農政日 誌
(平 成 30 年 ４ 月 １ 日 ～ 平 成 31 年 ３ 月 31 日 )

４月
４月２日(月) ◇「第２回家畜慢性疾病対策推進全
国会議」の開催及び一般傍聴につい
て(消費・安全局動物衛生課)
◇「水産政策審議会 第 76 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 30 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)
◇畜産経営の安定に関する法律に基
づく対象事業者への交付対象数量の
配分及び指定事業者の指定について
(生産局畜産部牛乳乳製品課)
◇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(オーデ
ィエー株式会社)(食料産業局食品流
通課)
３日(火) ◇豪州産輸入大麦に関する食品衛生
法違反事案について(政策統括官付
貿易業務課)
◇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(全国７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)
４日(水) ◇平成29 年度契約分豪州産輸入大麦
のアゾキシストロビンの分析結果に
ついて(政策統括官付貿易業務課)
◇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追加公募及び公
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)
◇「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)
５日(木) ◇「平成 30 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)
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◇新千歳空港における動物検疫所緊
急広報キャンペーンの実施について
(消費・安全局動物衛生課、動物検疫
所北海道・東北支所)
６日(金) ◇「2019 年北京国際園芸博覧会」に
対する公式参加について(農林水産
省生産局園芸作物課花き産業・施設
園芸振興室、国土交通省都市局公園
緑地・景観課緑地環境室)
◇「30 年漁期 TAC(漁獲可能量)設定
に関する意見交換会(さんま、まさば
及びごまさば並びにずわいがに)」の
開催について(水産庁資源管理部管
理課)
◇「食品産業戦略」の公表について
(食料産業局食品製造課)
◇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(日本ビ
ーンズ株式会社)(食料産業局食品製
造課)
◇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(やさい
バス株式会社)(食料産業局食品流通
課)
◇米に関するマンスリーレポート
(平成 30 年４月号)の公表について
(政策統括官付農産企画課)
◇九州における動物検疫所緊急広報
キャンペーンの実施について(消費
・安全局動物衛生課、動物検疫所門
司支所福岡空港出張所、動物検疫所
門司支所鹿児島空港出張所)
◇「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)
９日(月) ◇地理的表示(GI) の登録について
(食料産業局知的財産課)
10 日(火) ◇歴史まちづくり法 10 周年記念シン
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
計画課)
◇東シナ海におけるタンカー沈没事

農

政

日

故による水産資源への影響調査の結
果について(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
・教育機構研究推進部)
◇平成 30 年度(第 19 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
林水産省農林水産技術会議事務局研
究調整課、公益社団法人農林水産・
食品産業技術振興協会)
◇平成 30 年度(第 14 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
議事務局研究調整課)
11 日(水) ◇大分県中津市における山地災害の
学識経験者による現地調査について
(林野庁森林整備部治山課)
12 日(木) ◇齋藤農林水産大臣の「一般社団法
人 JFTD 創立 65 周年記念式典」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)
13 日(金) ◇「子供食堂と地域が連携して進め
る食育活動事例集」の公表について
(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国内出
張について(大臣官房文書課災害総
合対策室)
◇第 28 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 29 年産米の相対取引価格・数
量について(平成 30 年３月)(政策統
括官付農産企画課)
◇礒崎農林水産副大臣の国内出張に
ついて(林野庁治山課)
◇フィンランドからのシカ科動物及
び同科動物由来畜産物の輸入停止措
置について(消費・安全局動物衛生課
国際衛生対策室)
16 日(月) ◇我が国の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)
◇「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(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)
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誌
◇国産食材を使用した飲料の「オリ
ジナルラッピング」自動販売機を設
置(食料産業局企画課)
17 日(火) ◇ドイツ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)
◇食品ロス削減に資する啓発資材の
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、環境省環境再生・資源循環
局総務課)
◇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(水産庁漁
業取締本部(資源管理部管理課漁業取締
管理室))
18 日(水) ◇「平成 30 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)
20 日(金) ◇外国法人等による農地取得に関す
る調査の結果について(経営局農地
政策課)
◇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)
◇第 12 回「みどりの式典」の開催と
「平成 30 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、林野庁林野
庁森林利用課山村振興・緑化推進室)
◇低コスト化・高収益化に資する農
業実用化技術の募集について(生産
局技術普及課)
23 日(月) ◇「第８回ロボット大賞」の募集に
ついて(大臣官房政策課技術政策室)
24 日(火) ◇ハンガリーからの豚、豚肉等の一
時輸入停止措置について(消費・安全
局動物衛生課)
◇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(セント
ラル化成株式会社)(生産局技術普及
課生産資材対策室)
25 日(水) ◇全国農業高校・農業大学校ホーム
ページコンテストで農林水産大臣賞
を受賞した大阪府立農芸高等学校の
学校紹介の省 Web サイトへの掲載に
ついて(経営局就農・女性課)

農

政

日

◇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)
◇「平成 30 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)
◇第４回日越農業協力対話ハイレベ
ル会合等の開催結果について(大臣
官房国際部国際地域課、海外投資・
協力グループ)
26 日(木) ◇大分県中津市における公益社団法
人日本地すべり学会、大分県等との
合同による現地調査について(林野
庁森林整備部治山課)
◇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現地実
証研究委託事業の第２回公募及び公
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)
◇「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」の提言の公表につ
いて(水産庁増殖推進部研究指導課)
27 日(金) ◇福島県産農産物等流通実態調査結
果に基づく指導、助言等について(食
料産業局食品流通課)
◇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地域課)
◇野菜の生育状況及び価格見通し
(平成 30 年５月)について(生産局園
芸作物課)
◇平成 30 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)
◇「平成 28 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)
◇平成 30 年度
「飼料用米多収日本一」
募集開始について(政策統括官付穀
物課)
◇平成 30 年度
「第２回食育活動表彰」
受賞者の決定及び表彰式の開催につ
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誌
いて(消費・安全局消費者行政・食育
課)
◇「日露農業セミナー」及び「平成
30 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」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 29 年産米の契約・販売状況、
民間在庫の推移について(平成 30 年
３月末現在)(政策統括官付農産企画
課)
〈法令〉
４月２日(月) ◇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 24
号)を公布(同日施行。ただし、家畜伝
染病予防法施行規則第 56 条の３、第 56
条の８、第 56 条の９、第 56 条の 27、第
56 条の 32、第 56 条の 34 及び第 56 条の
35 に係る改正規定は平成 31 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 25 号)を公布(同日
施行)
13 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 26 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 27 号)
を公布(同日施行)
23 日(月) ◇漁業センサス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)
25 日(水) ◇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 30 号)を公布
(同日施行)
◇獣医師法施行規則の一部を改正す
る省令(農林水産省令第 29 号)を公布
(同日施行)
27 日(金) ◇独立行政法人水資源機構の業務運
営に関する省令の一部を改正する省
令(厚生労働省令、農林水産省令、経
済産業省令、国土交通省令第２号)を
公布(同日施行)

農

政

日

誌
農村環境対策室)

５月
５月２日(水) ◇雪印種苗株式会社における種苗法
違反に対する再発防止策等の遵守に
ついて(生産局畜産部飼料課)
４日(金) ◇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
推薦に関する国際自然保護連合
(IUCN)の評価結果及び勧告について
(林野庁森林整備部森林利用課)
◇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
推薦に関する国際自然保護連合
(IUCN)の評価結果及び勧告について
(第二報)(林野庁森林整備部森林利
用課)
７日(月) ◇齋藤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)
◇「農の雇用事業」第２回目の募集
を開始します(平成 30 年８月研修開
始分)(経営局就農・女性課)

◇中国向けに日本産精米を輸出でき
る精米工場及びくん蒸倉庫の追加に
ついて(消費・安全局植物防疫課)
10 日(木) ◇国際セミナー「気候変動対応等に
おける植物遺伝資源をめぐる国際状
況」の開催および参加者の募集につ
いて(大臣官房政策課環境政策室)
◇平成29 年度福島県産農産物等流通
実態調査の結果に基づく指導・助言
等に関する中央説明会の開催につい
て(食料産業局食品流通課流通構造
改善班)
◇低糖度対策と糖業の働き方改革に
向けた「さとうきびキャラバン」の
実施について(政策統括官付地域作
物課)
◇第 17 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)

◇「ISC 太平洋クロマグロ MSE(管理
戦略評価)ワークショップ」の開催及
び参加について(水産庁資源管理部
国際課)

11 日(金) ◇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)

◇デンマークからの家きん肉等の一
時輸入停止措置について(消費・安全
局動物衛生課)

14 日(月) ◇「硫黄山噴火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)

８日(火) ◇「第５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)
◇「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)
◇株式会社伴助におけるさんま加工
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)
◇米に関するマンスリーレポート
(平成 30 年５月号)の公表について
(政策統括官付農産企画課)

◇齋藤農林水産大臣とエチェベレ・
アルゼンチン農産業大臣との会談の
結果について(大臣官房国際部国際
地域課、国際経済課国際機構グルー
プ、消費・安全局動物衛生課)
15 日(火) ◇営農型発電設備の設置に係る農地
転用等の取扱いについて(食料産業
局バイオマス循環資源課再生可能エ
ネルギー室、農村振興局農村計画課)
◇「平成 30 年度山地災害防止キャン
ペ－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)

◇「スマイルケア食海外展開プロジ
ェクト 第１回会合」の開催について
(食料産業局食品製造課)

◇スウェーデンからの生きた家き
ん、家きん肉等の一時輸入停止措置
の解除について(消費・安全局動物衛
生課)

９日(水) ◇「世界農業遺産認定記念講演会」
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

◇平成 29 年産米の相対取引価格・数
量について(平成 30 年４月)(政策統
括官付農産企画課)

- 344 -

農

政

日

16 日(水) ◇「第２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)
◇「平成 30 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)
17 日(木) ◇「平成 30 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捕鯨室)
18 日(金) ◇「国産ジビエ認証制度」の制定に
ついて(農村振興局農村政策部農村
環境課鳥獣対策室)
◇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農村計
画課、生産局園芸作物課)
◇「インド洋まぐろ類委員会(IOTC)
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)
◇野中農林水産大臣政務官の「優駿
牝馬(第 79 回オークス)」の表彰式へ
の出席について(生産局畜産部競馬
監督課)
◇「北太平洋溯河性魚類委員会
(NPAFC)第 26 回 年次会合」の開催に
ついて(水産庁資源管理部国際課)
21 日(月) ◇平成 30 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)
22 日(火) ◇「平成 29 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)
◇平成 30 年度「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)
◇国連生物多様性の 10 年「グリーン
ウェイブ 2018」の取組の中間報告に
ついて(林野庁森林整備部森林利用
課)
◇「第 81 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)
◇「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
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製品課)
◇「硫黄山噴火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)
◇諫早湾干拓開門問題に係る福岡高
等裁判所の第２次和解勧告文書発出
について(農村振興局整備部農地資
源課)
23 日(水) ◇「海岸保全施設維持管理マニュア
ル」を改訂 ～水門・陸閘等の効率的
な維持管理の実現に向けて～(農村
振興局整備部防災課)
◇「水産政策審議会 第 88 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)
◇硫黄山噴火に関する支援対策につ
いて(大臣官房文書課など)
◇「食料・農業・農村政策審議会 農
業保険部会(平成 30 年度第１回)」の
開催及び一般傍聴について(経営局
保険課)
24 日(木) ◇「日本農林規格調査会(平成 30 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)
25 日(金) ◇「平成 29 年度水産白書」の公表に
ついて(水産庁漁政部企画課)
◇谷合農林水産副大臣の「東京優駿
(第 85 回日本ダービー)」の表彰式へ
の出席について(生産局畜産部競馬
監督課)
◇平成30 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)
◇野中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)
28 日(月) ◇ 「 北 太 平 洋 溯 河 性 魚 類 委 員 会
(NPAFC)第 26 回 年次会合」の結果に
ついて(水産庁資源管理部国際課)
◇スウェーデンからの生きた家き
ん、家きん肉等の一時輸入停止措置
について(消費・安全局動物衛生課)
◇「インド洋まぐろ類委員会(IOTC)
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)

農

政

日

誌

29 日(火) ◇オーストラリア向け日本産生鮮牛
肉の輸出再開について(消費・安全局
動物衛生課)

宝」(第５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)

◇ベトナム向け日本産玄米の輸出に
ついて～日本からベトナムへ食用の
玄米の輸出が可能となります～(消
費・安全局植物防疫課)

〈法令〉
５月１日(火) ◇家畜改良増殖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)

◇「平成 29 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)

14 日(月) ◇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 32 号)を公布
(同日施行)

◇「第５回持続可能な森林経営に関
する日中韓三か国部長級対話」の開
催について(林野庁森林整備部計画
課海外林業協力室)
◇平成 29 年産米の契約・販売状況、
民間在庫の推移について(平成 30 年
４月末現在)(政策統括官付農産企画
課)
30 日(水) ◇明治 150 年特別トークセッション
「明治期の肉食文化から、IT×畜産
技術がつなぐ未来を語る 80 分！」の
開催について(農林水産技術会議事
務局研究調整課)
◇「第 13 回国際植物防疫条約年次総
会(CPM-13)報告会及び植物検疫措置
に関する新たな国際基準等の提案募
集に関する説明会」の開催及び参加
者の募集について(消費・安全局植物
防疫課国際室)
◇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(太田油
脂株式会社)(生産局畜産部飼料課流
通飼料対策室)
◇平成30 年産米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)
◇フランスのランド県からの生きた
家きん、家きん肉等の一時輸入停止
措置の解除について(消費・安全局動
物衛生課)
31 日(木) ◇「平成 30 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需給情報班)
◇「食料・農業・農村政策審議会 第
33 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)
◇「ディスカバー農山漁村(むら)の
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◇商品先物取引法施行規則の一部を
改正する省令(農林水産省令、経済産
業省令第２号)を公布(同日施行)
18 日(金) ◇農業経営基盤強化促進法等の一部を
改正する法律(法律第23 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。た
だし、附則第２条の規定は、公布の日か
ら施行)
23 日(水) ◇産業競争力強化法等の一部を改正す
る法律(法律第26 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。ただし、
附則第 17 条の規定は公布の日、第２条、
第５条及び第７条の規定並びに附則第
18 条、第 20 条、第 24 条、第 26 条、第
28 条及び第 30 条の規定は公布の日から
起算して９月を超えない範囲内におい
て政令で定める日から施行)
25 日(金) ◇商法及び国際海上物品運送法の一部
を改正する法律(法律第29 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。
ただし、附則第 50 条及び第 52 条の規定
は公布の日から施行)
◇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
する等の法律の一部を改正する法律(法
律第 31 号)を公布(公布の日から起算し
て２年を超えない範囲内において政令
で定める日から施行。ただし、附則第７
条の規定は公布の日から施行)
29 日(火) ◇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33 号)を
公布(同日施行)
30 日(水) ◇不正競争防止法等の一部を改正する
法律(法律第33 号)を公布(公布の日から

農

政

日

起算して１年６月を超えない範囲内に
おいて政令で定める日から施行。ただ
し、附則各号に掲げる規定は、当該各号
に定める日から施行)
◇銀行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 172
号)を公布(平成30 年６月１日から施
行)
◇銀行法施行令等の一部を改正する政
令(政令第 173 号)を公布(銀行法等の
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。ただし、第 14 条
中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附則第 16 条第１項
第９号の２の次に１号を加える改正規
定及び同項に１号を加える改正規定並
びに次条から附則第４条まで並びに附
則第６条、第７条、第９条、第 10 条、
第 12 条、第 13 条、第 15 条、第 16 条、
第 18 条、第 19 条、第 21 条、第 22 条、
第 24 条及び第 25 条の規定は、公布の日
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(銀行法等の一部
を改正する法律の施行の日(平成 30
年６月１日)から施行)
◇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
産省省令第２号)を公布(銀行法等の
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)
◇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34 号)を公
布(銀行法等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)
31(木) ◇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 35 号)を公布(平成 30 年
７月１日から施行)
◇商品先物取引法施行規則の一部を改
正する省令(農林水産省令、経済産業
省令第３号)を公布(銀行法等の一部
を改正する法律の施行の日から施行)
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６月
６月１日(金) ◇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
推薦に関する今後の方針について
(林野庁森林整備部森林利用課)
◇「平成 29 年度森林・林業白書」の
公表について(林野庁林政部企画課)
◇野菜の生育状況及び価格見通し
(平成 30 年６月)について(生産局園
芸作物課)
◇第１回「農業技能実習事業協議会」
の開催について(経営局就農・女性
課)
◇太平洋クロマグロ2017 年生まれの
加入量水準速報(2018 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)
◇上月農林水産大臣政務官の「第 68
回農林水産省賞典安田記念」の表彰
式への出席について(生産局畜産部
競馬監督課)
◇「ディスカバー農山漁村(むら)の
宝」(第５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)
４日(月) ◇「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 )
◇「ウナギの国際的資源保護・管理
に係る第 11 回非公式協議」の開催に
ついて(水産庁増殖推進部漁場資源
課)
◇「第 18 回日中漁業共同委員会第３
回準備会合」の開催について(水産庁
資源管理部国際課)
５日(火) ◇「硫黄山噴火に関する支援対策」
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)
◇米に関するマンスリーレポート
(平成 30 年６月号)の公表について
(政策統括官付農産企画課)
６日(水) ◇「第２回日・オランダ農業協力対
話第１回分科会」の開催について(大
臣官房国際部国際地域課、生産局園

