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農　政　日　誌

４　月
４月１日㈫◇「海岸保全施設維持管理マニュアル～堤

防・護岸・胸壁の点検・評価及び長寿命化
計画の立案～」の取りまとめについて（農
村振興局整備部防災課）
◇平成25年度農林水産省農作物農林認定品
種について（農林水産技術会議事務局研究
推進課）
◇野菜の生育状況及び価格見通し（平成26
年４月）について（生産局農産部園芸作物
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指導課）
◇新たな養鰻場造成等に対する支援の取扱
いについて（水産庁漁政部水産経営課、漁
政部企画課）

　　２日㈬◇第３回「工学との連携による農林水産物
由来の物質を用いた高機能性素材等の開
発」研究戦略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）
◇「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）

　　４日㈮◇「農業界と経済界の連携による先端モデ
ル農業確立実証事業」連携プロジェクト実
施主体の公募結果について（経営局経営政
策課）
◇横山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）
◇岩手県信用漁業協同組合連合会に対する
行政処分について（水産庁漁政部水産経営
課）
◇米に関するマンスリーレポート（平成26
年４月４日）の公表について（生産局農産
部農産企画課）
◇新たな酪農及び肉用牛生産の近代化を図
るための基本方針及び家畜改良増殖目標の
検討における国民の皆様からの御意見・御
要望の募集について（生産局畜産部畜産企

画課畜産総合推進室）
　　７日㈪◇「戦略的知的財産活用マニュアル」の策

定について（食料産業局新事業創出課）
◇バイオマス産業都市の認定証授与式の開
催について（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）
◇「水産庁・沖縄総合事務局外国漁船合同
対策本部」の開所式の開催について（水産
庁資源管理部管理課）
◇米国デラウェア州からの生きた家きん、
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）
◇「平成26年度全国家畜衛生主任者会議」
の開催及び一般傍聴について（消費・安全
局動物衛生課）
◇農事組合法人に対する行政処分について
（経営局協同組織課経営・組織対策室）
◇農事組合法人に対する行政処分について
（経営局協同組織課経営・組織対策室）
◇日豪EPA（経済連携協定）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）

　　８日㈫◇「第２回資源管理のあり方検討会」の開
催及び一般傍聴について（水産庁資源管理
部管理課）
◇平成24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）
◇江藤農林水産副大臣の「治山事業100周
年記念 治山功績者表彰式」への出席につ
いて（林野庁林整備部治山課）
◇平成25年度南極海鯨類捕獲調査の調査航
海の終了について（水産庁資源管理部国際
課）

　　10日㈭◇第24回森と花の祭典－「みどりの感謝
祭」の開催について（林野庁森林整備部森
林利用課山村振興・緑化推進室）
◇平成26年度（第15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、公益社団法人 農林水産・
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農　政　日　誌

食品産業技術振興協会）
◇平成26年度（第10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）

　　11日㈮◇「第１回食品への意図的な毒物等の混
入の未然防止等に関する検討会」の開催に
ついて（消費・安全局消費・安全政策課）
◇米国メリーランド州からの生きた家き
ん、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）
◇第３回「理学・工学との連携による革新
的ウイルス対策技術の開発」研究戦略検討
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）
◇小里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）

　　13日㈰◇「食料・農業・農村政策審議会 家畜衛
生部会 第45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）
◇熊本県における高病原性鳥インフルエン
ザの疑似患畜の確認及び「農林水産省鳥イ
ンフルエンザ防疫対策本部」の設置につい
て（消費・安全局動物衛生課）
◇小里農林水産大臣政務官の国内出張につ
いて（消費・安全局総務課）

　　14日㈪◇「26年漁期漁獲可能量（TAC）設定に
関する意見交換会（さんま、まさば及びご
まさば並びにずわいがに）」の開催につい
て（水産庁資源管理部管理課）

　　15日㈫◇遺伝子組換え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）
◇熊本県で確認された高病原性鳥インフル
エンザの疑似患畜の遺伝子解析の結果につ
いて（消費・安全局動物衛生課）

　　16日㈬◇「食料・農業・農村政策審議会企画部会」
の開催及び一般傍聴について（大臣官房政
策課）
◇世界農業遺産（GIAHS）専門家会議の
設置及び第１回専門家会議の開催について
（農村振興局農村政策部農村環境課農村環
境対策室）
◇2014年（第８回）「若手外国人農林水産
研究者表彰」の候補者の募集開始について
（農林水産技術会議事務局国際研究課、独

立行政法人国際農林水産業研究センター）
◇「食品容器包装のリサイクルに関する懇
談会」（第４回）の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）
◇資源管理・漁業経営安定対策の実施状況
（平成26年３月末現在）について（水産庁
漁政部漁業保険管理官、漁政部企画課、増
殖推進部栽培養殖課）
◇水産加工業者における東日本大震災から
の復興状況アンケート結果について（水産
庁漁政部加工流通課、全国水産加工業協同
組合連合会）

　　17日㈭◇日豪EPA（経済連携協定）交渉大筋合
意の詳細について（畜産物関係）（生産局
畜産部食肉鶏卵課食肉需給対策室、生産局
畜産部食肉鶏卵課、生産局畜産部食肉鶏卵
課、生産局畜産部牛乳乳製品課、生産局畜
産部競馬監督課）
◇「平成26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）
◇第４回「情報工学との連携による農林水
産分野の情報インフラの構築」研究戦略検
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）
◇「食料・農業・農村政策審議会平成26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）
◇高病原性鳥インフルエンザウイルスの
NA亜型の確定について（消費・安全局動
物衛生課）

　　18日㈮◇吉川農林水産副大臣の国内出張につい
て（生産局畜産部競馬監督課）
◇第８回「みどりの式典」の開催と「平成
26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、林野庁森林利用課山村振興・緑化推進
室）
◇日豪EPA（経済連携協定）大筋合意の
内容について（水産物関係）（水産庁漁政
部加工流通課）
◇日豪EPA（経済連携協定）交渉大筋合
意の詳細について（農産物関係）（生産局
総務課国際室）
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農　政　日　誌

◇第４回「医学・栄養学との連携による日
本食の評価」研究戦略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）
◇今後の鯨類捕獲調査の実施方針について
の農林水産大臣談話について（水産庁資源
管理部国際課）

　　21日㈪◇「第16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）
◇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）

　　22日㈫◇日豪EPA（経済連携協定）交渉大筋合
意の内容について（林産物関係）（林野庁
林政部木材利用課木材貿易対策室）
◇日豪EPA（経済連携協定）交渉大筋合
意の内容について（加工食品関係）（食料
産業局食品製造卸売課）
◇米国カリフォルニア州からの生きた家き
ん、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）
◇生物多様性及び生態系サービスの政府間
科学政策プラットフォーム（IPBES）の第
２次専門家公募について（大臣官房環境政
策課）
◇「第５回バイオ燃料生産拠点確立事業検
証委員会」の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バイオマス
事業推進室）
◇「農林水産省気候変動適応計画推進本部」
の設置及び第１回会合の開催について（大
臣官房環境政策課）
◇「熊本県における発生に係る高病原性鳥
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）

　　23日㈬◇「全国農林漁業体験スポット一覧」の
公表等について（消費・安全局消費者情報
官）（消費・安全局消費者情報官）

　　24日㈭◇「グローバル・フード・バリューチェー
ン戦略検討会」の開催について（大臣官房
国際部国際協力課）
◇農業女子プロジェクト母の日イベント
「ありがとう！を苺にこめて」の開催につ
いて（経営局就農・女性課）
◇「平成24事業年度総合農協一斉調査結果」

について（経営局協同組織課経営・組織対
策室）

　　25日㈮◇「2014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）
◇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）
◇「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57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）
◇「有機農業の推進に関する基本的な方針」
の公表について（生産局農産部農業環境対
策課）
◇平成26年度「次世代施設園芸導入加速化
支援事業」の実施地区の決定について（生
産局農産部園芸作物課花き産業・施設園芸
振興室）
◇林農林水産大臣の海外出張について（大
臣官房国際部国際政策課、大臣官房国際部
国際経済課貿易関税チーム、食料産業局食
品小売サービス課外食産業室）
◇「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
2014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）

　　28日㈪◇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協力課）
◇「第16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）

　　30日㈬◇世界農業遺産（GIAHS）認定申請に係
る農林水産省承認の受付開始について（農
村振興局農村政策部農村環境課農村環境対
策室）
◇平成26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26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）
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農　政　日　誌

◇平成25年産米の相対取引価格・数量、契
約・販売状況、民間在庫の推移等について
（平成26年３月）（生産局農産部農産企画課）

〈法令〉
４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159号）を公布（同日施行）
◇独立行政法人農業者年金基金法附則第六
条第三項の規定によりなおその効力を有す
るものとされた農業者年金基金法の一部を
改正する法律附則第十一条第二項の規定に
よりなおその効力を有するものとされた農
業者年金基金法施行規則等を廃止する省令
第一号の規定による廃止前の農業者年金基
金法施行規則の一部を改正する省令（厚生
労働省・農林水産省令第２号）を公布（農
業の構造改革を推進するための農業経営基
盤強化促進法等の一部を改正する等の法律
の施行の日（平成26年４月１日）から施行）
◇独立行政法人農業者年金基金法施行規則
等の一部を改正する省令（農林水産省令第
29号）を公布（平成26年４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30号）
を公布（同日施行）

　　７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31号）を公布（同
日施行）

　　16日㈬◇森林国営保険法等の一部を改正する法
律（法律第21号）を交付（平成27年４月１
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32号）を公布（同日施行）

　　23日㈬◇農林漁業の健全な発展と調和のとれた
再生可能エネルギー電気の発電の促進に関
する法律の施行期日を定める政令（政令第
167号）を公布

　　25日㈮◇中心市街地の活性化に関する法律の一
部を改正する法律（法律第30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）
◇権利移転等の促進計画に係る土地につい
ての不動産登記に関する政令の一部を改正
する政令（政令第168号）を公布（農林漁

業の健全な発展と調和のとれた再生可能エ
ネルギー電気の発電の促進に関する法律の
施行の日（平成26年５月１日）から施行）

　　30日㈬◇農林漁業の健全な発展と調和のとれた
再生可能エネルギー電気の発電の促進に関
する法律施行規則（農林水産省令第33号）
を公布（法の施行の日（平成26年５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34号）を公布（農林漁業の
健全な発展と調和のとれた再生可能エネル
ギー電気の発電の促進に関する法律（平成
25年法律第81号）の施行の日（平成26年５
月１日）から施行）
◇農林漁業の健全な発展と調和のとれた再
生可能エネルギー電気の発電の促進に関す
る法律に基づく設備整備計画の認定等に関
する省令（農林水産省、環境省令第１号）
を公布（法の施行の日（平成26年５月１日）
から施行）

５　月
５月１日㈭◇海岸防災林の植栽樹種・方法に関する実

証試験の実施及び植樹式の開催について
（林野庁森林整備部治山課）
◇「ウナギの国際的資源保護・管理に係る
第６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、増殖推進部栽培
養殖課）
◇野菜の生育状況及び価格見通し（平成26
年５月）について（生産局農産部園芸作物
課）
◇熊本県で発生した高病原性鳥インフルエ
ンザに係る搬出制限区域の解除について
（消費・安全局動物衛生課）

　　２日㈮◇「平成26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）

　　７日㈬◇「農林物資規格調査会（平成26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）
◇「第２回介護食品のあり方に関する検討
会議認知度向上に関するワーキングチー
ム」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）
◇農事組合法人の解散命令について（経営
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局協同組織課経営・組織対策室）
◇熊本県で発生した高病原性鳥インフルエ
ンザに係る移動制限区域の解除について
（消費・安全局動物衛生課）
◇小里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）

　　８日㈭◇平成25年度食料品アクセス問題に関する
市町村アンケート調査の結果について（食
料産業局食品小売サービス課）
◇江藤農林水産副大臣の海外出張の概要に
ついて（大臣官房国際部国際協力課）

　　９日㈮◇林農林水産大臣の海外出張の概要につい
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、食料産
業局食品小売サービス課外食産業室）
◇「ウナギの国際的資源保護・管理に係る
第６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、増殖推進部栽培
養殖課）
◇肉豚出荷に対する国内の豚流行性下痢
（PED）発生の影響について（生産局畜産
部食肉鶏卵課）
◇「バイオ燃料生産拠点確立事業検証委員
会報告書」の公表について（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）
◇「第１回食料産業における国際標準戦略
検討会」の開催について（食料産業局企画
課食品企業行動室）
◇第13回「聞き書き甲子園」の開催につい
て（林野庁森林整備部森林利用課山村振興・
緑化推進室、水産庁漁港漁場整備部計画課、
認定NPO法人 共存の森ネットワーク）
◇「北太平洋遡河性魚類委員会（NPAFC） 
第22回 年次会議」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26
年５月９日）の公表について（生産局農産
部農産企画課）
◇経営所得安定対策の平成25年産米の米価
変動補填交付金について（経営局経営政策
課経営安定対策室）

　　12日㈪◇「第３回資源管理のあり方検討会」の
開催及び一般傍聴について（水産庁資源管
理部管理課）
◇人・農地プランの進捗状況（３月末現在）

について（経営局経営政策課）
◇「ディスカバー農山漁村（むら）の宝」
第２回 有識者懇談会の開催について（農
村振興局農村政策部都市農村交流課）

　　13日㈫◇「平成26年度環境保全型農業推進コン
クール」表彰候補の募集について（生産局
農産部農業環境対策課）
◇「ディスカバー農山漁村（むら）の宝」
の選定結果について（農村振興局農村政策
部都市農村交流課）
◇「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
2014年における漁獲に関する日ロ政府間協
議」の追加協議について（水産庁資源管理
部国際課）

　　14日㈬◇「第２回グローバル・フード・バリュー
チェーン戦略検討会」の開催について（大
臣官房国際部国際協力課）
◇「平成26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）
◇「第７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）

　　15日㈭◇「平成26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）
◇「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）
◇平成26年度 農林水産業・食品産業科学
技術研究推進事業「緊急対応研究課題」の
公募について（農林水産省農林水産技術会
議事務局研究推進課産学連携室産学連携振
興班、農林水産省農林水産技術会議事務局
研究統括官（食料戦略・除染）室、農林水
産省農林水産技術会議事務局研究開発官
（環境）室）

　　16日㈮◇「2014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）
◇中国さんご船の拿捕について（水産庁資
源管理部管理課）
◇「第２回食品への意図的な毒物等の混入
の未然防止等に関する検討会」の開催につ
いて（消費・安全局消費・安全政策課）
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◇「太平洋クロマグロ産卵場調査」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）
◇「南アルプス」及び「只見」のユネスコ
エコパークへの登録勧告について（林野庁
森林整備部森林利用課）

　　19日㈪◇「農業女子プロジェクト」ワークショッ
プの開催について（経営局就農・女性課）
◇米国ニュージャージー州からの生きた家
きん、家きん肉等の輸入停止措置の解除に
ついて（消費・安全局動物衛生課国際衛生
対策室）
◇「北太平洋溯河性魚類委員会（NPAFC） 
第22回年次会議」の結果について（水産庁
資源管理部国際課）
◇「第３回介護食品のあり方に関する検討
会議」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）

　　20日㈫◇「水産政策審議会第65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）
◇「食料・農業・農村政策審議会平成26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）

　　21日㈬◇「第３回グローバル・フード・バリュー
チェーン戦略検討会」の開催について（大
臣官房国際部国際協力課）
◇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）

　　23日㈮◇「平成25年度水産白書」の公表につい
て（水産庁漁政部企画課）
◇「食料・農業・農村政策審議会 企画部会」
の開催及び一般傍聴について（大臣官房政
策課）
◇横山農林水産大臣政務官の国内出張につ
いて（消費・安全局植物防疫課）
◇「第１回食育推進施策に関する有識者会
議」の開催及び一般傍聴について（消費・
安全局消費者情報官）
◇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）
◇職員食堂・売店における被災地応援フェ
アの実施（大臣官房厚生課）
◇「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）
◇「インド洋まぐろ類委員会（IOTC）第
18回年次会合」の開催について（水産庁資
源管理部国際課）

　　26日㈪◇「平成26年度水資源機構営事業再評価
技術検討会（第１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）
◇横山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）

　　27日㈫◇「平成25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）
◇「キウイフルーツかいよう病の新系統
（Psa3系統）防除対策会議」の開催につい
て（消費・安全局植物防疫課）
◇平成26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、増殖推進
部漁場資源課）

　　28日㈬◇「第４回グロ－バル・フード・バリュー
チェーン戦略検討会」の開催について（大
臣官房国際部国際協力課）
◇中国さんご船の拿捕について（水産庁資
源管理部管理課）

　　29日㈭◇「加工・業務用野菜流通セミナー」の
開催及び一般傍聴について（生産局農産部
園芸作物課園芸流通加工対策室）

　　30日㈮◇「森林整備保全事業計画」の策定につ
いて（林野庁森林整備部整備課造林間伐対
策室）
◇「平成25年度森林・林業白書」の公表に
ついて（林野庁林政部企画課）
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◇林農林水産大臣の国内出張について（林
野庁森林整備部森林利用課山村振興・緑化
推進室、食料産業局産業連携課）
◇「六次産業化・地産地消法」に基づく事
業計画の認定結果について（平成26年５月
末現在）（食料産業局産業連携課）
◇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）
◇豪州の一部地域からのかんきつ類の日本
向け輸出停止の解除について（消費・安全
局植物防疫課）
◇第２回「食と農林漁業の食育優良活動表
彰」における食育活動の募集について（消
費・安全局消費者情報官、株式会社三菱総
合研究所）
◇江藤農林水産副大臣の「東京優駿（第81
回日本ダービー）」の表彰式への出席につ
いて（生産局畜産部競馬監督課）
◇江藤農林水産副大臣の国内出張について
（生産局穀物課、林野庁木材利用課）
◇江藤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25年産米の相対取引価格・数量、契
約・販売状況、民間在庫の推移等について
（平成26年４月）（生産局農産部農産企画課）
◇「水産物の放射性物質検査に係る報告書」
の公表について（水産庁漁政部加工流通課）

〈法令〉
５月19日㈪◇容器包装に係る分別収集及び再商品化

の促進等に関する法律施行規則の一部を改
正する省令（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（自動車の運転により人を死傷させる行
為等の処罰に関する法律の施行の日（平成
26年５月20日）から施行）

　　30日㈮◇地方自治法の一部を改正する法律（法
律第42号）を公布（公布の日から起算して
ニ年を超えない範囲内において政令で定め
る日から施行）
◇金融商品取引法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
して一年を超えない範囲内において政令で
定める日から施行）
◇保険業法等の一部を改正する法律（法律

