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農 政 日 誌 

(平成 29 年４月１日～平成 30 年３月 31 日 ) 

 

 ４月  

４月１日(土) ◇「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) 

３日(月) ◇日本の商品取引清算機関が欧州の

金融機関等に清算サービスを提供可

能になりました(食料産業局食品流

通課商品取引室) 

 ◇「平成 29 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) 

４日(火) ◇「日本農業遺産認定証授与式及び

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) 

６日(木) ◇「水産政策審議会 第 21回 総会・

第 71回 企画部会 合同会議」の開催

及び一般傍聴について(水産庁漁政

部企画課) 

 ◇「水産分野における産業管理外来

種に関する関係者との意見交換会」

の開催及び参加者の募集について

(水産庁増殖推進部漁場資源課) 

７日(金) ◇2017 年(第 11回)「若手外国人農林

水産研究者表彰(通称：Japan Award)」

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官室、

国立研究開発法人国際農林水産業研

究センター企画連携部情報広報室) 

 ◇米に関するマンスリーレポート

(平成 29 年４月号)の公表について

(政策統括官付農産企画課) 

10日(月) ◇「農の雇用事業」の募集を開始し

ます(平成 29 年８月研修開始分)(経

営局就農・女性課) 

 ◇農林水産省のホームページに農業

技術・研究の見える化サイトの開設

について(大臣官房政策課技術政策

室、農林水産技術会議事務局研究企

画課) 

11日(火) ◇第 27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) 

 ◇「食品ロスの削減につながる容器

包装の高機能化事例集」の公表につ

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 28年産米の相対取引価格・数

量について(平成 29 年３月)(政策統

括官付農産企画課) 

 ◇宮城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) 

 ◇千葉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) 

13日(木) ◇「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) 

 ◇齋藤農林水産副大臣の国内出張に

ついて(大臣官房文書課災害総合対

策室) 

14日(金) ◇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) 

 ◇「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) 

 ◇礒崎農林水産副大臣の「第 77回皐

月賞」の表彰式への出席について(生

産局畜産部競馬監督課) 

 ◇ニイガタオーレス株式会社におけ

る肥料取締法に違反した肥料の生産

・販売について(消費・安全局農産安

全管理課) 

17日(月) ◇宮城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) 

 ◇千葉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
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課) 

 ◇諫早湾干拓開門問題に係る長崎地

方裁判所の判決について(農村振興

局整備部農地資源課) 

18日(火) ◇「2020 年ドバイ国際博覧会」への

公式参加の閣議了解について(農林

水産技術会議事務局研究調整課) 

 ◇「第２回クロバネキノコバエ科の

一種の対策検討会議」の開催につい

て(消費・安全局植物防疫課) 

19日(水) ◇「平成 29 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) 

 ◇齋藤農林水産副大臣の国内出張に

ついて(食料産業局食品製造課) 

20日(木) ◇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

資源管理部管理課指導監督室) 

 ◇食品等の放射性物質規制に係る輸

出証明書の受領場所の拡大について

(食料産業局輸出促進課) 

21日(金) ◇地理的表示(GI)の登録について

(食料産業局知的財産課) 

 ◇肥料取締法に違反した肥料の生産

・販売(有限会社やまがたスリートッ

プ)について(消費・安全局農産安全

管理課) 

 ◇ニイガタオーレス株式会社による

肥料取締法に違反した肥料の生産・

販売について(第２報)(消費・安全局

農産安全管理課) 

 ◇第 11回「みどりの式典」の開催と

「平成 29年緑化推進運動功労者内閣

総理大臣表彰」の受賞者決定につい

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

整備部森林利用課山村振興・緑化推

進室) 

 ◇「セイヨウオオマルハナバチの代

替種の利用方針」の策定について(生

産局園芸作物課花き産業・施設園芸

振興室) 

 ◇「日モロッコ漁業協議」の開催に

ついて(水産庁資源管理部国際課) 

24日(月) ◇オーストリアからの生きた家き

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) 

25日(火) ◇諫早湾干拓開門問題に係る長崎地

方裁判所の判決への対応について

(農村振興局整備部農地資源課) 

 ◇平成 28年産米の契約・販売状況、

民間在庫の推移について(平成 29 年

３月末現在)(政策統括官付農産企画

課) 

26日(水) ◇「平成 29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) 

27日(木) ◇矢倉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) 

 ◇ニイガタオーレス株式会社による

肥料取締法に違反した肥料の生産・

販売について(第３報)(消費・安全局 

農産安全管理課) 

 ◇「第２回福島県産農林水産物の風

評払拭対策協議会」の開催について

(大臣官房文書課災害総合対策室) 

 ◇「第１回日・オランダ農業協力対

話 分科会～販売力強化のための生

産者組織のあり方～」の開催につい

て(大臣官房国際部国際地域課、生産

局園芸作物課花き産業・施設園芸振

興室) 

 ◇豪州向け牛肉エキスの輸出につい

て(消費・安全局動物衛生課国際衛生

対策室) 

 ◇平成 29年度「第１回食育活動表彰」

受賞者の決定及び表彰式の開催につ

いて(消費・安全局消費者行政・食育

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) 

 ◇太平洋クロマグロ小型魚の漁獲状

況について(水産庁資源管理部管理

課) 

28日(金) ◇新たな「水産基本計画」の決定に

ついて(水産庁漁政部企画課) 

 ◇「平成 28年度冬季に発生した高病

原性鳥インフルエンザに係る疫学調

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) 

 ◇野菜の生育状況及び価格見通し

(平成 29 年５月)について(生産局園
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芸作物課) 

 ◇「平成 27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) 

 ◇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) 

 ◇「食料・農業・農村政策審議会 第

29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回インフラメンテナンス大

賞」の受賞者決定について(農村振興

局整備部設計課計画調整室、林野庁

森林整備部計画課施工企画調整室、

水産庁漁港漁場整備部整備課) 

 ◇「知」の集積と活用の場 産学官連

携協議会 ポスターセッションの出

展者の募集について(農林水産技術

会議事務局研究推進課産学連携室) 

 ◇「日本美しの森 お薦め国有林」の

選定について(林野庁国有林野部経

営企画課国有林野総合利用推進室) 

 ◇高度衛生管理基本計画(枕崎漁港)

の変更について(水産庁漁港漁場整

備部計画課) 

 ◇林業成長産業化地域創出モデル事

業の「林業成長産業化地域」の選定

について(林野庁森林整備部計画課) 

 ◇「日ロさけ・ます漁業交渉」(ロシ

ア 200 海里水域分)の再開について

(水産庁資源管理部国際課) 

〈法令〉  

４月７日(月) ◇外国人の技能実習の適正な実施及

び技能実習生の保護に関する法律施

行令(政令第 136号)を公布(法の施行

の日(平成 29年 11月１日)から施行) 

21日(金) ◇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

る法律の一部を改正する法律(法律

第 18号)を公布(バイオセーフティに

関するカルタヘナ議定書の責任及び

救済に関する名古屋・クアラルンプ

ール補足議定書が日本国について効

力を生ずる日から施行(ただし、附則

第三項の規定は、同日施行)) 

 ◇農業機械化促進法を廃止する等の

法律(法律第 19号)を公布(平成 30年

4月１日から施行) 

 ◇主要農作物種子法を廃止する法律

(法律第 20号)を公布(平成 30年４月

１日から施行) 

 ◇海洋生物資源の保存及び管理に関

する法律施行令の一部を改正する政

令(政令第 138号)を公布(同日施行) 

 ◇民間公益活動を促進するための休

眠預金等に係る資金の活用に関する

法律の一部の施行期日を定める政令

(政令第 139 号)を公布(平成 30 年１

月１日から施行) 

25日(火) ◇動物用医薬品等取締規則及び動物

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 27 号)を公布(同日

施行) 

26日(水) ◇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 25

号)を公布(同日施行) 

 ◇大規模災害からの復興に関する法

律第十二条第三項に規定する農林水

産大臣、国土交通大臣等に対する協

議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(同日施行) 

 ◇東日本大震災復興特別区域法第四

十八条第三項に規定する農林水産大

臣、国土交通大臣等に対する協議に

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・国土交通

省令第１号)を公布(同日施行) 

 ◇動物用医薬品等取締規則の一部を

改正する省令(農林水産省令第 28号)

を公布(同日施行) 

28日(金) ◇新用途水銀使用製品の製造等に関

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) 

 

 ５月  

５月４日(木) ◇「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) 
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９日(火) ◇「アグリビジネス創出フェア 2017」

の出展者等の募集について(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、アグリビジネス創

出フェア 2017事務局) 

 ◇米に関するマンスリーレポート

(平成 29 年５月号)の公表について

(政策統括官付農産企画課) 

10日(水) ◇「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７

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) 

 ◇未承認の遺伝子組換えペチュニア

の取扱いについて(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) 

12日(金) ◇農林水産関係団体と農林水産省と

の意見交換の開催について(大臣官

房政策課) 

 ◇「北太平洋溯河性魚類委員会

(NPAFC)第 25回 年次会議」の開催に

ついて(水産庁資源管理部国際課) 

 ◇矢倉農林水産大臣政務官の国内出

張について(経営局就農・女性課) 

 ◇新たな「水産基本計画」及び「漁

港漁場整備長期計画」に係る説明会

の開催及び参加者の募集について

(水産庁漁政部企画課) 

 ◇齋藤農林水産副大臣の国内出張に

ついて(生産局農業環境対策課) 

 ◇平成 28年産米の相対取引価格・数

量について(平成 29 年４月)(政策統

括官付農産企画課) 

 ◇「平成 29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) 

16日(火) ◇福島県浪江町・双葉町国有林火災

跡地の実態調査について(林野庁国

有林野部業務課) 

 ◇「最新農業技術・品種 2017」の公

表について(大臣官房政策課技術政

策室) 

 ◇飲食店等における「食べ残し」対

策に取り組むに当たっての留意事項

(食料産業局バイオマス循環資源課

食品産業環境対策室) 

 ◇「セイヨウオオマルハナバチの代

替種の利用方針」に係る全国説明会

の開催及び参加者の募集について

(農林水産省生産局園芸作物課花き

産業・施設園芸振興室、環境省自然

環境局野生生物課外来生物対策室) 

 ◇「農林水産省・経済産業省連携シ

ンポジウム～生物資源、AI・IoT活用

に向けた連携研究開発によるイノベ

ーション創出～」の開催及び参加者

の募集について(農林水産省農林水

産技術会議事務局研究調整課、経済

産業省産業技術環境局産業技術政策

課) 

17日(水) ◇「平成 29 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) 

 ◇第 16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) 

 ◇平成29年度世界かんがい施設遺産

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) 

19日(金) ◇「インド洋まぐろ類委員会(IOTC)

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) 

 ◇「違法な漁業、報告されていない

漁業及び規制されていない漁業を防

止し、抑止し、及び排除するための

寄港国の措置に関する協定」(違法漁

業防止寄港国措置協定)の加入書の

寄託について(水産庁資源管理部国

際課) 

 ◇農林水産大臣とアルゼンチン農産

業大臣による「農業、畜産業、漁業、

林業及び食料産業分野に係る協力覚

書」への署名について(大臣官房国際

部国際地域課) 

22日(月) ◇国連生物多様性の 10年「グリーン

ウェイブ 2017」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) 

 ◇「水産政策審議会 第 72回 企画部

会」及び「水産政策審議会 第 83 回 

資源管理分科会」の開催及び一般傍
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聴について(水産庁漁政部漁政課) 

 ◇合法伐採木材等に関する情報提供

サイト「クリーンウッド・ナビ」の

公開について(林野庁林政部木材利

用課、一般社団法人全国木材組合連

合会) 

 ◇「全国 GAP 推進会議」の開催及び

一般傍聴について(生産局農業環境

対策課) 

 ◇「北太平洋溯河性魚類委員会

(NPAFC)第 25回 年次会議」の結果に

ついて(水産庁資源管理部国際課) 

23日(火) ◇「平成 28年度食料・農業・農村白

書」の公表について(大臣官房広報評

価課情報分析室) 

 ◇細田農林水産大臣政務官の「第１

回 “日本の食品”輸出 EXPO」の開催

発表・説明会への出席について(食料

産業局総務課) 

 ◇「乳製品需給等情報交換会議」の

開催について(生産局畜産部牛乳乳

製品課) 

24日(水) ◇「知」の集積と活用の場 産学官連

携協議会 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) 

 ◇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) 

25日(木) ◇遺伝子組換えセイヨウナタネ、ダ

イズ及びトウモロコシの第一種使用

等に関する審査結果についての意見

・情報の募集(パブリックコメント)

について(消費・安全局農産安全管理

課) 

 ◇平成29年５月のバター及び脱脂粉

乳の輸入判断について(生産局畜産

部牛乳乳製品課) 

26日(金) ◇地理的表示(GI)の登録について

(食料産業局知的財産課) 

 ◇山本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、政策統括官

付農産部農産企画課、水産庁漁政部

加工流通課、林野庁森林整備部森林

利用課) 

 ◇「平成 28年度森林・林業白書」の

公表について(林野庁林政部企画課) 

 ◇資源管理・漁業経営安定対策の実

施状況(平成29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) 

 ◇「農業競争力強化支援法」全国説

明会・地域ブロック別説明会の開催

及び参加者の募集について(大臣官

房政策課) 

 ◇輸入小麦の売渡に係る SBS 方式の

運用改善について(政策統括官付貿

易業務課) 

 ◇平成 28年産米の契約・販売状況、

民間在庫の推移について(平成 29 年

４月末現在)(政策統括官付農産企画

課) 

 ◇太平洋クロマグロ2016年生まれの

加入量水準速報(2017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研究・教育機構 

国際水産資源研究所) 

 ◇平成 29年産飼料用米、麦、大豆等

の作付動向について(第２回中間的

取組状況)(政策統括官付穀物課水田

農業対策室) 

 ◇「食品産業戦略会議」第１回の開

催について(食料産業局食品製造課) 

 ◇「インド洋まぐろ類委員会(IOTC)

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) 

29日(月) ◇「森林づくり・木づかいプラット

フォーム～非住宅分野における国産

材の利活用に向けて～」の開催及び

参加者募集について(林野庁林政部

木材産業課) 

 ◇「ウナギの国際的資源保護・管理

に係る第 10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

課生態系保全室) 

30日(火) ◇「平成 28年度食育白書」の公表に

ついて(消費・安全局消費者行政・食

育課) 

 ◇オランダからの家きん、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) 

31日(水) ◇農林漁業成長産業化ファンドによ

る農業法人等への直接的な支援につ
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いて(食料産業局産業連携課ファン

ド室) 

 ◇「平成 29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) 

 ◇野菜の生育状況及び価格見通し

(平成 29 年６月)について(生産局園

芸作物課) 

 ◇未承認の遺伝子組換えペチュニア

の取扱いについて(第２報)(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) 

 ◇土づくり専門家リストの公開につ

いて(生産局農産部農業環境対策課) 

 ◇「違法、無報告及び無規制(IUU)漁

業問題への取組に関する日本国農林

水産省とタイ王国農業・協同組合省

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) 

〈法令〉  

５月１日(月) ◇合法伐採木材等の流通及び利用の

促進に関する法律施行規則(農林水

産省令・経済産業省令・国土交通省

令第１号)を公布(合法伐採木材等の

流通及び利用の促進に関する法律の

施行の日(平成 29 年５月 20 日)から

施行) 

19日(金) ◇福島復興再生特別措置法の一部を

改正する法律(法律第 32 号)を公布

(同日施行) 

 ◇農業競争力強化支援法(法律第 35

号)を公布(公布の日から起算して３

月を超えない範囲内において政令で

定める日から施行) 

 ◇福島復興再生特別措置法の一部を

改正する法律の施行に伴う関係政令

の整備に関する政令(政令第 146 号)

を公布(同日施行) 

 ◇土地改良法施行規則の一部を改正

する省令(農林水産省令第29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) 

 ◇森林法施行規則の一部を改正する

省令(農林水産省令第 31 号)を公布

(同日施行) 

23日(火) ◇木材関連事業者の合法伐採木材等

の利用の確保に関する判断の基準と

なるべき事項を定める省令(農林水

産省令・経済産業省令・国土交通省

令第２号)を公布(同日施行) 

24日(水) ◇金融商品取引法の一部を改正する

法律(法律第 37 号)を公布(公布の日

から起算して１年を超えない範囲内

において政令で定める日から施行) 

