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農政日誌 

(平成 31 年 4 月 1 日～令和 2 年 3 月 31 日) 

 

 ４月  

４月１日(月) ◇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

について(生産局畜産部牛乳乳製品課) 

２日(火) ◇米国コネチカット州からの生きた家

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) 

３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) 

 ◇「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) 

４日(木) ◇「平成 31 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) 

５日(金) ◇スウェーデン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) 

 ◇「食料・農業・農村政策審議会 企画

部会」の開催及び一般傍聴について(大

臣官房政策課) 

 ◇米に関するマンスリーレポート(平成

31 年４月号)の公表について(政策統括

官付農産企画課) 

 ◇「食料・農業・農村政策審議会 食料

産業部会」の開催及び一般傍聴について

(食料産業局企画課) 

 ◇岐阜県で発生した豚コレラ(国内11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) 

８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) 

９日(火) ◇岐阜県における豚コレラの疑似患畜

の確認(国内18例目)について(消費・安

全局動物衛生課) 

 ◇「和牛遺伝資源の流通管理に関する検

討会(第3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) 

10日(水) ◇愛知県における豚コレラの疑似患畜

の確認(国内19例目)について(消費・安

全局動物衛生課) 

 ◇平成31年度(第20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31年度(第15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) 

 ◇「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) 

11日(木) ◇髙鳥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) 

12日(金) ◇韓国による日本産水産物等の輸入規

制に関するWTO上級委員会の報告書につ

いて(農林水産大臣談話)(水産庁漁政部

加工流通課) 

 ◇食品ロス削減に向けた納品期限緩和

の取組の進捗と今後の展開について(食

料産業局バイオマス循環資源課食品産

業環境対策室) 

 ◇食品ロス量(平成 28 年度推計値)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) 

 ◇第29回 森と花の祭典－「みどりの感
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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) 

 ◇低コスト化・高収益化に資する農業実

用化技術(園芸及び有機農業分野)の募

集について(生産局技術普及課) 

 ◇平成 30 年産米の相対取引価格・数量

について(平成31年3月)(政策統括官付

農産企画課) 

 ◇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) 

 ◇「平成 31 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) 

14日(日) ◇岐阜県で発生した豚コレラ(国内12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) 

15日(月) ◇「ウナギの国際的資源保護・管理に係

る第 12 回非公式協議」の開催について

(水産庁増殖推進部漁場資源課生態系保

全室) 

 ◇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) 

 ◇「食料・農業・農村政策審議会 畜産

部会(平成 31 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) 

16日(火) ◇「水産政策審議会 第94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) 

17日(水) ◇岐阜県における豚コレラの疑似患畜

の確認(国内20例目)について(消費・安

全局動物衛生課) 

 ◇「平成31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) 

 ◇ウッド・チェンジ・ネットワーク第 2

回会合の開催について(林野庁林政部木

材利用課) 

 ◇岐阜県で発生した豚コレラ(国内17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) 

18日(木) ◇農業法人投資育成事業に関する計画

の承認及び株式会社日本政策金融公庫

による出資の認可について(経営局金融

調整課) 

 ◇濱村農林水産大臣政務官の国内出張

について(水産庁増殖推進部漁場資源

課) 

 ◇「食料・農業・農村政策審議会 企画

部会」の開催及び一般傍聴について(大

臣官房政策課) 

 ◇「第 10 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(生産局農産部農業環境

対策課) 

 ◇「漁業におけるプラスチック資源循環

問題に対する今後の取組」の公表等につ

いて(水産庁増殖推進部漁場資源課) 

19日(金) ◇「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) 

 ◇農林水産省農林水産技術会議事務局

とドイツ連邦食糧・農業省による「農業

科学研究の共同公募に関する共同意思

表明文書」の署名式について(農林水産

技術会議事務局国際研究官室) 

 ◇第13回「みどりの式典」の開催と「平

成 31 年緑化推進運動功労者内閣総理大

臣表彰」の受賞者決定について(内閣府

大臣官房総務課みどりの学術賞及び式

典担当室、林野庁森林利用課山村振興・

緑化推進室) 

 ◇「第3回食育活動表彰」受賞者の決定

及び表彰式の開催について(消費・安全

局消費者行政・食育課) 

 ◇「ウナギの国際的資源保護・管理に係

る第 12 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生態系保

全室) 

 ◇「ありが糖運動」について(活動報

告)(政策統括官付地域作物課) 

21日(月) ◇愛知県における豚コレラの疑似患畜
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の確認(国内21例目)について(消費・安

全局動物衛生課) 

22日(火) ◇愛知県における豚コレラの疑似患畜

の確認(国内22例目)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(株式会社坂ノ

途中)(食料産業局食品流通課) 

 ◇「脱炭素化社会に向けた農林水産分野

の基本的な考え方」について(大臣官房

政策課環境政策室) 

 ◇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) 

23日(水) ◇「2019 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) 

24日(木) ◇第4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) 

 ◇岐阜県で発生した豚コレラ(国内12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) 

 ◇「第87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) 

 ◇農林水産大臣等の「G20 首席農業研究

者会議(MACS)」への出席について(農林

水産技術会議事務局国際研究官室) 

 ◇第1回「農福連携等推進会議」の開催

について(大臣官房政策課、農村振興局 

都市農村交流課) 

25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)の本格導入について

(農林水産技術会議事務局研究企画課) 

 ◇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3月末

現在)(政策統括官付農産企画課) 

26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) 

 ◇髙鳥農林水産副大臣の海外出張につ

いて(生産局園芸作物課花き産業・施設

園芸振興室) 

 ◇野菜の生育状況及び価格見通し(平成

31年5月)について(生産局園芸作物課) 

 ◇「第 2 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) 

 ◇岐阜県で発生した豚コレラ(国内17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18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) 

27日(土) ◇G20 首席農業研究者会議(MACS)の結果

概要について(農林水産技術会議事務局

国際研究官室) 

〈法令〉  

４月１日(月) ◇森林組合法施行規則の一部を改正す

る省令(農林水産省令第34号)を公布(同

日施行) 

 ◇環境教育等による環境保全の取組の

促進に関する法律施行規則の一部を改

正する省令(文部科学省・農林水産省・

経済産業省・国土交通省・環境省令第１

号)を公布(同日施行。ただし、様式第１

から様式第 14 までの改正規定は、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) 

５日(金) ◇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の

施行期日を定める政令(政令第145号)を

公布 
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 ◇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 146 号)を公布

(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の施

行の日(平成32年４月１日)から施行) 

 ◇獣医療法施行規則の一部を改正する

省令(農林水産省令第35号)を公布(同日

施行) 

12日(金) ◇厚生年金保険制度及び農林漁業団体

職員共済組合制度の統合を図るための

農林漁業団体職員共済組合法等を廃止

する等の法律の施行に伴う存続組合が

支給する特例年金給付等に関する省令

の一部を改正する省令(農林水産省令 

第36号)を公布(平成31年８月１日から

施行) 

22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37号)を公布(平成31年５月

１日から施行) 

 ◇飼料の安全性の確保及び品質の改善

に関する法律施行規則の一部を改正す

る省令(農林水産省令第38号)を公布(平

成31年５月１日から施行) 

24日(水) ◇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 39号)を公布(平成 31年４月 28日か

ら施行) 

25日(木) ◇競馬法施行規則の一部を改正する省

令(農林水産省令第40号)を公布(同日施

行) 

26日(金) ◇アイヌの人々の誇りが尊重される社

会を実現するための施策の推進に関す

る法律(法律第16号)を公布(公布の日か

ら起算して１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４条及び第８条の規定は、同日施

行) 

 ◇農業用ため池の管理及び保全に関す

る法律(法律第17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。ただし、

附則第４条の規定は、同日施行) 

 ◇商品先物取引法施行規則の一部を改

正する省令(農林水産省令・経済産業省

令第１号)を公布(天皇の退位等に関す

る皇室典範特例法(平成 29 年法律第 63

号)の施行の日(平成 31 年４月 30 日)の

翌日から施行) 

 ◇商品投資顧問業者の許可及び監督に

関する省令の一部を改正する省令(農林

水産省令・経済産業省令第２号)を公布

(天皇の退位等に関する皇室典範特例法

(平成 29 年法律第 63 号)の施行の日(平

成31年４月30日)の翌日から施行) 

  

 ５月  

５月７日(火) ◇「食料・農業・農村政策審議会 家畜

衛生部会 第12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

全局畜水産安全管理課) 

 ◇令和元年度「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) 

 ◇米国ミネソタ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) 

 ◇カルタヘナ法に基づく行政処分等に

ついて(農林水産省消費・安全局農産安

全管理課、環境省自然環境局野生生物課

外来生物対策室) 

 ◇「農の雇用事業」第2回目の募集を開

始します(令和元年 8 月研修開始分)(経

営局就農・女性課) 

８日(水) ◇髙鳥農林水産副大臣の海外出張の概

要について(生産局園芸作物課花き産業

・施設園芸振興室) 

 ◇地理的表示(GI)の登録について(食料
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産業局知的財産課) 

９日(木) ◇直轄災害復旧事業「南予用水地区」の

工事完成について(農村振興局整備部防

災課災害対策室) 

 ◇平成 30 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) 

 ◇岐阜県で発生した豚コレラ(国内20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) 

 ◇岐阜県で発生した豚コレラ(国内18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) 

10日(金) ◇G20 新潟農業大臣会合の開催及び二国

間会談の実施並びに農林水産大臣等の

国内出張について(大臣官房国際部国際

機構グループ、大臣官房国際部国際経済

課、大臣官房国際部国際地域課) 

 ◇米に関するマンスリーレポート(令和

元年5月号)の公表について(政策統括官

付農産企画課) 

 ◇「北太平洋溯河性魚類委員会(NPAFC)

第 27 回 年次会合」の開催について(資

源管理部国際課) 

 ◇「第7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) 

 ◇G20 新潟農業大臣会合に伴う農林水産

大臣の二国間会談等の概要(5月9日、10

日分)について(大臣官房国際部国際地

域課) 

 ◇愛知県で発生した豚コレラ(国内 13、

15、19及び22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) 

 ◇𠮷川農林水産大臣の国内出張につい

て(大臣官房政策課環境政策室) 

11日(土) ◇G20 新潟農業大臣会合に伴う農林水産

大臣の二国間会談等の概要(5 月 11 日

分)について(大臣官房国際部国際地域

課) 

12日(日) ◇G20 新潟農業大臣会合に伴う農林水産

大臣の二国間会談等の概要(5月11日午

後、5月12日分)について(大臣官房国際

部国際地域課) 

13日(月) ◇G20 新潟農業大臣会合の開催及び農林

水産大臣等の国内出張の結果概要につ

いて(大臣官房国際部国際機構グルー

プ、大臣官房国際部国際経済課、大臣官

房国際部国際地域課) 

14日(火) ◇令和元年度獣医事審議会第1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) 

 ◇「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) 

 ◇「スマート農業スタートダッシュミー

ティング」(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 6 回))の開催及びテーマの決定につ

いて(大臣官房政策課) 

 ◇第 18 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) 

 ◇「食料・農業・農村政策審議会 第 35

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) 

15日(水) ◇「山地災害防止キャンペーン」の実施

について(林野庁森林整備部治山課) 

 ◇「令和元年度 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) 

16日(木) ◇「J-Methods Farming現地調査(インド

・グジャラート州)」の事前説明会の開

催について(JMF 推進ユニット(政策統括

官付地域作物課内)) 

17日(金) ◇農林水産大臣の国内出張について(林

野庁森林整備部治山課、農林水産技術会

議事務局研究調整課) 
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 ◇令和元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) 

 ◇WTO 上級委員会報告書の結果を踏まえ

た対応方向について(水産庁漁政部加工

流通課) 

 ◇ユネスコエコパーク候補「甲武信」に

関する勧告の公表について(大臣官房政

策課環境政策室) 

 ◇「令和元年度 水資源機構営事業 再評

価 技術検討会(第 1 回)」の開催及び一

般傍聴について(農村振興局整備部水資

源課) 

 ◇「みどりの学術賞 受賞記念講演会」

の開催及び参加者の募集について(林野

庁森林整備部森林利用課山村振興・緑化

推進室、内閣府大臣官房総務課みどりの

学術賞及び式典担当室) 

 ◇愛知県における豚コレラの疑似患畜

の確認(国内23例目)について(消費・安

全局動物衛生課) 

 ◇髙鳥農林水産副大臣の「第 80 回オー

クス(優駿牝馬)」表彰式への出席につい

て(生産局畜産部競馬監督課) 

 ◇「第 14 回国際植物防疫条約年次総会

(CPM-14)報告会及び国際植物防疫年

(IYPH2020)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) 

 ◇平成 30 年産米の相対取引価格・数量

について(平成31年4月)(政策統括官付

農産企画課) 

 ◇農林水産大臣の国内出張について(農

村振興局地域整備課、大臣官房地方課、

生産局園芸作物課) 

20日(月) ◇「 食料・農業・農村政策審議会 農業

保険部会(令和元年度第1回)」の開催及

び一般傍聴について(経営局保険課) 

 ◇「北太平洋溯河性魚類委員会(NPAFC) 

第 27 回 年次会合」の結果について(水

産庁資源管理部国際課) 

 ◇「ディスカバー農山漁村(むら)の宝」

(第6回選定)第1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) 

 ◇岐阜県で発生した豚コレラ(国内20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) 

21日(火) ◇第2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(水産庁増殖推進部研究指導

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機構グルー

プ) 

22日(水) ◇「水産政策審議会」委員の公募につい

て(水産庁漁政部漁政課) 

 ◇令和元年度 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) 

 ◇「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) 

 ◇愛知県で発生した豚コレラ(国内 13、

15、19及び22例目)に係る移動制限区域

解除について(消費・安全局動物衛生課) 

23日(木) ◇国連生物多様性の 10 年「グリーンウ

ェイブ2019」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山村振興

・緑化推進室) 

 ◇「食料・農業・農村政策審議会 畜産

部会(令和元年度第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) 

 ◇「第1回豚コレラ経口ワクチン対策検

討会」の開催について(消費・安全局動

物衛生課) 

 ◇愛知県で発生した豚コレラ(国内14及

び21例目)に係る搬出制限区域及び移動

制限区域解除について(消費・安全局動

物衛生課) 

24日(金) ◇「フード・アクション・ニッポン ア
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ワード 2019」の募集について(食料産業

局食文化・市場開拓課) 

 ◇農林水産大臣の「第 86 回日本ダービ

ー(東京優駿)」表彰式への出席について

(生産局畜産部競馬監督課) 

 ◇「穀粒判別器に関する検討チーム(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) 

 ◇J-Methods Farming 検討会及び現地調

査(インド・グジャラート州)の実施につ

いて(JMF 推進ユニット(政策統括官付地

域作物課内)) 

25日(土) ◇岐阜県における豚コレラの疑似患畜

の確認(国内24例目)について(消費・安

全局動物衛生課) 

27日(月) ◇「バイオマス利用技術の現状とロード

マップについて」の見直しについて(食

料産業局バイオマス循環資源課) 

 ◇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機構グ

ループ) 

 ◇2019 年度「わたしの美しの森 フォト

コンテスト」の開催について(林野庁国

有林野部経営企画課国有林野総合利用

推進室) 

 ◇「平成 31 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) 

 ◇「農漁業保険審査会」の開催及び一般

傍聴について(経営局保険課) 

 ◇「令和元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) 

 ◇「ディスカバー農山漁村(むら)の宝」

サミット等の開催について(農村振興局

農村政策部都市農村交流課) 

28日(火) ◇「平成30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) 

 ◇森林整備保全事業計画の策定につい

て(林野庁森林整備部計画課) 

 ◇「水産政策審議会 第95回 資源管理分

科会」の開催及び一般傍聴について(水

産庁資源管理部管理調整課) 

 ◇第1回「水産業の明日を拓くスマート

水産業研究会」の開催について(水産庁

増殖推進部漁場資源課) 

 ◇「スマート農業スタートダッシュミー

ティング」(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6回))の出展内容の詳細について(大

臣官房政策課) 

 ◇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4月末

現在)(政策統括官付農産企画課) 

 ◇令和元年産米等の作付意向について

(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) 

 ◇「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) 

29日(水) ◇今後の災害に備えた改善事項につい

て～農業用ハウス支援のあり方の検討

結果～(大臣官房文書課災害総合対策

室、経営局保険監理官) 

 ◇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(農業教育グループ)) 