農

政

日

芸作物課)
８日(金) ◇カナダ向け日本産りんご生果実の
新たな植物検疫条件での輸出解禁に
ついて(消費・安全局植物防疫課国際
室)
◇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)
◇平成30 年度戦略的プロジェクト研
究推進事業の再公募について(農林
水産技術会議事務局研究企画課)
◇食料品アクセス困難人口の推計結
果の公表及び推計結果説明会の開催
について(農林水産政策研究所)
◇「第 18 回 日中漁業共同委員会 第
３回 準備会合」の結果について(水
産庁資源管理部国際課)
◇礒崎農林水産副大臣の「AG/SUM :
AGRITECH SUMMIT 2018」への出席に
ついて(農林水産技術会議事務局研
究推進課)
◇平成30 年度
「農業技術功労者表彰」
における候補者の募集開始について
(農林水産省農林水産技術会議事務
局研究調整課、公益社団法人農林水
産・食品産業技術振興協会)
◇大黒天物産株式会社におけるそう
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)
◇「ウナギの国際的資源保護・管理
に係る第 11 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)
◇水産庁漁業取締船・海上保安庁巡
視船による合同展示訓練の実施につ
いて(水産庁漁業取締本部新潟支部
(新潟漁業調整事務所)、水産庁漁業
取締本部(水産庁資源管理部管理課
漁業取締管理室))
11 日(月) ◇「第３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)
◇上月農林水産大臣政務官の国内出
張について(水産庁漁政部加工流通
課)
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◇「国際種子検査協会(ISTA)2018 年
次総会」の開催について(食料産業局
知的財産課)
12 日(火) ◇「第５回持続可能な森林経営に関
する日中韓三か国部長級対話」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)
◇齋藤農林水産大臣等の「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)
13 日(水) ◇水産政策の改革に係る説明会の開
催及び参加者の募集について(水産
庁漁政部企画課)
◇「平成 30 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)
14 日(木) ◇「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)
15 日(金) ◇「第６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)
◇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 年産米の相対取引価格・数
量について(平成 30 年５月)(政策統
括官付農産企画課)
◇葉物野菜の衛生管理の徹底につい
て(消費・安全局食品安全政策課、農
産安全管理課、生産局園芸作物課)
18 日(月) ◇谷合農林水産副大臣の国内出張に
ついて(大臣官房地方課)
◇「平成 30 年度学校の森・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、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)
◇「スマイルケア食海外展開プロジ
ェクト」第２回会合の開催について
(食料産業局食品製造課)
19 日(火) ◇「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

農

政

日

課)
20 日(水) ◇カンボジア政府との二国間クレジ
ット制度(JCM)における REDD+実施ル
ールの合意について(林野庁森林整
備部計画課海外林業協力室)
◇齋藤農林水産大臣の「公益社団法
人日本農業法人協会 第 37 回総会」
への出席について(経営局経営政策
課)
◇第１回産学官連携による食品安全
専門人材育成研究会の開催について
(食料産業局食品製造課食品企業行
動室)
21 日(木) ◇米国テキサス州からの生きた家き
ん、家きん肉等の一時輸入停止措置
の解除について(消費・安全局動物衛
生課)
◇齋藤農林水産大臣の「公益社団法
人 日本獣医師会 第 75 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)
◇礒崎農林水産副大臣の国内出張に
ついて(消費・安全局消費者行政・食
育課)
22 日(金) ◇東日本大震災復旧工事に係る公正
取引委員会からの申入れを踏まえた
再発防止策等について(農村振興局
整備部設計課)
◇青果物輸出全国マッチングセミナ
ーの開催について(生産局園芸作物
課流通加工対策室)
◇「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)
◇「海洋生物資源の保存及び管理に
関する基本計画第１の別に定める
「くろまぐろ」について」の一部改
正について(水産庁資源管理部管理
課)
◇「南インド洋漁業協定(SIOFA)第５
回締約国会議」の開催について(水産
庁資源管理部国際課)
25 日(月) ◇「農の雇用事業」第３回目の募集
を開始します(平成 30 年 11 月研修開
始分)(経営局就農・女性課)
◇「北太平洋漁業委員会(NPFC)第４
回年次会合」の開催について(水産庁
資源管理部国際課)
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◇「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)
◇齋藤農林水産大臣の「全国農業共
済組合連合会第１回通常総会」への
出席について(経営局保険監理官)
26 日(火) ◇「平成 30 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)
◇平成 30 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)
◇平成 29 年産米の契約・販売状況、
民間在庫の推移について(平成 30 年
５月末現在)(政策統括官付農産企画
課)
27 日(水) ◇齋藤農林水産大臣の「第２回日本
サービス大賞」表彰式への出席につ
いて(食料産業局食品流通課)
◇農業イノベーションのための技術
提案の募集等について(第１回)(農
林水産省大臣官房政策課技術政策
室、イノベーション創出グループ)
◇礒崎農林水産副大臣の「第 46 回全
国豆類経営改善共励会表彰式」の出
席について(政策統括官付穀物課)
◇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)
28 日(木) ◇「日モロッコ漁業協議」の結果に
ついて(水産庁資源管理部国際課)
◇第 18 回「聞き書き甲子園」に協力
いただく市町村の公募について(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)
◇主要な特用林産物の平成29 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)
29 日(金) ◇アルゼンチン向け日本産生鮮牛肉
の輸出解禁について(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 30 年７月)について(生産局園
芸作物課)
◇中山間地域等直接支払制度の第４

農

政

日

期対策の中間年評価の結果について
(農村振興局農村政策部地域振興課
中山間地域室)
◇農業データ連携基盤に関する全国
ブロック説明会の開催について(大
臣官房政策課技術政策室)
◇農林水産関係の公共建築物等にお
けるアスベスト使用実態調査(第５
回)結果について(大臣官房政策課環
境政策室)
◇平成 30 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)
◇「Let’s！和ごはんプロジェクト」
の開始について(食料産業局食文化
・市場開拓課和食室)
◇平成 29 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、穀物課水田農業対策室)
◇齋藤農林水産大臣の「第４回 次世
代農業サミット」への出席について
(経営局経営政策課)
◇齋藤農林水産大臣の「青果物輸出
全国マッチングセミナー」への出席
について(生産局園芸作物課流通加
工対策室)
〈法令〉
６月１日(金) ◇森林経営管理法(法律第 35 号)を公布
(平成 31 年４月１日から施行。ただし、
附則第６条の規定は公布の日から施行)
◇独立行政法人農林漁業信用基金法の
一部を改正する法律(法律第 36 号)を公
布(同日施行。ただし、第 12 条に１項を
加える改正規定及び第 15 条第２号の改
正規定並びに附則第４条中林業経営基
盤の強化等の促進のための資金の融通
等に関する暫定措置法第７条の表第 15
条第２号の項の改正規定は森林経営管
理法の施行の日から施行)
◇地域再生法の一部を改正する法律(法
律第 38 号)を公布(平成 30 年４月１日又
はこの法律の公布の日のいずれか遅い
日から施行)
◇海外社会資本事業への我が国事業者
の参入の促進に関する法律(法律第 40
号)を公布(公布の日から起算して３月
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を超えない範囲内において政令で定め
る日から施行)
◇地域再生法施行令等の一部を改正す
る政令(政令第 178 号)を公布(同日施行)
◇独立行政法人農林漁業信用基金法
施行規則(財務省令、農林水産省令
第２号)を公布(同日施行)
◇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 36 号)を公布(同日施行)
◇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(農林水産省令、国土交通省令第１
号)を公布(同日施行)
５日(火) ◇生産性向上特別措置法施行規則
(内閣府令、公正取引委員会規則、個
人情報保護委員会規則、総務省令、
法務省令、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第１号)を公
布(生産性向上特別措置法の施行の
日(平成 30 年６月６日)から施行)
◇生産性向上特別措置法施行令(政令第
181 号)を公布(法の施行の日(平成 30 年
６月６日)から施行)
６日(水) ◇民法の一部を改正する法律及び民法
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の施行に伴う
関係政令の整備に関する政令(政令第
183 号)を公布(民法の一部を改正する法
律の施行の日(平成 32 年４月１日)から
施行)
８日(金) ◇土地改良法の一部を改正する法律(法
律第43号)を公布(平成31 年４月１日か
ら施行。ただし、附則第９条の規定は公
布の日から施行)
13 日(水) ◇エネルギーの使用の合理化等に関す
る法律の一部を改正する法律(法律第 45
号)を公布(公布の日から起算して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。ただし、附則第３条及び第
８条の規定は公布の日から施行)
◇気候変動適応法(法律第 50 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。ただし、附則第２条の規定は公布の
日から施行)

農

政

日

15 日(金) ◇災害救助法の一部を改正する法律(法
律第 52 号)を公布(平成 31 年４月１日か
ら施行。ただし、附則第４条の規定は、
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の公布の日又はこ
の法律の施行の日のいずれか遅い日から
施行)
◇農薬取締法の一部を改正する法律(法
律第 53 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。ただし、附則各号に
掲げる規定は、当該各号に定める日から
施行)
20 日(水) ◇民法の一部を改正する法律(法律第 59
号)を公布(平成 34 年４月１日から施行。
ただし、
附則第 26 条の規定は公布の日か
ら施行)
22 日(金) ◇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(法律第 62
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。ただし、附則各号に掲げる規
定は、当該各号に定める日から施行))
◇美しく豊かな自然を保護するための
海岸における良好な景観及び環境の保全
に係る海岸漂着物等の処理等の推進に関
する法律の一部を改正する法律(法律第
64 号)を公布(同日施行)
25 日(月) ◇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 37 号)を公布(同日施行)
27 日(水) ◇都市農地の貸借の円滑化に関する法
律(法律第 68 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)
◇家畜伝染病予防法施行規則の一部
を改正する省令(農林水産省令第 38
号)を公布(同日施行)
28 日(木) ◇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施行規則
(農林水産省令第 39 号)を公布(同日
施行)
29 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 41 号)を公布(平成 30
年７月１日から施行。ただし、別表
第４中西部太平洋条約海域、東部太
平洋条約海域、インド洋協定海域又
は大西洋条約海域の項の改正規定
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は、平成 31 年１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 42 号)を公布
(同日施行)
◇大臣管理量に係るくろまぐろの採
捕の停止に関する省令(農林水産省
令第 40 号)を公布(公布の日から起算
して 20 日を経過した日から施行)

７月
７月２日(月) ◇野中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)
◇「南インド洋漁業協定(SIOFA)第５
回 締約国会議」の結果について(水
産庁資源管理部国際課)
◇「食料・農業・農村政策審議会 家
畜衛生部会 第 67 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)
◇「日中民間緑化協力委員会第 19 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)
◇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７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 30 年度畜産環境シンポジウ
ム～窒素の規制強化に対応した汚水
処理の推進～」の開催及び参加申込
者の募集について(生産局畜産部畜
産振興課)
３日(火) ◇
「平成 30 年(2018 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)
４日(水) ◇「林政審議会」の開催及び一般傍
聴について(林野庁林政部林政課)
◇「日中民間緑化協力委員会第 19 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)
５日(木) ◇「北太平洋漁業委員会(NPFC)第４
回年次会合」の結果について(水産庁
資源管理部国際課)

農

政

日

◇「農業分野におけるデータ契約ガ
イドライン検討会(第２回)」の開催
及び一般傍聴について(食料産業局
知的財産課)
◇フランスのジェール県、ロワール
・アトランティック県及びドゥ・セ
ーブル県からの生きた家きん、家き
ん肉等の一時輸入停止措置の解除に
ついて(消費・安全局動物衛生課)
６日(金) ◇「台風第７号と前線等による大雨
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 30 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)
◇米に関するマンスリーレポート
(平成 30 年７月号)の公表について
(政策統括官付農産企画課)
◇第７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)
７日(土) ◇「台風第７号及び前線等による大
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)
８日(日) ◇「台風第７号及び前線等による大
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)
９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)
◇「夏休み 2018 宿題・自由研究大作
戦！」の出展参加について(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)
◇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)
10 日(火) ◇「台風第７号及び前線等による大
雨に関する農林水産省緊急自然災害
対策本部」の第４回会合の開催につ
いて(大臣官房文書課災害総合対策
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室)
◇「知」の集積と活用の場 産学官連
携協議会 平成 30 年度定時総会及び
ポスターセッションの開催及び参加
者募集について(農林水産技術会議
事務局研究推進課産学連携室)
11 日(水) ◇「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)
◇「地域の漁業を見て・知って・活
かす DB」
の公開について(大臣官房統
計部経営・構造統計課センサス統計
室)
◇農業イノベーションのための技術
提案の募集等について(第１回(畜
産))(大臣官房政策課技術政策室、イ
ノベーション創出グループ)
◇野中農林水産大臣政務官の国内出
張について(生産局技術普及課、畜産
振興課)
◇「平成 30 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)
◇「台風第７号及び前線等による大
雨に関する農林水産省緊急自然災害
対策本部」の第５回会合の開催につ
いて(大臣官房文書課災害総合対策
室)
12 日(木) ◇平成30 年７月豪雨における食料の
プッシュ型支援について(食料産業
局総務課、産業連携課、食品製造課
食品企業行動室)
◇フランスのヴァル・ドワーズ県か
らの生きた家きん、家きん肉等の一
時輸入停止措置について(消費・安全
局動物衛生課)
◇「台風第７号及び前線等による大
雨に関する農林水産省緊急自然災害
対策本部」の第６回会合の開催につ
いて(大臣官房文書課災害総合対策
室)
13 日(金) ◇「平成 30 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)
◇「ウナギの国際的資源保護・管理
に係る第 11 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

農

政

日

部漁場資源課)
◇平成 29 年産米の相対取引価格・数
量について(平成 30 年６月)(政策統
括官付農産企画課)
◇「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)
◇「台風第７号及び前線等による大
雨に関する農林水産省緊急自然災害
対策本部」の第７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30 年７月豪雨を受けた食品表
示法に基づく食品表示基準の運用に
ついて(農林水産省消費・安全局消費
者行政・食育課食品表示・規格監視
室、消費者庁表示対策課、厚生労働
省健康局がん・疾病対策課)
14 日(土) ◇「台風第７号及び前線等による大
雨に関する農林水産省緊急自然災害
対策本部」の第８回会合の開催につ
いて(大臣官房文書課災害総合対策
室)
15 日(日) ◇「台風第７号及び前線等による大
雨に関する農林水産省緊急自然災害
対策本部」の第９回会合の開催につ
いて(大臣官房文書課災害総合対策
室)
16 日(月) ◇「台風第７号及び前線等による大
雨に関する農林水産省緊急自然災害
対策本部」の第 10 回会合の開催につ
いて(大臣官房文書課災害総合対策
室)
◇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」の適用について(大臣官房文書課
災害総合対策室)
◇平成30 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
など)
17 日(火) ◇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)
◇「ディスカバー農山漁村(むら)の
宝」現地調査の実施について(農村振
興局農村政策部都市農村交流課)
◇遺伝子組換えトウモロコシの第一
種使用等に関する審査結果について
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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)
◇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)
19 日(木) ◇「台風第７号及び前線等による大
雨に関する農林水産省緊急自然災害
対策本部」の第 11 回会合の開催につ
いて(大臣官房文書課災害総合対策
室)
◇「第 10 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)
20 日(金) ◇「食と農林漁業大学生アワード
2018」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)
◇「平成 30 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)
◇「フード・アクション・ニッポン
アワード 2018」
の募集について(食料
産業局食文化・市場開拓課)
◇「漁業・水産業で活躍する女性を
応援するプロジェクト」の名称の公
募について(水産庁増殖推進部研究
指導課)
◇「食料・農業・農村政策審議会 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)
◇「台風第７号及び前線等による大
雨に関する農林水産省緊急自然災害
対策本部」
の第12 回会合について(大
臣官房文書課災害総合対策室)
24 日(火) ◇平成 30 年５月 20 日から７月 10 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の指定につい
て(大臣官房文書課災害総合対策室)
◇広島県及び愛媛県における山地災
害の学識経験者による現地調査につ
いて(林野庁森林整備部治山課)」
◇平成30 年度イノベーション創出強
化研究推進事業のうち緊急対応課題
の第２回公募について(農林水産省
農林水産技術会議事務局研究推進課
産学連携室、国立研究開発法人農業

農

政

日

食品産業技術総合研究機構生物系特
定産業技術研究支援センターイノベ
ーション創出課、農林水産省消費・
安全局植物防疫課、農林水産省農林
水産技術会議事務局研究統括官(生
産技術)室)
◇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、食料産業局輸出促進課)
◇「第１回 農作物栽培高度化施設の
基準に係る検討会」の開催及び一般
傍聴について(経営局農地政策課)
25 日(水) ◇「全国森林計画(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)
◇「平成 30 年度 病害虫発生予報第 5
号(水稲及び平成 30 年７月豪雨関
係)」の発表について(消費・安全局
植物防疫課)
◇「第 17 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、
聞き書き甲子園実行委員会事務局)
◇「農業現場における新技術の実装
に向けたマッチングミーティング
(第１回：米)」～農業者と技術提案
者との直接対話によるニーズと技術
のマッチング～の開催について(大
臣官房政策課)
26 日(木) ◇「食料・農業・農村政策審議会 農
業農村振興整備部会(平成 30 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)
◇「台風第７号及び前線等による大
雨に関する農林水産省緊急自然災害
対策本部」
の第13 回会合について(大
臣官房文書課災害総合対策室)
27 日(金) ◇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27～28 年度)の公表について(消費
・安全局食品安全政策課)
◇上月農林水産大臣政務官の国内出
張について(政策統括官付農産企画
課、大臣官房文書課災害総合対策室)
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◇平成 29 年産米の契約・販売状況、
民間在庫の推移について(平成 30 年
６月末現在)(政策統括官付農産企画
課)
29 日(日) ◇「台風第７号及び前線等による大
雨に関する農林水産省緊急自然災害
対策本部」
の第14 回会合について(大
臣官房文書課災害総合対策室)
30 日(月) ◇「台風第７号及び前線等による大
雨に関する農林水産省緊急自然災害
対策本部」
の第15 回会合について(大
臣官房文書課災害総合対策室)
◇「水産政策審議会 第 89 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 30 年度第１回自然再生専門
家会議」の開催について(大臣官房政
策課環境政策室)
◇平成 30 年「農作業安全ポスターデ
ザインコンテスト」の受賞作品の決
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)
◇「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、環境省環
境再生・資源循環局総務課リサイク
ル推進室、経済産業省産業技術環境
局資源循環経済課)
◇諫早湾干拓開門問題に係る請求異
議訴訟の判決について(農村振興局
整備部農地資源課)
31 日(火) ◇「第 17 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)
◇平成 30 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
所資源管理部、資源環境部)
◇「第９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
催及び一般参加について(水産庁資
源管理部管理課)
◇第１回 農業分野における小型無
人航空機の利活用拡大に向けた検討
会の開催及び一般傍聴について(消

