
農　政　日　誌

４　月
４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
房政策課情報分析室）
◇ドミニカ共和国から日本向けに輸出され
るマンゴウ等の生果実の輸出停止要請につ
いて（消費・安全局植物防疫課検疫対策室）
◇「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）
◇「飼料用米生産・利用拡大シンポジウム」
の開催及び参加者の募集について（生産局
農産部穀物課、生産局畜産部畜産振興課）

　　２日㈭ ◇「平成27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）

　　３日㈮ ◇米国サウスダコ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）

　　４日㈯ ◇米国モンタナ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）

　　６日㈪ ◇「水産物の放射性物質検査に係る報告
書」の更新について（水産庁漁政部加工流
通課）

　　７日㈫ ◇「水産政策審議会 第70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）
◇「新たな食料・農業・農村基本計画に関
するブロック説明会」の開催及び一般傍聴
について（大臣官房政策課）
◇「2015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）
◇カナダ・オンタリオ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）

　　９日㈭ ◇「津波・高潮対策における水門・陸閘
等管理システムガイドライン」の改訂
（Ver.3.0）について（水産庁漁港漁場整備

部防災漁村課）
◇「第１回 花き活用推進会議」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）
◇「畜産再興プラン実現推進本部」の設置
及び第１回会合の開催について（生産局畜
産部畜産企画課）

 10日㈮ ◇地理的表示に基づく登録標章（GI マー
ク）の公表について（食料産業局新事業創
出課）
◇「花き産業及び花きの文化の振興に関す
る基本方針」の公表について（生産局農産
部園芸作物課花き産業・施設園芸振興室）
◇第25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27年度（第11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）
◇平成27年度（第16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・食
品産業技術振興協会）
◇第６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）
◇米に関するマンスリーレポート（平成27
年４月10日）の公表について（生産局農産
部農産企画課）

 13日㈪ ◇米国ノースダコ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）
◇沖縄周辺海域における外国漁船の集中取
締りの実施について（水産庁資源管理部管
理課）

 14日㈫ ◇米国ウィスコンシ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）

 15日㈬ ◇平成25年の農作業死亡事故について（生
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産局農産部技術普及課生産資材対策室）
◇米国アイオワ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）
◇「食料・農業・農村政策審議会 家畜衛
生部会 第22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）
◇第３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）

 16日㈭ ◇「第４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）
◇「おいしい日本！食のジュニアPR大使」
の任命について（大臣官房総務課広報室）

 17日㈮ ◇「水産政策審議会」委員の公募について
（水産庁漁政部漁政課）
◇「日・マーシャル漁業協議」の開催につ
いて（水産庁資源管理部国際課）

 20日㈪ ◇「第10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）
◇「農林水産業と観光との連携」をテーマ
としたポスター展の作品公募について（農
林水産省農村振興局農村政策部都市農村交
流課、観光庁観光地域振興部観光地域振興
課）
◇第３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）

 21日㈫ ◇「2016年アンタルヤ国際園芸博覧会」に
対する公式参加について（生産局農産部園
芸作物課花き産業・施設園芸振興室）
◇第９回「みどりの式典」の開催と「平成
27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）
◇「平成27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）

 22日㈬ ◇輸出植物検疫カウンターの設置について
（消費・安全局植物防疫課検疫対策室）
◇「日・マーシャル漁業協議」の結果につ
いて（水産庁資源管理部国際課）

 24日㈮ ◇「農の雇用事業」の募集を開始します
（平成27年８月研修開始分）（経営局就農・
女性課）
◇「農林水産物・食品輸出環境課題レポー
ト（2014/2015）」の公表について（食料産
業局輸出促進グループ）
◇「食料・農業・農村政策審議会」委員の
公募について（大臣官房政策課）
◇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）
◇我が国の高病原性鳥インフルエンザの清
浄化について（消費・安全局動物衛生課）
◇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総務課）
◇「平成27年度 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）
◇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）
◇平成27年度「次世代施設園芸導入加速化
支援事業」の新規採択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）
◇「インド洋まぐろ類委員会（IOTC）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）
◇米国向け日本産食品の輸入規制の緩和に
ついて（食料産業局輸出促進グループ）
◇「第１回 畜産再興プランブロック会合」
の開催について（生産局畜産部畜産企画
課）

 27日㈪ ◇「果樹農業振興基本方針」の公表につい
て（生産局農産部園芸作物課）
◇「 第11回 国 連 森 林 フ ォ ー ラ ム
（UNFF11）」の開催について（林野庁森林
整備部計画課海外林業協力室）
◇「第10回 日中漁業取締実務者協議」の
結果について（水産庁資源管理部管理課）
◇平成27年度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）
◇「加工・業務用野菜バリューチェーン構
築セミナー」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）
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◇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）

 28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３月）（生産局農産部農産企画
課）
◇佐藤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、大臣
官房地方課）

〈法令〉
４月１日㈬ ◇漁船法施行規則の一部を改正する省令

（農林水産省令第36号）を公布（平成27年
４月11日から施行）
◇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37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38号）を
公布（平成27年４月１日から施行）
◇流通業務の総合化及び効率化の促進に関
する法律施行規則の一部を改正する省令
（農林水産省令・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）

　　９日㈭ ◇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関する省令
の一部を改正する省令（農林水産省令第39
号）を公布（同日施行）

 10日㈮ ◇農林水産省組織令の一部を改正する政令
（政令第186号）を公布（同日施行）
◇農林水産省国立研究開発法人審議会令
（政令第195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204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206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40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41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42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43号）を
公布（同日施行）

 16日㈭ ◇米穀の新用途へ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
産省令第44号）を公布（同日施行）

 20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45号）を公布（同
日施行）

 22日㈬ ◇都市農業振興基本法（法律第14号）を公
布（同日施行）

 24日㈮ ◇保険業法等の一部を改正する法律（平成
二十六年法律第四十五号）の施行に伴い、
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１号）を公布（保険業法等の一
部を改正する法律の施行の日（平成28年５
月29日）から施行）

 28日㈫ ◇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（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）
◇農水産業協同組合の金融機能の強化のた
めの特別措置に関する命令の一部を改正す
る命令（内閣府令・農林水産省令 第５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）
◇農水産業協同組合の優先出資に関する命
令等の一部を改正する命令（内閣府令・農
林水産省令第６号）を公布（平成27年５月
１日から施行）
◇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46号）を公布（同日施行）

 30日㈭ ◇会社法の一部を改正する法律及び会社法
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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経済
産業省関係政令の整備等に関する政令（政
令第225号）を公布（会社法の一部を改正
する法律の施行の日（平成27年５月１日）
から施行）
◇特定農林水産物等の名称の保護に関する
法律の施行期日を定める政令（政令 第226
号）を公布（平成27年６月１施行）
◇特定農林水産物等の名称の保護に関する
法律施行令（政令第227号）を公布（法の
施行の日（平成27年６月１日）から施行）
◇産業競争力強化法施行規則の一部を改正
する命令（内閣府令・総務省令・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・環境省令 第１号）を
公布（会社法の一部を改正する法律の施行
の日（平成27年５月１日）から施行）
◇中小企業等協同組合法に係る民間事業者
等が行う書面の保存等における情報通信の
技術の利用に関する法律施行規則の一部を
改正する命令（内閣府令・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１号）を公布（会社法の一
部を改正する法律の施行の日（平成27年５
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１号）を公布
（会社法の一部を改正する法律の施行の日
（平成27年５月１日）から施行）
◇技術研究組合法施行規則の一部を改正す
る省令（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（会社法の一部を改正する法律の施
行の日（平成27年５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（会社法の一
部を改正する法律の施行の日（平成27年５
月１日）から施行）
◇中小企業団体の組織に関する法律に係る
民間事業者等が行う書面の保存等における

情報通信の技術の利用に関する法律施行規
則の一部を改正する省令（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２号）を公布（会社法の一
部を改正する法律の施行の日（平成27年５
月１日）から施行）
◇商品投資顧問業者の許可及び監督に関す
る省令等の一部を改正する省令（農林水産
省令・経済産業省令第２号）を公布（平成
27年５月１日から施行）
◇輸出水産業の振興に関する法律施行規則
の一部を改正する省令（農林水産省令 第
47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）

５　月
５月１日㈮ ◇「農漁業保険審査会」の開催及び一般傍

聴について（経営局保険課）
◇「第20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）
◇野菜の生育状況及び価格見通し（平成27
年５月）について（生産局農産部園芸作物
課）
◇商品先物取引業者及び商品先物取引仲介
業者に対する業務停止命令等について（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）
◇「インド洋まぐろ類委員会（IOTC）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）
◇植物防疫法に違反して昆虫（ゴライアス
オオツノハナムグリ）を輸入した容疑で書
類送致がなされた事例について（消費・安
全局植物防疫課検疫対策室）

　　７日㈭ ◇「新しい介護食品（スマイルケア食）普
及推進会議 第１回 スマイルケア食の選び
方 検討ワーキンググループ（噛むこと・
飲み込むことが困難な人向け食品）」の開
催について（食料産業局食品製造卸売課）
◇「日ロさけ・ます漁業交渉」（ロシア200
海里水域分）の開催について（水産庁資源
管理部国際課）
◇「農業資材審議会 農業機械化分科会（第
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20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）

　　８日㈮ ◇「北太平洋溯河性魚類委員会（NPAFC）
第23回 年次会議」等の開催について（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27
年５月８日）の公表について（生産局農産
部農産企画課）
◇第７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）

 11日㈪ ◇「第20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）
◇農林水産省が優先的にリスク管理を行う
有害化学物質を見直すに当たっての情報・
意見募集について（消費・安全局消費・安
全政策課）

 12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経済課貿易関税
チーム）
◇「水産業・漁村の多面的機能発揮の支援
のあり方に関する検討会」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）
◇遺伝子組換えアルファルファ、ダイズ、
トウモロコシ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）
◇米国インディアナ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）

 13日㈬ ◇第14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、聞き書き甲子園実行委員会事務局）
◇米国ネブラスカ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）

 14日㈭ ◇「平成27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１回「委託プロジェクト研究（需要拡
大関連）の推進方針に関する検討会」の開
催及び一般傍聴について（農林水産技術会
議事務局研究統括官（食料戦略、除染）室）
◇地理的表示保護制度活用支援中央窓口

（愛称：GI サポートデスク）（フリーダイ
ヤル及びインターネット）の開設について
（食料産業局新事業創出課）

 15日㈮ ◇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、北陸農政局企画調整室）
◇「農林物資規格調査会（平成27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）
◇資源管理・漁業経営安定対策の実施状況
（平成27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）
◇佐藤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）
◇「北太平洋溯河性魚類委員会（NPAFC）
第23回 年次会議」の結果について（水産
庁資源管理部国際課）
◇「ディスカバー農山漁村（むら）の宝」
（第２回選定）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）

 18日㈪ ◇「農林物資規格調査会」委員の公募につ
いて（消費・安全局表示・規格課）
◇「水産政策審議会 第71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27年度 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）
◇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）
◇「ディスカバー農山漁村（むら）の宝」
（第２回選定）に係る優良事例の募集につ
いて ～見つけよう！今、元気なムラの取
組～（農村振興局農村政策部都市農村交流
課）

 19日㈫ ◇「平成27年度 水資源機構営事業 事後評
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）
◇「平成27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）
◇ブルガリ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）
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 20日㈬ ◇第１回「「知」の集積と活用の場の構築
に向けた検討会」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）

 21日㈭ ◇小笠原諸島周辺海域における外国漁船を
想定した関係機関による合同訓練の実施に
ついて（水産庁資源管理部管理課、第三管
区海上保安本部警備救難部、東京都産業労
働局農林水産部、東京都総務局行政部企画
課）
◇国連生物多様性の10年「グリーンウェイ
ブ2015」の登録状況（中間報告）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「委託プロジェクト研究（気候変
動対応関連）の推進方針に関する検討会」
の開催及び一般傍聴について（農林水産技
術会議事務局研究開発官（環境）室）
◇太平洋クロマグロ2014年生まれの加入量
水準速報（2015年５月）について（水産庁
増殖推進部漁場資源課、国立研究開発法人
水産総合研究センター 国際水産資源研究
所 ）
◇「平成26年度小笠原諸島周辺海域宝石サ
ンゴ緊急対策事業」の結果の公表について
（水産庁増殖推進部漁場資源課）
◇韓国による日本産水産物等の輸入規制に
関するWTO協定に基づく協議の要請につ
いて（水産庁漁政部加工流通課）

 22日㈮ ◇「平成26年度水産白書」の公表について
（水産庁漁政部企画課）
◇木材利用ポイントの発行申請の受付終了
について（林野庁林政部木材利用課）
◇あべ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）

 26日㈫ ◇「平成26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）
◇「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）
◇平成27年度「輸出戦略実行委員会」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）

 27日㈬ ◇2015年「農作業安全ポスターデザインコ
ンテスト」の実施及び作品の募集について

（生産局農産部技術普及課生産資材対策室）
◇「2015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）
◇訪日外国人旅行者受入可能な農林漁業体
験民宿の滞在促進を目的とした統一的なシ
ンボルマーク「Japan.Farm Stay」の制定
について（農林水産省農村振興局農村政策
部都市農村交流課、観光庁観光地域振興部
観光地域振興課）
◇「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）
◇林農林水産大臣の第８回「大学は美味し
い！！」フェアへの出席について（農林水
産技術会議事務局研究推進課）
◇国際獣疫事務局（OIE）による豚コレラ
清浄国の認定について（消費・安全局動物
衛生課国際衛生対策室）
◇国際獣疫事務局（OIE）による牛疫ウイ
ルス所持施設の認定について（消費・安全
局動物衛生課国際衛生対策室、農研機構動
物衛生研究所）
◇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）

 28日㈭ ◇「農林水産省知的財産戦略2020」の策定
について（食料産業局新事業創出課）
◇「ウナギの国際的資源保護・管理に係る
第８回非公式協議」及び「ウナギ資源の保
存及び管理に関する法的枠組み設立の可能
性の検討のための第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）
◇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）
◇遺伝子組換え生物等の拡散防止措置の確
認に当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）
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◇「第２回学校の森・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、
認定特定非営利活動法人 共存の森ネット
ワーク）
◇「第64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、内閣府消費
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）

 29日㈮ ◇「平成26年度森林・林業白書」の公表に
ついて（林野庁林政部企画課）
◇「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）
◇「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５月
末現在）（食料産業局産業連携課）
◇野菜の生育状況及び価格見通し（平成27
年６月）について（生産局農産部園芸作物
課）
◇27年産飼料用米の生産拡大に向けた対応
について（生産局農産部穀物課、生産局農
産部農産企画課）
◇林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27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）
◇高度衛生管理基本計画（三崎地区、博多
地区）の策定について（水産庁漁港漁場整
備部計画課）
◇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27年４月）（生産局農産部農産企画
課）
◇「食料・農業・農村政策審議会第24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）

〈法令〉
５月１日㈮ ◇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48号）を公布
（平成27年５月１日から施行）

◇森林組合法施行規則の一部を改正する省
令（農林水産省令第49号）を公布（平成27
年５月１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50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）

　　７日㈬ ◇競馬法の一部を改正する法律（法律第18
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）
◇福島復興再生特別措置法第五十八条第二
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（復興庁令・農林水産省令第
１号）を公布（同日施行）
◇福島復興再生特別措置法第五十九条第二
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の一部を改正す
る命令（復興庁令・農林水産省令・経済産
業省令・環境省令第１号）を公布（同日施
行）
◇農林水産省関係福島復興再生特別措置法
施行規則及び種苗法施行規則の一部を改正
する省令（農林水産省令第51号）を公布
（同日施行）

 13日㈬ ◇農業経営統計調査規則の一部を改正する
省令（農林水産省令第52号）を公布（同日
施行）
◇作物統計調査規則の一部を改正する省令
（農林水産省令第53号）を公布（同日施行）

 15日㈮ ◇金融商品取引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232号）
を公布（同日施行）
◇中小企業等協同組合法施行規則の一部を
改正する命令（内閣府令・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
の施行の日（平成27年５月29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７号）を
公布（金融商品取引法等の一部を改正する
法律の施行の日（平成27年５月29日）から
施行）
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 20日㈬ ◇内水面漁業の振興に関する法律施行令の
一部を改正する政令（政令第236号）を公
布（平成27年６月１日から施行）
◇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54
号）を公布（平成27年６月１日から施行）