30日(木) ◇国産ジビエ認証施設の第4号及び第5

号認証について(西米良村ジビエ処理加

工施設及び TAG-KNIGHT(タグナイ

ト))(農村振興局農村政策部鳥獣対策・

農村環境課鳥獣対策室) 

 ◇「市町村別農業産出額(推計)データベ

ース」の掲載について(大臣官房統計部

経営・構造統計課) 

31日(金) ◇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都市農村交流課、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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 ◇「平成 30 年度水産白書」の公表につ

いて(水産庁漁政部企画課) 

 ◇広報誌「aff(あふ)」が Web 上で読み

やすくなります(大臣官房広報評価課広

報室) 

 ◇シンガポール向け日本産畜産物の輸

出解禁等について(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(理研農産化工

株式会社)(政策統括官付貿易業務課) 

 ◇「第8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) 

 ◇「令和元年度第1回木材需給会議」の

開催及び一般傍聴について(林野庁林政

部木材利用課) 

 ◇第 25 回国際養蚕委員会大会の開催と

出展希望者の募集について(生産局地域

対策官) 

 ◇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) 

 ◇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) 

 ◇太平洋クロマグロ 2018 年生まれの加

入量水準について(2019年5月)(水産庁

増殖推進部漁場資源課) 

 ◇「ウナギの国際的資源保護・管理に係

る第 12 回非公式協議」の結果について

の共同発表(水産庁増殖推進部漁場資源

課 生態系保全室) 

 ◇令和元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(生産局畜産

部牛乳乳製品課) 

 ◇国際原子力機関(IAEA)の海洋モニタ

リングの専門家の来日について(水産庁

増殖推進部研究指導課) 

〈法令〉  

５月７日(火) ◇犯罪利用預金口座等に係る資金によ

る被害回復分配金の支払等に関する法

律施行規則の一部を改正する命令(内閣

府令・財務省令・厚生労働省令・農林水

産省令・経済産業省令第１号)を公布(同

日施行) 

 ◇農水産業協同組合の組織再編成の促

進のための特別措置に関する命令等の

一部を改正する命令(内閣府令・農林水

産省令第１号)を公布(同日施行) 

 ◇家畜商営業保証金規則の一部を改正

する省令(法務省令・農林水産省令第１

号)を公布(同日施行) 

 ◇大麻取締法施行規則の一部を改正す

る省令(厚生労働省令・農林水産省令第

１号)を公布(同日施行) 

 ◇元号を改める政令の施行に伴う農林

水産省関係省令の整理に関する省令(農

林水産省令第１号)を公布(同日施行) 

 ◇農業競争力強化支援法施行規則の一

部を改正する省令(農林水産省令・経済

産業省令第１号)を公布(同日施行) 

 ◇農林漁業有機物資源のバイオ燃料の

原材料としての利用の促進に関する法

律施行規則の一部を改正する省令(農林

水産省令・経済産業省令・環境省令第１

号)を公布(同日施行) 

15日(水) ◇国会議員の選挙等の執行経費の基準

に関する法律及び公職選挙法の一部を

改正する法律(法律第１号)を公布(同日

施行。ただし、第２条及び第３条の規定

並びに附則第２条第３項並びに附則第

４条及び第５条の規定は、平成 31 年６

月１日から施行) 

17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２号)を公布(同日施行。ただ

し、第２条の規定は、公布の日から起算

して６月を経過した日から施行) 

21日(火) ◇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
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生労働省令・農林水産省令・経済産業省

令・国土交通省令第１号)を公布(同日施

行) 

22日(水) ◇アイヌの人々の誇りが尊重される社

会を実現するための施策の推進に関す

る法律の施行期日を定める政令(政令第

７号)を公布 

24日(金) ◇農地中間管理事業の推進に関する法

律等の一部を改正する法律(法律第 12

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１条各号

に掲げる規定は、当該各号に定める日か

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３号)を公

布(同日施行) 

 ◇農林水産省関係アイヌの人々の誇り

が尊重される社会を実現するための施

策の推進に関する法律施行規則(農林水

産省令第４号)を公布(法の施行の日(令

和元年５月24日)から施行) 

27日(月) ◇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

及び独立行政法人農林漁業信用基金の

業務運営等に関する省令の一部を改正

する省令(財務省令・農林水産省令第１

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５号)を公布(同日施

行) 

31日(金) ◇情報通信技術の活用による行政手続

等に係る関係者の利便性の向上並びに

行政運営の簡素化及び効率化を図るた

めの行政手続等における情報通信の技

術の利用に関する法律等の一部を改正

する法律(法律第16号)を公布(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。ただ

し、附則第１条各号に掲げる規定は、当

該各号に定める日から施行) 

 ◇公職選挙法施行令の一部を改正する

政令(政令第15号)を公布(令和元年６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６号)を公布(同日施行) 

 ◇農業保険法施行規則等の一部を改正

する省令(農林水産省令第７号)を公布

(令和元年６月１日から施行。ただし、

第二条の改正規定は、公布の日から施

行) 

 

 ６月  

６月１日(土) ◇「平成 31 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) 

３日(月) ◇物流総合効率化法に基づく総合効率

化計画の認定について(食料産業局食品

流通課) 

 ◇令和元年度東京湾環境一斉調査の実

施及び調査参加者の募集について(水産

庁増殖推進部漁場資源課) 

 ◇「令和元年度第1回グローバル・フー

ドバリューチェーン(GFVC)推進官民協

議会」、「GFVC推進官民協議会アフリカ

部会」及び「第9回ロシア極東等農林水

産業プラットフォーム会合(GFVC 推進官

民協議会ロシア部会)」の開催について

(大臣官房国際部海外投資・協力グルー

プ) 

 ◇「アグリビジネス創出フェア2019」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2019

事務局) 

 ◇「行政事業レビュー(公開プロセス)」

の開催及び一般傍聴について(大臣官房

広報評価課) 

 ◇第2回「農福連携等推進会議」の開催

について(大臣官房政策課、農村振興局 
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都市農村交流課) 

４日(火) ◇「平成 30 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) 

 ◇「食料・農業・農村政策審議会 家畜

衛生部会 第30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) 

 ◇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(追加指示)(生産局畜産部飼料課) 

 ◇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) 

 ◇令和元年度「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) 

 ◇「食料・農業・農村政策審議会 企画

部会」の開催及び一般傍聴について(大

臣官房政策課) 

 ◇「第88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) 

５日(水) ◇令和元年度技術戦略策定に向けた研

究開発動向等調査分析委託事業の公募

及び公募説明会の実施について(農林水

産技術会議事務局研究企画課) 

 ◇岐阜県における豚コレラの疑似患畜

の確認(国内25例目)について(消費・安

全局動物衛生課) 

６日(木) ◇「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」

の開催結果について(消費・安全局動物

衛生課) 

７日(金) ◇「平成30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(令和

元年6月)について(生産局園芸作物課) 

 ◇「農業新技術の現場実装推進プログラ

ム」の公表について(大臣官房政策課技

術政策室、大臣官房政策課、生産局技術

普及課) 

 ◇無断伐採に係る都道府県調査結果に

ついて(林野庁森林整備部計画課) 

 ◇国内産農産物における農薬の使用状

況及び残留状況調査の結果について(平

成 29 年度)(消費・安全局農産安全管理

課農薬対策室) 

 ◇「ゲノム編集技術を利用して得られた

食品等に関する意見交換会」の開催につ

いて(農林水産省消費・安全局農産安全

管理課、厚生労働省医薬・生活衛生局生

活衛生・食品安全企画課、消費者庁消費

者安全課) 

 ◇平成 30 年度の農地中間管理機構の実

績等の公表について(経営局農地政策

課) 

 ◇米に関するマンスリーレポート(令和

元年6月号)の公表について(政策統括官

付農産企画課) 

10日(月) ◇歴史的風致維持向上計画の認定につ

いて(農村振興局農村政策部農村計画

課) 

 ◇第 19 回「聞き書き甲子園」に御協力

いただく市町村(地域)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) 

 ◇「令和元年度 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) 

 ◇「ディスカバー農山漁村(むら)の宝」
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大賞及びアンバサダーの発表について

(農村振興局農村政策部都市農村交流

課) 

11日(火) ◇防災重点ため池の再選定について(農

村振興局整備部防災課) 

 ◇「食かけるプライズ」の募集及び「食

かけるフォーラム」の開催について(食

料産業局食文化・市場開拓課) 

 ◇「和牛遺伝資源の流通管理に関する検

討会(第4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) 

 ◇「令和元年度 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) 

12日(水) ◇愛知県における豚コレラの疑似患畜

の確認(国内26例目)について(消費・安

全局動物衛生課) 

 ◇新たな資源管理に基づく資源管理目

標案等の公表(サバ類、スケトウダラ、

ホッケ)及び「資源管理方針に関する検

討会」の開催について(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、水産庁資源管

理部管理調整課) 

 ◇「令和元年度 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) 

 ◇「今後の肥料を考えるシンポジウム～

肥料制度の見直しなど、改めて土から考

える～」の開催について(消費・安全局

農産安全管理課) 

13日(木) ◇G20 新潟農業大臣会合において「持続

可能な農業・食料分野に向けての提案」

を行った新潟市立高志中等教育学校に

対する農林水産大臣感謝状の授与につ

いて(大臣官房国際部国際機構グルー

プ) 

14日(金) ◇地理的表示(GI)の登録について(食料

産業局知的財産課) 

 ◇農林水産大臣の「農地バンク5年後見

直し推進総決起大会」への出席について

(経営局農地政策課) 

 ◇「食料・農業・農村政策審議会 農業

農村振興整備部会(令和元年度 第1回)」

の開催及び一般傍聴について(農村振興

局整備部設計課計画調整室) 

 ◇平成 30 年産米の相対取引価格・数量

について(令和元年 5 月)(政策統括官付

農産企画課) 

 ◇「インド洋まぐろ類委員会(IOTC)第23

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 企画

部会」の開催及び一般傍聴について(大

臣官房政策課) 

 ◇岐阜県で発生した豚コレラ(国内24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) 

16日(日) ◇愛知県で発生した豚コレラ(国内16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) 

17日(月) ◇「令和元年度 水資源機構営事業 再評

価 技術検討会(第 2 回)」の開催及び一

般傍聴について(農村振興局整備部水資

源課) 

 ◇「第 4 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) 

18日(火) ◇【募集開始！】令和元年度6次産業化

アワードのエントリー受付が始まりま

す(食料産業局産業連携課) 

19日(水) ◇小里農林水産副大臣の国内出張につ

いて(農村振興局整備部農地資源課) 

 ◇「和牛遺伝資源の流通管理に関する検

討会(第5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) 

 ◇「甲武信」のユネスコエコパークへの

登録決定について(大臣官房政策課環境

政策室) 

20日(木) ◇「国有林野事業技術開発総合ポータル
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サイト」の公開について(林野庁国有林

野部業務課) 

 ◇愛知県で発生した豚コレラ(国内16例

目)に係る移動制限区域解除について

(消費・安全局動物衛生課) 

21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) 

 ◇「あふてらす農林漁業はじめるサイ

ト」を開設しました(大臣官房広報評価

課広報室) 

 ◇「第3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) 

 ◇デンマーク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) 

 ◇「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) 

 ◇「食と農林漁業大学生アワード2019」

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) 

23日(日) ◇岐阜県における豚コレラの疑似患畜

の確認(国内27例目)について(消費・安

全局動物衛生課) 

24日(月) ◇第1回「北海道地域農業特定技能協議

会」の開催について(経営局就農・女性

課) 

 ◇「令和元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) 

 ◇「農の雇用事業」第3回目の募集を開

始します(令和元年11月研修開始分)(経

営局就農・女性課) 

 ◇「インド洋まぐろ類委員会(IOTC)第23

回 年次会合」の結果について(水産庁資

源管理部国際課) 

 ◇「ディスカバー農山漁村(むら)の宝」

(第6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) 

25日(火) ◇令和元年度農林水産省「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) 

 ◇「第 49 回 農業資材審議会 飼料分科

会」の開催及び一般傍聴について(消費

・安全局畜水産安全管理課) 

 ◇「平成 31 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) 

 ◇「日本農林規格調査会(令和元年度第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) 

 ◇平成 30 年産米の契約・販売状況、民

間在庫の推移について(令和元年 5 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24例

目)に係る移動制限区域解除について

(消費・安全局動物衛生課) 

26日(水) ◇農業用ドローンの普及拡大に向けた

官民協議会「農業分野における補助者な

し目視外飛行実証プロジェクト」説明会

の開催及び一般傍聴について(生産局技

術普及課) 

 ◇農林水産大臣の「第 47 回全国豆類経

営改善共励会表彰式」への出席について

(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) 

 ◇「令和元年度畜産環境シンポジウム～

家畜ふん堆肥を利用した土づくり～」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) 

 ◇農業教育・人材育成におけるフランス

農業・食料省と日本国農林水産省の農業

担当省の関係強化に係るアクションプ

ランの署名について(経営局就農・女性

課) 

27日(木) ◇G20 大阪サミットにおける食品ロス削
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減に向けた取組について(食料産業局バ

イオマス循環資源課食品産業環境対策

実) 

 ◇「令和元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) 

 ◇「令和元年産水稲の作柄表示地帯別

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) 

 ◇農林水産大臣の「食かけるフォーラ

ム」への出席について(食料産業局食文

化・市場開拓課) 

 ◇2019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) 

 ◇岐阜県で発生した豚コレラ(国内25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) 

 ◇諫早湾干拓開門問題に係る長崎1次開

門請求訴訟等に対する最高裁判所の決

定について(農村振興局整備部農地資源

課) 

28日(金) ◇「令和元年度 森林研究・整備機構営

事業 事後評価 技術検討会」の開催及び

一般傍聴について(農村振興局整備部農

地資源課) 

 ◇野菜の生育状況及び価格見通し(令和

元年7月)について(生産局園芸作物課 

) 

 ◇米先物取引の試験上場に関するシー

ズンレポート(令和元年6月)の公表につ

いて(食料産業局食品流通課商品取引

室) 

 ◇平成 30 年度日本型直接支払の実施状

況について(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、

農村振興局整備部農地資源課多面的機

能支払推進室、生産局農業環境対策課) 

 ◇全国GAP推進シンポジウム開催につい

て(生産局農業環境対策課 GAP 推進グル

ープ) 

 ◇主要な特用林産物の平成 30 年生産量

(速報)について(林野庁林政部経営課特

用林産対策室) 

 ◇「農林水産分野におけるゲノム編集技

術の利用により得られた生物の情報提

供等に関する具体的な手続について(骨

子)(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) 

 ◇大型クラゲの出現状況等について(6

月 27 日現在)(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、国立研究開発法人水産

研究・教育機構日本海区水産研究所資源

環境部、一般社団法人漁業情報サービス

センター) 

 ◇令和元年度常磐・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) 

 ◇平成 30 年度の経営所得安定対策等の

支払実績について(政策統括官付総務・

経営安定対策参事官付経営安定対策室、

政策統括官付穀物課水田農業対策室) 

 ◇「食料・農業・農村政策審議会 畜産

部会(令和元年度第3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) 

 ◇「南インド洋漁業協定(SIOFA)第 6 回 

年次会合」の開催について(水産庁資源

管理部国際課) 

 ◇農林水産大臣の国内出張について(水

産庁資源管理部国際課捕鯨室) 

29日(土) ◇愛知県における豚コレラの疑似患畜

の確認(国内28例目)について(消費・安

全局動物衛生課) 

〈法令〉  

６月３日(月) ◇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８号)を公

布(令和元年９月30日から施行) 
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５日(水) ◇中小企業の事業活動の継続に資する

ための中小企業等経営強化法等の一部

を改正する法律(法律第21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１条各号に掲げる規定

は、当該各号に定める日から施行) 

 ◇特定農産加工業経営改善臨時措置法

の一部を改正する法律(法律第 22 号)を

公布(同日施行) 

７日(金) ◇情報通信技術の進展に伴う金融取引

の多様化に対応するための資金決済に

関する法律等の一部を改正する法律(法

律第 28 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31

条の規定は、公布の日から施行) 

 ◇農業用ため池の管理及び保全に関す

る法律の施行期日を定める政令(政令第

21号)を公布 

 ◇農業用ため池の管理及び保全に関す

る法律施行令(政令第22号)を公布(法の

施行の日(令和元年７月１日)から施行) 

 ◇農業用ため池の管理及び保全に関す

る法律施行規則(農林水産省令第９号)