 ◇外国為替及び外国貿易法の一部を

改正する法律(法律第 38 号)を公布

(公布の日から起算して１年を超え

ない範囲内において政令で定める日

から施行) 

26日(金) ◇土地改良法等の一部を改正する法

律(法律第 39 号)を公布(公布の日か

ら起算して６月を超えない範囲内に

おいて政令で定める日から施行) 

31日(水) ◇学校教育法の一部を改正する法律

(法律第 41号)を公布(平成 31年４月

１日から施行) 

 ◇公職選挙法及び最高裁判所裁判官

国民審査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 152

号)を公布 

 ◇公職選挙法施行令の一部を改正す

る政令(政令第153号)を公布(公職選

挙法及び最高裁判所裁判官国民審査

法の一部を改正する法律の施行の日

(平成 29年６月１日)から施行) 

 

 ６月  

６月２日(金) ◇「平成 28年度水産白書」の公表に

ついて(水産庁漁政部企画課) 

 ◇齋藤農林水産副大臣の国内出張に

ついて(生産局園芸作物課花き産業

・施設園芸振興室) 

 ◇矢倉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３回「福島県産農林水産物の風

評払拭対策協議会」の開催について

(大臣官房文書課災害総合対策室) 

 ◇スペインからの家きん肉等の輸入

停止措置の解除について(消費・安全

局動物衛生課) 
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 ◇「みどりの学術賞 受賞記念講演

会」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、内閣府大臣官

房総務課みどりの学術賞及び式典担

当室) 

 ◇矢倉農林水産大臣政務官の国内出

張について(大臣官房文書課災害総

合対策室) 

 ◇「行政事業レビュー(公開プロセ

ス)」の開催について(大臣官房広報

評価課) 

 ◇食料産業局とベトナム知的財産庁

による地理的表示に係る協力覚書の

署名について(食料産業局知的財産

課) 

 ◇「ウナギの国際的資源保護・管理

に係る第 10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(月) ◇平成29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

林水産省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) 

 ◇「第３回 2018年漁業センサス研究

会」の開催及び一般傍聴について(大

臣官房統計部経営・構造統計課セン

サス統計室) 

６日(火) ◇米に関するマンスリーレポート

(平成 29 年６月号)の公表について

(政策統括官付農産企画課) 

７日(水) ◇新北西太平洋鯨類科学調査計画の

提出について(水産庁資源管理部国

際課捕鯨室) 

 ◇食品に関するリスクコミュニケー

ション「食品の安全を守る取組～農

場から食卓まで～」開催及び参加者

の募集について(農林水産省消費・安

全局消費者行政・食育課、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) 

 ◇「国産麦類中のかび毒の実態調査」

の結果について(消費・安全局農産安

全管理課) 

 ◇「第１回薬剤耐性(AMR)対策普及啓

発活動表彰」における優良事例の表

彰決定及び表彰式の実施について

(農林水産省消費・安全局畜水産安全

管理課、内閣官房国際感染症対策調

整室、厚生労働省健康局結核感染症

課、文部科学省研究振興局研究振興

戦略官付) 

８日(木) ◇平成 29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産学

連携室産学連携振興班、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) 

 ◇国の庁舎整備で初めて CLT パネル

工法を採用 ～設計・工事発注の進捗

について～(林野庁林政部木材産業

課木材製品技術室、林野庁国有林野

部管理課福利厚生室、国土交通省大

臣官房官庁営繕部整備課、四国森林

管理局総務企画部経理課、四国地方

整備局営繕部計画課、九州森林管理

局総務企画部経理課、九州地方整備

局営繕部計画課) 

 ◇第10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) 

９日(金) ◇チリからの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) 

11日(日) ◇「平成 29年度北西太平洋鯨類科学

調査(網走沿岸域調査)」の実施につ

いて(水産庁資源管理部国際課捕鯨

室) 

12日(月) ◇「漁港漁場整備事業の推進に関す

る技術開発の方向」の公表について

(水産庁漁港漁場整備部整備課) 

 ◇「第２回 全国子ども和食王選手

権」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

食室) 

13日(火) ◇平成28年度における高病原性鳥イ

ンフルエンザの発生に係る疫学調査

報告書全国説明会の開催及び一般傍

聴について(消費・安全局動物衛生

課) 

 ◇株式会社ライフコーポレーション

におけるチーズの不適正表示に対す

る措置について(消費・安全局消費者

行政・食育課食品表示・規格監視室) 



 農 政 日 誌  

- 344 - 
 

 ◇有限会社魚沼新潟物産における調

理食品の不適正表示に対する措置に

ついて(消費・安全局消費者行政・食

育課食品表示・規格監視室) 

 ◇「第１回農林業センサス研究会」

の開催及び一般傍聴について(大臣

官房統計部経営・構造統計課センサ

ス統計室) 

 ◇平成 28年産米の相対取引価格・数

量について(平成 29 年５月)(政策統

括官付農産企画課) 

 ◇「ディスカバー農山漁村(むら)の

宝」(第４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) 

14日(水) ◇「平成 29年度北西太平洋鯨類科学

調査(沖合域調査)」の実施について

(水産庁資源管理部国際課) 

 ◇「平成 29 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 29 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

局園芸作物課) 

15日(木) ◇「ディスカバー農山漁村(むら)の

宝」(第４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) 

 ◇国内２地域のユネスコエコパーク

への登録決定について(大臣官房政

策課環境政策室) 

 ◇「第76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) 

16日(金) ◇平成29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) 

 ◇「農林水産『見える化』シリーズ」

(まるみえアグリ)サイトの開設につ

いて(生産局技術普及課生産資材対

策室、食料産業局食品流通課、農林

水産技術会議事務局研究企画課) 

 ◇「第１回日露農業関係次官級対話

会合」の開催について(大臣官房国際

部国際地域課) 

 ◇「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」の変更に

ついて(林野庁林政部木材利用課、国

土交通省大臣官房官庁営繕部整備

課) 

 ◇「木材・木材製品の輸出拡大に向

けた取組方針」と「林産物の輸出取

組事例集」の取りまとめについて(林

野庁林政部木材利用課) 

 ◇「平成 29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「同官民協議会ロシア部

会・第２回ロシア極東等農林水産業

プラットフォーム会合」の開催につ

いて(大臣官房国際部海外投資・協力

グループ) 

 ◇「第 12回国際植物防疫条約年次総

会(CPM-12)等報告会」の開催及び参

加者の募集について(消費・安全局植

物防疫課国際室) 

19日(月) ◇「農の雇用事業」の募集を開始し

ます(平成 29年 11月研修開始分)(経

営局就農・女性課) 

 ◇「ディスカバー農山漁村(むら)の

宝」シンポジウム・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) 

20日(火) ◇「農業資材審議会農薬分科会(第 17

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) 

21日(水) ◇「平成 29 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) 

22日(木) ◇山本農林水産大臣の国内出張につ

いて(生産局畜産部牛乳乳製品課、水

産庁漁政部加工流通課) 

 ◇「南インド洋漁業協定(SIOFA)第４

回 締約国会議」の開催について(水

産庁資源管理部国際課) 

23日(金) ◇農地転用許可権限等に係る指定市

町村の指定(第５回)について(農村

振興局農村政策部農村計画課) 

 ◇福島県浪江町・双葉町国有林火災

跡地の実態調査の結果について(林

野庁国有林野部業務課) 
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 ◇地理的表示(GI)の登録について

(食料産業局知的財産課) 

 ◇「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) 

 ◇山本農林水産大臣の「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) 

 ◇主要な特用林産物の平成28年生産

量(速報)について(林野庁林政部経

営課特用林産対策室) 

 ◇「農林物資規格調査会(平成 29 年

度第１回)」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) 

 ◇JAS 規格化等のテーマに関する調

査(提案募集)について(食料産業局

食品製造課食品規格室) 

 ◇動物用医薬品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、消費・安全局農

産安全管理課) 

 ◇「日中民間緑化協力委員会第 18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) 

26日(月) ◇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) 

 ◇平成 29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、消費・安全局植物防疫課) 

 ◇「植物遺伝資源をめぐる技術革新

とビジネスモデル研究会～オランダ

に学ぶ植物遺伝資源の探索と産業利

用の取組～」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) 

27日(火) ◇「日中民間緑化協力委員会第 18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) 

 ◇平成 29年度農林水産省「こども霞

が関見学デー」の実施について(大臣

官房広報評価課広報室) 

 ◇株式会社京山に対する「米穀等の

取引等に係る情報の記録及び産地情

報の伝達に関する法律」に基づく立

入検査の結果について(農林水産省

消費・安全局消費者行政・食育課、

京都府農林水産部食の安心・安全推

進課) 

 ◇平成 28年産米の契約・販売状況、

民間在庫の推移(平成 29 年５月末現

在)等について(政策統括官付農産企

画課) 

 ◇平成 28年度の経営所得安定対策等

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、政策統括官付穀物課水田

農業対策室) 

 ◇山本農林水産大臣とホーガン農業

・農村振興担当欧州委員との電話会

談の概要について(大臣官房国際部

国際経済課) 

28日(水) ◇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

物衛生課国際衛生対策室) 

 ◇チェコ共和国からの豚肉等の輸入

停止措置について(消費・安全局動物

衛生課) 

 ◇収入保険制度等についての地域ブ

ロック別説明会の開催及び参加者の

募集について(経営局保険課) 

 ◇「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) 

 ◇平成 29年度常磐・三陸沖カツオ長

期来遊動向予測(６月～11 月)(水産

庁増殖推進部漁場資源課、国立研究

開発法人水産研究・教育機構 国際水

産資源研究所) 

29日(木) ◇「夏休み 2017宿題・自由研究大作

戦！」の出展参加について(農林水産

省消費・安全局消費者行政・食育課、

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) 

 ◇細田農林水産大臣政務官の国内出

張について(消費・安全局消費者行政

・食育課) 

30日(金) ◇礒崎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機構グ

ループ、林野庁森林整備部計画課海

外林業協力室) 

 ◇野菜の生育状況及び価格見通し
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(平成 29 年７月)について(生産局園

芸作物課) 

 ◇「第７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) 

 ◇鳥獣被害防止総合対策交付金(鳥

獣被害防止緊急捕獲活動支援事業)

における捕獲確認方法等に関する全

国一斉点検の結果について(農村振

興局農村政策部農村環境課鳥獣対策

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 29年６月)の公

表について(食料産業局食品流通課

商品取引室) 

〈法令〉  

６月１日

(木) 

◇農地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) 

２日(金) ◇民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 45 号)を公布(民法改正法

の施行の日から施行) 

 ◇農村地域工業等導入促進法の一部

を改正する法律(法律第 48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) 

 ◇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の一部を改正

する法律(法律第 51 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) 

７日(水) ◇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 33号)を公布(公布の日

から起算して 30日を経過した日から

施行) 

12日(月) ◇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 34 号)を公布(平成 29

年８月１日から施行) 

 ◇家畜伝染病予防法施行規則の一部

を改正する省令(農林水産省令第 35

号)を公布(同日施行) 

14日(水) ◇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(水防法等の一部を改正する法

律の施行の日(平成 29 年６月 19 日)

から施行) 

 ◇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 36号)を公布(水防法等

の一部を改正する法律の施行の日

(平成 29年６月 19日)から施行) 

16日(金) ◇畜産経営の安定に関する法律及び

独立行政法人農畜産業振興機構法の

一部を改正する法律(法律第 60号)を

公布(平成 30年４月１日から施行) 

 ◇森林保険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(平成 30年４月１日から施行) 

21日(水) ◇海洋生物資源の保存及び管理に関

する法律施行規則の一部を改正する

省令(農林水産省令第 38 号)を公布

(同日施行) 

23日(金) ◇農林物資の規格化等に関する法律

及び独立行政法人農林水産消費安全

技術センター法の一部を改正する法

律(法律第 70 号)を公布(公布の日か

ら起算して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) 

 ◇文化芸術振興基本法の一部を改正

する法律(法律第 73 号)を公布(同日

施行) 

 ◇農業災害補償法の一部を改正する

法律(法律第 74号)を公布(平成 30年

４月１日から施行) 

 ◇商業捕鯨の実施等のための鯨類科

学調査の実施に関する法律(法律第

76号)を公布(同日施行) 

27日(火) ◇農業協同組合法第十条第一項第三

号の事業を行う農業協同組合及び農

業協同組合連合会の特定信用事業電

子決済等代行業者との連携及び協働

に係る方針に関する命令(内閣府令、

農林水産省令第３号)を公布(同日施

行) 

 ◇水産業協同組合法第十一条第一項

第四号の事業を行う漁業協同組合等

の特定信用事業電子決済等代行業者

との連携及び協働に係る方針に関す

る命令(内閣府令、農林水産省令第４

号)を公布(同日施行) 
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 ◇農林中央金庫の農林中央金庫電子

決済等代行業者との連携及び協働に

係る方針に関する命令(内閣府令、農

林水産省令第５号)を公布(同日施

行) 

30日(金) ◇農林水産省組織令の一部を改正す

る政令(政令第 168 号)を公布(平成

29年７月１日から施行) 

 ◇特定商取引に関する法律の規定に

基づく立入検査をする職員の携帯す

る身分を示す証明書の様式を定める

命令の一部を改正する命令(内閣府

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(特定商取引に関する法律の

一部を改正する法律の施行の日(平

成 29年 12月１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39号)

を公布(平成 29 年８月 23 日から施

行) 

 

 ７月  

７月１日(土) ◇山本農林水産大臣の国内出張につ

いて(生産局地域対策官付) 

３日(月) ◇「2017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

資源管理部国際課捕鯨室) 

 ◇矢倉農林水産大臣政務官の国内出

張について(生産局畜産部食肉鶏卵

課、林野庁林政部木材利用課) 

 ◇「農業用水緊急節水対策本部」の

設置について(農村振興局整備部水

資源課) 

 ◇「南インド洋漁業協定(SIOFA)第４

回 締約国会議」の結果について(水

産庁資源管理部国際課) 

４日(火) ◇細田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地

域課、食料産業局食文化・市場開拓

課) 

 ◇平成28年における国内のクロマグ

ロ養殖用種苗の報告数量に関する調

査結果について(水産庁資源管理部

管理課資源管理推進室) 

 ◇米に関するマンスリーレポート

(平成 29 年７月号)の公表について

(政策統括官付農産企画課) 

 ◇「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) 

５日(水) ◇肥料取締法に違反した肥料の生産

・販売(株式会社エバーグリーン)に

ついて(消費・安全局農産安全管理

課) 

 ◇「農作業安全に係る農業者との座

談会」の開催について(生産局技術普

及課生産資材対策室) 

６日(木) ◇日 EU・EPA 交渉の大枠合意につい

て(大臣官房国際部国際経済課、大臣

官房政策課) 

７日(金) ◇肥料取締法に違反した肥料の生産

・販売(北海道有機農材株式会社)に

ついて(消費・安全局農産安全管理

課) 

 ◇矢倉農林水産大臣政務官の国内出

張について(経営局農地政策課) 

 ◇「第８回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

源管理部管理課) 

 ◇「地域の農業を見て・知って・活

かす DB～農林業センサスを中心とし

た総合データベース～」の第２期３

次リリースについて(大臣官房統計

部経営・構造統計課センサス統計室) 

 ◇「スマート農業推進フォーラム」

の開催及び参加者の募集について

(生産局技術普及課) 

 ◇礒崎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

機構グループ、林野庁計画課海外林

業協力室) 

10日(月) ◇訪日外国人旅行者の食料品等の購

入状況について(食料産業局輸出促

進課) 
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 ◇「平成 29年福岡県・大分県等の大

雨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(大臣官房文書課災害

総合対策室) 

 ◇「平成 29年度北西太平洋鯨類科学

調査(網走沿岸域調査)」の終了につ

いて(水産庁資源管理部国際課捕鯨

室) 

 ◇山本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) 

11日(火) ◇「北太平洋漁業委員会(NPFC)第３

回委員会会合」の開催について(水産

庁資源管理部国際課) 

 ◇平成 28年産米の相対取引価格・数

量について(平成 29 年６月)(政策統

括官付農産企画課) 

 ◇「ウナギの国際的資源保護・管理

に係る第 10回非公式協議」の結果に

ついての共同発表(水産庁増殖推進

部漁場資源課生態系保全室) 

12日(水) ◇「平成 29年福岡県・大分県等の大

雨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) 

 ◇「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) 

 ◇「平成 29 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) 

 ◇礒崎農林水産副大臣の国内出張に

ついて(大臣官房文書課災害総合対

策室) 