 22日㈮ ◇温室効果ガス算定排出量等の報告等に関
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・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（同日
施行）
◇森林法施行規則及び森林法施行令別表第
三林道の開設に要する費用の項第六号等に
規定する林道網の枢要部分となるべき林道
の開設又は拡張の事業に係る環境影響評価
の項目並びに当該項目に係る調査、予測及
び評価を合理的に行うための手法を選定す
るための指針、環境の保全のための措置に
関する指針等を定める省令の一部を改正す
る省令（農林水産省令 第55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）

 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56号）を公布（金融商品取引
法等の一部を改正する法律の施行の日（平
成27年５月29日）から施行）

 27日㈬ ◇株式会社商工組合中央金庫法及び中小企
業信用保険法の一部を改正する法律（法律
第29号）を公布（同日施行）
◇保険業法施行令及び中小企業等協同組合
法施行令の一部を改正する政令（政令 第
241号）を施行（保険業法等の一部を改正
する法律の施行の日（平成28年５月29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２号）を公布（保険業法等
の一部を改正する法律の施行の日（平成28
年５月29日）から施行）
◇認可特定保険業者等に関する命令等の一

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２号）を公布（保険業法等
の一部を改正する法律（平成26年法律第45
号）の施行の日（平成28年５月29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３号）を公布
（保険業法等の一部を改正する法律の施行
の日（平成28年５月29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に基づく医薬
品及び再生医療等製品の使用の禁止に関す
る規定の適用を受けない場合を定める省令
の一部を改正する省令（農林水産省令第57
号）を公布（平成27年８月21日から施行）

 29日㈮ ◇農林水産省設置法の一部を改正する法律
（法律第30号）を公布（平成27年10月１日
から施行）
◇対内直接投資等に関する命令の一部を改
正する命令（内閣府令・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）
◇ダム事業に係る環境影響評価の項目並び
に当該項目に係る調査、予測及び評価を合
理的に行うための手法を選定するための指
針、環境の保全のための措置に関する指針
等を定める省令及び堰事業に係る環境影響
評価の項目並びに当該項目に係る調査、予
測及び評価を合理的に行うための手法を選
定するための指針、環境の保全のための措
置に関する指針等を定める省令の一部を改
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３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）
◇特定農林水産物等の名称の保護に関する
法律施行規則（農林水産省令第58号）を公
布（平成27年６月１日から施行）
◇公有水面の埋立て又は干拓の事業に係る
環境影響評価の項目並びに当該項目に係る
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調査、予測及び評価を合理的に行うための
手法を選定するための指針、環境の保全の
ための措置に関する指針等を定める省令の
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（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）

６　月
６月１日㈪ ◇「第２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）
◇「新しい介護食品（スマイルケア食）普
及推進会議 第１回 スマイルケア食の選び
方 検討ワーキンググループ（低栄養予防
のための食品）」 の開催について（食料産
業局食品製造卸売課）
◇国際獣疫事務局（OIE）における理事及
び委員の選出について（消費・安全局動物
衛生課国際衛生対策室）
◇韓国における火傷病の発生に伴う宿主植
物の輸入停止措置について（消費・安全局
植物防疫課検疫対策室）

　　２日㈫ ◇「漁船保険・漁業共済事業に関する検討
会 第４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４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）
◇「平成27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）
◇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の解除について（消
費・安全局動物衛生課国際衛生対策室）
◇佐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経済課貿易関
税等チーム、大臣官房国際部国際経済課
TPP/WTO交渉チーム）

　　３日㈬ ◇第２回「「知」の集積と活用の場の構築
に向けた検討会」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）
◇「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）
◇「第１回『食品事業者の５つの基本原則』
に関する意見交換会」の開催について（食
料産業局企画課食品企業行動室）

　　４日㈭ ◇「福島県産農林水産物等の販売促進に向
けた情報交換会議」（第１回）の開催につ
いて（食料産業局食品小売サービス課）
◇「ウナギの国際的資源保護・管理に係る
第８回非公式協議」及び「ウナギ資源の保
存及び管理に関する法的枠組み設立の可能
性の検討のための第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）

　　５日㈮ ◇平成27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２回「委託プロジェクト研究（需要拡
大関連）の推進方針に関する検討会」の開
催及び一般傍聴について（農林水産技術会
議事務局研究統括官（食料戦略、除染）室）
◇「農業資材審議会 農業機械化分科会（第
21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）
◇佐藤農林水産大臣政務官の国内出張につ
いて（生産局畜産部競馬監督課）
◇米に関するマンスリーレポート（平成27
年６月５日）の公表について（生産局農産
部農産企画課）
◇平成26年産 収入減少影響緩和対策（ナ
ラシ対策）の支払見込みについて（経営局
経営政策課経営安定対策室）

　　８日㈪ ◇林農林水産大臣及びあべ農林水産副大臣
の「農業女子トラクタ等の新商品発表会」
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）
◇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経済課貿
易関税等チーム、大臣官房国際部国際経済
課TPP/WTO交渉チーム）

　　９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に基づく
被害防止計画作成市町村数及び鳥獣被害対
策実施隊設置市町村数について（平成27年
４月末時点）（生産局農産部農業環境対策
課鳥獣災害対策室）
◇「2015年度第二期北西太平洋鯨類捕獲調
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査（沖合調査）」の実施について（水産庁
資源管理部国際課）

 10日㈬ ◇「平成27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）

 11日㈭ ◇植物防疫法に違反してタイから不正に植
物を輸入した容疑で被疑者が逮捕された事
案について（消費・安全局植物防疫課検疫
対策室）
◇「日ロさけ・ます漁業交渉」（ロシア200
海里水域分）の結果について（水産庁資源
管理部国際課）

 12日㈮ ◇「平成27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）
◇平成27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１回公募について（農林水産技術会議事
務局研究推進課、農林水産技術会議事務局
研究統括官（食料戦略、除染）室）
◇ゴールド興産 株式会社による無登録肥
料の生産・販売について（消費・安全局農
産安全管理課、表示・規格課、生産局農産
部農業環境対策課）
◇「平成26年度 プレジャーボート全国実
態調査結果」について（水産庁漁港漁場整
備部計画課）
◇動物用医薬品製造販売業者及び製造業者
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）

 15日㈪ ◇平成27年度「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」及
び「第１回 アセアン・豪州部会（仮称）」
の開催について（大臣官房国際部国際協力
課）
◇農業協同組合に対する解散命令について
（経営局協同組織課）
◇「アグリビジネス創出フェア2015」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2015事務局）
◇平成27年度食品の安全性に関する「リス
ク管理検討会（第１回）」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４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）
◇「韓国による日本産水産物等の輸入規制
に関するWTO協定に基づく日韓二国間協
議」の開催について（水産庁漁政部加工流
通課）
◇「第16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）
◇あべ農林水産副大臣の国内出張について
（水産庁漁政部加工流通課、東北農政局企
画調整室）
◇「和食が育む、日本人の味覚と食文化」
シンポジウム（第一回東京都）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、和食が育む、日
本人の味覚と食文化シンポジウム事務局）

 16日㈫ ◇「農林水産省気候変動適応計画推進本
部」の第３回会合の開催について（大臣官
房環境政策課）

 17日㈬ ◇「農福連携マルシェ」の開催について
（農村振興局農村政策部都市農村交流課都
市農業室）

 18日㈭ ◇「平成26年度トウモロコシ生育等実態調
査」の結果について（消費・安全局農産安
全管理課）
◇「第16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）

 19日㈮ ◇「第44回 植物の新品種の保護に関する
国際条約（UPOV）農作物技術作業部会」
の開催について（食料産業局新事業創出課
種苗審査室）
◇「レギュラトリーサイエンス研究推進計
画」の策定について（消費・安全局消費・
安全政策課、農林水産技術会議事務局技術
政策課）
◇「食料・農業・農村政策審議会 企画部
会 地球環境小委員会」、「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）
◇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６月）の公表について
（食料産業局商品取引グループ）
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◇中川農林水産大臣政務官の「公益社団法
人 日本獣医師会 第72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）
◇「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）

 22日㈪ ◇「平成27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）
◇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「委託プロジェクト研究（気候変
動対応関連）の推進方針に関する検討会」
の開催及び一般傍聴について（農林水産技
術会議事務局研究開発官（環境）室）
◇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）

 23日㈫ ◇平成26年度蜜蜂被害事例調査の結果と今
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）
◇「平成27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）
◇「第２回『食品事業者の５つの基本原則』
に関する意見交換会」の開催について（食
料産業局企画課食品企業行動室）
◇平成27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27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）

 24日㈬ ◇第３回「「知」の集積と活用の場の構築
に向けた検討会」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）
◇平成27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、国立研究開発法人水
産総合研究センター）

 25日㈭ ◇株式会社丸久の産業競争力強化法に基づ
く事業再編計画の認定について（食料産業
局食品小売サービス課）
◇「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）
◇「新しい介護食品（スマイルケア食）普
及推進会議 第２回 スマイルケア食の選び
方検討ワーキンググループ（噛むこと・飲
み込むことが困難な人向け食品）」の開催
について（食料産業局食品製造卸売課）
◇「第３回 日本全国こども郷土料理サ
ミット」に係るおえかき部門及び調査・発
表部門の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）
◇平成27年度かんがい施設遺産申請施設の
決定について（農村振興局整備部設計課海
外土地改良技術室）
◇「韓国による日本産水産物等の輸入規制
に関するWTO協定に基づく日韓二国間協
議」の結果について（水産庁漁政部加工流
通課）

 29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）
◇日中民間緑化協力委員会第16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）
◇独立行政法人 農畜産業振興機構の理事
長の公募について（大臣官房秘書課）
◇佐藤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）
◇「全米熱帯まぐろ類委員会（IATTC）
第89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）
◇平成26年度の経営所得安定対策等の支払
実績について（経営局経営政策課経営安定
対策室、生産局農産部穀物課水田農業対策
室）
◇「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）
◇林農林水産大臣の「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）
◇平成27年度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）
◇「水産政策審議会 第72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）
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◇「第３回『食品事業者の５つの基本原則』
に関する意見交換会」の開催について（食
料産業局企画課食品企業行動室）
◇「中山間地域等直接支払制度に関する第
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）

 30日㈫ ◇訪日外国人旅行者の急増等に対応するた
めのCIQ（税関・出入国管理・検疫・動植
物検疫）の緊急増員について（消費・安全
局植物防疫課検疫対策室、動物衛生課国際
衛生対策室）
◇野菜の生育状況及び価格見通し（平成27
年７月）について（生産局農産部園芸作物
課）
◇平成27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）
◇食品産業における平成24年度の食品廃棄
物等の可食部・不可食部の量の把握調査の
結果について（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５月）（生産局農産部農産企画
課）
◇平成26年度 環境保全型農業直接支払交
付金の実施状況について（生産局農産部農
業環境対策課）
◇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）

〈法令〉
６月１日㈪ ◇ダム事業に係る環境影響評価の項目並び

に当該項目に係る調査、予測及び評価を合
理的に行うための手法を選定するための指
針、環境の保全のための措置に関する指針
等を定める省令及び堰せき事業に係る環境
影響評価の項目並びに当該項目に係る調
査、予測及び評価を合理的に行うための手
法を選定するための指針、環境の保全のた
めの措置に関する指針等を定める省令の一

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４
号）を公布（放射性物質による環境の汚染
の防止のための関係法律の整備に関する法
律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の
日（平成27年６月１日）から施行）
◇森林法施行令別表第三林道の開設に要す
る費用の項第六号等に規定する林道網の枢
要部分となるべき林道の開設又は拡張の事
業に係る環境影響評価の項目並びに当該項
目に係る調査、予測及び評価を合理的に行
うための手法を選定するための指針、環境
の保全のための措置に関する指針等を定め
る省令の一部を改正する省令（農林水産省
令 第59号）を公布（放射性物質による環
境の汚染の防止のための関係法律の整備に
関する法律（平成25年法律第60号）附則第
一条第二号に掲げる規定の施行の日（平成
27年６月１日）から施行）
◇公有水面の埋立て又は干拓の事業に係る
環境影響評価の項目並びに当該項目に係る
調査、予測及び評価を合理的に行うための
手法を選定するための指針、環境の保全の
ための措置に関する指針等を定める省令の
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（放射性物質によ
る環境の汚染の防止のための関係法律の整
備に関する法律（平成25年法律第60号）附
則第一条第二号に掲げる規定の施行の日
（平成27年６月１日）から施行）

 15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60号）を公布（同日施
行）

 16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61号）を公布（同日施行）

 19日㈮ ◇水銀による環境の汚染の防止に関する法
律（法律第42号）を公布（条約が日本国に
ついて効力を生ずる日から施行）
◇公職選挙法等の一部を改正する法律（法
律第43号）を公布（公布の日から起算して
一年を経過した日から施行）

 26日㈮ ◇域再生法の一部を改正する法律（法律第
49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）
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◇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50号）を公布（平成28
年８月１日）から施行）
◇株式会社日本政策金融公庫の会計に関す
る省令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
令第１号）を公布（同日施行）

７　月
７月１日㈬ ◇農の雇用事業の募集を開始します（平成

27年11月研修開始分）（経営局就農・女性
課）
◇きのこ原木の需給状況（平成27年５月末
時点）（林野庁林政部経営課特用林産対策
室、国有林野部業務課）
◇「平成25年度野菜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）
◇英国ハンプシャー州からの生きた家きん
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27年度消費者ニーズ対応型食育活動
モデル事業実施主体の取組について（消
費・安全局消費者情報官）
◇リーフレット「海外へ日本の農産物をお
土産として持ち出す方へ」の作成について
（消費・安全局植物防疫課検疫対策室）
◇ロシア連邦の200海里水域における流し
網漁を禁止する法案の成立について（水産
庁資源管理部国際課、漁業調整課）

　　２日㈭ ◇「2015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）
◇日中民間緑化協力委員会第16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）

　　３日㈮ ◇「くだものフォーラム－くだものでつな
ぐ産地と消費者－」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27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）
◇「平成27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）
◇「平成27年度  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）

　　４日㈯ ◇「全米熱帯まぐろ類委員会（IATTC）
第89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）

　　６日㈪ ◇第４回「「知」の集積と活用の場の構築
に向けた検討会」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）

　　７日㈫ ◇「第２回 漁船保険・漁業共済事業に関
する検討会」、「第５回 漁船保険検討ワー
キンググループ」及び「第５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）
◇佐藤農林水産大臣政務官の国内出張につ
いて（水産庁資源管理部漁業調整課）

　　９日㈭ ◇東日本大震災後の漁港・漁村の防災・減
災対策の取組状況について（水産庁漁港漁
場整備部防災漁村課）
◇「沿岸部（海岸）における気候変動の影
響及び適応の方向性」の公表について（水
産庁漁港漁場整備部防災漁村課）

 10日㈮ ◇林農林水産大臣の海外出張について（大
臣官房政策課ミラノ国際博覧会チャレンジ
本部事務局）
◇「藻場・干潟ビジョン検討会（第１回）」
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）
◇「農業資材審議会 農業機械化分科会（第
22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）
◇米に関するマンスリーレポート（平成27
年７月10日）の公表について（生産局農産
部農産企画課）
◇「日・ナウル漁業協議」の開催について
（水産庁資源管理部国際課）

 13日㈪ ◇日照不足及び長雨並びに夏台風の接近及
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、生産局農産部技術
普及課、生産局畜産部畜産企画課、生産局
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畜産部畜産振興課草地整備推進室、消費・
安全局植物防疫課）
◇「第２回 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）
◇「第16回 日中漁業共同委員会」及び「第
16回 日中漁業共同委員会 第２回準備会
合」の開催について（水産庁資源管理部国
際課）

 14日㈫ ◇林農林水産大臣の海外出張の概要につい
て（大臣官房政策課ミラノ国際博覧会チャ
レンジ本部事務局）
◇平成27年度子ども霞が関見学デー～水産
庁イベントについて～（水産庁漁政部漁政
課）
◇「平成27年 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）
◇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）