を公布(法の施行の日(令和元年７月１

日)から施行) 

12日(水) ◇国有林野の管理経営に関する法律等

の一部を改正する法律(法律第 31 号)を

公布(平成32年４月１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) 

14日(金) ◇公共工事の品質確保の促進に関する

法律の一部を改正する法律(法律第 35

号)を公布(同日施行) 

 ◇成年被後見人等の権利の制限に係る

措置の適正化等を図るための関係法律

の整備に関する法律(法律第 37 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。ただし、附則第１条各号

に掲げる規定は、当該各号に定める日か

ら施行) 

17日(月) ◇特定国内種事業に係る届出等に関す

る省令の一部を改正する省令(農林水産

省令、環境省令第１号)を公布(令和元年

７月１日から施行) 

19日(水) ◇棚田地域振興法(法律第 42 号)を公布

(公布の日から起算して２月を超えない

範囲内において政令で定める日から施

行) 

 ◇農林漁業の健全な発展と調和のとれ

た再生可能エネルギー電気の発電の促

進に関する法律に基づく設備整備計画

の認定等に関する省令の一部を改正す

る省令(農林水産省令、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(令和元年７月１

日)から施行) 

21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１号)を公布(令和

元年７月１日から施行) 

 ◇食品の製造過程の管理の高度化に関

する臨時措置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(不正競争防止法等の一

部を改正する法律の施行の日(令和元年

７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、国土交通省令第二号)を公布(同日施

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(令和元年

７月１日)から施行) 

 ◇株式会社日本政策金融公庫の出資業

務に関する省令の一部を改正する省令

(財務省令、農林水産省令第２号)を公布

(不正競争防止法等の一部を改正する法



農 政 日 誌 

- 363 - 

律の施行の日(令和元年７月１日)から

施行) 

 ◇農業競争力強化支援法施行規則の一

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(不正競争防止

法等の一部を改正する法律の施行の日

(令和元年７月１日)から施行) 

24日(月) ◇認可特定保険業者等に関する命令の

一部を改正する命令(内閣府令、総務省

令、 法務省令、文部科学省令、厚生労

働省令、農林水産省令、経済産業省令、

国土交通省令、環境省令第１号)を公布

(不正競争防止法等の一部を改正する法

律の施行の日(令和元年７月１日)から

施行) 

 ◇犯罪利用預金口座等に係る資金によ

る被害回復分配金の支払等に関する法

律施行規則等の一部を改正する命令(内

閣府令、財務省令、厚生労働省令、農林

水産省令、経済産業省令第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(令和元年７月１日)から

施行) 

 ◇商品投資に係る事業の規制に関する

法律第37条において準用する同法第 30

条第１項の規定による立入検査をする

職員の携帯する身分を示す証明書の様

式を定める命令の一部を改正する命令

(内閣府令、農林水産省令、経済産業省

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(令和元

年７月１日)から施行) 

 ◇生産性向上特別措置法施行規則の一

部を改正する命令(内閣府令、公正取引

委員会令、個人情報保護委員会令、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(令和元年７月１日)から施行) 

 ◇対内直接投資等に関する命令の一部

を改正する命令(内閣府令、総務省令、

財務省令、文部科学省令、厚生労働省令、

農林水産省令、経済産業省令、国土交通

省令、環境省令第１号)を公布(令和元年

７月１日から施行) 

 ◇米穀等の産地情報の伝達に関する命

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(不

正競争防止法等の一部を改正する法律

の施行の日(令和元年７月１日)から施

行) 

 ◇米穀等の取引等に係る情報の記録に

関する省令の一部を改正する省令(財務

省令、農林水産省令第３号)を公布(不正

競争防止法等の一部を改正する法律の

施行の日(令和元年７月１日)から施行) 

 ◇エネルギー環境適合製品の開発及び

製造を行う事業の促進に関する法律に

基づく特定事業計画の認定等に関する

省令の一部を改正する省令(農林水産省

令、経済産業省令、国土交通省令第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(令和元年７月１

日)から施行) 

26日(水) ◇東日本大震災に対処するための農林

水産省関係政令の特例に関する政令の

一部を改正する政令(政令第 37 号)を公

布(同日施行) 

27日(木) ◇合法伐採木材等の流通及び利用の促

進に関する法律施行規則の一部を改正

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(令和元年７月１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(同日施行) 

 ◇家畜商営業保証金規則の一部を改正

する省令(法務省令、農林水産省令第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(令和元年７月

１日)から施行) 

 ◇不正競争防止法等の一部を改正する

法律の施行に伴う農林水産省関係省令
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の整理に関する省令(農林水産省令第 10

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(令和元年７月

１日)から施行) 

28日(金) ◇愛玩動物看護師法(法律第 50 号)を公

布(公布の日から起算して３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、第34条から第36条まで、

第38条(第18条及び第25条の規定を準

用する部分を除く。)及び第39条の規定

並びに第44条、第45条及び第47条(第

１号を除く。)の規定(指定試験機関に係

る部分に限る。)並びに附則第４条、第

５条、第９条及び第 10 条の規定は、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) 

 ◇工業標準化法に基づく登録申請手数

料の額等を定める政令の一部を改正す

る政令(政令第43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(令和元年７月１日)から施行) 

 ◇不正競争防止法等の一部を改正する

法律の施行に伴う関係政令の整理に関

する政令(政令第44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(令和元年７月１日)から施行) 

 ◇特定商取引に関する法律の規定に基

づく立入検査をする職員の携帯する身

分を示す証明書の様式を定める命令の

一部を改正する命令(内閣府令、厚生労

働省令、農林水産省令、経済産業省令、

国土交通省令第１号)を公布(不正競争

防止法等の一部を改正する法律の施行

の日(令和元年７月１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３号)を公布

(同日施行) 

 ◇東日本大震災復興特別会計事務取扱

規則の一部を改正する命令(内閣府令、

復興庁令、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(不正競争防止法等の一部を改正

する法律の施行の日(令和元年７月１

日)から施行) 

 ◇水銀含有再生資源の管理に関する命

令及び水銀による環境の汚染の防止に

関する法律の規定に基づく立入検査等

をする職員の携帯する身分を示す証明

書の様式を定める命令の一部を改正す

る命令(内閣府令、総務省令、法務省令、

外務省令、財務省令、文部科学省令、厚

生労働省令、農林水産省令、経済産業省

令、国土交通省令、環境省令、防衛省令

第１号)を公布(同日施行。ただし、「日

本工業規格」を「日本産業規格」に改め

る部分は、不正競争防止法等の一部を改

正する法律の施行の日(令和元年７月１

日)から施行) 

 ◇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２号)

を公布(同日施行。ただし、「日本工業

規格」を「日本産業規格」に改める部分

は、不正競争防止法等の一部を改正する

法律の施行の日(令和元年７月１日)か

ら施行) 

 ◇中小企業等協同組合法施行規則の一

部を改正する命令(内閣府令、財務省令、

厚生労働省令、農林水産省令、経済産業

省令、国土交通省令、環境省令第１号)

を公布(不正競争防止法等の一部を改正

する法律の施行の日(令和元年７月１

日)から施行) 

 ◇水銀等の貯蔵に関する省令の一部を

改正する省令(総務省令、財務省令、文

部科学省令、厚生労働省令、農林水産省

令、経済産業省令、国土交通省令、環境

省令、防衛省令第１号)を公布(同日施

行。ただし、「日本工業規格」を「日本

産業規格」に改める部分は、不正競争防

止法等の一部を改正する法律の施行の

日(令和元年７月１日)から施行) 
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 ◇地域経済牽引事業の促進による地域の

成長発展の基盤強化に関する法律第四条

第一項に規定する基本計画等に関する省

令の一部を改正する省令(総務省令、財務

省令、厚生労働省令、農林水産省令、経

済産業省令、国土交通省令第１号)を公布

(不正競争防止法等の一部を改正する法

律の施行の日(令和元年７月１日)から施

行) 

 ◇地域経済牽引事業の促進による地域の

成長発展の基盤強化に関する法律第 17

条に規定する承認地域経済牽引事業に関

する省令及び地域経済牽引事業の促進に

よる地域の成長発展の基盤強化に関する

法律第 29 条に規定する承認連携支援事

業に関する省令の一部を改正する省令

(総務省令、財務省令、厚生労働省令、農

林水産省令、経済産業省令、国土交通省

令、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

(令和元年７月１日)から施行) 

 ◇奄美群島振興開発特別措置法施行規則

の一部を改正する省令(総務省令、農林水

産省令、国土交通省令第１号)を公布(不

正競争防止法等の一部を改正する法律の

施行の日(令和元年７月１日)から施行) 

 ◇特定化学物質の環境への排出量の把握

等及び管理の改善の促進に関する法律施

行規則の一部を改正する省令(財務省令、

文部科学省令、厚生労働省令、農林水産

省令、経済産業省令、国土交通省令、環

境省令、防衛省令第１号)を公布(不正競

争防止法等の一部を改正する法律の施行

の日(令和元年７月１日)から施行) 

 ◇工場立地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、国土交通省令第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(令和元年７月１

日)から施行) 

 ◇特定水銀使用製品に係る許可及び届

出に関する事項を定める省令の一部を

改正する省令(厚生労働省令、農林水産

省令、経済産業省令第１号)を公布(同日

施行。ただし、「日本工業規格」を「日

本産業規格」に改める部分は、不正競争

防止法等の一部を改正する法律の施行

の日(令和元年７月１日)から施行) 

 ◇ダム事業に係る環境影響評価の項目

並びに当該項目に係る調査、予測及び評

価を合理的に行うための手法を選定す

るための指針、環境の保全のための措置

に関する指針等を定める省令等の一部

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(不正競争防止法等の一部

を改正する法律の施行の日(令和元年７

月１日)から施行) 

 ◇農薬取締法施行規則及び特定試験成

績及びその信頼性の確保のための基準

に関する省令の一部を改正する省令(農

林水産省令第 11 号)を公布(農薬取締法

の一部を改正する法律(平成30年法律第

53 号)附則第１条第２号に掲げる規定の

施行の日(令和２年４月１日)から施行。

ただし、第１条中農薬取締法施行規則第

11 条第１項第１号、第 13 条及び第 19

条第１項第１号の改正規定は、公布の日

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12号)を公布(令

和元年７月１日から施行) 

 ◇農林漁業有機物資源のバイオ燃料の

原材料としての利用の促進に関する法

律施行規則の一部を改正する省令(農林

水産省令、経済産業省令、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(令和元年７月

１日)から施行) 

 ◇海岸法施行規則及び公有水面の埋立

て又は干拓の事業に係る環境影響評価

の項目並びに当該項目に係る調査、予測

及び評価を合理的に行うための手法を

選定するための指針、環境の保全のため

の措置に関する指針等を定める省令の

一部を改正する省令(農林水産省令、国

土交通省令第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
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日(令和元年７月１日)から施行) 

 ◇農薬を使用する者が遵守すべき基準

を定める省令の一部を改正する省令(農

林水産省令、環境省令第５号)を公布(農

薬取締法の一部を改正する法律(平成 30

年法律第53号)附則第１条第２号に掲げ

る規定の施行の日(令和２年４月１日)

から施行) 

 ◇遺伝子組換え生物等の使用等の規制

による生物の多様性の確保に関する法

律施行規則の一部を改正する省令(財務

省令、文部科学省令、厚生労働省令、農

林水産省令、経済産業省令、環境省令第

１号)を公布(同日施行。ただし、「日本

工業規格」を「日本産業規格」に改める

部分は、不正競争防止法等の一部を改正

する法律の施行の日(令和元年７月１

日)から施行) 

 ◇大麻取締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

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(令和元年７

月１日)から施行) 

 ◇農用地の土壌の汚染防止等に関する

法律第 13 条第１項の規定による立入調

査をする職員の携帯する身分を示す証

明書の様式を定める省令の一部を改正

する省令(農林水産省令、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(令和元年７月

１日)から施行) 

 ◇特定外来生物による生態系等に係る

被害の防止に関する法律施行規則の一

部を改正する省令(農林水産省令、環境

省令 第４号)を公布(同日施行。ただし、

「日本工業規格」を「日本産業規格」に

改める部分は、不正競争防止法等の一部

を改正する法律の施行の日(令和元年７

月１日)から施行) 

 

 ７月  

７月１日(月) ◇商業捕鯨の再開について(水産庁資源

管理部国際課捕鯨室) 

 ◇「ディスカバー農山漁村(むら)の宝」

(第6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) 

 ◇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) 

 ◇「食料・農業・農村政策審議会」の開

催及び一般傍聴について(大臣官房政策

課) 

 ◇「農業分野における AI の利用に関す

る契約ガイドライン検討会(第1回)」の

開催及び一般傍聴について(食料産業局

知的財産課、農業分野における AI の利

用に関する契約ガイドライン検討会事

務局  株式会社 NTT データ経営研究所 

社会基盤事業本部 社会システムデザイ

ンユニット) 

２日(火) ◇資源管理方針に関する検討会(マサバ

対馬暖流系群及びゴマサバ東シナ海系

群)(第 1 回)の開催及び一般参加につい

て(水産庁資源管理部管理調整課) 

 ◇資源管理方針に関する検討会(マサバ

太平洋系群及びゴマサバ太平洋系

群)(第 1 回)の開催及び一般参加につい

て(水産庁資源管理部管理調整課) 

 ◇「中西部太平洋まぐろ類委員会

(WCPFC)第15回北小委員会」に向けた北

太平洋まぐろ類国際科学小委員会(ISC)

での検討状況等に関する説明会の開催

について(水産庁資源管理部国際課) 

 ◇「和牛遺伝資源の流通管理に関する検

討会」中間とりまとめについて(生産局

畜産部畜産振興課) 

３日(水) ◇第3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) 

 ◇国産ジビエ認証施設の第 6号及び第7

号認証について(宇佐ジビエファクトリ

ー及びわかさ 29 工房)(農村振興局農村
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政策部鳥獣対策・農村環境課鳥獣対策

室) 

 ◇令和元年度 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) 

 ◇岐阜県における豚コレラの疑似患畜

の確認(国内29例目)について(消費・安

全局動物衛生課) 

４日(木) ◇令和元年度農福連携支援研修の開催

及び受講生の募集について(生産局技術

普及課、農村振興局都市農村交流課) 

 ◇農業用ドローンの普及拡大に向けた

官民協議会「農業分野における補助者な

し目視外飛行実証プロジェクト」実証プ

ランの募集について(生産局技術普及

課) 

５日(金) ◇令和元年(2019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) 

 ◇「北太平洋漁業委員会(NPFC)第5回年

次会合」の開催について(水産庁資源管

理部国際課) 

 ◇「気候変動の下での持続可能な農業推

進」第 4 回検討会の開催について(大臣

官房政策課環境政策室) 

 ◇「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

2 回)」の開催について(水産庁増殖推進

部栽培養殖課) 

 ◇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(明治飼糧株式

会社、日清丸紅飼料株式会社及び西日本

飼料株式会社)(生産局畜産部飼料課流

通飼料対策室) 

 ◇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(ホクレンくみ

あい飼料株式会社、雪印種苗株式会社及

びホクレンくみあい・雪印飼料株式会

社)(生産局畜産部飼料課流通飼料対策

室) 

 ◇米に関するマンスリーレポート(令和

元年7月号)の公表について(政策統括官

付農産企画課) 

６日(土) ◇愛知県で発生した豚コレラ(国内23及

び26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) 

８日(月) ◇愛知県における豚コレラの疑似患畜

の確認(国内30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25例

目)に係る移動制限区域解除について

(消費・安全局動物衛生課) 

 ◇「南インド洋漁業協定(SIOFA) 第6回

年次会合」の結果について(水産庁資源

管理部国際課) 

９日(火) ◇ツマジロクサヨトウ対策について(消

費・安全局植物防疫課) 

 ◇山形県沖を震源とする地震による農

林水産関係被害への支援対策について

(大臣官房文書課、農村振興局整備部防

災課、林野庁森林整備部整備課、林野庁

森林整備部治山課、水産庁漁港漁場整備

部防災漁村課、水産庁漁港漁場整備部計

画課、経営局保険監理官、水産庁漁政部

漁業保険管理官、政策統括官付穀物課、

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、経営局経営政策課、

経営局金融調整課、林野庁企画課、水産

庁漁政部水産経営課、農村振興局整備部

農地資源課、農村振興局農村政策部鳥獣

対策・農村環境課、林野庁森林整備部整

備課造林間伐対策室) 