13日(木) ◇細田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、食料産業局食文化・市

場開拓課) 

 ◇矢倉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、生産局

園芸作物課花き産業・施設園芸振興

室) 

 ◇平成 29 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

課産学連携室産学連携振興班、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) 

 ◇「木質バイオマスの利用推進に向

けた共同研究会」報告書「『地域内

エコシステム』の構築に向けて～集

落を対象とした新たな木質バイオマ

ス利用の推進～」の公表について(林

野庁林政部木材利用課、資源エネル

ギー庁新エネルギー課) 

 ◇「農林水産省 TPP 等対策本部」の

開催について(大臣官房政策課) 

14日(金) ◇「食と農林漁業大学生アワード

2017」における出場グループの募集

について(食料産業局食文化・市場開

拓課) 

 ◇「第４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) 

 ◇「第 10回地産地消給食等メニュー

コンテスト」応募開始について(食料

産業局食文化・市場開拓課) 

 ◇「平成 29年度地産地消等優良活動

表彰」応募開始について(食料産業局

食文化・市場開拓課) 

15日(土) ◇「北太平洋漁業委員会(NPFC)第３

回委員会会合」の結果について(水産

庁資源管理部国際課) 

18日(火) ◇「平成 29年度北西太平洋鯨類科学

調査(太平洋側沿岸域調査)」の実施

について(水産庁資源管理部国際課

捕鯨室) 

 ◇山本農林水産大臣の海外出張につ

いて(大臣官房国際部国際地域課) 

 ◇「平成 29 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(大臣官房広報評価課) 

 ◇梅雨前線豪雨に伴う流木災害等現

地調査について(林野庁森林整備部

治山課) 

 ◇米国アラバマ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) 
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 ◇「第８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) 

 ◇「第 12 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) 

19日(水) ◇「広告、インターネット販売、外

食業等におけるGIマークの使用に関

するガイドライン」の策定について

(食料産業局知的財産課) 

 ◇「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) 

 ◇矢倉農林水産大臣政務官の国内出

張について(食料産業局食文化・市場

開拓課、水産庁漁港漁場整備部計画

課、水産庁増殖推進部栽培養殖課) 

20日(木) ◇米国ジョージ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) 

 ◇「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８

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) 

21日(金) ◇「第 12 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

部管理課指導監督室) 

 ◇「フード・アクション・ニッポン 

アワード 2017」の募集について(食料

産業局食文化・市場開拓課) 

 ◇平成29年７月九州北部豪雨に伴う

流木災害等現地調査結果(７月 19 日

～21日)の概要について(林野庁森林

整備部治山課) 

 ◇「日 EU・EPA 交渉の大枠合意に関

する地方説明会(畜産関係)」の開催

について(生産局畜産部畜産企画課) 

 ◇「平成 29年度 第１回 世界農業遺

産等専門家会議」の開催について(農

村振興局農村政策部農村環境課) 

 ◇「全米熱帯まぐろ類委員会(IATTC)

第 92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) 

 ◇矢倉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、

農村振興局整備部地域整備課、林野

庁林政部木材利用課) 

 ◇山本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地

域課) 

24日(月) ◇「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) 

 ◇「第 16 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、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) 

 ◇「食料・農業・農村政策審議会 家

畜衛生部会 第 26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) 

 ◇「植物検疫措置に関する国際基準

案についての説明会」の開催及び参

加者の募集について(消費・安全局植

物防疫課国際室) 

 ◇「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) 

 ◇2017 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

(生産局技術普及課生産資材対策室) 

25日(火) ◇梅雨前線豪雨等による災害におけ

る「大規模災害時の災害査定の効率

化(簡素化)」の適用について(大臣官

房文書課災害総合対策室、農村振興

局整備部防災課災害対策室、林野庁

森林整備部治山課、林野庁森林整備

部整備課、水産庁漁港漁場整備部防

災漁村課水産施設災害対策室) 

26日(水) ◇ブルガリアからの家きん肉等の輸

入停止措置の解除について(消費・安

全局動物衛生課) 

 ◇「平成 29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) 

 ◇「乳製品需給等情報交換会議」の

開催について(生産局畜産部牛乳乳

製品課) 

 ◇矢倉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
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都市農村交流課都市農業室) 

 ◇「日 EU・EPA 交渉の大枠合意に関

する説明会(林産物関係)」の開催に

ついて(林野庁林政部木材利用課) 

 ◇太平洋クロマグロ小型魚の漁獲に

係る近海竿釣り漁業等とかじき等流

し網漁業等への操業自粛要請の発出

について(水産庁資源管理部管理課、

水産庁資源管理部漁業調整課) 

27日(木) ◇「おおさか食育フェスタ」の出展

参加について(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

企画課) 

 ◇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) 

28日(金) ◇冷凍牛肉に係る関税緊急措置の発

動について(生産局畜産部食肉鶏卵

課) 

 ◇野菜の生育状況及び価格見通し

(平成 29 年８月)について(生産局園

芸作物課) 

 ◇「第４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) 

 ◇「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) 

 ◇矢倉農林水産大臣政務官の国内出

張について(食料産業局輸出促進課) 

 ◇肥料取締法に違反した肥料の生産

・販売(魚沼市)について(消費・安全

局農産安全管理課) 

31日(月) ◇「2017年秋の農作業安全確認運動」

の実施及び「農作業安全確認運動推

進会議」の開催について(生産局技術

普及課生産資材対策室) 

 ◇「全米熱帯まぐろ類委員会(IATTC)

第 92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) 

 ◇平成 28年産米の契約・販売状況、

民間在庫の推移について(平成 29 年

６月末現在)(政策統括官付農産企画

課) 

 ◇国際原子力機関(IAEA)との海洋モ

ニタリングに関する協力プロジェク

トの報告書の公表について(水産庁

増殖推進部研究指導課、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) 

〈法令〉  

７月３日(月) ◇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40号)

を公布(同日公布) 

７日(金) ◇厚生労働省組織令等の一部を改正

する政令(政令第185号)を公布(平成

29年７月 11日から施行) 

14日(金) ◇公職選挙法施行令の一部を改正す

る政令(政令第190号)を公布(衆議院

議員選挙区画定審議会設置法及び公

職選挙法の一部を改正する法律(平

成二十八年法律第四十九号)附則第

一条ただし書に規定する規定の施行

の日から施行) 

 ◇農業災害補償法施行令の一部を改

正する政令(政令第191号)を公布(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(平成二十九年

法律第二十五号)附則第一条第二号

に掲げる規定の施行の日から施行) 

 ◇農村地域工業等導入促進法の一部

を改正する法律の施行期日を定める

政令(政令第 192 号)を公布(平成 29

年７月 24日から施行) 

 ◇農村地域工業等導入促進法の一部

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 193

号)を公布(農村地域工業等導入促進

法の一部を改正する法律の施行の日

(平成 29年７月 24日)から施行) 

 ◇外国為替及び外国貿易法の一部を

改正する法律の施行期日を定める政

令(政令第 194 号)を公布(平成 29 年

10月１日から施行) 

 ◇外国為替及び外国貿易法の一部を

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 195 号)を

公布(外国為替及び外国貿易法の一

部を改正する法律の施行の日(平成

29年 10月１日)から施行) 



 農 政 日 誌  

- 351 - 
 

 ◇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２

号)を公布(外国為替及び外国貿易法

の一部を改正する法律の施行の日

(平成 29年 10月１日)から施行) 

18日(火) ◇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 41 号)を公布(土地

改良法等の一部を改正する法律(平

成二十九年法律第三十九号)の施行

の日から施行) 

21日(金) ◇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(厚生労働省令、農林水産

省令第１号)を公布(農村地域工業等

導入促進法の一部を改正する法律の

施行の日(平成 29 年７月 24 日)から

施行) 

 ◇農村地域工業等導入促進法の一部

を改正する法律の施行に伴う農林水

産省関係省令の整備に関する省令

(農林水産省令第 42 号)を公布(農村

地域工業等導入促進法の一部を改正

する法律の施行の日(平成 29 年７月

24日)から施行) 

26日(水) ◇森林法施行規則の一部を改正する

省令(農林水産省令第 43 号)を公布

(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(平成二十

九年法律第二十五号)附則第一条第

二号に掲げる規定の施行の日から施

行) 

28日(金) ◇農業競争力強化支援法の施行期日

を定める政令(政令第 205 号)を公布

(平成 29年８月１日より施行) 

 ◇農業競争力強化支援法施行令(政

令第206号)を公布(法の施行の日(平

成 29年８月１日)から施行) 

 ◇沖縄振興開発金融公庫法施行令の

一部を改正する政令(政令第 207 号)

を公布(平成29年８月１日から施行) 

 ◇農業機械化促進法を廃止する等の

法律の施行に伴う関係政令の整理に

関する政令(政令第208号)を公布(平

成 30年４月１日から施行) 

 ◇企業立地の促進等による地域にお

ける産業集積の形成及び活性化に関

する法律の一部を改正する法律の施

行期日を定める政令(政令第 209 号)

を公布(平成 29 年７月 31 日から施

行) 

 ◇企業立地の促進等による地域にお

ける産業集積の形成及び活性化に関

する法律の一部を改正する法律の施

行に伴う関係政令の整備に関する政

令(政令第210号)を公布(企業立地の

促進等による地域における産業集積

の形成及び活性化に関する法律の一

部を改正する法律の施行の日(平成

29年７月 31日)から施行) 

 ◇農地法施行令及び農業振興地域の

整備に関する法律施行令の一部を改

正する政令(政令第211号)を公布(企

業立地の促進等による地域における

産業集積の形成及び活性化に関する

法律の一部を改正する法律の施行の

日(平成 29年７月 31日から施行) 

 ◇株式会社日本政策金融公庫法施行

規則の一部を改正する省令(財務省

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(農業競

争力強化支援法(平成二十九年法律

第三十五号)の施行の日(平成29年８

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 30年４月１日から施行) 

 ◇農業競争力強化支援法第二十六条

第一項第一号及び第二号の農林水産

省令・経済産業省令・財務省令で定

める海外における中小企業者に準ず

るもの及び金融機関を定める省令

(財務省令、農林水産省令、経済産業

省令第１号)を公布(法の施行の日

(平成 29年８月１日)から施行) 

 ◇農林水産省組織規則の一部を改正

する省令(農林水産省令第44号)を公

布(農業競争力強化支援法(平成二十

九年法律第三十五号)の施行の日(平
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成 29年８月１日)から施行) 

 ◇農業機械化促進法を廃止する等の

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 45 号)を公布(平成 30 年４月１

日から施行) 

 ◇農業競争力強化支援法施行規則

(農林水産省令、経済産業省令第１

号)を公布(法の施行の日(平成 29 年

８月１日)から施行) 

31日(月) ◇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(内閣府令、農林水産省

令第６号)を公布(農業競争力強化支

援法(平成二十九年法律第三十五号)

の施行の日(平成29年８月１日)から

施行) 

 ◇企業立地の促進等による地域にお

ける産業集積の形成及び活性化に関

する法律施行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) 

 ◇地域経済牽引事業の促進による地

域の成長発展の基盤強化に関する法

律第十七条に規定する承認地域経済

牽引事業に関する省令(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、

環境省令第１号)を公布(同日施行) 

 ◇地域経済牽引事業の促進による地

域の成長発展の基盤強化に関する法

律第二十九条に規定する承認連携支

援事業に関する省令(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、環境

省令第２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 46 号)を公布(平成

29年８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施

行規則の一部を改正する省令(農林

水産省令第 47号)を公布(同日施行) 

 ◇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48号)を公

布(同日施行) 

 ◇農地法施行規則の一部を改正する

省令(農林水産省令第49号)を公布(、

企業立地の促進等による地域におけ

る産業集積の形成及び活性化に関す

る法律の一部を改正する法律(平成

二十九年法律第四十七号)の施行の

日(平成 29年７月 31日)から施行) 

 

 ８月  

８月１日(火) ◇平成 29年度「こども霞が関見学デ

ー」～水産庁イベントについて～(水

産庁漁政部漁政課広報班) 

 ◇指定漁業の許可等の一斉更新につ

いて(水産庁漁政部企画課) 

 ◇矢倉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

農村環境課鳥獣対策室、林野庁林政

部木材利用課) 

 ◇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) 

２日(水) ◇平成 28 年 農地法に基づく遊休農

地に関する措置の実施状況について

(経営局農地政策課) 

 ◇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の解

除について(消費・安全局動物衛生

課) 

 ◇太平洋クロマグロの第２管理期間

の超過分の差し引きについて(水産

庁資源管理部管理課) 

 ◇「第３回ロシア極東等農林水産業

プラットフォーム会合」の開催につ

いて(大臣官房国際部海外投資・協力

グループ) 

３日(木) ◇「新たな JAS 制度説明会」の開催

及び参加者の募集について(食料産

業局食品製造課食品規格室) 

４日(金) ◇平成29年度サンマ長期漁海況予報

(道東～常磐海域)(水産庁増殖推進

部漁場資源課、国立研究開発法人水

産研究・教育機構東北区水産研究所) 
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 ◇米に関するマンスリーレポート

(平成 29 年８月号)の公表について

(政策統括官付農産企画課) 

 ◇「農林漁業バイオ燃料法に基づく

生産製造連携事業計画」の認定につ

いて(食料産業局バイオマス循環資

源課) 

７日(月) ◇平成 29 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、消費・安全局植物防

疫課) 

 ◇「第 18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) 

 ◇大阪堂島商品取引所の定款変更の

認可について(食料産業局食品流通

課商品取引室) 

 ◇「平成 29年福岡県・大分県等の大

雨に関する農林水産省緊急自然災害

対策本部」の第３回会合の開催につ

いて(大臣官房文書課災害総合対策

室) 

 ◇「新たな JAS 制度説明会」東京会

場の追加開催について(食料産業局

食品製造課食品規格室) 

８日(火) ◇平成 29 年６月７日から７月 27 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

(大臣官房文書課災害総合対策室) 

 ◇平成29年梅雨期における豪雨及び

暴風雨による農林水産関係被害への

支援対策について(大臣官房文書課) 

 ◇「平成 29年度第１回林政審議会施

策部会」の開催及び一般傍聴につい

て(林野庁林政部企画課) 

 ◇農業データ連携基盤協議会設立記

念セミナーの開催について(大臣官

房政策課技術政策室) 

 ◇平成29年度「飼料用米多収日本一」

の応募結果について(政策統括官付

穀物課企画班) 

 ◇「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) 

９日(水) ◇第６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) 

 ◇国有林野事業における木材の販売

に係る提案募集(マーケットサウン

ディング)について(林野庁国有林野

部経営企画課) 

 ◇平成28年度食料自給率等について

(大臣官房政策課食料安全保障室) 

10日(木) ◇地理的表示(GI)の登録について

(食料産業局知的財産課) 

 ◇～福島イノベーション・コースト

構想～「先端農業技術体験フェア」

を開催します。(大臣官房政策課技術

政策室) 

 ◇「新たな JAS 制度説明会」の追加

開催について(食料産業局食品製造

課食品規格室) 

 ◇「平成 29 年１-６月(上半期)の農

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) 

 ◇「GAPの価値を共有するフードチェ

ーン連携パートナー会」の開催及び

参加者の募集について(生産局農業

環境対策課) 

 ◇「JAS規格原案作成マニュアル」の

公表について(食料産業局食品製造

課食品規格室) 

14日(月) ◇米国テネシ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) 

 ◇「第 18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) 

 ◇フィリピンからの家きん肉等の輸

入停止措置について(消費・安全局動

物衛生課) 

15日(火) ◇齋藤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、食

料産業局輸出促進課) 

 ◇平成 28年産米の相対取引価格・数

量について(平成 29 年７月)(政策統

括官付農産企画課) 

16日(水) ◇「平成 29年梅雨期における豪雨及

び暴風雨による農林水産関係被害へ

の支援対策」の説明会の開催につい

て(大臣官房文書課災害総合対策室) 
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18日(金) ◇齋藤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課) 

 ◇齋藤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) 

21日(月) ◇「第 15 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受賞者の決

定及び授賞式の開催について(農林

水産技術会議事務局研究企画課) 

22日(火) ◇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

置の解除について(消費・安全局動物

衛生課) 

 ◇「水産政策審議会 第 22回 総会」、

「水産政策審議会 第 73 回 企画部

会」、「水産政策審議会 第 84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) 

 ◇谷合農林水産副大臣の国内出張に

ついて(大臣官房文書課災害総合対

策室) 