 16日㈭ ◇第８回 海洋立国推進功労者表彰につい
て（水産庁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）
◇林農林水産大臣の「壱岐島（いきのしま） 
島ぐるみ循環型社会創造プロジェクト発表
会」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）
◇第５回「「知」の集積と活用の場の構築
に向けた検討会」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）
◇「第16回 日中漁業共同委員会」及び「第
16回 日中漁業共同委員会 第２回準備会
合」の結果について（水産庁資源管理部国
際課）

 17日㈮ ◇「漁港・漁場の施設の設計参考図書」の
公表について（水産庁漁港漁場整備部整備
課）
◇「平成27年度 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）

◇佐藤農林水産大臣政務官の国内出張につ
いて（大臣官房地方課）
◇「平成27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）
◇平成27年度 農林水産業・食品産業科学
技術研究推進事業の「第１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、農林水産技術会議事
務局研究統括官（食料戦略、除染）室）
◇「平成28年度からの新たなプロジェクト
『市場開拓に向けた取組を支える研究開発』
の推進方針中間取りまとめ」の公表につい
て（農林水産技術会議事務局研究統括官
（食料戦略、除染）室）
◇「第３回 農村における就業機会の拡大
に関する検討会（現地調査）」の開催につ
いて（農村振興局農村政策部都市農村交流
課）
◇「平成26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）
◇生乳取引のあり方等検討会（第１回）の
開催について（生産局畜産部牛乳乳製品
課）
◇佐藤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）
◇「平成27年 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）
◇中川農林水産大臣政務官の国内出張につ
いて（生産局農産部地域作物課、農林水産
技術会議事務局研究推進課）
◇「トルコ・アンタルヤ国際園芸博覧会屋
内展示推進会議」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）
◇「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）が発効します（水産庁資源
管理部国際課）

 21日㈫ ◇「高潮浸水想定区域図作成の手引き」の
取りまとめについて（農村振興局整備部防
災課）
◇「日・ナウル漁業協議」の結果について
（水産庁資源管理部国際課）
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 22日㈬ ◇「微細藻類バイオマス利用シンポジウ
ム」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開発官（環境）
室）

 24日㈮ ◇「グローバル・フードバリューチェーン
推進官民協議会 平成27年度 第１回 分野別
研究会（輸出環境整備）」の開催について
（大臣官房国際部国際協力課）
◇「霞が関ふくしま復興フェア」の開催に
ついて（食料産業局食品小売サービス課）
◇でん粉の需給見通しについて（生産局農
産部地域作物課）
◇「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）
◇「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）
◇高度衛生管理基本計画（焼津地区）の策
定について（水産庁漁港漁場整備部計画
課）

 27日㈪ ◇「新しい介護食品（スマイルケア食）普
及推進会議 第３回 スマイルケア食の選び
方検討ワーキンググループ（噛むこと・飲
み込むことが困難な人向け食品）」の開催
について（食料産業局食品製造卸売課）
◇「委託プロジェクト研究（気候変動対応
関連）の推進方針中間取りまとめ」の公表
について（農林水産技術会議事務局研究開
発官（環境）室）
◇「第14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）
◇第３回「スマート農業の実現に向けた研
究会」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）
◇「食と農林漁業大学生アワード2015」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）

 28日㈫ ◇「第３回 キウイフルーツかいよう病の
Psa ３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）
◇「平成27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）

 30日㈭ ◇第６回「「知」の集積と活用の場の構築
に向けた検討会」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）
◇社会資本整備重点計画の原案に対する意
見の募集（パブリックコメント）について
（農村振興局整備部防災課）
◇「第４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）

 31日㈮ ◇野菜の生育状況及び価格見通し（平成27
年８月）について（生産局農産部園芸作物
課）
◇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）の多数国間の制
度に追加登録する植物遺伝資源（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（農林水産技術会議事務局
技術政策課）
◇「食料・農業・農村政策審議会 農業農
村振興整備部会（平成27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）
◇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６月）（生産局農産部農産企画
課）

〈法令〉
７月１日㈬ ◇特定化学物質の環境への排出量の把握等

及び管理の改善の促進に関する法律施行規
則の一部を改正する省令（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（水防法等の一部
を改正する法律の施行の日から施行）

　　３日㈮ ◇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62号）を公布（同日施
行）

　　６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63号）を公布（同日施行）

 13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64号）を公布（同
日施行）

 15日㈬ ◇国家戦略特別区域法及び構造改革特別区
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域法の一部を改正する法律（法律第56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）
◇官公需についての中小企業者の受注の確
保に関する法律等の一部を改正する法律
（法律第57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）

 27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５号）を公布（同日施行）
◇飼料及び飼料添加物の成分規格等に関す
る省令の一部を改正する省令（農林水産省
令第65号）を公布（同日施行）

 31日㈮ ◇官公需についての中小企業者の受注の確
保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281号）を
公布
◇官公需についての中小企業者の受注の確
保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282号）を公布
◇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66号）を公布（平成27
年８月１日から施行）
◇食品循環資源の再生利用等の促進に関す
る食品関連事業者の判断の基準となるべき
事項を定める省令の一部を改正する省令
（財務省令・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）
◇食品廃棄物等多量発生事業者の定期の報
告に関する省令の一部を改正する省令（財
務省令・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 （同日施行）
◇食品循環資源の再生利用等の促進に関す
る法律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
林水産省令・経済産業省令・環境省令第１
号）を公布（平成27年９月１日から施行）

８　月
８月３日㈪ ◇「農林水産省気候変動適応計画推進本

部」の第４回会合の開催について（大臣官
房環境政策課）
◇中国さんご船の拿捕について（水産庁資
源管理部管理課）

　　４日㈫ ◇商品先物取引業者に対する業務停止命令
等について（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）

　　５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）
◇「生乳取引のあり方等検討会（第２回）」
の開催について（生産局畜産部牛乳乳製品
課）

　　６日㈭ ◇「藻場・干潟ビジョン検討会（第２回）」
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）
◇「農林水産省気候変動適応計画」の決定
について（大臣官房環境政策課）
◇大阪堂島商品取引所の定款変更の認可に
ついて（食料産業局商品取引グループ）

　　７日㈮ ◇平成26年度食料自給率等について（大臣
官房食料安全保障課）
◇平成26年度食料自給力指標について（大
臣官房食料安全保障課）
◇平成25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）
◇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）
◇第３回「食と農林漁業の食育優良活動表
彰」の表彰式及び講演等の開催について
（消費・安全局消費者情報官）
◇米に関するマンスリーレポート（平成27
年８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27年度「エコフィード全国推進シン
ポジウム」の開催及び一般傍聴について
（生産局畜産部畜産振興課飼料需給対策室）
◇第１回「農地転用許可権限に係る指定市
町村の指定基準等に関する検討会」の開催
及び一般傍聴について（農林水産省農村振
興局農村政策部農村計画課、内閣府地方分
権改革推進室）
◇平成26年 特用林産物の生産量（速報・
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主要品目）について（林野庁林政部経営課
特用林産対策室）

 11日㈫ ◇「平成27年度 第１回 世界農業遺産
（GIAHS）専門家会議」の開催について
◇「肉用牛繁殖技術シンポジウム」の開催
及び参加者の募集について（生産局畜産部
畜産振興課畜産技術室、一般社団法人全国
肉用牛振興基金協会）
◇平成27年８月上旬の関東地方における降
雹（こうひょう）・強風による被害農業者
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）

 12日㈬ ◇「2016年アンタルヤ国際園芸博覧会政府
出展屋内展示基本方針」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）

 13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）

 14日㈮ ◇林農林水産大臣の国内出張について（経
営局経営政策課、食料産業局産業連携課、
大臣官房総務課報道室）
◇2015年「農作業安全ポスターデザインコ
ンテスト」における受賞作品の決定及び表
彰式の開催について（生産局農産部技術普
及課生産資材対策室）
◇中川農林水産大臣政務官の大井競馬場
「ばんえい十勝 in TCK 2015」の視察につ
いて（生産局畜産部競馬監督課）
◇「水産政策審議会 第19回 総会」、「水産
政策審議会 第55回 企画部会」、「水産政策
審議会 第73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）
◇「第65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、内閣府消費
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）

 17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
国際部国際協力課、食料産業局輸出促進グ
ループ）
◇「農業参入フェア2015」の開催及び参加
者の募集について（経営局農地政策課）

 18日㈫ ◇「平成27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）
◇輸出相手国の残留農薬基準に対応した病
害虫防除マニュアル（「いちご」及び「煎
茶（一番茶）・玉露」）の公表について（消
費・安全局植物防疫課）
◇「第13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）
◇「日・マーシャル漁業協議」の開催につ
いて（水産庁資源管理部国際課）
◇「日・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）

 19日㈬ ◇「第４回『食品事業者の５つの基本原則』
に関する意見交換会」の開催について（食
料産業局企画課食品企業行動室）
◇ジャガイモシロシストセンチュウの確認
について（消費・安全局植物防疫課）

 20日㈭ ◇第３回「食と農林漁業の食育優良活動表
彰」受賞者の決定について（消費・安全局
消費者情報官）
◇「農業資材審議会 農業機械化分科会（第
23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）
◇「2015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）
◇韓国による日本産水産物等の輸入規制に
関するWTO協定に基づくパネル設置要請
について（水産庁漁政部加工流通課）

 21日㈮ ◇「農林物資規格調査会（平成27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）
◇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）（経営局金融調整課、水産庁漁政
部水産経営課）
◇佐藤農林水産大臣政務官の国内出張につ
いて（生産局農産部穀物課）
◇「生乳取引のあり方等検討会（第３回）」
の開催について（生産局畜産部牛乳乳製品
課）
◇佐藤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）
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 24日㈪ ◇「平成27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）
◇「2015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）
◇「新しい介護食品（スマイルケア食）普
及推進会議 第２回スマイルケア食の選び
方検討ワーキンググループ（低栄養予防の
ための食品）」の開催について（食料産業
局食品製造卸売課）
◇ユネスコエコパークの拡張登録に係る推
薦決定について（大臣官房環境政策課）
◇「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）

 25日㈫ ◇平成27年６月２日から７月26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）

 27日㈭ ◇中川農林水産大臣政務官の「第13回 産
学官連携功労者表彰～つなげるイノベー
ション大賞～」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）

 28日㈮ ◇海外日本食レストラン数の調査結果の公
表及び日本食・食文化の普及検討委員会の
設置等について（食料産業局食品小売サー
ビス課外食産業室）
◇平成27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）
◇野菜の生育状況及び価格見通し（平成27
年９月）について（生産局農産部園芸作物
課）
◇米国及びカナダからの生きた家きん、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）
◇「第１回「和食」の保護・継承推進検討
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、「「和食」の保
護・継承推進検討会」事務局）
◇平成27年梅雨前線並びに台風第９号、第
11号、第12号及び第13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）
◇「中西部太平洋まぐろ類委員会（WCPFC） 
第11回 北小委員会」の開催について（水
産庁資源管理部国際課）
◇平成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７月）（生産局農産部農産企画
課）

 31日㈪ ◇「2015年 IWC/ 日本共同北太平洋鯨類目
視調査」の結果について（水産庁源管理部
国際課）
◇「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）
◇ため池一斉点検の結果について（平成27
年７月時点）（農村振興局整備部防災課）
◇平成27年度薬用作物の産地化に向けたブ
ロック会議の開催及び参加者の募集につい
て（生産局農産部地域作物課）
◇平成27年度食品の安全性に関する「リス
ク管理検討会（第２回）」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 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、聞き
書き甲子園実行委員会事務局）
◇平成27年台風第15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）
◇「「知」の集積と活用の場の構築に向け
たシンポジウム」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、一般財団法人日本総合研
究所特別研究本部）
◇「日・マーシャル漁業協議」の結果につ
いて（水産庁資源管理部国際課）
◇「北太平洋漁業委員会（NPFC）第１回
委員会会合」の開催について（水産庁資源
管理部漁業調整課）
◇平成28年度税制改正要望（経営局総務課
調整室）
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◇平成28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28年度組織・定員要求について（大
臣官房文書課）

〈法令〉
８月５日㈬ ◇公職選挙法の一部を改正する法律（法律

第60号）を公布（公布の日から起算して三
月を経過した日から施行）

　　７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288号）を公布
◇農林水産省関係地域再生法施行規則の一
部を改正する省令（農林水産省令第67号）
を公布（地域再生法の一部を改正する法律
の施行の日から施行）
◇農林水産省・国土交通省関係地域再生法
施行規則（農林水産省令・国土交通省令第
４号）を公布（地域再生法の一部を改正す
る法律（平成27年法律第49号）の施行の日
から施行）

 12日㈬ ◇株式会社商工組合中央金庫法及び中小企
業信用保険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292号）
を公布

 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68号）を公布（平
成27年８月21日から施行）

 20日㈭ ◇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１号）を公布（同日
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（財務省令・厚生労働
省令・農林水産省令・経済産業省令第２号）
を公布（同日施行）

 26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298号）を公布（平成27年
10月１日から施行）

９　月
９月１日㈫ ◇「農林水産業と観光との連携」をテーマ

としたポスター展の受賞作品の決定及び授
賞式について（農林水産省農村振興局農村

政策部都市農村交流課、観光庁観光地域振
興部観光地域振興課）
◇「平成27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２回 新しい介護食品（スマイルケ
ア食）普及推進会議」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）
◇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更新及び公表につい
て（第一種使用等）（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）

　　２日㈬ ◇「2015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）
◇研究成果発表会「地上最大量の芳香族化
合物『リグニン』のマテリアル利用 - 国産
森林資源活用の切り札として - 」の開催及
び参加者の募集について（農林水産技術会
議事務局研究開発官（環境）室、国立研究
開発法人 森林総合研究所）
◇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バイオ
マス事業推進室）

　　３日㈭ ◇「第14回 世界林業会議」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）
◇「中西部太平洋まぐろ類委員会（WCPFC） 
第11回 北小委員会」の結果について（水
産庁資源管理部国際課）
◇中川農林水産大臣政務官の「第２回 農
業女子WEEK@丸の内タニタ食堂」トー
クイベントへの出席について（経営局就
農・女性課女性・高齢者活動推進室）
◇資源管理・漁業経営安定対策の実施状況
（平成27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）
◇第８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、大
臣官房地方課）
◇「北太平洋漁業委員会（NPFC）第１回
委員会会合」の結果について（水産庁資源
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管理部漁業調整課）
　　４日㈮ ◇「第２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）
◇平成27年度「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）
◇「第14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）
◇セミナー「酪農生産基盤の強化を通じた
生乳の安定供給とブランド化」の開催及び
参加者の募集について（生産局畜産部牛乳
乳製品課、農研機構畜産草地研究所企画管
理部業務推進室）
◇農協系統金融機関の平成26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）
◇漁協系統金融機関の平成26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）
◇米に関するマンスリーレポート（平成27
年９月４日）の公表について（生産局農産
部農産企画課）
◇佐藤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、水産庁漁政課）

　　７日㈪ ◇「平成28年度 農業農村整備事業等予算
（概算要求）に関する都道府県説明会」の
開催について（農村振興局整備部設計課）
◇「第４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）
◇「生乳取引のあり方等検討会（第４回）」
の開催について（生産局畜産部牛乳乳製品
課）
◇「平成27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）
◇諫早湾干拓開門問題に係る福岡高等裁判
所の判決について（農村振興局整備部農地
資源課）

　　８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）
◇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）

　　９日㈬ ◇中川農林水産大臣政務官の「第３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）

 10日㈭ ◇「平成26年度末の汚水処理人口普及状
況」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・リサイクル対策部浄化槽推進
室）
◇研究成果発表会「草本バイオエタノール
の低コスト・安定供給技術の開発」の開催
及び参加者の募集について（農林水産技術
会議事務局研究開発官（環境）室、草本バ
イオエタノールコンソーシアム事務局）
◇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経済連携チー
ム）

 11日㈮ ◇「台風18号による大雨被害に関する農林
水産省緊急自然災害対策本部」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）
◇「第１回ジャガイモシロシストセンチュ
ウ対策検討会議」の開催について（消費・
安全局植物防疫課）
◇平成27年台風第18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）
◇「新たな育種技術（NPBT）研究会」報
告書の公表について（農林水産技術会議事
務局技術政策課技術安全室）
◇「食料・農業・農村政策審議会 農業農
村振興整備部会（平成27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）