第45号）を公布（公布の日から起算して二
年を超えない範囲内において政令で定める
日から施行）
◇鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法
律の一部を改正する法律（法律第46号）を
公布（公布の日から起算して一年を超えな
い範囲内において政令で定める日から施
行）
◇健康・医療戦略推進法（法律第48号）を
公布（同日施行）
◇特定外来生物による生態系等に係る被害
の防止に関する法律の一部を改正する法律
の施行期日を定める政令（政令第200号）
を公布
◇特定外来生物による生態系等に係る被害
の防止に関する法律施行令の一部を改正す
る政令（政令第201号）を公布（特定外来
生物による生態系等に係る被害の防止に関
する法律の一部を改正する法律の施行の日
（平成26年６月11日）から施行）

６　月
６月２日㈪◇「農の雇用事業」の募集を開始します（平

成26年９月研修開始分）（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））
◇「第４回資源管理のあり方検討会」の開
催及び一般傍聴について（水産庁資源管理
部管理課）
◇かんがい施設遺産の国内申請受付開始に
ついて（農村振興局整備部設計課海外土地
改良技術室）
◇野菜の生育状況及び価格見通し（平成26
年６月）について（生産局農産部園芸作物
課）
◇「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26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）
◇「行政事業レビュー（公開プロセス）」
の開催について（大臣官房評価改善課）

　　３日㈫◇「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」の第10回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
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源課食品産業環境対策室）
　　４日㈬◇平成26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）
◇第１回「保護林制度等に関する有識者会
議」の開催及び一般傍聴について（林野庁
国有林野部経営企画課国有林野生態系保全
室）

　　５日㈭◇「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）

　　６日㈮◇「インド洋まぐろ類委員会（IOTC）第
18回 年次会合」の結果について（水産庁
資源管理部国際課）
◇今後の豚流行性下痢（PED）対策につ
いて（消費・安全局動物衛生課）
◇「第３回食品への意図的な毒物等の混入
の未然防止等に関する検討会」の開催につ
いて（消費・安全局消費・安全政策課）
◇「学校の森・子どもサミット」の参加者
募集について（林野庁森林整備部森林利用
課山村振興・緑化推進室、国有林野部経営
企画課国有林野総合利用推進室、特定非営
利活動法人 共存の森ネットワーク）
◇米に関するマンスリーレポート（平成26
年６月６日）の公表について（生産局農産
部農産企画課）
◇「グロ－バル・フードバリューチェーン
戦略」の策定について（大臣官房国際部国
際政策課、大臣官房国際部国際協力課）
◇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）
◇「第31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）
◇「第１回日仏農政ワーキンググループ」
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、在フランス大使館）

　　９日㈪◇「平成26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）
◇「農地中間管理機構ホットライン」の開
設について（経営局農地政策課）
◇平成26年度農林水産業・食品産業科学技
術研究推進事業「緊急対応研究課題」の第
２回公募について（農林水産省農林水産技
術会議事務局研究推進課産学連携室産学連

携振興班、農林水産省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）
◇「ディスカバー農山漁村（むら）の宝」
選定証授与式及び交流会の開催について
（農村振興局農村政策部都市農村交流課）

　　10日㈫◇「平成26年度第１回自然再生専門家会
議」の開催について（農林水産省大臣官房
環境政策課、環境省自然環境局自然環境計
画課）
◇「第３回介護食品のあり方に関する検討
会議 認知度向上に関するワーキングチー
ム」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）
◇「平成26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）
◇今後の気象状況の推移に伴う農作物被害
の防止に向けた注意喚起について（エル
ニーニョ関係）（生産局農産部農業環境対
策課鳥獣災害対策室）

　　11日㈬◇平成25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）
◇「JAPAN OMOTENASHI PAVILION」
の開催について（食料産業局食品小売サー
ビス課、ジャパンプレゼンテーション2014
実行委員会運営事務局、ジャパンプレゼン
テーション2014実行委員会広報事務局）
◇「平成26年度花き振興セミナー」の開催
及び一般傍聴について（生産局農産部園芸
作物課花き産業・施設園芸振興室）

　　12日㈭◇「南アルプス」及び「只見」のユネス
コエコパークへの登録決定について（林野
庁森林整備部森林利用課、国有林野部経営
企画課国有林野生態系保全室）
◇「第２回食料産業における国際標準戦略
検討会」の開催について（食料産業局企画
課食品企業行動室）
◇遺伝子組換えダイズ、ワタ及びトウモロ
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）
◇「第58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
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食品局食品安全部企画情報課）
◇「志賀高原」のユネスコエコパークへの
拡張登録決定について（林野庁森林整備部
森林利用課、国有林野部経営企画課国有林
野生態系保全室）

　　13日㈮◇「2014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）
◇「第１回豚流行性下痢（PED）疫学調
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）
◇「第16回日韓漁業共同委員会 第２回小
委員会」及び「第16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）
◇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26年度「新・農業人フェア」の開催
について（経営局就農・女性課）

　　16日㈪◇「農林水産業・食品産業科学技術研究
推進事業平成26年度研究成果発表会」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）
◇平成26年度農林水産業・食品産業科学技
術研究推進事業の「緊急対応究課題」の決
定について（農林水産技術会議事務局研究
推進課産学連携室班、研究統括官（食料戦
略・除染）室、研究開発官（環境）室）
◇「第２回地場もん国民大賞」における候
補商品の募集について（食料産業局食品小
売サービス課外食産業室、ジャパンフード
フェスタ2014事務局「第２回地場もん国民
大賞」担当）
◇第３回「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）
◇「第31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）
◇「第１回日仏農政ワーキンググループ」
の開催概要について（大臣官房国際部国際
経済課経済連携チーム）
◇平成26年梅雨期の大雨等による被害農業
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）

　　17日㈫◇「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）

◇「食品容器包装のリサイクルに関する懇
談会」（第５回）の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）
◇「食料・農業・農村政策審議会平成26年
度第１回果樹部会」の開催及び一般傍聴に
ついて（生産局農産部園芸作物課）

　　18日㈬◇「第１回介護食品のあり方に関する検
討会議提供方法に関するワーキングチー
ム」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）
◇第１回「グローバル・フードバリュー
チェーン推進官民協議会」の開催について
（大臣官房国際部国際協力課）

　　19日㈭◇「平成26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）
◇「平成26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（農林水産省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㈮◇「食料・農業・農村政策審議会 企画部会」
の開催及び一般傍聴について（大臣官房政
策課）
◇蜜蜂被害事例調査の中間取りまとめ及び
今後の対策について（消費・安全局農産安
全管理課農薬対策室）
◇「第１回豚流行性下痢（PED）防疫マニュ
アルの策定に関する検討会」の開催につい
て（消費・安全局動物衛生課）
◇「キウイフルーツかいよう病の Psa3系
統に関する防除対策専門家会議」の開催に
ついて（消費・安全局植物防疫課）
◇吉川農林水産副大臣の海外出張について
（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（平成26年６月）の公表について
（食料産業局商品取引グループ）
◇横山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、大臣官
房国際部国際政策課）
◇小里農林水産大臣政務官の海外出張につ
いて（食料産業局輸出促進グループ）

　　23日㈪◇「第５回資源管理のあり方検討会」の
開催及び一般傍聴について（水産庁資源管
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理部管理課）
◇「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）
◇第１回「今後の委託プロジェクト研究に
係る研究戦略検討会」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）
◇今後の委託プロジェクト研究に係るブ
ロック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）
◇「食品トレーサビリティ導入研修会」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26年
度第３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）
◇歴史的風致維持向上計画の認定について
（農村振興局農村政策部農村計画課）
◇「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」の第11回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）
◇「第16回日韓漁業共同委員会第２回小委
員会」の結果について（水産庁資源管理部
国際課）
◇「第16回日韓漁業共同委員会第３回小委
員会」及び「第16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10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）

　　24日㈫◇林農林水産大臣の海外出張について（大
臣官房国際部国際政策課、大臣官房国際部
国際協力課、食料産業局輸出促進グループ）
◇「輸出戦略実行委員会」の設置及び第１
回会合の開催について（食料産業局輸出促
進グループ）
◇平成26年度 常磐・三陸沖カツオ長期来
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）
◇「第８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）
◇「全国農林水産業・地域の活力創造協議
会（第５回）」の開催及び一般傍聴につい
て（大臣官房政策課）

　　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）
◇「復興水産販路回復アドバイザーグルー
プ」の立ち上げについて（水産庁漁政部加
工流通課）

　　27日㈮◇「平成25年木材需給表（用材部門）」の
概要について（林野庁林政部企画課）
◇林農林水産大臣の国内出張について（林
野庁林政部経営課）
◇異分野融合共同研究（拠点研究機関）及
び事業化促進研究の研究実施機関の決定に
ついて（農林水産技術会議事務局研究推進
課産学連携室、独立行政法人農業・食品産
業技術総合研究機構生物系特定産業技術研
究支援センター基礎的研究課、独立行政法
人農業・食品産業技術総合研究機構生物系
特定産業技術研究支援センター民間研究
課）
◇「食品への意図的な毒物等の混入の未然
防止等に関する検討会」報告書の取りまと
めについて（消費・安全局消費・安全政策
課）
◇第１回「卸売市場流通の再構築に関する
検討会」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卸売市場室）
◇平成25年度の経営所得安定対策の支払実
績について（経営局経営政策課経営安定対
策室）
◇平成25年産米の相対取引価格・数量、契
約・販売状況、民間在庫の推移等について
（平成26年５月）（生産局農産部農産企画課）
◇輸出戦略実行委員会「地方ブロック意見
交換会」の開催及び一般傍聴について（食
料産業局輸出促進グループ）

　　30日㈪◇横山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部農村環境課
農村環境対策室）
◇林農林水産大臣の海外出張の概要につい
て（大臣官房国際部国際政策課、大臣官房
国際部国際協力課、食料産業局輸出促進グ
ループ）
◇「平成26年度第１回国際獣疫事務局
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（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）
◇平成26年度フードチェーン食育活動推進
事業実施主体の取組について（消費・安全
局消費者情報官）
◇平成25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）
◇平成26年度「農業技術功労者表彰」にお
ける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、公益社団法人 農
林水産・食品産業技術振興協会）
◇平成25年度 環境保全型農業直接支援対
策の実施状況について（生産局農産部農業
環境対策課）
◇野菜の生育状況及び価格見通し（平成26
年７月）について（生産局農産部園芸作物
課）
◇平成26年度農林水産省「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）
◇平成26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）
◇横山農林水産大臣政務官の国内出張につ
いて（生産局畜産部畜産振興課草地整備推
進室、水産庁漁政課）
◇「第16回日韓漁業共同委員会第３回小委
員会」の結果について（水産庁資源管理部
国際課）

〈法令〉
６月１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35号）を公布（同日
施行）

　　４日㈬◇地域の自主性及び自立性を高めるための
改革の推進を図るための関係法律の整備に
関する法律（法律第51号）を公布（平成27
年４月１日から施行）
◇公共工事の品質確保の促進に関する法律
の一部を改正する法律（法律第56号）を公
布（同日施行）

　　６日㈮◇健康・医療戦略推進法の一部の施行期日
を定める政令（政令第204号）を公布（平
成26年６月10日から施行）
◇健康・医療戦略推進本部令（政令第205号）
を公布（健康・医療戦略推進法附則第一条
ただし書に規定する規定の施行の日（平成
26年６月10日）から施行）

　　10日㈫◇特定外来生物による生態系等に係る被
害の防止に関する法律施行規則の一部を改
正する省令（農林水産省・環境省令第２号）
を公布（平成26年６月11日から施行）

　　11日㈬◇海岸法の一部を改正する法律（法律第
61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）
◇特定農産加工業経営改善臨時措置法の一
部を改正する法律（法律第62号）を公布（同
日施行）
◇政府管掌年金事業等の運営の改善のため
の国民年金法等の一部を改正する法律（法
律第64号）を公布（平成26年10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36号）を公布（同日施行）

　　12日㈭◇動物用医薬品等取締規則の一部を改正
する省令（農林水産省令第37号）を公布（薬
事法及び薬剤師法の一部を改正する法律の
施行の日（平成26年６月12日）から施行）

　　13日㈮◇独立行政法人通則法の一部を改正する
法律の施行に伴う関係法律の整備に関する
法律（法律第67号）を公布（同日施行）
◇行政不服審査法の施行に伴う関係法律の
整備等に関する法律（法律第69号）を公布
（行政不服審査法（平成二十六年法律第
六十八号）の施行の日から施行）

　　18日㈬◇電気事業法等の一部を改正する法律（法
律第72号）を公布（公布の日から起算して
二年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）

　　20日㈮◇農業の担い手に対する経営安定のため
の交付金の交付に関する法律の一部を改正
する法律（法律第77号）を公布（平成27年
４月１日から施行）
◇農業の有する多面的機能の発揮の促進に
関する法律（法律第78号）を公布（平成27
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年４月１日から施行）
　　23日㈪◇商品先物取引法施行規則の一部を改正

する省令（農林水産省令・経済産業省令第
１号）を公布（平成26年７月１日から施行）

　　25日㈬◇特定農林水産物等の名称の保護に関す
る法律（法律第84号）を公布（公布の日か
ら起算して一年を超えない範囲内において
政令で定める日から施行）
◇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222号）を公布（同日
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38号）
を公布（同日施行）

　　26日㈭◇獣医療法施行規則の一部を改正する省
令（農林水産省令第39号）を公布（同日施
行）

　　27日㈮◇会社法の一部を改正する法律の施行に
伴う関係法律の整備等に関する法律（法律
第91号）を公布（会社法の一部を改正する
法律の施行の日から施行）
◇小規模企業振興基本法（法律第94号）を
公布（同日施行）
◇養豚農業振興法（法律第101号）を公布（同
日施行）
◇花きの振興に関する法律（法律第102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）
◇内水面漁業の振興に関する法律（法律第
103号）を公布（同日施行）
◇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
40号）（同日施行）

７　月
７月１日㈫◇ 林農林水産大臣の国内出張について（水

産庁漁政部漁政課船舶管理室、増殖推進部
研究指導課）
◇「第４回介護食品のあり方に関する検討
会議認知度向上に関するワーキングチー
ム」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）
◇「第３回食料産業における国際標準戦略
検討会」の開催について（食料産業局企画

課食品企業行動室）
　　２日㈬◇「2014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）
◇「平成26年度水資源機構営事業再評価技
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）
◇横山農林水産大臣政務官の海外出張の概
要について（大臣官房国際部国際協力課、
大臣官房国際部国際政策課）

　　３日㈭◇吉川農林水産副大臣の国内出張について
（生産局農産部地域作物課、食料産業局産
業連携課）
◇小里農林水産大臣政務官の「平成26年度 
援農隊マッチング支援事業第１回全国会
議」への出席について（生産局農産部技術
普及課）
◇「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）

　　４日㈮◇食品中の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23～24年度）
について（消費・安全局消費・安全政策課）
◇米に関するマンスリーレポート（平成26
年７月４日）の公表について（生産局農産
部農産企画課）

　　７日㈪◇平成26年度農林水産業・食品産業科学技
術研究推進事業の「第２回緊急対応研究課
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）
◇米国デラウェア州からの生きた家きん、
家きん肉等の輸入停止措置の解除について
（消費・安全局動物衛生課国際衛生対策室）
◇吉川農林水産副大臣の国内出張について
（生産局畜産部競馬監督課、生産局畜産部
牛乳乳製品課、生産局農産部技術普及課）
◇でん粉の需給見通しについて（生産局農
産部地域作物課）
◇新たに開発してほしい担い手向けの農業
機械に関する調査について（生産局農産部
技術普及課生産資材対策室）
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◇夏台風の接近及び通過に伴う農作物等の
被害の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鳥獣災害
対策室、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、
生産局生産技術課、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）
◇江藤農林水産副大臣の国内出張について
（水産庁増殖推進部研究指導課、生産局農
産部穀物課、三重県農林水産部農林水産総
務課、林野庁林政部木材利用課）

　　８日㈫◇「第２回食育推進施策に関する有識者会
議」の開催及び一般傍聴について（消費・
安全局消費者情報官）

　　９日㈬◇バイオ燃料生産拠点確立事業の今後の取
扱いについて（食料産業局バイオマス循環
資源課）
◇卜部産業株式会社及び株式会社竹商の産
業競争力強化法に基づく特定事業再編計画
の認定について（水産庁漁政部加工流通課、
食料産業局新事業創出課）
◇「次世代施設園芸セミナー」の開催及び
一般傍聴について（生産局農産部園芸作物
課花き産業・施設園芸振興室）

　　10日㈭◇吉川農林水産副大臣の国内出張につい
て（大臣官房地方課）
◇「第４回食料産業における国際標準戦略
検討会」の開催について（食料産業局企画
課食品企業行動室）
◇「平成26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）
◇「養豚農業の振興に関する基本方針」の
検討における国民の皆様からの御意見 ・
御要望の募集について（生産局畜産部畜産
企画課）
◇「トド管理の見直しに関する意見交換会」
の開催について（水産庁増殖推進部漁場資
源課）

　　11日㈮◇「食料・農業・農村政策審議会第21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）
◇チェコからの生鮮豚肉等の輸入解禁につ
いて（消費・安全局動物衛生課国際衛生対
策室）
◇「農薬登録制度に関する懇談会」の開催

及び一般傍聴について（消費・安全局農産
安全管理課農薬対策室）
◇「全米熱帯まぐろ類委員会（IATTC）
第87回会合（年次会合）」の開催について（水
産庁資源管理部国際課）
◇「活力ある農山漁村づくり検討会」の開
催及び一般傍聴について（農村振興局農村
政策部農村計画課農村政策推進室）

　　14日㈪◇「農業女子プロジェクト」トイレ完成
発表会の開催について（経営局就農・女性
課）
◇日中民間緑化協力委員会第15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）
◇「食と農林漁業大学生アワード2014」に
おける出場グループの募集について（食料
産業局食品小売サービス課外食産業室）
◇「第２回日本全国こども郷土料理サミッ
ト」に係る発表者の募集について（食料産
業局食品小売サービス課外食産業室、日本
全国こども郷土料理サミット担当）

　　15日㈫◇林農林水産大臣の海外出張について（大
臣官房国際部国際政策課、大臣官房国際部
国際経済課貿易関税チーム）
◇平成26年度子ども霞ヶ関見学デー～水産
庁イベントについて～（水産庁漁政部漁政
課広報班）
◇「熊本県における発生に係る高病原性鳥
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）
◇株式会社 ハッピーカンパニーにおける
乾しいたけ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）
◇有限会社たなかにおける生鮮畜産物及び
畜産物加工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）
◇丸神食品株式会社における生鮮畜産物の
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）
◇「平成26年度第１回国際植物防疫条約に
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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）
◇かんがい施設遺産候補の国際かんがい排
水委員会への申請について（農村振興局整
備部設計課海外土地改良技術室）