 ◇「平成 29年梅雨期における豪雨及

び暴風雨による農林水産関係被害へ

の支援対策」の説明会の開催につい

て(大臣官房文書課災害総合対策室) 

23日(水) ◇平成28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

局整備部地域整備課、国土交通省水

管理・国土保全局下水道部下水道事

業課、環境省環境再生・資源循環局

廃棄物適正処理推進課) 

 ◇「平成 29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) 

24日(木) ◇米国ケンタッキー州からの生きた

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) 

 ◇マレーシアからの家きん肉等の輸

入停止措置の解除について(消費・安

全局動物衛生課) 

25日(金) ◇九州北部豪雨により被害を受けた

福岡県朝倉市における直轄治山災害

関連緊急事業の着手について(林野

庁森林整備部治山課) 

 ◇資源管理・漁業経営安定対策の実

施状況(平成29年６月末現在)につい

て(水産庁漁政部漁業保険管理官、水

産庁漁政部企画課、水産庁増殖推進

部栽培養殖課) 

 ◇平成28年の特用林産物の生産動向

について(林野庁林政部経営課特用

林産対策室) 

 ◇全国農業協同組合連合会における

そうざいの不適正表示に対する措置

について(消費・安全局消費者行政・

食育課食品表示・規格監視室) 

 ◇「中西部太平洋まぐろ類委員会

(WCPFC)第 13 回北小委員会」の開催

について(水産庁資源管理部国際課) 

 ◇登録認定機関である特定非営利活

動法人日本生態系農業協会に対する

認定に関する業務の改善及び停止命

令について(食料産業局食品製造課

食品規格室) 

28日(月) ◇「平成 29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) 

 ◇APEC気候変動に対応した食料安全

保障と持続可能な農業の促進に関す

るハイレベル政策対話について(結

果概要)(大臣官房国際部国際機構グ

ループ) 

 ◇平成 28 年における木質粒状燃料

(木質ペレット)の生産動向について

(林野庁林政部木材利用課) 

 ◇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) 

 ◇礒崎農林水産副大臣の国内出張に

ついて(農林水産技術会議事務局国

際研究官室) 

 ◇第10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、

環境省水・大気環境局水環境課海洋

環境室) 

29日(火) ◇ポーランドからの家きん肉等の輸

入停止措置の解除について(消費・安

全局動物衛生課) 

 ◇カルタヘナ法に基づく行政処分に

ついて(消費・安全局農産安全管理

課) 



 農 政 日 誌  

- 355 - 
 

 ◇「高収益な農業に取り組む現場か

ら学ぶ－土地改良事業の実施地区か

ら－」(第２弾)の公表について(農村

振興局整備部設計課) 

 ◇「食料・農業・農村政策審議会 農

業農村振興整備部会(平成29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 28年産米の契約・販売状況、

民間在庫の推移(平成 29 年７月末現

在)等について(政策統括官付農産企

画課) 

30日(水) ◇野菜の生育状況及び価格見通し

(平成 29 年９月)について(生産局園

芸作物課) 

31日(木) ◇「多面的機能支払交付金の中間評

価」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) 

 ◇平成30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30年度税制改正要望について

(経営局総務課調整室) 

 ◇平成 30 年度組織･定員要求につい

て(大臣官房秘書課) 

〈法令〉  

８月３日(木) ◇農林物資の規格化等に関する法律

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(農林物資

の規格化等に関する法律及び独立行

政法人農林水産消費安全技術センタ

ー法の一部を改正する法律の施行の

日から施行) 

８日(火) ◇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 51 号)を公布

(同日施行) 

10日(木) ◇平成二十九年六月七日から七月二

十七日までの間の豪雨及び暴風雨に

よる災害についての激甚災害並びに

これに対し適用すべき措置の指定に

関する政令(政令第219号)を公布(同

日施行) 

 

 ９月  

９月１日(金) ◇「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(政策統括官付地域作物課) 

 ◇東日本大震災により被災した海岸

防災林の再生に向けた活動希望団体

の募集について(林野庁国有林野部

経営企画課国有林野総合利用推進

室) 

 ◇「中西部太平洋まぐろ類委員会

(WCPFC)第 13 回北小委員会」の結果

について(水産庁資源管理部国際課) 

 ◇テンサイ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) 

 ◇農協系統金融機関の平成28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) 

 ◇谷合農林水産副大臣の国内出張に

ついて(農村振興局農村政策部農村

環境課鳥獣対策室) 

４日(月) ◇齋藤農林水産大臣の国内出張につ

いて(生産局技術普及課生産資材対

策室、生産局園芸作物課花き産業・

施設園芸振興室) 

 ◇第６期・第３回「食育推進評価専

門委員会」の開催及び一般傍聴につ

いて(消費・安全局消費者行政・食育

課) 

 ◇平成 29 年度(第 18 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 29 年度(第 13 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) 

 ◇信用事業再編強化法に基づき資本

増強を行った宮城県漁協の信用事業

強化計画等の履行状況について(水

産庁漁政部水産経営課) 

５日(火) ◇礒崎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) 

 ◇「第１回テンサイシストセンチュ

ウ対策検討会議」の開催について(消

費・安全局植物防疫課) 

 ◇「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
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良普及協会) 

 ◇米に関するマンスリーレポート

(平成 29 年９月号)の公表について

(政策統括官付農産企画課) 

６日(水) ◇クリーンウッド法における登録実

施機関の登録申請要領の公表及び説

明会の開催並びに登録申請の受付に

ついて(林野庁林政部木材利用課) 

 ◇「第２回農林業センサス研究会」

の開催及び一般傍聴について(大臣

官房統計部経営・構造統計課センサ

ス統計室) 

 ◇「平成 29 年度 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

疫課国際室) 

 ◇「平成 28年木質バイオマスエネル

ギー利用動向調査」の結果(速報)に

ついて(林野庁林政部木材利用課) 

 ◇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) 

 ◇齋藤農林水産大臣の国内出張につ

いて(林野庁林政部林政課、林野庁国

有林野部業務課、関東森林管理局企

画調整課) 

７日(木) ◇「第 16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) 

 ◇北東アジア農政研究フォーラム第

12回国際シンポジウム「農村地域の

活性化～地方創生に向けて～」の開

催及び参加者の募集について(農林

水産政策研究所) 

 ◇第１回「食品ロス削減全国大会」

の開催及び参加者の募集について

(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、松

本市環境部環境政策課、消費者庁消

費者政策課、環境省環境再生・資源

循環局総務課リサイクル推進室) 

８日(金) ◇「平成 29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

催及び一般傍聴について(消費・安全

局動物衛生課) 

 ◇「口蹄疫及び高病原性鳥インフル

エンザ防疫に関する日中韓等東アジ

ア地域シンポジウム」の開催及び一

般傍聴について(消費・安全局動物衛

生課) 

 ◇齋藤農林水産大臣の国内出張につ

いて(林野庁林政部林政課総務班、林

野庁森林整備部計画課、宮崎県環境

森林部山村・木材振興課) 

 ◇「コメ海外市場拡大戦略プロジェ

クト構想」について(政策統括官付農

産企画課) 

 ◇未承認の遺伝子組換えペチュニア

の取扱いについて(第３報)(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) 

 ◇「食品産業戦略会議」の中間論点

整理の公表について(食料産業局食

品製造課) 

11日(月) ◇「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) 

12日(火) ◇齋藤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) 

 ◇米国向け日本産かき(柿)生果実の

輸出解禁について～日本から米国へ

のかき(柿)生果実の輸出が可能とな

ります～(消費・安全局植物防疫課国

際室) 

 ◇「第２回地理的表示(GI)フェステ

ィバル」の開催について(食料産業局

知的財産課) 

 ◇「奄美大島、徳之島、沖縄島北部

及び西表島」の世界遺産一覧表への

記載に係る国際自然保護連合(IUCN)

による現地調査について(林野庁森

林整備部森林利用課、林野庁国有林

野部経営企画課) 

 ◇「ジビエ利用に関する相談窓口」

の開設について(農村振興局農村政

策部農村環境課鳥獣対策室) 

 ◇平成 28年産米の相対取引価格・数

量について(平成 29 年８月)(政策統

括官付農産企画課) 

 ◇「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(水) ◇谷合農林水産副大臣の国内出張に

ついて(経営局農地政策課) 

 ◇「平成 29 年度 病害虫発生予報第
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７号」の発表について(消費・安全局

植物防疫課) 

 ◇「平成 29 年度 未来につながる持

続可能な農業推進コンクール」表彰

候補者の募集について(生産局農産

部農業環境対策課) 

14日(木) ◇「平成 30年度現場ニーズ対応型研

究開発等の全国説明会」の開催及び

参加者の募集について(大臣官房政

策課技術政策室) 

 ◇「第 77 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･

食品安全企画課) 

15日(金) ◇地理的表示(GI)の登録及び登録証

授与式について(食料産業局知的財

産課) 

 ◇齋藤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) 

 ◇谷合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地域課) 

 ◇平成 29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(農林水産省生

産局畜産部飼料課、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

業農村振興整備部会 技術小委員会

(平成 29 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) 

 ◇「第３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) 

 ◇「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) 

 ◇「北西大西洋漁業機関(ＮＡＦＯ)

第39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 29 砂糖年度・平成 29 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(政策統括官付地

域作物課) 

 ◇でん粉の需給見通しについて(政

策統括官付地域作物課) 

19日(火) ◇「第１回 相続未登記農地等の活用

検討に関する意見交換会」の開催及

び一般傍聴について(経営局農地政

策課) 

 ◇「農業用水緊急節水対策本部」の

解散について(農村振興局整備部水

資源課) 

20日(水) ◇平成28年度における高病原性鳥イ

ンフルエンザの発生に係る防疫対応

等に御協力いただいた方々への大臣

感謝状の交付について(消費・安全局

動物衛生課) 

 ◇齋藤農林水産大臣の国内出張につ

いて(農村振興局農村政策部地域振

興課中山間地域室) 

 ◇平成 29年度｢森の名手・名人」、｢海

・川の名人｣の選定及び｢第 16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認

定 NPO法人共存の森ネットワーク) 

21日(木) ◇礒崎農林水産副大臣の国内出張に

ついて(食料産業局知的財産課) 

 ◇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) 

 ◇米先物取引の試験上場に関するシ

ーズンレポート(平成29年９月)の公

表について(食料産業局食品流通課

商品取引室) 

 ◇オイシックスドット大地株式会社

の農業競争力強化支援法に基づく事

業再編計画の認定について(食料産

業局食品流通課) 

22日(金) ◇齋藤農林水産大臣の国内出張につ

いて(食料産業局知的財産課) 

 ◇ため池一斉点検を踏まえた詳細調

査などの実施状況(平成 29 年 3 月末

時点)(農村振興局整備部防災課) 

 ◇「第３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) 
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 ◇「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) 

 ◇豪州西オーストラリア州との貿易

・投資の調査・開発の促進に関する

協力覚書への署名について(大臣官

房国際部国際地域課) 

 ◇谷合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) 

 ◇台湾向け牛肉の輸出再開について

(消費・安全局動物衛生課) 

25日(月) ◇「2017年 IWC/日本共同北太平洋鯨

類目視調査」終了について(水産庁資

源管理部国際課捕鯨室) 

 ◇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) 

 ◇「東京湾大感謝祭 2017～海にいい

こと、やさしいこと、はじめよう！

～」の御案内(水産庁漁港漁場整備部

計画課) 

 ◇「日・オランダ農業協力対話第２

回 分科会～産学官連携によるイノ

ベーション、研究開発成果の生産現

場への普及～」の開催について(大臣

官房国際部国際地域課) 

 ◇「北西大西洋漁業機関(NAFO)第 39

回年次会合」の結果について(水産庁

資源管理部国際課) 

26日(火) ◇平成 29年 7月九州北部豪雨による

流木災害等を踏まえた治山対策につ

いて(林野庁森林整備部治山課) 

 ◇「平成 28年木材需給表」の公表に

ついて～木材自給率は６年連続で上

昇し、34.8％に～(林野庁林政部企画

課) 

 ◇「平成 29年度北西太平洋鯨類科学

調査(沖合域調査)」の終了について

(水産庁資源管理部国際課捕鯨室) 

 ◇「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) 

 ◇「乳製品需給等情報交換会議」の

開催について(生産局畜産部牛乳乳

製品課) 

27日(水) ◇「平成 28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) 

 ◇「アグリビジネス創出フェア 2017

～技術で実現！農林水産業の競争力

強化！！～」の開催について(農林水

産技術会議事務局研究推進課、アグ

リビジネス創出フェア 2017事務局) 

29日(金) ◇「平成 28 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) 

 ◇野菜の生育状況及び価格見通し

(平成 29年 10月)について(生産局園

芸作物課) 

 ◇「平成 29年度輸出に取り組む優良

事業者表彰」表彰候補の募集につい

て(食料産業局輸出促進課) 

 ◇2017 年(第 11回)「若手外国人農林

水産研究者表彰(通称：Japan Award)」

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) 

 ◇平成 29年度「木づかい推進月間」

の実施について(林野庁林政部木材

利用課) 

 ◇平成29年９月のバター及び脱脂粉

乳の輸入判断について(生産局畜産

部牛乳乳製品課) 

 ◇漁協系統金融機関の平成28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) 

 ◇平成29年産米の作付状況等につい

て(政策統括官付穀物課水田農業対

策室) 

 ◇平成29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) 

 ◇平成 28 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) 

〈法令〉  

９月１日(金) ◇学校教育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 232 号)を公布(平成

31年４月１日から施行) 

４日(月) ◇特定大臣許可漁業等の取締りに関
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する省令の一部を改正する省令(農

林水産省令第 52 号)を公布(平成 30

年１月１日から施行) 

12日(火) ◇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53号)を公布(外国人の

技能実習の適正な実施及び技能実習

生の保護に関する法律(平成二十八

年法律第八十九号)の施行の日(平成

29年 11月１日)から施行) 

15日(金) ◇土地改良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

240号)を公布 

 ◇土地改良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241号)を公布(土

地改良法等の一部を改正する法律の

施行の日(平成 29 年９月 25 日)から

施行) 

21日(木) ◇国家戦略特別区域法及び構造改革

特別区域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 245

号)を公布 

 ◇国家戦略特別区域法及び構造改革

特別区域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246号)を公布(国家戦略

特別区域法及び構造改革特別区域法

の一部を改正する法律の施行の日

(平成 29年９月 22日)から施行) 

22日(金) ◇土地改良法施行規則の一部を改正

する省令(農林水産省令第54号)を公

布(土地改良法等の一部を改正する

法律の施行の日(平成 29 年９月 25

日)から施行) 

25日(月) ◇農地法施行規則の一部を改正する

省令(農林水産省令第 55 号)を公布

(同日施行) 

 ◇農業振興地域の整備に関する法律

施行規則等の一部を改正する省令

(農林水産省令第 56 号)を公布(土地

改良法等の一部を改正する法律の施

行の日(平成 29 年９月 25 日)から施

行) 

27日(水) ◇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57号)

を公布(同日施行) 

29日(金) ◇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58号)を公

布(平成 29年 10月１日から施行) 

  

 10月  

10月２日(月) ◇平成 28年産米の契約・販売状況、

民間在庫の推移(平成 29 年８月末現

在)等について(政策統括官付農産企

画課) 

 ◇「平成 30年度現場ニーズ対応型研

究開発」に係る意見募集について(大

臣官房政策課技術政策室、農林水産

技術会議事務局研究企画課) 

 ◇齋藤農林水産大臣とフォン香港貿

易発展局総裁との覚書の署名につい

て(食料産業局輸出促進課) 

３日(火) ◇谷合農林水産副大臣の平成29年度

(第 18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) 

 ◇礒崎農林水産副大臣の「アグリビ

ジネス創出フェア 2017 開会セレモ

ニー」への出席について(農林水産技

術会議事務局研究推進課) 

 ◇「食品に関するリスクコミュニケ

－ション～今、改めて考える 食品中

の放射性物質に対する現状と取組

～」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、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・食品安全企画課) 

 ◇「平成 30年度(第２回)食育活動表

彰」応募開始について(消費・安全局

消費者行政・食育課) 

 ◇「奄美大島、徳之島、沖縄島北部

及び西表島」の世界遺産一覧表への

記載に係る国際自然保護連合(IUCN)

による現地調査について(林野庁森

林整備部森林利用課、林野庁国有林

野部経営企画課) 

 ◇バイオマス産業都市の選定結果及

び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) 