 13日㈰ ◇「第２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）◇

 14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経済連
携チーム）

─ 330 ─



農　政　日　誌

◇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）
◇「農の雇用事業」の募集を開始します
（平成28年１月研修開始分）（経営局就農・
女性課）
◇佐藤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）

 15日㈫ ◇「28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）
◇「藻場・干潟ビジョン検討会」における
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）
◇再就職等規制違反行為について（大臣官
房秘書課）
◇平成27年10月以降の農林水産省の業務運
営体制について（大臣官房文書課）
◇平成27砂糖年度・平成27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）
◇日本産りんごの生果実のベトナムへの輸
出解禁について（消費・安全局植物防疫課）
◇林農林水産大臣とファット・ベトナム農
業・農村開発大臣による議事録署名につい
て（大臣官房国際部国際協力課）

 16日㈬ ◇「平成27年度 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）
◇「第５回『食品事業者の５つの基本原則』
に関する意見交換会」の開催について（食
料産業局企画課食品企業行動室）
◇「「知」の集積と活用の場の構築に向け
た検討会中間取りまとめ」の公表について
（農林水産技術会議事務局研究推進課産学
連携室）
◇「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－」
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）
◇太平洋クロマグロの漁獲に係る太平洋北
部ブロックへの注意報発出について（水産
庁資源管理部漁業調整課）

 17日㈭ ◇「農林水産業・食品産業科学技術研究推

進事業 平成27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）
◇「第14回 世界林業会議」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）

 18日㈮ ◇ワシントン条約決議に基づくキャビアの
輸出制度開始のお知らせ（水産庁増殖推進
部漁場資源課生態系保全室）
◇第４次社会資本整備重点計画の策定につ
いて（農村振興局整備部防災課）
◇「平成27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）
◇「和食が育む、日本人の味覚と食文化」
シンポジウム（第二回福井県）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、和食が育む、日
本人の味覚と食文化シンポジウム事務局）
◇「農業資材審議会 農業機械化分科会（第
24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）
◇第２回「農地転用許可権限に係る指定市
町村の指定基準等に関する検討会」の開催
及び一般傍聴について（農林水産省農村振
興局農村政策部農村計画課、内閣府地方分
権改革推進室）
◇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）の多数国間の制
度への追加登録について（平成27年９月18
日付け）（農林水産技術会議事務局技術政
策課）
◇「航空法の一部改正に伴う農薬散布等の
無人航空機の利用に関する説明会」の開催
及び参加者の募集について（消費・安全局
植物防疫課）
◇株式会社永谷園分割準備会社の産業競争
力強化法に基づく事業再編計画の認定につ
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９月）の公表について
（食料産業局商品取引グループ）

 24日㈭ ◇平成27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統括官（食料戦略、除
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染）室）
 25日㈮ ◇平成27年８月24日から同月26日までの間

の暴風雨による三重県多気郡大台町及び北
牟婁郡紀北町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）
◇佐藤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）
◇バターの安定供給について（生産局畜産
部牛乳乳製品課）
◇「第３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）
◇中川農林水産大臣政務官の国内出張につ
いて（水産庁漁港漁場整備部整備課）
◇「アジア太平洋地域におけるフードバ
リューチェーン構築に向けた冷凍・冷蔵技
術に関する国際会議」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）
◇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）

 28日㈪ ◇「全国肉用牛放牧シンポジウム」～放牧
を活用した繁殖基盤強化～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）
◇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経済連携チー
ム）
◇中川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総務課）
◇韓国による日本産水産物等の輸入規制に
関するWTO協定に基づくパネルの設置に
ついて（水産庁漁政部加工流通課）

 29日㈫ ◇平成26年の特用林産物の生産動向等につ
いて（林野庁林政部経営課特用林産対策
室）
◇「平成26年木材需給表」の公表について
～ 26年ぶりに木材自給率が30％台に回復
～（林野庁林政部企画課）
◇「福島の森林・林業再生に向けたシンポ
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）
◇佐藤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）
◇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８月）（生産局農産部農産企画
課）
◇「ディスカバー農山漁村（むら）の宝」
（第２回選定）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）

 30日㈬ ◇佐藤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都市農村交流
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）
◇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）
◇野菜の生育状況及び価格見通し（平成27
年10月）について（生産局農産部園芸作物
課）
◇中川農林水産大臣政務官の海外出張につ
いて（大臣官房国際部国際経済課経済連携
チーム、大臣官房国際部国際経済課TPP/
WTO交渉チーム）
◇「平成26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）
◇「ディスカバー農山漁村（むら）の宝」
（第２回選定）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）

〈法令〉
９月４日㈮ ◇農業協同組合法等の一部を改正する等の

法律（法律第63号）を公布（平成28年４月
１日から施行）
◇女性の職業生活における活躍の推進に関
する法律施行令（政令第318号）を公布（同
日施行）

　　９日㈬ ◇農林水産省組織令等の一部を改正する政
令（政令第319号）を公布（平成27年10月
１日から施行）
◇競馬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321号）を公布（平
成27年11月１日から施行）
◇競馬法施行令及び日本中央競馬会法施行
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令の一部を改正する政令（政令第322号）
を公布（競馬法の一部を改正する法律の施
行の日から施行）
◇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
69号）を公布（平成27年９月10日から施行）

 11日㈮ ◇内閣の重要政策に関する総合調整等に関
する機能の強化のための国家行政組織法等
の一部を改正する法律（法律第66号）を公
布（平成28年４月１日から施行）

 15日㈫ ◇農林水産省組織規則等の一部を改正する
省令（農林水産省令第70号）を公布（平成
27年10月１日から施行）

 17日㈭ ◇植物防疫法施行規則の一部を改正する省
令（農林水産省令第71号）を公布（同日施
行）

 18日㈮ ◇独立行政法人に係る改革を推進するため
の農林水産省関係法律の整備に関する法律
（法律第70号）を公布（平成28年４月１日
から施行）
◇厚生労働省組織令の一部を改正する政令
（政令第330号）を公布（平成27年10月１日
から施行）
◇独立行政法人農林漁業信用基金法施行令
の一部を改正する政令（政令第335号）を
公布（平成27年10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
の一部を改正する法律の施行期日を定める
政令（政令第337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に伴う関係政
令の整備等に関する政令（政令第338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（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72号）を公布（同
日施行）
◇特定外来生物による生態系等に係る被害

の防止に関する法律施行規則の一部を改正
する省令（農林水産省令・環境省令第３号）
を公布（平成27年10月１日から施行）

 24日㈭ ◇競馬法施行規則及び日本中央競馬会法施
行規則の一部を改正する省令（農林水産省
令第73号）を公布（競馬法の一部を改正す
る法律の施行の日から施行）

 28日㈪ ◇琵琶湖の保全及び再生に関する法律（法
律第75号）を公布（同日施行）

 30日㈬ ◇我が国及び国際社会の平和及び安全の確
保に資するための自衛隊法等の一部を改正
する法律（法律第76号）を公布（公布の日
から起算して六月を超えない範囲内におい
て政令で定める日から施行）
◇国際平和共同対処事態に際して我が国が
実施する諸外国の軍隊等に対する協力支援
活動等に関する法律（法律第77号）を公布
（我が国及び国際社会の平和及び安全の確
保に資するための自衛隊法等の一部を改正
する法律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の
施行に伴う厚生労働省関係政令等の整備に
関する政令（政令第342号）を公布（平成
27年10月１日から施行）
◇平成二十七年八月二十四日から同月
二十六日までの間の暴風雨による三重県多
気郡大台町及び北牟婁郡紀北町の区域に係
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349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
給付等に関する省令の一部を改正する省
令（農林水産省令第74号）を公布（行政手
続における特定の個人を識別するための番
号の利用等に関する法律の施行の日から施
行）
◇食品循環資源の再生利用等の促進に関す
る法律第二十四条第一項及び第三項の規定
による立入検査をする職員の携帯する身分
を示す証明書の様式を定める省令の一部を
改正する省令（財務省令・厚生労働省令・
農林水産省令・経済産業省令・国土交通省
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令・環境省令第３号）を公布（平成27年10
月１日から施行）
◇食品循環資源の再生利用等の促進に関す
る法律第二十四条第二項の規定による立入
検査をする職員の携帯する身分を示す証明
書の様式を定める省令の一部を改正する省
令（農林水産省令・経済産業省令・環境省
令第２号）を公布（平成27年10月１日から
施行）

10　月
10月１日㈭◇国連生物多様性の10年「グリーンウェ

イブ2015」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27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）

　　２日㈮ ◇平成27年産米の作付動向等について（政
策統括官付穀物課付水田農業対策室）
◇平成26年産 収入減少影響緩和対策（ナ
ラシ対策）の支払実績について（政策統括
官付総務・経営安定対策参事官付経営安定
対策室）
◇平成27年度の経営所得安定対策等の加入
申請状況について（政策統括官付総務・経
営安定対策参事官付経営安定対策室、政策
統括官付穀物課水田農業対策室）
◇「第２回「和食」の保護・継承推進検討
会」の開催及び一般傍聴について（食料産
業局食文化・市場開拓課和食室、「「和食」
の保護・継承推進検討会」事務局）

　　５日㈪ ◇「今後の農業機械化政策の展開方向（中
間論点整理）」の公表について（生産局技
術普及課生産資材対策室）
◇平成27年度「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」及び
「第２回 分野別研究会（国際標準）」の開
催について（大臣官房国際部国際地域課海
外投資・協力グループ）

　　６日㈫ ◇平成27年９月７日から９月11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（大臣官房文書課災害総
合対策室）
◇TPP協定交渉の大筋合意に係る農林水
産大臣談話について（大臣官房政策課）
◇「平成27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）
◇「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）
◇米に関するマンスリーレポート（平成27
年10月６日）の公表について（政策統括官
付農産企画課）
◇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地域課）

　　７日㈬ ◇「平成27年度 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）
◇「平成27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）
◇中川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地域課、
大臣官房国際部国際経済課WTO分室）
◇「レギュラトリーサイエンス新技術開発
事業」の研究成果報告会の開催及び参加者
の募集について（消費・安全局食品安全政
策課食品安全技術室）
◇平成27年度（第16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
事務局研究企画課、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（第11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研究企
画課）
◇「生乳取引のあり方等検討会（第５回）」
の開催について（生産局畜産部牛乳乳製品
課）

　　８日㈭ ◇「第１回 飼料用米生産コスト低減推進
チーム会合」の開催及び一般傍聴について
（政策統括官付穀物課）

　　９日㈮ ◇森山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）
◇「農林水産省TPP対策本部」の設置及
び第１回会合の開催について（大臣官房政
策課）
◇食品安全に関する「優先的にリスク管理
の対象とする有害化学物質のリストの見直
し案及び有害化学物質の実態調査の中期計
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画案（平成28～32年度）」についての説明・
意見交換会の開催及び参加者の募集につい
て（消費・安全局食品安全政策課）
◇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）
◇「みなみまぐろ保存委員会（CCSBT）
第22回 年次会合」の開催について（水産
庁資源管理部国際課）
◇「2015年（第９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
研究官室）
◇台湾向け食用卵及び卵製品の輸出につい
て（消費・安全局動物衛生課）

 13日㈫ ◇世界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66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・安全局食品安全政策課、消費者庁食品
表示企画課、厚生労働省医薬・生活衛生局
生活衛生・食品安全部 企画情報課）
◇「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・生活衛生局生活衛生・食品安全部
企画情報課、農林水産省消費・安全局消費
者行政課）

 14日㈬ ◇シンポジウム「ゲノム情報活用時代にお
ける作物育種の進展と将来展望」の開催及
び参加者の募集について（農林水産技術会
議事務局研究開発官（基礎・基盤、環境）
室）
◇ミャンマー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）
◇伊東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）

 15日㈭ ◇「東京湾大感謝祭2015 ～東京湾を感じ
て、学んで、味わう２日間！～」のご案内
（水産庁漁港漁場整備部計画課）
◇平成27年度「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
進課）

◇入会林野等に係る権利関係の近代化の助
長に関する法律施行令案についての意見・
情報の募集（パブリックコメント）につい
て（林野庁林政部経営課）
◇英国からの生きた家きんの輸入停止措置
の解除について（消費・安全局動物衛生課
国際衛生対策室）
◇「食料・農業・農村政策審議会」及び「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22回 年次会合」の結果について（水産
庁資源管理部国際課）

 16日㈮ ◇「漁村活性化のあり方検討会（第１回）」
の開催について（水産庁漁港漁場整備部防
災漁村課）
◇「南極の海洋生物資源の保存に関する委
員会（CCAMLR）第34回 年次会合」の開
催について（水産庁資源管理部国際課）
◇森山農林水産大臣の国内出張について
（大臣官房文書課災害総合対策室）
◇「第２回 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）
◇「生乳取引のあり方等検討会」報告書の
公表について（生産局畜産部牛乳乳製品
課）
◇平成27年産米の相対取引価格・数量につ
いて（平成27年９月）（政策統括官付農産
企画課）

 19日㈪ ◇「農業資材審議会 農薬分科会（第15回）」
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）
◇米国ペンシルバ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）
◇「指定有害動植物の見直し検討会」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 農業農
村振興整備部会（平成27年度 第４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）
◇「第６回『食品事業者の５つの基本原則』
に関する意見交換会」の開催について（食
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料産業局食品製造課食品企業行動室）
 20日㈫ ◇森山農林水産大臣の国内出張について

（政策統括官付穀物課、生産局畜産部畜産
企画課、生産局園芸作物課、大臣官房文書
課災害総合対策室）
◇「第４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・女性課女性活躍推進室）
◇齋藤農林水産副大臣の「ハーベスト 
フェス powered by 農業女子 PJ」オープ
ニングイベントへの出席について（経営局
就農・女性課経営体育成支援室）
◇「平成27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）
◇「第30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）
◇太平洋クロマグロの漁獲に係る太平洋北
部ブロックへの警報発出について（水産庁
資源管理部漁業調整課）
◇「地域の先進的な取組の全国展開を推進
するシンポジウム」の開催及び参加者の募
集について（大臣官房政策課）

 21日㈬ ◇森山農林水産大臣、加藤農林水産大臣政
務官及び佐藤農林水産大臣政務官の「第66
回 全国漁港漁場大会」への出席について
（水産庁漁港漁場整備部計画課）
◇第３回「農地転用許可権限に係る指定市
町村の指定基準等に関する検討会」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、内閣府地方分権改革推進
室）
◇「第１回環境保全型農業直接支払制度に
関する第三者委員会」の開催及び一般傍聴
について（生産局農業環境対策課）
◇平成27年度（第54回）農林水産祭天皇杯
等の選賞について（大臣官房文書課、公益
財団法人日本農林漁業振興会）

 22日㈭ ◇「平成27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）
◇伊東農林水産副大臣の国内出張について
（生産局畜産部畜産振興課畜産技術室）
◇「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、森林・林業基

本計画検討室）
 23日㈮ ◇森山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）
◇食と農林漁業の祭典“こくさんたくさん
週間”「ニッポン全部入り鍋ふるまいイベ
ント」の開催について（食料産業局食文
化・市場開拓課）
◇「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）
◇「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）
◇佐藤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）

 26日㈪ ◇「平成27年度 食品安全セミナー～家庭
でできる食品安全～」の開催及び参加者の
募集について（消費・安全局食品安全政策
課）
◇第６回 農林水産省料理人顕彰制度「料
理マスターズ」受賞者の決定及び授与式の
開催について（食料産業局食文化・市場開
拓課外食産業室）
◇「食と農林漁業の祭典」に係る「ジャパ
ンハーヴェスト2015」の開催について（食
料産業局食文化・市場開拓課）
◇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課）

