策課、厚生労働省
医薬食品局食品安全部企画情報課）
◇「新しいクレジット制度準備委員会」の
設置及び第 1 回準備委員会の開催について

（大臣官房環境政策課）
◇「第11回 聞き書き甲子園フォーラム」の
開催について（林野庁森林整備部研究・保
全課森林保全推進室、水産庁漁港漁場整備
部計画課、聞き書き甲子園実行委員会事務
局NPO法人共存の森ネットワーク）
◇北京常設展示館事業に関して、農林水産
省が行った支出及び事務手続きについて

（大臣官房国際部国際政策課）
6日㈬◇加治屋農林水産副大臣の「第26回 農山

漁村女性の日記念の集い」への出席につい
て（経営局就農・女性課女性・高齢者活動
推進室）
◇公共建築物における木材の利用の促進に
向けた措置の実施状況について（林野庁林
政部木材利用課）

7日㈭◇フェリー・ロード協同組合に対する業務
改善命令の発出について（食料産業局企画
課、厚生労働省職業安定局派遣・有期労働
対策部需給調整事業課、厚生労働省北海道
厚生局健康福祉部健康福祉課、経済産業省
北海道経済産業局産業部中小企業課、国土
交通省北海道運輸局自動車交通部貨物課、
国土交通省北海道開発局事業振興部建設産
業課）
◇加治屋農林水産副大臣の国内出張につい
て（林野庁林政部木材利用課）

8日㈮◇「農の雇用事業」の募集を開始します
（経営局就農・女性課、全国農業会議所
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（全国新規就農相談センター））
◇米に関するマンスリーレポート（平成25
年 3 月 8 日）の公表について（生産局農産
部農産企画課）
◇「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）
◇「国際森林デー」の制定及び記念キャン
ペーン参加団体の募集について（林野庁森
林整備部研究・保全課森林保全推進室）
◇「第 2 回 農地・水保全管理支払交付金第
三者委員会」の開催及び一般傍聴について

（農村振興局整備部農地資源課農地・水保
全管理室）
◇林農林水産大臣の「第42回 日本農業賞
表彰式」への出席について（生産局農産部
技術普及課）
◇「水産政策審議会 第44回 企画部会」の
開催及び一般傍聴について（水産庁漁政部
企画課）
◇木材利用ポイント事業の概要について

（林野庁林政部木材利用課）
◇平成25年（第 7 回）「みどりの学術賞」
受賞者の決定について（林野庁森林整備部
研究・保全課森林保全推進室）
◇「農林水産省地震災害対策本部」「農林水
産省原子力災害対策本部」合同本部の開催
について（大臣官房政策課）

11日㈪◇「第 2 回 養殖業のあり方検討会」の開催
及び一般傍聴について（水産庁増殖推進部
栽培養殖課）
◇遺伝子組換えトウモロコシの第一種使用
等に関する審査結果についての意見・情報
の募集（パブリックコメント）について

（消費・安全局農産安全管理課）
12日㈫◇中国遼寧省大連市での口蹄疫の発生への

対応について （中国産稲わら等の輸入手続
の一部再開）（消費・安全局動物衛生課国
際衛生対策室）
◇「食料・農業・農村政策審議会 企画部会 

（第32回）」の開催及び一般傍聴について
（大臣官房政策課情報分析室）
◇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）
◇宮城県に係る「食料生産地域再生のため
の先端技術展開事業」先端技術提案会（漁
業・漁村分野）の開催及び一般傍聴につい

て（農林水産技術会議事務局研究推進課産
学連携室）
◇第21回 優良外食産業表彰における受賞
者の決定及び表彰式典の開催について（食
料産業局食品小売サービス課外食産業室）
◇佐々木卓治氏の国際農業研究協議グルー
プ独立科学パートナーシップ理事会理事へ
の就任について（農林水産技術会議事務局
国際研究課）
◇家畜伝染病予防法に違反し台湾から不正
に畜産物を持ち込んだ者の逮捕について

（消費・安全局動物衛生課国際衛生対策室）
◇局地激甚災害及びこれに対し適用すべき
措置の指定に関する政令について（経営局
総務課災害総合対策室）

13日㈬◇日新製糖ホールディングス株式会社、日
新製糖株式会社及び新光製糖株式会社の産
業活力の再生及び産業活動の革新に関する
特別措置法に基づく事業再構築計画の変更
認定について（生産局農産部地域作物課）