農

政

日

費・安全局植物防疫課)
◇上月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)
◇「平成 30 年秋の農作業安全確認運
動」の実施及び「平成 30 年秋の農作
業安全確認運動推進会議」の開催に
ついて(生産局技術普及課生産資材
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)
〈法令〉
７月２日(月) ◇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 43 号)を公布(同日
施行)
６日(金) ◇環太平洋パートナーシップ協定の締
結に伴う関係法律の整備に関する法律
の一部を改正する法律(法律第 70 号)を
公布(同日施行。ただし、附則各号に掲
げる規定は、当該各号に定める日から施
行)
◇産業競争力強化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
198 号)を公布
◇産業競争力強化法等の一部を改正す
る法律の施行に伴う関係政令の整備等
及び経過措置に関する政令(政令第 199
号)を公布(改正法の施行の日(平成30 年
７月９日)から施行)
◇産業競争力強化法施行規則(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(産業競争力
強化法等の一部を改正する法律の施
行の日(平成 30 年７月９日)から施
行)
◇経営力向上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
第１号)を公布(産業競争力強化法等
の一部を改正する法律の施行の日
(平成 30 年７月９日)から施行)
◇中小企業等経営強化法第二十六条
第一項に規定する事業分野別経営力
向上推進業務を行う者の認定等に関
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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、国土交通省令第２号)を公布
(産業競争力強化法等の一部を改正
する法律の施行の日(平成 30 年７月
９日)から施行)
◇農業協同組合及び農業協同組合連
合会の信用事業に関する命令等の一
部を改正する命令(内閣府令、農林水
産省令第３号)を公布(産業競争力強
化法等の一部を改正する法律の施行
の日(平成 30 年７月９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(産業競
争力強化法等の一部を改正する法律
の施行の日(平成30 年７月９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 44 号)
を公布(産業競争力強化法等の一部
を改正する法律の施行の日(平成 30
年７月９日)から施行)
11 日(水) ◇畜産経営の安定に関する法律施行令
等の一部を改正する政令の一部を改正
する政令(政令第 206 号)を公布(同日施
行)
13 日(金) ◇民法及び家事事件手続法の一部を改
正する法律(法律第72 号)を公布(公布の
日から起算して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。ただ
し、附則各号に掲げる規定は、当該各号
に定める日から施行)
◇ギャンブル等依存症対策基本法(法律
第 74 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)
◇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４号)を公布(平成 30 年７月 17
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

農

政

日

第１号)を公布(同日施行)

誌

８月

19 日(木) ◇農業協同組合法施行規則の一部を
改正する省令(農林水産省令第 45 号)
を公布(同日施行)
◇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 46
号)を公布(同日施行)
23 日(月) ◇畜産経営の安定に関する法律施行
規則等の一部を改正する省令の一部
を改正する省令(農林水産省令第 47
号)を公布(同日施行)
◇関税暫定措置法施行令第三十二条
第二項第二号の農林水産省令で定め
る方法を定める省令(農林水産省令
第48 号)を公布(環太平洋パートナー
シップ協定の締結及び環太平洋パー
トナーシップに関する包括的及び先
進的な協定の締結に伴う関係法律の
整備に関する法律の施行の日から施
行)
◇砂糖及びでん粉の価格調整に関す
る法律施行規則等の一部を改正する
省令の一部を改正する省令(農林水
産省令第 49 号)を公布(同日施行)
25 日(水) ◇公職選挙法の一部を改正する法律(法
律第 75 号)を公布(公布の日から起算し
て３月を経過した日から施行)
◇北方地域旧漁業権者等に対する特別
措置に関する法律の一部を改正する法
律(法律第 77 号)を公布(平成 31 年４月
１日から施行)
27 日(金) ◇平成三十年五月二十日から七月十日
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 226 号)を公布(同日施行)
◇農業の担い手に対する経営安定の
ための交付金の交付に関する法律施
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(同日施行)
31 日(火) ◇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51 号)を公
布(同日施行)

８月１日(水) ◇「平成 30 年度北西太平洋鯨類科学
調査(オホーツク海側沿岸域調査)」
の実施について(水産庁資源管理部
国際課捕鯨室)
◇オランダからの生きた家きん、家
きん肉等の一時輸入停止措置の解除
について(消費・安全局動物衛生課)
◇証券監督者国際機構(IOSCO)によ
る「商品倉庫および受渡施設の健全
な慣行」の協議用報告書の公表につ
いて(食料産業局食品流通課商品取
引室)
◇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、国際地域課、食
料産業局輸出促進課)
２日(木) ◇「台風第７号及び前線等による大
雨に関する農林水産省緊急自然災害
対策本部」
の第16 回会合について(大
臣官房文書課災害総合対策室)
３日(金) ◇平成30 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
など)
◇野菜の生育状況及び価格見通し
(平成 30 年８月)について(生産局園
芸作物課)
◇礒崎農林水産副大臣の国内出張に
ついて(経営局協同組織課)
◇直轄災害復旧事業「南予用水地区」
の着工について(農村振興局整備部
防災課)
６日(月) ◇地理的表示(GI) の登録について
(食料産業局知的財産課)
◇フランスのメーヌ・エ・ロワール
県、モルビアン県及びヴァンデ県か
らの生きた家きん、家きん肉等の一
時輸入停止措置の解除について(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、生産局畜産部畜産企画課、
林野庁国有林野部経営企画課)
７日(火) ◇「農林水産物・食品輸出促進合同
チーム」の開催について(食料産業局
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農

政

日

輸出促進課)
◇マレーシアからの家きん肉等の一
時輸入停止措置について(消費・安全
局動物衛生課)
◇「平成 30 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)
◇米に関するマンスリーレポート
(平成 30 年８月号)の公表について
(政策統括官付農産企画課)
◇獣医師法第８条第２項の規定に基
づく「獣医師の業務停止処分」につ
いて(消費・安全局畜水産安全管理
課)
８日(水) ◇「東アジア植物品種保護フォーラ
ム」における 10 年戦略の採択につい
て(食料産業局知的財産課種苗室)
◇「平成 30 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)
◇「平成 30 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)
◇上月農林水産大臣政務官の国内出
張について(農林水産省大臣官房文
書課災害総合対策室、復興庁広報担
当)
◇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)
◇平成 29 年度食料自給率・食料自給
力指標について(大臣官房政策課食
料安全保障室)
10 日(金) ◇「平成 30 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)
◇食品中のピロリジジンアルカロイ
ド類の含有実態調査結果について
(消費・安全局畜水産安全管理課、食
品安全政策課)
◇平成29 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
業課事業マネジメント推進室、環境
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誌
省環境再生・資源循環局廃棄物適正
処理推進課浄化槽推進室)
◇「食料・農業・農村政策審議会 家
畜衛生部会 第 11 回プリオン病小委
員会」の開催及び一般傍聴について
(消費・安全局動物衛生課)
◇
「アグリビジネス創出フェア 2018」
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2018 事務局(株式会社フジヤ内))
◇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
社ユカシカド)(食料産業局食品製造
課)
◇谷合農林水産副大臣の国内出張に
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)
14 日(火) ◇平成30 年度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)
◇平成 29 年産米の相対取引価格・数
量について(平成 30 年７月)(政策統
括官付農産企画課)
15 日(水) ◇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 30 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(生産局農業環
境対策課)
17 日(金) ◇上月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、食料産業局輸出促進課)
◇野中農林水産大臣政務官の国内出
張について(政策統括官付地域作物
課)
◇「第３回食育活動表彰～平成 31 年
度～」募集開始について(消費・安全
局消費者行政・食育課)
20 日(月) ◇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)
21 日(火) ◇上月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、食料産業局輸出促進課)
◇野中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)

農

政

日

◇米国ミズーリ州からの生きた家き
ん、家きん肉等の一時輸入停止措置
の解除について(消費・安全局動物衛
生課)
◇被災した農地・農業用施設等の迅
速な復旧工事について(農村振興局
整備部防災課災害対策室)
◇平成30 年７月豪雨に係る災害査定
の実施について(農村振興局整備部
防災課災害対策室)
22 日(水) ◇「平成 30 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)
◇「平成 30 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)

誌
臣感謝状の授与について(経営局就
農・女性課)
◇上月農林水産大臣政務官の「フラ
ワーサミット 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)
30 日(木) ◇「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)
◇「平成 30 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)
◇「第８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)

23 日(木) ◇「水産政策審議会 第１回 くろま
ぐろ部会」の開催及び一般傍聴につ
いて(水産庁資源管理部管理課)

◇「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)

◇「全米熱帯まぐろ類委員会(IATTC)
第 93 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)

31 日(金) ◇GFP コミュニティサイトの設立及
びGFP 登録式の開催について(食料産
業局輸出促進課)

27 日(月) ◇農業競争力強化支援法に基づく施
行１年後調査の公表について(生産
局技術普及課生産資材対策室)

◇タイ向けに日本産かんきつ類を輸
出できる生産地域の追加について
(消費・安全局植物防疫課国際室)

◇谷合農林水産副大臣の国内出張に
ついて(水産庁資源管理部国際課)

◇食品中のピロリジジンアルカロイ
ド類の含有実態調査結果について
(第２報)(消費・安全局農産安全管理
課)」

◇平成30 年７月豪雨において飲食料
品等を提供していただいた方々への
大臣感謝状の交付について(食料産
業局企画課)
28 日(火) ◇齋藤農林水産大臣の国内出張につ
いて(経営局就農・女性課)
◇「第２回 農作物栽培高度化施設の
基準に係る検討会」の開催及び一般
傍聴について(経営局農地政策課)
◇平成 29 年産米の契約・販売状況、
民間在庫の推移について(平成 30 年
７月末現在)(政策統括官付農産企画
課)
◇「第８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)
29 日(水) ◇第 100 回全国高校野球選手権記念
大会において準優勝した秋田県立金
足農業高等学校に対する農林水産大
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◇「中西部太平洋まぐろ類委員会
(WCPFC)第 14 回北小委員会」の開催
について(水産庁資源管理部国際課)
◇第11 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)
◇平成30 年度イノベーション創出強
化研究推進事業のうち緊急対応課題
(第２回)の採択課題決定について
(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、国立研究
開発法人農業・食品産業技術総合研
究機構生物系特定産業技術研究支援
センターイノベーション創出課、農
林水産省消費・安全局植物防疫課、

農

政

日

農林水産省農林水産技術会議事務局
研究統括官(生産技術)室)
◇「平成 30 年度北西太平洋鯨類科学
調査(オホーツク海側沿岸域調査)」
の終了について(水産庁資源管理部
国際課捕鯨室)
◇「平成 30 年度 越境性動物疾病防
疫対策推進会議」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31 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 31 年度組織・定員要求につい
て(大臣官房秘書課)
◇平成31 年度税制改正要望について
(経営局総務課調整室)
◇「全米熱帯まぐろ類委員会(IATTC)
第 93 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)
◇スマート農業技術カタログの公表
について(大臣官房政策課技術政策
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)
◇「スマート農業加速化実証プロジ
ェクト等に関する全国ブロック説明
会」の開催について(農林水産技術会
議事務局研究推進課)
〈法令〉
８月１日(水) ◇都市農地の貸借の円滑化に関する法
律の施行期日を定める政令(政令第 233
号)を公布
◇都市農地の貸借の円滑化に関する法
律施行令(政令第 234 号)を公布(法の施
行の日(平成 30 年９月１日)から施行)
◇家畜保健衛生所法施行令の一部を改
正する政令(政令第 235 号)を公布(平成
31 年４月１日から施行)
３日(金) ◇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 52 号)を公布
(同日施行)
15 日(水) ◇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５号)を公布(平成30 年８月
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誌
16 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53 号)を公
布(平成 30 年８月 16 日から施行)
◇銀行法施行令等の一部を改正する政
令(政令第242 号)を公布(平成30 年８月
16 日から施行)
20 日(月) ◇海外社会資本事業への我が国事業者
の参入の促進に関する法律の施行期日
を定める政令(政令第 243 号)を公布
22 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３号)を
公布(同日施行)
24 日(金) ◇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４号)を
公布(海外社会資本事業への我が国
事業者の参入の促進に関する法律の
施行の日(平成 30 年８月 31 日)から
施行)
28 日(火) ◇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２号)を公布
(都市農地の貸借の円滑化に関する
法律の施行の日(平成30 年９月１日)
から施行)
◇都市農地の貸借の円滑化に関する
法律施行規則(農林水産省令第 54 号)
を公布(法の施行の日(平成30 年９月
１日)から施行)
◇都市農地の貸借の円滑化に関する
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55 号)を公布(都市農地の貸借の
円滑化に関する法律の施行の日(平
成 30 年９月１日)から施行)
31 日(金) ◇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56 号)を公
布(同日施行)

農

政

日

◇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57 号)を公布(海外社会
資本事業への我が国事業者の参入の
促進に関する法律の施行の日(平成
30 年８月 31 日)から施行)

９月
９月３日(月) ◇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)
◇「第９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)
◇上月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)
◇「食料・農業・農村政策審議会 食
料産業部会」の開催及び一般傍聴に
ついて(食料産業局企画課)
◇「農業現場における新技術の実装
に向けたマッチングミーティング
(第２回：野菜)」～農業者と技術提
案者との直接対話によるニーズと技
術のマッチング～の開催について
(大臣官房政策課)
４日(火) ◇新たな JAS マークの一般投票開始
について(食料産業局食品製造課基
準認証室)
◇「知」の集積と活用の場 産学官連
携協議会 シンポジウム「十勝から発
信！農業×技術×オープンイノベー
ションが拓く未来」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)
◇「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)
◇「農業資材審議会 農薬分科会(第
18 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)
５日(水) ◇高度衛生管理基本計画(博多地区)
の変更について(水産庁漁港漁場整
備部計画課)
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誌
◇農業競争力強化支援法に基づく施
行１年後調査の公表について(農産
物流通等の状況)(食料産業局食品流
通課、食品製造課)
６日(木) ◇全国ため池緊急点検の結果につい
て(農村振興局整備部防災課)
◇平成 30 年度「森の名手・名人」、
「海・川の名人」の選定及び「第 17
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)
７日(金) ◇国産ジビエ認証施設の第１号認証
について(「京丹波自然工房」(株式
会社 ART CUBE))(農村振興局農村政
策部農村環境課鳥獣対策室)
◇フランスのノール県、フィニステ
ール県、ロット・エ・ガロンヌ県及
びサルト県からの生きた家きん、家
きん肉等の一時輸入停止措置の解除
について(消費・安全局動物衛生課)
◇農村地域の定住条件の強化に関す
る相談窓口の設置及び取組事例の公
表について(農村振興局農村計画課
農村政策推進室)
◇平成30 年７月豪雨により被害を受
けた広島県東広島市における直轄治
山災害関連緊急事業の実施について
(林野庁森林整備部治山課山地災害
対策室)
◇平成 29 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)
◇「日本、中国、韓国による森林空
間における保養活動推進フォーラ
ム」の開催及び参加募集について(林
野庁森林整備部森林利用課山村振興
・緑化推進室)
◇平成29 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)
◇平成 29 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)
◇「農業分野におけるデータ契約ガ
イドライン検討会(第３回)」の開催
及び一般傍聴について(食料産業局

農

政

日

知的財産課)
◇「平成 29 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)
◇農協系統金融機関の平成29 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)

誌
府屋内出展基本方針について(生産
局園芸作物課花き産業・施設園芸振
興室)
◇「食料・農業・農村政策審議会 家
畜衛生部会 第 28 回牛豚等疾病小委
員会」の開催について(消費・安全局
動物衛生課)

◇米に関するマンスリーレポート
(平成 30 年９月号)の公表について
(政策統括官付農産企画課)

◇米国カリフォルニア州からの生き
た家きん、家きん肉等の輸入一時停
止措置について(消費・安全局動物衛
生課)

◇漁協系統金融機関の平成29 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)

◇「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)

◇谷合農林水産副大臣の海外出張に
ついて(水産庁資源管理部国際課捕
鯨室)
◇上月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)
◇「国際捕鯨委員会(IWC)第 67 回総
会」の開催について(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 14 回北小委員会」の結果
について(水産庁資源管理部国際課)
◇平成30 年北海道胆振東部地震にお
ける食料のプッシュ型支援について
(食料産業局食品製造課食品企業行
動室)
◇平成30 年北海道胆振東部地震を受
けた食品表示法に基づく食品表示基
準の弾力的運用について(農林水産
省消費・安全局消費者行政・食育課
食品表示・規格監視室、消費者庁表
示対策課、厚生労働省健康局がん・
疾病対策課)
９日(日) ◇岐阜県における豚コレラの患畜の
確認及び「農林水産省豚コレラ防疫
対策本部」の開催について(消費・安
全局動物衛生課)
◇野中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)
◇「農林水産省豚コレラ防疫対策本
部」における対応方針の決定につい
て(消費・安全局動物衛生課)
10 日(月) ◇「2019 年北京国際園芸博覧会」政
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◇「水産政策審議会 第 77 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)
11 日(火) ◇上月農林水産大臣政務官の国内出
張について(食料産業局企画課、農林
水産技術会議事務局研究推進課)
◇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)
◇「農林水産物・食品輸出促進合同
チーム」による今後の取組について
(食料産業局輸出促進課)
12 日(水) ◇「平成 30 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)
◇直轄災害復旧事業「勇払東部地区」
の着手について(農村振興局整備部
防災課災害対策室)
13 日(木) ◇高度衛生管理基本計画(銚子地区)
の変更について(水産庁漁港漁場整
備部計画課)
◇「平成 30 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)
14 日(金) ◇GAP 情報サイト「Good な農業！
GAP-info(ギャップインフォ)」の公
開について(生産局農業環境対策課)
◇平成30 年北海道胆振東部地震によ
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

政

日

◇野菜の生育状況及び価格見通し
(平成 30 年９月後半)について(生産
局園芸作物課)

誌
◇「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)

◇ベルギーからの豚肉等の一時輸入
停止措置について(消費・安全局動物
衛生課)

19 日(水) ◇農地転用許可権限等に係る指定市
町村の指定(第８回)について(農村
振興局農村政策部農村計画課)

◇平成 29 年産米の相対取引価格・数
量について(平成 30 年８月)(政策統
括官付農産企画課)

◇「北西大西洋漁業機関(NAFO)第 40
回年次会合」の開催について(水産庁
資源管理部国際課)

◇産地・港湾の連携による農林水産
物・食品の更なる輸出促進等～産地
・港湾連携プロジェクト～について
(農林水産省食料産業局輸出促進課、
農林水産省大臣官房政策課技術政策
室、内閣官房情報通信技術(IT)総合
戦略室、内閣府政策統括官(科学技術
・イノベーション担当)、国土交通省
港湾局計画課)

◇野中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)

20 日(木) ◇フィリピンからの家きん肉等の一
時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 30 砂糖年度・平成 30 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)