 27日㈫ ◇「平成27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）
◇「台風18号による大雨被害に関する農林
水産省緊急自然災害対策本部」の第２回会
合の開催について（大臣官房文書課災害総
合対策室）
◇食料自給率計算ソフト「クッキング自給
率」及びパンフレット「ニッポン食べもの
力（りょく）見っけ隊」等の公表について
（大臣官房政策課食料安全保障室）
◇森山農林水産大臣の「第28回全国森林組
合大会」への出席について（林野庁林政部
経営課）
◇「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）
◇台風第18号及び台風第15号の被害への支
援対策について（農村振興局防災課災害対
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策室、大臣官房文書課災害総合対策室、林
野庁治山課山地災害対策室、水産庁漁港漁
場整備部防災漁村課水産施設災害対策室、
経営局保険監理官付総務班、林野庁計画
課、水産庁漁政部漁業保険管理官、経営局
就農・女性課経営体育成支援室、政策統括
官付穀物課、生産局畜産部畜産企画課、生
産局園芸作物課、大臣官房文書課災害総合
対策室）
◇農林水産関係団体と農林水産省との意見
交換（農業：第１回）の開催について（大
臣官房政策課）
◇加藤農林水産大臣政務官の「第25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（生産局園芸作物課花き産
業・施設園芸振興室）

 28日㈬ ◇「アグリビジネス創出フェア2015」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2015事務局）
◇「確保すべき農用地等の面積の目標等に
関する国と地方の協議の場」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）
◇伊東農林水産副大臣の「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（生産局地域対策官）
◇「農福連携マルシェ in 京都」の開催に
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）
◇太平洋クロマグロ2014年及び2015年生ま
れの加入量水準情報（2015年10月）につい
て（水産庁増殖推進部漁場資源課、国立研
究開発法人水産総合研究センター 国際水
産資源研究所）
◇「ディスカバー農山漁村（むら）の宝」
（第２回選定）第３回有識者懇談会、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）

 29日㈭ ◇「平成27年度 第２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
房政策課環境政策室）
◇「和食が育む、日本人の味覚と食文化」
シンポジウム（第三回 東京都）、「第３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

文化・市場開拓課、和食が育む、日本人の
味覚と食文化のシンポジウム事務局）
◇「平成26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）
◇「ディスカバー農山漁村（むら）の宝」
（第２回選定）のグランプリ及び特別賞の
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）
◇「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）

 30日㈮ ◇森山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
局農村振興部設計課事業調整室、林野庁国
有林野部経営企画課）
◇野菜の生育状況及び価格見通し（平成27
年11月）について（生産局園芸作物課）
◇「2015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23回 太平洋広域漁業調整委員会」
等の開催及び一般傍聴について（水産庁資
源管理部管理課、仙台漁業調整事務所）
◇バイオマス産業都市の選定結果について
（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）
◇山陰沖海域における外国漁船の重点取締
りについて（水産庁資源管理部管理課）
◇平成26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26年の荒廃農地の面積について（農
村振興局農村政策部地域振興課日本型直接
支払室）
◇研究成果発表会「林地残材を原料とする
バイオ燃料の製造技術の開発」の開催及び
参加者の募集について（農林水産技術会議
事務局研究開発官（基礎・基盤、環境）室、
「林地残材を原料とするバイオ燃料の製造
技術の開発」共同研究機関事務局）
◇「平成27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）
◇「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）
◇平成27年産米の契約・販売状況、民間在
庫の推移等について（平成27年９月）（政
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策統括官付農産企画課）
◇「農福連携マルシェ」の開催について
（農村振興局農村政策部都市農村交流課）
◇佐藤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都市農村交流
課都市農業室）

〈法令〉
10月１日㈭◇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75号）を公布（同日
施行）
◇海面漁業生産統計調査規則等の一部を改
正する省令（農林水産省令第76号）を公布
（同日施行）

　　７日㈬ ◇平成二十七年九月七日から同月十一日ま
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361号）
を公布（同日施行）

　　９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77号）を公布（同日施行）

 19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78号）を公布（同日施
行）

 28日㈬ ◇農業委員会等に関する法律施行令の一部
を改正する政令（政令第366号）を公布（平
成28年４月１日から施行）
◇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79号）
を公布（平成28年４月１日から施行）
◇公職選挙法施行令の一部を改正する政令
（政令第367号）を公布（公職選挙法の一部
を改正する法律の施行の日から施行）
◇都市計画法施行令の一部を改正する政令
（政令第367号）を公布（公職選挙法の一部
を改正する法律の施行の日から施行）

11　月
11月２日㈪◇奄美大島におけるミカンコミバエ種群

の誘殺状況と「ミカンコミバエ種群の防除
対策検討会議」の開催について（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34回 年次会合」の結
果について（水産庁資源管理部国際課）

◇「2016年アンタルヤ国際園芸博覧会政府
出展屋内展示基本計画」について（生産局
園芸作物課花き産業・施設園芸振興室）

　　４日㈬ ◇第３回「委託プロジェクト研究（気候変
動対応関連）の推進方針に関する検討会」
の開催及び一般傍聴について（農林水産技
術会議事務局研究開発官（基礎・基盤、環
境）室）

　　５日㈭ ◇豪州向け牛肉製品の輸出について（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）

　　６日㈮ ◇森山農林水産大臣の国内出張について
（経営局経営政策課）
◇「第26回 日本海・九州西広域漁業調整
委員会」等の開催及び一般傍聴について
（水産庁資源管理部管理課、新潟漁業調整
事務所、境港漁業調整事務所、九州漁業調
整事務所）
◇加藤農林水産大臣政務官の国内出張につ
いて（経営局経営政策課）
◇平成27年度（第54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
官房文書課、公益財団法人日本農林漁業振
興会）
◇「大西洋まぐろ類保存国際委員会
（ICCAT）第24回 通常会合（年次会合）」
の開催について（水産庁資源管理部国際
課）
◇「国産大豆の安定取引に関する懇談会
（第１回）」の開催について（政策統括官付
穀物課）
◇米に関するマンスリーレポート（平成27
年11月６日）の公表について（政策統括官
付農産企画課）
◇「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
及び民間交渉の開催について（水産庁資源
管理部国際課）

　　９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）
◇台湾大型トロール漁船の拿捕について
（水産庁資源管理部管理課）

 10日㈫ ◇バイオマス産業都市の認定証授与式につ
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）
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◇「第２回 飼料用米生産コスト低減推進
チーム会合」の開催及び一般傍聴について
（政策統括官付穀物課）
◇「ミラノ発日本食・食文化再発見シンポ
ジウム」の開催及び参加者の募集について
（食料産業局食文化・市場開拓課、ミラノ
発日本食・食文化再発見シンポジウム事務
局）
◇諫早湾干拓開門問題に係る長崎地方裁判
所の決定について（農村振興局整備部農地
資源課）

 11日㈬ ◇「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）
◇「フード・アクション・ニッポン アワー
ド2015」の表彰式等の開催について（食料
産業局食文化・市場開拓課）
◇「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）

 12日㈭ ◇「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2015」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）
◇「知」の集積と活用の場 「産学官連携協
議会（準備会）」の会員募集並びに設立会
議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）
◇国際原子力機関（IAEA）の海洋モニタ
リングの専門家の来日について（水産庁研
究指導課、原子力規制庁放射線防護グルー
プ 監視情報課、外務省　軍縮不拡散・科
学部国際原子力協力室）
◇伊東農林水産副大臣の国内出張について
（水産庁漁政部漁政課）
◇「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）

 13日㈮ ◇「福島県産食品販売フェア」の開催につ
いて（食料産業局食品流通課）
◇「第２回 品種マッチングミーティング」
の開催及び参加者募集について（農林水産
技術会議事務局研究推進課）
◇「平成27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（農村振興局
農村政策部農村環境課鳥獣対策室）

◇太平洋クロマグロ小型魚の漁獲に係る太
平洋北部ブロックへの操業自粛要請の発出
について（水産庁資源管理部漁業調整課）
◇「日・ソロモン漁業協議」の結果につい
て（水産庁資源管理部国際課）

 16日㈪ ◇「農の雇用事業」の募集を開始します
（平成28年２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 農業共
済部会（平成27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）

 17日㈫ ◇「第21回 農作物病害虫防除フォーラム
～今後の土壌病害虫対策を考える～」の開
催及び一般傍聴について（消費・安全局植
物防疫課）
◇加藤農林水産大臣政務官の平成27年度
（第16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
産技術会議事務局研究企画課）
◇遺伝子組換えカーネーション、シクラメ
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）
◇森山農林水産大臣及び伊東農林水産副大
臣の「アグリビジネス創出フェア2015」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）
◇平成27年産米の相対取引価格・数量につ
いて（平成27年10月）（政策統括官付農産
企画課）
◇森山農林水産大臣の「平成27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）

 18日㈬ ◇「大西洋まぐろ類保存国際委員会
（ICCAT）第24回 通常会合（年次会合）」
の結果について（水産庁資源管理部国際
課）
◇第７回「「知」の集積と活用の場の構築
に向けた検討会」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）
◇「水産政策審議会 第74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）
◇佐藤農林水産大臣政務官の「アグリビジ
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ネス創出フェア2015」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）
◇森山農林水産大臣の「フード・アクショ
ン・ニッポン アワード2015」表彰式への
出席について（食料産業局食文化・市場開
拓課）

 19日㈭ ◇伊東農林水産副大臣の国内出張について
（食料産業局企画課）
◇「平成27年度 飼料需給計画」の改定に
ついて（生産局畜産部飼料課流通飼料対策
室）
◇世界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）
◇「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）

 20日㈮ ◇太平物産株式会社の生産した肥料への対
応について（消費・安全局農産安全管理課、
食料産業局食品製造課、生産局農業環境対
策課）
◇森山農林水産大臣の国内出張について
（大臣官房地方課）
◇「水産政策審議会 第56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）
◇平成27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（基礎・基盤、環境）
室、消費・安全局食品安全政策課食品安全
技術室）

 24日㈫ ◇「平成27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）
◇「平成27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）
◇「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）
◇「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（政策統
括官付農産企画課）
◇水産庁漁業調査船 開洋丸による沖縄周
辺海域宝石サンゴ漁場環境調査結果につい

て（水産庁増殖推進部漁場資源課生態系保
全室）
◇「食料・農業・農村政策審議会 平成27
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）
◇第２回「農林水産省TPP対策本部」の
開催について（大臣官房政策課）

 25日㈬ ◇齋藤農林水産副大臣の「平成27年度地産
地消推進全国フォーラム」への出席につい
て（食料産業局食文化・市場開拓課）
◇「第３回 飼料用米生産コスト低減推進
チーム会合」の開催及び一般傍聴について
（政策統括官付穀物課）

 26日㈭ ◇「稲作コスト低減シンポジウム～稲作農
業の成長産業化に向けて～」の開催及び
参加者の募集について（政策統括官付穀物
課）
◇フランス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）
◇齋藤農林水産副大臣の国内出張について
（生産局畜産部畜産企画課、生産局畜産部
畜産振興課畜産技術室）
◇「第５回カーボン・オフセット大賞」の
農林水産大臣賞の受賞団体の決定及び表彰
式の開催について（大臣官房政策課環境政
策室）
◇森山農林水産大臣及び伊東農林水産副大
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）

 27日㈮ ◇森山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研究調整課）
◇平成27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）
◇佐藤農林水産大臣政務官の国内出張につ
いて（大臣官房地方課）
◇きのこ原木の需給状況（平成27年９月末
時点）（林野庁林政部経営課特用林産対策
室、国有林野部業務課）
◇森山農林水産大臣の「第35回ジャパン
カップ競走」の表彰式への出席について
（生産局畜産部競馬監督課）
◇平成27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
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局研究企画課、公益社団法人農林水産・食
品産業技術振興協会）
◇「2015年農林業センサス結果の概要（概
数値）（平成27年２月１日現在）」の公表に
ついて（大臣官房統計部経営・構造統計課
センサス統計室）
◇「南東大西洋漁業機関（SEAFO）第12
回 年次会合」の開催について（水産庁資
源管理部国際課）
◇平成27年産米の契約・販売状況、民間在
庫の推移等について（平成27年10月）（政
策統括官付農産企画課）

 30日㈪ ◇南極海における新たな鯨類調査（新南極
海鯨類科学調査計画（NEWREP-A））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27
年12月）について（生産局園芸作物課）
◇「食料・農業・農村政策審議会 農業農
村振興整備部会（平成27年度 第５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28年産米の都道府県別の生産数量目
標等について（政策統括官付穀物課水田農
業対策室）

〈法令〉
11月11日㈬◇消費者の財産的被害の集団的な回復の

ための民事の裁判手続の特例に関する法律
施行令（政令第373号）を公布（法の施行
の日（平成28年10月１日）から施行）
◇水銀による環境の汚染の防止に関する法
律の一部の施行期日を定める政令（政令第
377号）を公布
◇水銀による環境の汚染の防止に関する法
律施行令（政令第378号）を公布（水銀に
関する水俣条約が日本国について効力を生
ずる日から施行）
◇絶滅のおそれのある野生動植物の種の保
存に関する法律施行令の一部を改正する政
令（政令第380号）を公布（平成27年12月
１日から施行）

 13日㈮ ◇ミカンコミバエ種群の緊急防除に関する
省令（農林水産省令第80号）を公布（平成
27年12月13日から施行）

 26日㈭ ◇行政不服審査法及び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

の施行に伴う関係政令の整備に関する政令
（政令第392号）を公布（行政不服審査法の
施行の日（平成28年４月１日）から施行
◇入会林野等に係る権利関係の近代化の助
長に関する法律施行令（政令第394号）を
公布（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（平成26年法律第
69号）の施行の日（平成28年４月１日）か
ら施行）
◇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（内閣府令・財務省令・農林水産省令
第１号）を公布（平成28年３月31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８号）を公布（平
成28年３月31日から施行）（平成28年３月
31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81号）を公布（同日施行）

12　月
12月２日㈬◇カナダ・オンタリオ州からの生きた家

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）
◇「優秀農林水産業者に係るシンポジウム
～肉用牛の繁殖基盤の強化に向けて～」の
開催及び参加者の募集について（大臣官房
文書課、公益財団法人日本農林漁業振興
会）
◇「 中 西 部 太 平 洋 ま ぐ ろ 類 委 員 会
（WCPFC）第12回 年次会合」の開催につ
いて（水産庁資源管理部国際課）

　　３日㈭ ◇平成27年度人事院総裁賞（第28回）受賞
者の決定について（水産庁漁政部漁政課、
九州漁業調整事務所総務課）
◇「藻場・干潟ビジョン検討会（第３回）」
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）
◇平成28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（政策統括官付地域作物課）
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　　４日㈮ ◇森山農林水産大臣の国内出張について
（生産局地域対策官、生産局地域対策官、
食料産業局文化・市場開拓課、生産局園芸
作物課、経営局就農・女性課、林野庁森林
整備部治山課）
◇旭肥料株式会社及び相模肥糧株式会社の
生産した肥料への対応について（消費・安
全局農産安全管理課、食料産業局食品製造
課、生産局農業環境対策課）
◇「知」の集積と活用の場 「産学官連携協
議会（準備会）」の会員を対象としたセミ
ナー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）
◇「アグリビジネス創出フェア2015」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）
◇鶏用遺伝子組換え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）
◇太平洋クロマグロ小型魚の漁獲に係る日
本海北部ブロックへの注意報の発出につい
て（水産庁資源管理部漁業調整課）
◇米に関するマンスリーレポート（平成27
年12月４日）の公表について（政策統括官
付農産企画課）
◇「日ロ漁業委員会 第32回 会議」の開催
について（水産庁資源管理部国際課）
◇ブラジ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）
◇佐藤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計画課農
村政策推進室）

　　７日㈪ ◇「第３回 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）
◇相模肥糧株式会社の生産した肥料への対
応について（群馬生科研株式会社からの報
告の受理）（消費・安全局 農産安全管理課）
◇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、林政部
木材利用課）

　　８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）
◇「南東大西洋漁業機関（SEAFO）第12
回 年次会合」の結果について（水産庁資
源管理部国際課）
◇「 中 西 部 太 平 洋 ま ぐ ろ 類 委 員 会
（WCPFC）第12回 年次会合」の結果につ
いて（水産庁資源管理部国際課）