14日㈭◇「ワシントン条約（CITES）第16回締約
国会議」の結果について（水産庁増殖推進
部漁場資源課）

15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）
◇「平成25年産水稲の10a当たり平年収量」
について（大臣官房統計部生産流通消費統
計課）
◇「平成25年度 飼料需給計画」の策定につ
いて（生産局畜産部畜産振興課飼料需給対
策室）
◇配合飼料価格高騰対策について（生産局
畜産部畜産振興課飼料需給対策室）
◇「食料・農業・農村政策審議会 農業農村
振興整備部会（平成24年度 第 4 回）」の開
催及び一般傍聴について（農村振興局整備
部設計課計画調整室）
◇「平成25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）
◇石山味噌醤油 株式会社における食酢等
の不適正表示に対する措置について（消
費・安全局表示・規格課食品表示・規格監
視室）
◇第 3 回「水門・陸閘等の効果的な管理運
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用検討委員会」の開催及び一般傍聴につい
て（水産庁漁港漁場整備部防災漁村課）
◇「葉っぱのフレディ」の『みどりの大使』
任命及び感謝状の贈呈について（林野庁林
政部林政課）
◇第64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）
◇林農林水産大臣の国内出張について（食
料産業局産業連携課）

18日㈪◇「平成24年度 第 8 回 生物多様性影響評
価検討会 総合検討会」の開催及び一般傍
聴について（農林水産技術会議事務局技術
政策課技術安全室、環境省自然環境局野生
生物課外来生物対策室）
◇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）
◇第 2 回「農林水産物と健康に関する研究
開発検討会」の開催及び一般傍聴について

（農林水産技術会議事務局研究推進課産学
連携室）
◇稲津農林水産大臣政務官の平成24年度

「食アメニティコンテスト」及び「美の里
づくりコンクール」表彰式への出席につい
て（農村振興局農村政策部都市農村交流
課）

19日㈫◇25年産米に関する作付制限等の指示につ
いて（生産局農産部穀物課）
◇「食料・農業・農村政策審議会 食料産業
部会」の開催及び一般傍聴について（食料
産業局企画課）
◇「農協検査（ 3 者要請検査）結果事例集」
の公表について（大臣官房検査部調整課）
◇「J-クレジット制度」の規程類について
の意見・情報の募集（パブリックコメン
ト）について（大臣官房環境政策課）
◇「第 2 回 これからの介護食品をめぐる論
点整理の会」の開催及び一般傍聴について

（食料産業局食品製造卸売課）
21日㈭◇「食料・農業・農村政策審議会 食糧部

会」の開催及び一般傍聴について（生産局
農産部農産企画課）
◇第 6 回 「2015年ミラノ国際博覧会 日本
館基本計画策定委員会」の開催及び一般傍
聴について（食料産業局食品小売サービス
課外食産業室）
◇米先物取引の試験上場に関するシーズン

レポートについて（平成25年 3 月）の公表
について（食料産業局商品取引グループ）

22日㈮◇平成24年度 第 2 回 対馬暖流系マアジ・
さば類・いわし類長期漁海況予報（水産庁
増殖推進部漁場資源課、独立行政法人水産
総合研究センター西海区水産研究所業務推
進部）
◇平成24年度 太平洋いわし類長期漁海況
予報（水産庁増殖推進部漁場資源課、独立
行政法人水産総合研究センター中央水産研
究所業務推進部）
◇バイオマス産業都市の募集について（食
料産業局バイオマス循環資源課バイオマス
事業推進室）
◇「食料・農業・農村政策審議会 食料産業
部会 食品リサイクル小委員会 及び 中央環
境審議会 循環型社会部会 食品リサイクル
専門委員会」の合同開催及び一般傍聴につ
いて（食料産業局バイオマス循環資源課食
品産業環境対策室）
◇「平成25年度 第 1 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）

25日㈪◇砂糖及び異性化糖の需給見通しについて
（生産局農産部地域作物課）
◇第 2 回 攻めの農林水産業推進本部及び
地方農政局長等会議の合同開催について

（大臣官房政策課）
26日㈫◇第 3 回 農林水産省へのサイバー攻撃に

関する調査委員会の開催について（大臣官
房）
◇「未承認遺伝子組換えパパイヤの生育実
態調査」の結果について（消費・安全局農
産安全管理課、環境省自然環境局野生生物
課外来生物対策室）
◇第 2 回「新しいクレジット制度準備委員
会」の開催及び一般傍聴の募集について