　　16日㈬◇「食料・農業・農村政策審議会 企画部会」
の開催及び一般傍聴について（大臣官房政
策課）
◇小里農林水産大臣政務官の国内出張につ
いて（生産局農産部技術普及課、生産局農
産部穀物課、生産局畜産部畜産振興課草地
整備推進室）
◇「水産政策審議会第66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）
◇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）
◇「食料・農業・農村政策審議会 平成26
年度第２回果樹部会」の開催及び一般傍聴
について（生産局農産部園芸作物課）
◇「平成26年２月の大雪被害における施設
園芸の被害要因と対策指針」の作成につい
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26年台風第８号及び梅雨前線による
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）

　　17日㈭◇「第９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）
◇第２回「今後の委託プロジェクト研究に
係る研究戦略検討会」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）
◇横山農林水産大臣政務官の国内出張につ
いて（水産庁増殖推進部研究指導課）

　　18日㈮◇第７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
開発局海洋地球課、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
事局総務課海事振興企画室、環境省水・大
気環境局水環境課海洋環境室）

◇平成26年度「国産花きイノベーション推
進事業」の取組状況について（生産局農産
部園芸作物課花き産業・施設園芸振興室）
◇吉川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、札幌水
産物商業協同組合大会事務局）
◇食料及び農業のための植物遺伝資源に関
する国際条約（ITPGR）に基づく植物遺
伝資源の公開について（農林水産技術会議
事務局技術政策課）
◇横山農林水産大臣政務官の国内出張につ
いて（消費・安全局動物衛生課国際衛生対
策室、消費・安全局植物防疫課検疫対策室）
◇「平成26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）
◇平成26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26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 業務推進部）
◇日中民間緑化協力委員会第15回会合の結
果概要について（林野庁森林整備部計画課
海外林業協力室）
◇国の執行抗告に対する福岡高等裁判所の
決定について（農村振興局整備部農地資源
課）

　　19日㈯◇「全米熱帯まぐろ類委員会（IATTC）
第87回会合（年次会合）」の結果について（水
産庁資源管理部国際課）

　　22日㈫◇林農林水産大臣の海外出張の概要につ
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）
◇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経済連携チー
ム、大臣官房国際部国際政策課）
◇「食料・農業・農村政策審議会企画部会
（現地調査）」の開催について（大臣官房政
策課）
◇新たな食料・農業・農村基本計画の検討
における国民の皆様の御意見・御要望の第
２回募集について（大臣官房政策課）
◇横山農林水産大臣政務官の国内出張につ
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いて（食料産業局産業連携課）
◇「食料・農業・農村政策審議会平成26年
度第４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）
◇日モンゴルEPA（経済連携協定）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）

　　23日㈬◇「食品容器包装のリサイクルに関する
懇談会」（第６回）の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）

　　24日㈭◇「平成26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）
◇「第５回食料産業における国際標準戦略
検討会」の開催について（食料産業局企画
課食品企業行動室）
◇ J- クレジット制度における事例紹介映
像の対象プロジェクト募集について（大臣
官房環境政策課）
◇「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）
◇韓国における口蹄疫の発生について（消
費・安全局動物衛生課）

　　25日㈮◇カタール向け牛肉の輸出について（消
費・安全局動物衛生課国際衛生対策室）
◇平成26年度委託プロジェクト研究課題の
公募（第３回）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）
◇「担い手農家の経営革新に資する稲作技
術カタログ」の改訂に係る技術募集につい
て（生産局農産部穀物課、公益社団法人農
林水産・食品産業技術振興協会）

　　28日㈪◇横山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）
◇「第15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）
◇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）

◇第２回「保護林制度等に関する有識者会
議」の開催及び一般傍聴について（林野庁
国有林野部経営企画課国有林野生態系保全
室）
◇林農林水産大臣の国内出張について（生
産局農産部穀物課、生産局農産部園芸作物
課花き産業・施設園芸振興室）

　　29日㈫◇「2014年度第二期北西太平洋鯨類捕獲
調査（沖合調査）」の終了について（水産
庁資源管理部国際課）
◇資源管理・漁業経営安定対策の実施状況
（平成26年６月末現在）について（水産庁
漁政部漁業保険管理官、漁政部企画課、増
殖推進部栽培養殖課）
◇平成25年産米の相対取引価格・数量、契
約・販売状況、民間在庫の推移等について
（平成26年６月）（生産局農産部農産企画課）
◇林農林水産大臣の「2020年に向かう、新
たな森づくりシンポジウム～林業復活と都
市で拡げる木材利用～」への出席について
（林野庁森林整備部森林利用課山村振興・
緑化推進室、美しい森林づくり全国推進会
議事務局）
◇江藤農林水産副大臣の海外出張の概要に
ついて（大臣官房国際部国際経済課経済連
携チーム、大臣官房国際部国際政策課）

　　30日㈬◇「アグリビジネス創出フェア2014」出
展者の募集開始について（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2014事務局）
◇「第２回豚流行性下痢（PED）防疫マニュ
アルの策定に関する検討会」の開催につい
て（消費・安全局動物衛生課）
◇「水門・陸閘等の安全かつ適切な管理運
用検討委員会」の設置及び第１回委員会の
開催について（水産庁漁港漁場整備部防災
漁村課）
◇「第１回豚流行性下痢（PED）の発生
農場情報の共有に関する検討会」の開催に
ついて（消費・安全局動物衛生課）
◇「平成25年度森林病害虫被害量」につい
て（林野庁森林整備部研究指導課森林保護
対策室）

　　31日㈭◇「全国工場見学・市場見学一覧」の公
表について（消費・安全局消費者情報官）
◇輸入植物検疫規程の一部改正について 
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～輸入木材こん包材の消毒基準等の追加に
ついて～（消費・安全局植物防疫課検疫対
策室）
◇野菜の生育状況及び価格見通し（平成26
年８月）について（生産局農産部園芸作物
課）
◇平成26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）

〈法令〉
７月１日㈫◇漁船特殊規程の一部を改正する省令（農

林水産省令・国土交通省令第１号）を公布
（平成26年７月１日から施行）

　　２日㈬◇中心市街地の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240号）を公布
◇金融商品取引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
245号）を公布
◇金融商品取引法施行令等の一部を改正す
る政令（政令第246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一条
第三号に掲げる規定の施行の日（平成26年
12月１日）から施行）
◇犯罪による収益の移転防止に関する法律
施行規則の一部を改正する命令（内閣府令・
総務省令・法務省令・財務省令・厚生労働
省令・農林水産省令・経済産業省令・国土
交通省令第３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一条第三号
に掲げる規定の施行の日（平成26年12月１
日）から施行）
◇中心市街地の活性化に関する法律第
四十四条に規定する業務に係る食品流通構
造改善促進機構に関する省令の一部を改正
する省令（農林水産省令第41号）を公布（中
心市街地の活性化に関する法律の一部を改
正する法律の施行の日（平成26年７月３日）
から施行）

　　４日㈮◇農林中央金庫法施行規則の一部を改正す
る命令（内閣府令・農林水産省令第７号）
を公布（平成26年７月31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42号）を公布（同

日施行）
　　８日㈫◇内水面漁業の振興に関する法律施行規則

（農林水産省令第43号）を公布（同日施行）
　　23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44号）を公布（同日施行）

　　25日㈮◇景観行政団体及び景観計画に関する省
令の一部を改正する省令（農林水産省令・
国土交通省令・環境省令第１号）を公布（都
市再生特別措置法等の一部を改正する法律
の施行の日（平成26年８月１日）から施行）

　　30日㈬◇薬事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268号）
◇薬事法等の一部を改正する法律の施行に
伴う関係政令の整備等及び経過措置に関す
る政令（政令第269号）を公布（改正法の
施行の日（平成26年11月25日）から施行）

８　月
８月１日㈮◇「食料・農業・農村政策審議会家畜衛生

部会第９回プリオン病小委員会」の開催及
び一般傍聴について（消費・安全局動物衛
生課）
◇「沿岸部（海岸）における気候変動の影
響及び適応の方向性検討委員会」の設置及
び第１回委員会の開催について（水産庁漁
港漁場整備部防災漁村課）
◇「農林物資規格調査会（平成26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）
◇江藤農林水産副大臣の国内出張について
（生産局農産部地域作物課）
◇「第13回聞き書き甲子園研修会開会式」
の開催について（林野庁森林整備部森林利
用課山村振興・緑化推進室、水産庁漁港漁
場整備部計画課、認定NPO法人 共存の森
ネットワーク）
◇「第15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）
◇平成26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）

　　５日㈫◇林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、大臣官房国際
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部国際政策課）
◇平成24年度都道府県別食料自給率につい
て（大臣官房食料安全保障課）
◇平成25年度食料自給率等について（大臣
官房食料安全保障課）
◇「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）
◇「日米TOMODACHI キャラ弁コンテ
スト2014」の開催及び作品の募集について
（食料産業局食品小売サービス課外食産業
室、日米TOMODACHI キャラ弁コンテ
スト2014事務局）

　　６日㈬◇「トド管理基本方針」の公表について（水
産庁増殖推進部漁場資源課）

　　７日㈭◇米国メリーランド州からの生きた家き
ん、家きん肉等の輸入停止措置の解除につ
いて（消費・安全局動物衛生課国際衛生対
策室）

　　８日㈮◇「水産政策審議会第50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）
◇「食料産業における国際標準戦略検討会」
報告書の取りまとめについて（食料産業局
企画課食品企業行動室）
◇「農林水産大臣がその生産又は流通を所
管する遺伝子組換え植物に係る第一種使用
規程の承認の申請について」の一部改正案
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（消費・安全局農産安
全管理課）
◇「第３回森林分野における国際的な動向
等に関する報告会」の開催及び参加者の募
集について（林野庁森林整備部計画課海外
林業協力室）
◇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25事
業年度）（経営局金融調整課、水産庁漁政
部水産経営課）
◇米に関するマンスリーレポート（平成26
年８月８日）の公表について（生産局農産
部農産企画課）

　　11日㈪◇平成26年度「農林水産業・食品産業科
学技術研究推進事業」の新規研究課題につ
いて（農林水産技術会議事務局研究推進課

産学連携室）
◇「農薬登録制度に関する懇談会」の開催
及び一般傍聴について（消費・安全局農産
安全管理課農薬対策室）
◇人・農地プランの進捗状況（６月末現在）
について（経営局経営政策課）
◇農業法人投資育成事業に関する計画の承
認について（経営局金融調整課）
◇「新しい介護食品」の愛称公募について
（食料産業局食品製造卸売課）

　　13日㈬◇平成26年台風第12号及び第11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）

　　14日㈭◇「平成26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）
◇「第10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）

　　15日㈮◇７月９日及び同月10日の暴風雨及び豪
雨による長野県南木曽町及び宮崎県椎葉村
の災害に係る局地激甚災害の指定について
（経営局総務課災害総合対策室）
◇林農林水産大臣の国内出張について（大
臣官房政策課、林野庁林政部木材利用課）
◇「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）
◇「第２回活力ある農山漁村づくり検討会」
の開催及び一般傍聴について（農村振興局
農村政策部農村計画課農村政策推進室）
◇林農林水産大臣の海外出張の概要につい
て（食料産業局輸出促進グループ）

　　18日㈪◇「平成26年度第２回自然再生専門家会
議」の開催について（農林水産省大臣官房
環境政策課、環境省自然環境局自然環境計
画課）
◇横山農林水産大臣政務官の国内出張につ
いて（水産庁増殖推進部研究指導課、生産
局畜産部畜産振興課草地整備推進室、農村
振興局農村政策部都市農村交流課）

　　19日㈫◇「医福食農連携シンポジウム」の開催
及び一般傍聴について（大臣官房政策課）
◇「食品に関するリスクコミュニケーショ
ン ―知ろう、考えよう、農薬のこと―」
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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）
◇豊通食料株式会社及び株式会社ユー・
ビー・アイにおける生鮮農産物の不適正表
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）

　　20日㈬◇「第２回豚流行性下痢（PED）疫学調
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）

　　21日㈭◇「林政審議会」及び「林政審議会施策
部会」の開催及び一般傍聴について（林野
庁林政部林政課、林政部企画課）
◇「食料・農業・農村政策審議会平成26年
度第５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）
◇横山農林水産大臣政務官の海外出張につ
いて（食料産業局食品小売サービス課外食
産業室）

　　22日㈮◇林農林水産大臣の国内出張について（林
政部木材利用課）
◇「平成25年度森林における放射性物質拡
散防止等技術検証・開発事業」等の調査結
果について（林野庁森林整備部研究指導課、
林野庁国有林野部業務課）
◇2014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）
◇2014年秋の農作業安全確認運動推進会議
の開催について（生産局農産部技術普及課
生産資材対策室）
◇「第１回水産防疫専門家会議」の開催に
ついて（消費・安全局畜水産安全管理課水
産安全室）
◇米国からの家きん肉等の家畜衛生条件の
改正等について（消費・安全局動物衛生課
国際衛生対策室）
◇吉川農林水産副大臣の国内出張について
（大臣官房地方課、水産庁漁港漁場整備部
計画課）

　　25日㈪◇「第１回介護食品のあり方に関する検
討会議社会システムに関するワーキング
チーム」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）

　　26日㈫◇「第２回豚流行性下痢（PED）の発生
農場情報の共有に関する検討会」の開催に

ついて（消費・安全局動物衛生課）
◇第２回「卸売市場流通の再構築に関する
検討会」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卸売市場室）
◇輸入小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）

　　27日㈬◇東日本大震災について～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）

　　28日㈭◇平成26年度食育活動の全国展開委託事
業における「今後の食育推進施策について
（中間取りまとめ）」について（消費・安全
局消費者情報官）
◇「水産政策審議会第35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）
◇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、経済産業省商務流通保安グループ
商取引監督課）
◇米国ニュージャージー州からの生きた家
きん、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）

　　29日㈮◇平成27年度組織・定員要求について（大
臣官房文書課）
◇平成27年度農林水産予算概算要求の概要
について（大臣官房予算課）
◇平成27年度税制改正要望（経営局総務課
調整室）
◇平成25年度ため池一斉点検の実施状況に
ついて（農村振興局整備部防災課）
◇「第12回産学官連携功労者表彰～つなげ
るイノベーション大賞～」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）
◇「2013年漁業センサス結果の概要（概数
値）（平成25年11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）
◇株式会社萬野畜産における牛肉の不適正
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、消費・
安全局畜水産安全管理課）
◇「資源管理のあり方検討会」の取りまと
めを受けての対応について（水産庁資源管
理部管理課）
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◇平成25年産米の相対取引価格・数量、契
約・販売状況、民間在庫の推移等について
（平成26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10回北小委員会」の開催に
ついて（水産庁資源管理部国際課）
◇中山間地域等直接支払制度の第３期対策
の最終評価について（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）

〈法令〉
８月６日㈬◇海岸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270号）を公布
◇海岸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
271号）を公布（海岸法の一部を改正する
法律の施行の日（平成26年８月10日）から
施行）
◇海岸法施行規則及び海岸保全施設の技術
上の基準を定める省令の一部を改正する省
令（農林水産省令・国土交通省令第２号）
を公布（海岸法の一部を改正する法律の施
行の日（平成26年８月10日）から施行）

　　13日㈬◇指定漁業の許可及び取締り等に関する
省令の一部を改正する省令（農林水産省令
第45号）を公布（平成26年９月１日から施
行）

　　20日㈬◇平成二十六年七月九日及び同月十日の
暴風雨及び豪雨による長野県木曽郡南木曽
町及び宮崎県東臼杵郡椎葉村の区域に係る
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290号）を公布（同日施行）
◇対内直接投資等に関する命令の一部を改
正する命令（内閣府令・総務省令・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
境省令第１号）を公布（同日施行）
◇愛玩動物用飼料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・
環境省令第３号）を公布（公布の日から起
算して６月を経過した日から施行）

　　22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46号）を公布（同
日施行）

９　月
９月１日㈪◇「農の雇用事業」の募集を開始します（平

成26年12月研修開始分）（経営局就農・女
性課）
◇「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）
◇「2014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）
◇「食料・農業・農村政策審議会畜産部会
地方公聴会・現地調査」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）
◇「農業参入フェア2014」の開催及び参加
者の募集について（経営局農地政策課）

　　２日㈫◇「2014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）
◇野菜の生育状況及び価格見通し（平成26
年９月）について（生産局農産部園芸作物
課）

　　３日㈬◇「第２回 世界農業遺産（GIAHS）専門
家会議」の開催について（農村振興局農村
政策部農村環境課農村環境対策室）
◇「日本食文化の魅力シンポジウム」（第
一回京都府）の開催及び参加者の募集につ
いて（食料産業局食品小売サービス課外食
産業室、日本食文化の魅力シンポジウム事
務局）

　　４日㈭◇「中西部太平洋まぐろ類委員会
（WCPFC）第10回北小委員会」の結果に
ついて（水産庁資源管理部国際課）
◇「全国農林水産業・地域の活力創造協議
会」の開催及び一般傍聴について（大臣官
房政策課）

　　５日㈮◇台風第11号及び第12号等における暴風雨
等による農林水産業への被害対策について
（経営局総務課災害総合対策室、経営局就
農・女性課、経営局金融調整課）
◇平成26年７月30日から８月25日までの間
の暴風雨及び豪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）
◇「平成26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
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聴について（農林水産省農林水産技術会議
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）
◇農協系統金融機関の平成25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）
◇米に関するマンスリーレポート（平成26
年９月５日）の公表について（生産局農産
部農産企画課）
◇漁協系統金融機関の平成25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）

　　８日㈪◇「攻めの農林水産業実行本部」の設置及
び第１回会合の開催について（大臣官房政
策課）
◇「平成26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）
◇「水産政策審議会第18回総会」、「水産政
策審議会第67回資源管理分科会」、「水産政
策審議会第51回企画部会」の開催及び一般
傍聴について（水産庁漁政部漁政課）
◇「ウナギの国際的資源保護・管理に係る
第７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、増殖推進部栽培
養殖課）

　　９日㈫◇「第３回豚流行性下痢（PED）防疫マニュ
アルの策定に関する検討会」の開催につい
て（消費・安全局動物衛生課）

　　10日㈬◇「平成25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）
◇「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）
◇農業法人投資育成事業に関する計画の承
認について（経営局金融調整課）
◇高度衛生管理基本計画（境港地区）の策
定について（水産庁漁港漁場整備部計画課）

　　11日㈭◇第３回「今後の委託プロジェクト研究
に係る研究戦略検討会」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）
◇平成25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）

　　12日㈮◇西川農林水産大臣、中川農林水産大臣
政務官及び佐藤農林水産大臣政務官の国内
出張について（生産局総務課、農村振興局
整備部防災課災害対策室、林野庁国有林野
部業務課、水産庁漁政部漁政課）
◇「地理的表示法に関する説明会」の開催
及び一般傍聴について（食料産業局新事業
創出課）
◇「第３回豚流行性下痢（PED）疫学調
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）
◇「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（食料産
業局バイオマス循環資源課）
◇「食料・農業・農村政策審議会平成26年
度第３回果樹部会」の開催及び一般傍聴に
ついて（生産局農産部園芸作物課）
◇「国際捕鯨委員会（IWC）第65回会合」
の開催について（水産庁資源管理部国際課）
◇平成26砂糖年度・平成26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）