　　９日㈬ ◇のりの輸入割当（IQ）に関する日韓協
議の結果について（水産庁漁政部加工流通
課水産物貿易対策室）

 10日㈭ ◇「第４回 飼料用米生産コスト低減推進
チーム会合」の開催及び一般傍聴について
（政策統括官付穀物課）
◇旭肥料株式会社及び相模肥糧株式会社の
生産した肥料への対応について（肥料の販
売業者からの報告の受理）（消費・安全局
農産安全管理課）
◇「農業資材審議会 農薬分科会 検査法部
会（第１回）」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）
◇「平成27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研究
企画課技術安全室、環境省自然環境局野生
生物課外来生物対策室）
◇積雪及び寒害に伴う農作物等の被害防止
に向けた技術指導の徹底について（生産局
農業環境対策課、生産局園芸作物課、生産
局技術普及課、生産局畜産部畜産企画課、
政策統括官付穀物課）

 11日㈮ ◇株式会社ジャット、株式会社中田商会及
び富山魚糧株式会社の生産した肥料への
対応について （消費・安全局農産安全管理
課、食料産業局食品製造課、生産局農業環
境対策課）
◇地理的表示（GI）法に基づき意見を聴
取する学識経験者の名簿の公表及び「地理
的表示登録に係る学識経験者委員会」の開
催について（食料産業局知的財産課）
◇米国からの生きた家きん、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）
◇「第５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
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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）
◇森山農林水産大臣の「日経地方創生
フォーラム」への出席について（食料産業
局産業連携課）
◇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経済課WTO分
室）
◇「食料・農業・農村政策審議会 平成27
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）
◇インドとの森林及び林業分野の協力覚書
への署名について（林野庁森林整備部計画
課海外林業協力室）

 15日㈫ ◇農林水産関係団体と農林水産省との意見
交換（水産業：第３回）の開催について（水
産庁漁政部漁政課）
◇国際漁業再編対策に基づく漁船の隻数の
縮減（減船）の実施について（水産庁資源
管理部漁業調整課）
◇農林水産関係団体と農林水産省との意見
交換（森林・林業：第２回）の開催につい
て（林野庁林政部林政課）
◇「食品に関するリスクコミュニケーショ
ン 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・
生活衛生局生活衛生・食品安全部企画情報
課、農林水産省消費・安全局消費者行政課）
◇「気候変動枠組条約第21回締約国会議
（COP21）」、「京都議定書第11回締約国会
合（CMP11）」等の結果について（大臣官
房政策課環境政策室、林野庁森林整備部森
林利用課森林吸収源情報管理官室、森林整
備部森林利用課森林吸収源情報管理官室）
◇平成27年産米の相対取引価格・数量につ
いて（平成27年11月）（政策統括官付農産
企画課）
◇岐阜県長良川上中流域、和歌山県みな
べ・田辺地域及び宮崎県高千穂郷・椎葉山
地域の世界農業遺産（GIAHS）への新規

認定について（農村振興局農村政策部農村
環境課農村環境対策室）

 16日㈬ ◇「地理的表示登録産品発表会・登録証授
与式」の開催及び参加者の募集について
（食料産業局知的財産課、一般社団法人食
品需給研究センター）
◇平成27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（基礎・基盤、環
境）室、消費・安全局食品安全政策課食品
安全技術室）
◇「水門・陸閘等の安全かつ適切な管理運
用の促進に関する検討委員会」の設置及び
第１回委員会の開催について（農村振興局
整備部防災課）
◇「2015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
事務局研究調整課）
◇第２回「GAP戦略協議会」の開催につ
いて（生産局農業環境対策課）
◇「平成28年度 夏秋野菜等の需給ガイド
ライン」の策定について（生産局園芸作物
課）
◇「世界農業遺産（GIAHS）新規地域認
定記念シンポジウム」の開催及び参加者の
募集について（農村振興局農村政策部農村
環境課農村環境対策室）
◇「日ロ漁業委員会 第32回 会議」の結果
について（水産庁資源管理部国際課）

 17日㈭ ◇「飼料用米生産コスト低減マニュアル」
について（政策統括官付穀物課）
◇「第３回 新しい介護食品（スマイルケ
ア食）普及推進会議」の開催及び一般傍聴
について（食料産業局食品製造課）
◇「委託プロジェクト研究（気候変動対応
関連）の推進方針」の公表について（農林
水産技術会議事務局研究開発官（基礎・基
盤、環境）室）
◇九鬼肥料工業株式会社の生産した肥料へ
の対応について（消費・安全局農産安全管
理課、食料産業局食品製造課、生産局農業
環境対策課）

 18日㈮ ◇森山農林水産大臣の国内出張について
（林野庁木材利用課、水産庁栽培養殖課、
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生産局園芸作物課）
◇「漁村活性化のあり方検討会（第２回）」
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）
◇「28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）
◇「28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）
◇平成26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）
◇「森林・林業基本計画にかかる地方意見
交換会」の開催及び一般傍聴について（林
野庁林政部企画課）
◇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）
◇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12月）の公表について
（食料産業局食品流通課商品取引室）
◇第３回「農林水産省TPP対策本部」の
開催について（大臣官房政策課）
◇平成27年度農林水産関係補正予算の概要
について（大臣官房予算課）
◇平成28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）
◇平成27年度補正予算「『革新的技術開発・
緊急展開事業』に係る全国説明会」の開催
及び参加者の募集について（農林水産技術
会議事務局研究企画課）

 21日㈪ ◇米国サウスダコタ州及びアイオワ州から
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）
◇太平洋クロマグロ2015年生まれの加入量
水準速報（2015年12月）について（水産庁
増殖推進部漁場資源課、国立研究開発法人
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）
◇森山農林水産大臣の「地理的表示登録産
品発表会・登録証授与式」への出席につい
て（食料産業局知的財産課）
◇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経済課
WTO分室、大臣官房国際部国際地域課、
大臣官房国際部国際経済課）

 22日㈫ ◇第３回「食品産業もったいない大賞」の
受賞者の決定及び表彰式・事例発表会の開
催について（食料産業局バイオマス循環資
源課食品産業環境対策室）
◇地理的表示（GI）の登録について（食
料産業局知的財産課）
◇アサヒ飲料株式会社の産業競争力強化法
に基づく事業再編計画の認定について（食
料産業局食品製造課）
◇諫早湾干拓開門問題に係る最高裁判所の
決定について（農村振興局整備部農地資源
課）

 24日㈭ ◇「農用地等の確保等に関する基本指針」
の変更について（農村振興局農村政策部農
村計画課）
◇平成28年度組織・定員について（大臣官
房秘書課）
◇平成28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28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 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）
◇平成27年度補正予算「『革新的技術開発・
緊急展開事業』に係るブロック技術提案
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企画課、農林水産技
術会議事務局研究開発官（基礎 ･基盤、環
境）室、）

 25日㈮ ◇平成28年度「農林水産業・食品産業科学
技術研究推進事業」に係る公募説明会の開
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）
◇野菜の生育状況及び価格見通し（平成28
年１月）について（生産局園芸作物課）
◇平成26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）

 28日㈪ ◇「農政新時代キャラバン ブロック別説
明会及び都道府県別説明会」の開催及び一
般傍聴について（大臣官房地方課）
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◇海洋漁業資源の保存及び持続可能な利用
の推進のための協力に係る水産庁と米国海
洋大気庁による共同声明への署名について
（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
（政策統括官付地域作物課）
◇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）
◇平成27年産米の契約・販売状況、民間在
庫の推移等について（平成27年11月）（政
策統括官付農産企画課）

〈法令〉
12月７日㈪◇水銀含有再生資源の管理に関する命令

（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３号）を公
布（法の施行の日から施行）
◇水銀による環境の汚染の防止に関する法
律の規定に基づく立入検査等をする職員の
携帯する身分を示す証明書の様式を定める
命令（内閣府令・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４号）
を公布（法の施行の日から施行）
◇新用途水銀使用製品の製造等に関する命
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
２号）を公布（法の施行の日から施行）
◇水銀等の貯蔵に関する省令（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・防衛省令第１号）を公布（法
の施行の日から施行）
◇特定水銀使用製品に係る許可及び届出に
関する事項を定める省令（厚生労働省令・
農林水産省令・経済産業省令第１号）を公
布（法附則第一条第二号に掲げる規定の施
行の日から施行）
◇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82号）を公布（同日施行）

　　９日㈬ ◇独立行政法人に係る改革を推進するため

の農林水産省関係法律の整備に関する法律
の一部の施行期日を定める政令（政令第
410号）を公布
◇活動火山対策特別措置法施行規則の一部
を改正する命令（内閣府令・農林水産省令
第９号）を公布（活動火山対策特別措置法
の一部を改正する法律の施行の日（平成27
年12月10日）から施行）

 10日㈭ ◇家畜伝染病予防法施行規則の一部を改正
する省令（農林水産省令第83号）を公布
（同日施行）

 16日㈬ ◇学校教育法等の一部を改正する法律の施
行に伴う関係政令の整備に関する政令（政
令第421号）を公布（平成28年４月１日か
ら施行）

 18日㈮ ◇農業改良助長法施行令の一部を改正する
政令（政令第431号）を公布（同日施行）
◇飼料及び飼料添加物の成分規格等に関す
る省令の一部を改正する省令（農林水産省
令第84号）を公布（同日施行）
◇農業改良助長法施行規則の一部を改正す
る等の省令（農林水産省令第85号）を公布
（同日施行）

 21日㈪ ◇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86号）を公布（平成28
年１月１日から施行）

 22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５号）を公布
（平成28年１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87号）
を公布（同日施行）

 24日㈭ ◇農地法施行令等の一部を改正する政令
（政令第440号）を公布（平成28年４月１日
から施行）

 28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（内閣府令・財務
省令・厚生労働省令・農林水産省令・経済
産業省令第１号）を公布（行政手続におけ
る特定の個人を識別するための番号の利用
等に関する法律附則第一条第四号に掲げる
規定の施行の日（平成28年１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

─ 345 ─



農　政　日　誌

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２号）を公布（行政手続に
おける特定の個人を識別するための番号の
利用等に関する法律附則第一条第四号に掲
げる規定の施行の日（平成28年１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
給付等に関する省令の一部を改正する省令
（農林水産省令 第88号）を公布（平成28年
１月１日から施行）

１　月
１月５日㈫ ◇「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（食料産業局知的財
産課種苗審査室）
◇「食品トレーサビリティ『実践的なマ
ニュアル』」各論「農業編（案）」及び「畜
産業編（案）」に対する意見募集について
（消費・安全局消費者行政課）
◇「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
房広報評価課情報分析室）

　　６日㈬ ◇佐藤農林水産大臣政務官の国内出張につ
いて（大臣官房地方課）
◇口蹄疫等に関する国際獣疫事務局
（OIE）を通じたモンゴル国への技術的支
援の実施について（消費・安全局動物衛生
課国際衛生対策室、農研機構動物衛生研究
所）

　　７日㈭ ◇「2016年アンタルヤ国際園芸博覧会出展
物の放射性物質検査の免除」について（生
産局園芸作物課花き産業・施設園芸振興
室）
◇「農政新時代キャラバン 都道府県別説
明会」の開催及び一般傍聴について（大臣
官房地方課）
◇伊東農林水産副大臣の国内出張について
（大臣官房地方課）
◇加藤農林水産大臣政務官の国内出張につ

いて（大臣官房地方課）
　　８日㈮ ◇森山農林水産大臣の海外出張について

（食料産業局食品流通課、大臣官房国際部
国際地域課）
◇佐藤農林水産大臣政務官の国内出張につ
いて（大臣官房地方課）
◇「第67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・安全局食品安全政策課、消費者庁食品
表示企画課、厚生労働省医薬・生活衛生局
生活衛生・食品安全部企画情報課）
◇農林水産省が優先的にリスク管理を行う
べき有害化学物質のリストの見直し及び食
品の安全性に関する有害化学物質のサーベ
イランス・モニタリング中期計画の作成に
ついて（消費・安全局食品安全政策課）
◇米に関するマンスリーレポート（平成28
年１月８日）の公表について（政策統括官
付農産企画課）
◇平成28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）

 12日㈫ ◇加藤農林水産大臣政務官の国内出張につ
いて（大臣官房地方課）
◇森山農林水産大臣の海外出張の概要につ
いて（食料産業局食品流通課、大臣官房国
際部国際地域課）

 13日㈬ ◇シンポジウム「おさかな進歩2016プラス
～新たな“きづく”を得る～」の開催及び
一般傍聴について（水産庁漁政部企画課）
◇英国ファイフ州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）
◇「林政審議会」の開催及び一般傍聴につ
いて（林野庁林政部林政課）
◇第８回「「知」の集積と活用の場の構築
に向けた検討会」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）

 14日㈭ ◇加藤農林水産大臣政務官の国内出張につ
いて（大臣官房地方課）
◇米国ミシガン州及びペンシルバニア州か
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）
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◇「卸売市場整備基本方針」の公表につい
て（食料産業局食品流通課卸売市場室）

 15日㈮ ◇シンガポール向け牛肉、豚肉等の携帯品
（おみやげ等）輸出について（消費・安全
局動物衛生課国際衛生対策室）
◇佐藤農林水産大臣政務官の国内出張につ
いて（大臣官房地方課、林野庁木材利用課、
生産局畜産部畜産企画課）
◇平成27年度 農林水産分野の生物多様性
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～」の開催及び参加者の募集につい
て（大臣官房政策課環境政策室、三菱ＵＦ
Ｊリサーチ＆コンサルティング株式会社政
策研究事業本部環境・エネルギー部）
◇「第２回ミカンコミバエ種群の防除対策
検討会議」の開催について（消費・安全局
植物防疫課）
◇平成27年産米の相対取引価格・数量につ
いて（平成27年12月）（政策統括官付農産
企画課）

 16日㈯ ◇米国インディアナ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）

 18日㈪ ◇「食料・農業・農村政策審議会 第25回 
家畜衛生部会」及び「食料・農業・農村
政策審議会 家畜衛生部会 第23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）
◇ジャパンフィッシングショー 2016への
出展について（資源管理部漁業調整課）
◇「平成27年度 花き振興セミナー」の開
催及び一般傍聴について（生産局園芸作物
課花き産業・施設園芸振興室）
◇森山農林水産大臣の「第３回林業復活・
地域創生を推進する国民会議」への出席に
ついて（林野庁森林整備部計画課施工企画
調整室）

 19日㈫ ◇第１回「加工食品の原料原産地表示制度
に関する検討会」の開催及び一般傍聴につ
いて（農林水産省消費・安全局消費者行政
課、消費者庁食品表示企画課）
◇「加工食品の原料原産地表示制度に関す
る検討会」の設置について（農林水産省消
費・安全局消費者行政課、消費者庁食品表
示企画課）

◇動物用医薬品等製造販売業者等に対する
行政処分について（消費・安全局畜水産安
全管理課）
◇「地理的表示登録に係る学識経験者委員
会」の開催について（食料産業局知的財産
課）
◇「平成27年度林業機械化推進シンポジウ
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技術開発推進
室、一般社団法人フォレスト・サーベイ）

 20日㈬ ◇「学校給食フェア」の開催について（食
料産業局食文化・市場開拓課）
◇「国産大豆の安定取引に関する懇談会
（第２回）」の開催について（政策統括官付
穀物課）
◇「藻場・干潟ビジョン」の公表について
（水産庁漁港漁場整備部計画課）

 21日㈭ ◇第４回「農林水産省TPP対策本部」の
開催について（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～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・生活衛生局生活衛生・食品安全部、
農林水産省消費・安全局 消費者行政課）

 22日㈮ ◇「食品事業者の５つの基本原則」の改訂
版の公表について（食料産業局食品製造課
食品企業行動室）
◇「補助金等の逆引き事典」の公開につい
て（大臣官房広報評価課広報室）
◇「平成27年度口蹄疫等防疫対策強化推進
会議」の開催について（消費・安全局動物
衛生課家畜防疫対策室）
◇全国の野生鳥獣による農作物被害状況に
ついて（平成26年度）（農村振興局農村政
策部農村環境課鳥獣対策室）
◇森山農林水産大臣の JRA賞授賞式等へ
の出席について（生産局畜産部競馬監督
課）
◇「農林水産研究基本計画を踏まえた今後
の国際研究行政のあり方」検討会（第１回）
の開催及び一般傍聴について（農林水産技
術会議事務局国際研究官室）
◇「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
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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経済課WTO分
室）