10日(水) ◇岐阜県における豚コレラの疑似患畜

の確認(国内31例目)について(消費・安

全局動物衛生課) 

 

 

◇「夏休み 2019 宿題・自由研究大作

戦！」イベントについて(農林水産省消

費・安全局食品安全政策課、消費者庁消

費者安全課、内閣府食品安全委員会事務

局情報・勧告広報課、厚生労働省医薬・

生活衛生局生活衛生・食品安全企画課) 
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 ◇「令和元年度 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) 

11日(木) ◇農林水産大臣の国内出張について(生

産局地域対策官、政策統括官穀物課、生

産局園芸作物課) 

 ◇遺伝子組換えカイコの第一種使用等

に関する審査結果についての意見・情報

の募集(パブリックコメント)について

(消費・安全局農産安全管理課) 

 ◇「食品製造業における労働力不足克服

ビジョン」の公表について(食料産業局

食品製造課) 

12日(金) ◇「第9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) 

 ◇「第8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) 

 ◇「令和元年 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) 

 ◇農林水産大臣の国内出張について(生

産局畜産部競馬監督課) 

 ◇「第 4 回 食育活動表彰」募集開始に

ついて(消費・安全局消費者行政・食育

課) 

 ◇岐阜県で発生した豚コレラ(国内27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) 

14日(日) ◇愛知県で発生した豚コレラ(国内23及

び26例目)に係る移動制限区域解除につ

いて(消費・安全局動物衛生課) 

16日(火) ◇令和元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) 

 ◇「植物検疫措置に関する国際基準案に

ついての説明会」の開催及び国際基準案

についての意見募集について(消費・安

全局植物防疫課国際室) 

 ◇平成 30 年産米の相対取引価格・数量

について(令和元年 6 月)(政策統括官付

農産企画課) 

 ◇令和元年度 新たな地域課題解決手法

実証事業における農林水産省と一般社

団法人 INSPIRE との共催について(農村

振興局農村政策部農村計画課農村政策

推進室) 

18日(木) ◇「北太平洋漁業委員会(NPFC)第5回年

次会合」の結果について(水産庁資源管

理部国際課) 

19日(金) ◇棚田めぐりしませんか？～棚田カー

ド第1弾 発表～(農村振興局農村政策部

地域振興課) 

 ◇米国コネチカット州からの生きた家

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) 

 ◇「令和元年度第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) 

 ◇「全米熱帯まぐろ類委員会(IATTC) 第

94 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) 

22日(月) ◇大阪堂島商品取引所の定款変更の認

可申請に係る意見の聴取について(食料

産業局食品流通課商品取引室) 

 ◇「食料・農業・農村政策審議会 農業

保険部会 家畜共済小委員会」の開催及

び一般傍聴について(経営局保険監理

官) 

23日(火) ◇農林水産物・食品の輸出拡大に向けた

輸出先国の規制への対応を強化するた

めの緊急増員について(食料産業局輸出

促進課) 

 ◇岐阜県で発生した豚コレラ(国内27例

目)に係る移動制限区域解除について

(消費・安全局動物衛生課) 

24日(水) ◇漁業系廃棄物処理計画策定指針検討

協議会の設置及び第1回会議の開催につ
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いて(水産庁増殖推進部漁場資源課) 

 ◇「食料・農業・農村政策審議会 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) 

 ◇「食料・農業・農村政策審議会 食糧

部会 経営所得安定対策小委員会」の開

催及び一般傍聴について(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) 

 ◇「令和元年度 病害虫発生予報第 5 号

(水稲特集)」の発表について(消費・安

全局植物防疫課) 

 ◇「第4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) 

 ◇濱村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) 

 ◇三重県における豚コレラの疑似患畜

の確認(国内32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29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) 

25日(木) ◇「穀粒判別器に関する検討チーム(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) 

26日(金) ◇野菜の生育状況及び価格見通し(令和

元年8月)について(生産局園芸作物課) 

 ◇「第4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) 

 ◇第8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) 

 ◇大型クラゲの出現状況について(7 月

25 日現在)(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・日本海区水産研究所資源

環境部、一般社団法人漁業情報サービス

センター) 

 ◇「飲料配送研究会報告書」の公表につ

いて(食料産業局食品製造課) 

 ◇「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) 

 ◇「グローバル・フードバリューチェー

ン推進官民協議会アフリカ部会」(兼「ア

フリカビジネス協議会農業ワーキング

グループ」兼「JICA食と農の協働プラッ

トフォーム(JiPFA)アフリカ・フードバ

リューチェーン分科会」)の開催につい

て(大臣官房国際部海外投資・協力グル

ープ) 

 ◇岐阜県で発生した豚コレラ(国内31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) 

 ◇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) 

27日(土) ◇岐阜県における豚コレラの疑似患畜

の確認(国内33例目)について(消費・安

全局動物衛生課) 

28日(日) ◇愛知県で発生した豚コレラ(国内28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) 

29日(月) ◇令和元年(西暦 2019 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) 

 ◇「令和元年秋の農作業安全確認運動」

の実施及び「令和元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) 

 ◇「全米熱帯まぐろ類委員会(IATTC)第

94 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) 

 ◇福井県における豚コレラの患畜の確

認(国内34例目)について(消費・安全局

動物衛生課) 

30日(火) ◇令和元年産米等の作付意向について
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(令和元年 6 月末現在)(政策統括官付穀

物課水田農業対策室) 

 ◇濱村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) 

 ◇「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) 

31日(水) ◇「第18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) 

 ◇「農林水産省豚コレラ防疫対策本部」

の開催結果について(消費・安全局動物

衛生課) 

 ◇令和元年度 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、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環境部) 

 ◇獣医師法第8条第2項の規定に基づく

「獣医師の業務停止処分」について(消

費・安全局畜水産安全管理課) 

 ◇平成 30 年産米の契約・販売状況、民

間在庫の推移について(令和元年 6 月末

現在)(政策統括官付農産企画課) 

 ◇「梅雨前線に伴う6月下旬からの大雨

による農林水産関係被害への支援制度」

説明会の開催について(大臣官房文書課

災害総合対策室) 

 ◇愛知県で発生した豚コレラ(国内30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) 

<法令>  

７月１日(月) ◇フロン類算定漏えい量等の報告等に

関する命令の一部を改正する命令(内閣

府令、総務省令、法務省令、外務省令、

財務省令、文部科学省令、厚生労働省令、

農林水産省令、経済産業省令、国土交通

省令、環境省令、防衛省令第２号)を公

布(不正競争防止法等の一部を改正する

法律の施行の日(令和元年７月１日)か

ら施行) 

 ◇中小企業の事業活動の機会の確保の

ための大企業者の事業活動の調整に関

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、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(令和元年７月１

日)から施行) 

 ◇産業競争力強化法施行規則及び産業

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

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(令和元年７月１日)から

施行) 

 ◇不正競争防止法等の一部を改正する

法律の施行に伴う内閣府・総務省・財務

省・厚生労働省・農林水産省・経済産業

省・国土交通省関係命令の整理に関する

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(不正

競争防止法等の一部を改正する法律の

施行の日(令和元年７月１日)から施行) 

 ◇研究開発事業計画の認定等に関する

命令及び統括事業計画の認定等に関す

る命令の一部を改正する命令(内閣府

令、総務省令、財務省令、厚生労働省令、

農林水産省令、経済産業省令、国土交通

省令、環境省令第１号)を公布(不正競争

防止法等の一部を改正する法律の施行

の日(令和元年７月１日)から施行) 

 ◇産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１号)を公布(令和２年４月１
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日から施行。ただし、第２条の改正規定

は、不正競争防止法等の一部を改正する

法律の施行の日(令和元年７月１日)か

ら施行) 

 ◇役務に係る日本産業規格への適合性

の認証に関する命令(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

(令和元年７月１日)から施行。ただし、

第23条及び第24条の規定は、令和２年

４月１日から施行) 

 ◇工業標準化法に基づく登録申請手数

料の額の計算等に関する省令の一部を

改正する命令(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(令和

元年７月１日)から施行) 

 ◇農林中央金庫及び特定農水産業協同

組合等による信用事業の再編及び強化

に関する法律施行規則の一部を改正す

る命令(内閣府令、農林水産省令第４号)

を公布(同日施行) 

 ◇消費生活用製品安全法施行規則の一

部を改正する命令(内閣府令、農林水産

省令、経済産業省令第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(令和元年７月１日)から施行) 

 ◇石油需給適正化法に基づく石油の使

用の制限に関する省令及び中小企業に

よる地域産業資源を活用した事業活動

の促進に関する法律施行規則の一部を

改正する省令(総務省令、財務省令、厚

生労働省令、農林水産省令、経済産業省

令、国土交通省令第二号)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(令和元年７月１日)から施行) 

 ◇地域資源を活用した農林漁業者等に

よる新事業の創出等及び地域の農林水

産物の利用促進に関する法律に基づく

研究開発・成果利用事業計画の認定等に

関する省令の一部を改正する省令(総務

省令、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、

環境省令第二号)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

(令和元年７月１日)から施行) 

 ◇特定容器包装の表示の標準となるべ

き事項を定める省令の一部を改正する

省令(財務省令、厚生労働省令、農林水

産省令、経済産業省令第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(令和元年７月１日)から施

行) 

 ◇小売業に属する事業を行う容器包装

多量利用事業者の定期の報告に関する

事項を定める省令の一部を改正する省

令(財務省令、厚生労働省令、農林水産

省令、経済産業省令第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(令和元年７月１日)から施行) 

 ◇資源の有効な利用の促進に関する法

律の規定に基づく立入検査をする職員

の携帯する身分を示す証明書の様式を

定める省令の一部を改正する省令(財務

省令、厚生労働省令、農林水産省令、経

済産業省令、国土交通省令、環境省令第

１号)を公布(不正競争防止法等の一部

を改正する法律の施行の日(令和元年７

月１日)から施行) 

 ◇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及び食品循環

資源の再生利用等の促進に関する法律

第二十四条第一項及び第三項の規定に

よる立入検査をする職員の携帯する身

分を示す証明書の様式を定める省令の

一部を改正する省令(財務省令、厚生労

働省令、農林水産省令、経済産業省令、

国土交通省令、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(令和元年７月１日)から

施行) 

 ◇容器包装に係る分別収集及び再商品

化の促進等に関する法律施行規則の一

部を改正する省令(財務省令、厚生労働
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省令、農林水産省令、経済産業省令、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(令

和元年７月１日)から施行) 

 ◇鋼製又はアルミニウム製の缶であっ

て、飲料が充てんされたものの表示の標

準となるべき事項を定める省令の一部

を改正する省令(財務省令、農林水産省

令、経済産業省令第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(令和元年７月１日)から施行) 

 ◇ポリエチレンテレフタレート製の容

器であって、飲料又は特定調味料が充て

んされたものの表示の標準となるべき

事項を定める省令の一部を改正する省

令(財務省令、農林水産省令、経済産業

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(令和

元年７月１日)から施行) 

 ◇日本工業規格への適合性の認証に関

する省令の一部を改正する省令(厚生労

働省令、農林水産省令、経済産業省令、

国土交通省令第４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(令和元年７月１日)から施行。ただ

し、第23条から第26条までの改正規定

は、令和２年４月１日から施行) 

 ◇工業標準化法に基づく登録試験事業

者等に関する省令の一部を改正する省

令(厚生労働省令、農林水産省令、経済

産業省令、国土交通省令第５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(令和元年７月１日)から

施行。ただし、第11条及び第12条の改

正規定は、令和２年４月１日から施行) 

 ◇電磁的記録に係る日本産業規格ヘの

適合性の認証に関する省令(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６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

(令和元年７月１日)から施行。ただし、

第23条及び第24条の規定は、令和２年

４月１日から施行) 

 ◇不正競争防止法等の一部を改正する

法律の施行に伴う農林水産省・経済産業

省関係省令の整理に関する省令(農林水

産省令、経済産業省令第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(令和元年７月１日)から施

行) 

 ◇食品循環資源の再生利用等の促進に

関する法律第二十四条第二項の規定に

よる立入検査をする職員の携帯する身

分を示す証明書の様式を定める省令の

一部を改正する省令(農林水産省令、経

済産業省令、環境省令第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(令和元年７月１日)から施

行) 

 ◇愛がん動物用飼料の安全性の確保に

関する法律施行規則の一部を改正する

省令(農林水産省令、環境省令第６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(令和元年７月１日)

から施行) 

 ◇遺伝子組換え生物等の第二種使用等

のうち産業上の使用等に当たって執る

べき拡散防止措置等を定める省令の一

部を改正する省令(財務省令、厚生労働

省令、農林水産省令、経済産業省令、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(令

和元年７月１日)から施行) 

12日(金) ◇異分野連携新事業分野開拓に関する

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

令第二号)を公布(中小企業の事業活動

の継続に資するための中小企業等経営

強化法等の一部を改正する法律の施行

の日(令和元年７月16日)から施行) 

 ◇中小企業等経営強化法第三十四条第

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３号)を公布(中小企業の事業活動の
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継続に資するための中小企業等経営強

化法等の一部を改正する法律の施行の

日(令和元年７月16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４号)を公

布(中小企業の事業活動の継続に資する

ための中小企業等経営強化法等の一部

を改正する法律の施行の日(令和元年７

月16日)から施行) 

 ◇社外高度人材活用新事業分野開拓に

関する命令(内閣府令、総務省令、財務

省令、厚生労働省令、農林水産省令、経

済産業省令、国土交通省令、環境省令第

２号)を公布(中小企業の事業活動の継

続に資するための中小企業等経営強化

法等の一部を改正する法律の施行の日

(令和元年７月16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５号)を公布(中小企業の事業活動の

継続に資するための中小企業等経営強

化法等の一部を改正する法律の施行の

日(令和元年７月16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３号)を公布(中小企業の事業活動

の継続に資するための中小企業等経営

強化法等の一部を改正する法律の施行

の日(令和元年７月16日)から施行) 

 ◇食品循環資源の再生利用等の促進に

関する食品関連事業者の判断の基準と

なるべき事項を定める省令の一部を改

正する省令(財務省令、厚生労働省令、

農林水産省令、経済産業省令、国土交通

省令、環境省令第３号)を公布(同日施

行) 

 ◇食品廃棄物等多量発生事業者の定期

の報告に関する省令の一部を改正する

省令(財務省令、厚生労働省令、農林水

産省令、経済産業省令、国土交通省令、

環境省令第４号)を公布(同日施行) 

 ◇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 14 号)を公

布(中小企業の事業活動の継続に資する

ための中小企業等経営強化法等の一部

を改正する法律の施行の日(令和元年７

月16日)から施行) 

 ◇食品循環資源の再生利用等の促進に

関する法律に基づく再生利用事業を行

う者の登録に関する省令の一部を改正

する省令(農林水産省令、経済産業省令、

環境省令第４号)を公布(同日施行) 

 ◇食品循環資源の再生利用等の促進に

関する法律施行令の一部を改正する政

令(政令第54号)を公布(同日施行) 

 ◇卸売市場法施行令の一部を改正する

政令(政令第55号)を公布(同日施行) 

 ◇中小企業の事業活動の継続に資する

ための中小企業等経営強化法等の一部

を改正する法律の施行期日を定める政

令(政令第57号)を公布 

 ◇中小企業の事業活動の継続に資する

ための中小企業等経営強化法等の一部

を改正する法律の施行に伴う関係政令

の整備等に関する政令(政令第 58 号)を

公布(中小企業の事業活動の継続に資す

るための中小企業等経営強化法等の一

部を改正する法律の施行の日(令和元年

７月16日)から施行) 

 ◇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の一部を改正する

省令(農林水産省令第13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) 

16日(火) ◇農産物検査法施行規則の一部を改正

する省令(農林水産省令第 16 号)を公布

(同日施行) 

 ◇水産業協同組合法施行規則の一部を

改正する省令(農林水産省令第 15 号)を

公布(中小企業の事業活動の継続に資す

るための中小企業等経営強化法等の一

部を改正する法律の施行の日(令和元年
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７月16日)から施行) 

18日(木) ◇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 17 号)を公布(中央北極海におけ

る規制されていない公海漁業を防止す

るための協定の効力発生の日から施行) 

19日(金) ◇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４号)を公布(同日施

行) 

 ◇農商工等連携事業計画の認定等に関

する命令の一部を改正する命令(内閣府

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５号)を公布(同日施行) 