　　16日㈫◇第５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）
◇地理的表示法の対象物品の検討における
国民の皆様からの御意見・御要望の募集に
ついて（食料産業局新事業創出課）
◇「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）
◇小泉農林水産副大臣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）
◇米国カリフォルニア州からの生きた家き
ん、家きん肉等の輸入停止措置の解除につ
いて（消費・安全局動物衛生課国際衛生対
策室）
◇かんがい施設遺産の登録について（農村
振興局整備部設計課海外土地改良技術室）
◇「第59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）
◇「次世代施設園芸・植物工場推進フォー
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ラム」の開催及び一般傍聴について（生産
局農産部園芸作物課花き産業・施設園芸振
興室）

　　17日㈬◇日本又はカナダの有機制度による認証
を受けた有機農産物等に「organic」等と
表示して両国間での輸出入が可能となるこ
とについて（消費・安全局表示・規格課）
◇あべ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貿易関税チー
ム）
◇「食料・農業・農村政策審議会 家畜衛
生部会第10回プリオン病小委員会」の開催
及び一般傍聴について（消費・安全局動物
衛生課）
◇「第19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）
◇「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）
◇野菜の生育状況及び価格見通し（平成26
年９月後半）について（生産局農産部園芸
作物課）
◇「ウナギの国際的資源保護・管理に係る
第７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、増殖推進部栽培
養殖課）
◇佐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）

　　18日㈭◇「平成26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）
◇遺伝子組換えアルファルファ及びダイズ
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）

　　19日㈮◇「食料・農業・農村政策審議会 企画部会」
の開催及び一般傍聴について（大臣官房政
策課）
◇「国際捕鯨委員会（IWC）第65回会合」
の結果について（水産庁資源管理部国際課）
◇西川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
際部国際経済課経済連携チーム、大臣官房
国際部国際協力課）
◇「第３回活力ある農山漁村づくり検討会」
の開催及び一般傍聴について（農村振興局
農村計画課農村政策推進室）

◇秋台風の接近及び通過に伴う農作物等の
被害の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鳥獣災害
対策室、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
産局農産部技術普及課、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）
◇新たな農業機械の開発に活用可能なシー
ズ調査について（生産局農産部技術普及課
生産資材対策室）
◇平成26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）
◇米先物取引の試験上場に関するシーズン
レポート（平成26年９月）の公表について
（食料産業局商品取引グループ）
◇小泉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）
◇「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）
◇「平成26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）

　　22日㈪◇「27年漁期 漁獲可能量（TAC）設定に
関する意見交換会（まあじ及びまいわし）」
の開催について（水産庁資源管理部管理課）
◇あべ農林水産副大臣の国内出張について
（大臣官房地方課、食料産業局産業連携課、
生産局農産部地域作物課、経営局協同組織
課、農村振興局農村政策部都市農村交流課、
農村振興局整備部水資源課、水産庁資源管
理部漁業調整課）
◇中川農林水産大臣政務官の「一般財団法
人 大日本蚕糸会 蚕糸功労者表彰式」への
出席について（生産局農産部地域作物課）
◇「食品容器包装のリサイクルに関する懇
談会」（第７回）の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）
◇佐藤農林水産大臣政務官の海外出張の概
要について（大臣官房国際部国際協力課）

　　24日㈬◇第２回 攻めの農林水産業実行本部及び
地方農政局長・森林管理局長等会議の合同
開催について（大臣官房政策課）
◇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）

― 325 ―

305_付録.indd   325305_付録.indd   325 2016/09/17   11:19:482016/09/17   11:19:48



農　政　日　誌

◇第２回「水門・陸閘等の安全かつ適切な
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）
◇西川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）
◇協同農業普及事業における重点プロジェ
クト計画の取りまとめについて（生産局農
産部技術普及課）
◇「第13回聞き書き甲子園」参加高校生と
「名手・名人」の組合せについて（林野庁
森林整備部森林利用課山村振興・緑化推進
室、水産庁漁港漁場整備部計画課、認定
NPO法人共存の森ネットワーク）

　　25日㈭◇小泉農林水産副大臣の国内出張につい
て（大臣官房政策課）
◇「TOMODACHI キャラ弁コンテスト
2014」における受賞作品の決定及び写真展
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、日米TOMODACHI キャ
ラ弁コンテスト2014事務局）
◇佐藤農林水産大臣政務官の国内出張につ
いて（食料産業局産業連携課）

　　26日㈮◇あべ農林水産副大臣の海外出張の概要
について（大臣官房国際部国際経済課貿易
関税チーム）
◇平成26年７月30日から８月25日までの間
の暴風雨及び豪雨による災害に係る激甚災
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）
◇西川農林水産大臣の海外出張の概要につ
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、大臣
官房国際部国際協力課）
◇「食料・農業・農村政策審議会果樹部会
第１回現地調査」について（生産局農産部
園芸作物課）
◇バター及び脱脂粉乳の追加輸入について
（生産局畜産部牛乳乳製品課）
◇「日本食文化の魅力シンポジウム」（第
二回秋田県）の開催及び参加者の募集につ
いて（食料産業局食品小売サービス課外食
産業室、日本食文化の魅力シンポジウム事
務局）

◇平成25年産収入減少影響緩和交付金の支
払実績について（経営局経営政策課経営安
定対策室）
◇平成26年度の経営所得安定対策等の加入
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26年産米の収入減少影響緩和対策
（ナラシ対策）の「標準的収入額の相対取
引価格換算値」の公表について（経営局経
営政策課経営安定対策室）
◇「食料・農業・農村政策審議会 企画部
会 第１回 経営所得安定対策小委員会」の
開催及び一般傍聴について（経営局経営政
策課経営安定対策室）
◇平成26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）

　　29日㈪◇「第20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）
◇「食料・農業・農村政策審議会平成26年
度第６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）
◇御嶽山の噴火に伴う降灰等による農作物
被害等に対する技術指導に当たっての留意
事項について（生産局農産部農業環境対策
課鳥獣災害対策室、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、生産局農産
部穀物課、生産局農産部技術普及課）

　　30日㈫◇「養豚農業の振興に関する基本方針に
ついて意見を聴く会」の開催及び一般傍聴
について（生産局畜産部畜産企画課）
◇「平成25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）
◇「2014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）
◇「第１回多面的機能支払交付金第三者委
員会（現地調査）」の開催について（農村
振興局整備部農地資源課農地 ･水保全管理
室）
◇太平洋クロマグロの加入量水準速報
（2014年９月）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
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センター国際水産資源研究所）
◇国立大学法人北海道大学における委託事
業等に係る不適正な経理処理に対する措置
について（農林水産技術会議事務局総務課、
食料産業局総務課）
◇平成25年産米の相対取引価格・数量、契
約・販売状況、民間在庫の推移等について
（平成26年８月）（生産局農産部農産企画課）

〈法令〉
９月１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47号）を公布（平成26
年10月１日から施行）

　　５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48号）を公布（同日施行）

　　10日㈬◇平成二十六年七月三十日から八月
二十五日までの間の暴風雨及び豪雨による
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301号）を公布（同日施行）
◇農林水産省関係国家戦略特別区域法第
二十六条に規定する政令等規制事業に係る
省令の特例に関する措置を定める命令の一
部を改正する命令（内閣府令・農林水産省
令第８号）を公布（同日施行）
◇農業振興地域の整備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
49号）を公布（同日施行）

　　12日㈮◇排他的経済水域における漁業等に関す
る主権的権利の行使等に関する法律施行令
の一部を改正する政令（政令第303号）を
公布（平成26年10月１日から施行）
◇排他的経済水域における漁業等に関する
主権的権利の行使等に関する法律施行規則
の一部を改正する省令（農林水産省令第50
号）を公布（排他的経済水域における漁業
等に関する主権的権利の行使等に関する法
律施行令の一部を改正する政令の施行の日
（平成26年10月１日）から施行）

　　17日㈬◇農林物資の規格化及び品質表示の適正
化に関する法律施行規則の一部を改正する
省令（農林水産省第51号）を公布（平成27
年１月１日から施行）

　　26日㈮◇排他的経済水域における漁業等に関す
る主権的権利の行使等に関する法律第
二十四条第一項に規定する事件に関する拿

（だ）捕に係る担保金の提供等に関する命
令の一部を改正する命令（内閣府令・農林
水産省令・国土交通省令第１号）を公布（排
他的経済水域における漁業等に関する主権
的権利の行使等に関する法律施行令の一部
を改正する政令の施行の日（平成26年10月
１日）から施行）
◇特定農産加工業経営改善臨時措置法施行
規則の一部を改正する省令（農林水産省令
第52号）を公布（平成26年11月１日から施
行）

10　月
10月１日㈬◇「食料・農業・農村政策審議会 企画部会」

の開催及び一般傍聴について（大臣官房政
策課）
◇「第13回全国漁港漁場整備技術研究発表
会」の開催及び参加者の募集について（水
産庁漁港漁場整備部整備課）
◇「食料・農業・農村政策審議会 農業農
村振興整備部会（平成26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）
◇あべ農林水産副大臣の国内出張について
（生産局総務課）

　　２日㈭◇第５回農林水産省料理人顕彰制度「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）
◇「食と農林漁業の祭典」に係る「ジャパ
ンフードフェスタ2014」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）

　　３日㈮◇「平成26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）
◇第３回「卸売市場流通の再構築に関する
検討会」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卸売市場室）
◇野菜の生育状況及び価格見通し（平成26
年10月）について（生産局農産部園芸作物
課）
◇「第16回日韓漁業共同委員会第４回小委
員会」及び「第16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）

　　６日㈪◇第３回「保護林制度等に関する有識者会
議」の開催及び一般傍聴について（林野庁
国有林野部経営企画課国有林野生態系保全
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室）
　　７日㈫◇森林環境教育の充実とESD（持続可能

な開発のための教育）の推進に関するセミ
ナーの開催及び参加者の募集について（林
野庁森林整備部森林利用課山村振興・緑化
推進室）
◇「第１回漁船保険・漁業共済事業に関す
る検討会」、「第１回漁船保険検討ワーキン
ググループ」及び「第１回漁業共済検討ワー
キンググループ」の合同開催及び一般傍聴
について（水産庁漁政部漁業保険管理官）
◇「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）

　　８日㈬◇「食料・農業・農村政策審議会 畜産部
会 地方公聴会・現地調査」（北海道地区）
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）

　　９日㈭◇第２回「グローバル・フードバリュー
チェーン推進官民協議会」の開催について
（大臣官房国際部国際協力課）
◇国有林の分収育林契約者（緑のオーナー）
からの損害賠償請求訴訟の判決について
（林野庁国有林野部業務課国有林野管理室）
◇「第16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）
◇佐藤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研究推進課）

　　10日㈮◇小泉農林水産副大臣の国内出張につい
て（生産局畜産部食肉鶏卵課）
◇西川農林水産大臣の国内出張について
（林野庁森林整備部森林利用課山村振興・
緑化推進室）
◇「食料・農業・農村政策審議会 企画部会」
の開催及び一般傍聴について（大臣官房政
策課）
◇「みなみまぐろ保存委員会（CCSBT） 
第21回年次会合」の開催について（水産庁
資源管理部国際課）
◇研究成果発表会「地球温暖化の中で森林
を活かす」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
政法人森林総合研究所）
◇米に関するマンスリーレポート（平成26
年10月10日）の公表について（生産局農産

部農産企画課）
◇あべ農林水産副大臣の国内出張について
（生産局農産部穀物課）

　　14日㈫◇「平成26年度第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）
◇第４回「今後の委託プロジェクト研究に
係る研究戦略検討会」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）
◇「食品容器包装のリサイクルに関する懇
談会」（第８回）の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）
◇「第２回介護食品のあり方に関する検討
会議提供方法に関するワーキングチーム」
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）
◇「口蹄疫防疫に関する日中韓等東アジア
地域シンポジウム」の開催及び参加者の募
集について（消費・安全局動物衛生課国際
衛生対策室）

　　15日㈬◇「第３回世界農業遺産（GIAHS）専門
家会議」の開催について（農村振興局農村
政策部農村環境課）
◇平成26年度（第53回）農林水産祭天皇杯
等の選賞について（大臣官房総務課）

　　16日㈭◇「平成26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）
◇「南極の海洋生物資源の保存に関する委
員会（CCAMLR）第33回年次会合」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（CCSBT）
第21回年次会合」の結果について（水産庁
資源管理部国際課）

　　17日㈮◇西川農林水産大臣の国内出張について
（大臣官房政策課政策研究推進・技術調整）
◇かんがい施設遺産登録証の伝達式の開催
について（農村振興局整備部設計課海外土
地改良技術室）
◇「福島県産食品の即売会」及び「食べて
応援する会」の開催について（食料産業局
食品小売サービス課）
◇「北方四島周辺水域における日本漁船の
操業枠組み協定」に基づく日ロ政府間協議
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及び民間交渉の開催について（水産庁資源
管理部国際課）
◇「農地土壌の放射性物質濃度分布図」の
作成について（農林水産技術会議事務局技
術政策課）
◇第２回「食と農林漁業の食育優良活動表
彰」受賞者の決定及び表彰式の開催につい
て（消費・安全局消費者情報官）
◇「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）
◇平成26年台風第18号及び第19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）

　　20日㈪◇「平成26年度食品安全セミナー（化学
物質編）～科学に基づいた汚染物質の低減
対策～」の開催及び参加者の募集について
（消費・安全局消費・安全政策課）
◇国連生物多様性の10年「グリーンウェイ
ブ2014」の実施結果について（林野庁森林
整備部森林利用課山村振興・緑化推進室）
◇平成26年度第１回自然再生推進会議の開
催について（大臣官房環境政策課、環境省
自然環境局自然環境計画課）
◇「海岸保全施設の適切な修繕等のあり方
検討委員会」の設置及び第１回委員会の開
催について（水産庁漁港漁場整備部防災漁
村課）

　　21日㈫◇世界農業遺産（GIAHS）の認定申請に
係る農林水産省が承認する地域の決定につ
いて（農村振興局農村政策部農村環境課農
村環境対策室）
◇「第60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）
◇「第12回オーライ！ニッポン大賞」の表
彰式について（農村振興局農村政策部都市
農村交流課）

　　22日㈬◇「第28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（水産庁瀬戸内海漁業調整事務
所））
◇「食と観光との連携による地域食材魅力
発信事業」における記者発表会の開催につ

いて（農林水産省大臣官房食料安全保障課、
観光庁観光地域振興課）
◇研究成果発表会「農業分野における気候
変動への対応：これまでとこれから」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、気候変動対策プロジェ
クト研究成果発表会事務局（独立行政法人
農業・食品産業技術総合研究機構中央農業
総合研究センター内））
◇株式会社マノにおける乾燥たまねぎ粉末
調製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）
◇「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）
◇「乳用牛ベストパフォーマンス実現会議」
の設置及び第１回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）
◇植物新品種保護国際同盟（UPOV）技術
作業部会の議長の選出について（食料産業
局新事業創出課種苗審査室）

　　23日㈭◇小泉農林水産副大臣の「第24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）
◇「第４回活力ある農山漁村づくり検討会」
の開催及び一般傍聴について（農村振興局
農村政策部農村計画課農村政策推進室）
24日（金）◇「平成26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（全
国農業会議所担い手・経営対策部）
◇「植物検疫制度100周年シンポジウム」
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）
◇豚流行性下痢（PED）の防疫マニュア
ル及び疫学調査に係る中間取りまとめにつ
いて（消費・安全局動物衛生課）
◇「食料・農業・農村政策審議会 企画部会」
の開催及び一般傍聴について（大臣官房政
策課）
◇第３回「水門・陸閘等の安全かつ適切な
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）
◇「福島の森林・林業再生に向けたシンポ

― 329 ―

305_付録.indd   329305_付録.indd   329 2016/09/17   11:19:492016/09/17   11:19:49



農　政　日　誌

ジウム」の開催及び参加者の募集について
（林野庁森林整備部研究指導課、一般社団
法人全国林業改良普及協会）
◇「食料・農業・農村政策審議会果樹部会
第２回現地調査」について（生産局農産部
園芸作物課）
◇平成26年度（第53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、公益財団法人日本農林漁業振
興会）
◇「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）
◇「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）
◇「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）
◇「北方四島周辺水域における日本漁船の
操業枠組み協定」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）

　　27日㈪◇「全米熱帯まぐろ類委員会（IATTC）
第87回会合（再開会合）」の開催について（水
産庁資源管理部国際課）
◇平成26年度生物多様性連携シンポジウム
「自然資本でつなげる・つながる～生物多
様性保全の経済的連携に向けて～」の開催
について（大臣官房環境政策課）
◇「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）
◇「第３回農業女子プロジェクト推進会議」
の開催及び一般傍聴について（経営局就農・
女性課女性・高齢者活動推進室）
◇平成26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）

　　28日㈫◇「日本食文化の魅力シンポジウム」（第
三回東京都）の開催及び参加者の募集につ
いて（食料産業局食品小売サービス課外食
産業室、日本食文化の魅力シンポジウム事
務局）
◇「第２回日本全国こども郷土料理サミッ
ト」の開催及び参加者の募集について（食
料産業局食品小売サービス課外食産業室、
日本食文化の魅力シンポジウム事務局）

　　29日㈬◇特定災害復旧等漁港工事及び海岸工事
の完了について（水産庁漁港漁場整備部整
備課、水産庁漁港漁場整備部防災漁村課）
◇小泉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）
◇「第50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）
◇平成26年度（第15回）「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、公益社団法人農林水産・
食品産業技術振興協会）
◇平成26年度（第10回）「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）
◇資源管理・漁業経営安定対策の実施状況
（平成26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）

　　30日㈭◇「アグリビジネス創出フェア2014」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、アグリビジネス創出
フェア2014 事務局）
◇「輸出戦略実行委員会」第２回会合の開
催について（食料産業局輸出促進グループ）
◇「農林水産省輸出相談窓口」の設置につ
いて（食料産業局輸出促進グループ）
◇「平成26年産水稲の作付面積及び予想収
穫量（10月15日現在）」及び「平成26年産
水稲における青死米等の発生状況」につい
て（大臣官房統計部生産流通消費統計課、
生産局農産部農産企画課）
◇平成26年産米の相対取引価格・数量、契
約・販売状況、民間在庫の推移等について
（平成26年９月）（生産局農産部農産企画課）
◇「全米熱帯まぐろ類委員会（IATTC）
第87回会合（再開会合）」におけるクロマ
グロの保存管理措置の合意について（水産
庁資源管理部国際課）