 25日㈪ ◇「食料・農業・農村政策審議会 農業農
村振興整備部会（平成27年度 第６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）
◇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）
◇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経済課
WTO分室）

 26日㈫ ◇森山農林水産大臣及び佐藤農林水産大臣
政務官の「一般財団法人 食品安全マネジ
メント協会」発足会への出席について（食
料産業局食品製造課食品企業行動室）

 27日㈬ ◇「福島県産農林水産物等の販売促進に向
けた情報交換会議」（第２回）の開催につ
いて（食料産業局食品流通課）
◇「平成27年度 第２回世界農業遺産
（GIAHS）専門家会議」の開催及び一般傍
聴について（農村振興局）
◇「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
（大臣官房文書課、公益財団法人日本農林
漁業振興会）
◇平成28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）
◇第４回「スマート農業の実現に向けた研
究会」の開催について（生産局技術普及課）

 28日㈭ ◇伊東農林水産副大臣の第３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）
◇「肉用牛繁殖技術シンポジウム～ ICT
等の新技術の活用～」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、一般社団法人全国肉用牛振興基
金協会）
◇「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（生産局農業環
境対策課）

 29日㈮ ◇森山農林水産大臣の国内出張について
（農村振興局都市農村交流課、政策統括官
付穀物課、水産庁栽培養殖課、大臣官房文

書課災害総合対策室、水産庁漁業調整課、
生産局園芸作物課花き産業・施設園芸振興
室、農村振興局防災課災害対策室、 水産庁
防災漁村課、生産局園芸作物課花き産業・
施設園芸振興室、大臣官房文書課災害総合
対策室）
◇「第６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地域振興課）
◇日本産かんきつ類のタイ向け輸出生産地
域の追加等について（消費・安全局植物防
疫課）
◇野菜の生育状況及び価格見通し（平成28
年２月）について（生産局園芸作物課）
◇平成27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）
◇平成27年度補正予算「革新的技術開発・
緊急展開事業に係る技術戦略検討会」の開
催及び一般傍聴について（農林水産技術会
議事務局研究企画課）
◇平成27年産米の契約・販売状況、民間在
庫の推移等について（平成27年12月）（政
策統括官付農産企画課）
◇佐藤農林水産大臣政務官の国内出張につ
いて（生産局畜産部畜産企画課）

〈法令〉
１月25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に基づく医
薬品及び再生医療等製品の使用の禁止に関
する規定の適用を受けない場合を定める省
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28年３月18日から施行）

 26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22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２号）
を公布（同日施行）

 27日㈬ ◇水産資源保護法施行規則及び持続的養殖
生産確保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（公布の日
から起算して六月を経過した日から施行）

 28日㈭ ◇農林水産省・国土交通省関係東日本大震
災復興特別区域法施行規則及び農林水産
省・国土交通省関係大規模災害からの復興
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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・国土交通省令第１号）
を公布（学校教育法等の一部を改正する法
律の施行の日（平成28年４月１日）から施
行）
◇農地法施行規則等の一部を改正する省令
（農林水産省令第４号）を公布（平成28年
４月１日から施行）

 29日㈮ ◇農業協同組合法施行令等の一部を改正す
る等の政令（政令第27号）を公布（平成28
年４月１日から施行）
◇存続都道府県中央会等の組織変更の登記
に関する政令（政令第28号）を公布（平成
28年４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１号）を公布
（平成28年４月１日から施行）
◇自動車損害賠償保障法第二十八条の三第
一項に規定する準備金の積立て等に関する
命令の一部を改正する命令（内閣府令・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28
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（内閣府令・農林水産省令第１号）を
公布（平成28年４月１日から施行）
◇農業協同組合法の規定による消費生活協
同組合又は医療法人への組織変更に関する
省令（厚生労働省令・農林水産省令第１号）
を公布（平成28年４月１日から施行）
◇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八条第一項の規定によ
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
法施行規則等の一部を改正する省令（厚生
労働省令・農林水産省令第２号）を公布
（平成28年４月１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５号）を公布（平
成28年４月１日から施行）

◇農業協同組合法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６号）を
公布（平成28年４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７号）を公布（平成28年
４月１日から施行）
◇水産業協同組合法及び森林組合法による
倉荷証券発行の許可等に関する省令及び水
産業協同組合法及び森林組合法による倉荷
証券発行の許可の取消しに係る聴聞手続規
則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（平成28年
４月１日から施行）

２　月
２月１日㈪ ◇平成28年度世界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）
◇平成27年度農林水産政策研究所シンポジ
ウム「超高齢社会における食料品アクセス
問題の現状と将来」の開催及び参加者の募
集について（農林水産政策研究所）
◇平成28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企画課、農林水産
技術会議事務局研究統括官（生産技術）室、
農林水産技術会議事務局研究開発官（基
礎・基盤、環境）室、大臣官房予算課）
◇平成27年度食品の安全性に関する「リス
ク管理検討会（第３回）」の開催及び一般
傍聴について（消費・安全局食品安全政策
課）
◇「第２回６次産業化サミット」の開催及
び一般傍聴について（食料産業局産業連携
課）

　　２日㈫ ◇「平成27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課）
◇地理的表示（GI）の登録について（食
料産業局知的財産課）
◇「平成27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（農村振興局農村政策部農村環境課鳥
獣対策室）

　　３日㈬ ◇生産者等が現場の技術開発ニーズを登録
できるサイトの開設及び技術開発ニーズの
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取りまとめ結果の公表について（大臣官房
政策課技術政策室）
◇森山農林水産大臣の「NARグランプリ
2015」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）
◇「農業と生物機能の高度活用による新価
値創造に関する研究会」（第１回）の開催
及び一般傍聴について（農林水産技術会議
事務局研究開発官（基礎 ･基盤、環境）室）

　　４日㈭ ◇「平成27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
務局研究企画課技術安全室、環境省自然環
境局野生生物課外来生物対策室）
◇平成28年度「安全な農林水産物安定供給
のためのレギュラトリーサイエンス研究」
委託事業の公募及び公募説明会の実施につ
いて（消費・安全局食品安全政策課食品安
全技術室、農林水産技術会議事務局研究推
進課、大臣官房予算課契約班）
◇「『国際森林デー 2016 みどりの地球を
未来へ』～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）

　　５日㈮ ◇「食品に関するリスクコミュニケーショ
ン～健康食品の安全性や機能性に関する意
見交換会～」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、厚生労働省
医薬・生活衛生局生活衛生・食品安全部、
農林水産省消費・安全局 消費者行政課）
◇「食と農の景勝地（仮称）」第２回検討
委員会の開催について（食料産業局食文
化・市場開拓課）
◇米に関するマンスリーレポート（平成28
年２月５日）の公表について（政策統括官
付農産企画課）

　　８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）

　　９日㈫ ◇遺伝子組換えイネ、トウモロコシ及びワ
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）
◇「平成27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）
◇佐藤農林水産大臣政務官の国内出張につ
いて（林野庁林政部林政課）

 10日㈬ ◇第９回「「知」の集積と活用の場の構築
に向けた検討会」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）
◇「平成27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（生産局農業環境
対策課）
◇「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）
◇「平成27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）
◇「国産大豆の安定取引に関する懇談会
（第３回）」の開催について（政策統括官付
穀物課）

 12日㈮ ◇「農福連携推進フォーラム」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）
◇「平成27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）
◇「水産政策審議会第57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）
◇「水産政策審議会第75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28年度 学校の森・子どもサミッ
ト 夏大会」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、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26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）
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 15日㈪ ◇「農の雇用事業」の募集を開始します
（平成28年４月研修開始分）（経営局就農・
女性課）
◇平成27年度「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」及び
「第３回 分野別研究会（TPP協定の活用）」
の開催について（大臣官房国際部海外投
資・協力グループ）
◇平成27年度「輸出戦略実行委員会」第３
回会合の開催について（食料産業局輸出促
進課）

 16日㈫ ◇「第27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）
◇平成27年産米の相対取引価格・数量につ
いて（平成28年１月）（政策統括官付農産
企画課）

 17日㈬ ◇「第25回優良経営食料品小売店等表彰事
業」表彰式の開催について（食料産業局食
品流通課）
◇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
について（消費・安全局消費者行政課）
◇「第８回「和食」の保護・継承推進検討
会」の開催及び一般傍聴について（食料産
業局食文化・市場開拓課和食室、「「和食」
の保護・継承推進検討会」事務局）
◇養殖生産数量ガイドライン（平成28年漁
期）の制定について（水産庁増殖推進部栽
培養殖課）
◇「醸造用ぶどう栽培技術研究会」の開催
及び参加者の募集について（農林水産技術
会議事務局国際研究官室）
◇「農業と生物機能の高度活用による新価
値創造に関する研究会」（第２回）の開催
及び一般傍聴について（農林水産技術会議
事務局研究開発官（基礎 ･基盤、環境）室）

 18日㈭ ◇「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26
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）
◇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）
◇「農林物資規格調査会部会」の開催及び

一般傍聴について（食料産業局食品製造課
食品規格室）
◇「琵琶湖の保全及び再生に関する基本方
針」（案）に関する意見の募集（パブリッ
クコメント）について（水産庁漁港漁場整
備部計画課）

 19日㈮ ◇森山農林水産大臣の国内出張について
（大臣官房国際部国際機構グループ）
◇「第31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）
◇「第13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）
◇第２回「加工食品の原料原産地表示制度
に関する検討会」の開催及び一般傍聴につ
いて（農林水産省消費・安全局消費者行政
課、消費者庁食品表示企画課）
◇「東日本大震災からの漁村の復興・創生
シンポジウム」の開催及び参加者の募集に
ついて（林野庁漁港漁場整備部防災漁村
課）

 22日㈪ ◇「日・モーリタニア漁業協議」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 農業農
村振興整備部会 技術小委員会（平成27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）
◇国連生物多様性の10年「グリーンウェイ
ブ2016」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）
◇「食料・農業・農村政策審議会 家畜衛
生部会 第24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）
◇国際セミナー「持続可能な森林経営の推
進には何が必要か」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）
◇「コーデックスに係る国際シンポジウ
ム」の開催及び参加者の募集について（農
林水産省消費・安全局食品安全政策課、厚
生労働省医薬・生活衛生局生活衛生・食品
安全部企画情報課、「コーデックスに係る
国際シンポジウム」運営事務局）
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 23日㈫ ◇平成28年１月の大雪等に伴う農業被害へ
の支援対策について（大臣官房文書課災害
総合対策室、生産局総務課生産推進室、生
産局園芸作物課、政策統括官付地域作物
課）
◇「国産農産物中のカドミウムの実態調
査」の結果について（消費・安全局農産安
全管理課）
◇「第21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）
◇「地理的表示登録に係る学識経験者委員
会」の開催について（食料産業局知的財産
課）
◇「平成27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）
◇「第14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）
◇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３回）の結果に
ついて（水産庁漁政部加工流通課）

 24日㈬ ◇「平成27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）
◇「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）
◇佐藤農林水産大臣政務官の「平成27年度 
全国麦作共励会 中央表彰式」への出席に
ついて（政策統括官付穀物課）
◇2016年春の農作業安全確認運動の実施に
ついて（生産局技術普及課生産資材対策
室）

 25日㈭ ◇「第１回補給金単価算定方式等検討会」
の開催及び一般傍聴について（生産局畜産
部牛乳乳製品課）

 26日㈮ ◇「漁村活性化のあり方検討会（第３回）」
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）
◇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指導課森林保護対策
室）
◇「第２回 ジャガイモシロシストセン
チュウ対策検討会議」の開催について（平
成28年３月４日開催）（消費・安全局植物

防疫課）
◇「大農業女子会2016」の開催について
（経営局就農・女性課女性活躍推進室）
◇「平成27年度水源林造成事業等評価技術
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）
◇「農林水産研究基本計画を踏まえた今後
の国際研究行政のあり方」検討会（第２回）
の開催及び一般傍聴について（農林水産技
術会議事務局国際研究官室）
◇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27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27年産米の契約・販売状況、民間在
庫の推移等について（平成28年１月）（政
策統括官付農産企画課）
◇平成28年「日本食普及の親善大使」の任
命について（食料産業局食文化・市場開拓
課）
◇佐藤農林水産大臣政務官のシンポジウム
「農業女子力で変わる・変える！日本の農
業」への出席について（経営局就農・女性
課女性活躍推進室）

 29日㈪ ◇「知」の集積と活用の場 産学官連携協
議会（準備会）のポスターセッションの開
催及び参加者の募集について（農林水産技
術会議事務局研究推進課産学連携室）
◇野菜の生育状況及び価格見通し（平成28
年３月）について（生産局園芸作物課）
◇生物多様性及び生態系サービスに関
する政府間科学 - 政策プラットフォーム
（IPBES）第４回総会結果（大臣官房政策
課環境政策室）
◇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控訴審判
決について（林野庁国有林野部業務課国有
林野管理室）
◇「平成28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」の策定につい
て（消費・安全局食品安全政策課）
◇「第21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）
◇齋藤農林水産副大臣の「平成27年度農山
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漁村女性・シニア活動表彰及び農山漁村男
女共同参画優良活動表彰」表彰式への出席
について（経営局就農・女性課女性活躍推
進室）
◇佐藤農林水産大臣政務官の「平成27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
業環境対策課）

〈法令〉
２月３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
関する法律の施行に伴う内閣府関係政令の
整備に関する政令（政令第36号）を公布
（平成28年４月１日から施行）
◇金融商品取引法施行令等の一部を改正す
る政令（政令第38号）を公布（金融商品取
引法の一部を改正する法律の施行の日（平
成28年３月１日）から施行）

　　５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８号）を公布（平成28年３月６日か
ら施行）

 17日㈬ ◇電気事業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及び経過措置に関
する政令（政令第43号）を公布（改正法施
行日（平成28年４月１日）から施行）
◇対内直接投資等に関する命令の一部を改
正する命令（内閣府令・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）を公布電気事業法等の一部
を改正する法律の施行に伴う関係政令の整
備及び経過措置に関する政令の公布の日
（平成28年２月17日）から施行

 24日㈬ ◇絶滅のおそれのある野生動植物の種の保
存に関する法律施行令の一部を改正する政
令（政令第51号）を公布（平成28年３月15
日から施行）
◇植物防疫法施行規則の一部を改正する省
令（農林水産省令第９号）を公布（同日施
行）

 29日㈪ ◇技術研究組合法施行規則の一部を改正す
る省令（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（平成28年３月１日から施行）

３　月
３月１日㈫ ◇伊東農林水産副大臣の「農業の未来をつ

くる女性活躍推進セミナー」への出席につ
いて（経営局就農・女性課女性活躍推進室）
◇「日・モーリタニア漁業協議」の結果に
ついて（水産庁資源管理部国際課）
◇平成27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
料産業局食品流通課）
◇平成27年度 日本型直接支払の取組状況
（見込み）について（農村振興局農村政策
部地域振興課日本型直接支払室、農村振興
局整備部農地資源課多面的機能支払推進
室、農村振興局農村政策部地域振興課中山
間地域室、生産局農業環境対策課）

　　２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
房広報評価課情報分析室）
◇「第２回 中山間地域等直接支払制度に
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地域振興
課中山間地域室）
◇「マルチローター式小型無人機による農
薬散布のための安全対策に関する説明会」
の開催及び参加者の募集について（消費・
安全局植物防疫課）
◇佐藤農林水産大臣政務官の「大農業女子
会2016」への出席について（経営局就農・
女性課女性活躍推進室）
◇「農業と生物機能の高度活用による新価
値創造に関する研究会」（第３回）の開催
及び一般傍聴について（農林水産技術会議
事務局研究開発官（基礎 ･基盤、環境）室）

　　３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に基づく
被害防止計画作成市町村数及び鳥獣被害対
策実施隊設置市町村数について（平成27年
10月末時点）（農村振興局農村政策部農村
環境課鳥獣対策室）
◇「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
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房政策課環境政策室）
◇加藤農林水産大臣政務官の「第13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）