 ◇中小企業による地域産業資源を活用

した事業活動の促進に関する法律施行

規則の一部を改正する省令(総務省令、

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) 

 ◇中小企業者と農林漁業者との連携に

よる事業活動の促進に関する法律施行

規則の一部を改正する省令(農林水産省

令、経済産業省令第４号)を公布(同日施

行) 

25日(木) ◇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18号)を公布(令

和元年７月26日から施行) 

26日(金) ◇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19号)を公布(令

和元年７月26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 20 号)を

公布(同日施行) 

29日(月) ◇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22号)を公布(令

和２年１月 29 日から施行。ただし、別

表２の改正規定中「及びギリシャ」を

「 、ギリシャ及びラトビア」に改める

部分及び「 、エストニア」を削る部分

並びに別表２の２の改正規定中「 、ト

ルコ」、「 、チリ」及び「 、フィン

ランド」を削る部分は、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 21 号)を

公布(同日施行) 

31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23号)を公布(同

日施行) 

 

 ８月  

８月１日(木) ◇“Sustainable Forest Action”の参

加者募集について～持続可能な「造林」

を実現するためのオープンイノベーシ

ョンによる課題解決型事業共創プログ

ラム～(林野庁森林整備部整備課造林間

伐対策室) 

２日(金) ◇国内外における農業資材の供給の状

況に関する調査結果の公表について(生

産局技術普及課生産資材対策室) 

 ◇岐阜県で発生した豚コレラ(国内29例

目)に係る移動制限区域解除について

(消費・安全局動物衛生課) 

６日(火) ◇愛知県で発生した豚コレラ(国内28例

目)に係る移動制限区域解除について

(消費・安全局動物衛生課) 

 ◇平成 30 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) 

７日(水) ◇大阪堂島商品取引所の定款変更の認可

について(食料産業局食品流通課商品取

引室) 

 ◇「第 11 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) 

 ◇「令和元年度 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) 
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８日(木) ◇「梅雨前線に伴う6月下旬からの大雨

による農林水産関係被害への支援制度」

説明会(日置市)の開催について(大臣官

房文書課災害総合対策室) 

 ◇「第9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(国内31例

目)に係る移動制限区域解除について

(消費・安全局動物衛生課) 

９日(金) ◇愛知県における豚コレラの疑似患畜

の確認(国内35例目)について(消費・安

全局動物衛生課) 

 ◇タイ向け日本産豚肉の輸出解禁につ

いて(消費・安全局動物衛生課) 

 ◇気候変動に関する政府間パネル

(IPCC)「土地関係特別報告書」の公表(第

50 回総会の結果)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) 

 ◇愛知県における豚コレラの疑似患畜

の確認(国内36例目)について(消費・安

全局動物衛生課) 

 ◇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

の解除について(消費・安全局動物衛生

課) 

 ◇「2019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) 

 ◇「森林サービス産業」検討委員会の設

置及び第 1 回検討会の開催について(林

野庁森林整備部森林利用課山村振興・緑

化推進室) 

 ◇「ワシントン条約(CITES)第18回締約

国会議」の開催について(水産庁増殖推

進部漁場資源課生態系保全室) 

 ◇米に関するマンスリーレポート(令和

元年8月号)の公表について(政策統括官

付農産企画課) 

12日(月) ◇福井県における豚コレラの疑似患畜

の確認(国内37例目)について(消費・安

全局動物衛生課) 

13日(火) ◇令和元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 1

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、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(基礎・基盤、環境)室) 

 ◇J-Methods Farming第1回推進会議の

開催について(JMF 推進ユニット(政策統

括官付穀物課内)) 

 ◇「水産政策審議会 第23回 総会」、「水

産政策審議会 第81回 企画部会」、「水

産政策審議会 第96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) 

14日(水) ◇「食料・農業・農村政策審議会 農業

農村振興整備部会(令和元年度 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) 

 ◇「食料・農業・農村政策審議会 畜産

部会(令和元年度第4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) 

15日(木) ◇農林水産大臣の海外出張について(食

料産業局輸出促進課) 

 ◇農林水産大臣の海外出張について(大

臣官房国際部国際機構グループ、大臣官

房国際部国際地域課) 

16日(金) ◇「第 10 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) 

 ◇令和元年度第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) 

 ◇三重県で発生した豚コレラ(国内32例

目)に係る搬出制限区域解除について
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(消費・安全局動物衛生課) 

 ◇平成 30 年産米の相対取引価格・数量

について(令和元年 7 月)(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33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) 

17日(土) ◇岐阜県における豚コレラの疑似患畜

の確認(国内38例目)について(消費・安

全局動物衛生課) 

19日(月) ◇第 18 回「聞き書き甲子園」参加高校

生と「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) 

 ◇「第89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) 

20日(火) ◇「食料・農業・農村政策審議会 家畜

衛生部会 第31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) 

 ◇株式会社コノミヤにおける惣菜の不

適正表示に対する措置について(消費・

安全局消費者行政・食育課食品表示・規

格監視室) 

 ◇農林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) 

22日(木) ◇国際園芸博覧会検討会の設置及び第 1

回検討会の開催について(生産局園芸作

物課花き産業・施設園芸振興室) 

 ◇国産ジビエ認証施設の第8号認証につ

いて(長野市ジビエ加工センター)(農村

振興局農村政策部鳥獣対策・農村環境課

鳥獣対策室) 

 ◇「令和元年度 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) 

 ◇令和元年梅雨前線豪雨等(台風第 3 号

及び第 5 号の暴風雨を含む。)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) 

23日(金) ◇平成 30 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) 

 ◇「穀粒判別器に関する検討チーム(第4

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) 

25日(日) ◇農林水産大臣の海外出張の概要につ

いて(チリ：APEC 食料安全保障担当大臣

会合関連)(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) 

26日(月) ◇「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) 

 ◇令和元年度獣医事審議会第3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) 

27日(火) ◇農林水産大臣等の第7回アフリカ開発

会議(TICAD7)への出席等について(大臣

官房国際部国際地域課、消費・安全局動

物衛生課、大臣官房国際部国際地域課海

外投資・協力グループ、大臣官房国際部

国際経済課国際機構グループ) 

 ◇三重県で発生した豚コレラ(国内32例

目)に係る移動制限区域解除について

(消費・安全局動物衛生課) 

 ◇遺伝子組換え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) 

 ◇トド管理基本方針の一部改正につい

て(水産庁増殖推進部漁場資源課) 

 ◇「令和元年度 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
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ついて(消費・安全局植物防疫課国際室) 

 ◇平成 30 年産米の契約・販売状況、民

間在庫の推移について(令和元年 7 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33例

目)に係る移動制限区域解除について

(消費・安全局動物衛生課) 

28日(水) ◇農林水産大臣の海外出張の概要につ

いて(ブラジル：第 4 回日伯農業・食料

対話関連)(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(大臣官房国際部国際地域課) 

 ◇「2018 年漁業センサス結果の概要(概

数値)」の公表について(大臣官房統計部

経営・構造統計課センサス統計室) 

 ◇「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) 

29日(木) ◇「SDGs×食品産業」セミナーの開催及

び参加希望者の募集について(食料産業

局企画課) 

 ◇「ワシントン条約(CITES)第18回締約

国会議」の結果について(水産庁増殖推

進部漁場資源課) 

30日(金) ◇農村地域人口と農業集落の将来予測

結果について(農林水産政策研究所) 

 ◇我が国の食料消費の将来推計(2019 年

版)について(農林水産政策研究所) 

 ◇「令和元年度第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) 

 ◇野菜の生育状況及び価格見通し(令和

元年9月)について(生産局園芸作物課) 

 ◇「中西部太平洋まぐろ類委員会

(WCPFC)第15回北小委員会」の開催につ

いて(水産庁資源管理部国際課) 

 ◇令和2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) 

 ◇令和2年度組織・定員要求について(大

臣官房秘書課) 

 ◇令和 2 年度税制改正要望について(経

営局総務課調整室) 

 ◇食料・農業・農村政策審議会、食料・

農業・農村政策審議会 企画部会 合同会

議の開催及び一般傍聴について(大臣官

房政策課) 

 ◇平成 30 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30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) 

 ◇「平成 30 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) 

 ◇高野農林水産大臣政務官の国内出張

について(林野庁森林整備部整備課) 

 ◇環境保全型農業直接支払制度の最終

評価について(生産局農業環境対策課) 

 ◇中山間地域等直接支払制度の第4期対

策の最終評価について(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) 

 ◇「SDGsと植物遺伝資源の保全・利用促

進セミナー～私たちの食の未来を支え

る植物遺伝資源～」の開催及び参加者の

募集について(大臣官房環境政策室、ア

イ・シー・ネット株式会社) 

 ◇濱村農林水産大臣政務官の国内出張

について(消費・安全局動物衛生課) 

 ◇農林水産大臣等の第7回アフリカ開発

会議(TICAD7)への出席等の結果概要に

ついて(大臣官房国際部国際地域課、大

臣官房国際部国際経済課国際機構グル

ープ、大臣官房国際部国際地域課海外投

資・協力グループ、消費安全局動物衛生

課) 

 ◇愛知県で発生した豚コレラ(国内36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) 

31日(土) ◇愛知県における豚コレラの疑似患畜
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の確認(国内39例目)について(消費・安

全局動物衛生課) 

<法令>  

８月１日(木) ◇家畜伝染病予防法施行令の一部を改正

する政令(政令第 70 号)を公布(成年被後

見人等の権利の制限に係る措置の適正化

等を図るための関係法律の整備に関する

法律の施行の日から施行) 

 ◇農地法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24号)を公布(同日施行) 

９日(金) ◇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 25 号)を公布(同日施

行) 

 ◇商品先物取引法施行規則の一部を改正

する省令(農林水産省令、経済産業省令第

５号)を公布(同日施行) 

14日(水) ◇棚田地域振興法の施行期日を定める政

令(政令第75号)を公布 

 ◇棚田地域振興法施行令(政令第76号)を

公布(棚田地域振興法の施行の日(令和元

年８月16日)から施行) 

16日(金) ◇棚田地域振興法施行規則(総務省令、文

部科学省令、農林水産省令、国土交通省

令、環境省令第１号)を公布(法の施行の

日(令和元年８月16日)から施行) 

19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26号)を公布(同日施行) 

26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27号)を公布

(同日施行) 

29日(木) ◇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) 

 

 ９月  

９月２日(月) ◇第3回「食品ロス削減全国大会」in徳

島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、消費者庁消費者教育推進課、環境省

環境再生・資源循環局総務課リサイクル

推進室、徳島県県民環境部環境首都課) 

 ◇福井県で発生した豚コレラ(国内 34 例

目及び 37 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) 

 ◇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) 

３日(火) ◇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) 

 ◇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) 

 ◇「福島県の農林水産業の復旧・復興に

向けて」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 畜産

部会(令和元年度第5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) 

４日(水) ◇令和元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) 

 ◇「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) 

 ◇「農業分野におけるAIの利用に関する

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、農業分野におけるAIの利用に

関する契約ガイドライン検討会事務局株

式会社 NTT データ経営研究所 社会基盤

事業本部 社会システムデザインユニッ

ト) 

 ◇「農の雇用事業」第4回目の募集を開

始します(令和 2 年 1 月研修開始分)(経

営局就農・女性課) 

５日(木) ◇2019 年北京国際園芸博覧会 ジャパン

デー等の開催について(生産局園芸作物

課花き産業・施設園芸振興室) 
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 ◇岐阜県における豚コレラの疑似患畜

の確認(国内40例目)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」

の開催結果について(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(大臣官房文書課災害総合対策

室) 

６日(金) ◇無人航空機(ドローン)を活用した「日

本美しの森 お薦め国有林」の動画の公

開について(林野庁国有林野部経営企画

課国有林野総合利用推進室) 

 ◇農協改革の進捗状況について(経営局

協同組織課) 

 ◇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) 

 ◇令和元年 6月 6日から 7月 24日まで

の間の豪雨及び暴風雨による災害に係

る激甚災害の指定について(大臣官房文

書課災害総合対策室) 

 ◇新たな食料・農業・農村基本計画に関

する御意見・御要望の募集について(大

臣官房政策課) 

 ◇「第4回地理的表示フェスティバル」

の開催について(食料産業局知的財産

課) 

 ◇令和元年度常磐・三陸沖カツオ主分布

域の予測(9～10 月)(水産庁増殖推進部

漁場資源課) 

 ◇「奄美大島、徳之島、沖縄島北部及び

西表島」の世界遺産一覧表への記載に係

る国際自然保護連合(IUCN)による現地

調査について(林野庁森林整備部森林利

用課、林野庁国有林野部経営企画課) 

 ◇「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

3 回)」の開催について(水産庁増殖推進

部栽培養殖課) 

 ◇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) 

 ◇株式会社奈良大果に対する業務改善

措置命令の発出について(食料産業局食

品流通課卸売市場室) 

７日(土) ◇「中西部太平洋まぐろ類委員会

(WCPFC) 第 15 回北小委員会」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) 

 ◇「令和元年度魚病対策促進協議会(第1

回)」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水産安全室) 

10日(火) ◇令和元年度 新たな地域課題解決手法

実証事業におけるアイデアソンの開催

地、開催日等の決定について(農村振興

局農村政策部農村計画課農村政策推進

室) 

 ◇令和元年8月の前線に伴う大雨による

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、農村振興局整備部

防災課、林野庁森林整備部整備課、林野

庁森林整備部治山課、水産庁漁港漁場整

備部防災漁村課、経営局保険監理官、水

産庁増殖推進部漁場資源課、林野庁森林

整備部計画課、水産庁漁政部漁業保険管

理官、経営局金融調整課、林野庁企画課、

水産庁漁政部水産経営課、経営局経営政

策課担い手総合対策室、生産局総務課生

産推進室、政策統括官付穀物課、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、生産局園芸作物課、生産局

地域対策官、経営局経営政策課、農村振

興局整備部設計課、経営局就農・女性課、

農村振興局整備部農地資源課、農村振興

局整備部水資源課、農村振興局農村政策

部鳥獣対策・農村環境課、林野庁林政部

経営課、水産庁漁港漁場整備部計画課) 

 ◇日本の食・食文化を世界に発信！(大

臣官房広報評価課広報室、食料産業局食

文化・市場開拓課) 

 ◇輸入小麦の政府売渡価格の改定につ
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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(令和

元年9月号)の公表について(政策統括官

付農産企画課) 

 ◇愛知県で発生した豚コレラ(国内30例

目及び36例目)に係る移動制限区域解除

について(消費・安全局動物衛生課) 

 ◇令和元年度肉用子牛の保証基準価格

及び合理化目標価格の改定について(生

産局畜産部食肉鶏卵課) 

11日(水) ◇岐阜県で発生した豚コレラ(国内38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) 

 ◇「令和元年度 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) 

12日(木) ◇第2回「水産業の明日を拓くスマート

水産業研究会」の開催について(水産庁

増殖推進部漁場資源課) 

 ◇「食料・農業・農村政策審議会 企画

部会」の開催及び一般傍聴について(大

臣官房政策課) 

 ◇チリ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) 

13日(金) ◇「新蚕業プロジェクト方針」の公表に

ついて(生産局地域対策官) 

 ◇福井県で発生した豚コレラ(国内34例

目及び37例目)に係る移動制限区域解除

について(消費・安全局動物衛生課) 

 ◇国立大学法人広島大学における委託

研究費に係る不正使用に対する措置に

ついて(農林水産技術会議事務局研究調

整課) 

 ◇令和元砂糖年度・令和元でん粉年度に

おける価格調整制度の各種指標の決定

等について(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(令和元年 8 月)(政策統括官付

農産企画課) 

 ◇「でん粉の需給見通しについて」(政

策統括官付地域作物課) 

 ◇諫早湾干拓開門問題に係る請求異議

訴訟に対する最高裁判所の判決につい

て(農村振興局整備部農地資源課) 

 ◇埼玉県における豚コレラの疑似患畜

の確認(国内41例目)について(消費・安

全局動物衛生課) 

14日(土) ◇江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) 

 ◇長野県における豚コレラの患畜の確

認(国内42例目)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」

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」

の開催結果について(消費・安全局動物

衛生課) 

17日(火) ◇埼玉県における豚コレラの疑似患畜

の確認(国内43例目)について(消費・安

全局動物衛生課) 

 ◇「令和元年台風第 15 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) 

 ◇「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) 

 ◇「平成30年度 プレジャーボート全国

実態調査結果」について(漁港漁場整備

部計画課) 