◇「第 82 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)

◇「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)

◇「でん粉の需給見通しについて」
(政策統括官付地域作物課)
15 日(土) ◇「国際捕鯨委員会(IWC)第 67 回総
会」の結果について(水産庁資源管理
部国際課捕鯨室)
18 日(火) ◇第２回 農業分野における小型無
人航空機の利活用拡大に向けた検討
会の開催及び一般傍聴について(消
費・安全局植物防疫課防疫対策室)
◇「農林水産省豚コレラ防疫対策本
部」における対応方針の追加につい
て(消費・安全局動物衛生課)
◇第２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、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、京都市環境政策
局循環型社会推進部ごみ減量推進
課)
◇第59 回全国家畜保健衛生業績発表
会の開催について(消費・安全局動物
衛生課)
◇ニホンウナギに係る地域ワークシ
ョップの開催について(水産庁増殖
推進部漁場資源課生態系保全室)
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◇JAS の制定等のテーマに関する調
査(提案募集)について(食料産業局
食品製造課基準認証室)
21 日(金) ◇「水産政策審議会資源管理分科会
第２回及び第３回くろまぐろ部会」
の開催及び一般傍聴について(水産
庁資源管理部管理課)
◇「スマート農業加速化実証プロジ
ェクト等に関する全国ブロック説明
会」の追加開催について(農林水産技
術会議事務局研究推進課)
◇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)
◇ニホンウナギに係る地域ワークシ
ョップの結果について(水産庁増殖
推進部漁場資源課生態系保全室)
25 日(火) ◇「植物病害虫の世界的拡散と対応
策の研究」に関する検討会(農林水産
技術会議事務局国際研究官室)
◇平成30 年北海道胆振東部地震によ
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(農
林水産業共同利用施設、海岸、林地
荒廃防止施設及び漁港を追加)(大臣

農

政

日

官房文書課災害総合対策室)
◇「2018 年 IWC/日本共同北太平洋鯨
類目視調査」終了について(水産庁国
際課捕鯨室)
◇「食料・農業・農村政策審議会 食
料産業部会 食品リサイクル小委員
会」及び「中央環境審議会 循環型社
会部会 食品リサイクル専門委員会」
の第16 回合同開催及び一般傍聴につ
いて(食料産業局バイオマス循環資
源課食品産業環境対策室)
◇「水産政策審議会 第 90 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)
◇岐阜県における豚コレラの発生に
係る「拡大豚コレラ疫学調査チーム
検討会」の開催について(消費・安全
局動物衛生課)
◇平成 29 年産米の契約・販売状況、
民間在庫の推移について(平成 30 年
８月末現在)(政策統括官付農産企画
課)
◇「北西大西洋漁業機関(NAFO)第 40
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(水) ◇食品ロス削減に資する小売店舗等
における啓発活動について(食料産
業局バイオマス循環資源課食品産業
環境対策室)
◇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)
◇デンマークからの生きた家きん、
家きん肉等の一時輸入停止措置の解
除について(消費・安全局動物衛生
課)

誌
27 日(木) ◇「農業・食品産業分野の研究成果
発表会～イノベーションのタネから
実へ～」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)
◇地理的表示(GI) の登録について
(食料産業局知的財産課)
◇「食料・農業・農村政策審議会 食
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)
28 日(金) ◇齋藤農林水産大臣の国内出張につ
いて(政策統括官付農産企画課、大臣
官房文書課災害総合対策室)
◇平成30 年北海道胆振東部地震によ
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 30 年８月 20 日から９月５日
までの間の暴風雨及び豪雨による新
潟県岩船郡粟島浦村等の区域に係る
災害についての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)
◇東日本大震災復旧工事に係る公正
取引委員会からの申入れを踏まえた
全国の職員に対する聞き取り調査の
結果について(農村振興局総務課)
◇平成 30 年度「木づかい推進月間」
の実施について ～木の香りで、心も
体もリラックス～(林野庁林政部木
材利用課)
◇「平成 29 年木材需給表」の公表に
ついて(林野庁林政部企画課)
◇「AI の機械学習による自動ほ場抽
出に関する共同研究」の実施につい
て(大臣官房統計部統計企画管理官)

◇ペルー向けなしの輸出解禁につい
て～日本からペルー向けになしの輸
出が可能となります～(消費・安全局
植物防疫課国際室)

◇スウェーデンからの生きた家き
ん、家きん肉等の一時輸入停止措置
の解除について(消費・安全局動物衛
生課)

◇「東京湾大感謝祭 2018～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)

◇「農業分野におけるデータ契約ガ
イドライン検討会(第４回)」の開催
及び一般傍聴について(食料産業局
知的財産課)

◇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 29 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)
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農

政

日

◇米先物取引の試験上場に関するシ
ーズンレポート(平成30 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)
◇平成30 年産の水田における作付状
況について(政策統括官付穀物課水
田農業対策室)
◇平成30 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、穀物課水田農業対策
室)
◇平成 29 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)
◇北海道胆振東部地震及び台風第 21
号による農林水産関係被害への支援
対策について(大臣官房文書課災害
総合対策室など)
◇岐阜県で発生した豚コレラに係る
搬出制限区域の解除について(消費
・安全局動物衛生課)
<法令>
９月５日(水) ◇畜産経営の安定に関する法律施行
規則等の一部を改正する省令の一部
を改正する省令(農林水産省令第 58
号)を公布(同日施行)
10 日(月) ◇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 59
号)を公布(同日施行)
11 日(火) ◇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)
◇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 61
号)を公布(同日施行)
12 日(水) ◇不正競争防止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
257 号)を公布
◇工業標準化法第六十九条第一項の主
務大臣等を定める政令の一部を改正す
る政令(政令第 258 号)を公布(不正競争
防止法等の一部を改正する法律の施行
の日(平成 31 年７月１日)から施行)
◇工業標準化法に基づく認証機関等に
関する政令の一部を改正する政令(政令
第259 号)を公布(不正競争防止法等の一
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誌
部を改正する法律の施行の日(平成31 年
７月１日)から施行)
14 日(金) ◇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(同日施行)
19 日(水) ◇商品先物取引法施行規則の一部を
改正する省令(農林水産省令、経済産
業省令第４号)を公布(平成 30 年 11
月１日から施行)
20 日(木) ◇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
に関する法律附則第二十四条第一項の
政令で定める日を定める政令(政令第
262 号)を公布(同日施行)
21 日(金) ◇食品表示法第六条第一項の内閣府
令・農林水産省令で定める表示事項
及び遵守事項並びに同法第12 条第１
項の規定に基づく申出の手続を定め
る命令の一部を改正する命令(内閣
府令 、農林水産省令第６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 62 号)
を公布(同日施行)
◇産業競争力強化法等の一部を改正す
る法律の一部の施行期日を定める政令
(政令第 264 号)を公布
◇競争力強化法等の一部を改正する法
律の一部の施行に伴う関係政令の整備
及び経過措置に関する政令(政令第 265
号)を公布(産業競争力強化法等の一部
を改正する法律附則第１条第２号に掲
げる規定の施行の日(平成 30 年９月 25
日)から施行)
25 日(火) ◇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、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(産業競争
力強化法等の一部を改正する法律附則
第１条第２号に定める日(平成30 年９月
25 日)から施行)
◇産業競争力強化法に基づく認定技
術等情報漏えい防止措置認証機関に
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、

農
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日

国土交通省令、環境省令第３号)を公
布(産業競争力強化法等の一部を改
正する法律附則第１条第２号に定め
る日(平成 30 年９月 25 日)から施行)
26 日(水) ◇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63 号)を公
布(同日施行)
27 日(木) ◇農林水産省組織令の一部を改正す
る政令(政令第 267 号)を公布(平成
30 年 10 月１日から施行)
◇漁業経営に関する補償制度の改善
のための漁船損害等補償法及び漁業
災害補償法の一部を改正する等の法
律の一部の施行期日を定める政令
(政令第 274 号)を公布(平成 31 年４
月１日から施行)
◇漁業災害補償法施行令の一部を改
正する政令(政令 第 275 号)を公布
(漁業経営に関する補償制度の改善
のための漁船損害等補償法及び漁業
災害補償法の一部を改正する等の法
律附則第１条第２号に掲げる規定の
施行の日(平成31 年４月１日)から施
行)
28 日(金) ◇道路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 280 号)を公布(道路法等
の一部を改正する法律の施行の日(平成
30 年９月 30 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64 号)を公
布(平成 30 年 10 月１日から施行)
◇動物用医薬品等取締規則の一部を
改正する省令(農林水産省令第 65 号)
を公布(同日施行)

誌
２日(火) ◇「知」の集積と活用の場 産学官連
携協議会 平成 30 年度第２回ポスタ
ーセッションの開催について(農林
水産技術会議事務局研究推進課産学
連携室)
◇2018 年(第 12 回)「若手外国人農林
水産研究者表彰(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)
◇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)
５日(金) ◇𠮷川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)
◇「平成 30 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)
◇農林水産大臣の海外出張について
(大臣官房国際部海外投資・協力グル
ープ)
◇「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 年度鳥獣対策優良活動表
彰」表彰候補の募集について(農村振
興局農村政策部鳥獣対策・農村環境
課鳥獣対策室)
◇株式会社大和における調理冷凍食
品及び水産加工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 32 回日本海・九州西広域漁業
調整委員会」及び同委員会の各部会
の開催及び一般傍聴について(水産
庁資源管理部管理課)

10 月
10 月１日(月) ◇「第１回肉用子牛生産者補給金に
係る算定方式検討会」の開催及び一
般傍聴について(生産局畜産部食肉
鶏卵課)

◇「第 29 回太平洋広域漁業調整委員
会」及び同委員会の各部会の開催及
び一般傍聴について(水産庁資源管
理部管理課)

◇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)

◇𠮷川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)

◇「農の雇用事業」第４回目の募集
を開始します(平成 31 年２月研修開
始分)(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 10 月号)の公表について
(政策統括官付農産企画課)
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◇「日本農林規格調査会(平成 30 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基準認
証室)

12 日(金) ◇「第３回ジビエ料理コンテスト」
の募集について(農村振興局農村政
策部鳥獣対策・農村環境課鳥獣対策
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
(水産庁増殖推進部研究指導課)

◇𠮷川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)

◇「台風 21 号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)

◇小里農林水産副大臣の国内出張に
ついて(農林水産省大臣官房政策課
環境政策室、
第17 回世界湖沼会議(い
ばらき霞ヶ浦 2018)実行委員会事務
局(茨城県県民生活環境部環境対策
課世界湖沼会議準備室内))

◇𠮷川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)
９日(火) ◇「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)
◇「農業参入フェア 2018」の開催及
び参加者の募集について(経営局農
地政策課)
◇「第２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
(内閣官房国際感染症対策調整室、文
部科学省研究振興局研究振興戦略官
付、厚生労働省健康局結核感染症課、
農林水産省消費・安全局畜水産安全
管理課)

◇「第８回ロボット大賞」受賞ロボ
ットの決定及び表彰式等の開催につ
いて(大臣官房政策課技術政策室)
◇「シルク・サミット 2018～「明治
150 年」記念シンポジウム～」の開催
について(生産局地域対策官)
◇「農林水産大臣がその生産又は流
通を所管する遺伝子組換え植物に係
る第一種使用規程の承認の申請につ
いて」の一部改正案についての意見
・情報の募集(パブリックコメント)
について(消費・安全局農産安全管理
課)
◇平成 30 年産米の相対取引価格・数
量について(平成 30 年９月)(政策統
括官付農産企画課)

◇「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)

◇「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)

◇岐阜県で発生した豚コレラに係る
移動制限区域の解除について(消費
・安全局動物衛生課)

◇「みなみまぐろ保存委員会(CCSBT)
第 25 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(水) ◇平成30 年北海道胆振東部地震及び
台風第 19 号、第 20 号、第 21 号の暴
風雨等に係る災害査定の実施につい
て(農村振興局整備部防災課災害対
策室)

15 日(月) ◇平成 30 年度第１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)

◇小里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)
11 日(木) ◇農林水産大臣の海外出張の概要に
ついて(大臣官房国際部海外投資・協
力グループ)
◇ 国 際 サ ー モ ン 年 (International
Year of the salmon : IYS)について
(水産庁資源管理部国際課)
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◇「第３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)
◇小里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)
◇「水産政策審議会資源管理分科会
第４回及び第５回くろまぐろ部会」
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の開催及び一般傍聴について(水産
庁資源管理部管理課)
◇2018 年漁業センサスの実施につい
て(大臣官房統計部センサス統計室)
◇小里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)
◇「2019 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)
16 日(火) ◇米国向け食用生鮮殻付鶏卵の輸出
解禁について(消費・安全局動物衛生
課)
◇「森林資源の現況(平成 29 年３月
31 日現在)」について(林野庁森林整
備部計画課)
◇野菜の生育状況及び価格見通し
(平成 30 年 10 月後半)について(生産
局園芸作物課)

誌
業農村振興整備部会 技術小委員会
(平成 30 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 18 回日中漁業共同委員会 第
４回 準備会合」の開催について(水
産庁資源管理部国際課)
◇「平成 30 年度 全国優良経営体表
彰」の発表について(農林水産省経営
局経営政策課、全国担い手育成総合
支援協議会事務局(一般社団法人全
国農業会議所農政・担い手対策部))
◇「ディスカバー農山漁村(むら)の
宝」(第５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)
◇小里農林水産副大臣の国内出張に
ついて(経営局経営政策課担い手総
合対策室、関東農政局企画調整室、
東海農政局企画調整室)

◇「全国森林計画」の策定について
(林野庁森林整備部計画課)

18 日(木) ◇平成 30 年度(第 57 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)

◇𠮷川農林水産大臣の国内出張につ
いて(農村振興局整備部農地資源課、
九州農政局農村振興部設計課事業調
整室)

◇「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)

◇「食料・農業・農村政策審議会 農
業保険部会(平成 30 年度第２回)」の
開催及び一般傍聴について(経営局
保険課)
◇「ディスカバー農山漁村(むら)の
宝」(第５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)
17 日(水) ◇北太平洋海 洋科学 機関 (PICES)
2018 年次会合の開催について(水産
庁増殖推進部研究指導課)
◇「平成 30 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)
◇太平洋クロマグロ「2017 年の全体
加入量水準」及び「2018 年の南西諸
島海域生まれの加入量水準」(2018
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)
◇「食料・農業・農村政策審議会 農

- 367 -

19 日(金) ◇新たな JAS マークの決定について
(食料産業局食品製造課基準認証室)
◇「海の宝！水産女子の元気プロジ
ェクト」の立ち上げについて(水産庁
増殖推進部研究指導課)
◇「南極の海洋生物資源の保存に関
する委員会(CCAMLR)第 37 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 30 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)
◇「食品に関するリスクコミュニケ
－ション食品中の放射性物質をめぐ
る震災からの歩み－これまでを知
り、明日の消費行動を考える－」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
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生活衛生・食品安全企画課)

誌
局畜産部牛乳乳製品課)

◇「気候変動の下での持続可能な農
業推進」に関する検討会の設置及び
第１回検討会の開催について(大臣
官房政策課環境政策室)
◇農業競争力強化支援法に基づく事
業参入計画の認定第１号(農業機械
分野)について(株式会社農業情報設
計社)(生産局技術普及課生産資材対
策室)
◇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)
◇髙鳥農林水産副大臣の国内出張に
ついて(政策統括官付地域作物課、九
州農政局企画調整室)
◇高野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)
22 日(月) ◇「みなみまぐろ保存委員会(CCSBT)
第 25 回 年次会合」の結果について
(水産庁資源管理部国際課)
◇平成 30 年度(第 19 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
(農林水産省農林水産技術会議事務
局研究調整課、公益社団法人農林水
産・食品産業技術振興協会)
◇平成 30 年度(第 14 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
術会議事務局研究調整課)
◇「第 18 回 日中漁業共同委員会 第
４回 準備会合」の結果について(水
産庁資源管理部国際課)
23 日(火) ◇米国ミネソタ州からの生きた家き
ん、家きん肉等の輸入一時停止措置
について(消費・安全局動物衛生課国
際衛生対策室)
◇フランスの農業高校指導者による
日本の農業高校訪問について(経営
局就農・女性課)
◇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(株式会
社銀しゃり)(政策統括官付穀物課米
麦流通加工対策室)
◇平成30 年度のバター及び脱脂粉乳
の輸入枠数量の検証について(生産
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24 日(水) ◇「農業現場における新技術の実装
に向けたマッチングミーティング」
～農業者と技術提案者との直接対話
によるニーズと技術のマッチング～
(第３回:畜産)、(第４回:果樹)の開
催について(大臣官房政策課)
25 日(木) ◇髙鳥農林水産副大臣の国内出張に
ついて(水産庁漁港漁場整備部計画
課)
◇「植物病害虫の世界的拡散と対応
策の研究」に関する第２回検討会の
開催について(農林水産技術会議事
務局国際研究官室)
◇濱村農林水産大臣政務官の国内出
張について(農村振興局整備部防災
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第２回公募及
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)
◇商品先物取引業者に対する業務停
止命令等について(農林水産省食料
産業局食品流通課商品取引室、経済
産業省商務情報政策局商務・サービ
スグループ商取引監督課)
26 日(金) ◇𠮷川農林水産大臣の国内出張につ
いて(水産庁増殖推進部栽培養殖課)
◇米の消費拡大情報サイト「やっぱ
りごはんでしょ！」の公開について
(政策統括官付穀物課米麦流通加工
対策室)
◇砂糖の需要拡大情報サイト「あり
が糖運動」の公開について(政策統括
官付地域作物課)
◇「地球にやさしいプラスチックの
資源循環推進会議(第１回有識者懇
談会)」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)
◇「第７回農業女子プロジェクト推
進会議」の開催及び農業女子プロジ
ェクト５周年関連イベントについて
(経営局就農・女性課女性活躍推進
室)
◇第９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