　　４日㈮ ◇「水稲の作柄に関する委員会（平成27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）
◇佐藤農林水産大臣政務官の国内出張につ
いて（生産局園芸作物課花き産業・施設園
芸振興室）
◇「第４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多面的機能支払
推進室）
◇ 米に関するマンスリーレポート（平成
28年３月号）の公表について（政策統括官
付農産企画課）
◇国際原子力機関（IAEA）及び我が国国
内の分析機関による「水産物の放射性物質
の測定に係る機関間の比較」の結果の評価
について（水産庁増殖推進部研究指導課）

　　７日㈪ ◇「第４回 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）
◇「第68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・安全局食品安全政策課、消費者庁食品
表示企画課、厚生労働省医薬・生活衛生局
生活衛生・食品安全部企画情報課）

　　８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（大臣官
房文書課災害総合対策室）
◇「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）

　　９日㈬ ◇「小型船舶安全対策検討委員会」及び
「ライフジャケットの着用推進等に関する
会議」の第１回合同会議の開催について
（水産庁漁政部企画課）
◇輸入小麦の政府売渡価格の改定について
（政策統括官付貿易業務課）

 10日㈭ ◇地理的表示（GI）の登録について（食料
産業局知的財産課）
◇「第24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）
◇平成28年（第10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）
◇「水門・陸閘等の安全かつ適切な管理運
用の促進に関する検討委員会」（第２回）
の開催及び一般傍聴について（農村振興局
整備部防災課）
◇第10回「「知」の集積と活用の場の構築
に向けた検討会」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２回 環境保全型農業直接支払制度
に関する第三者委員会」の開催及び一般傍
聴について（生産局農業環境対策課）
◇「食料・農業・農村政策審議会 第26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）
◇暖冬及び今後の気象動向に対応した農作
物等の被害防止に向けた技術指導の徹底に
ついて（生産局農業環境対策課、生産局園
芸作物課、生産局地域対策官、生産局技術
普及課、生産局畜産部畜産企画課、生産局
畜産部飼料課、生産局畜産部飼料課、政策
統括官付地域作物課）

 11日㈮ ◇農林水産省「地震災害対策本部」「原子
力災害対策本部」合同本部の開催について
（大臣官房文書課災害総合対策室）
◇第67回獣医師国家試験（平成27年度）の
結果について（消費・安全局畜水産安全管
理課）
◇「第７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地域振興課）
◇森山農林水産大臣の「第45回 日本農業
賞表彰式」への出席について（生産局技術
普及課）
◇「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）

 14日㈪ ◇「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）
◇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控訴審判
決への対応について（林野庁国有林野部業
務課国有林野管理室）
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 15日㈫ ◇平成27年産米の相対取引価格・数量につ
いて（平成28年２月）（政策統括官付農産
企画課）

 16日㈬ ◇「地理的表示登録に係る学識経験者委員
会」の開催について（食料産業局知的財産
課）
◇「平成28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）
◇「食と農の景勝地」第３回検討委員会の
開催について（食料産業局食文化・市場開
拓課）
◇「日本酒原料米の安定取引に向けた情報
交換会」の開催について（政策統括官付農
産企画課）

 17日㈭ ◇「農業資材審議会 農薬分科会 検査法部
会（第２回）」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）
◇第３回「GAP戦略協議会」の開催につ
いて（生産局農業環境対策課）

 18日㈮ ◇タイ向け牛肉輸出の条件緩和について
（消費・安全局動物衛生課国際衛生対策室）
◇「第７回日中農業担当省 事務次官級定
期対話」の開催について（大臣官房国際部
国際地域課）
◇第３回「加工食品の原料原産地表示制度
に関する検討会」の開催及び一般傍聴につ
いて（農林水産省消費・安全局消費者行政
課、消費者庁食品表示企画課）
◇植物品種の保護に係る審査協力に関する
協力覚書への署名について（食料産業局知
的財産課種苗審査室）
◇「第２回補給金単価算定方式等検討会」
の開催及び一般傍聴について（生産局畜産
部牛乳乳製品課）
◇「食料・農業・農村政策審議会 農業農
村振興整備部会（平成27年度 第７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）
◇「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）
◇佐藤農林水産大臣政務官の国内出張につ
いて（林野庁国有林野部経営企画課、農村
振興局整備部農地資源課）
◇「ロボット農機に関する安全性確保ガイ

ドライン（案）」の公表について（生産局
技術普及課）
◇「農林水産研究基本計画を踏まえた今後
の国際研究行政のあり方」検討会（第３回）
の開催及び一般傍聴について（農林水産技
術会議事務局国際研究官室）
◇「農業と生物機能の高度活用による新価
値創造に関する研究会」（第４回）の開催
及び一般傍聴について（農林水産技術会議
事務局研究開発官（基礎 ･基盤、環境）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28年３月）の公表について
（食料産業局食品流通課商品取引室）
◇砂糖及び異性化糖の需給見通しについて
（政策統括官付地域作物課）

 21日㈪ ◇「第７回 日中農業担当省 事務次官級定
期対話」の結果について（大臣官房国際部
国際地域課）

 22日㈫ ◇森林・林業基本計画（案）に関する意見・
情報の募集（パブリックコメント）につい
て（林野庁林政部企画課）
◇全国森林計画（変更案）に対する意見・
情報の募集（パブリックコメント）につい
て（林野庁森林整備部計画課）
◇「林政審議会」の開催及び一般傍聴につ
いて（林野庁林政部林政課）
◇国内３地域のユネスコエコパークへの拡
張登録決定について（大臣官房政策課環境
政策室）
◇伊東農林水産副大臣の「平成27年度全国
そば優良生産表彰式」への出席について
（政策統括官付地域作物課）
◇「呉（ご）中国国家質量監督検験検疫総
局副総局長と本川農林水産事務次官との会
談」の結果について（大臣官房国際部国際
地域課）

 24日㈭ ◇平成27年度新南極海鯨類科学調査の航海
終了について（水産庁資源管理部国際課）
◇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）
◇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）
◇「農業資材審議会 農業機械化分科会（第
25回）」の開催及び一般傍聴について（生
産局技術普及課生産資材対策室）
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◇「農林物資規格調査会部会」の開催及び
一般傍聴について（食料産業局食品製造課
食品規格室）
◇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）

 25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
房広報評価課情報分析室）
◇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
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）
◇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４次専門家公募について（農林水産省大
臣官房政策課環境政策室、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）
◇第24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
産業局食文化・市場開拓課外食産業室）
◇伊東農林水産副大臣の国内出張について
（生産局畜産部畜産企画課、生産局園芸作
物課、水産庁防災漁村課、大臣官房文書課
災害総合対策室）
◇「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（政策統
括官付農産企画課）
◇「平成28年度飼料需給計画」の策定につ
いて（生産局畜産部飼料課流通飼料対策
室）

 26日㈯ ◇「日ロさけ・ます漁業交渉」の結果につ
いて（水産庁資源管理部国際課）

 28日㈪ ◇「水産政策審議会 第20回 総会」及び「水
産政策審議会 第58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）
◇でん粉の需給見通しについて（政策統括
官付地域作物課）
◇「2016年アンタルヤ国際園芸博覧会」の
屋内展示メインスタンドにおける一般展示
の出展者及び全体の展示スケジュールの決
定について（生産局園芸作物課花き産業・

施設園芸振興室）
 29日㈫ ◇日中の口蹄疫の共同研究等に関する覚書

の締結について（消費・安全局動物衛生課、
動物衛生研究所 企画管理部 情報広報課）
◇平成27年産米の契約・販売状況、民間在
庫の推移等について（平成28年２月）（政
策統括官付農産企画課）
◇「小型船舶安全対策検討委員会」及び
「ライフジャケットの着用推進等に関する
会議」の第１回合同会議の開催結果につい
て（水産庁漁政部企画課）
◇地方ブロックにおける社会資本整備重点
計画の策定について（農林水産省農村振興
局整備部防災課、国土交通省総合政策局公
共事業企画調整課）
◇地理的表示（GI）の登録について（食
料産業局知的財産課）

 30日㈬ ◇競争的資金等への申請及び参加資格の制
限について（農林水産技術会議事務局研究
調整課、消費・安全局 食品安全政策課 食
品安全技術室、林野庁 森林整備部 研究指
導課）
◇日中の鳥インフルエンザの共同研究等に
関する覚書の締結について（消費・安全局
動物衛生課、動物衛生研究所企画管理部 
情報広報課）
◇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（大臣官房政策課
環境政策室）
◇平成27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、資源管理部漁業調整課）
◇野菜の生育状況及び価格見通し（平成28
年４月）について（生産局園芸作物課）
◇「農村における就業機会の拡大に関する
検討会」中間取りまとめの公表について
（農村振興局農村政策部地域振興課）

 31日㈭ ◇「農業技術の基本指針」の改定について
（大臣官房政策課技術政策室）
◇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25 ～ 26年
度）の公表について（消費・安全局食品安
全政策課）
◇平成28年度「麦の需給に関する見通し」
の公表について（政策統括官付貿易業務
課）
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◇食品トレーサビリティ「実践的なマニュ
アル（各論 農業編、各論 畜産業編）」の
作成について（消費・安全局消費者行政課）

〈法令〉
３月１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２号）を公
布（同日施行）
◇水産業協同組合法施行規則の一部を改正
する省令（農林水産省令第10号）を公布
（同日施行）
◇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（平成28年４月１日から施行）

　　４日㈮ ◇日本中央競馬会の平成二十八事業年度に
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54号）を
公布（同日施行）

　　８日㈫ ◇農林物資の規格化等に関する法律の規定
に基づく申出の手続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
第３号）を公布（平成28年４月１日から施
行）

 10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４号）を公布（電気事業法
等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） 
◇種苗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28年
４月１日から施行）

 11日㈮ ◇平成二十七年六月二日から七月二十六日
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及び平成二十七
年九月七日から同月十一日までの間の暴風
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
62号）を公布（同日施行）
◇平成二十七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63号）を公布
（同日施行）

◇農林物資の規格化等に関する法律施行規
則及び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
告に関する省令の一部を改正する省令（農
林水産省令第12号）を公布（平成28年４月
１日から施行）

 15日㈫ ◇資源の有効な利用の促進に関する法律施
行令別表第五の四の項の上欄に規定する
調味料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（平成29年４月１日から施行）

 16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64号）を公布（同
日施行） 

 18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13号）を公布（同日施行）

 23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５号）を公
布（平成29年４月１日から施行）
◇所有権移転等促進計画の承認手続等に関
する省令及び農林水産省・国土交通省関係
地域再生法施行規則の一部を改正する省令
（農林水産省・国土交通省令第３号）を公
布（平成28年４月１日から施行）
◇農林地所有権移転等促進事業及び農業経
営改善安定計画に関する省令の一部を改正
する省令（農林水産省令第14号）を公布
（平成28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15号）を公布（同日施行）

 24日㈭ ◇肥料取締法施行令及び農薬取締法施行令
の一部を改正する政令（政令第73号）を公
布（平成28年４月１日から施行）
◇農業者年金基金の財務及び会計に関する
省令等を廃止する省令の一部を改正する省
令（厚生労働省・農林水産省令第３号）を
公布（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）
◇肥料取締法施行規則及び農薬取締法施行
規則の一部を改正する省令（農林水産省令
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第16号）を公布（平成28年４月１日から施
行）

 25日㈮ ◇我が国及び国際社会の平和及び安全の確
保に資するための自衛隊法等の一部を改正
する法律の施行期日を定める政令（政令第
83号）を公布（同日施行）
◇地方自治法の一部を改正する法律の施行
に伴う農林水産省関係省令の整理に関する
省令（農林水産省令第17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） 

 28日㈪ ◇農地法施行規則及び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18号）を公布（平成28
年４月１日から施行）
◇農地中間管理事業の推進に関する法律施
行規則の一部を改正する省令（農林水産省
令第19号）を公布（平成28年４月１日から
施行）

 29日㈫ ◇フロン類算定漏えい量等の報告等に関す
る命令の一部を改正する命令（内閣府・総
務省・法務省・外務省・財務省・文部科学
省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・
国土交通省・環境省・防衛省令第１号）を
公布（平成28年４月１日から施行）
◇温室効果ガス算定排出量等の報告等に関
する命令の一部を改正する命令（内閣府・
総務省・法務省・外務省・財務省・文部科
学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業
省・国土交通省・環境省・防衛省令第２号）
を公布（平成28年４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（平成28年４月１
日から施行）

 30日㈬ ◇独立行政法人に係る改革を推進するため
の農林水産省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及び経過措置
に関する政令（政令第86号）を公布（平成
28年４月１日から施行）
◇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６号）を
公布（平成28年３月31日から施行）
◇消費生活用製品安全法施行規則の一部を
改正する命令（内閣府・農林水産省・経済

産業省令第１号）を公布（平成28年４月１
日から施行）
◇国立研究開発法人農業・食品産業技術総
合研究機構の業務運営及び人事管理に関す
る省令及び国立研究開発法人農業・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・
農林水産省令第１号）を公布（平成28年４
月１日から施行）
◇持続性の高い農業生産方式の導入の促進
に関する法律施行規則の一部を改正する省
令（農林水産省令第20号）を公布（同日施
行）  
◇独立行政法人に係る改革を推進するため
の農林水産省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備に
関する省令（農林水産省令第21号）を公布
（平成28年４月１日から施行）

 31日㈭ ◇地震防災対策特別措置法の一部を改正す
る法律（法律第20号）を公布（同日施行）
◇農村地域工業等導入促進法施行令の一部
を改正する政令（政令第100号）を公布（平
成28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
法律施行令等の一部を改正する政令（政令
第101号）を公布（平成28年４月１日から
施行）
◇内閣の重要政策に関する総合調整等に関
する機能の強化のための国家行政組織法等
の一部を改正する法律の施行に伴う関係政
令の整備に関する政令（政令第103号）を
公布（平成28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119号）を公布（平成28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143号）を公布（平成28年４月１日か
ら施行）
◇関税定率法等の一部を改正する法律の施
行に伴う関係政令の整備等に関する政令
（政令第168号）を公布（平成28年４月１日
から施行）
◇土地改良法施行令等の一部を改正する政
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令（政令第169号）を公布（平成28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170号）を公布（平成28年４月１日
から施行）
◇踏切道改良促進法等の一部を改正する法
律の施行に伴う関係政令の整備等に関する
政令（政令第182号）を公布（平成28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・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（平成28年４
月１日から施行）
◇農水産業協同組合貯金保険法施行規則の
一部を改正する命令（内閣府令・財務省
令・農林水産省令第１号）を公布（平成28
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及び漁業協同組合等
の信用事業等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７号）を
公布（平成28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（平成28
年４月１日から施行）
◇工業標準化法施行規則の一部を改正する
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・環
境省令第１号）を公布（平成28年４月１日
から施行）
◇特定農山村地域における農林業等の活性
化のための基盤整備の促進に関する法律施
行規則の一部を改正する省令（総務省・農
林水産省・経済産業省・国土交通省令第１
号）を公布（内閣の重要政策に関する総合
調整等に関する機能の強化のための国家行
政組織法等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）
◇容器包装に係る分別収集及び再商品化の

促進等に関する法律施行規則の一部を改正
する省令（財務省・厚生労働省・農林水産
省・経済産業省・環境省令第１号）を公布
（平成28年４月１日から施行）
◇森林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（電気事業
法等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）
◇行政不服審査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23号）を公布（行政不服審査法の施行
の日（平成28年４月１日）から施行）
◇農住組合法施行規則及び市民農園整備促
進法施行規則の一部を改正する省令（農林
水産省令・国土交通省令第４号）を公布
（行政不服審査法の施行の日（平成28年４
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
する省令の一部を改正する省令（農林水産
省・環境省令第１号）を公布（平成28年４
月１日から施行）
◇地域資源を活用した農林漁業者等による
新事業の創出等及び地域の農林水産物の利
用促進に関する法律に基づく研究開発・成
果利用事業計画の認定等に関する省令の一
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・環境省令第１号）を公布（平成28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24号）
を公布（平成28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25号）を
公布（平成28年４月１日から施行）
◇農林水産省組織規則の一部を改正する省
令（農林水産省令第26号）を公布（平成28
年４月１日から施行）
◇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27号）を公布（平成28
年４月１日から施行）
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