 ◇2050 年における世界の食料需給見通

しの公表について(世界の超長期食料需

給予測システムによる予測結果)(大臣

官房政策課食料安全保障室) 

 ◇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(株式会社今里

食品)(食料産業局食文化・市場開拓課外

食産業室) 
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 ◇「令和元年度 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) 

18日(水) ◇「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) 

 ◇「第5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) 

19日(木) ◇長野県における豚コレラの疑似患畜

の確認(国内44例目)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」

の開催について(消費・安全局動物衛生

課) 

 ◇加藤農林水産副大臣の国内出張につ

いて(林野庁国有林野部業務課) 

 ◇愛知県で発生した豚コレラ(国内39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) 

 ◇河野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) 

20日(金) ◇第 60 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) 

 ◇「食料・農業・農村政策審議会 家畜

衛生部会 第32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) 

 ◇「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) 

 ◇食品に関するリスクコミュニケーシ

ョン「これまでを知り、これからを考え

る～食品中の放射性物質～」の開催及び

参加者の募集について(農林水産省消費

・安全局食品安全政策課、消費者庁消費

者安全課、内閣府食品安全委員会事務局

情報・勧告広報課、厚生労働省医薬・生

活衛生局生活衛生・食品安全企画課) 

 ◇「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) 

 ◇農協系統金融機関の平成 30 事業年度

末におけるリスク管理債権等の状況に

ついて(経営局金融調整課) 

 ◇漁協系統金融機関の平成 30 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) 

 ◇「第6回日本ジビエサミットin東京」

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) 

 ◇「北西大西洋漁業機関(NAFO)第 41 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 果樹

・有機部会(第5回有機関係)」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) 

 ◇「農林水産省豚コレラ防疫対策本部」

の開催結果について(消費・安全局動物

衛生課) 

 ◇愛知県で発生した豚コレラ(国内35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) 

 ◇岐阜県で発生した豚コレラ(国内40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) 

 ◇岐阜県で発生した豚コレラ(国内38例

目)に係る移動制限区域解除について

(消費・安全局動物衛生課) 

 ◇藤木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(日) ◇岐阜県における豚コレラの疑似患畜

の確認(国内45例目)について(消費・安

全局動物衛生課) 

24日(火) ◇「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
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課) 

 ◇「食品ロスの削減の推進に関する法

律」の施行及び本年 10 月の食品ロス削

減月間について(農林水産省食料産業局

バイオマス循環資源課食品産業環境対

策室、消費者庁消費者教育推進課、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) 

 ◇加藤農林水産副大臣の国内出張につ

いて(大臣官房文書課災害総合対策室) 

 ◇伊東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) 

 ◇漁獲証明制度に関する検討会(第1回)

の開催について(水産庁漁政部加工流通

課) 

 ◇「農業参入フェア2019」の開催及び参

加者の募集について(経営局農地政策

課) 

 ◇「東京湾大感謝祭 2019～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) 

 ◇ふくしま常磐ものフェアの開催につ

いて(水産庁漁政部加工流通課) 

 ◇「食料・農業・農村政策審議会 家畜

衛生部会 第33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) 

 ◇令和元年8月から9月の前線に伴う大

雨(台風第10号、第13号及び第15号の

暴風雨を含む。)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) 

 ◇江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) 

25日(水) ◇農場HACCP認証農場について(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 34 回牛豚等疾病小委員会」の

開催について(消費・安全局動物衛生課) 

 ◇第2回国際園芸博覧会検討会の開催に

ついて(生産局園芸作物課花き産業・施設

園芸振興室) 

 ◇「ジビエ利用拡大フォーラム」及び「ジ

ビエペットフードシンポジウム」の開催

並びに参加者の募集について(農村振興

局農村政策部鳥獣対策・農村環境課鳥獣

対策室) 

 ◇国際シンポジウム「SDGs達成に向けた

森林の貢献：森林情報の活用と基準・指

標」の開催及び参加者の募集について(林

野庁森林整備部計画課海外林業協力室) 

 ◇「学校の森・子どもサミット」の参加

者募集について(森林整備部森林利用課

村振興・緑化推進室、伊那市役所50年の

森林推進室内) 

 ◇「食料・農業・農村政策審議会 家畜衛

生部会 第 35 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) 

 ◇「食料・農業・農村政策審議会 果樹・

有機部会(第1回果樹関係)」の開催及び

一般傍聴について(生産局農産部園芸作

物課) 

26日(木) ◇「日米貿易協定」の最終合意について

(大臣官房国際部国際経済課、大臣官房政

策課) 

 ◇「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) 

 ◇令和元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1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開

発官(基礎・基盤、環境)室) 

 ◇砂糖及び異性化糖の需給見通しにつ
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いて(政策統括官付地域作物課) 

 ◇農山漁村地域の起業支援プラットフ

ォーム「INACOME」の開設(大臣官房政策

課、株式会社ウェイビー) 

 ◇全国ジビエフェア参加飲食店等の募

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) 

 ◇「水産政策審議会第97回 資源管理分

科会」の開催及び一般傍聴について(水

産庁資源管理部管理調整課) 

 ◇千葉県における台風第 15 号による森

林被害等の学識経験者による緊急調査

について(林野庁森林整備部治山課山地

災害対策室) 

27日(金) ◇「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) 

 ◇「平成 30 年木材需給表」の公表につ

いて(林野庁林政部企画課) 

 ◇藤木農林水産大臣政務官の国内出張

について(生産局畜産部飼料課) 

 ◇「農林水産省豚コレラ防疫対策本部」

の開催結果について(消費・安全局動物

衛生課) 

 ◇「水産政策審議会資源管理分科会 第6

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調整

課) 

 ◇「奄美大島、徳之島、沖縄島北部及び

西表島」の世界遺産一覧表への記載に係

る国際自然保護連合(IUCN)による現地

調査について(林野庁森林整備部森林利

用課、林野庁国有林野部経営企画課) 

 ◇「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) 

 ◇平成 30 年産米の契約・販売状況、民

間在庫の推移について(令和元年 8 月末

現在)(政策統括官付農産企画課) 

 ◇「乳製品需給等情報交換会議」の開催

について(生産局畜産部牛乳乳製品課) 

 ◇令和元年(2019年)IWC/日本共同「北太

平洋鯨類目視調査」終了について(水産

庁資源管理部国際課捕鯨室) 

30日(月) ◇「食料・農業・農村政策審議会 第 37

回 家畜衛生部会」の開催及び一般傍聴

について(消費・安全局動物衛生課) 

 ◇「平成30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) 

 ◇「第3回インフラメンテナンス大賞」

の受賞者が決定しました。(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) 

 ◇「気候変動を踏まえた海岸保全のあり

方検討委員会」(第1回)の開催について

(農村振興局整備部防災課、水産庁漁港

漁場整備部防災漁村課) 

 ◇米先物取引の試験上場に関するシー

ズンレポート(令和元年9月)の公表につ

いて(食料産業局食品流通課商品取引

室) 

 ◇令和元年度「木づかい推進月間」の実

施について ～木づかい運動でウッド・

チェンジ！～(林野庁林政部木材利用

課) 

 ◇平成30年産 収入減少影響緩和交付金

(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) 

 ◇令和元年産の水田における作付状況

(令和元年9月15日現在・速報値)(政策

統括官付穀物課水田農業対策室) 

 ◇令和元年度の経営所得安定対策等の

加入申請状況について(速報値)(政策統

括官付総務・経営安定対策参事官付経営

安定対策室、政策統括官付穀物課水田農

業対策室) 

 ◇「北西大西洋漁業機関(NAFO)第 41 回

年次会合」の結果について(水産庁資源
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管理部国際課) 

 ◇愛知県で発生した豚コレラ(国内35例

目及び39例目)に係る移動制限区域解除

について(消費・安全局動物衛生課) 

<法令>  

９月２日(月) ◇感染症の予防及び感染症の患者に対

する医療に関する法律第 54 条第１号の

輸入禁止地域等を定める省令の一部を

改正する省令(厚生労働省令、農林水産

省令第４号)を公布(同日施行) 

11日(水) ◇令和元年６月６日から７月 24 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

94号)を公布(同日施行) 

 ◇愛玩動物看護師法の一部の施行期日

を定める政令(政令第99号)を公布 

 ◇農林水産省組織令及び環境省組織令

の一部を改正する政令(政令第100号)を

公布(愛玩動物看護師法附則第１条ただ

し書に規定する規定の施行の日(令和元

年12月１日)から施行。ただし、第１条

中農林水産省組織令附則第４条の表の

改正規定及び第２条中環境省組織令附

則第２項から第５項までの改正規定は、

同日施行) 

 ◇農地中間管理事業の推進に関する法

律等の一部を改正する法律の施行期日

を定める政令(政令第101号)を公布 

 ◇農地中間管理事業の推進に関する法

律等の一部を改正する法律の施行に伴

う関係政令の整備に関する政令(政令第

102 号)を公布(令和元年 11 月１日から

施行。ただし、附則第１条各号に掲げる

規定は、当該各号に定める日から施行) 

 ◇中小企業等協同組合法施行規則の一

部を改正する命令(内閣府令、財務省令、

厚生労働省令、農林水産省令、経済産業

省令、国土交通省令、環境省令第２号)

を公布(令和元年９月14日から施行) 

 ◇技術研究組合法施行規則の一部を改

正する省令(総務省令、財務省令、文部

科学省令、厚生労働省令、農林水産省令、

経済産業省令、国土交通省令、環境省令

第１号)を公布(令和元年９月 14 日から

施行) 

 ◇中小企業団体の組織に関する法律施

行規則の一部を改正する省令(財務省

令、厚生労働省令、農林水産省令、経済

産業省令、国土交通省令第２号)を公布

(令和元年９月14日から施行) 

 ◇独立行政法人農業者年金基金法附則

第６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

金法の一部を改正する法律附則第 11 条

第２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１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５号)を公布(令和

２年４月１日から施行) 

 ◇特定水銀使用製品に係る許可及び届

出に関する事項を定める省令の一部を

改正する省令(厚生労働省令、農林水産

省令、経済産業省令第２号)を公布(令和

元年９月14日から施行) 

 ◇農地中間管理事業の推進に関する法

律等の一部を改正する法律の施行に伴

う関係省令の整備に関する省令(農林水

産省令第28号)を公布(令和元年11月１

日から施行。ただし、第２条、第４条、

第６条から第８条まで及び第 10 条から

第 15 条までの規定は、令和２年４月１

日から施行) 

 ◇商品投資顧問業者の許可及び監督に

関する省令の一部を改正する省令(農林

水産省令、経済産業省令第７号)を公布

(令和元年９月14日から施行) 

 ◇農住組合法施行規則及び市民農園整

備促進法施行規則の一部を改正する省

令(農林水産省令、国土交通省令第３号)

を公布(令和２年４月１日から施行) 

13日(金) ◇漁業協同組合等の信用事業等に関す

る命令及び農林中央金庫法施行規則の
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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) 

 ◇成年被後見人等の権利の制限に係る

措置の適正化等を図るための関係法律

の整備に関する法律の施行に伴う農林

水産省関係省令の整備に関する省令(農

林水産省令第 29 号)を公布(成年被後見

人等の権利の制限に係る措置の適正化

等を図るための関係法律の整備に関す

る法律の施行の日から施行。ただし、第

２条、第５条及び第７条から第９条まで

の規定は、同法附則第１条第２号に掲げ

る規定の施行の日から施行) 

18日(火) ◇厚生年金保険制度及び農林漁業団体

職員共済組合制度の統合を図るための

農林漁業団体職員共済組合法等を廃止

する等の法律の施行に伴う存続組合が

支給する特例年金給付等に関する省令

の一部を改正する省令(農林水産省令第

30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31号)を公布(同

日施行) 

19日(木) ◇動物用医薬品等取締規則及び動物用

医薬品の製造管理及び品質管理に関す

る省令の一部を改正する省令(農林水産

省令第32号)を公布(同日施行) 

26日(木) ◇対内直接投資等に関する命令の一部

を改正する命令(内閣府令、総務省令、

財務省令、文部科学省令、厚生労働省令、

農林水産省令、経済産業省令、国土交通

省令、環境省令第５号)を公布(令和元年

10月26日から施行。ただし、附則第３

条及び第５条の規定は同日施行) 

 ◇対内直接投資等に関する政令の一部

を改正する政令(政令第 111 号)を公布

(公布の日から起算して一月を経過した

日から施行。ただし、第６条の４第１項

の改正規定及び附則第３条から第５条

までの規定は同日施行) 

30日(月) ◇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33号)を公布(令

和元年10月１日から施行) 

 ◇農業保険法施行規則の一部を改正す

る省令(農林水産省令第34号)を公布(同

日施行) 

 

 10月  

10月１日(火) ◇「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) 

 ◇江藤農林水産大臣の国内出張につい

て(農村振興局整備部農地資源課、九州

農政局農村振興部設計課事業調整室) 

 ◇「農林水産省TPP等対策本部」の開催

について(大臣官房政策課) 

 ◇平成 30 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) 

 ◇「令和元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) 

 ◇令和元年8月から9月の前線に伴う大

雨(台風第10号、第13号及び第15号の

暴風雨を含む。)、台風第17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、農村振興局整備部防

災課、林野庁森林整備部整備課、林野庁

森林整備部治山課、水産庁漁港漁場整備

部防災漁村課、経営局経営政策課担い手

総合対策室、生産局総務課生産推進室、

生産局技術普及課生産資材対策室、生産

局園芸作物課、経営局保険監理官、水産

庁増殖推進部漁場資源課、林野庁森林整

備部計画課、水産庁漁政部漁業保険管理

官、経営局金融調整課、林野庁企画課、

水産庁漁政部水産経営課、政策統括官付

穀物課、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、生産局地域

対策官、生産局畜産部牛乳乳製品課、生

産局畜産部畜産企画課、生産局畜産部畜

産振興課、生産局畜産部畜産部飼料課、

生産局畜産部食肉鶏卵課、経営局経営政
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策課、農村振興局整備部設計課、経営局

就農・女性課、農村振興局整備部農地資

源課、農村振興局整備部水資源課、農村

振興局農村政策部鳥獣対策・農村環境

課、林野庁林政部経営課、水産庁漁港漁

場整備部計画課、水産庁増殖推進部研究

指導課、水産庁漁政部加工流通課) 

 ◇「日米貿易協定の最終合意に関する説

明会」の開催について(大臣官房国際部

国際経済課) 

 ◇伊東農林水産副大臣の海外出張につ

いて(消費・安全局動物衛生課) 

２日(水) ◇『「知」の集積と活用の場 産学官連

携協議会』令和元年度第1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) 

 ◇「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) 

３日(木) ◇「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) 

 ◇「食料・農業・農村政策審議会 畜産

部会(令和元年度第6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) 

 ◇長野県で発生した豚コレラ(国内42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) 

４日(金) ◇野菜の生育状況及び価格見通し(令和

元年10月)について(生産局園芸作物課) 

 ◇加藤農林水産副大臣の海外出張につ

いて(消費・安全局動物衛生課) 

 ◇食品ロス削減に資する小売店舗にお

ける啓発活動について～10 月は食品ロ

ス削減月間です～(食料産業局バイオマ

ス循環資源課食品産業環境対策室) 

 ◇河野農林水産大臣政務官の国内出張

について(消費・安全局植物防疫課) 

 ◇米に関するマンスリーレポート(令和

元年 10 月号)の公表について(政策統括

官付農産企画課) 

 ◇令和元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(生産局畜産

部牛乳乳製品課) 

 ◇岐阜県で発生した豚コレラ(国内40例

目)に係る移動制限区域解除について

(消費・安全局動物衛生課) 

 ◇埼玉県で発生した豚コレラ(国内41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) 

 ◇「令和元年8月から9月の前線に伴う

大雨(台風第10号、第13号及び第15号

の暴風雨を含む。)、台風第17号による

農林水産関係被害への支援対策」現地説

明会について(大臣官房文書課災害総合

対策室) 

７日(月) ◇「日米貿易協定の最終合意内容(農林

水産品)に関する近畿地区説明会」の開

催について(大臣官房国際部国際経済

課) 

 ◇「第90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) 

 ◇埼玉県で発生した豚コレラ(国内43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) 

 ◇長野県で発生した豚コレラ(国内44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) 

８日(火) ◇「食料・農業・農村政策審議会 第 38

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) 