　　31日㈮◇「第24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）
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◇「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）
◇「六次産業化・地産地消法」に基づく事
業計画の認定結果について（平成26年10月
末現在）（食料産業局産業連携課）
◇新たな水産庁漁業取締船「白竜丸」の就
役について（水産庁資源管理部管理課）
◇「平成26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）
◇「平成26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）
◇平成25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）
◇「2014年（第８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）
◇うなぎ養殖業の届出制の開始について
（水産庁増殖推進部栽培養殖課）
◇野菜の生育状況及び価格見通し（平成26
年11月）について（生産局農産部園芸作物
課）
◇農業法人投資育成事業に関する計画の承
認及び株式会社日本政策金融公庫による出
資の認可について（経営局金融調整課）
◇「農の雇用事業」の募集を開始します（平
成27年２月研修開始分）（経営局就農・女
性課）
◇小泉農林水産副大臣の「第12回オーラ
イ！ニッポン大賞表彰式」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）

〈法令〉
10月１日㈬◇平成二十六年七月三十日から八月

二十五日までの間の暴風雨及び豪雨による
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321号）を公布（同
日施行）
◇内水面漁業の振興に関する法律の一部の
施行期日を定める政令（政令第323号）を
公布
◇内水面漁業の振興に関する法律施行令
（政令第324号）を公布（法附則第一条ただ

し書に規定する規定の施行の日（平成26年
11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（内閣府令・農林水産省令第９号）を
公布（貿易保険法の一部を改正する法律の
施行の日（平成26年10月１日）から施行）
◇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
省令・農林水産省令・経済産業省令・国土
交通省令第１号）を公布（同日施行） 
◇内水面漁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53
号）を公布（平成26年11月１日から施行）

　　６日㈪◇動物用医薬品及び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54号）を公布（同日施行）

　　８日㈬◇指定漁業の許可及び取締り等に関する省
令の一部を改正する省令（農林水産省令第
55号）を公布（平成26年10月８日から施行）

　　14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（内閣府令・農林水産省令第10号）
を公布（株式会社地域経済活性化支援機構
法の一部を改正する法律の施行の日（平成
26年10月14日）から施行）

　　22日㈬◇銀行法施行令等の一部を改正する政令
（政令第342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一条第三号に
掲げる規定の施行の日（平成26年12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（内閣府令・総務省令・法
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一条第三号
に掲げる規定の施行の日（平成26年12月１
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（内閣府令・財務省令・厚生
労働省令・農林水産省令・経済産業省令・
国土交通省令・環境省令第２号）を公布（金
融商品取引法等の一部を改正する法律附則
第一条第三号に掲げる規定の施行の日（平
成26年12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（内閣府令・農林水産省令第11号）を
公布（金融商品取引法等の一部を改正する
法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行
の日（平成26年12月１日）から施行）

　　29日㈬◇地方自治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344号）
を公布
◇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令の一部を
改正する政令（政令第346号）を公布（平
成27年４月１日から施行）
◇農業の有する多面的機能の発揮の促進に
関する法律施行令（政令第347号）を公布（平
成27年４月１日から施行）

11　月
11月４日㈫◇「南極の海洋生物資源の保存に関する

委員会（CCAMLR）第33回年次会合」の
結果について（水産庁資源管理部国際課）
◇「食料・農業・農村政策審議会農業農村
振興整備部会技術小委員会（平成26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）
◇「中央国有林材供給調整検討委員会」の
開催について（林野庁国有林野部業務課）
◇研究成果発表会「地球温暖化による「海」
と「さかな」の変化－日本の海、サケ・サ
ンマ・イカはどうなる？－」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、気候変動対策プロジェクト研究成
果発表会（水産）事務局（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
内））
◇ハンガリー全土からの生鮮豚肉等の輸入
解禁について（消費・安全局動物衛生課国
際衛生対策室）
◇中川農林水産大臣政務官の「農業女子ブ
リリアントボディー化計画」ビューティー
アワード及び「第３回農業女子プロジェク
ト推進会議」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）
◇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）

◇第４回「卸売市場流通の再構築に関する
検討会」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卸売市場室）
◇「食料・農業・農村政策審議会第22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）
◇「第１回「和食」の保護・継承に向けた
検討会」の開催及び一般傍聴について（大
臣官房政策課）
◇「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）

　　５日㈬◇米国向け日本産うんしゅうみかんの輸出
検疫条件の緩和について（消費・安全局植
物防疫課）
◇「食料・農業・農村政策審議会 企画部会」
の開催及び一般傍聴について（大臣官房政
策課）
◇「農林水産業・食品産業科学技術研究推
進事業研究成果発表会2014」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）
◇「食料・農業・農村政策審議会 畜産部
会委員と加工・流通業者との意見交換会」
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）
◇経営環境開発協同組合に対する業務改善
命令の発出について（農林水産省食料産業
局企画課、経済産業省中小企業庁経営支援
部経営支援課、警察庁生活安全局生活安全
企画課、財務省国税庁酒税課、文部科学省
大臣官房総務課行政改革推進室、厚生労働
省医政局経済課、国土交通省総合政策局公
共交通政策部交通計画課、国土交通省土地・
建設産業局建設市場整備課）

　　６日㈭◇「和食・食機能・京文化が切り拓く健康
長寿産業シンポジウム」の開催及び参加者
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、和食・食機能・京文化
が切り拓く健康長寿産業シンポジウム事務
局）
◇佐藤農林水産大臣政務官の「第２回食と
農林漁業の食育優良活動表彰」表彰式への
出席について（消費・安全局消費者情報官）
◇西川農林水産大臣の「フード・アクショ
ン・ニッポン アワード2014」表彰式への
出席について（大臣官房食料安全保障課）
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　　７日㈮◇小泉農林水産副大臣の国内出張について
（大臣官房政策課食ビジョン推進室）
◇「水産政策審議会第52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、水産庁増殖推進部栽培養殖課）
◇「水門・陸閘等の安全かつ適切な管理運
用検討委員会」の中間とりまとめの公表に
ついて（水産庁漁港漁場整備部防災漁村課）
◇「大西洋まぐろ類保存国際委員会
（ICCAT）第19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）
◇米に関するマンスリーレポート（平成26
年11月７日）の公表について（生産局農産
部農産企画課）

　　10日㈪◇「平成26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）
◇トラフグ資源管理検討会議の開催及び一
般傍聴について（水産庁資源管理部管理課）
◇バイオマス産業都市の選定結果及び認定
証授与式の開催について（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）
◇「第２回介護食品のあり方に関する検討
会議 社会システムに関するワーキング
チーム」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）

　　11日㈫◇小泉農林水産副大臣の国内出張につい
て（経営局経営政策課）
◇「新しい介護食品」の愛称及び選び方の
策定について（食料産業局食品製造卸売課）
◇「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に対する取組につい
て」の開催及び参加者の募集について（消
費者庁消費者安全課、内閣府食品安全委員
会事務局情報・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）
◇佐藤農林水産大臣政務官の平成26年度
（第15回）「民間部門農林水産研究開発功績
者表彰」表彰式への出席について（農林水
産技術会議事務局技術政策課）
◇CLTの普及に向けたロードマップにつ
いて（林野庁林政部木材産業課木材製品技
術室）
◇小泉農林水産副大臣の「平成26年度
NOSAI 事業推進大会」への出席について

（経営局保険監理官）
　　12日㈬◇「担い手農家の経営革新に資する稲作

技術カタログに係るワークショップ（福井
県）」の開催及び参加者の募集について（生
産局農産部穀物課、公益社団法人農林水産・
食品産業技術振興協会）
◇「第21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、水産庁仙台漁業調整事務所）
◇「第２回日韓林業分野におけるハイレベ
ル定期対話」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）
◇「林政審議会」委員の公募について（林
野庁林政部林政課）

　　13日㈭◇「平成26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）
◇「和食道（WASHOKU-DO）The World 
Japanese Cuisine Show」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）
◇「平成26年度花き振興セミナー」（第２回）
の開催及び一般傍聴について（生産局農産
部園芸作物課花き産業・施設園芸振興室）
◇あべ農林水産副大臣の「アグリビジネス
創出フェア2014」への出席について（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2014事務局）

　　14日㈮◇西川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）
◇10月13日及び同月14日の暴風雨による兵
庫県洲本市及び淡路市の災害に係る局地激
甚災害の指定について（経営局総務課災害
総合対策室）
◇平成26年産米等への対応について（生産
局農産部農産企画課、生産局農産部穀物課、
経営局経営政策課）
◇「食料・農業・農村政策審議会企画部会」
の開催及び一般傍聴について（大臣官房政
策課）
◇「飼料用米マッチングイベント」の開催
について（生産局農産部穀物課、生産局畜
産部畜産振興課）
◇うなぎ養殖業における平成27年漁期ニホ
ンウナギ稚魚の池入れ数量の制限に係る数
量配分ガイドラインの制定について（水産
庁増殖推進部栽培養殖課）
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　　17日㈪◇「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）
◇英国からの生きた家きんの輸入停止措置
について（消費・安全局動物衛生課国際衛
生対策室）

　　18日㈫◇「大西洋まぐろ類保存国際委員会
（ICCAT）第19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）
◇南極海における新たな鯨類調査計画案の
提出について（水産庁資源管理部国際課）
◇きのこ原木の需給状況（平成26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）
◇「水産政策審議会第68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）

　　19日㈬◇「ため池の放射性物質対策技術マニュ
アル基礎編」の取りまとめについて（農村
振興局整備部防災課災害対策室）
◇「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）
◇「第２回 日韓林業分野におけるハイレ
ベル定期対話」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）
◇西川農林水産大臣の「木づかい運動感謝
状贈呈式」への出席について（林野庁林政
部木材利用課、特定非営利活動法人活木活
木（いきいき）森ネットワーク）

　　20日㈭◇第３回攻めの農林水産業実行本部の開
催について（大臣官房政策課）
◇「食料生産地域再生のための先端技術展
開事業」研究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）
◇遺伝子組換え鶏用生ワクチンの第一種使
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）
◇「優秀農林水産業者に係るシンポジウム
～女性が輝く農山漁村の実現に向けて～」
の開催及び参加者の募集について（大臣官
房総務課、公益財団法人日本農林漁業振興
会）

　　21日㈮◇「アグリビジネス創出フェア2014」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）

◇「農業資材審議会 農業機械化分科会（第
18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）
◇「平成25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）
◇「食料・農業・農村政策審議会平成26年
度第７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）
◇平成26年度「国有林野事業業務研究発表
会」の開催及び一般傍聴について（林野庁
国有林野部業務課）
◇「平成26年度第２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）
◇小泉農林水産副大臣の「農業農村整備の
集い」への出席について（農村振興局整備
部設計課）
◇シンポジウム「地域における福祉の実現
に向けた「食・農」の可能性」（広島県）
の開催及び参加者の募集について（食料産
業局食品小売サービス課外食産業室、三菱
UFJ リサーチ&コンサルティング株式会
社公共経営・地域政策部）

　　25日㈫◇遺伝子組換えセイヨウナタネ及びトウ
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26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、公益社団法人農林水産・食
品産業技術振興協会）
◇「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）

　　26日㈬◇平成26年度農林水産業・食品産業科学
技術研究推進事業「緊急対応研究課題」の
第３回公募について（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（環境）室、農林水
産技術会議事務局研究統括官（食料戦略・
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除染）室）
◇インドネシア向け牛肉の輸出について
（消費・安全局動物衛生課国際衛生対策室）
◇第２回「沿岸部（海岸）における気候変
動の影響及び適応の方向性検討委員会」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）
◇第５回「今後の委託プロジェクト研究に
係る研究戦略検討会」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）
◇「食料・農業・農村政策審議会 農業農
村振興整備部会（平成26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）
◇平成26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）

　　28日㈮◇平成25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）
◇「担い手農家の経営革新に資する稲作技
術カタログに係るワークショップ（愛知
県）」の開催及び参加者の募集について（生
産局農産部穀物課、公益社団法人農林水産・
食品産業技術振興協会（JATAFF））
◇「 中 西 部 太 平 洋 ま ぐ ろ 類 委 員 会
（WCPFC）第11回年次会合」の開催につ
いて（水産庁資源管理部国際課）
◇飼料等の自由販売証明書の発行要領の制
定について（消費・安全局畜水産安全管理
課）
◇平成27年産米の都道府県別の生産数量目
標等について（生産局農産部穀物課水田農
業対策室）
◇「日ロ漁業委員会第31回会議」の開催に
ついて（水産庁資源管理部国際課）
◇「第11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）
◇電気料金節約推進パンフレットの作成に
ついて（生産局農産部技術普及課生産資材
対策室）
◇平成26年産米の相対取引価格・数量、契
約・販売状況、民間在庫の推移等について

（平成26年10月）（生産局農産部農産企画課）
◇「豚流行性下痢（PED）防疫担当者全
国会議」の開催について（消費・安全局動
物衛生課）

〈法令〉
11月４日㈫◇酪農及び肉用牛生産の振興に関する法

律施行規則の一部を改正する省令（農林水
産省令第56号）を公布（同日施行）

　　10日㈪◇動物用医薬品及び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57号）を公布（同日施行）

　　18日㈫◇薬事法等の一部を改正する法律及び薬
事法等の一部を改正する法律の施行に伴う
関係政令の整備等及び経過措置に関する政
令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（農林水産省第58号）を公
布（薬事法等の一部を改正する法律の施行
の日（平成26年11月25日）から施行）
◇動物用医療機器及び動物用体外診断用医
薬品の製造管理及び品質管理に係る業務を
行う体制の基準に関する省令（農林水産省
令第59号）を公布（薬事法等の一部を改正
する法律の施行の日から施行）
◇動物用再生医療等製品の安全性に関する
非臨床試験の実施の基準に関する省令（農
林水産省令第60号）を公布（薬事法等の一
部を改正する法律の施行の日（平成26年11
月25日）から施行）
◇動物用再生医療等製品の臨床試験の実施
の基準に関する省令（農林水産省令第61号）
を公布（薬事法等の一部を改正する法律の
施行の日（平成26年11月25日）から施行）
◇動物用再生医療等製品の製造管理及び品
質管理に関する省令（農林水産省令第62号）
を公布（薬事法等の一部を改正する法律の
施行の日（平成26年11月25日）から施行）
◇動物用再生医療等製品の製造販売後の調
査及び試験の実施の基準に関する省令（農
林水産省令第63号）を公布（薬事法等の一
部を改正する法律の施行の日（平成26年11
月25日）から施行）

　　19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（法律第111号）を公布（同
日施行）
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◇平成二十六年十月十三日及び同月十四日
の暴風雨による兵庫県洲本市及び淡路市の
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361号）を公布（同日施行）

　　21日㈮◇鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する
法律の一部を改正する法律の施行期日を定
める政令（政令第367号）を公布

　　25日㈫◇工業標準化法に基づく登録申請手数料
の額の計算等に関する省令の一部を改正す
る省令（厚生労働省令、農林水産省令、経
済産業省令、国土交通省令第２号）を公布
（薬事法等の一部を改正する法律の施行の
日（平成26年11月25日）から施行）

　　27日㈭◇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（法律第117号）
を公布（公布の日から起算して二年を超え
ない範囲内において政令で定める日から施
行）
◇外国人漁業の規制に関する法律及び排他
的経済水域における漁業等に関する主権的
権利の行使等に関する法律の一部を改正す
る法律（法律第119号）を公布（公布の日
から起算して十日を経過した日から施行）
◇医薬品、医療機器等の品質、有効性及び
安全性の確保等に関する法律の一部を改正
する法律（法律第122号）を公布（公布の
日から起算して二十日を経過した日から施
行）
◇不当景品類及び不当表示防止法第十二条
第一項及び第二項の規定による権限の委任
に関する政令の一部を改正する政令（政令
第368号）を公布（不当景品類及び不当表
示防止法等の一部を改正する等の法律の施
行の日（平成26年12月１日）から施行）
◇花きの振興に関する法律の施行期日を定
める政令（政令第369号）を公布
◇花きの振興に関する法律施行令（政令第
370号）を公布（法の施行の日（平成26年
12月１日）から施行）
◇花きの振興に関する法律施行規則（農林
水産省令第64号）を公布（法の施行の日（平
成26年12月１日）から施行）

　　28日㈮◇地域再生法の一部を改正する法律（法
律第128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）
◇銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正す
る法律（法律第131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）
◇排他的経済水域における漁業等に関する
主権的権利の行使等に関する法律施行令の
一部を改正する政令（政令 第379号）を公
布（外国人漁業の規制に関する法律及び排
他的経済水域における漁業等に関する主権
的権利の行使等に関する法律の一部を改正
する法律の施行の日から施行）
◇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65号）を公布（平成27年２月１
日から施行）
◇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66号）を公布（平成26年12月28日か
ら施行）

12　月
12月１日㈪◇「食料・農業・農村政策審議会平成26

年度第４回果樹部会」の開催及び一般傍聴
について（生産局農産部園芸作物課）
◇野菜の生育状況及び価格見通し（平成26
年12月）について（生産局農産部園芸作物
課）

　　２日㈫◇「第１回日伯農業・食料対話」の開催に
ついて（大臣官房国際部国際協力課）
◇「第５回活力ある農山漁村づくり検討会」
の開催及び一般傍聴について（農村振興局
農村政策部農村計画課農村政策推進室）

　　３日㈬◇「第３回食育推進施策に関する有識者会
議」の開催及び一般傍聴について（消費・
安全局消費者情報官）
◇「平成26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）
◇カナダからの生きた家きん、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）

　　５日㈮◇第５回「卸売市場流通の再構築に関する
検討会」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卸売市場室）
◇米に関するマンスリーレポート（平成26
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年12月５日）の公表について（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11回年次会合」の結果につ
いて（水産庁資源管理部国際課）

　　８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26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）
◇薪ストーブ火入れ式の開催について（林
野庁林政部経営課特用林産対策室、林野庁
林政部木材利用課）
◇「第11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）

　　９日㈫◇第４回「保護林制度等に関する有識者会
議」の開催及び一般傍聴について（林野庁
国有林野部経営企画課国有林野生態系保全
室）
◇米国ニュージャージー州からの生きた家
きん、家きん肉等の輸入停止措置の解除に
ついて（消費・安全局動物衛生課国際衛生
対策室）
◇「平成26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（農林水産省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）
◇「日ロ漁業委員会第31回会議」の結果に
ついて（水産庁資源管理部国際課）

　　10日㈬◇第１回「メタボローム解析を活用した
農林水産・食品分野における産学官連携研
究検討会」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）
◇「2014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）
◇「活力ある農山漁村づくり検討会」にお
ける中間取りまとめの公表について（農村
振興局農村政策部農村計画課農村政策推進
室）
◇米国ミシガン州からの生きた家きん、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）
◇「農林水産業の活力創造のための革新的