 ◇「第４回 2018年漁業センサス研究

会」の開催及び一般傍聴について(大

臣官房統計部経営・構造統計課セン
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サス統計室) 

 ◇「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) 

４日(水) ◇「第２回インフラメンテナンス大

賞」の募集開始について(農村振興局

整備部設計課計画調整室、林野庁森

林整備部計画課施工企画調整室、水

産庁漁港漁場整備部整備課) 

 ◇「平成 29 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) 

５日(木) ◇JAS 規格の制定等に関する手続の

進捗状況について(食料産業局食品

製造課食品規格室) 

６日(金) ◇中部国際空港における輸出検疫カ

ウンターの新設について(消費・安全

局植物防疫課国際室) 

 ◇「フードバンク衛生管理講習会」

及び「フードバンク活用促進セミナ

ー」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) 

 ◇太平洋クロマグロ小型魚の漁獲に

係る定置網の共同管理グループ構成

道府県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) 

 ◇「第２回 相続未登記農地等の活用

検討に関する意見交換会」の開催及

び一般傍聴について(経営局農地政

策課) 

 ◇株式会社九州蜂の子本舗における

キャンデーの不適正表示に対する措

置について(消費・安全局消費者行政

・食育課食品表示・規格監視室) 

 ◇米に関するマンスリーレポート

(平成 29 年 10 月号)の公表について

(政策統括官付農産企画課) 

 ◇東京富士青果株式会社に対する業

務改善措置命令の発出について(食

料産業局食品流通課卸売市場室) 

 ◇川崎花卉園芸株式会社に対する業

務改善措置命令の発出について(食

料産業局食品流通課卸売市場室) 

 ◇「みなみまぐろ保存委員会(CCSBT)

第 24 回 年次会合」の開催について

(水産庁資源管理部国際課) 

10日(火) ◇「30 年漁期 TAC(漁獲可能量)設定

に関する意見交換会(まあじ及びま

いわし)」の開催及び参加者の募集に

ついて(水産庁資源管理部管理課) 

 ◇「農の雇用事業」の募集を開始し

ます(平成 30 年２月研修開始分)(経

営局就農・女性課) 

 ◇「産業連携ネットワーク交流会」

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) 

 ◇台風第 18 号による災害における

「大規模災害時の災害査定の効率

化」の適用について(大臣官房文書課

災害総合対策室、農村振興局整備部

防災課災害対策室、林野庁森林整備

部整備課) 

 ◇「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) 

11日(水) ◇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４回福島県産農林水産物の風

評払拭対策協議会」の開催について

(大臣官房文書課災害総合対策室) 

 ◇「海岸保全施設における水門・陸

閘等の維持管理マニュアル策定検討

委員会」(第３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) 

 ◇レギュラトリーサイエンス研究成

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) 

12日(木) ◇「第 78 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・

食品安全企画課) 

13日(金) ◇「フード・アクション・ニッポン 

アワード 2017」の一次審査結果及び

消費者投票の実施について(食料産

業局食文化・市場開拓課) 
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 ◇「南極の海洋生物資源の保存に関

する委員会(CCAMLR)第 36 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 24 回 年次会合」の結果について

(水産庁資源管理部国際課) 

 ◇シンポジウム「薬剤抵抗性害虫の

次世代管理体系構築に向けて」の開

催について(農林水産技術会議事務

局研究開発官(基礎・基盤、環境)室、

国立研究開発法人農業・食品産業技

術総合研究機構) 

 ◇「第３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

部国際地域課) 

 ◇平成 29年産米の相対取引価格・数

量について(平成 29 年９月)(政策統

括官付農産企画課) 

 ◇「第４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) 

 ◇「第 34 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

海漁業調整事務所) 

 ◇「第 30 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) 

 ◇「第 27 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) 

 ◇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

(水産庁増殖推進部研究指導課) 

16日(月) ◇Ｇ７農業大臣会合の結果概要につ

いて(大臣官房国際部国際機構グル

ープ) 

 ◇オランダの一部からの生きた家き

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) 

 ◇「アグリビジネス創出フェア 2017」

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) 

 ◇「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) 

17日(火) ◇平成 29年度「漁船の安全対策に関

する優良な取組に対する表彰」受賞

者の決定及び表彰式の開催について

(水産庁漁政部企画課) 

 ◇「農業経営の総合的な相談窓口」

の開催について(経営局経営政策課) 

 ◇「平成 29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) 

18日(水) ◇「平成 29 年度 病害虫発生予報第

８号」の発表について(消費・安全局

植物防疫課) 

 ◇平成 29 年度(第 56 回)農林水産祭

天皇杯等の選賞について(農林水産

省大臣官房文書課、公益財団法人日

本農林漁業振興会) 

19日(木) ◇ブルガリアからの家きん肉等の輸

入停止措置について(消費・安全局動

物衛生課) 

20日(金) ◇「国内海面サーモン養殖推進会議」

の開催及び参加者の募集について

(水産庁増殖推進部栽培養殖課) 

 ◇平成 29年 9月 15日から同月 19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) 

 ◇太平洋クロマグロ 2016 年及び

2017 年生まれの加入量水準情報

(2017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

人水産研究・教育機構 国際水産資源

研究所) 

 ◇礒崎農林水産副大臣の国内出張に

ついて(経営局経営政策課) 

 ◇上月農林水産大臣政務官の国内出

張について(経営局就農・女性課、食

料産業局食品流通課卸売市場室) 

23日(月) ◇「農業参入フェア 2017」の開催及

び参加者の募集について(経営局農

地政策課) 

 ◇「第５回 2018年漁業センサス研究

会」の開催及び一般傍聴について(大

臣官房統計部経営・構造統計課セン

サス統計室) 

 ◇「ディスカバー農山漁村(むら)の
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宝」(第４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) 

24日(火) ◇谷合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、食

料産業局企画課) 

 ◇株式会社恵水産における生鮮水産

物の不適正表示に対する措置につい

て(消費・安全局消費者行政・食育課

食品表示・規格監視室) 

 ◇収入保険制度等に関する都道府県

別説明会について(経営局保険課) 

 ◇「新たな加工原料乳生産者補給金

制度に関する地方説明会」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) 

 ◇「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) 

 ◇「第 18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) 

 ◇「ディスカバー農山漁村(むら)の

宝」(第４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) 

25日(水) ◇「ジャパンハーヴェスト 2017 丸の

内農園」及び「平成 29年度地産地消

等推進全国フォーラム」の開催につ

いて(食料産業局食文化・市場開拓

課) 

 ◇「食料・農業・農村政策審議会 第

31回 家畜衛生部会」の開催及び一般

傍聴について(消費・安全局動物衛生

課) 

 ◇「平成 29年度ウメ輪紋ウイルス対

策検討会」の開催について(消費・安

全局植物防疫課) 

 ◇谷合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(木) ◇平成 29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、消費・安全局植物防疫課、

農林水産技術会議事務局研究開発官

(基礎・基盤、環境)室) 

27日(金) ◇齋藤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) 

 ◇「加工原料乳生産者補給金制度に

関する問合せ窓口」の開設について

(生産局畜産部牛乳乳製品課) 

 ◇「第２回 GAP の価値を共有するフ

ードチェーン連携パートナー会」の

開催について(生産局農業環境対策

課) 

 ◇フランスの一部からの生きた家き

ん、家きん肉等の輸入再開について

(消費・安全局動物衛生課) 

 ◇スウェーデンからの生きた家き

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) 

 ◇クリーンウッド法における登録実

施機関の登録について(林野庁林政

部木材利用課) 

 ◇「乳製品需給等情報交換会議」の

開催について(生産局畜産部牛乳乳

製品課) 

 ◇「６次産業化・農商工連携フォー

ラム」の開催について(農林水産省食

料産業局産業連携課、経済産業省中

小企業庁経営支援部創業・新事業促

進課) 

 ◇農林水産業・食品産業科学技術研

究推進事業成果発表会及び「知」の

集積と活用の場 産学官連携協議会 

ポスターセッションの合同開催及び

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８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) 

 ◇ブルネイ及びミャンマーの植物の

新品種の保護に関する国際条約

(UPOV条約)加盟に向けた進展につい

て(食料産業局知的財産課種苗室) 

 ◇食品ロスの削減につながる容器包

装の高機能化事例集(第二版)の公表

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) 

 ◇農業競争力強化支援法に基づく事

業再編計画の認定について(清水港

飼料株式会社)(生産局畜産部飼料課
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流通飼料対策室) 

 ◇平成 29年産米の契約・販売状況、

民間在庫の推移等について(平成 29

年９月)(政策統括官付農産企画課) 

 ◇「第３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

国際部国際地域課) 

 ◇齋藤農林水産大臣の「JForest全国

森林組合代表者大会」への出席につ

いて(林野庁林政部経営課) 

30日(月) ◇「コメ海外市場拡大戦略プロジェ

クト」の参加状況について(政策統括

官付農産企画課) 

 ◇「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(農村振興局農村政策部農村環境

課鳥獣対策室) 

 ◇「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) 

 ◇「第 18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) 

 ◇「南極の海洋生物資源の保存に関

する委員会(CCAMLR)第 36 回 年次会

合」の結果について(水産庁資源管理

部国際課) 

31日(火) ◇野菜の生育状況及び価格見通し

(平成 29年 11月)について(生産局園

芸作物課) 

 ◇「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) 

〈法令〉  

10月２日(月) ◇主要農作物種子法を廃止する法律

の施行に伴う関係省令の整備に関す

る省令(農林水産省令第59号)を公布

(平成 30年４月１日から施行) 

４日(水) ◇ジャガイモシロシストセンチュウ

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60号)を

公布(平成 29年 11月３日から施行) 

25日(水) ◇平成二十九年九月十五日から同月

十九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260号)を公布(同

日施行) 

 ◇農業保険法施行令(政令第 263 号)

を公布(平成30年４月１日から施行) 

 ◇農業災害補償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264号)を公布(平

成 30年４月１日から施行) 

 ◇漁船特殊規程及び小型漁船安全規

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

(海上交通安全法等の一部を改正す

る法律の施行に伴う関係政令の整備

に関する政令の施行の日(平成 30 年

１月 31日)から施行) 

27日(金) ◇畜産経営の安定に関する法律及び

独立行政法人農畜産業振興機構法の

一部を改正する法律の施行に伴う関

係省令の整備に関する省令(農林水

産省令第 61 号)を公布(平成 30 年４

月１日から施行) 

 ◇家畜伝染病予防法施行規則の一部

を改正する省令(農林水産省令第 62

号)を公布(同日施行) 

 ◇畜産経営の安定に関する法律及び

独立行政法人農畜産業振興機構法の

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(平成 30年４月１日か

ら施行) 

31日(火) ◇日本工業規格への適合性の認証に

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(平成 31年４月１日から施行) 

 

 11月  

11月２日(木) ◇「流木災害等に対する治山対策検

討チーム」中間取りまとめについて

(林野庁森林整備部治山課) 

 ◇「平成 29年度北西太平洋鯨類科学

調査(太平洋側沿岸域調査)」の終了

について(水産庁資源管理部国際課

捕鯨室) 

 ◇平成 29 年度(第 56 回)農林水産祭

「実りのフェスティバル」の開催に

ついて(農林水産省大臣官房文書課、

公益財団法人日本農林漁業振興会) 
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 ◇「第３回農林業センサス研究会」

の開催及び一般傍聴について(大臣

官房統計部経営・構造統計課センサ

ス統計室) 

 ◇谷合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地域課) 

６日(月) ◇谷合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) 

 ◇上月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

局研究調整課) 

７日(火) ◇海外日本食レストラン数の調査結

果の公表について(食料産業局食文

化・市場開拓課) 

 ◇米国向け牛肉の携帯品(おみやげ

等)輸出について(消費・安全局動物

衛生課) 

 ◇マレーシア向け牛肉の輸出解禁に

ついて(消費・安全局動物衛生課) 

 ◇米に関するマンスリーレポート

(平成 29 年 11 月号)の公表について

(政策統括官付農産企画課) 

８日(水) ◇「第６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) 

 ◇平成 29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) 

９日(木) ◇「平成 29年度新南極海鯨類科学調

査」の実施について(水産庁資源管理

部国際課捕鯨室) 

 ◇「木質バイオマス熱利用・熱電併

給事例集」の取りまとめについて(林

野庁林政部木材利用課) 

 ◇島根県で死亡野鳥から高病原性鳥

インフルエンザウイルスが検出され

た事例に伴う防疫対策の再徹底につ

いて(消費・安全局動物衛生課) 

10日(金) ◇齋藤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) 

 ◇地理的表示(GI)の登録について

(食料産業局知的財産課) 

 ◇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) 

 ◇「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) 

 ◇｢大西洋まぐろ類保存国際委員会

(ICCAT)年次会合(第 25 回 通常会

合)｣の開催について(水産庁資源管

理部国際課) 

11日(土) ◇「包括的及び先進的な環太平洋パ

ートナーシップ協定」(TPP11 協定)

の大筋合意について(大臣官房国際

部国際経済課、大臣官房政策課) 

13日(月) ◇「平成 29 年度 第１回生物多様性

影響評価検討会総合検討会」の開催

及び一般傍聴について(農林水産技

術会議事務局研究企画課、環境省自

然環境局野生生物課) 

 ◇谷合農林水産副大臣の国内出張に

ついて(農村振興局農村政策部都市

農村交流課都市農業室) 

14日(火) ◇台風第 21 号による災害における

「大規模災害時の災害査定の効率

化」の適用について(大臣官房文書課

災害総合対策室、農村振興局整備部

防災課災害対策室、林野庁森林整備

部整備課) 

 ◇谷合農林水産副大臣の国内出張に

ついて(大臣官房文書課災害総合対

策室) 

 ◇齋藤農林水産大臣の「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 29年産米の相対取引価格・数

量について(平成 29年 10月)(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) 

15日(水) ◇「平成 29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) 

 ◇平成29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) 
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 ◇「第１回日・オランダ農業協力対

話 第３回分科会及び本会合」の開催

について(食料産業局輸出促進課、大

臣官房国際部国際地域課) 

 ◇「第 23回病害虫防除フォーラム～

農林水産業におけるドローンの利活

用推進について～」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) 

 ◇「優秀農林水産業者に係るシンポ

ジウム」の開催及び参加者の募集に

ついて(農林水産省大臣官房文書課、

公益財団法人日本農林漁業振興会) 

16日(木) ◇「魚の国のしあわせ」プロジェク

ト実証事業団体の取組内容の発表に

ついて(水産庁漁政部企画課内) 

 ◇「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) 

17日(金) ◇齋藤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) 

 ◇独立行政法人農畜産業振興機構及

び独立行政法人農林漁業信用基金並

びに国立研究開発法人水産研究・教

育機構の理事長の公募について(大

臣官房秘書課) 

 ◇国連生物多様性の 10年「グリーン

ウェイブ 2017」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) 

 ◇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) 

 ◇水産庁漁業調査船 開洋丸による

九州西南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) 

 ◇平成 29 年度 我が国周辺水域の水

産資源評価の公表について(水産庁

増殖推進部漁場資源課) 

 ◇「食料・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 29 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) 

 ◇「発電利用に供する木質バイオマ

ス証明のためのガイドライン」及び

「木材・木材製品の合法性、持続可

能性証明のためのガイドライン」の

適切な運用のための説明会の開催に

ついて(林野庁林政部木材利用課) 

 ◇「“森林資源を活用した観光”推

進に向けたマッチング・セミナー」

の開催及び一般参加の募集について

(林野庁国有林野部経営企画課国有

林野総合利用推進室) 

20日(月) ◇わたしの美しの森 フォトコンテ

ストの開催について(林野庁国有林

野部経営企画課国有林野総合利用推

進室) 

21日(火) ◇平成 29 年 10 月 21 日から同月 23

日までの間の暴風雨による災害に係

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) 

 ◇「水産政策審議会 第 74回 企画部

会」及び「水産政策審議会 第 85 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) 

 ◇外食時の「おいしい食べきり」全

国共同キャンペーンの実施について

(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、消

費者庁消費者政策課、環境省環境再

生・資源循環局総務課リサイクル推

進室、全国おいしい食べきり運動ネ

ットワーク協議会事務局) 

 ◇「気候変動枠組条約第 23回締約国

会議(COP23)」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、農林水産技術

会議事務局国際研究官室) 

 ◇「ディスカバー農山漁村(むら)の

宝」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) 

 ◇「ディスカバー農山漁村(むら)の

宝」(第４回選定)第３回有識者懇談

会、選定証授与式、記念写真撮影及

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) 