 ◇「東南・東アジア地域を対象とした食

品ロス・廃棄抑制に関する国際ワークシ

ョップ」の開催について(農林水産技術

会議事務局国際研究官室) 

 ◇「食料・農業・農村政策審議会 家畜

衛生部会 第36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



農 政 日 誌 

- 387 - 

課) 

９日(水) ◇「農林水産省豚コレラ・アフリカ豚コ

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) 

 ◇農林水産分野におけるゲノム編集技

術の利用により得られた生物の生物多

様性影響に関する情報提供の開始につ

いて(消費・安全局農産安全管理課) 

 ◇「第 3 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) 

10日(木) ◇農産物検査規格検討会(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) 

 ◇フランスのロワール・エ・シェール県

からの生きた家きん、家きん肉等の一時

輸入停止措置について(消費・安全局動

物衛生課) 

 ◇「令和元年度第 1 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) 

 ◇2019 年北京国際園芸博覧会閉幕～日

本出展は「大賞」受賞～(生産局園芸作

物課花き産業・施設園芸振興室) 

 ◇国際シンポジウム「気候変動と農業ビ

ジネス －技術を農業者に届けるために

企業と研究者ができること－」等の開催

について(大臣官房政策課環境政策室) 

 ◇河野農林水産大臣政務官の国内出張

について(政策統括官付穀物課) 

11日(金) ◇飲食店等の食品ロス削減のための好

事例集(第二版)の公表について ～10 月

は食品ロス削減月間です～(食料産業局

バイオマス循環資源課食品産業環境対

策室) 

 ◇「食かけるプライズ」表彰事例の決定

について(食料産業局食文化・市場開拓

課) 

 ◇埼玉県における豚コレラの疑似患畜

の確認(国内46例目)について(消費・安

全局動物衛生課) 

 ◇令和元年8月13日から9月24日まで

の間の暴風雨及び豪雨による災害に係

る激甚災害の指定について(大臣官房文

書課災害総合対策室) 

 ◇「日米貿易協定の最終合意内容(農林

水産品)に関する東北／東海／中国・四

国地区説明会」の開催について(大臣官

房国際部国際経済課) 

 ◇「令和元年台風第 19 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) 

 ◇「令和元年度第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) 

 ◇長野県で発生した豚コレラ(国内42例

目)に係る移動制限区域解除について

(消費・安全局動物衛生課) 

 ◇「みなみまぐろ保存委員会(CCSBT)第

26回 年次会合」の開催について(水産庁

資源管理部国際課) 

 ◇藤木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) 

12日(土) ◇「令和元年台風第 19 号に関する農林

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) 

15日(火) ◇デンマーク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) 

 ◇「アグリビジネス創出フェア2019～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 2019 事務局、アグリビジネス

創出フェア2019広報事務局) 
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 ◇「食料・農業・農村政策審議会 家畜

衛生部会 第37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) 

 ◇漁獲証明制度に関する検討会(第2回)

の開催について(水産庁漁政部加工流通

課) 

 ◇埼玉県で発生した豚コレラ(国内41例

目)に係る移動制限区域解除について

(消費・安全局動物衛生課) 

 ◇令和元年産米の相対取引価格・数量に

ついて(令和元年 9 月)(政策統括官付農

産企画課) 

 ◇「第38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

庁資源管理部管理調整課、瀬戸内海漁業

調整事務所) 

 ◇「第34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

部管理調整課) 

 ◇「第31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調

整課) 

 ◇伊東農林水産副大臣の国内出張につ

いて(農村振興局整備部設計課) 

 ◇岐阜県で発生した豚コレラ(国内45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) 

16日(水) ◇江藤農林水産大臣の「JForest(ジェイ

・フォレスト)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) 

 ◇「日米貿易協定の最終合意内容(農林

水産品)に関する北海道地区(函館、稚

内、旭川、北見)説明会」の開催につい

て(大臣官房国際部国際経済課) 

 ◇「令和元年度 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) 

 ◇全国の野生鳥獣による農作物被害状

況について(平成30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) 

17日(木) ◇「第 5 回 日仏農政ワーキンググルー

プ」の開催について(大臣官房国際部国

際地域課) 

 ◇「平成 29 年産畑作物共済統計表」の

発表について(経営局保険課) 

 ◇「持続可能な生産消費形態のあり方検

討会(第1回)」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) 

 ◇「令和元年台風第 19 号に関する農林

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) 

18日(金) ◇「国際植物防疫条約(IPPC)国際シンポ

ジウム」の開催について(消費・安全局

植物防疫課国際室) 

 ◇水産政策審議会資源管理分科会第7回

くろまぐろ部会の開催について(水産庁

資源管理部管理調整課) 

 ◇「農林水産省豚コレラ・アフリカ豚コ

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) 

 ◇「平成 30 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) 

 ◇「コメ海外市場拡大戦略プロジェク

ト」における令和2年産米輸出推進マッ

チングイベントの開催について(政策統

括官付農産企画課) 

 ◇「令和2年漁期 TAC(漁獲可能量)設定

に関する意見交換会(さんま、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) 

 ◇食品ロス削減国民運動ロゴマーク「ろ

すのん」の活用事例及び活用者の公表に

ついて～10 月は食品ロス削減月間です

～(食料産業局バイオマス循環資源課食

品産業環境対策室) 
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 ◇ブルガリ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) 

 ◇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

止措置の解除について(消費・安全局動

物衛生課) 

 ◇長野県で発生した豚コレラ(国内44例

目)に係る移動制限区域解除について

(消費・安全局動物衛生課) 

 ◇第10回農林水産省料理人顕彰制度「料

理マスターズ」受賞者の決定及び授与式

の開催について(食料産業局食文化・市

場開拓課外食産業室) 

 ◇令和元年度(第 58 回)農林水産祭天皇

杯等の選賞について(大臣官房文書課、

公益財団法人日本農林漁業振興会、政策

統括官穀物課、生産局地域対策官、生産

局園芸作物課、生産局畜産部畜産振興

課、林野庁森林整備部研究指導課、水産

庁漁政部加工流通課、経営局経営政策

課、農村振興局農村政策部都市農村交流

課、経営局就農・女性課) 

 ◇「南極の海洋生物資源の保存に関する

委員会(CCAMLR)第38回 年次会合」の開

催について(水産庁資源管理部国際課) 

 ◇2019年(第13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) 

 ◇藤木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) 

 ◇埼玉県で発生した豚コレラ(国内43例

目)に係る移動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 家畜

衛生部会 第38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) 

 ◇「みなみまぐろ保存委員会(CCSBT)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) 

 ◇「食料・農業・農村政策審議会 家畜

衛生部会 第39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) 

 ◇「ディスカバー農山漁村(むら)の宝」

(第6回選定)第3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) 

 ◇藤木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) 

 ◇河野農林水産大臣政務官の国内出張

について(経営局経営政策課、関東農政

局経営・事業支援部経営支援課) 

 ◇加藤農林水産副大臣の国内出張につ

いて(政策統括官付穀物課) 

 ◇伊東農林水産副大臣の国内出張につ

いて(生産局総務課) 

 ◇江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) 

 ◇令和元年台風第 19 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) 

21日(月) ◇令和元年度(第 20 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) 

 ◇令和元年度(第 15 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) 

 ◇11 月の「和ごはん月間」について(食

料産業局食文化・市場開拓課和食室) 

 ◇新たな酪肉近基本方針及び家畜改良

増殖目標に関する御意見の募集につい

て(生産局畜産部畜産企画課) 

 ◇「和牛遺伝資源の知的財産的価値の保
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護強化に関する専門部会(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) 

 ◇「食料・農業・農村政策審議会 家畜

衛生部会 第39回牛豚等疾病小委員会」

の開催結果について(消費・安全局動物

衛生課) 

 ◇「ディスカバー農山漁村(むら)の宝」

第 6 回選定結果の公表について(農村振

興局農村政策部都市農村交流課) 

23日(水) ◇「農林水産省豚コレラ・アフリカ豚コ

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) 

 ◇令和元年度「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) 

 ◇「ジャパンハーヴェスト 2019 丸の内

農園」及び「令和元年度地産地消等優良

活動表彰」の開催について(食料産業局

食文化・市場開拓課) 

 ◇「食料・農業・農村政策審議会企画部

会」の開催及び一般傍聴について(大臣

官房政策課) 

 ◇「第1回我が国の家畜防疫のあり方に

ついての検討会」について(消費・安全

局動物衛生課) 

24日(木) ◇「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) 

 ◇「2020年漁期(第6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調整課) 

25日(金) ◇「令和元年台風第 19 号に関する農林

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) 

 ◇「農林水産省豚コレラ・アフリカ豚コ

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) 

 ◇令和元年8月から9月の前線に伴う大

雨(台風第10号、第13号、第15号及び

第 17 号の暴風雨を含む。)、台風第 19

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、農村振興

局整備部防災課、林野庁森林整備部整備

課、林野庁森林整備部治山課、水産庁漁

港漁場整備部防災漁村課、経営局経営政

策課担い手総合対策室、生産局総務課生

産推進室、生産局技術普及課生産資材対

策室、生産局園芸作物課、経営局保険監

理官、水産庁増殖推進部漁場資源課、林

野庁森林整備部計画課、水産庁漁政部漁

業保険管理官、経営局金融調整課、林野

庁企画課、水産庁漁政部水産経営課、生

産局地域対策官、政策統括官付穀物課、

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、生産局畜産部牛乳乳

製品課、生産局畜産部畜産企画課、生産

局畜産部畜産振興課、生産局畜産部畜産

部飼料課、生産局畜産部食肉鶏卵課、農

村振興局整備部設計課、経営局就農・女

性課、農村振興局整備部農地資源課、農

村振興局整備部水資源課、農村振興局農

村政策部鳥獣対策・農村環境課、林野庁

林政部経営課、水産庁漁港漁場整備部計

画課、水産庁増殖推進部研究指導課、水

産庁漁政部加工流通課) 

 ◇食品ロス削減に向けた納品期限緩和

の取組状況と今後の展開について～10

月は食品ロス削減月間です～(食料産業

局バイオマス循環資源課食品産業環境

対策室) 

 ◇令和元年度 食品の安全性に関する

「リスク管理検討会(第2回)」の開催及

び一般傍聴について(消費・安全局食品

安全政策課) 

 ◇「食料・農業・農村政策審議会 農業

保険部会(令和元年度第2回)」の開催及

び一般傍聴について(経営局保険課) 

 ◇「農業資材審議会 農薬分科会(第 20

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) 

 ◇「食料・農業・農村政策審議会果樹・



農 政 日 誌 

- 391 - 

有機部会(果樹関係)現地調査」の実施に

ついて(生産局農産部園芸作物課) 

 ◇「令和元年8月から9月の前線に伴う

大雨(台風第10号、第13号、第15号及

び第17号の暴風雨を含む。)、台風第19

号による農林水産関係被害への支援対

策」ブロック説明会の開催について(大

臣官房文書課災害総合対策室) 

 ◇岐阜県で発生した豚コレラ(国内45例

目)に係る移動制限区域解除について

(消費・安全局動物衛生課) 

 ◇「日米貿易協定の最終合意内容(農林

水産品)に関する関東地区説明会」の開

催について(大臣官房国際部国際経済

課) 

 ◇江藤農林水産大臣の国内出張につい

て(林野庁国有林野部業務課) 

 ◇「令和元年台風第 19 号に関する農林

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) 

29日(火) ◇伊東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) 

 ◇「第6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) 

 ◇令和元年 10月 11日から同月 14日ま

での間の暴風雨及び豪雨による災害に

係る激甚災害の指定について(大臣官房

文書課災害総合対策室) 

 ◇令和元年度(第 58 回)農林水産祭「実

りのフェスティバル」の開催について

(農林水産省大臣官房文書課、公益財団

法人日本農林漁業振興会) 

 ◇令和元年産米の契約・販売状況、民間

在庫の推移等について(令和元年 9 月末

現在)(政策統括官付農産企画課) 

 ◇農林水産業の現場ニーズに対応する

技術提案の募集(第 2 回)について(大臣

官房政策課) 

 ◇漁獲証明制度に関する検討会(第3回)

の開催について(水産庁漁政部加工流通

課) 

 ◇「食料・農業・農村政策審議会 家畜

衛生部会 第40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) 

30日(水) ◇埼玉県における豚コレラの疑似患畜

の確認(国内47例目)について(消費・安

全局動物衛生課) 

 ◇「農林水産省豚コレラ・アフリカ豚コ

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) 

 ◇「第8回農業女子プロジェクト推進会

議」の開催、一般傍聴及び関連イベント

について(経営局就農・女性課女性活躍

推進室) 

 ◇J-Methods Farming 実証開始式典の開

催について(大臣官房国際部国際地域

課) 

 ◇「食料・農業・農村政策審議会 畜産

部会(令和元年度第7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) 

31日(木) ◇江藤農林水産大臣の「木材利用優良施

設コンクール表彰式」への出席について

(林野庁林政部木材利用課) 

 ◇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(株式会社進々

堂)(食料産業局食品製造課) 

 ◇「食料・農業・農村政策審議会 企画

部会 地方意見交換会及び現地調査」の

開催及び一般傍聴について(大臣官房政

策課) 

 ◇ラオス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) 

 ◇バイオマス産業都市の選定結果につ

いて(食料産業局バイオマス循環資源

課) 

 ◇「平成 29 年産農作物共済統計表」の
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公表について(経営局保険課) 

 ◇農林水産省におけるオープンデータ

官民ラウンドテーブル開催に向けたデ

ータ公開要望の募集について(林業・水

産業分野)(大臣官房広報評価課情報管

理室) 

 ◇令和元年産の水田における作付状況

(確定値)(政策統括官付穀物課水田農業

対策室) 

 ◇「日米貿易協定の最終合意内容(農林

水産品)に関する北陸地区説明会」の開

催について(大臣官房国際部国際経済

課) 

 ◇「食料・農業・農村政策審議会 家畜

衛生部会 第41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) 

<法令>  

10月８日(火) ◇農林漁業団体職員共済組合の財務及

び会計に関する省令の一部を改正する

省令(農林水産省令第35号)を公布(令和

２年４月１日から施行。ただし、第 11

条から第 13 条までの改正規定は、同日

施行) 

 ◇飼料及び飼料添加物の成分規格等に

関する省令の一部を改正する省令(農林

水産省令第 36 号)を公布(同日施行。た

だし、第２条の規定は、令和元年 12 月

27日から施行) 

 ◇飼料の安全性の確保及び品質の改善

に関する法律施行規則の一部を改正す

る省令(農林水産省令第37号)を公布(令

和元年12月27日から施行) 

９日(水) ◇指定漁業の許可及び取締り等に関す

る省令の一部を改正する省令(農林水産

省令第 38 号)を公布(令和元年 10 月 29

日から施行) 

10日(木) ◇温室効果ガス算定排出量等の報告等

に関する命令の一部を改正する命令(内

閣府令、総務省令、法務省令、外務省令、

財務省令、文部科学省令、厚生労働省令、

農林水産省令、経済産業省令、国土交通

省令、環境省令、防衛省令第３号)を公

布(同日施行) 

15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 39 号)を

公布(同日施行) 

17日(木) ◇令和元年八月十三日から九月二十四

日までの間の暴風雨及び豪雨による災

害についての激甚災害並びにこれに対

し適用すべき措置の指定に関する政令

(政令第126号)を公布(同日施行) 

18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) 

24日(木) ◇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40号)を公布(同

日施行) 

30日(水) ◇銀行法施行令等の一部を改正する政

令(政令第 139 号)を公布(令和２年４月

１日から施行) 

 

 11月  

11月１日(金) ◇マカオ向け日本産食用殻付き卵の輸

出解禁について(消費・安全局動物衛生

課) 

 ◇「農林水産省豚コレラ・アフリカ豚コ

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) 

 ◇「ノウフク JAS」の第1号の認証につ

いて(農村振興局農村政策部都市農村交

流課、食料産業局食品製造課基準認証

室) 

 ◇日本料理海外普及人材育成事業の一

部改正について(食料産業局食文化・市

場開拓課外食産業室) 

 ◇野菜の生育状況及び価格見通し(令和

元年11月)について(生産局園芸作物課) 

 ◇河野農林水産大臣政務官の「令和元年
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度地産地消等優良活動表彰」の表彰式へ

の出席について(食料産業局食文化・市

場開拓課) 

 ◇「越境性植物病害虫の研究連携に関す

る国際ワークショップ」の開催について

(農林水産技術会議事務局国際研究官

室) 