技術実証研究事業」に係る技術提案会の開
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）

　　11日㈭◇「食品トレーサビリティ『実践的なマ
ニュアル』」各論「漁業編（案）」、各論「外
食・中食業編（案）」等に対する意見募集
について（消費・安全局表示・規格課）
◇「米の安定取引研究会」の開催について
（生産局農産部農産企画課）

　　12日㈮◇韓国の日本産食品輸入規制に関する「専
門家委員会」委員の来日及び現地調査につ
いて（水産庁漁政部加工流通課）
◇「食料・農業・農村政策審議会 企画部会」
の開催及び一般傍聴について（大臣官房政
策課）
◇諫早湾干拓開門問題に係る請求異議訴訟
の判決について（農村振興局整備部農地資
源課）
◇「第15回日中漁業共同委員会」、「第15回
日中漁業共同委員会第２回準備会合」及び
「第９回日中漁業取締実務者協議」の開催
について（水産庁資源管理部国際課、水産
庁資源管理部管理課）
◇「全国農林水産業・地域の活力創造協議
会（第７回）」の開催及び一般傍聴につい
て（大臣官房政策課）
◇ロシア向け牛肉の輸出について（消費・
安全局動物衛生課国際衛生対策室）

　　15日㈪◇「建設業と農林水産業の連携シンポジ
ウム－建設帰農・林建協働の十年の歩み－」
の開催及び参加者の募集について（大臣官
房政策課、建設トップランナー倶楽部 事
務局）
◇「第２回水産防疫専門家会議」の開催に
ついて（消費・安全局畜水産安全管理課水
産安全室）
◇「食料・農業・農村政策審議会 企画部
会 地方意見交換会」の開催及び一般傍聴
について（大臣官房政策課）

　　16日㈫◇宮崎県における高病原性鳥インフルエ
ンザが疑われる事例の確認及び「農林水産
省鳥インフルエンザ防疫対策本部」の設置
について（消費・安全局動物衛生課）
◇宮崎県における高病原性鳥インフルエン
ザの疑似患畜の確認について（消費・安全
局動物衛生課）
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◇「食料・農業・農村政策審議会 家畜衛
生部会第46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）
◇小泉農林水産副大臣の国内出張について
（消費・安全局総務課）
◇平成26年11月22日の地震による長野県白
馬村及び小谷村の災害に係る局地激甚災害
の指定について（経営局総務課災害総合対
策室）
◇「第１回日伯農業・食料対話」の概要に
ついて（大臣官房国際部国際協力課）
◇平成26年度農林水産業・食品産業科学技
術研究推進事業「緊急対応研究課題」の第
４回公募について（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
議事務局研究推進課）
◇「気候変動枠組条約第20回締約国会議
（COP20）」、「京都議定書第10回締約国会
合（CMP10）」等の結果について（大臣官
房環境政策課、林野庁森林整備部森林利用
課、林野庁森林整備部計画課）
◇豪州向け日本産ぶどうの輸出について
（消費・安全局植物防疫課）

　　17日㈬◇「平成24～25年度食品中の3-MCPD脂
肪酸エステル及びグリシドール脂肪酸エス
テルの含有実態調査」の結果について（消
費・安全局消費・安全政策課）
◇宮崎県で確認された高病原性鳥インフル
エンザの疑似患畜の遺伝子解析の結果につ
いて（消費・安全局動物衛生課）

　　18日㈭◇太平洋クロマグロの加入量水準速報
（2014年12月）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）
◇「第15回日中漁業共同委員会」、「第15回
日中漁業共同委員会第２回準備会合」及び
「第９回日中漁業取締実務者協議」の結果
について（水産庁資源管理部国際課、水産
庁資源管理部管理課）

　　19日㈮◇「27年漁期漁獲可能量（TAC）設定に
関する意見交換会（すけとうだら）」の開
催について（水産庁資源管理部管理課）
◇「27年漁期漁獲可能量（TAC）設定に
関する意見交換会（するめいか）」の開催
について（水産庁資源管理部管理課）
◇新たな食料・農業・農村基本計画の検討

における国民の皆様の御意見・御要望の第
３回募集について（大臣官房政策課）
◇再就職等規制違反行為について（大臣官
房秘書課）
◇「平成27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）
◇米先物取引の試験上場に関するシーズン
レポート（平成26年12月）の公表について
（食料産業局商品取引グループ）
◇高病原性鳥インフルエンザウイルスの
NA亜型の確定について（消費・安全局動
物衛生課）

　　20日㈯◇米国オレゴン州からの生きた家きん、
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）

　　22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）
◇野菜の生育状況及び価格見通し（年末・
年始）について（生産局農産部園芸作物課）
◇平成26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）
◇「地熱発電シンポジウム in 別府」の開
催について（林野庁国有林野部業務課国有
林野管理室）

　　24日㈬◇「漁船保険・漁業共済事業に関する検
討会第２回漁船保険検討ワーキンググルー
プ」及び「漁船保険・漁業共済事業に関す
る検討会第２回漁業共済検討ワーキンググ
ループ」の開催及び一般傍聴について（水
産庁漁政部漁業保険管理官）

　　25日㈭◇栽培用ワタ種子への遺伝子組換えワタ
種子の混入について（消費・安全局農産安
全管理課）
◇平成26年度農林水産業・食品産業科学技
術研究推進事業の「第３回緊急対応研究課
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（環境）室、林野庁
森林整備部研究指導課、農林水産技術会議
事務局研究統括官（食料戦略・除染）室）
◇国際セミナー「森林の強靱性を支える基
盤としての『土壌』」の開催及び参加者の
募集について（林野庁森林整備部計画課海
外林業協力室）
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　　26日㈮◇平成25年の荒廃農地の面積について（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）
◇平成25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）
◇現地ナーシングホームにおける介護食品
（スマイルケア食）の試食・意見交換等を
通じた米国輸出環境調査の実施について
（食料産業局食品製造卸売課、Winter 
Fancy Food Show 2015「ジャパンパビリ
オン」 ジェトロ農林水産・食品事業課）
◇マレーシアからの生鮮家きん肉等の輸入
解禁について（消費・安全局動物衛生課国
際衛生対策室）
◇西川農林水産大臣の国内出張について
（生産局畜産部競馬監督課）
◇平成26年産米の相対取引価格・数量、契
約・販売状況、民間在庫の推移等について
（平成26年11月）（生産局農産部農産企画課）

　　28日㈰◇宮崎県における高病原性鳥インフルエ
ンザが疑われる事例の確認について（消費・
安全局動物衛生課）

　　29日㈪◇宮崎県における高病原性鳥インフルエ
ンザの疑似患畜（２例目）の確認について
（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47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）
◇山口県における高病原性鳥インフルエン
ザが疑われる事例の確認及び「農林水産省
鳥インフルエンザ防疫対策本部」の開催に
ついて（消費・安全局動物衛生課）

　　30日㈫◇山口県における高病原性鳥インフルエ
ンザの疑似患畜の確認について（消費・安
全局動物衛生課）
◇あべ農林水産副大臣の国内出張について
（消費・安全局総務課）
◇「食料・農業・農村政策審議会 家畜衛
生部会第48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）
◇宮崎県で確認された高病原性鳥インフル
エンザの疑似患畜（２例目）の遺伝子解析
の結果について（消費・安全局動物衛生課）

　　31日㈬◇宮崎県（１例目 , 延岡市）で発生した高
病原性鳥インフルエンザに係る搬出制限区
域の解除について（消費・安全局動物衛生

課）
◇宮崎県（２例目 , 宮崎市）で発生した高
病原性鳥インフルエンザウイルスのNA
亜型の確定について（消費・安全局動物衛
生課）
◇山口県で確認された高病原性鳥インフル
エンザの疑似患畜の遺伝子解析の結果及び
高病原性鳥インフルエンザウイルスのNA
亜型の確定について（消費・安全局動物衛
生課）

〈法令〉
12月１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67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一条
第三号に掲げる規定の施行の日（平成26年
12月１日）から施行）

　　３日㈬◇海岸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382号）を公
布
◇海岸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等に関する政令
（政令第383号）を公布（海岸法の一部を改
正する法律附則第一条ただし書に規定する
規定の施行の日（平成26年12月10日）から
施行）

　　10日㈬◇フロン類算定漏えい量等の報告等に関
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、防衛省令第２号）
を公布（特定製品に係るフロン類の回収及
び破壊の実施の確保等に関する法律の一部
を改正する法律（平成25年法律第39号）の
施行の日から施行）
◇海岸法施行規則及び海岸保全施設の技術
上の基準を定める省令の一部を改正する省
令（農林水産省令、国土交通省令第３号）
を公布（海岸法の一部を改正する法律の一
部の施行の日（平成26年12月10日）から施
行）

　　12日㈮◇地域再生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388号）を公
布
◇地域再生法施行令の一部を改正する政令

― 339 ―

305_付録.indd   339305_付録.indd   339 2016/09/17   11:19:502016/09/17   11:19:50



農　政　日　誌

（法令第389号）を公布（地域再生法の一部
を改正する法律（平成26年法律第百28号）
の施行の日（平成26年12月15日）から施行）
◇砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律
施行令及び主要食糧の需給及び価格の安定
に関する法律施行令の一部を改正する政令
（政令第395号）を公布（経済上の連携に関
する日本国とオーストラリアとの間の協定
の効力発生の日から施行）
◇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68号）を公布（経済上の連携に関す
る日本国とオーストラリアとの間の協定の
効力発生の日から施行）
◇関税暫定措置法施行令第三十二条第二項
第三号の農林水産省令で定める方法を定め
る省令（農林水産省令第69号）を公布（経
済上の連携に関する日本国とオーストラリ
アとの間の協定の効力発生の日から施行）

　　15日㈪◇農林水産省関係地域再生法施行規則（農
林水産省令第70号）を公布（地域再生法の
一部を改正する法律の施行の日から施行）

　　18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りに関
する省令の一部を改正する省令（農林水産
省令第71号）を公布（平成27年３月３日か
ら施行）

　　19日㈮◇平成二十六年十一月二十二日の地震に
よる長野県北安曇郡白馬村及び小谷村の区
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403号）を公布（同日施行）
◇農地法施行令及び農産物検査法施行令の
一部を改正する政令（政令第405号）を公
布（平成27年４月１日から施行）

　　22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72号）を公布（同日施行）

　　24日㈬◇子ども・子育て支援法等の施行に伴う
関係政令の整備に関する政令（政令 第412
号）を公布（子ども・子育て支援法の施行
の日から施行）

１　月
１月５日㈪◇「第２回キウイフルーツかいよう病の

Psa3系統に関する防除対策専門家会議」の

開催について（消費・安全局植物防疫課）
◇米国ワシントン州からの生きた家きん、
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）
◇第２回「メタボローム解析を活用した農
林水産・食品分野における産学官連携研究
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）
◇農業資材審議会農業機械化分科会委員の
公募について（生産局農産部技術普及課生
産資材対策室）
◇「食料生産地域再生のための先端技術展
開事業」研究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）

　　６日㈫◇「平成26年度南極海鯨類調査」の実施に
ついて（水産庁資源管理部国際課）
◇宮崎県（１例目 , 延岡市）で発生した高
病原性鳥インフルエンザに係る移動制限区
域の解除について（消費・安全局動物衛生
課）

　　７日㈬◇「第16回日韓漁業共同委員会第５回小委
員会」及び「第16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）
◇「食料・農業・農村政策審議会平成26年
度第８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）

　　８日㈭◇「担い手農家の経営革新に資する稲作技
術カタログに係るワークショップ（宮城
県）」の開催及び参加者の募集について（生
産局農産部穀物課、公益社団法人農林水産・
食品産業技術振興協会）
◇平成27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27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に
ついて（生産局農産部地域作物課）

　　９日㈮◇韓国の日本産食品輸入規制に関する「専
門家委員会」による第２次現地調査につい
て（水産庁漁政部加工流通課）
◇「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）
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◇野菜の生育状況及び価格見通し（平成27
年１月）について（生産局農産部園芸作物
課）
◇「漁業地域の津波防災シンポジウム」の
開催について（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 企画部
会第２回経営所得安定対策小委員会」の開
催及び一般傍聴について（経営局経営政策
課経営安定対策室）
◇米に関するマンスリーレポート（平成27
年１月９日）の公表について（生産局農産
部農産企画課）
◇「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）
◇「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）
◇平成26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）

　　12日㈪◇「第16回日韓漁業共同委員会第５回小
委員会」及び「第16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）

　　13日㈫◇あべ農林水産副大臣の国内出張につい
て（大臣官房地方課）
◇「第61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）
◇第１回「データ収集技術等小委員会」の
開催及び一般傍聴について（農林水産技術
会議事務局研究推進課）
◇宮崎県（２例目 , 宮崎市）で発生した高
病原性鳥インフルエンザに係る搬出制限区
域の解除について（消費・安全局動物衛生
課）

　　14日㈬◇「第１回農林水産省知的財産戦略検討
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）
◇第４回攻めの農林水産業実行本部の開催
について（大臣官房政策課）
◇平成27年度組織・定員について（大臣官
房文書課）
◇平成27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）

◇「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）
◇「担い手農家の経営革新に資する稲作技
術カタログに係るワークショップ（福岡
県）」の開催及び参加者の募集について（生
産局農産部穀物課、公益社団法人農林水産・
食品産業技術振興協会）
◇平成27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
調整室）
◇「食料・農業・農村政策審議会 家畜衛
生部会第49回家きん疾病小委員会」の開催
及び一般傍聴について（消費・安全局動物
衛生課）
◇香港向け牛肉の輸出について（消費・安
全局動物衛生課国際衛生対策室）
◇平成27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）

　　15日㈭◇岡山県における高病原性鳥インフルエ
ンザが疑われる事例の確認及び「農林水産
省鳥インフルエンザ防疫対策本部」の開催
について（消費・安全局動物衛生課）
◇あべ農林水産副大臣の国内出張について
（消費・安全局総務課）
◇岡山県における高病原性鳥インフルエン
ザの疑似患畜の確認について（消費・安全
局動物衛生課）

　　16日㈮◇西川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
際部国際経済課経済連携チーム）
◇「第２回海岸保全施設の適切な修繕等の
あり方検討委員会」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）
◇「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に対する取組につ
いて～子どもの食事への不安を考える～」
の開催及び参加者の募集について（消費者
庁消費者安全課、内閣府食品安全委員会事
務局 情報・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）
◇山口県（長門市）で発生した高病原性鳥
インフルエンザに係る搬出制限区域の解除
について（消費・安全局動物衛生課）

　　17日㈯◇岡山県で確認された高病原性鳥インフ
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ルエンザの疑似患畜の遺伝子解析の結果及
び高病原性鳥インフルエンザウイルスの
NA亜型の確定について（消費・安全局動
物衛生課）
◇佐賀県における高病原性鳥インフルエン
ザが疑われる事例の確認及び「農林水産省
鳥インフルエンザ防疫対策本部」の開催に
ついて（消費・安全局動物衛生課）

　　18日㈰◇佐賀県における高病原性鳥インフルエ
ンザの疑似患畜の確認について（消費・安
全局動物衛生課）
◇小泉農林水産副大臣の国内出張について
（消費・安全局総務課）

　　19日㈪◇食品リサイクル飼料化事業進出セミ
ナーの開催及び参加者の募集について（生
産局畜産部畜産振興課飼料需給対策室、全
国食品リサイクル登録再生利用事業者事務
連絡会）
◇「食料・農業・農村政策審議会農業共済
部会（平成26年度）」の開催及び一般傍聴
について（経営局保険課保険数理室）
◇米国アイダホ州からの生きた家きん、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）
◇宮崎県（２例目 , 宮崎市）で発生した高
病原性鳥インフルエンザに係る移動制限区
域の解除について（消費・安全局動物衛生
課）
◇佐賀県で確認された高病原性鳥インフル
エンザの疑似患畜の遺伝子解析の結果及び
高病原性鳥インフルエンザウイルスのNA
亜型の確定について（消費・安全局動物衛
生課）

　　20日㈫◇「おさかな進歩2015～１歩すすめるシ
ンポジウム～」の開催及び一般傍聴につい
て（水産庁漁政部企画課）
◇「第１回食品安全マネジメント等推進に
向けた準備委員会」の開催について（食料
産業局企画課食品企業行動室）
◇「第２回持続可能な森林経営に関する日
中韓三か国対話」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）
◇４カ国の駐日大使による「食べて応援し
よう！」の取組の実施について（大臣官房
国際部国際経済課経済連携チーム、食料産
業局食品小売サービス課）

◇「米の安定取引研究会」（第２回会合）
の開催について（生産局農産部農産企画課）

　　21日㈬◇「第２回「和食」の保護・継承に向け
た検討会」の開催及び一般傍聴について（大
臣官房政策課）
◇「学校給食フェア」の開催について（食
料産業局産業連携課）
◇「第３回介護食品のあり方に関する検討
会議提供方法に関するワーキングチーム」
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）
◇「平成26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）

　　22日㈭◇「食料・農業・農村政策審議会 企画部会」
の開催及び一般傍聴について（大臣官房政
策課）
◇第６回「卸売市場流通の再構築に関する
検討会」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卸売市場室）
◇「食料・農業・農村政策審議会平成26年
度第９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）
◇小泉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TPP/WTO
交渉チーム）
◇山口県（長門市）で発生した高病原性鳥
インフルエンザに係る移動制限区域の解除
について（消費・安全局動物衛生課）
◇西川農林水産大臣の海外出張の概要につ
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）

　　23日㈮◇商品先物取引の勧誘規制の見直しにつ
いて（農林水産省食料産業局商品取引グ
ループ、経済産業省商務流通保安グループ
商取引・消費経済政策課）
◇動物用医薬品製造販売業者に対する行政
処分について（消費・安全局畜水産安全管
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25年度）（生産局農産部農業
環境対策課鳥獣災害対策室）
◇平成27年度のバター及び脱脂粉乳の輸入
について（生産局畜産部牛乳乳製品課）
◇諫早湾干拓開門問題に係る最高裁判所の
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決定について（農村振興局整備部農地資源
課）

　　25日㈰◇米国カリフォルニア州からの生きた家
きん、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）

　　26日㈪◇「農の雇用事業」の募集を開始します（平
成27年３月研修開始分）（経営局就農・女
性課）
◇「第２回養豚農業の振興に関する基本方
針について意見を聴く会」の開催及び一般
傍聴について（生産局畜産部畜産企画課）
◇「第２回養豚農業の振興に関する基本方
針について意見を聴く会」の開催及び一般
傍聴について（生産局畜産部畜産企画課）
◇平成26年度農林水産業・食品産業科学技
術研究推進事業の「第４回緊急対応研究課
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
会議事務局研究推進課）
◇「担い手農家の経営革新に資する稲作技
術カタログに係るワークショップ（東京
都）」の開催及び参加者の募集について（生
産局農産部穀物課、公益社団法人農林水産・
食品産業技術振興協会）
◇「食料・農業・農村政策審議会平成26年
度第５回果樹部会」の開催及び一般傍聴に
ついて（生産局農産部園芸作物課）
◇小泉農林水産副大臣の海外出張の概要に
ついて（大臣官房国際部国際経済課TPP/
WTO交渉チーム）
◇「「農地を守る」放牧シンポジウム」の
開催及び参加者の募集について（生産局畜
産部畜産振興課草地整備推進室）