農

政

日

び授与式の開催について(食料産業
局食文化・市場開拓課)
◇平成 30 年度(第 57 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)
◇平成30 年度イノベーション創出強
化研究推進事業のうち緊急対応課題
の第３回公募について(農林水産省
農林水産技術会議事務局研究推進課
産学連携室、国立研究開発法人農業
・食品産業技術総合研究機構生物系
特定産業技術研究支援センターイノ
ベーション創出課、農林水産省政策
統括官付地域作物課、農林水産省農
林水産技術会議事務局研究統括官
(生産技術)室)
◇全国の野生鳥獣による農作物被害
状況について(平成 29 年度)(農村振
興局農村政策部鳥獣対策・農村環境
課鳥獣対策室)
◇平成 30 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９月末現在)(政策統括官付農産企
画課)
◇「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)
◇濱村農林水産大臣政務官の海外出
張について(消費・安全局畜水産安全
管理課)
29 日(月) ◇「平成 30 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(林野庁国有林野部経営企画課)
◇「ジャパンハーヴェスト 2018 丸
の内農園」及び「平成 30 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)
◇「農商工連携・６次産業化フォー
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)
◇高野農林水産大臣政務官の「がん
ばろう宇和島！宇和島復興みかん販
売感謝イベント」開催記念セレモニ
ーへの出席について(生産局園芸作
物課)
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◇「食料・農業・農村政策審議会 第
34 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)
◇「アグリビジネス創出フェア 2018
～スマート農林水産業～」の開催に
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2018 事務局
(株式会社フジヤ内)、アグリビジネス創
出フェア2018 広報事務局(株式会社フリ
ーマン内))
30 日(火) ◇「災害に強い施設園芸づくり月間」
の制定について(経営局保険監理官、
生産局園芸作物課)
◇平成 30 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)
◇「第 83 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)
◇「プラスチック資源循環アクショ
ン宣言」の募集について(食料産業局
バイオマス循環資源課食品産業環境
対策室)
31 日(水) ◇第３回 農業分野における小型無
人航空機の利活用拡大に向けた検討
会の開催及び一般傍聴について(消
費・安全局植物防疫課)
◇「台風第 24 号に関する農林水産省
緊急自然災害対策本部」の会合の開
催について(大臣官房文書課災害総
合対策室)
◇「花粉発生源対策普及シンポジウ
ム 2018」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)
◇濱村農林水産大臣政務官の海外出
張の概要について(消費・安全局畜水
産安全管理課)
◇台風第24 号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
文書課など)
〈法令〉
10 月１日(月) ◇ギャンブル等依存症対策基本法の
施行期日を定める政令(政令第 285

農

政

日

号)を公布
◇平成三十年八月二十日から九月五日
までの間の暴風雨及び豪雨による新潟
県岩船郡粟島浦村等の区域に係る災害
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 288 号)を公布(同日施行)
◇平成30 年北海道胆振東部地震によ
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
る政令(政令第289 号)を公布(同日施
行)
３日(水) ◇特定工場における公害防止組織の
整備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、環境省令第１号)を公
布(同日施行。ただし、表中第 21 条第
１項第２号ロの改正規定、別表第１の改
正規定及び別表第２の改正規定は平成
31 年４月１日から施行)
９日(火) ◇商品先物取引法施行規則の一部を
改正する省令(農林水産省令、経済産
業省令第５号)を公布(同日施行)
12 日(金) ◇漁業災害補償法施行規則の一部を
改正する省令(農林水産省令第 66 号)
を公布(漁業経営に関する補償制度
の改善のための漁船損害等補償法及
び漁業災害補償法の一部を改正する
等の法律附則第１条第２号に掲げる
規定の施行の日(平成31 年４月１日)
から施行)
17 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の施行
期日を定める政令(政令第 292 号)を
公布
◇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 293 号)を公布
(改正法の施行の日(平成 30 年 10 月
22 日)から施行。ただし、第１条、第
４条から第６条まで、第８条及び第 14
条並びに次条の規定は、改正法附則第１
条第３号に掲げる規定の施行の日(平成
32 年６月 21 日)から施行)
◇土地改良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 294 号)を公布(平成
31 年４月１日から施行。ただし、第
１条中土地改良法施行令第１条の９
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から第３条までの改正規定、同令第
３条の２の改正規定(「法第 95 条第
３項及び法」を「第 95 条第３項及び」
に改める部分に限る。)、第 48 条の
４(見出しを含む。)の改正規定、同
令第 48 条の４の２の改正規定(「第
３条の２」を「第４条」に改める部
分を除く。)、同令第 48 条の５、第
48 条の６及び第 48 条の９から第 50
条までの改正規定、同令第 50 条の２
の 11 の次に１条を加える改正規定、
同令第 52 条、第 52 条の２第４項及
び第 53 条第２項の改正規定、同令第
53 条の 13 を同令第 53 条の 15 とし、
同令第 53 条の 12 の２を同令第 53 条
の 14 とし、同令第 53 条の 12 の次に
１条を加える改正規定、同令第 72 条
第１項第１号、第 72 条の２、第 72
条の３、第 72 条の６、第 73 条及び
第78 条第１項第１号から第４号まで
の改正規定並びに同令附則第２条及
び第３条の改正規定並びに附則第３
項の規定は公布の日から施行)
◇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(内閣府令、農林水産省
令第７号)を公布(卸売市場法及び食
品流通構造改善促進法の一部を改正
する法律の施行の日(平成 30 年 10 月
22 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２号)を公布(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の施行の日(平
成 30 年 10 月 22 日)から施行)
◇食品等の流通の合理化及び取引の
適正化に関する法律第七条第一項第
二号の農林水産省令・財務省令で定
める農林漁業者の組織する法人を定
める省令(財務省令、農林水産省第３
号)を公布(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
律の施行の日(平成 30 年 10 月 22 日)
から施行)
◇食品等の流通の合理化及び取引の
適正化に関する法律第８条第１項の
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

農

政

日

済産業省令第１号)を公布(卸売市場
法及び食品流通構造改善促進法の一
部を改正する法律の施行の日(平成
30 年 10 月 22 日)から施行)
◇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67 号)を
公布(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の
施行の日(平成 30 年 10 月 22 日)から
施行。ただし、
附則各号に掲げる規定は、
当該各号に定める日から施行)
◇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68 号)を公
布(平成 31 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
(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の施行
の日(平成30 年 10 月22 日)から施行)
19 日(金) ◇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 69 号)を公布(同日
施行)
22 日(月) ◇農林業センサス規則の一部を改正
する省令(農林水産省令第70 号)を公
布(同日施行)

11 月
11 月１日(木) ◇「有機農業と地域振興を考える自
治体ネットワーク準備会合」の開催
について(生産局農産部農業環境対
策課)
◇「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)
２日(金) ◇「第７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)
◇𠮷川農林水産大臣の「第７回ご当
地！絶品うまいもん甲子園」表彰式
への出席について(食料産業局食文
化・市場開拓課)
◇「気候変動の下での持続可能な農
業推進」第２回検討会の開催につい
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て(大臣官房政策課環境政策室)
５日(月) ◇「南極の海洋生物資源の保存に関
する委員会(CCAMLR)第 37 回 年次会
合」の結果について(水産庁資源管理
部国際課)
◇「食料・農業・農村政策審議会 食
料産業部会 食品リサイクル小委員
会」及び「中央環境審議会 循環型社
会部会 食品リサイクル専門委員会」
の第17 回合同開催及び一般傍聴につ
いて(食料産業局バイオマス循環資
源課食品産業環境対策室)
◇北太平洋海 洋科学 機関 (PICES)
2018 年次会合の結果について(水産
庁増殖推進部研究指導課)
６日(火) ◇株式会社万城食品における香辛料
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 30 年 11 月号)の公表について
(政策統括官付農産企画課)」
◇髙鳥農林水産副大臣の国内出張に
ついて(経営局経営政策課)
７日(水) ◇野菜の生育状況及び価格見通し
(平成 30 年 11 月)について(生産局園
芸作物課)
◇「平成 29 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)
◇平成 30 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)
◇「第５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)
８日(木) ◇農林水産政策研究所「農福連携」
シンポジウム～国内外で進展する多
様な農福連携の取組～の開催及び参
加者の募集について(農林水産政策
研究所)
◇日本農林規格調査会試験方法分科
会(平成30 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
造課基準認証室)
◇第１回「海の宝！水産女子の元気
プロジェクト」推進会議の開催及び
一般傍聴について(水産庁増殖推進

農

政

日

部研究指導課)
◇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)
９日(金) ◇「台風第 24 号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)
◇PAWEES-INWEPF 国際会議奈良 2018
の開催、及び平成 30 年度世界かんが
い施設遺産登録証伝達式の開催につ
いて(農村振興局整備部設計課海外
土地改良技術室)
◇直轄災害復旧事業の着工について
(北海道胆振東部地震)(農村振興局
整備部防災課)
◇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)
◇国連生物多様性の 10 年「グリーン
ウェイブ 2018」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)
◇濱村農林水産大臣政務官の「第９
回 ファーマーズ＆キッズフェスタ
2018」への出席について(経営局経営
政策課)
◇「有機農業の日」連動セミナー～
ひろがる！つながる！オーガニック
の輪～の開催及び傍聴者・参加企業
の募集について(生産局農産部農業
環境対策課)
◇「大西洋まぐろ類保存国際委員会
(ICCAT) 年次会合( 第 21 回特別会合
)」の開催について(水産庁資源管理
部国際課)
12 日(月) ◇「平成 30 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)
◇「平成 30 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)
◇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)
13 日(火) ◇平成30 年７月豪雨等を踏まえた今
後のため池対策の進め方について
(農村振興局整備部防災課)
◇「農業現場における新技術の実装
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誌
に向けたマッチングミーティング」
～農業者と技術提案者との直接対話
によるニーズと技術のマッチング～
(第３回:畜産、第４回:果樹)の出展
企業の決定等について(大臣官房政
策課)
◇「平成 30 年７月豪雨を踏まえた治
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)
◇𠮷川農林水産大臣等の「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)
◇遺伝子組換えダイズ、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)
◇「知」の集積と活用の場 産学官連
携協議会 スマート農業ワークショ
ップの開催について(農林水産技術
会議事務局研究推進課産学連携室)
14 日(水) ◇「平成 30 年度 第３回 林政審議会
施策部会」の開催及び一般傍聴につ
いて(林野庁林政部企画課)
◇「平成 30 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30 年度
「農業技術功労者表彰」
受賞者の決定及び表彰式の開催につ
いて(農林水産省農林水産技術会議
事務局研究調整課、公益社団法人農
林水産・食品産業技術振興協会)
◇平成 30 年産米の相対取引価格・数
量について(平成 30 年 10 月)(政策統
括官付農産企画課)
◇「優秀農林水産業者に係るシンポ
ジウム(明治 150 年記念)」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)
◇「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)
15 日(木) ◇平成 30 年台風第 24 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

政

日

◇台風第24 号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
文書課など)
◇牛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)
16 日(金) ◇岐阜県における豚コレラの疑似患
畜の確認(豚２例目)について(消費
・安全局動物衛生課)
◇𠮷川農林水産大臣の「第 42 回全国
育樹祭」への出席について(林野庁森
林整備部森林利用課山村振興・緑化
推進室)
◇「薬剤耐性対策の今を知る会」の
開催及び参加者募集について(消費
・安全局畜水産安全管理課)
◇「第２回肉用子牛生産者補給金に
係る算定方式検討会」の開催及び一
般傍聴について(生産局畜産部食肉
鶏卵課)
◇「台風第 24 号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)
◇独立行政法人農林水産消費安全技
術センターの理事長の公募について
(大臣官房秘書課)
◇平成 30 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、一般社団法人全
国食品リサイクル連合会)
◇「肥料取締制度に係る意見交換会
(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)
19 日(月) ◇「食料・農業・農村政策審議会 食
料産業部会 食品リサイクル小委員
会」及び「中央環境審議会 循環型社
会部会 食品リサイクル専門委員会」
の第18 回合同開催及び一般傍聴につ
いて(食料産業局バイオマス循環資
源課食品産業環境対策室)
◇「第 11 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)
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◇高野農林水産大臣政務官の「アグ
リビジネス創出フェア 2018～スマー
ト農林水産業～」開会セレモニーへ
の出席について(農林水産技術会議
事務局研究推進課産学連携室)
◇「水産政策審議会 第 41 回 漁港漁
場整備分科会」の開催及び一般傍聴
について(水産庁漁港漁場整備部計
画課)
◇「気候変動の下での持続可能な農
業推進」第３回検討会の開催につい
て(大臣官房政策課環境政策室)
◇高野農林水産大臣政務官の「一般
財団法人大日本蚕糸会蚕糸功労者表
彰式」への出席について(生産局地域
対策官)
20 日(火) ◇「第４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)
◇「大西洋まぐろ類保存国際委員会
(ICCAT) 年次会合(第 21 回特別会
合)」の結果について(水産庁資源管
理部国際課)
◇濱村農林水産大臣政務官の平成 30
年度(第 19 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
研究調整課)
◇「水産政策審議会 第 78 回 企画部
会」の開催及び一般傍聴について(水
産庁漁政部企画課)
◇農林水産大臣の
「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)
◇「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)
◇「第２回拡大豚コレラ疫学調査チ
ーム検討会」の開催概要について(消
費・安全局動物衛生課)
◇和食文化のユネスコ無形文化遺産
登録５周年「和食の日イベント」の
開催について(食料産業局食文化・市
場開拓課和食室)
◇髙鳥農林水産副大臣の国内出張に
ついて(消費・安全局総務課)

農

政

日

21 日(水) ◇第１回トド管理基本方針の見直し
に向けた検討会の開催について(水
産庁増殖推進部漁場資源課)
◇「水産政策審議会 第 91 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)
◇「植物病害虫の世界的拡散と対応
策の研究」に関する第３回検討会の
開催について(農林水産技術会議事
務局国際研究官室)
◇「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)
◇地球にやさしいプラスチックの資
源循環推進会議(第２回有識者懇談
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)
◇高野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)
◇「ディスカバー農山漁村(むら)の
宝」(第５回選定)第３回有識者懇談
会、選定証授与式及び記念写真撮影、
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)
◇「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)
◇韓国海洋警察庁警備艦の日本漁船
への接近について(水産庁管理課、漁
業調整課)

誌
◇「ディスカバー農山漁村(むら)の
宝」(第５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)
24 日(土) ◇「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)
26 日(月) ◇農林水産大臣の「平成 30 年度全国
NOSAI 大会」への出席について(経営
局保険監理官)
◇「知」の集積と活用の場 産学官連
携協議会 林業ワークショップの開
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)
◇証券監督者国際機構(IOSCO)によ
る「『商品デリバティブ市場の規制
及び監督に関する原則』の実施状況
に関する報告書(第３次)」の公表に
ついて(食料産業局食品流通課商品
取引室)
◇第12 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)
27 日(火) ◇韓国向け食用生鮮家きん卵の輸出
解禁について(消費・安全局動物衛生
課)
◇「食・駆けるプロジェクト」準備
委員会の開催について(食料産業局
食文化・市場開拓課)
◇「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)

22 日(木) ◇
「南東大西洋漁業機関(SEAFO)第 15
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 畜
産部会(平成 30 年度第１回)」の開催
及び一般傍聴について(生産局畜産
部畜産企画課)

◇農林水産大臣の「第 38 回ジャパン
カップ」表彰式への出席について(生
産局畜産部競馬監督課)

28 日(水) ◇「平成 30 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)

◇髙鳥農林水産副大臣の国内出張に
ついて(林野庁林政部経営課)

◇平成30 年度イノベーション創出強
化研究推進事業のうち緊急対応課題
の第４回公募について(農林水産省
農林水産技術会議事務局研究推進課
産学連携室、国立研究開発法人農業
・食品産業技術総合研究機構生物系
特定産業技術研究支援センターイノ
ベーション創出課、農林水産省消費
・安全局植物防疫課、農林水産省農
林水産技術会議事務局研究統括官

◇「林政審議会」委員の公募につい
て(林野庁林政部林政課)
◇「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)
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日

(生産技術)室)
29 日(木) ◇濱村農林水産大臣政務官の「薬剤
耐性対策の今を知る会」への出席に
ついて(消費・安全局畜水産安全管理
課)
◇「第７回ロシア極東等農林水産業
プラットフォーム会合・グローバル
・フードバリューチェーン推進官民
協議会ロシア部会」及び「平成 30 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協
議会アセアン部会」の開催について
(大臣官房国際部海外投資・協力グル
ープ)
◇高野農林水産大臣政務官の食の安
全・信頼シンポジウム「フードチェ
ーンで取り組む日本発食品安全規
格」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)
◇農林水産大臣の「公益社団法人 日
本獣医師会 創立 70 周年記念式典」
への出席について(消費・安全局畜水
産安全管理課)
◇小里農林水産副大臣の国内出張に
ついて(林野庁森林整備部計画課)
30 日(金) ◇ウルグアイ向け牛肉の輸出条件の
合意について(消費・安全局動物衛生
課)
◇平成 30 年９月 28 日から 10 月１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)
◇平成 30 年８月 20 日から９月５日
までの間の暴風雨及び豪雨による新
潟県岩船郡粟島浦村等の区域に係る
災害についての激甚災害指定の一部
改正について(大臣官房文書課災害
総合対策室)
◇「2019 年漁期(第５管理期間)TAC
(漁獲可能量)設定に関する意見交換
会(くろまぐろ)」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)
◇法令に基づく申請等手続の利便性
向上に係る意見公募について(大臣
官房文書課)
◇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
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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)
◇日ロ地先沖合漁業交渉の開催(「日
ロ漁業委員会第 35 回会議」の開催)
について(水産庁資源管理部国際課)
◇平成 30 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10 月末現在)(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)
◇平成 30 年７月豪雨及び平成 30 年
北海道胆振東部地震を受けた食品表
示法に基づく食品表示基準の弾力的
運用の終了について(農林水産省消
費・安全局消費者行政・食育課食品
表示・規格監視室、消費者庁表示対
策課食品表示対策室、厚生労働省健
康局がん・疾病対策課)
〈法令〉
11 月９日(金) ◇所有者不明土地の利用の円滑化等
に関する特別措置法施行令(政令第
308 号)を公布(法の施行の日(平成30
年 11 月 15 日)から施行。ただし、第
５条から第９条まで及び第 11 条の規定
は、法附則第１項ただし書に規定する規
定の施行の日(平成 31 年６月１日)から
施行)
◇農業経営基盤強化促進法等の一部
を改正する法律の施行期日を定める
政令(政令第 310 号)を公布
◇農業経営基盤強化促進法等の一部を
改正する法律の施行に伴う関係政令の
整備及び経過措置に関する政令(政令第
311 号)を公布(農業経営基盤強化促進法
等の一部を改正する法律の施行の日(平
成 30 年 11 月 16 日)から施行。ただし、
第８条中独立行政法人農業者年金基金
法施行令附則第７条第３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令等の一部を改
正する等の政令附則第７条第３号の改
正規定は公布の日から施行)
12 日(月) ◇経済連携協定に基づく農林水産省
の所掌事務に係る物資の関税割当制
度に関する省令の一部を改正する省