22日(水) ◇「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) 

 ◇「大西洋まぐろ類保存国際委員会

(ICCAT)年次会合(第 25 回 通常会

合)」の結果について(水産庁資源管

理部国際課) 
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 ◇「平成 29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「同官民協議会ロシア部

会・第４回ロシア極東等農林水産業

プラットフォーム会合」の開催につ

いて(大臣官房国際部海外投資・協力

グループ) 

 ◇農業競争力強化支援法に基づく事

業再編計画の認定について(株式会

社ピックルスコーポレーション及び

株式会社手柄食品)(食料産業局食品

製造課) 

 ◇「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) 

 ◇上月農林水産大臣政務官の「和食

の日」関連イベントへの出席につい

て(食料産業局食文化・市場開拓課和

食室) 

 ◇「北海道地区『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) 

 ◇「ディスカバー農山漁村(むら)の

宝」(第４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) 

 ◇「農林水産省 TPP 等対策本部」の

開催について(大臣官房政策課) 

24日(金) ◇土づくりセミナーの開催について

(生産局農業環境対策課) 

 ◇「第３回 相続未登記農地等の活用

検討に関する意見交換会」の開催及

び一般傍聴について(経営局農地政

策課) 

 ◇「日ロ漁業委員会第 34回会議」の

開催について(水産庁資源管理部国

際課) 

 ◇登録認定機関である特定非営利活

動法人日本生態系農業協会に対する

登録の取消し及び認定に関する業務

の停止命令について(食料産業局食

品製造課食品規格室) 

 ◇「南東大西洋漁業機関(SEAFO)第 14

回 年次会合」の開催について(水産

庁資源管理部国際課) 

 ◇野中農林水産大臣政務官の「第 37

回ジャパンカップ」の表彰式への出

席について(生産局畜産部競馬監督

課) 

27日(月) ◇第６期・第４回「食育推進評価専

門委員会」の開催及び一般傍聴につ

いて(消費・安全局消費者行政・食育

課) 

28日(火) ◇「平成 29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需給情報班) 

 ◇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・安全局食品安

全政策課) 

 ◇カルタヘナ法に基づく輸入時の検

査における対象生物の指定等に関す

る意見・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) 

29日(水) ◇「平成 28年度ワタの生育実態等調

査」の結果について(消費・安全局農

産安全管理課) 

 ◇「乳製品需給等情報交換会議」の

開催について(生産局畜産部牛乳乳

製品課) 

 ◇「中西部太平洋まぐろ類委員会

(WCPFC)第 14 回年次会合」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 29 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) 

30日(木) ◇平成 29年産米の契約・販売状況、

民間在庫の推移等について(平成 29

年 10月)(政策統括官付農産企画課) 

〈法令〉  

11月２日(木) ◇農業保険法施行規則(農林水産省

令第 63 号)を公布(平成 30 年４月１

日から施行) 

24日(金) ◇農林水産省関係福島復興再生特別

措置法施行規則の一部を改正する省

令(農林水産省令第 64 号)を公布(通

訳案内士法及び旅行業法の一部を改

正する法律の施行の日(平成 30 年１

月４日)から施行) 

27日(月) ◇平成二十九年十月二十一日から同

月二十三日までの間の暴風雨による

災害についての激甚災害及びこれに

対し適用すべき措置の指定に関する
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政令(政令第 287 号)を公布(同日施

行) 

 ◇特定外来生物による生態系等に係

る被害の防止に関する法律施行令の

一部を改正する政令(政令第 288 号)

を公布(平成 30 年１月 15 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(農林水産省例、経済産

業省令第 2 号)を公布(不動産特定共

同事業法の一部を改正する法律の施

行の日(平成 29 年 12 月１日)から施

行) 

29日(水) ◇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の一部を改

正する政令(政令第293号)を公布(個

人情報の保護に関する法律及び行政

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

一部を改正する法律(平成二十七年

法律第六十五号)附則第一条第六号

に掲げる規定の施行の日(平成 30 年

１月１日)から施行) 

30日(木) ◇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(不動産特定共同

事業法の一部を改正する法律の施行

の日(平成 29年 12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７号)を公布(不動産特定共

同事業法の一部を改正する法律の施

行の日(平成 29 年 12 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65号)を公

布(不動産特定共同事業法の一部を

改正する法律の施行の日(平成 29 年

12月１日)から施行) 

 

 12月  

12月１日(金) ◇九州北部豪雨等を踏まえた流木災

害防止緊急治山対策プロジェクトに

ついて(林野庁森林整備部治山課) 

 ◇野菜の生育状況及び価格見通し

(平成 29年 12月)について(生産局園

芸作物課) 

 ◇「海岸保全施設における水門・陸

閘等の維持管理マニュアル策定検討

委員会」(第４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) 

 ◇「南東大西洋漁業機関(SEAFO)第 14

回 年次会合」の結果について(水産

庁資源管理部国際課) 

 ◇「北極海公海漁業協議」の結果に

ついて(水産庁資源管理部国際課) 

４日(月) ◇「農業資材審議会 第 17 回種苗分

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) 

 ◇「水産政策審議会第 86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 29 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、消費・安全局植物防

疫課、農林水産技術会議事務局研究

開発官(基礎・基盤、環境)室) 

 ◇「食料・農業・農村政策審議会 農

業共済部会(平成 29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) 

 ◇フランスのロット・エ・ガロンヌ

県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) 

５日(火) ◇平成30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 29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) 

 ◇「平成 29年度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) 

 ◇「平成 29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) 
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 ◇平成 30年度「「知」の集積と活用

の場によるイノベーション創出推進

事業」のうち「イノベーション創出

強化研究推進事業」に係る事業説明

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) 

 ◇米に関するマンスリーレポート

(平成 29 年 12 月号)の公表について

(政策統括官付農産企画課) 

６日(水) ◇ドイツの一部からの家きん肉等の

輸入停止措置の解除について(消費

・安全局動物衛生課) 

 ◇「日ロ漁業委員会第 34回会議」の

結果について(水産庁資源管理部国

際課) 

７日(木) ◇平成 30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) 

 ◇第11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) 

８日(金) ◇「中西部太平洋まぐろ類委員会

(WCPFC)第 14 回年次会合」の結果に

ついて(水産庁資源管理部国際課) 

 ◇野中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機

構グループ、大臣官房国際部国際地

域課) 

 ◇礒崎農林水産副大臣の国内出張に

ついて(大臣官房地方課) 

 ◇水辺からはじまる生態系ネットワ

ーク全国フォーラム2017の開催及び

一般傍聴について(農林水産省大臣

官房政策課環境政策室、国土交通省

水管理・国土保全局河川環境課) 

 ◇上月農林水産大臣政務官の国内出

張について(大臣官房秘書課) 

 ◇谷合農林水産副大臣の国内出張に

ついて(政策統括官付農産企画課、経

営局農地政策課) 

11日(月) ◇生産者・消費者双方のメリット向

上のための卸売市場を含めた食品流

通構造の改革に関する説明会の開催

について(食料産業局食品流通課卸

売市場室) 

 ◇食品・農林水産分野の標準・認証

出張講座について(食料産業局食品

製造課食品規格室、食料産業局食品

製造課食品企業行動室) 

 ◇オラン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) 

 ◇「漁業技能実習事業協議会(第１

回)」の開催について(水産庁漁政部

企画課) 

 ◇「食料・農業・農村政策審議会 食

料産業部会」の開催及び一般傍聴に

ついて(食料産業局企画課) 

12日(火) ◇宮城県大崎地域の世界農業遺産認

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) 

 ◇上月農林水産大臣政務官の国内出

張について(経営局就農・女性課女性

活躍推進室) 

 ◇平成 29年産米の相対取引価格・数

量について(平成 29年 11月)(政策統

括官付農産企画課) 

 ◇「食料・農業・農村政策審議会 家

畜衛生部会 第 65 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) 

 ◇「食料・農業・農村政策審議会 家

畜衛生部会 第 27 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) 

 ◇「食料・農業・農村政策審議会 平

成 29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) 

15日(金) ◇地理的表示(GI)の登録について

(食料産業局知的財産課) 

 ◇第１回農業の「働き方改革」検討

会の開催及び一般傍聴について(経

営局就農・女性課) 

 ◇平成 29 年度「SAVOR JAPAN (農泊 

食文化海外発信地域)」の認定及び認

定証授与式の開催について(食料産

業局食文化・市場開拓課) 

 ◇谷合農林水産副大臣の国内出張に

ついて(林野庁林政部林政課、四国森

林管理局企画調整課) 

 ◇未承認の遺伝子組換えペチュニア

の取扱いについて(第４報)(農林水

産省消費・安全局農産安全管理課、
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環境省自然環境局野生生物課外来生

物対策室) 

 ◇平成30年度畜産物価格等の決定等

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) 

18日(月) ◇「原料原産地表示制度 事業者向け

マニュアルの活用に関するセミナ

ー」の開催について(消費・安全局消

費者行政・食育課) 

 ◇野中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

国際機構グループ、大臣官房国際部

国際地域課) 

 ◇ホクレン農業協同組合連合会に対

する農業協同組合法に基づく必要措

置命令の発出について(経営局協同

組織課) 

19日(火) ◇「第５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) 

 ◇「第２回テンサイシストセンチュ

ウ対策検討会議」の開催について(消

費・安全局植物防疫課) 

20日(水) ◇第５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) 

 ◇「2017年農業技術 10大ニュース」

の選定について(農林水産技術会議

事務局研究調整課) 

21日(木) ◇「先端農業技術体験フェア(施設園

芸型農業)」を開催します。～福島イ

ノベーション・コースト構想～(大臣

官房政策課技術政策室) 

22日(金) ◇平成 30年度組織・定員等について

(大臣官房秘書課) 

 ◇平成30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29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30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) 

 ◇「30年漁期 TAC(漁獲可能量)設定

に関する意見交換会(するめいか)」

の開催及び参加者の募集について

(水産庁資源管理部管理課) 

 ◇農地転用許可権限等に係る指定市

町村の指定(第６回)について(農村

振興局農村政策部農村計画課) 

 ◇「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９

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) 

 ◇太平洋クロマグロ2017年生まれの

加入量水準速報(2017 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研究・教育機

構国際水産資源研究所) 

 ◇「平成 30 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) 

 ◇全国農業協同組合連合会の兵庫県

本部傘下レストラン神戸プレジール

本店が提供した特定料理への個体識

別番号の不適正表示に対する措置に

ついて(消費・安全局消費者行政・食

育課食品表示・規格監視室) 

 ◇「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) 

25日(月) ◇農業の「働き方改革」アイデア募

集！について(経営局就農・女性課) 

 ◇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) 

 ◇「平成 29年度口蹄疫等防疫対策強

化推進会議」の開催及び一般傍聴に

ついて(消費・安全局動物衛生課) 

 ◇「平成 28年木質バイオマスエネル

ギー利用動向調査」の結果(確報)に

ついて(林野庁林政部木材利用課) 

26日(火) ◇「GAP審査員育成関係事業説明会」

の開催及び参加者の募集について

(生産局農業環境対策課) 

 ◇平成 28 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) 

 ◇農林水産技術会議事務局研究資金

(平成 30年度予算及び平成 29年度補

正予算)に係る事業・公募説明会の開

催について(農林水産技術会議事務
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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、農林水

産技術会議事務局研究企画課) 

 ◇国有林野事業における木材の販売

に係る提案募集(マーケットサウン

ディング)の実施結果について(林野

庁国有林野部経営企画課) 

 ◇「平成 28年農業総産出額及び生産

農業所得(全国)」及び「平成 28年農

業産出額及び生産農業所得(都道府

県別)」の公表について(大臣官房統

計部経営・構造統計課) 

 ◇米先物取引の試験上場に関するシ

ーズンレポート(平成 29 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) 

 ◇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 29年産米の契約・販売状況、

民間在庫の推移等について(平成 29

年11月末現在)(政策統括官付農産企

画課) 

27日(水) ◇野菜の生育状況及び価格見通し

(平成 30 年 1 月)について(生産局園

芸作物課) 

〈法令〉  

12月１日(金) ◇遺伝子組換え生物等の使用等の規

制による生物の多様性の確保に関す

る法律施行規則の一部を改正する省

令(財務省令、文部科学省令、厚生労

働省令、農林水産省令、経済産業省

令、環境省令第１号)を公布(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の

一部を改正する法律(平成二十九年

法律第十八号)の施行の日から施行) 

15日(金) ◇競馬法の一部を改正する法律(法

律際 81号)を公布(同日施行) 

22日(金) ◇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 66 号)を公布(平成 30

年１月１日から施行) 

25日(月) ◇木材統計調査規則の一部を改正す

る省令(農林水産省令第67号)を公布

(平成 30年１月１日から施行) 

26日(火) ◇動物用医薬品等取締規則及び動物

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 68 号)を公布(同日

施行) 

27日(水) ◇金融商品取引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 325号)を公布 

 ◇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

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

の一部を改正する法律の施行の日

(平成 30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８号) 

 ◇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69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 30 年４月１

日)から施行) 

28日(木) ◇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 70 号)を公布(平成

30年７月１日から施行) 

 ◇飼料の安全性の確保及び品質の改

善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71号)を

公布(平成 30年７月１日から施行) 

 ◇特定外来生物による生態系等に係

る被害の防止に関する法律施行規則

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 30

年１月 15日から施行) 

 

 １月  

１月４日(木) ◇「30年漁期 TAC(漁獲可能量)設定

に関する意見交換会(すけとうだ

ら)」の開催及び参加者の募集につい

て(水産庁資源管理部管理課) 

 ◇「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) 

 ◇フランスのランド県からの生きた

家きん、家きん肉等の輸入停止措置
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について(消費・安全局動物衛生課) 

５日(金) ◇低コスト化・高収益化に資する農

業実用化技術(園芸分野)の募集につ

いて(生産局技術普及課) 

 ◇「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) 

 ◇独立行政法人農畜産業振興機構及

び独立行政法人農林漁業信用基金並

びに国立研究開発法人水産研究・教

育機構の理事長の公募(追加公募)に

ついて(大臣官房秘書課) 

 ◇「食料・農業・農村政策審議会 農

業農村振興整備部会(平成29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) 

 ◇「平成 29 年度調査分析委託事業

Brexitセミナー：英国への海外展開

・輸出拡大に向けて～EU離脱の影響

と対応～」の開催及び参加者の募集

について(大臣官房国際部国際地域

課) 

９日(火) ◇「平成 29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) 

 ◇「地域から広がる食育の環～子供

食堂の事例を通して考える～」セミ

ナー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・食育課) 

 ◇「日 EU・EPAにおける GIの取扱い

に関する説明会」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) 

 ◇「茶の有機栽培推進会議～

Organictea Power Up Meeting～」の

開催及び参加者の募集について(生

産局地域対策官) 

 ◇台湾向け食用卵及び卵製品の輸出

再開について(消費・安全局動物衛生

課) 

10日(水) ◇「平成 29 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) 

 ◇香川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) 

 ◇「国産大豆の播種前入札取引の本

格実施に係る説明会」の開催及び一

般傍聴について(農林水産省政策統

括官付穀物課、公益財団法人日本特

産農産物協会) 

11日(木) ◇「食料・農業・農村政策審議会 家

畜衛生部会 第 66 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) 

 ◇遺伝子組換え麻疹ウイルスの第一

種使用規程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) 

 ◇香川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) 

 ◇礒崎農林水産副大臣の国内出張に

ついて(消費・安全局総務課) 

12日(金) ◇「平成 29年度輸出に取り組む優良

事業者表彰」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

産業局輸出促進課) 

 ◇きのこ原木の需給状況(平成 29 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) 

 ◇「平成 29年度鳥獣被害対策優良活

動表彰式」及び「第５回全国鳥獣被

害対策サミット」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) 

 ◇「コメ中のカドミウム低減のため

の実施指針」の改訂について(消費・

安全局農産安全管理課) 

 ◇「水産業の成長産業化を推進する

ための試験・研究等を効果的に実施

するための国立研究開発法人 水産

研究・教育機構の研究体制のあり方

に関する検討会(第２回)」の開催に

ついて(水産庁増殖推進部研究指導

課) 

 ◇香川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

析及び NA 亜型の確定について(消費
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・安全局動物衛生課) 

15日(月) ◇「漁業取締本部」の設置及び第１

回会合の開催について(水産庁資源

管理部管理課指導監督室) 

 ◇第14回食育推進全国大会の開催に

ついて(消費・安全局消費者行政・食

育課) 