　　27日㈫◇「第２回持続可能な森林経営に関する
日中韓三か国対話」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）
◇「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）

　　28日㈬◇「平成26年度二枚貝資源緊急増殖対策
委託事業検討会」の開催について（水産庁
増殖推進部栽培養殖課）
◇「有機農業の推進に関する全国会議」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）
◇2015年農林業センサスの実施について
（大臣官房統計部経営・構造統計課センサ
ス統計室）
◇植物防疫法及び家畜伝染病予防法に違反
してフィリピンから不正に農畜産物が持ち
込まれたことが疑われる事案について（消
費・安全局植物防疫課検疫対策室、消費・
安全局動物衛生課国際衛生対策室）

　　30日㈮◇食品等の放射性物質規制に係る輸出証
明書のインターネットによる申請手続の開
始について（食料産業局輸出促進グループ）
◇あべ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外食産業
室）
◇スギ雄花に含まれる放射性セシウム濃度
の調査結果について（林野庁森林整備部研
究指導課）
◇平成26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）
◇株式会社東友精米における米穀の不適正
表示に対する措置について（消費・安全局
表示・規格課食品表示・規格監視室）
◇「平成26年度環境保全型農業推進コン
クール」の受賞者の決定及び表彰式・シン
ポジウムの開催について（生産局農産部農
業環境対策課）
◇野菜の生育状況及び価格見通し（平成27
年２月）について（生産局農産部園芸作物
課）
◇「養殖魚需給検討会」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）
◇平成26年産米の相対取引価格・数量、契
約・販売状況、民間在庫の推移等について
（平成26年12月）（生産局農産部農産企画課）
◇「ウナギ資源の保存及び管理に関する法
的枠組みの設立の可能性についての検討の
ための非公式協議」の開催について（水産
庁増殖推進部漁場資源課）

〈法令〉
１月９日㈮◇医薬品、医療機器等の品質、有効性及び

安全性の確保等に関する法律施行令の一部
を改正する政令（政令第２号）を公布（平
成27年４月１日から施行）
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◇農業災害補償法施行規則の一部を改正す
る省令（農林水産省令第１号）を公布（平
成27年２月１日から施行）

　　15日㈭◇特定外来生物による生態系等に係る被
害の防止に関する法律施行令の一部を改正
する政令（政令第８号）を公布（平成27年
３月１日から施行）

　　20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）
◇激甚災害に対処するための特別の財政援
助等に関する法律施行令第十八条第一項の
特別措置適用申請書に関する省令の一部を
改正する省令（農林水産省令第３号）を公
布（同日施行）

　　21日㈬◇私的独占の禁止及び公正取引の確保に
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14号）を公布

　　23日㈮◇道路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21号）を公布（道路法等の一部を
改正する法律附則第一条ただし書に規定す
る規定の施行の日（平成27年４月１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（農林水産省令・経済産業省令第１
号）の公布（平成27年６月１日から施行）

　　30日㈮◇地方自治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29号）を公布
◇地方自治法施行令等の一部を改正する政
令（政令第30号）を公布（地方自治法の一
部を改正する法律の施行の日（平成28年４
月１日）から施行）

２　月
２月２日㈪◇「平成26年度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）
◇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）
◇「『国際森林デ―2015みどりの未来』～
国際交流と海の森植樹～」の参加者募集に
ついて（林野庁森林整備部森林利用課山村
振興・緑化推進室、公益財団法人森林文化

協会）
　　３日㈫◇グリーン購入法に基づく特定調達品目へ

の合板型枠の追加について（林野庁林政部
木材産業課、林野庁林政部木材利用課木材
貿易対策室）
◇有限会社衞藤産業による無登録肥料の生
産・販売について（消費・安全局農産安全
管理課）
◇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）
◇第５回「保護林制度等に関する有識者会
議」の開催及び一般傍聴について（林野庁
国有林野部経営企画課国有林野生態系保全
室）
◇「北太平洋における公海の漁業資源の保
存及び管理に関する条約」（北太平洋漁業
資源保存条約）の発効について（水産庁資
源管理部国際課）

　　４日㈬◇「平成26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）
◇平成27年度「レギュラトリーサイエンス
新技術開発事業」の公募及び公募説明会の
実施について（消費・安全局消費・安全政
策課、農林水産技術会議事務局研究推進課）
◇「平成26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）
◇西川農林水産大臣の「NARグランプリ
2014」表彰式への出席について（生産局畜
産部競馬監督課、地方競馬全国協会）
◇「優秀農林水産業者に係るシンポジウム」
の地方開催及び参加者の募集について（大
臣官房総務課、公益財団法人日本農林漁業
振興会）
◇カナダからの家きん肉等の輸入停止措置
の一部解除について（消費・安全局動物衛
生課国際衛生対策室）

　　５日㈭◇農業法人投資育成事業に関する計画の承
認について（経営局金融調整課）
◇佐賀県（有田町）で発生した高病原性鳥
インフルエンザに係る搬出制限区域の解除
について（消費・安全局動物衛生課）
◇でん粉の需給見通しについて（生産局農
産部地域作物課）
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　　６日㈮◇「果樹農業振興基本方針（骨子案）」に
対する国民の皆様の御意見の募集について
（生産局農産部園芸作物課）
◇「ウナギ資源の保存及び管理に関する法
的枠組み成立の可能性についての検討のた
めの非公式協議」の結果について（水産庁
増殖推進部漁場資源課）
◇「第２回乳用牛ベストパフォーマンス実
現会議」の開催及び一般傍聴について（生
産局畜産部畜産振興課畜産技術室）
◇平成27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）
◇米に関するマンスリーレポート（平成27
年２月６日）の公表について（生産局農産
部農産企画課）
◇米国ニュージャージー州からの生きた家
きん、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）

　　７日㈯◇岡山県（笠岡市）で発生した高病原性鳥
インフルエンザに係る搬出制限区域の解除
について（消費・安全局動物衛生課）

　　９日㈪◇「食料・農業・農村政策審議会企画部会」
の開催及び一般傍聴について（大臣官房政
策課）
◇「第２回農林水産省知的財産戦略検討会」
の開催及び一般傍聴について（食料産業局
新事業創出課）
◇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）
◇あべ農林水産副大臣の国内出張について
（経営局就農・女性課女性・高齢者活動推
進室、水産庁漁政部加工流通課）

　　10日㈫◇平成26年の林産物の輸出実績について
（林野庁林政部木材利用課、林野庁林政部
経営課特用林産対策室）
◇「平成26年農林水産物・食品の輸出実績」
について（食料産業局輸出促進グループ）
◇「第２回学校の森・子どもサミット」の
参加校及び協賛企業・団体の募集について
（林野庁森林整備部森林利用課山村振興・
緑化推進室、林野庁国有林野部経営企画課
国有林野総合利用推進室、認定特定非営利
活動法人 共存の森ネットワーク（第２回
学校の森・子どもサミット実行委員会事務
局））

◇「農林水産省気候変動適応計画推進本部」
の第２回会合の開催について（大臣官房環
境政策課）
◇佐賀県（有田町）で発生した高病原性鳥
インフルエンザに係る移動制限区域の解除
について（消費・安全局動物衛生課）
◇「平成26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）
◇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26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）
◇「米の安定取引研究会」（第３回会合）
の開催について（生産局農産部農産企画課）

　　12日㈭◇「水産政策審議会第69回資源管理分科
会」、「水産政策審議会第53回企画部会」の
開催及び一般傍聴について（水産庁漁政部
漁政課）
◇「平成26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）
◇「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」の第12回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）
◇資源管理・漁業経営安定対策の実施状況
（平成26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）
◇「第６回活力ある農山漁村づくり検討会」
の開催及び一般傍聴について（農村振興局
農村政策部農村計画課農村政策推進室）
◇第25回森と花の祭典－「みどりの感謝祭」
式典併催行事「みどりとふれあうフェス
ティバル」の出展者募集について（林野庁
森林整備部森林利用課山村振興・緑化推進
室、公益社団法人国土緑化推進機構）
◇水産加工業者における東日本大震災から
の復興状況アンケート（第２回）の結果に
ついて（水産庁漁政部加工流通課）

　　13日㈮◇第２回「食品産業もったいない大賞」
における受賞者の決定及び表彰式の開催に
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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）
◇ミラノ国際博覧会への日本産食品の持込
みにおける特例措置について（大臣官房政
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）
◇国連生物多様性の10年「グリーンウェイ
ブ2015」の実施について（林野庁森林整備
部森林利用課山村振興・緑化推進室）
◇「第62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）
◇日東醸造株式会社におけるしろしょうゆ
の不適正な格付及び格付の表示に対する措
置について（消費・安全局表示・規格課食
品表示・規格監視室）
◇ヤマシン醸造株式会社におけるしろしょ
うゆの不適正な格付及び格付の表示に対す
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）
◇「平成26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（農林水産省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）
◇岡山県（笠岡市）で発生した高病原性鳥
インフルエンザに係る移動制限区域の解除
について（消費・安全局動物衛生課）
◇動物検疫所による水際対策の一層の強化
について（消費・安全局動物衛生課国際衛
生対策室）

　　16日㈪◇「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）
◇「第４回食育推進施策に関する有識者会
議」の開催及び一般傍聴について（消費・
安全局消費者情報官）
◇「食料・農業・農村政策審議会平成26年
度第10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）
◇「第３回介護食品のあり方に関する検討
会議社会システムに関するワーキングチー
ム」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）
◇「平成26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）

　　18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26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）
◇中川農林水産大臣政務官の「平成26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）
◇平成26年度農林水産政策研究所シンポジ
ウム「農村におけるイノベーションを担う
人材とその育成－EU・韓国・日本の動き
－」の開催について（農林水産政策研究所）
◇「食料・農業・農村政策審議会 家畜衛
生部会第21回牛豚等疾病小委員会」の開催
及び一般傍聴について（消費・安全局動物
衛生課）

　　19日㈭◇英国からの生きた家きんの輸入停止措
置の一部解除について（消費・安全局動物
衛生課国際衛生対策室）
◇「平成26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）
◇2015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）

　　20日㈮◇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）
◇「６次産業化サミット」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）
◇生物多様性及び生態系サービスの政府間
科学 - 政策プラットフォーム（IPBES）の
第３次専門家公募について（農林水産省大
臣官房環境政策課、環境省自然環境局自然
環境計画課生物多様性地球環境戦略企画
室）
◇全国山火事予防運動の実施について（森
林整備部研究指導課森林保護対策室）
◇全国「山の日」フォーラムの開催につい
て（林野庁森林整備部森林利用課山村振興・
緑化推進室、全国「山の日」フォーラム運
営事務局（全国「山の日」協議会内））

　　23日㈪◇「第29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（水産庁瀬戸内海漁業調整事務
所））
◇佐藤農林水産大臣政務官の「平成26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）
◇佐藤農林水産大臣政務官の「平成26年度
環境保全型農業推進コンクール表彰式・シ
ンポジウム」への出席について（生産局農
産部農業環境対策課）
◇歴史的風致維持向上計画の認定について
（農村振興局農村政策部農村計画課）
◇「第13回聞き書き甲子園フォーラム」の
開催について（林野庁森林整備部森林利用
課山村振興・緑化推進室、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（認定NPO法人 共存の森ネット
ワーク））
◇「全国農林水産業・地域の活力創造協議
会（第８回）」の開催及び一般傍聴につい
て（大臣官房政策課）

　　25日㈬◇「第３回「和食」の保護・継承に向け
た検討会」の開催及び一般傍聴について（大
臣官房政策課）
◇「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）
◇「第２回多面的機能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）
◇第３回「沿岸部（海岸）における気候変
動の影響及び適応の方向性検討委員会」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）
◇第２回「データ収集技術等小委員会」の
開催及び一般傍聴について（農林水産技術
会議事務局研究推進課）
◇「食べて応援しよう！」取組企業による
発表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）

　　26日㈭◇「第22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）
◇「乳用牛ベストパフォーマンス実現セミ

ナー」の開催及び参加者の募集について（生
産局畜産部畜産振興課畜産技術室）
◇ハンガリーからの生きた家きん、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）
◇第７回卸売市場流通の再構築に関する検
討会」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卸売市場室）
◇「農業資材審議会農業機械化分科会（第
19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）
◇「平成26年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（農林水
産省消費・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）
◇輸入小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）
◇小泉農林水産副大臣の「第67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）
◇日本食普及の特別親善大使及び日本食普
及の親善大使の任命について（食料産業局
食品小売サービス課外食産業室）

　　27日㈮◇「六次産業化・地産地消法」に基づく
事業計画の認定結果について（平成27年２
月末現在）（食料産業局産業連携課）
◇「第３回 海岸保全施設の適切な修繕等
のあり方検討委員会」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）
◇原発被災地における「米の作付等に関す
る方針」について（生産局農産部穀物課）
◇「大農業女子会」の開催について（経営
局就農・女性課女性・高齢者活動推進室）
◇新たな「酪農及び肉用牛生産の近代化を
図るための基本方針（骨子案）」に対する
国民の皆様からの御意見の募集について
（生産局畜産部畜産企画課畜産総合推進室）
◇野菜の生育状況及び価格見通し（平成27
年３月）について（生産局農産部園芸作物
課）
◇新たな「家畜改良増殖目標（骨子案）」
及び「鶏の改良増殖目標（骨子案）」に対
する国民の皆様からの御意見について（生
産局畜産部畜産振興課）
◇平成26年産米の相対取引価格・数量、契
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約・販売状況、民間在庫の推移等について
（平成27年１月）（生産局農産部農産企画課）

〈法令〉
２月４日㈬◇会社法の一部を改正する法律の施行に伴

う関係法律の整備等に関する法律の施行に
伴う農林水産省関係政令の整理に関する政
令（政令第37号）を公布（会社法の一部を
改正する法律の施行に伴う関係法律の整備
等に関する法律の施行の日（平成27年５月
１日）から施行）
◇外国人漁業の規制に関する法律施行規則
及び排他的経済水域における漁業等に関す
る主権的権利の行使等に関する法律施行規
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）

　　６日㈮◇農林畜水産業関係補助金等交付規則の一
部を改正する省令（農林水産省令第５号）
を公布（同日施行）

　　12日㈭◇森林国営保険法等の一部を改正する法
律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過
措置に関する政令（政令第42号）を公布（平
成27年４月１日から施行）
◇独立行政法人森林総合研究所法施行令
（政令第43号）を公布（平成27年４月１日
から施行）
◇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44号）を公布（同日施行）
◇漁業近代化資金融通法施行令の一部を改
正する政令（政令第45号）を公布（平成27
年４月１日から施行）

　　17日㈫◇家畜伝染病予防法施行規則及び牛海綿
状脳症対策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６号）を公布
（平成27年４月１日から施行）

　　18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７号）を公布（平成27年
４月１日から施行）

　　19日㈭◇農業の担い手に対する経営安定のため
の交付金の交付に関する法律施行規則及び
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８号）を公布（平成27年４月１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９号）を公布（平成
27年４月１日から施行）

　　23日㈪◇特定外来生物による生態系等に係る被
害の防止に関する法律施行規則の一部を改
正する省令（農林水産省令・環境省令第１
号）を公布（平成27年３月１日から施行）

　　24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附則第
三条第一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の一部を改正する命
令（内閣府令・農林水産省令・環境省令第
１号）を公布（鳥獣の保護及び狩猟の適正
化に関する法律の一部を改正する法律の施
行の日（平成27年５月29日）から施行）
◇エコツーリズム推進法施行規則の一部を
改正する省令（文部科学省令・農林水産省
令・国土交通省令・環境省令第１号）を公
布（鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する
法律の一部を改正する法律の施行の日（平
成27年５月29日）から施行）
◇特定外来生物による生態系等に係る被害
の防止に関する法律施行規則の一部を改正
する省令（農林水産省令・環境省令第２号）
を公布（鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関
する法律の一部を改正する法律の施行の日
（平成27年５月29日）から施行）

　　27日㈮◇農林中央金庫法施行規則の一部を改正
する命令（内閣府令・農林水産省令第１号）
を公布（平成27年６月30日から施行）

３　月
３月２日㈪◇「農の雇用事業」の募集を開始します（平

成27年６月研修開始分）（経営局就農・女
性課）
◇「養豚農業の振興に関する基本方針（骨
子案）」に対する国民の皆様からの御意見
の募集について（生産局畜産部畜産企画課）
◇小泉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）
◇「家畜排せつ物の利用の促進を図るため
の基本方針（骨子案）」に対する国民の皆
様からの御意見の募集について（生産局畜
産部畜産企画課畜産環境・経営安定対策室）

　　３日㈫◇「第25回日本海・九州西広域漁業調整委
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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）
◇第５回攻めの農林水産業実行本部の開催
について（大臣官房政策課）
◇「米の安定取引研究会」（第４回会合）
の開催について（生産局農産部農産企画課）
◇あべ農林水産副大臣の「シンポジウム
「2015年ミラノ国際博覧会 地方そしてグ
ローバルな視点からの食、健康、持続可能
な農業発展」」への出席について（大臣官
房政策課）

　　４日㈬◇「平成27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）
◇佐藤農林水産大臣政務官の第２回「食品
産業もったいない大賞」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）

　　５日㈭◇第４回「水門・陸閘等の安全かつ適切な
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）
◇平成26年度 多面的機能支払交付金及び
中山間地域等直接支払交付金の実施状況
（見込み）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、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）
◇平成26年度環境保全型農業直接支払交付
金の取組状況（見込み）について（生産局
農産部農業環境対策課）
◇「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」の第13回合同開催及び一
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）
◇林農林水産大臣とマルティーナ・イタリ
ア農林政策大臣による日伊農政対話の創設
に関する共同文書への署名について（大臣
官房国際部国際経済課経済連携チーム）

　　６日㈮◇林農林水産大臣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、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計画課）
◇「卸売市場流通の再構築に関する検討会」
報告の取りまとめについて（食料産業局食
品製造卸売課卸売市場室）
◇あべ農林水産副大臣の「第44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）
◇平成26年度食育活動の全国展開委託事業
における「今後の食育推進施策について（最
終取りまとめ）」について（消費・安全局
消費者情報官）
◇太平洋クロマグロの漁獲状況について
（水産庁資源管理部漁業調整課）
◇米国ミネソタ州からの生きた家きん、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）
◇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）
◇米に関するマンスリーレポート（平成27
年３月６日）の公表について（生産局農産
部農産企画課）
◇あべ農林水産副大臣の「地域おこし協力
隊全国サミット」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）