農

政

日

令(農林水産省令第 71 号)を公布(関
税法施行令等の一部を改正する政令
の施行の日(平成 30 年 12 月 30 日)か
ら施行)
14 日(水) ◇工業標準化法施行規則の一部を改
正する命令(内閣府令、総務省令、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(不正競
争防止法等の一部を改正する法律の
施行の日(平成31 年７月１日)から施
行。ただし、附則第２項の規定は同法附
則第１条第３号に掲げる規定の施行の
日(平成 30 年 11 月 29 日)から施行)
◇産業標準化法に基づく認定産業標
準作成機関に関する命令(内閣府令、
総務省令、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(不正競争防止法等の一部を改正
する法律の施行の日(平成 31 年７月
１日)から施行。ただし、次項の規定は、
同法附則第１条第３号に掲げる規定の
施行の日(平成 30 年 11 月 29 日)から施
行)
◇工業標準化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、
総務省令、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３号)を公
布(不正競争防止法等の一部を改正
する法律の施行の日(平成 31 年７月
１日)から施行)
15 日(木) ◇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 72 号)を公布
(同日施行)
16 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
規則及び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
年金基金の財務及び会計に関する省令
等を廃止する省令第三号の規定による
廃止前の農業者年金基金法の一部を改
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誌
正する法律の施行に伴う旧年金給付等
に関する経過措置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３号)を公布(農業経営基
盤強化促進法等の一部を改正する法
律の施行の日(平成 30 年 11 月 16 日)
から施行)
◇農業経営基盤強化促進法施行規則
等の一部を改正する省令(農林水産
省令第73 号)を公布(農業経営基盤強
化促進法等の一部を改正する法律の
施行の日(平成 30 年 11 月 16 日)から
施行)
21 日(水) ◇森林経営管理法施行令(政令第320号)
を公布(平成 31 年４月１日から施行)
29 日(木) ◇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 74 号)を公布(平成 30
年 12 月 29 日から施行)
30 日(金) ◇農薬取締法の一部を改正する法律の
施行期日を定める政令(政令第325 号)を
公布
◇農薬取締法の一部を改正する法律の
施行に伴う関係政令の整備等に関する
政令(政令第 326 号)を公布(農薬取締法
の一部を改正する法律の施行の日(平成
30 年 12 月１日)から施行。ただし、第１
条中農薬取締法施行令第３条の改正規
定(「水産動植物」を「水質の汚濁が生
じ、その汚濁による生活環境動植物」に
改める部分、「水域又は当該農薬の使用
に伴うと認められる水質の汚濁が生じ、
かつ、」を「公共用水域又は」に改める
部分及び「当該水域又は」を「これらの」
に改める部分に限る。)並びに同令第４
条第１項ただし書及び第３項ただし書
の改正規定は、同法附則第１条第２号に
掲げる規定の施行の日(平成30 年４月１
日)から施行)
◇エネルギーの使用の合理化等に関す
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 327 号)を公布
◇エネルギーの使用の合理化等に関す
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329 号)を公布(エネルギーの使用の合
理化等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12 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
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日

閣府令、総務省令、法務省令、外務省令、
財務省令、文部科学省令、厚生労働省令、
農林水産省令、経済産業省令、国土交通
省令、環境省令、防衛省令第１号)を公
布(エネルギーの使用の合理化等に関す
る法律の一部を改正する法律の施行日
(平成 30 年 12 月１日)から施行)
◇犯罪による収益の移転防止に関する
法律施行規則の一部を改正する命令(内
閣府令、総務省令 、法務省令、財務省
令、厚生労働省令、農林水産省令、経済
産業省令、国土交通省令第３号)を公布
(同日施行。ただし、第２表の規定は平
成 32 年４月１日から施行)
◇農薬取締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
及び経過措置に関する省令(農林水産省
令第 75 号)を公布(農薬取締法の一部を
改正する法律の施行の日(平成 30 年 12
月１日)から施行)
◇特定試験成績及びその信頼性の確保
のための基準に関する省令(農林水産省
令第 76 号)を公布(農薬取締法の一部を
改正する法律の施行の日(平成 30 年 12
月１日)から施行)
◇エネルギーの使用の合理化等に関す
る法律第八十七条第十一項の規定によ
る立入検査証の様式を定める省令の一
部を改正する省令(農林水産省令第 77
号) を公布(エネルギーの使用の合理化
等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12 月１日)から施
行)
◇農薬取締法の一部を改正する法律の
施行に伴う農林水産省・環境省関係省令
の整備に関する省令(農林水産省令、環
境省令第３号)を公布(農薬取締法の一
部を改正する法律の施行の日(平成30 年
12 月１日)から施行)

12 月
12 月３日(月) ◇「有機農業の日」連動セミナー～
ひろがる！つながる！オーガニック
の輪～の出展企業等の決定について
(生産局農産部農業環境対策課)
◇岐阜県で発生した豚コレラ(豚２
例目)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)

誌
４日(火) ◇「台風第 24 号による農林水産関係
被害への支援対策」の説明会(栃木
県)の開催について(大臣官房文書課
災害総合対策室)
◇
「南東大西洋漁業機関(SEAFO)第 15
回 年次会合」の結果について(水産
庁資源管理部国際課)
◇「第４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(花咲ふ
くい農業協同組合)(政策統括官付穀
物課米麦流通加工対策室)
◇「肥料取締制度に係る意見交換会
(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)
◇「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)
５日(水) ◇岐阜県における豚コレラの患畜の
確認(豚３例目)及び「農林水産省豚
コレラ防疫対策本部」の開催につい
て(消費・安全局動物衛生課)
◇「農林水産省豚コレラ防疫対策本
部」における対応方針の追加につい
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 30 年 12 月)について(生産局園
芸作物課)
◇クリーンウッド法における登録実
施機関の追加登録について(林野庁
林政部木材利用課)
◇「第３回 全国子ども和食王選手
権」全国大会の開催及び観覧者の募
集について(食料産業局食文化・市場
開拓課和食室)
６日(木) ◇平成30 年度イノベーション創出強
化研究推進事業のうち緊急対応課題
(第３回)の採択課題決定について
(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、国立研究
開発法人農業・食品産業技術総合研
究機構生物系特定産業技術研究支援
センターイノベーション創出課、農
林水産省政策統括官付地域作物課、
農林水産省農林水産技術会議事務局
研究統括官(生産技術)室)
７日(金) ◇平成 30 年度「SAVOR JAPAN(農泊
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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)
◇平成30 年北海道胆振東部地震にお
いて飲食料品等を提供していただい
た方々への大臣感謝状の交付につい
て(食料産業局企画課)
◇第３回水辺からはじまる生態系ネ
ットワーク全国フォーラムの開催及
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)
◇「中西部太平洋まぐろ類委員会
(WCPFC)第 15 回年次会合」の開催に
ついて(水産庁資源管理部国際課)
◇
「アグリビジネス創出フェア 2018」
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)
◇米に関するマンスリーレポート
(平成 30 年 12 月号)の公表について
(政策統括官付農産企画課)
◇第１回 農薬使用者への影響評価
法に関する検討会の開催及び一般傍
聴について(消費・安全局農産安全管
理課農薬対策室)
◇第１回 農薬の蜜蜂への影響評価
法に関する検討会の開催及び一般傍
聴について(消費・安全局農産安全管
理課農薬対策室)

誌
会」及び「中央環境審議会 循環型社
会部会 食品リサイクル専門委員会」
の第19 回合同開催及び一般傍聴につ
いて(食料産業局バイオマス循環資
源課食品産業環境対策室)
◇「食料・農業・農村政策審議会 畜
産部会(平成 30 年度第２回)」の開催
及び一般傍聴について(生産局畜産
部畜産企画課)
◇「平成 30 年度ウメ輪紋ウイルス対
策検討会(第１回)」の開催について
(消費・安全局植物防疫課)
11 日(火) ◇高野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)
◇小里農林水産副大臣の国内出張に
ついて(大臣官房地方課)
◇「水産政策審議会 第 92 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)
12 日(水) ◇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)
◇「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)
◇岐阜県における豚コレラの発生に
係る「第３回拡大豚コレラ疫学調査
チーム検討会」の開催について(消費
・安全局動物衛生課)

◇平成 31 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
単価等の決定について(政策統括官
付地域作物課)

◇「第７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)

10 日(月) ◇日ロ地先沖合漁業交渉の結果(「日
ロ漁業委員会第 35 回会議」の結果)
について(水産庁資源管理部国際課)

◇「平成 30 年度 第２回 国際獣疫事
務局 (OIE) 連絡協議会」の開催及び
一般傍聴について(消費・安全局動物
衛生課国際衛生対策室)

◇「食料・農業・農村政策審議会 果
樹・有機部会」の開催及び一般傍聴
について(生産局農産部農業環境対
策課)

13 日(木) ◇平成31 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、
食肉鶏卵課)

◇岐阜県における豚コレラの疑似患
畜の確認(４例目・飼養いのしし)に
ついて(消費・安全局動物衛生課)
◇全国ジビエフェア(冬)の開催につ
いて(農村振興局農村政策部鳥獣対
策・農村環境課鳥獣対策室)
◇「食料・農業・農村政策審議会 食
料産業部会 食品リサイクル小委員

- 378 -

14 日(金) ◇農林水産大臣の国内出張について
(政策統括官付地域作物課)
◇平成 30 年産米の相対取引価格・数
量について(平成 30 年 11 月)(政策統
括官付農産企画課)
◇岐阜県で発生した豚コレラ(豚２
例目)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)

農

政

日

15 日(土) ◇「中西部太平洋まぐろ類委員会
(WCPFC)第 15 回年次会合」の結果に
ついて(水産庁資源管理部国際課)
◇岐阜県における豚コレラの患畜の
確認(５例目)について(消費・安全局
動物衛生課)
17 日(月) ◇濱村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)
◇「第５回日本ジビエサミット in 徳
島」の開催について(農村振興局農村
政策部鳥獣対策・農村環境課鳥獣対
策室)
18 日(火) ◇平成31 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)
◇高野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)
◇「農林水産省豚コレラ等家畜伝染
病防疫対策会議」の開催について(消
費・安全局動物衛生課)
◇「特定農林水産物等の名称の保護
に関する法律の一部を改正する法
律」(地理的表示法の一部改正)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)
◇「気候変動枠組条約第 24 回締約国
会議(COP24)」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)
19 日(水) ◇「第１回 あって良かった！食料の
家庭備蓄懇談会」の開催及び一般傍
聴について(大臣官房政策課食料安
全保障室)
20 日(木) ◇「平成 29 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)
◇「平成 29 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)
◇「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４
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)
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◇小里農林水産副大臣の国内出張に
ついて(消費・安全局総務課)
21 日(金) ◇農地転用許可権限等に係る指定市
町村の指定(第９回)について(農村
振興局農村政策部農村計画課)
◇平成31 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30 年度第２次農林水産関係補
正予算の概要について(大臣官房予
算課)
◇平成31 年度組織・定員について(大
臣官房秘書課)
◇平成31 年度税制改正の大綱におけ
る農林水産関係事項について(経営
局総務課調整室)
◇「第１回農泊推進のあり方検討会」
の開催について(農村振興局農村政
策部都市農村交流課)
◇「2018 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
事務局研究企画課)
◇株式会社リオン・ドールコーポレ
ーションにおけるうなぎ加工品の不
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)
◇イサン株式会社における調理食品
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)
◇「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)
◇第６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)
◇岐阜県で発生した豚コレラ(豚 3 例
目)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)
25 日(火) ◇岐阜県における豚コレラの疑似患
畜の確認(６例目)について(消費・安
全局動物衛生課)
◇砂糖及び異性化糖の需給見通し
(政策統括官付地域作物課)

農

政

日

◇「スマート農業技術の開発・実証
プロジェクト」及び「スマート農業
加速化実証プロジェクト」の公募説
明会の開催について(農林水産技術
会議事務局研究推進課)
◇平成29 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)
◇「国有林野の管理経営に関する基
本計画」の公表について(林野庁国有
林野部経営企画課)
◇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(森乳業
株式会社)(生産局畜産部牛乳乳製品
課)
26 日(水) ◇「平成 30 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)
◇野菜の生育状況及び価格見通し
(平成 31 年１月)について(生産局園
芸作物課)
◇太平洋クロマグロ「2018 年の日本
海生まれの加入量水準」について
(2018 年 12 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)
◇「農林水産物・食品輸出促進合同
チーム」会合の概要について(食料産
業局輸出促進課)
◇米先物取引の試験上場に関するシ
ーズンレポート(平成 30 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)
◇平成 30 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11 月末現在)(政策統括官付農産企
画課)
◇「農業分野におけるデータ契約ガ
イドライン」の策定について(食料産
業局知的財産課)
◇「平成 30 年度鳥獣対策優良活動表
彰式」及び「第６回全国鳥獣被害対
策サミット」の開催について(農村振
興局農村政策部鳥獣対策・農村環境
課鳥獣対策室)
◇水産政策の改革に係る全国ブロッ
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ク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)
27 日(木) ◇農林水産技術会議事務局競争的資
金事業等に係る事業・公募説明会の
開催について(農林水産省農林水産技
術会議事務局研究推進課、国立研究開
発法人農業・食品産業技術総合研究
機構生物系特定産業技術研究支援セ
ンターイノベーション創出課、農林
水産省農林水産技術会議事務局研究企
画課)
◇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29 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
中山間地域・日本型直接支払室)
28 日(金) ◇「第４回拡大豚コレラ疫学調査チ
ーム検討会」の開催概要について(消
費・安全局動物衛生課)
◇岐阜県で発生した豚コレラ(４例
目・飼養いのしし)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)
◇岐阜県で発生した豚コレラ(５例
目)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)
〈法令〉
12 月３日(月) ◇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４号)を公布(同日施行)
５日(水) ◇平成三十年八月二十日から九月五日
までの間の暴風雨及び豪雨による新潟
県岩船郡粟島浦村等の区域に係る災害
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の
一部を改正する政令(政令第 332 号)を
公布(同日施行)
◇平成三十年九月二十八日から十月一
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政令(政令第 333
号)を公布(同日施行)
７日(金) ◇特定農林水産物等の名称の保護に関
する法律の一部を改正する法律(法律第
88 号)を公布(経済上の連携に関する日
本国と欧州連合との間の協定の効力発

農

政

日

生の日から施行。ただし、附則第７条の
規定は公布の日から施行)
◇海洋再生可能エネルギー発電設備の
整備に係る海域の利用の促進に関する
法律(法律第 89 号)を公布(公布の日か
ら起算して４月を超えない範囲内にお
いて政令で定める日から施行)
12 日(水) ◇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４号)を公布(平成31 年４
月１日から施行)
14 日(金) ◇研究開発システムの改革の推進等に
よる研究開発能力の強化及び研究開発
等の効率的推進等に関する法律の一部
を改正する法律(法律第 94 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)
◇漁業法等の一部を改正する等の法律
(法律第 95 号)を公布(公布の日から起
算して２年を超えない範囲内において
政令で定める日から施行。ただし、附則
各号に掲げる規定は、当該各号に定める
日から施行する。)
18 日(火) ◇商品先物取引法施行規則の一部を改
正する省令(農林水産省令、経済産業
省令第６号)を公布(同日施行)
19 日(水) ◇森林経営管理法施行規則(農林水産
省令第 78 号)を公布(平成 31 年４月
１日から施行)
◇商法及び国際海上物品運送法の一部
を改正する法律の施行期日を定める政
令(政令第 338 号)を公布(平成 31 年
４月１日から施行)
◇商法及び国際海上物品運送法の一部
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 339 号)を
公布(商法及び国際海上物品運送法の一
部を改正する法律の施行の日(平成31 年
４月１日)から施行)
◇関税法施行令等の一部を改正する政
令(政令第 340 号)を公布(経済上の連
携に関する日本国と欧州連合との間の
協定の効力発生の日から施行)
20 日(木) ◇海面漁業生産統計調査規則の一部を
改正する省令(農林水産省令第 79 号)
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を公布(平成31 年１月１日から施行)
21 日(金) ◇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 80 号)を公布(同日
施行)
25 日(火) ◇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 81 号)を公
布(平成 31 年１月１日から施行)
27 日(木) ◇行政機関職員定員令の一部を改正す
る政令(政令第 349 号)を公布(平成 31
年１月１日から施行)
◇畜産経営の安定に関する法律施行令
及び砂糖及びでん粉の価格調整に関す
る法律施行令の一部を改正する政令(政
令第 356 号)を公布(経済上の連携に関
する日本国と欧州連合との間の協定の
効力発生の日から施行)
◇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)
◇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 83 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 84 号)を公布
(平成 31 年１月１日から施行)
28 日(金) ◇畜産経営の安定に関する法律施行令
及び砂糖及びでん粉の価格調整に関す
る法律施行令の一部を改正する政令
(政令第 361 号)を公布(環太平洋パー
トナーシップ協定が日本国について効
力を生ずる日から施行)
◇関税暫定措置法施行令第三十二条第
二項第三号の農林水産省令で定める方
法を定める省令の一部を改正する省令
(農林水産省令第 85 号)を公布(環太
平洋パートナーシップ協定の締結及び
環太平洋パートナーシップに関する包
括的及び先進的な協定の締結に伴う関
係法律の整備に関する法律の施行の日
から施行)

１月
１月４日(金) ◇岐阜県で発生した豚コレラ(３例
目)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)

農

政

日

７日(月) ◇「食料・農業・農村政策審議会 農
業農村振興整備部会(平成 30 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)
◇農林水産大臣の「スマート農業関
連実証事業の公募に係る全国説明
会」への出席について(農林水産技術
会議事務局研究推進課)
８日(火) ◇農林水産大臣及び髙鳥農林水産副
大臣の国内出張について(政策統括
官付農産企画課)
◇独立行政法人農林水産消費安全技
術センターの理事長の公募(追加公
募)について(大臣官房秘書課)
◇岐阜県で発生した豚コレラ(４例
目・飼養いのしし)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)
９日(水) ◇「第２回 あって良かった！食料の
家庭備蓄懇談会」の開催及び一般傍
聴について(大臣官房政策課食料安
全保障室)
◇国産ジビエ認証施設の第２号認証
について(祖谷の地美栄)(農村振興
局農村政策部鳥獣対策・農村環境課
鳥獣対策室)
10 日(木) ◇「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)
◇「薬用作物の産地化に向けたシン
ポジウム」の開催及び参加者の募集
について(生産局地域対策官)