（大臣官房環境政策課）
27日㈬◇2012年木材輸入実績（林野庁林政部木材

利用課木材貿易対策室）
◇人・農地プランの進捗状況（ 2 月末現
在）について（経営局経営政策課）
◇平成23年度 農薬の使用に伴う事故及び
被害の発生状況について（消費・安全局農
産安全管理課農薬対策室）

28日㈭◇平成25年度「麦の需給に関する見通し」
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の公表について（生産局農産部貿易業務
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（大臣官房環境政
策課）
◇「第10回 国連森林フォーラム（UNFF10）」
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）

29日㈮◇木材利用ポイント事業の詳細について
（林野庁林政部木材利用課）
◇平成24年産米の相対取引価格（平成25年
2 月）（生産局農産部農産企画課）
◇獣医師法第 8 条第 2 項の規定に基づく

「獣医師の業務停止処分」について（）
◇クローン家畜の異動報告のとりまとめに
ついて（平成25年 2 月 1 日～平成25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）
◇有機JAS制度に基づく有機食品の輸出入
方法等の変更について（消費・安全局表
示・規格課）
◇森林内の放射性物質の分布状況調査結果
について（林野庁森林整備部研究・保全
課）
◇平成24年における国内のクロマグロ養殖
実績について（速報値）（水産庁増殖推進
部栽培養殖課、水産庁資源管理部漁業調整
課沿岸・遊漁室）

〈法令〉
3月1日㈮◇独立行政法人北方領土問題対策協会の業

務運営並びに財務及び会計に関する命令の
一部を改正する命令（内閣府・農林水産省
令第 1 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 8 号）を公布（平成25
年 3 月 7 日から施行）
◇家畜伝染病予防法施行規則の一部を改正
する省令（農林水産省令第 9 号）を公布

（同日施行）
7日㈭◇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25年
4 月 1 日から施行）

8日㈮◇日本中央競馬会の平成二十五事業年度に

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52号）を
公布（同日施行）

11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11号）を公布

（犯罪による収益の移転防止に関する法律
の一部を改正する法律の施行の日（平成25
年 4 月 1 日）から施行）

13日㈬◇国有林野の有する公益的機能の維持増進
を図るための国有林野の管理経営に関する
法律等の一部を改正する等の法律の施行に
伴う関係政令の整備等に関する政令（政令
第55号）を公布（平成25年 4 月 1 日から施
行）

14日㈭◇砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律
施行規則の一部を改正する省令（農林水産
省令第12号）を公布（平成25年 4 月 1 日か
ら施行）

15日㈮◇平成十二年から平成二十三年までの間の
火山現象による東京都三宅村の区域にかか
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59号）を公
布（同日施行）
◇平成二十四年等における特定地域に係る
激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の
指定に関する政令（政令第61号）を公布

（同日施行）
◇東日本大震災に対処するための特別の財
政援助及び助成に関する法律の農林水産省
関係規定の施行等に関する政令及び東日本
大震災に対処するための農林水産省関係政
令の特例に関する政令の一部を改正する政
令（政令第62号）を公布（同日施行）
◇農業近代化資金融通法施行令及び農業信
用保証保険法施行令の一部を改正する政令

（政令第66号）を公布（同日施行）
◇株式会社東日本大震災事業者再生支援機
構法施行規則の一部を改正する命令（内閣
府・復興庁・総務省・財務省・農林水産
省・経済産業省令第 1 号）を公布（株式会
社企業再生支援機構法の一部を改正する法
律の施行の日（平成25年 3 月18日）から施
行）
◇農業協同組合及び農業協同組合連合会の
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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 2 号）を公
布（株式会社企業再生支援機構法の一部を
改正する法律の施行の日（平成25年 3 月18
日）から施行）
◇農業協同組合法施行規則及び水産業協同
組合法施行規則の一部を改正する省令（農
林水産省令第13号）を公布（株式会社企業
再生支援機構法の一部を改正する法律の施
行の日（平成25年 3 月18日）から施行）
◇農業経営基盤強化促進法施行規則の一部
を改正する省令（農林水産省令第14号）を
公布（同日施行）

19日㈫◇地方競馬全国協会の財務及び会計に関す
る省令の一部を改正する省令（農林水産省
令第15号）を公布（平成25年 4 月 1 日から
施行）

25日㈪◇肉用子牛生産安定等特別措置法施行規則
の一部を改正する省令（農林水産省令第16
号）を公布（平成25年 4 月 1 日から施行）
◇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17号）を公布（平成25年 4 月 1 日から
施行）
◇厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員
共済組合制度の統合を図るための農林漁業
団体職員共済組合法等を廃止する等の法律
の施行に伴う存続組合が支給する特例年金
給付等に関する政令の一部を改正する政令