 ◇「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) 

 ◇研究成果発表会「地球温暖化時代

の日本の農業・水産業～その変化と

適応策～」の開催について(農林水産

技術会議事務局研究開発官(基礎・基

盤、環境)室、気候変動対策プロジェ

クト平成29年度研究成果発表会事務

局) 

 ◇海外における「日本料理の調理技

能の認定に関するガイドライン」及

び「日本産食材サポーター店の認定

に関するガイドライン」に定める運

用・管理団体の平成 29年度募集の開

始について(食料産業局食文化・市場

開拓課) 

16日(火) ◇世界農業遺産への認定申請に係る

承認及び日本農業遺産の認定に関す

る募集について(農村振興局農村政

策部農村環境課農村環境対策室) 

17日(水) ◇「第２回農業用ハウスの設置コス

ト低減に向けた技術提案会」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) 

 ◇第２回農業の「働き方改革」検討

会の開催及び一般傍聴について(経

営局就農・女性課) 

 ◇米に関するマンスリーレポート

(平成 30 年１月号)の公表について

(政策統括官付農産企画課) 

 ◇平成 29年産米の相対取引価格・数

量について(平成 29年 12月)(政策統

括官付農産企画課) 

 ◇農業関係団体と農林水産省との意

見交換の開催について(大臣官房政

策課) 

 ◇谷合農林水産副大臣の国内出張に

ついて(水産庁漁政部企画課) 

 ◇「規格認証と企業戦略に関する説

明会」の開催について(食料産業局食

品製造課食品規格室) 

 ◇「日持ち生産管理切り花の JAS 規

格の制定案」等についての意見・情

報の募集(パブリックコメント)につ

いて(食料産業局食品製造課食品規

格室) 

 ◇JAS 規格化等のテーマに関する調

査(提案募集)について(平成 29 年度

第２回)(食料産業局食品製造課食品

規格室) 

19日(金) ◇「第１回働く人も企業もいきいき

食品産業の働き方改革検討会」の開

催及び一般傍聴について(食料産業

局企画課) 

 ◇「お米の新しい市場を開拓！『日

本のお米の輸出』について 」動画配

信の開始について(政策統括官付農

産企画課) 

 ◇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) 

 ◇全国の野生鳥獣による農作物被害

状況について(平成 28 年度)(農村振

興局農村政策部農村環境課鳥獣対策

室) 

 ◇平成28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28年の荒廃農地面積について

(農村振興局農村政策部地域振興課

日本型直接支払室) 

22日(月) ◇「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) 

 ◇野中農林水産大臣政務官の「森林

減少ゼロに貢献するグローバル・サ

プライチェーンの推進に関する国際

シンポジウム」への出席について(林

野庁森林整備部計画課海外林業協力

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指導監督

室) 

23日(火) ◇「農山漁村での暮らしと子育て環

境の魅力」 をテーマとした動画の公

募について(農村振興局農村政策部

農村計画課農村政策推進室) 
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 ◇「乳製品需給等情報交換会議」の

開催について(生産局畜産部牛乳乳

製品課) 

 ◇谷合農林水産副大臣の第５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) 

 ◇太平洋クロマグロ小型魚の漁獲に

係る全ての沿岸漁業者に対する操業

自粛要請の発出について(水産庁資

源管理部管理課) 

24日(水) ◇「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(農林水産省大臣官房文

書課、公益財団法人日本農林漁業振

興会) 

25日(木) ◇「平成29年度自然再生専門家会議」

の開催及び一般傍聴について(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) 

 ◇谷合農林水産副大臣の国内出張に

ついて(農村振興局農村政策部農村

環境課鳥獣対策室) 

 ◇平成 30 年度 戦略的プロジェクト

研究推進事業の公募説明会の開催に

ついて(農林水産技術会議事務局研

究企画課) 

 ◇「農林水産業イノベーションシン

ポジウム」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

調整課) 

26日(金) ◇「シンポジウム 「漁師と市民がつ

なぐ森・川・海」 里海保全の最前線」

並びに「平成 29年度水産多面的機能

発揮対策事例報告会」の開催及び参

加者の募集について(水産庁漁港漁

場整備部計画課、公益社団法人全国

豊かな海づくり推進協会) 

 ◇豪州向け日本産かき(柿)生果実の

新たな植物検疫条件での輸出解禁に

ついて～産地が取り組みやすい条件

での輸出が可能となります～(消費

・安全局植物防疫課国際室) 

 ◇産学官連携による食品安全専門人

材育成の推進(農林水産省食料産業

局食品製造課食品企業行動室、鹿児

島大学農水産獣医学域農学系、日本

マクドナルド株式会社コミュニケー

ション本部 PR部、一般財団法人食品

安全マネジメント協会) 

 ◇「太平洋クロマグロ小型魚の沿岸

漁業における操業自粛に関する全国

説明会」の開催について(水産庁資源

管理部管理課) 

 ◇平成 29 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～農林水産分

野の自然資本の取組を起点とした

SDGsへの貢献～」の開催及び参加者

の募集について(農林水産省大臣官

房政策課環境政策室、三菱 UFJ リサ

ーチ＆コンサルティング株式会社) 

 ◇齋藤農林水産大臣の「JRA 賞授賞

式」への出席について(生産局畜産部

競馬監督課) 

 ◇平成 29 年度 我が国周辺水域の水

産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30年度のバター及び脱脂粉乳

の輸入枠数量について(生産局畜産

部牛乳乳製品課) 

 ◇平成 29年産米の契約・販売状況、

民間在庫の推移等について(平成 29

年12月末現在)(政策統括官付農産企

画課) 

29日(月) ◇上月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) 

 ◇香川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) 

30日(火) ◇「第 79 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

品安全企画課) 

31日(水) ◇野菜の生育状況及び価格見通し

(平成 30 年２月)について(生産局園

芸作物課) 

 ◇谷合農林水産副大臣の国内出張に

ついて(生産局農業環境対策課) 

 ◇海上における高速通信の普及に向

けて(中間報告)－海上ブロードバン

ド対応関係省庁連絡会議－(水産庁

資源管理部管理課、総務省総合通信

基盤局電波部基幹・衛星移動通信課、
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国土交通省海事局船員政策課) 

 ◇平成 29 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

全局食品安全政策課) 

 ◇「水産業の成長産業化を推進する

ための試験・研究等を効果的に実施

するための国立研究開発法人 水産

研究・教育機構の研究体制のあり方

に関する検討会(第３回)」の開催に

ついて(水産庁増殖推進部研究指導

課) 

〈法令〉  

１月４日(木) ◇奄美群島振興開発特別措置法施行

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(同日施行) 

15日(月) ◇漁業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

(同日施行) 

16日(火) ◇学校教育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

整備に関する省令(農林水産省令第

２号)を公布(平成31年４月１日から

施行) 

17日(水) ◇農林物資の規格化等に関する法律

及び独立行政法人農林水産消費安全

技術センター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

２号)を公布 

 ◇農林物資の規格化等に関する法律

及び独立行政法人農林水産消費安全

技術センター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３号)を公布(農林

物資の規格化等に関する法律及び独

立行政法人農林水産消費安全技術セ

ンター法の一部を改正する法律の施

行の日(平成 30 年４月１日)から施

行) 

19日(金) ◇動物用医薬品等取締規則の一部を

改正する省令(農林水産省令第３号)

を公布(同日施行) 

22日(月) ◇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４号)を公

布(平成 30年２月 22日から施行) 

26日(金) ◇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５号)を公

布(同日施行) 

 ◇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15号)を公布

(平成 30年２月 15日から施行) 

31日(水) ◇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の一部を改正

する法律の施行期日を定める政令

(政令第 18号)を公布 

 

 ２月  

２月１日(木) ◇「農泊シンポジウム 2.0」の開催及

び参加者募集について(農村振興局

農村政策部都市農村交流課) 

 ◇平成 30 年度 戦略的プロジェクト

研究推進事業の公募について(農林

水産技術会議事務局研究企画課) 

２日(金) ◇平成30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) 

 ◇第３回農業の「働き方改革」検討

会の開催及び一般傍聴について(経

営局就農・女性課、東北農政局経営

・事業支援部経営支援課、中国四国

農政局経営・事業支援部経営支援課) 

 ◇「平成 29年度未来につながる持続

可能な農業推進コンクール」受賞者

の決定及び表彰式の開催、並びに「平

成 29年度全国 GAP推進会議」、「平

成29年度有機農業の推進に関する全

国会議」の開催について(生産局農業

環境対策課) 

 ◇「国際森林デー2018 みどりの地球

を未来へ ～五感でつなげる世界の

輪～」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) 

 ◇第 28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) 

４日(日) ◇香川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
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課) 

５日(月) ◇谷合農林水産副大臣の第40回指導

農業士全国研究会への出席について

(経営局就農・女性課) 

６日(火) ◇養殖生産数量ガイドライン(平成

30年漁期)の制定について(水産庁増

殖推進部栽培養殖課) 

 ◇フランスのモルビアン県、ジェー

ル県及びロワール・アトランティッ

ク県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) 

 ◇「平成 28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) 

 ◇「第 13回国際植物防疫条約総会に

向けた植物検疫措置に関する国際基

準案についての説明会」の開催及び

参加者の募集について(消費・安全局

植物防疫課国際室) 

 ◇米に関するマンスリーレポート

(平成 30 年２月号)の公表について

(政策統括官付農産企画課) 

 ◇「平成 30年春の農作業安全確認運

動」の実施及び「平成 30年春の農作

業安全確認運動推進会議」の開催に

ついて(生産局技術普及課生産資材

対策室) 

 ◇「第２回働く人も企業もいきいき

食品産業の働き方改革検討会」の開

催について(食料産業局企画課) 

７日(水) ◇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 29年度における高病原性鳥

インフルエンザの発生に係る疫学調

査チーム検討会(第１回)」の開催に

ついて(消費・安全局動物衛生課) 

 ◇谷合農林水産副大臣の国内出張に

ついて(農林水産技術会議事務局研

究調整課) 

９日(金) ◇平成 29年農林水産物・食品の輸出

実績を取りまとめました(食料産業

局輸出促進課) 

 ◇平成29年訪日外国人旅行者の食料

品等の購入状況について(食料産業

局輸出促進課) 

 ◇新たな JAS 制度説明会の開催につ

いて(食料産業局食品製造課食品規

格室) 

 ◇「農林物資規格調査会(平成 29 年

度第２回)」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) 

 ◇「JAS規格認証支援事業」の実施に

ついて(食料産業局食品製造課食品

規格室) 

 ◇平成30年度食料生産地域再生のた

めの先端技術展開事業のうち現地実

証研究委託事業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) 

 ◇全国農業協同組合連合会に対する

農業協同組合法に基づく必要措置命

令の発出について(経営局協同組織

課) 

 ◇「平成 29 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) 

 ◇農業競争力強化支援法に基づく事

業再編計画の認定について(中橋商

事株式会社)(政策統括官付穀物課米

麦流通加工対策室) 

 ◇平成29年木材輸出額の取りまとめ

について(林野庁林政部木材利用課) 

 ◇フランスのヴァンデ県からの生き

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) 

 ◇東シナ海におけるタンカー沈没事

故による水産資源への影響調査の実

施について(水産庁増殖推進部漁場

資源課) 

13日(火) ◇平成28年の農作業死亡事故につい

て(生産局技術普及課生産資材対策

室) 

 ◇「平成 29 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) 

 ◇国際シンポジウム「コーデックス

委員会の将来の展望と課題」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、
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厚生労働省医薬・生活衛生局生活衛

生・食品安全企画課国際食品室、消

費者庁食品表示企画課) 

 ◇「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 29 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) 

 ◇「第４回農林業センサス研究会」

の開催及び一般傍聴について(大臣

官房統計部経営・構造統計課センサ

ス統計室) 

 ◇「平成 30 年度 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) 

 ◇平成 29年産米の相対取引価格・数

量について(平成 30 年１月)(政策統

括官付農産企画課) 

 ◇「平成 29年度農林水産物・食品の

輸出取組事例」を公表します(食料産

業局輸出促進課) 

14日(水) ◇「平成 29 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) 

 ◇礒崎農林水産副大臣の「第２回ジ

ビエ料理コンテスト」表彰式への出

席について(農村振興局農村政策部

農村環境課鳥獣対策室) 

15日(木) ◇雪印種苗株式会社に対する種苗法

に基づく報告徴収命令の発出につい

て(生産局畜産部飼料課) 

16日(金) ◇「平成 29年度 第３回 世界農業遺

産等専門家会議」の開催について(農

林水産省農村振興局農村政策部農村

環境課農村環境対策室、岐阜県農政

部里川振興課) 

 ◇「遺伝子組換えカイコの利用に関

する勉強会」の開催及び一般傍聴に

ついて(生産局地域対策官、農林水産

技術会議事務局研究開発官) 

 ◇「水産政策審議会 第 75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) 

 ◇「気候変動の観測・予測・影響評

価に関する統合レポート 2018 ～日

本の気候変動とその影響～」の公表

について(農林水産省大臣官房政策

課環境政策室、文部科学省研究開発

局環境エネルギー課、国土交通省総

合政策局環境政策課、気象庁地球環

境・海洋部地球環境業務課、環境省

地球環境局総務課気候変動適応室) 

 ◇「第３回働く人も企業もいきいき

食品産業の働き方改革検討会」の開

催及び一般傍聴について(食料産業

局企画課) 

 ◇「第 16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、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 29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) 

 ◇上月農林水産大臣政務官の「世界

らん展日本大賞 2018」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) 

19日(月) ◇植物新品種の品種登録における電

子出願を開始します！(食料産業局

知的財産課種苗室) 

 ◇平成30年全国山火事予防運動の実

施について(林野庁森林整備部研究

指導課森林保護対策室) 

 ◇「水産政策審議会 第 87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) 

20日(火) ◇平成29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指導

監督室) 

 ◇「食品産業生産性向上フォーラム

in東京」の開催について(農林水産省

食料産業局食品製造課、一般社団法

人日本ロボット工業会) 

 ◇「平成 29 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) 

 ◇「スマイルケア食」の紹介動画を

公開します(食料産業局食品製造課) 
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 ◇上月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課

食品企業行動室) 

21日(水) ◇新たな JAS 制度説明会の追加開催

(東京会場)について(食料産業局食

品製造課食品規格室) 

 ◇第４回農業の「働き方改革」検討

会の開催及び一般傍聴について(経

営局就農・女性課、近畿農政局経営

・事業支援部経営支援課) 

 ◇「第１回日亜農林水産業・食料産

業対話」の概要について(大臣官房国

際部国際地域課) 

 ◇平成30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) 

22日(木) ◇谷合農林水産副大臣の「平成 29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) 

 ◇「第３回 GAP の価値を共有するフ

ードチェーン連携パートナー会」の

開催について(生産局農業環境対策

課) 

 ◇フランスのノール県からの生きた

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) 

 ◇「平成 29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(林政部企画課年次報告班) 

 ◇谷合農林水産副大臣の「世界らん

展日本大賞 2018」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) 

 ◇第４回「日本ベンチャー大賞」の

受賞者を決定しました！(大臣官房

政策課技術政策室) 

23日(金) ◇韓国による日本産水産物等の輸入

規制に関する WTO パネル報告書の公

表について(水産庁水産庁漁政部加

工流通課) 

 ◇「平成 29 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) 

 ◇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

技術普及課生産資材対策室、生産局

畜産部畜産企画課、生産局畜産部畜

産振興課、生産局畜産部飼料課、政

策統括官付穀物課、政策統括官付地

域作物課) 

 ◇平成29年度「飼料用米多収日本一」

及び「飼料用米活用畜産物ブランド

日本一」の受賞者の決定及び表彰式

の開催について(政策統括官付穀物

課) 

 ◇「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) 

 ◇「水産業の成長産業化を推進する

ための試験・研究等を効果的に実施

するための国立研究開発法人 水産

研究・教育機構の研究体制のあり方

に関する検討会(第４回)」の開催に

ついて(水産庁増殖推進部研究指導

課) 

 ◇野中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、関

東森林管理局企画調整課) 

 ◇「農林物資規格調査会試験方法分

科会(平成 29年度第２回)」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) 

26日(月) ◇インド・アンドラ・プラデシュ州

政府との間のマスター・プラン策定

に係る協力覚書への署名について

(大臣官房国際部国際地域課) 

27日(火) ◇国連生物多様性の 10年「グリーン

ウェイブ 2018」の実施について(林野

庁森林整備部森林利用課) 