誌
◇平成30 年度イノベーション創出強
化研究推進事業のうち緊急対応課題
(第４回)の採択課題決定について
(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、国立研究
開発法人農業・食品産業技術総合研
究機構生物系特定産業技術研究支援
センターイノベーション創出課、農
林水産省消費・安全局植物防疫課、
農林水産省農林水産技術会議事務局
研究統括官(生産技術)室)
◇小里農林水産副大臣の海外出張に
ついて(食料産業局輸出促進課、生産
局地域対策官、林野庁林政部木材利
用課)
◇「森林サービス産業(仮称)」キッ
クオフ・フォーラム＆マッチング・
セミナーの開催及び一般傍聴につい
て(林野庁森林利用課山村振興・緑化
推進室、「森林サービス産業(仮称)」
キックオフ・フォーラム＆マッチン
グ・セミナー実行委員会事務局)
◇岐阜県で発生した豚コレラ(５例
目)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)
15 日(火) ◇農林水産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)
◇岐阜県で発生した豚コレラ(６例
目)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)
16 日(水) ◇濱村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)

11 日(金) ◇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)

17 日(木) ◇農業研究見える化システム「アグ
リサーチャー」への「対話型検索シ
ステム」(チャットボット)の試験導
入について(農林水産技術会議事務
局研究企画課)

◇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鳥
獣対策・農村環境課農村環境対策室)

◇「日本農林規格調査会(平成 30 年
度第３回)」の開催及び一般傍聴につ
いて(食料産業局食品製造課基準認
証室)

◇「食料・農業・農村政策審議会 第
２回果樹・有機部会(有機関係)」の
開催及び一般傍聴について(生産局
農産部農業環境対策課)

◇「2019 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)

◇「農業資材審議会第 18 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種苗室)

◇「2019 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
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て(水産庁資源管理部管理課)
18 日(金) ◇平成 30 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)
◇米に関するマンスリーレポート
(平成 31 年１月号)の公表について
(政策統括官付農産企画課)
◇平成 30 年産米の相対取引価格・数
量について(平成 30 年 12 月)(政策統
括官付農産企画課)
◇「農産物規格・検査に関する懇談
会(第１回)」の開催及び一般傍聴に
ついて(政策統括官付穀物課米麦流
通加工対策室)
◇「農業資材審議会 飼料分科会 飼
料栄養部会」の開催及び一般傍聴に
ついて(消費・安全局畜水産安全管理
課)
21 日(月) ◇「第７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・日
本型直接支払室)
◇第２回 農薬の蜜蜂への影響評価
法に関する検討会の開催及び一般傍
聴について(消費・安全局農産安全管
理課農薬対策室)
◇平成 30 年度第２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)
◇「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)
◇小里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機構グ
ループ)
22 日(火) ◇「奄美大島、徳之島、沖縄島北部
及び西表島」の世界自然遺産推薦に
係る推薦書のユネスコへの提出につ
いて(林野庁森林整備部森林利用課、
国有林野部経営企画課)
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誌
◇農林水産大臣の国内出張について
(水産庁増殖推進部研究指導課)
◇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)
◇高度衛生管理基本計画(下関地区)
の変更について(水産庁漁港漁場整
備部計画課)
◇高野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)
◇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)
◇平成31 年度戦略的プロジェクト研
究推進事業の公募及び公募説明会の
開催について(農林水産技術会議事
務局研究企画課)
◇「第 84 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)
◇「平成 31 年春の農作業安全確認運
動」の実施及び「平成 31 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)
◇「平成 30 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)
◇2019 年(第 13 回)「若手外国人農林
水産研究者表彰(Japan Award)」の候
補者の募集開始について(農林水産
省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
報室若手外国人農林水産研究者表彰
事務局)
23 日(水) ◇小里農林水産副大臣の海外出張の
概要について(食料産業局輸出促進
課、生産局地域対策官、林野庁林政
部木材利用課)
◇「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)

農

政

日

誌

◇「第３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)

◇牛の受精卵及び精液の持ち出しに
対する家畜伝染病予防法違反に係る
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 家
畜衛生部会 第 29 回牛豚等疾病小委
員会」の開催について(消費・安全局
動物衛生課)

◇株式会社ヘルスライフにおけるハ
ーブティ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)

◇高野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)

◇平成 30 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12 月末現在)(政策統括官付農産企
画課)

◇「肥料取締制度に係る意見交換会
(第３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)
24 日(木) ◇平成 30 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)
25 日(金) ◇第２回 農薬使用者への影響評価
法に関する検討会の開催及び一般傍
聴について(消費・安全局農産安全管
理課農薬対策室)
◇「第３回建設業と農林水産業の連
携シンポジウムー過疎地の再興をめ
ざしてー」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、建設トップランナー倶楽部事務
局)
◇農林水産大臣の「2018 年度 JRA 賞
授賞式」への出席について(生産局畜
産部競馬監督課)
◇「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)
◇岐阜県で発生した豚コレラ(６例
目)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)
28 日(月) ◇髙鳥農林水産副大臣の第６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)
◇平成29 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)
29 日(火) ◇岐阜県における豚コレラの疑似患
畜の確認(７例目)について(消費・安
全局動物衛生課)
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30 日(水) ◇平成31 年度食品中の有害化学物質
及び有害微生物の実態調査計画(公
募予定の調査事業)に関する説明会
の開催について(消費・安全局食品安
全政策課)
◇岐阜県において発生した豚コレラ
(７例目)に係る追加的防疫措置の実
施について(消費・安全局動物衛生
課)
◇平成30 年の外国漁船取締実績につ
いて(水産庁漁業取締本部(水産庁資
源管理部管理課漁業取締管理室))
◇平成31 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)
31 日(木) ◇「食料・農業・農村政策審議会 食
料産業部会 食品リサイクル小委員
会」及び「中央環境審議会 循環型社
会部会 食品リサイクル専門委員会」
の第20 回合同開催及び一般傍聴につ
いて(食料産業局バイオマス循環資
源課食品産業環境対策室)
◇「第 17 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)
◇「機能性表示食品の届出制度に関
するシンポジウム」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)
〈法令〉
１月８日(火) ◇不正競争防止法等の一部を改正する
法律の一部の施行に伴う関係政令の整
備に関する政令(政令第２号)を公布
(不正競争防止法等の一部を改正する法
律附則第１条第４号に掲げる規定の施

農

政

日

行の日(平成 31 年４月１日)から施行)

誌
成 31 年１月 17 日)から施行)

15 日(火) ◇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２号) を公布
(同日施行)
◇日本農林規格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１号)を公布(平成 31 年１月 27
日から施行)
17 日(木) ◇研究開発システムの改革の推進等に
よる研究開発能力の強化及び研究開発
等の効率的推進等に関する法律の一部
を改正する法律の施行期日を定める政
令(政令第３号)を公布
◇研究開発システムの改革の推進等に
よる研究開発能力の強化及び研究開発
等の効率的推進等に関する法律の一部
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４号)を公
布(研究開発システムの改革の推進等に
よる研究開発能力の強化及び研究開発
等の効率的推進等に関する法律の一部
を改正する法律の施行の日(平成31 年１
月 17 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
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に係
る財務及び会計に関する省令の一部を
改正する省令(財務省令、農林水産省
令第１号)を公布(研究開発システムの
改革の推進等による研究開発能力の強
化及び研究開発等の効率的推進等に関
する法律の一部を改正する法律の施行
の日(平成 31 年１月 17 日)から施行)
◇農林水産省関係研究開発システムの
改革の推進等による研究開発能力の強
化及び研究開発等の効率的推進等に関
する法律施行規則等の一部を改正する
省令(農林水産省令第３号)を公布(研
究開発システムの改革の推進等による
研究開発能力の強化及び研究開発等の
効率的推進等に関する法律の一部を改
正する法律の施行の日(平成 31 年１月
17 日)から施行)
◇国立研究開発法人土木研究所の業務
運営に関する省令の一部を改正する省
令(農林水産省令、国土交通省令第１
号)を公布(研究開発システムの改革の
推進等による研究開発能力の強化及び
研究開発等の効率的推進等に関する法
律の一部を改正する法律の施行の日(平
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18 日(金) ◇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６号)を公布(平成
31 年２月６日から施行)
22 日(火) ◇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４号)
を公布(同日施行)
25 日(金) ◇北方地域旧漁業権者等に対する特別
措置に関する法律施行規則の一部を改
正する命令(内閣府令、農林水産省令
第１号)を公布(北方地域旧漁業権者等
に対する特別措置に関する法律の一部
を改正する法律の施行の日(平成31 年４
月１日)から施行)
30 日(水) ◇特定農林水産物等の名称の保護に関
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５号)を公布(特定
農林水産物等の名称の保護に関する法
律の一部を改正する法律の施行の日か
ら施行)

２月
２月１日(金) ◇平成 30 年度 シンポジウム「里海
保全の最前線」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)
◇「国際森林デー2019 みどりの地球
を未来へ ～次代へつなぐ森林と木
の文化～」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 29 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)
◇第２回「食・駆けるプロジェクト」
準備委員会の開催について(食料産
業局食文化・市場開拓課)
◇野菜の生育状況及び価格見通し
(平成 31 年２月)について(生産局園
芸作物課)
◇「第３回 あって良かった！食料の
家庭備蓄懇談会」の開催及び一般傍
聴について(大臣官房政策課食料安

農

政

日

全保障室)
４月(月) ◇シンポジウム「早生樹・エリート
ツリーの現状と未来～その可能性と
課題を探る～」の開催及び参加者の
募集について(林野庁整備課造林間
伐対策室)
◇漁業及び水産加工業における「特
定技能」による外国人材受入れに係
る全国ブロック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、加工流通課)
◇第５回「日本ベンチャー大賞」の
募集開始について(大臣官房政策課
技術政策室)
◇JAS の制定等のテーマに関する調
査(提案募集)について(食料産業局
食品製造課基準認証室)
◇「平成 30 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)
◇髙鳥農林水産副大臣の第41 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)
５日(火) ◇「平成 30 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)
◇「水産政策審議会 第 79 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)
◇小里農林水産副大臣の国内出張に
ついて(消費・安全局総務課)
◇「第５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)
◇「第１回 日本オープンイノベーシ
ョン大賞」における農林水産大臣賞
受賞者の決定及び表彰式の開催につ
いて(農林水産技術会議事務局研究
調整課)
６日(水) ◇愛知県における豚コレラの患畜の
確認及び「農林水産省豚コレラ防疫
対策本部」における対応方針の決定
について(消費・安全局動物衛生課)
◇第２回「農泊推進のあり方検討会」
の開催について(農村振興局農村政
策部都市農村交流課)
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誌
◇さとうきび新品種候補「KY10-1380
」の名称アイディア募集について(政
策統括官付地域作物課)
◇「第 37 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 33 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 30 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)
◇「第３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)
◇「平成 30 年度鳥獣対策優良活動表
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
鳥獣対策・農村環境課鳥獣対策室)
◇「第３回ジビエ料理コンテスト」
の結果について(農村振興局農村政
策部鳥獣対策・農村環境課鳥獣対策
室)
７日(木) ◇九州農政局の平成30 年度人事院総
裁賞(第 31 回)の受賞について(大臣
官房秘書課、九州農政局総務部総務
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)
８日(金) ◇「平成 30 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)
◇「和牛遺伝資源の流通管理に関す
る検討会(第１回)」の開催及び一般
傍聴について(生産局畜産部畜産振
興課)
◇平成30 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)
◇「平成 30 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)
◇米に関するマンスリーレポート
(平成 31 年２月号)の公表について
(政策統括官付農産企画課)
12 日(火) ◇「第 85 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

農

政

日

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)
◇第15 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)
◇「オーガニックビジネス実践拠点
連携セミナー」の開催及び参加者の
募集について(生産局農産部農業環
境対策課)
13 日(水) ◇愛知県田原市における豚コレラの
疑似患畜の確認について(消費・安全
局動物衛生課)

誌
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)
◇愛知県において２月13 日に発生し
た豚コレラ(国内９例目)に係る新た
な疫学関連農場の設定について(消
費・安全局動物衛生課)
15 日(金) ◇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を行う
地域の決定について(農村振興局農
村政策部鳥獣対策・農村環境課農村
環境対策室)
◇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２回トド管理基本方針の見直し
に向けた検討会の開催について(水
産庁増殖推進部漁場資源課)

◇養殖生産数量ガイドライン(平成
31 年漁期)の策定について(水産庁増
殖推進部栽培養殖課)

◇
「平成 30 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)

◇「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)

◇「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 30 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)

◇高野農林水産大臣政務官の海外出
張について(食料産業局輸出促進課)

◇「サウジアラビア農業・食品ビジ
ネスセミナー2019～最新の投資環境
動向と日本企業の事業機会～」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)
◇高野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)
14 日(木) ◇平成31 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
ンス研究委託事業で実施する新規試
験研究課題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)
◇愛知県において２月13 日に発生し
た豚コレラに係る追加的防疫措置の
実施について(消費・安全局動物衛生
課)
◇平成 31 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)
◇「平成 30 年度 水源林造成事業等
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◇平成29 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)
◇平成 30 年産米の相対取引価格・数
量について(平成 31 年１月)(政策統
括官付農産企画課)
◇「農産物規格・検査に関する懇談
会(第２回)」の開催及び一般傍聴に
ついて(政策統括官付穀物課米麦流
通加工対策室)
◇農山漁村地域における起業支援プ
ログラム『INACOME』Pitch Day の開
催について(農林水産省大臣官房政
策課、アイ・シー・ネット株式会社)
◇岐阜県で発生した豚コレラ(国内
７例目)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)
18 日(月) ◇「平成 30 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)
◇マレーシアからの家きん肉等の一
時輸入停止措置の解除について(消
費・安全局動物衛生課)

農

政

日

◇「平成 30 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・シンポジウムの
開催について(生産局農業環境対策
課)
◇証券監督者国際機構(IOSCO)によ
る「商品倉庫および受渡施設の健全
な慣行」の最終報告書の公表につい
て(食料産業局食品流通課商品取引
室)
◇「第５回拡大豚コレラ疫学調査チ
ーム検討会」の開催について(消費・
安全局動物衛生課)
19 日(火) ◇岐阜県における豚コレラの疑似患
畜の確認(国内 10 例目)について(消
費・安全局動物衛生課)
20 日(水) ◇農林水産大臣の「平成 30 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)
◇ウッド・チェンジ・ネットワーク
の立ち上げ及び第１回会合の開催に
ついて(林野庁林政部木材利用課)
◇「平成 30 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)
◇「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)
21 日(木) ◇平成31 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)
◇「第４回 あって良かった！食料の
家庭備蓄懇談会」の開催及び一般傍
聴について(大臣官房政策課食料安
全保障室)
◇「稲作コスト低減シンポジウム」
の開催及び出席者の募集について
(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)
◇高野農林水産大臣政務官の海外出
張の概要について(食料産業局輸出
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誌
促進課)
22 日(金) ◇米国への鶏卵の輸出(第１便)につ
いて(生産局畜産部食肉鶏卵課)
◇卵及び卵製品に関する日本のEU 第
三国リスト掲載について(消費・安全
局動物衛生課国際衛生対策室)
◇野生いのししにおける豚コレラ拡
大防止対策の決定について(消費・安
全局動物衛生課)
◇気候変動に対応する農業技術国際
シンポジウム「地球規模で考える気
候変動と農山漁村」の開催及び参加
者募集について(大臣官房政策課環
境政策室)
◇「第 12 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)
◇「平成 30 年度第２回自然再生専門
家会議」の開催について(大臣官房政
策課環境政策室)
◇「土づくりコンソーシアム」設立
総会及び記念講演会の開催について
(生産局農産部農業環境対策課)
◇「平成 30 年度浜の活力再生プラン
全国推進会議」の開催及び一般傍聴
並びに平成30 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)
◇株式会社ピックルスコーポレーシ
ョン関西及び株式会社ピックルスコ
ーポレーション西日本の農業競争力
強化支援法に基づく事業再編計画の
認定について(食料産業局食品製造
課)
25 日(月) ◇「第４回大農業女子会」の開催及
び「農山漁村女性の日」関連イベン
トについて(経営局就農・女性課女性
活躍推進室)
26 日(火) ◇農林水産大臣の「第 58 回全国青年
農業者会議」への出席について(経営
局就農・女性課)
◇国連生物多様性の 10 年「グリーン
ウェイブ 2019」
の実施について(林野
庁森林整備部森林利用課)
◇「水産政策審議会 第 93 回 資源管
理分科会」の開催及び一般傍聴につ

農

政

日

誌

いて(水産庁漁政部漁政課)

始分)(経営局就農・女性課)

◇平成 30 年産米の契約・販売状況、
民間在庫の推移等について(平成 31
年１月末現在)(政策統括官付農産企
画課)

◇岐阜県で発生した豚コレラ(国内
７例目)に係る移動制限区域の解除
について(消費・安全局動物衛生課)

◇平成30 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)
◇「食料・農業・農村政策審議会 第
３回果樹・有機部会(有機関係)」の
開催及び一般傍聴について(生産局
農産部農業環境対策課)
◇豚コレラ拡大防止に対する対策の
追加について(消費・安全局動物衛生
課、生産局畜産部畜産企画課)
27 日(水) ◇「森林整備保全事業計画(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)
◇「農業現場における新技術の実装
に向けたマッチングミーティング」
～農業者と技術提案者との直接対話
によるニーズと技術のマッチング
(経営・生産管理システム)～の開催
と参加者の募集について(大臣官房
政策課イノベーション創出グルー
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(阪神米
穀株式会社)(政策統括官付穀物課米
麦流通加工対策室)
◇髙鳥農林水産副大臣の国内出張に
ついて(消費・安全局総務課)
28 日(木) ◇「平成 30 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)