（政令第75号）を公布（平成25年 4 月 1 日
から施行）
◇保険業法等の一部を改正する法律の施行
期日を定める政令（政令第76号）を公布

（同日施行）
◇認可特定保険業者等に関する命令の一部
を改正する命令（内閣府・総務省・法務
省・文部科学省・厚生労働省・農林水産
省・経済産業省・国土交通省・環境省令第
1 号）を公布（保険業法等の一部を改正す
る法律（平成24年法律第23号）の施行の日

（平成25年 3 月26日）から施行）
26日㈫◇行政機関の保有する情報の公開に関する

法律施行令第十三条第三項第一号に掲げる
行政機関等が保有する行政文書に係る開示
請求等の手続に関する省令及び行政機関の
保有する個人情報の保護に関する法律施行

令第十八条第三項第一号に掲げる行政機関
等が保有する保有個人情報に係る開示請求
の手続に関する省令を廃止する省令（厚生
労働省・農林水産省・経済産業省令第 1
号）を公布（平成25年 4 月 1 日から施行）

27日㈬◇農林水産省組織令一部を改正する政令
（政令第84号）を公布（平成25年 4 月 1 日
から施行）
◇農業協同組合及び農業協同組合連合会の
信用事業に関する命令等の一部を改正する
命令（内閣府・農林水産省令第 3 号）を公
布（平成25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18号）を公布（平
成25年 4 月 1 日から施行）

28日㈭◇商品先物取引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（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 4 号）を
公布（平成25年 3 月31日から施行）

29日㈮◇離島振興法施行令の一部を改正する政令
（政令第97号）を公布（平成25年 4 月 1 日
から施行）
◇関係行政機関が所管する法令に係る行政
手続等における情報通信の技術の利用に関
する法律施行規則の一部を改正する命令

（内閣府令・総務省令・法務省令・外務省
令・財務省令・文部科学省令・厚生労働省
令・農林水産省令・経済産業省令・国土交
通省令・環境省令・原子力規制委員会規
則・防衛省令第 1 号）を公布（平成25年 4
月 1 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 5
号）を公布（平成25年 3 月31日から施行）
◇臨時石炭鉱害復旧法施行規則を廃止する
省令の一部を改正する省令（総務省・文部
科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産
業省・国土交通省令第 1 号）を公布（平成
25年 4 月 1 日から施行）
◇農林物資の規格化及び品質表示の適正化
に関する法律施行規則の一部を改正する省
令（農林水産省令第19号）を公布（平成25
年 4 月 1 日から施行）



―357―農　政　日　誌

◇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20号）を公布（平成25
年 4 月 1 日から施行）
◇指定漁業の許可及び取締り等に関する省
令の一部を改正する省令（農林水産省令第
21号）を公布（平成25年 3 月31日から施
行）
◇農業協同組合法施行規則及び水産業協同
組合法施行規則の一部を改正する省令（農
林水産省令第22号）を公布（平成25年 3 月
31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23号）を公布（平
成25年 3 月31日から施行）
◇農業協同組合法施行規則及び水産業協同
組合法施行規則の一部を改正する省令（農
林水産省令第24号）を公布（平成25年 4 月
1 日から施行）
◇農地および農業用施設に関する復旧工事
後の措置に関する省令を廃止する省令及び
復旧の目的としないこととした農地及び農
業用施設について支払うべき金額の算定基
準を定める省令を廃止する省令の一部を改
正する省令（農林水産省・経済産業省令第
3 号）を公布（平成25年 4 月 1 日から施
行）
◇容器包装に係る分別収集及び再商品化の
促進等に関する法律施行規則の一部を改正
する省令（財務省・厚生労働省・農林水産
省・経済産業省・環境省令第 2 号）を公布

（平成25年 4 月 1 日から施行）
30日㈯◇水産加工業施設改良資金融通臨時措置法

の一部を改正する法律（法律第 7 号）を公
布（同日施行）
◇東日本大震災に対処するための農林水産
省関係政令の特例に関する政令の一部を改
正する政令（政令第108号）を公布（同日
施行）
◇水産加工業施設改良資金融通臨時措置法
施行令の一部を改正する政令（政令第118
号）を公布（平成25年 4 月 1 日から施行）