 ◇平成30年産米等の作付動向につい

て(第１回中間的取組状況)(政策統

括官付穀物課水田農業対策室) 

 ◇平成 29年産米の契約・販売状況、

民間在庫の推移等について(平成 30

年 1 月末現在)(政策統括官付農産企

画課) 

28日(水) ◇「平成 29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) 

 ◇「第４回働く人も企業もいきいき

食品産業の働き方改革検討会」の開

催及び一般傍聴について(食料産業

局企画課) 

 ◇野菜の生育状況及び価格見通し
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(平成 30 年３月)について(生産局園

芸作物課) 

 ◇「第８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 29年度浜の活力再生プラン

全国推進会議」開催及び一般傍聴並

びに平成29年度浜の活力再生プラン

優良事例の表彰について(水産庁漁

港漁場整備部防災漁村課環境整備

班) 

 ◇「平成 29 年度 全国資源評価報告

会」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) 

 ◇「平成 29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、同官民協議会インド部会」及

び「同官民協議会ロシア部会・第５

回ロシア極東等農林水産業プラット

フォーム会合」の開催について(大臣

官房国際部海外投資・協力グループ) 

〈法令〉  

２月７日(水) ◇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６号)を公布(平

成 30年３月９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７号)を公布(同日施行) 

19日(月) ◇特定国内種事業に係る届出等に関

する省令の一部を改正する省令(農

林水産省令、環境省令第１号)を公布

(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の一部を改正

する法律の施行の日(平成 30 年６月

１日)から施行) 

28日(水) ◇日本中央競馬会の平成三十事業年

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 38号)を公布(同日施行) 

 

 ３月  

３月１日(木) ◇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室) 

 ◇遺伝子組換えダイズ、トウモロコ

シ、トマト及びファレノプシス(コチ

ョウラン)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) 

 ◇「第 80 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

品安全企画課) 

 ◇ASEANでの食料・農業分野の人材育

成に向けた取組について(大臣官房

国際部海外投資・協力グループ、食

料産業局知的財産課種苗室) 

２日(金) ◇平成 30年度福島イノベーション・

コースト構想に基づく先端農林業ロ

ボット研究開発事業の公募及び公募

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) 

 ◇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５

回)の結果について(水産庁漁政部加

工流通課) 

５日(月) ◇「電子植物検疫証明書(ePhyto)に

関するセミナー」の開催及び参加者

の募集について～紙媒体の証明書か

ら電子的な証明書への転換～(消費

・安全局植物防疫課国際室) 

 ◇「第９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) 

６日(火) ◇上月農林水産大臣政務官の「世界

食品安全会議 2018」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) 

 ◇「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) 

 ◇輸出相手国の残留農薬基準値に対

応した病害虫防除マニュアル(「かん

きつ」、「なし」及び「りんご(有袋

栽培・無袋栽培)」)の公表について

(消費・安全局植物防疫課) 

 ◇「海岸保全施設における水門・陸

閘等の維持管理マニュアル策定検討

委員会」(第５回)の開催及び一般傍

聴について(農村振興局整備部防災
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課) 

 ◇米国ミズーリ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) 

 ◇フランスのサルト県からの生きた

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) 

 ◇「食料・農業・農村政策審議会 農

業農村振興整備部会(平成29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) 

 ◇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) 

 ◇米に関するマンスリーレポート

(平成 30 年３月号)の公表について

(政策統括官付農産企画課) 

７日(水) ◇卸売市場法及び食品流通構造改善

促進法の一部を改正する法律案の説

明会の開催について(食料産業局食

品流通課卸売市場室) 

 ◇ユネスコエコパークへの推薦地の

選定について(大臣官房政策課環境

政策室) 

 ◇「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(大臣官房政

策課環境政策室) 

 ◇「第 35 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

海漁業調整事務所) 

 ◇「第 31 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) 

 ◇「第 28 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) 

 ◇「水稲の作柄に関する委員会(平成

29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) 

８日(木) ◇「第３回テンサイシストセンチュ

ウ対策検討会議」の開催について(消

費・安全局植物防疫課) 

 ◇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) 

９日(金) ◇ジビエ利用モデル地区の選定につ

いて(農村振興局農村政策部農村環

境課鳥獣対策室) 

 ◇第 69回獣医師国家試験(平成 29年

度)の結果について(消費・安全局畜

水産安全管理課) 

 ◇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等に

ついて(大臣官房文書課災害総合対

策室) 

 ◇平成 30 年(第 12 回)「みどりの学

術賞」受賞者の決定について(林野庁

林野庁森林整備部森林利用課山村振

興・緑化推進室) 

 ◇谷合農林水産副大臣の「第 47 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) 

 ◇無断伐採に係る都道府県調査結果

について(林野庁林野庁森林整備部

計画課) 

 ◇「第６回日豪ハイレベル農業対話」

の開催等について(大臣官房国際部

国際地域課) 

 ◇平成30年度食料生産地域再生のた

めの先端技術展開事業のうち社会実

装促進業務委託事業の公募及び公募

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) 

 ◇上月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) 

 ◇上月農林水産大臣政務官の国内出

張について(食料産業局輸出促進課、

消費・安全局総務課) 

 ◇世界農業遺産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) 

12日(月) ◇農業分野における生産技術・ノウ

ハウ等の知的財産としての管理に関

するアンケート調査の結果及び普及

啓発用パンフレットの作成等につい

て(食料産業局知的財産課) 

 ◇米国テキサス州からの生きた家き
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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) 

 ◇第６期・第５回「食育推進評価専

門委員会」の開催及び一般傍聴につ

いて(消費・安全局消費者行政・食育

課) 

 ◇フランスのフィニステール県から

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) 

13日(火) ◇第５回農業の「働き方改革」検討

会の開催及び一般傍聴について(経

営局就農・女性課) 

 ◇卸売市場法及び食品流通構造改善

促進法の一部を改正する法律案の説

明会(東海、近畿ブロック)の開催に

ついて(食料産業局食品流通課卸売

市場室) 

 ◇「第５回働く人も企業もいきいき

食品産業の働き方改革検討会」の開

催及び一般傍聴について(食料産業

局企画課) 

 ◇平成30年度戦略的研究推進事業の

うち異分野・海外動向調査の公募及

び入札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) 

 ◇礒崎農林水産副大臣の「第 12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) 

 ◇平成 29年産米の相対取引価格・数

量について(平成 30 年２月)(政策統

括官付農産企画課) 

14日(水) ◇第26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) 

 ◇「食料・農業・農村政策審議会 第

32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６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) 

15日(木) ◇2018 年(第 12回)「若手外国人農林

水産研究者表彰(通称：Japan Award)」

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官室、

国立研究開発法人国際農林水産業研

究センター) 

 ◇「農業分野におけるデータ契約ガ

イドライン検討会(第 1 回)」の開催

及び一般傍聴について(食料産業極

地的財産課) 

 ◇平成30年度高度先端型技術実装促

進事業に係る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) 

 ◇米先物取引の試験上場に関するシ

ーズンレポート(平成30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) 

 ◇「平成 29 年から 30 年までの冬季

の大雪に関する農林水産省緊急自然

災害対策本部」の設置及び開催につ

いて(大臣官房文書課災害総合対策

室) 

16日(金) ◇齋藤農林水産大臣の国内出張につ

いて(水産庁漁港漁場整備部整備課) 

 ◇大雪による被災農林漁業者への支

援対策について(大臣官房文書課、農

村振興局整備部防災課、林野庁森林

整備部整備課、林野庁森林整備部治

山課、経営局保険監理官、林野庁森

林整備部計画課、水産庁漁政部漁業

保険管理官、経営局金融調整課、林

野庁企画課、水産庁漁政部水産経営

課、経営局就農・女性課、生産局総

務課生産推進室、生産局園芸作物課、

生産局畜産部畜産振興課、生産局畜

産部畜産企画課、農村振興局農村政

策部農村環境課、林野庁森林整備部

整備課造林間伐対策室) 

 ◇谷合農林水産副大臣の国内出張に

ついて(大臣官房文書課災害総合対

策室) 

 ◇「農の雇用事業」の募集を開始し

ます(平成 30 年６月研修開始分)(経

営局就農・女性課) 

 ◇「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28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) 

 ◇「平成 30 年度 食品安全セミナー 

食中毒の発生防止～鶏肉の衛生管理

を題材に～」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
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策課) 

19日(月) ◇「第５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) 

 ◇スウェーデンからの生きた家き

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) 

20日(火) ◇平成 29 年度 日本型直接支払の実

施状況(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) 

 ◇「平成 30年産水稲の 10a当たり平

年収量」について(大臣官房統計部生

産流通消費統計課) 

 ◇「平成 29年度国内外における地理

的表示(GI)の保護に関する活動レポ

ート」の公表について(食料産業局知

的財産課) 

 ◇「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) 

22日(木) ◇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) 

 ◇ドイツからの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) 

 ◇「平成 29年度における高病原性鳥

インフルエンザの発生に係る疫学調

査チーム検討会(第２回)」の開催に

ついて(消費・安全局動物衛生課) 

23日(金) ◇農地転用許可権限等に係る指定市

町村の指定(第７回)について(農村

振興局農村政策部農村計画課) 

 ◇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) 

 ◇「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) 

 ◇「平成 30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(生産局技術普及課

生産資材対策室) 

 ◇齋藤農林水産大臣の「全国水土里

ネット表彰式」への出席について(農

村振興局整備部土地改良企画課、農

村振興局整備部農地資源課経営体育

成基盤整備推進室) 

 ◇「平成 30 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) 

 ◇「漁業取締方針」の公表について

(水産庁資源管理部管理課指導監督

室) 

27日(火) ◇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６回総会の結果に

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) 

 ◇「農業機械の自動走行に関する安

全性確保ガイドライン」の改訂につ

いて(生産局技術普及課) 

 ◇佐藤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) 

28日(水) ◇平成29年度福島県産農産物等流通

実態調査結果について(食料産業局

食品流通課) 

 ◇地理的表示(GI)産品情報発信サイ

トの公開について(食料産業局知的

財産課) 

 ◇野菜の生育状況及び価格見通し

(平成 30 年４月)について(生産局園

芸作物課) 

 ◇「食品製造業・小売業の適正取引

推進ガイドライン ～牛乳・乳製品製

造業～」の策定について(生産局畜産

部牛乳乳製品課、食料産業局企画課) 

 ◇海上における高速通信の普及に向

けて(最終報告)-海上ブロードバン

ド対応関係省庁連絡会議-(水産庁資

源管理部管理課、総務省総合通信基

盤局電波部基幹・衛星移動通課、国

土交通省海事局船員政策課) 

 ◇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の結果につい

て(平成 27年度及び 28年度)(消費・

安全局農産安全管理課農薬対策室) 

 ◇でん粉の需給見通しについて(政
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策統括官付地域作物課) 

 ◇「働く人も企業もいきいき食品産

業の働き方改革検討会」取りまとめ

及びハンドブックの公表について

(食料産業局企画課) 

 ◇平成 30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) 

29日(木) ◇農業知的財産に関する新講座開設

について(農林水産省と近畿大学農

学部の連携事業)(食料産業局知的財

産課) 

 ◇「農村カメラガールズ」との連携

による農村の魅力発信に向けた取組

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) 

 ◇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(農

林水産省大臣官房政策課環境政策

室、国土交通省総合政策局環境政策

課、環境省自然環境局自然環境計画

課) 

 ◇平成28年度の公共建築物の木造率

について(林野庁林政部木材利用課) 

 ◇世界自然遺産小笠原諸島管理計画

の改定について(林野庁森林整備部

森林利用課、林野庁国有林野部経営

企画課) 

 ◇わたしの美しの森 フォトコンテ

ストの表彰について(林野庁国有林

野部経営企画課国有林野総合利用推

進室) 

30日(金) ◇平成29年度「食料品アクセス問題」

に関する全国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29年における国内のクロマグ

ロ養殖実績について(速報値)(水産

庁増殖推進部栽培養殖課、水産庁資

源管理部漁業調整課沿岸・遊漁室) 

 ◇平成29年度食品ロス削減のための

商慣習検討ワーキングチーム(加工

食品の商慣習に関する検討会)の取

りまとめ結果の公表について(食料

産業局バイオマス循環資源課食品産

業環境対策室) 

 ◇「高収益な農業に取り組む現場か

ら学ぶ－土地改良事業の実施地区か

ら－」(第弾)の公表について(農村振

興局整備部設計課) 

 ◇「日ロさけ・ます漁業交渉」の開

催について(水産庁資源管理部国際

課) 

 ◇農業の「働き方改革」検討会取り

まとめ及び別冊参考資料の公表につ

いて(経営局就農・女性課) 

 ◇平成 29年産米の契約・販売状況、

民間在庫の推移等について(平成 30

年 2月末現在)(政策統括官付農産企

画課) 

 ◇信用事業再編強化法に基づき資本

増強を行った宮城県漁協の信用事業

強化計画等の履行状況について(水

産庁漁政部水産経営課) 

 ◇「平成 30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) 

31日(土) ◇「平成 29年度新南極海鯨類科学調

査」の終了について(水産庁資源管理

部国際課捕鯨室) 

〈法令〉  

３月１日(木) ◇愛がん動物用飼料の安全性の確保

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(同日施行) 

２日(金) ◇動物用医薬品等取締規則の一部を

改正する省令(農林水産省令第８号)

を公布(同日施行) 

６日(火) ◇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９号)を公

布(平成 30年４月５日から施行) 

12日(月) ◇研究開発事業計画の認定等に関す

る命令の一部を改正する命令(内閣

府令、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(平成30年４月１日から施行) 

13日(火) ◇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及び独立行

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
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公布(平成 30年４月１日から施行) 

 ◇農業災害補償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

令の整備に関する省令(農林水産省

令第 10号)を公布(平成 30年４月１

日から施行) 

14日(水) ◇平成二十九年六月七日から七月二

十七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

関する政令等の一部を改正する政令

(政令第 46号)を公布(同日施行) 

 ◇平成二十九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 47号)を公布(同日施行) 

16日(金) ◇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48号)

を公布(同日施行) 

23日(金) ◇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30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

(同日施行) 

26日(月) ◇畜産経営の安定に関する法律及び

独立行政法人農畜産業振興機構法の

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等の一部

を改正する政令(政令第61号)を公布

(平成 30年３月 31日から施行) 

 ◇テンサイシストセンチュウの緊急

防除に関する省令(農林水産省令第

12号)を公布(平成 30年４月 25日か

ら施行) 

 ◇畜産経営の安定に関する法律及び

独立行政法人農畜産業振興機構法の

一部を改正する法律の施行に伴う関

係省令の整備に関する省令等の一部

を改正する省令(農林水産省令第 13

号)を公布(平成 30年３月 31日から

施行) 

27日(火) ◇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14号)

を公布(同日施行) 

28日(水) ◇特別会計に関する法律施行令第十

六条第一項第四号の規定に基づく農

業再保険事業等の再保険金等の概算

払の額の限度に関する省令(農林水

産省令第 15号)を公布(平成 30年４

月１日から施行) 

29日(木) ◇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１号)を公布

(農林物資の規格化等に関する法律

及び独立行政法人農林水産消費安全

技術センター法の一部を改正する法

律の施行の日(平成30年４月１日)か

ら施行) 

 ◇農林物資の規格化等に関する法律

及び独立行政法人農林水産消費安全

技術センター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

の整備等に関する省令(農林水産省

令第16号)を公布(農林物資の規格化

等に関する法律及び独立行政法人農

林水産消費安全技術センター法の一

部を改正する法律の施行の日(平成

30年４月１日)から施行) 

30日(金) ◇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 30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 30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施

行規則の一部を改正する省令(農林

水産省令第 17号)を公布(平成 30年

４月１日から施行) 

 ◇農業保険法施行規則の一部を改正

する省令(農林水産省令第18号)を公

布(同日施行) 

 ◇農林水産省組織令の一部を改正す

る政令(政令第 86号)を公布(平成 30

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 97号)を公布(平成
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30年４月１日から施行) 

 ◇中小企業等経営強化法施行令の一

部を改正する政令(政令第 101号)を

公布(平成 30年４月１日から施行) 

 ◇土地改良法施行令等の一部を改正

する政令(政令第102号)を公布(平成

30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 119号)を公布(平成 30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 19号)を公布(平成 30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20号)を公

布(平成 30年４月１日から施行) 

 ◇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 21号)を公布(平成 30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22号)を公

布(平成 30年４月１日から施行) 
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