〈法令〉
２月１日(金) ◇特定農産加工業経営改善臨時措置法
施行規則の一部を改正する省令(農林水
産省令第６号)を公布(平成31 年４月
１日から施行)
５日(火) ◇漁船損害等補償法施行規則の一部を
改正する省令(農林水産省令第７号)
を公布(商法及び国際海上物品運送法の
一部を改正する法律の施行の日(平成 31
年４月１日)から施行)
６日(水) ◇日本農林規格等に関する法律等に規
定する検査身分証明書の様式を定める
省令(農林水産省令第８号)を公布
(平成 31 年４月１日から施行)
14 日(木) ◇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９号)を公布(同日施行)
15 日(金) ◇特定工場における公害防止組織の整
備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、環境省令第１号)を公布
(平成 31 年４月１日から施行)
22 日(金) ◇日本中央競馬会の平成三十一事業年
度における日本中央競馬会法第二十九
条の二第三項の割合を定める政令(政令
第 26 号)を公布(同日施行)
28 日(木) ◇テンサイ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 10 号)を公布(平成
31 年４月１日から施行)

３月

◇高野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)

３月１日(金) ◇野菜の生育状況及び価格見通し
(平成 31 年３月)について(生産局園
芸作物課)

◇小里農林水産副大臣の国内出張に
ついて(消費・安全局総務課)

◇小里農林水産副大臣の国内出張に
ついて(大臣官房地方課)

◇平成30 年度獣医事審議会第２回計
画部会の開催及び一般傍聴について
(消費・安全局畜水産安全管理課)

◇阪神製菓株式会社における菓子類
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)

◇「農の雇用事業」第１回目の募集
を開始します(平成 31 年６月研修開
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◇愛知県で発生した豚コレラ(国内
８例目)に係る搬出制限区域の解除

農

政

日

について(消費・安全局動物衛生課)

誌
課女性活躍推進室)

４日(月) ◇2028 年における世界の食料需給見
通し―「世界食料需給モデル」によ
る予測結果― の公表及び予測結果説
明会の開催について(農林水産政策
研究所)

◇「災害時に備えた食品ストックガ
イド」及び「要配慮者のための災害
時に備えた食品ストックガイド」の
公表について(大臣官房政策課食料
安全保障室)

◇デンマークからの家きん肉等の一
時輸入停止措置について(消費・安全
局動物衛生課)

◇地球にやさしいプラスチックの資
源循環推進会議(第３回有識者懇談
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)

◇「平成 30 年度 第４回 林政審議会
施策部会」の開催及び一般傍聴につ
いて(林野庁林政部企画課)
◇「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)
◇小里農林水産副大臣の「FOODEX
JAPAN 2019」オープニングセレモニ
ーへの出席について(食料産業局輸
出促進課)
５日(火) ◇「水稲の作柄に関する委員会(平成
30 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)
◇
「平成30 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)
６日(水) ◇「食料・農業・農村政策審議会 農
業農村振興整備部会(平成 30 年度 第
４回)」の開催及び一般傍聴について
(農村振興局整備部設計課計画調整
室)
◇「第８回ロシア極東等農林水産業
プラットフォーム会合・グローバル
・フードバリューチェーン推進官民
協議会ロシア部会」及び「平成 30 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」の開催
について(大臣官房国際部海外投資
・協力グループ)
◇「農業用ドローンの普及拡大に向
けた官民協議会」設立会の開催及び
一般傍聴について(生産局技術普及
課)
７日(木) ◇岐阜県における豚コレラの疑似患
畜の確認(国内 11 例目)について(消
費・安全局動物衛生課)
◇農林水産大臣の「未来農業 DAYs」
への出席について(経営局就農・女性
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◇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)
８日(金) ◇乳及び乳製品に関する日本のEU 第
三国リスト掲載について(消費・安全
局動物衛生課国際衛生対策室)
◇「農業資材審議会 農薬分科会(第
19 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)
◇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６
回)(水産庁漁政部加工流通課)
◇農林水産大臣の「第 48 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)
◇平成 30 年度第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)
◇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 31 年３月号)の公表について
(政策統括官付農産企画課)
◇岐阜県における経口ワクチン散布
研修会の実施について(消費・安全局
動物衛生課)
11 日(月) ◇「和牛遺伝資源の流通管理に関す
る検討会(第２回)」の開催及び一般
傍聴について(生産局畜産部畜産振
興課)
◇「醸造用ぶどうの生産拡大セミナ
ー」の開催及び参加者の募集につい
て(生産局園芸作物課園芸流通加工

農

政

日

対策室)
◇「食料・農業・農村政策審議会 企
画部会」の開催及び一般傍聴につい
て(大臣官房政策課)
◇「平成 31 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３回「農泊推進のあり方検討会」
の開催について(農村振興局農村政
策部都市農村交流課)
12 日(火) ◇効率的な食品流通に資する賞味期
限の年月表示化に関するセミナーの
開催及び参加者の募集について(食
料産業局バイオマス循環資源課食品
産業環境対策室)
◇愛知県における経口ワクチン散布
研修会の実施について(消費・安全局
動物衛生課)
◇「食料・農業・農村政策審議会企
画部会地球環境小委員会」、「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)
◇愛知県で発生した豚コレラ(国内
８例目)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)
◇岐阜県で発生した豚コレラ(国内
10 例目)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(水) ◇平成 31 年(第 13 回)「みどりの学
術賞」受賞者の決定について(林野庁
森林整備部森林利用課山村振興・緑
化推進室)
◇第 70 回獣医師国家試験(平成 30 年
度)の結果について(消費・安全局畜
水産安全管理課)
◇「国立研究開発法人水産研究・教
育機構が実施するさけ・ますふ化放
流事業のあり方に関する関係者によ
る検討会(第１回)」の開催について
(水産庁増殖推進部栽培養殖課)
14 日(木) ◇「農業現場における新技術の実装
に向けたマッチングミーティング」
～農業者と技術提案者との直接対話
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誌
によるニーズと技術のマッチング
(経営・生産管理システム)～の出展
内容の詳細について(大臣官房政策
課)
◇平成29 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)
◇「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29 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)
15 日(金) ◇農林水産大臣の国内出張について
(食料産業局食品流通課卸売市場室)
◇局地激甚災害及びこれに対し適用
すべき措置の指定に関する政令につ
いて(大臣官房文書課災害総合対策
室)
◇「畜産関係の消費税軽減税率制度
の地方説明会」の開催及び参加者の
募集について(生産局畜産部畜産企
画課)
◇
「平成 31 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31 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 30 年産米の相対取引価格・数
量について(平成 31 年２月)(政策統
括官付農産企画課)
◇「日ロさけ・ます漁業交渉」の開
催について(水産庁資源管理部国際
課)
◇「平成 31 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)
16 日(土) ◇愛知県で発生した豚コレラ(国内
９例目)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)
18 日(月) ◇米国ペンシルバニア州からの生き
た家きん、家きん肉等の一時輸入停
止措置について(消費・安全局動物衛
生課)
◇「第８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 30 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

農

政

日

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)
19 日(火) ◇楽陽食品株式会社におけるチルド
ぎょうざ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)
◇「農産物規格・検査に関する懇談
会(第３回)」の開催及び一般傍聴に
ついて(政策統括官付穀物課米麦流
通加工対策室)
◇「新時代のコメの輸出に向けたシ
ンポジウム」の開催及び参加者の募
集について(政策統括官付農産企画
課、穀物課)
20 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)
◇「第１回優良品種の持続的な利用
を可能とする植物新品種の保護に関
する検討会」の開催について(食料産
業局知的財産課種苗室)
◇「食料・農業・農村政策審議会 企
画部会」の開催及び一般傍聴につい
て(大臣官房政策課)
◇「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)
◇濱村農林水産大臣政務官の国内出
張について(農林水産省食料産業局
企画課、経済産業省近畿経済産業局
総務企画部総務課、経済産業省近畿
経済産業局広報・情報システム室)
22 日(金) ◇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)
◇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)
◇スポーツイベントにおける食品ロ
ス削減手法の調査結果の公表につい
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)
◇岐阜県で発生した豚コレラ(国内
10 例目)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)
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◇愛知県で発生した豚コレラ(国内
９例目)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)
23 日(土) ◇岐阜県における豚コレラの疑似患
畜の確認(国内 12 例目)について(消
費・安全局動物衛生課)
25 日(月) ◇第27 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)
◇第１回「農業特定技能協議会」の
開催について(経営局就農・女性課)
◇第１回「漁業特定技能協議会」の
開催について(水産庁漁政部企画課)
◇「日本農業遺産認定証授与式及び
認定記念講演会」の開催及び参加者
の募集について(農村振興局農村政
策部鳥獣対策・農村環境課農村環境
対策室)
◇
「平成 31 年(2019 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)
◇「日ロさけ・ます漁業交渉」の結
果について(水産庁資源管理部国際
課)
◇平成31 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)
26 日(火) ◇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、農地資
源課経営体育成基盤整備推進室)
◇野菜の生育状況及び価格見通し
(平成 31 年４月)について(生産局園
芸作物課)
◇さとうきび新品種「KY10-1380」の
品種登録出願名称公表及び新品種栽
培実証事業植付式の開催について
(政策統括官付地域作物課)
◇「水産政策審議会 第 80 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)
◇遺伝子組換えダイズ及びトウモロ
コシの第一種使用等に関する審査結
果についての意見・情報の募集(パブ
リックコメント)について(消費・安

農

政

日

全局農産安全管理課)

誌
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31 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)
◇第１回「食品産業特定技能協議会
運営委員会」の開催について(食料産
業局食品製造課)
◇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)
27 日(水) ◇愛知県における豚コレラの患畜の
確認(国内 13 例目)について(消費・
安全局動物衛生課)
◇「第６回拡大豚コレラ疫学調査チ
ーム検討会」の開催について(消費・
安全局動物衛生課)
◇農地転用許可権限等に係る指定市
町村の指定(第 10 回)について(農村
振興局農村政策部農村計画課)
◇「でん粉の需給見通しについて」
(政策統括官付地域作物課)
◇平成 31 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)
28 日(木) ◇愛知県における豚コレラの患畜の
確認(国内 14 例目)について(消費・
安全局動物衛生課)
◇岐阜県で発生した豚コレラ(国内
11 例目)に係る搬出制限区域解除に
ついて(消費・安全局動物衛生課)
◇「食料・農業・農村政策審議会 食
料産業部会 食品リサイクル小委員
会」及び「中央環境審議会 循環型社
会部会 食品リサイクル専門委員会」
の第21 回合同開催及び一般傍聴につ
いて(食料産業局バイオマス循環資
源課食品産業環境対策室)

29 日(金) ◇愛知県における豚コレラの疑似患
畜の確認(国内 15 例目及び 16 例目)
及び「農林水産省豚コレラ防疫対策
本部」の開催について(消費・安全局
動物衛生課)
◇世界の飲食料市場規模の推計結果
について(農林水産政策研究所)
◇「農林水産省豚コレラ防疫対策本
部」における対応方針の追加につい
て(消費・安全局動物衛生課)
◇濱村農林水産大臣政務官の国内出
張について(農林水産省大臣官房文
書課災害総合対策室、復興庁広報班)
◇平成30 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)
◇平成30 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
部漁業調整課沿岸・遊漁室)
◇国産ジビエ認証施設の第３号認証
について(信州富士見高原ファー
ム)(農村振興局農村政策部鳥獣対策
・農村環境課鳥獣対策室)
◇食料の安定供給に係るリスク分析
・評価の結果について(大臣官房政策
課食料安全保障室)
◇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(大
臣官房政策課環境政策室)
◇「多面的機能支払交付金の施策の
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)
◇農林水産研究イノベーション戦略
の策定について(農林水産技術会議
事務局研究企画課)

◇「平成 28 年度調味料中の３-MCPD
含有実態調査」の結果について(消費
・安全局食品安全政策課)

◇「農林水産業 × 環境・技術 ×
SDGs」Web サイトの開設について(大
臣官房政策課環境政策室)

◇三菱商事フードテック株式会社の
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)

◇「第 86 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)

◇愛知県において発生した豚コレラ
(国内14 例目)に係る追加的防疫措置
の実施について(消費・安全局動物衛
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◇「活力あふれる農村地域の発展事

農

政

日

例から学ぶ－土地改良事業の実施地
区から－」(第５弾)の公表について
(農村振興局整備部設計課)
◇「平成 29 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)
◇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(フィー
ド・ワン株式会社)(生産局畜産部飼
料課流通飼料対策室)
◇平成 30 年産米の契約・販売状況、
民間在庫の推移について(平成 31 年
２月末現在)(政策統括官付農産企画
課)
◇日ロ地先沖合漁業交渉の開催(「日
ロ漁業委員会第 35 回会議」の開催)
について(水産庁資源管理部国際課)
◇「食料・農業・農村政策審議会 第
４回果樹・有機部会(有機関係)」の
開催及び一般傍聴について(生産局
農産部農業環境対策課)
30 日(土) ◇岐阜県における豚コレラの疑似患
畜の確認(国内 17 例目)について(消
費・安全局動物衛生課)
31 日(日) ◇「平成 30 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(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 33 号)を
公布(同日施行)

誌
号)を公布(平成31 年４月１日から施
行)
15 日(金) ◇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 31
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
３号)を公布(平成 31 年３月 31 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(内閣府令、農林水産省令
第３号)を公布(平成 31 年３月 31 日
から施行)
◇食品等の流通の合理化及び取引の適
正化に関する法律施行規則の一部を改
正する省令(農林水産省令第 15 号)を
公布(平成 31 年４月１日から施行)
19 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 16 号)を公布(平成 31 年７
月１日から施行。ただし、附則第２
条及び第３条の規定は同日施行)
20 日(水) ◇平成三十年九月二十八日から十月一
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政令の一部を改
正する政令(政令第 42 号)を公布(同
日施行)

４日(月) ◇農業協同組合法施行規則等の一部を
改正する省令(農林水産省令第 11 号)
を公布(同日施行)

◇平成三十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 43
号)を公布(同日施行)

５日(火) ◇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 12 号)を公布
(平成 31 年４月１日から施行。ただ
し、附則各号に掲げる規定は、当該各号
に定める日から施行)

◇水産業協同組合法施行令の一部を改
正する政令(政令第 44 号)を公布(平
成 31 年４月１日から施行)

８日(金) ◇農林水産省組織令の一部を改正する
政令(政令第 34 号)を公布(平成 31 年
４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 13 号)を公布(同日施行)
14 日(木) ◇家畜伝染病予防法施行規則及び牛海
綿状脳症対策特別措置法施行規則の一
部を改正する省令(農林水産省令第 14
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◇海洋再生可能エネルギー発電設備の
整備に係る海域の利用の促進に関する
法律の施行期日を定める政令(政令第
45 号)を公布
◇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 17 号)
を公布(平成31 年４月１日から施行)
22 日(金) ◇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 18 号)を公布

農

政

日

(平成 31 年３月 31 日から施行)
◇独立行政法人北方領土問題対策協会
の業務運営、財務及び会計並びに人事管
理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４号)を
公布(平成 31 年４月１日から施行)
◇不要存置林野の売払いについての国
有林野の管理経営に関する法律施行規
則及び国有林野の活用に関する法律施
行規則の臨時特例に関する省令の一部
を改正する省令(農林水産省令第 19
号)を公布(同日施行)

誌
林水産省令第２号)を公布(平成31 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 31 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 24 号)を公布
(平成 31 年４月１日から施行)

◇農業動産信用法施行令の一部を改正
する政令(政令第 58 号)を公布(同日
施行)

◇独立行政法人農林水産消費安全技術
センターの業務運営並びに財務及び会
計に関する省令等の一部を改正する省
令(農林水産省令第 25 号)を公布(平
成 31 年４月１日から施行)

26 日(火) ◇種苗法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)

◇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 26 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 21 号)を
公布(同日施行)

◇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 27 号)
を公布(同日施行)

27 日(水) ◇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 22 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(木) ◇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５
号)を公布(独立行政法人郵便貯金・簡
易生命保険管理機構に関する省令等の
一部を改正する省令の施行の日(平成 31
年４月１日)から施行)

◇特別法人事業税及び特別法人事業譲
与税に関する法律(法律第４号)を公
布(平成 31 年 10 月１日から施行。た
だし、附則各号に掲げる規定は、当該
各号に定める日から施行)

◇家畜保健衛生所法施行規則の一部を
改正する省令(農林水産省令第 23 号)
を公布(平成31 年４月１日から施行)
29 日(金) ◇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
附則第二条第三項の政令で定める日を
定める政令(政令第 73 号)を公布(同
日施行)
容器包装に係る分別収集及び再商品化
の促進等に関する法律施行規則の一部
を改正する省令(財務省令、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31 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に関する省令
等の一部を改正する省令(財務省令、農

- 395 -

◇行政機関職員定員令の一部を改正す
る政令(政令第 74 号)を公布(平成 31
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 94 号)を公布(平成 31 年
４月１日から施行)
◇土地改良法施行令の一部を改正する
政令(政令第 110 号)を公布(平成 31
年４月１日から施行)
◇漁港漁場整備法施行令の一部を改正
する政令(政令第 111 号)を公布(平成
31 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 124 号)

農

政

日

を公布(平成31 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 29 号)を公布(平成 31 年４月１日
から施行)
◇土地改良法施行規則の一部を改正す
る省令(農林水産省令第 30 号)を公布
(平成 31 年４月１日から施行)
◇漁港漁場整備法施行規則の一部を改
正する省令(農林水産省令第 31 号)を
公布(平成 31 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 32 号)を公布
(平成 31 年４月１日から施行)
30 日(土) ◇奄美群島振興開発特別措置法及び小
笠原諸島振興開発特別措置法の一部を
改正する法律(法律第８号)を公布(平
成 31 年４月１日から施行。ただし、
第１条中奄美群島振興開発特別措置法
附則第１項の改正規定及び第２条中小
笠原諸島振興開発特別措置法附則第２
項本文の改正規定は同日施行)
◇成田国際空港周辺整備のための国の
財政上の特別措置に関する法律の一部
を改正する法律(法律第９号)を公布
(同日施行。ただし、別表農地及び農業
用施設の項の改正規定は平成 31 年４月
１日から施行)
◇奄美群島振興開発特別措置法及び小
笠原諸島振興開発特別措置法の一部を
改正する法律の施行に伴う関係政令の
整備に関する政令(政令第 132 号)を公
布(平成 31 年４月１日から施行)
◇畜産経営の安定に関する法律施行令
の一部を改正する政令(政令第 134 号)
を公布(平成 31 年４月 31 日から施
行)
◇砂糖及びでん粉の価格調整に関する
法律施行規則の一部を改正する省令(農
林水産省令第 33 号)を公布(平成 31
年４月１日から施行)
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