　　９日㈪◇第３回「グローバル・フードバリュー
チェーン推進官民協議会」の開催について
（大臣官房国際部国際協力課）
◇「農林水産省の委託等により育成した農
作物品種の農林番号による整理について」
の施行について（農林水産技術会議事務局
研究推進課）
◇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）
◇平成27年（第９回）「みどりの学術賞」
受賞者の決定等について（林野庁森林整備
部森林利用課山村振興・緑化推進室）
◇小泉農林水産副大臣の「第９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（食料産業局産業
連携課）

　　10日㈫◇「平成26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）
◇「今後の農山漁村における再生可能エネ
ルギー導入のあり方に関する検討会」報告
書の公表について（食料産業局再生可能エ
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ネルギーグループ）
◇「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、大臣官房食
料安全保障課）
◇「食料・農業・農村政策審議会第23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）
◇米国ミズーリ州及びカンザス州からの生
きた家きん、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）

　　11日㈬◇「第３回農林水産省知的財産戦略検討
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）

　　12日㈭◇「第３回養豚農業の振興に関する基本
方針について意見を聴く会」の開催及び一
般傍聴について（生産局畜産部畜産企画課）
◇「食料・農業・農村政策審議会企画部会」
の開催及び一般傍聴について（大臣官房政
策課）
◇米国アーカンソー州からの生きた家き
ん、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）
◇水産庁漁業調査船開洋丸による北西太平
洋のトビイカ、アカイカ及びサンマの資源
調査結果について（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
ター東北区水産研究所）
◇「食料・農業・農村政策審議会 平成26
年度第６回果樹部会」の開催及び一般傍聴
について（生産局農産部園芸作物課）
◇林農林水産大臣の「日本産米輸出拡大 
統一ロゴマーク発表会」への出席について
（生産局農産部農産企画課）

　　13日㈮◇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）
◇水産庁による対EU・HACCP水産加工
施設の認定第一号について（水産庁漁政部
加工流通課）
◇第66回獣医師国家試験（平成26年度）の
結果について（消費・安全局畜水産安全管
理課）
◇2015年（第９回）「若手外国人農林水産
研究者表彰」の候補者の募集開始について

（農林水産技術会議事務局国際研究課、独
立行政法人国際農林水産業研究センター企
画調整部情報広報室若手外国人農林水産研
究者表彰事務局）
◇「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）
◇「南インド洋漁業協定（SIOFA）第２
回締約国会議」の開催について（水産庁資
源管理部国際課）
◇「食料・農業・農村政策審議会 平成26
年度第11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）
◇「第１回農村における就業機会の拡大に
関する検討会」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）

　　16日㈪◇「第７回活力ある農山漁村づくり検討
会」の開催及び一般傍聴について（農村振
興局農村政策部農村計画課農村政策推進
室）
◇第23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）
◇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
農業環境対策課鳥獣災害対策室、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、生産局農産部技術
普及課、生産局農産部農産企画課、生産局
畜産部畜産振興課草地整備推進室）

　　17日㈫◇第１回「GAP戦略協議会」の開催につ
いて（生産局農産部技術普及課）
◇「平成27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）
◇木材利用ポイントのポイント発行申請の
期限について（林野庁林政部木材利用課）

　　18日㈬◇「第63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、消費者庁 
食品表示企画課、厚生労働省 医薬食品局 
食品安全部 企画情報課）
◇「食料・農業・農村政策審議会 農業農
村振興整備部会（平成26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）
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◇「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）
◇佐藤農林水産大臣政務官の「平成26年度
全国そば優良生産表彰式」への出席につい
て（生産局農産部地域作物課）

　　19日㈭◇「食料・農業・農村政策審議会」の開
催及び一般傍聴について（大臣官房政策課）
◇「地理的表示保護制度に関する説明会」
の開催及び「地理的表示メールマガジン」
の創設について（食料産業局新事業創出課）
◇「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）

　　20日㈮◇「漁船保険・漁業共済事業に関する検
討会第３回漁船保険検討ワーキンググルー
プ」及び「漁船保険・漁業共済事業に関す
る検討会第３回漁業共済検討ワーキンググ
ループ」の開催及び一般傍聴について（水
産庁漁政部漁業保険管理官）
◇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）
◇「食料・農業・農村政策審議会平成26年
度第７回果樹部会」の開催及び一般傍聴に
ついて（生産局農産部園芸作物課）
◇「第４回介護食品のあり方に関する検討
会議」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）
◇米先物取引の試験上場に関するシーズン
レポート（平成27年３月）の公表について
（食料産業局商品取引グループ）
◇「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）
◇「食料・農業・農村政策審議会 平成26
年度第12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）

　　23日㈪◇遺伝子組換えダイズ、ワタ及びトウモ
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）
◇「南インド洋漁業協定（SIOFA）第２
回締約国会議」の結果について（水産庁資
源管理部国際課）

　　24日㈫◇諫早湾干拓開門問題に係る佐賀地方裁

判所の決定について（農村振興局整備部農
地資源課）
◇中川農林水産大臣政務官の平成26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）
◇特定災害復旧等海岸工事の完了について
（水産庁漁港漁場整備部防災漁村課）
◇「米の安定取引研究会」（第５回会合）
の開催について（生産局農産部農産企画課）

　　25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）
◇「水産政策審議会第54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）
◇「公共建築物における木材の利用の促進
に関する基本方針」に基づく措置の平成25
年度における実施状況について（林野庁林
政部木材利用課）
◇KIRIMI ちゃん．の「おさかなたべよう
大使」就任について（水産庁漁政部漁政課
広報班）
◇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）
◇平成26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）
◇「第４回日豪ハイレベル農業対話」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）

　　26日㈭◇「平成25年度水産物中のダイオキシン
類の実態調査」の結果について （消費・
安全局畜水産安全管理課）
◇企業及び学校向けの農林漁業体験推進の
ためのマニュアル・教材について（消費・
安全局消費者情報官）
◇バーレーン向け日本産牛肉の輸出につい
て（消費・安全局動物衛生課国際衛生対策
室）
◇日本の食に関する英語版ポータルサイト
「Japanese Food Information」の開設につ
いて（大臣官房総務課広報室）
◇「食料・農業・農村政策審議会家畜衛生
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部会第52回家きん疾病小委員会」の開催及
び一般傍聴について（消費・安全局動物衛
生課）
◇遺伝子組換えカイコ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27年度「麦の需給に関する見通し」
の公表について（生産局農産部貿易業務課）
◇平成26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）
◇「我が国の生態系に被害を及ぼすおそれ
のある外来種リスト（生態系被害防止外来
種リスト）」の作成について（大臣官房環
境政策課）
◇「外来種被害防止行動計画」の策定につ
いて（大臣官房環境政策課）

　　27日㈮◇「平成26年度南極海鯨類調査」の航海
終了について（水産庁資源管理部国際課）
◇林農林水産大臣の「平成26年度南極海鯨
類調査船団入港式」への出席について（水
産庁資源管理部国際課）
◇「ため池の放射性物質対策技術マニュア
ル」の取りまとめについて（農村振興局整
備部防災課災害対策室）
◇森林保険業務の森林総合研究所への移管
及び森林保険センター開所式について（林
野庁森林整備部計画課、国立研究開発法人
森林総合研究所森林保険センター保険企画
部保険企画課）
◇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（大臣官房環境政
策課）
◇「保護林制度等に関する有識者会議」報
告の取りまとめについて（林野庁国有林野
部経営企画課国有林野生態系保全室）
◇養殖生産数量ガイドライン（平成27年漁
期）の制定について（水産庁増殖推進部栽
培養殖課）
◇平成26年度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
究指導課）
◇「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（農林水産省食料産業局
バイオマス循環資源課食品産業環境対策
室、環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対
策部企画課リサイクル推進室、経済産業省
産業技術環境局リサイクル推進課）
◇小泉農林水産副大臣の国内出張について
（生産局農産部穀物課）

　　30日㈪◇「農業技術の基本指針」の改定につい
て（大臣官房政策課）
◇平成25年度食品廃棄物等の年間発生量及
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）
◇野菜の生育状況及び価格見通し（平成27
年４月）について（生産局農産部園芸作物
課）

　　31日㈫◇「27年漁期漁獲可能量（TAC）設定に
関する意見交換会（さんま、まさば及びご
まさば並びにずわいがに）」の開催につい
て（水産庁資源管理部管理課）
◇「水産動物の種苗の生産及び放流並びに
水産動物の育成に関する基本方針」の公表
について（水産庁増殖推進部栽培養殖課）
◇「活力ある農山漁村づくり検討会」にお
ける報告書の公表について（農村振興局農
村政策部農村計画課農村政策推進室）
◇新たな「農林水産研究基本計画」の決定
について（農林水産技術会議事務局技術政
策課）
◇食品トレーサビリティ「実践的なマニュ
アル」（各論 漁業編、各論外食・中食業編）
について（消費・安全局表示・規格課）
◇「新たな食料・農業・農村基本計画全国
説明会及び全国農林水産業・地域の活力創
造協議会（第９回）合同会議」の開催及び
一般傍聴について（大臣官房政策課）
◇平成26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）
◇平成26年度食料品アクセス問題に関する
市町村アンケート調査の結果について（食
料産業局食品小売サービス課）
◇東日本大震災について～農林水産関連施
設の復旧・復興のための技術者派遣につい
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て～（農村振興局整備部設計課、林野庁森
林整備部治山課、水産庁漁港漁場整備部整
備課）
◇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）
◇「酪農及び肉用牛生産の近代化を図るた
めの基本方針」、「養豚農業の振興に関する
基本方針」、「家畜改良増殖目標」、「鶏の改
良増殖目標」及び「家畜排せつ物の利用の
促進を図るための基本方針」の策定につい
て（生産局畜産部畜産企画課畜産総合推進
室、生産局畜産部畜産企画課畜産環境・経
営安定対策室、生産局畜産部畜産振興課、
生産局畜産部畜産企画課畜産環境・経営安
定対策室）
◇「平成25事業年度総合農協一斉調査結果」
について（経営局協同組織課経営・組織対
策室）
◇「平成27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）
◇水稲収穫量調査におけるふるい目幅等の
見直しについて（大臣官房統計部生産流通
消費統計課）
◇平成26年産米の相対取引価格・数量、契
約・販売状況、民間在庫の推移等について
（平成27年２月）（生産局農産部農産企画課）
◇「農地流動化の促進の観点からの転用規
制のあり方に関する検討会」の開催及び一
般傍聴について（農村振興局農村政策部農
村計画課）

〈法令〉
３月６日㈮◇食品表示法の施行期日を定める政令（政

令第67号）を公布
◇食品表示法第十五条の規定による権限の
委任等に関する政令（政令第68号）を公布
（法の施行の日（平成27年４月１日）から
施行）

　　９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10号）を公布（平成
28年４月１日から施行）
◇農業災害補償法施行規則の一部を改正す
る省令（農林水産省令第11号）を公布（平
成27年４月１日から施行）

　　11日㈬◇日本中央競馬会の平成二十七事業年度
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70号）
を公布（同日施行）

　　18日㈬◇独立行政法人通則法の一部を改正する
法律及び独立行政法人通則法の一部を改正
する法律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及
び経過措置に関する政令（政令第74号）を
公布（平成27年４月１日から施行）
◇銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正す
る法律の施行期日を定める政令（政令第77
号）を公布
◇平成二十六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79号）を公布（同
日施行）

　　20日㈮◇農業経営基盤強化促進法施行令等の一
部を改正する政令（政令第80号）を公布（同
日施行）
◇食品表示法第六条第一項の内閣府令・農
林水産省令で定める表示事項及び遵守事項
並びに同法第十二条第一項の規定に基づく
申出の手続を定める命令（内閣府令・農林
水産省令第２号）を公布（法の施行の日（平
成27年４月１日）から施行）
◇食品表示法第八条第二項及び第九条第一
項の規定による立入検査及び質問並びに食
品表示法第十五条の規定による権限の委任
等に関する政令第五条第三項、第四項及び
第七項の規定による都道府県知事の報告に
関する省令（農林水産省令第12号）を公布
（法の施行の日（平成27年４月１日）から
施行）
◇食品表示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
13号）を公布（食品表示法の施行の日（平
成27年４月１日）から施行）

　　24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
働省令・農林水産省令・経済産業省令・国
土交通省令第１号）を公布（平成27年４月
１日から施行）

　　26日㈭◇農業の有する多面的機能の発揮の促進
に関する法律施行規則（農林水産省令第14
号）を公布（平成27年４月１日から施行）
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◇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15号）
を公布（平成27年４月１日から施行）
◇森林国営保険法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備に
関する省令（農林水産省令第16号）を公布
（平成27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27年４月１日から
施行）

　　27日㈮◇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・防衛省令第１号）
を公布
（地方自治法の一部を改正する法律附則第
一条第二号に掲げる規定の施行の日（平成
27年４月１日）から施行）
◇独立行政法人農林漁業信用基金の農業信
用保険業務、林業信用保証業務及び漁業信
用保険業務に係る財務及び会計に関する省
令の一部を改正する省令（財務省令・農林
水産省令第１号）を公布（平成27年４月１
日から施行）
◇独立行政法人農業・食品産業技術総合研
究機構の業務運営に関する省令及び独立行
政法人農業・食品産業技術総合研究機構の
基礎的研究業務及び民間研究促進業務に係
る財務及び会計に関する省令の一部を改正
する省令（財務省令・農林水産省令第２号）
を公布（平成27年４月１日から施行）
◇独立行政法人農林漁業信用基金の業務運
営等に関する省令の一部を改正する省令
（財務省令・農林水産省令第３号）を公布（平
成27年４月１日から施行）
◇独立行政法人農業者年金基金の業務運営
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（厚生労
働省令・農林水産省令第１号）を公布（平
成27年４月１日から施行）
◇独立行政法人通則法の一部を改正する法
律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18号）を公
布（平成27年４月１日から施行）
◇独立行政法人農林水産消費安全技術セン
ターの業務運営並びに財務及び会計に関す
る省令の一部を改正する省令（農林水産省
令第19号）を公布（平成27年４月１日から
施行）
◇独立行政法人種苗管理センターの業務運
営並びに財務及び会計に関する省令の一部
を改正する省令（農林水産省令第20号）を
公布（平成27年４月１日から施行）
◇独立行政法人家畜改良センターの業務運
営並びに財務及び会計に関する省令の一部
を改正する省令（農林水産省令第21号）を
公布（平成27年４月１日から施行）
◇独立行政法人水産大学校の業務運営並び
に財務及び会計に関する省令の一部を改正
する省令（農林水産省令第22号）を公布（平
成27年４月１日から施行）
◇独立行政法人農業環境技術研究所の業務
運営並びに財務及び会計に関する省令の一
部を改正する省令（農林水産省令第23号）
を公布（平成27年４月１日から施行）
◇独立行政法人国際農林水産業研究セン
ターの業務運営並びに財務及び会計に関す
る省令の一部を改正する省令（農林水産省
令第24号）を公布（平成27年４月１日から
施行）
◇独立行政法人森林総合研究所の業務運営
並びに財務及び会計に関する省令の一部を
改正する省令（農林水産省令 第25号）を
公布（平成27年４月１日から施行）
◇独立行政法人水産総合研究センターの業
務運営並びに財務及び会計に関する省令の
一部を改正する省令（農林水産省令第26号）
を公布（平成27年４月１日から施行）
◇独立行政法人農業生物資源研究所の業務
運営並びに財務及び会計に関する省令の一
部を改正する省令（農林水産省令第27号）
を公布（平成27年４月１日から施行）
◇独立行政法人農業・食品産業技術総合研
究機構の農業・食品産業技術研究等業務及
び農業機械化促進業務に係る財務及び会計
に関する省令の一部を改正する省令（農林
水産省令第28号）を公布（平成27年４月１
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日から施行）
◇独立行政法人農業者年金基金の業務運営
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29号）を公
布（平成27年４月１日から施行）
◇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30号）を
公布（平成27年４月１日から施行）
◇独立行政法人農林漁業信用基金の農業災
害補償関係業務及び漁業災害補償関係業務
に係る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31号）を公
布（平成27年４月１日から施行）

　　30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（内閣府令・農林水
産省令第３号）を公布（独立行政法人通則
法の一部を改正する法律の施行の日（平成
27年４月１日）から施行）
◇農林中央金庫及び特定農水産業協同組合
等による信用事業の再編及び強化に関する
法律施行規則等の一部を改正する命令（内
閣府令・農林水産省令 第４号）を公布（平
成27年４月１日から施行）

　　31日㈫◇半島振興法の一部を改正する法律（法
律第６号）を公布（平成27年４月１日から
施行）
◇山村振興法の一部を改正する法律（法律
第７号）を公布（平成27年４月１日から施
行）
◇平成十二年から平成二十五年までの間の
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130号）を公
布（同日施行）
◇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133号）を公布（平成27年４月１日
から施行）
◇漁業災害補償法施行令の一部を改正する
政令（政令第134号）を公布（平成27年４

月１日から施行）
◇農林水産省組織令の一部を改正する政令
（政令第159号）を公布（同日施行）
◇山村振興法施行令の一部を改正する政令
（政令第164号）を公布（平成27年４月１日
から施行）
◇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
府令・復興庁令・総務省令・財務省令・農
林水産省令・経済産業省令第１号）を公布
（独立行政法人医薬基盤研究所法の一部を
改正する法律及び独立行政法人通則法の一
部を改正する法律の施行に伴う関係法律の
整備に関する法律の施行の日（平成27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（就学前の子どもに
関する教育、保育等の総合的な提供の推進
に関する法律の一部を改正する法律の施行
の日（平成27年４月１日）から施行）
◇独立行政法人情報通信研究機構が行う独
立行政法人情報通信研究機構法第十四条第
二項第一号に規定する業務に係る業務運営
に関する命令の一部を改正する命令（内閣
府令・総務省令・文部科学省令・農林水産
省令・国土交通省令第１号）を公布（独立
行政法人通則法の一部を改正する法律の施
行の日（平成27年４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（総務省令・農林水産省令・国土交通省
令第１号）を公布（平成27年４月１日から
施行）
◇半島振興法施行規則（総務省令・農林水
産省令・国土交通省令第２号）を公布（平
成27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（財務省令・厚生労働省令・農林
水産省令・経済産業省令・環境省令第１号）
を公布（平成27年４月１日から施行）
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◇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
省令・農林水産省令・経済産業省令・国土
交通省令第２号）を公布（独立行政法人通
則法の一部を改正する法律の施行の日（平
成27年４月１日）から施行）
◇漁業災害補償法施行規則の一部を改正す
る省令（農林水産省令第32号）を公布（平
成27年４月１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33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34号）を公布（平成27
年４月１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35号）を
公布（平成27年４月１日から施行）
◇独立行政法人土木研究所の業務運営に関
する省令の一部を改正する省令（農林水産
省令・国土交通省令第１号）を公布（独立
行政法人通則法の一部を改正する法律の施
行の日（平成27年４月１日）から施行）
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