 ◇「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(1 月から 2 月の開催)(消費

・安全局消費者行政・食育課) 

 ◇全国ジビエフェアの開催について(農

村振興局農村政策部鳥獣対策・農村環境

課鳥獣対策室) 

 ◇「令和元年度 第2回 林政審議会 施策

部会」の開催及び一般傍聴について(林

野庁林政部経営課) 

 ◇藤木農林水産大臣政務官の国内出張

について(政策統括官付穀物課) 

 ◇江藤農林水産大臣の国内出張につい

て(生産局総務課) 

 ◇江藤農林水産大臣の国内出張につい

て(農村振興局整備部水資源課) 

５日(火) ◇「令和元年台風第 19 号に関する農林

水産省緊急自然災害対策本部」の第 12

回会合の開催について(大臣官房文書課

災害総合対策室) 

 ◇「令和元年度農林水産業等研究分野に

おける大学発ベンチャー起業促進実証

委託事業」公募にかかる支援対象者の決

定について(経営局金融調整課) 

 ◇「技術が切り拓く、農林水産業の環境

イノベーションフォーラム」の開催及び

参加希望者の募集について(大臣官房政

策課環境政策室) 

 ◇「食料・農業・農村政策審議会企画部

会」の開催及び一般傍聴について(大臣

官房政策課) 

 ◇「森林サービス産業」検討委員会第 2

回検討会の開催について(林野庁森林整

備部森林利用課山村振興・緑化推進室) 

 ◇「日米貿易協定の最終合意内容(農林

水産品)に関する北海道地区(帯広)説明

会」の開催について(大臣官房国際部国

際経済課) 

 ◇「Forest Style ネットワーク」の立

ち上げ及びキックオフ・イベントの開催

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) 

 ◇藤木農林水産大臣政務官の「令和元年

度多面的機能支払交付金全国研究会」へ

の出席について(農村振興局整備部農地

資源課多面的機能支払推進室) 

 ◇「南極の海洋生物資源の保存に関する

委員会(CCAMLR)第38回 年次会合」の結

果について(水産庁資源管理部国際課) 

 ◇江藤農林水産大臣の「一般財団法人大

日本蚕糸会蚕糸功労者表彰式」への出席

について(生産局地域対策官) 

６日(水) ◇太平洋クロマグロ「2018年生まれの全

体の加入量水準」及び「2019年の南西諸

島海域生まれの加入量水準」(2019年11

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) 

 ◇「第2回我が国の家畜防疫のあり方に

ついての検討会」について(消費・安全

局動物衛生課) 

７日(木) ◇令和元年度「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) 

 ◇「食品流通合理化検討会(第 1 回)」の

開催について(食料産業局食品流通課) 

 ◇「令和元年台風第19号に関する農林水

産省緊急自然災害対策本部」の第13回会

合の開催について(大臣官房文書課災害

総合対策室) 

 ◇令和元年 8月から 9月の前線に伴う大

雨(台風第 10号、第 13号、第 15号及び

第17号の暴風雨を含む。)、台風第19号

等による農林水産関係被害への支援対策
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について(大臣官房文書課、農村振興局整

備部防災課、林野庁森林整備部整備課、

林野庁森林整備部治山課、水産庁漁港漁

場整備部防災漁村課、経営局経営政策課

担い手総合対策室、生産局総務課生産推

進室、生産局技術普及課生産資材対策室、

生産局園芸作物課、経営局保険監理官、

水産庁増殖推進部漁場資源課、林野庁森

林整備部計画課、水産庁漁政部漁業保険

管理官、経営局金融調整課、林野庁企画

課、水産庁漁政部水産経営課、生産局地

域対策官、政策統括官付穀物課、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、生産局畜産部牛乳乳製品課、

生産局畜産部畜産企画課、生産局畜産部

畜産振興課、生産局畜産部畜産部飼料課、

生産局畜産部食肉鶏卵課、農村振興局整

備部設計課、経営局就農・女性課、農村

振興局整備部農地資源課、農村振興局整

備部水資源課、農村振興局農村政策部鳥

獣対策・農村環境課、林野庁林政部経営

課、水産庁漁港漁場整備部計画課、水産

庁増殖推進部研究指導課、水産庁漁政部

加工流通課、水産庁増殖推進部栽培養殖

課) 

８日(金) ◇「農林水産省豚コレラ・アフリカ豚コ

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) 

 ◇「第6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) 

 ◇「海岸保全施設維持管理マニュアル改

訂検討委員会」(第1回)の開催について

(農村振興局整備部防災課、水産庁漁港

漁場整備部防災漁村課) 

 ◇「日米貿易協定の最終合意内容(農林

水産品)に関する九州地区(福岡)説明

会」の開催について(大臣官房国際部国

際経済課) 

 ◇江藤農林水産大臣の国内出張につい

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(令和

元年 11 月号)の公表について(政策統括

官付農産企画課) 

 ◇「第6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

源管理部管理調整課) 

 ◇「令和元年8月から9月の前線に伴う

大雨(台風第10号、第13号、第15号及

び第17号の暴風雨を含む。)、台風第19

号等による農林水産関係被害への支援

対策」現地説明会について(大臣官房文

書課災害総合対策室) 

 ◇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) 

 ◇河野農林水産大臣政務官の国内出張

について(林野庁木材産業課、生産局園

芸作物課) 

９日(土) ◇埼玉県における豚コレラの疑似患畜

の確認(国内48例目)について(消費・安

全局動物衛生課) 

11日(月) ◇「農林水産省豚コレラ・アフリカ豚コ

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) 

 ◇農業遺産認定地域の魅力を発信する

「農業遺産展」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) 

 ◇令和元年度(第 75 回)「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) 

 ◇「食料・農業・農村政策審議会 畜産

部会(令和元年度第8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) 

12日(火) ◇スマート農業の推進に関する全国説

明会(東京会場及び大阪会場)の開催に

ついて(スマート農業実証プロジェク

ト)(農林水産技術会議事務局研究推進

課) 

13日(水) ◇「全国版スマート農業サミット」を開
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催(農林水産技術会議事務局研究推進

課) 

 ◇「令和元年度 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) 

 ◇「食料・農業・農村政策審議会 家畜

衛生部会 第42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) 

 ◇日本産家きん肉に関する日本の 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) 

 ◇「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) 

14日(木) ◇伊東農林水産副大臣の「AG/SUM : 

Agritech＆Foodtech Summit 2019」への

出席について(経営局金融調整課) 

 ◇第 25 回国際養蚕委員会大会の開催に

ついて(生産局地域対策官) 

15日(金) ◇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

WithGreen)(食料産業局食文化・市場開

拓課外食産業室) 

 ◇令和元年産米の相対取引価格・数量に

ついて(令和元年10月)(政策統括官付農

産企画課) 

 ◇令和元年度我が国周辺水域の水産資

源に関する評価結果の公表について(水

産庁増殖推進部漁場資源課) 

 ◇スケトウダラ及びホッケ3系群の資源

状況等の更新について(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) 

 ◇「大西洋まぐろ類保存国際委員会

(ICCAT)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) 

 ◇「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) 

 ◇藤木農林水産大臣政務官の国内出張

について(生産局地域対策官) 

16日(土) ◇山梨県における CSF の患畜の確認(国

内 49 例目)について(消費・安全局動物

衛生課) 

18日(月) ◇「令和元年8月から9月の前線に伴う

大雨(台風第10号、第13号、第15号及

び第17号の暴風雨を含む。)、台風第19

号等による農林水産関係被害への支援

対策」現地説明会について(大臣官房文

書課災害総合対策室) 

 ◇藤木農林水産大臣政務官の「AG/SUM : 

Agritech＆Foodtech Summit 2019 ワー

クショップ『農業高校から始まる未来の

農業イノベーション』」への出席につい

て(経営局就農・女性課) 

 ◇「和牛遺伝資源の知的財産的価値の保

護強化に関する専門部会(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) 

19日(火) ◇「農林水産省CSF・ASF防疫対策本部」

の開催について(消費・安全局動物衛生

課) 

 ◇農林水産省と中国海関総署との間の

出入国旅客の携帯品及び郵便物の検査

及び検疫の強化に関する協力覚書につ

いて(消費・安全局動物衛生課、消費・

安全局植物防疫課) 

 ◇令和元年度「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

開発官(基礎・基盤、環境)室、農林水産

技術会議事務局研究企画課) 

 ◇加藤農林水産副大臣の「アグリビジネ

ス創出フェア 2019～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) 

 ◇「日本農林規格調査会(令和元年度第2

回)」の開催及び一般傍聴について(食料
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産業局食品製造課基準認証室) 

 ◇「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) 

 ◇農産物検査規格検討会(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) 

 ◇「令和元年度 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

野庁林政部経営課、林野庁林政部企画

課) 

 ◇「食料・農業・農村政策審議会 家畜

衛生部会 第43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) 

 ◇愛知県における CSF の患畜の確認(国

内 50 例目)について(消費・安全局動物

衛生課) 

 ◇埼玉県で発生した CSF(国内 46 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) 

20日(水) ◇「第 9回 日中農業担当省 事務次官級

定期対話」の開催について(大臣官房国

際部国際地域課) 

 ◇「第 4 回 全国子ども和食王選手権」

全国大会の開催について(食料産業局食

文化・市場開拓課和食室) 

 ◇令和元年度獣医事審議会第4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) 

 ◇「第4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) 

21日(木) ◇ふるさと納税サイト「さとふる」に地

理的表示(GI)の特設ページ開設！～お

礼品にGI登録産品を～(食料産業局知的

財産課) 

 ◇埼玉県で発生した CSF(国内 47 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) 

 ◇「第3回我が国の家畜防疫のあり方に

ついての検討会」について(消費・安全

局動物衛生課) 

 ◇「第 9回 日中農業担当省 事務次官級

定期対話」の結果について(大臣官房国

際部国際地域課) 

22日(金) ◇「スギ・ヒノキ花粉削減対策シンポジ

ウム2019」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) 

 ◇国連生物多様性の 10 年「グリーンウ

ェイブ2019」の実施結果及びオフィシャ

ルパートナーの募集について(林野庁森

林整備部森林利用課山村振興・緑化推進

室) 

 ◇江藤農林水産大臣の「第 39 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) 

 ◇「第1回農業の有する多面的機能の発

揮の促進に関する法律の施行状況の点

検・検証に関する委員会」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) 

 ◇「南東大西洋漁業機関(SEAFO)第16回 

年次会合」の開催について(水産庁資源

管理部国際課) 

25日(月) ◇農山漁村地域の起業に、チカラを！~

「INACOME(イナカム)」ビジネスコンテ

ストの募集開始~(農林水産省大臣官房

政策課、株式会社ウェイビー) 

 ◇バイオマス産業都市認定証授与式の

開催について(食料産業局バイオマス循

環資源課) 

 ◇「令和元年度 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・経営対策部)) 

26日(火) ◇CSF 対策に係る経口ワクチン空中散布

の実証実験について(消費・安全局動物

衛生課) 
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 ◇「大西洋まぐろ類保存国際委員会

(ICCAT)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) 

 ◇令和元年産米の契約・販売状況、民間

在庫の推移等について(令和元年10月末

現在)(政策統括官付農産企画課) 

 ◇「北方四島周辺水域における日本漁船

の操業枠組み協定」に基づく日ロ政府間

協議及び民間交渉の開催について(水産

庁資源管理部国際課) 

 ◇「第 3 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) 

27日(水) ◇「農林水産省CSF・ASF防疫対策本部」

の開催について(消費・安全局動物衛生

課) 

 ◇「水産政策審議会 第82回 企画部会」

及び「水産政策審議会 第98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) 

 ◇『「デジタル地図」を活用した農地情

報の管理に関する検討会(第1回)』の開

催について(大臣官房政策課) 

28日(木) ◇農林水産政策研究所シンポジウム「イ

ノベーションでつながる、ひろがる、変

わる農業：日本とオランダ、そして世界

の動き」の開催及び参加者の募集につい

て(農林水産政策研究所) 

 ◇外食時の「おいしい食べきり」全国共

同キャンペーンについて(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) ◇野菜の生育状況及び価格見通し(令和

元年12月)について(生産局園芸作物課) 

 ◇令和元年台風第15号及び第19号に関

する収入保険の保険料支払期限の延長

について(経営局保険課農業経営収入保

険室) 

 ◇「中西部太平洋まぐろ類委員会

(WCPFC)第16回年次会合」の開催につい

て(水産庁資源管理部国際課) 

 ◇「南東大西洋漁業機関(SEAFO)第16回 

年次会合」の結果について(水産庁資源

管理部国際課) 

 ◇「日ロ漁業委員会第 36 回会議」の開

催(日ロ地先沖合漁業交渉)について(水

産庁資源管理部国際課) 

 ◇埼玉県で発生した CSF(国内46例目及

び47例目)に係る移動制限区域解除につ

いて(消費・安全局動物衛生課) 

 ◇伊東農林水産副大臣の国内出張につ

いて(林野庁森林整備部整備課) 

 ◇令和元年 10月 11日から同月 26日ま

での間の暴風雨及び豪雨による災害に

係る激甚災害の指定について(大臣官房

文書課災害総合対策室) 

 ◇「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) 

<法令>  

11月１日(金) ◇厚生年金保険制度及び農林漁業団体

職員共済組合制度の統合を図るための

農林漁業団体職員共済組合法等を廃止

する等の法律の施行に伴う存続組合が

支給する特例年金給付等に関する省令

の一部を改正する省令(農林水産省令第

41 号)を公布(令和２年４月１日から施

行) 

 ◇令和元年十月十一日から同月十四日

までの間の暴風雨及び豪雨による災害

についての激甚災害並びにこれに対し

適用すべき措置の指定に関する政令(政

令第142号)を公布(同日施行) 

 ◇令和元年台風第十九号による災害に

ついての非常災害の指定に関する政令

(政令第143号)を公布(同日施行) 

７日(木) ◇飼料の安全性の確保及び品質の改善

に関する法律施行令の一部を改正する

政令(政令第146号)を公布(令和２年12

月１日から施行) 

 ◇国有林野の管理経営に関する法律等
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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 147

号)を公布(令和２年４月１日から施行) 

 ◇樹木採取権登録令(政令第148号)を公

布(令和２年４月１日から施行) 

８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３号)を公布(令和

元年12月１日から施行) 

21日(木) ◇認可特定保険業者等に関する命令の

一部を改正する命令(内閣府令、総務省

令、法務省令、文部科学省令、厚生労働

省令、農林水産省令、経済産業省令、国

土交通省令、環境省令第２号)を公布(令

和元年12月14日から施行) 

 ◇農業協同組合及び農業協同組合連合

会の信用事業に関する命令等の一部を

改正する命令(内閣府令、農林水産省令

第７号)を公布(令和２年４月１日から

施行) 

22日(金) ◇輸出貿易管理令の一部を改正する政

令(政令第 168 号)を公布(公布の日から

起算して２月を経過した日から施行。た

だし、附則第３項の改正規定及び附則第

３項の規定は、同日施行) 

26日(火) ◇プラムポックスウイルスの緊急防除

に関する省令の一部を改正する省令(農

林水産省令第 42号)を公布(令和元年12

月26日から施行) 

27日(水) ◇農林水産物及び食品の輸出の促進に

関する法律(法律第57号)を公布(令和２

年４月１日から施行) 

28日(木) ◇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43号)を公布(同

日施行) 

29日(金) ◇外国為替及び外国貿易法の一部を改

正する法律(法律第60号)を公布(公布の

日から起算して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する。

ただし、附則第２条及び附則第５条の規

定は、同日施行) 

 ◇愛玩動物看護師法に基づく指定試験

機関に関する省令(農林水産省令、環境

省令第７号)を公布(令和元年 12 月１日

から施行する。ただし、第９条から第12

条までの規定は、同日施行) 

 

 12月  

12月２日(月) ◇令和元年度(2019 年度)南極海鯨類資

源調査の実施について(水産庁資源管理

部国際課捕鯨室) 

 ◇「農林水産省CSF・ASF防疫対策本部」

の開催について(消費・安全局動物衛生

課) 

 ◇「食料・農業・農村政策審議会企画部

会」の開催及び一般傍聴について(大臣

官房政策課) 

 ◇「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) 

 ◇「令和元年度第2回グローバル・フー

ドバリューチェーン(GFVC)推進官民協

議会」、「第 5 回 GFVC 推進官民協議会

アフリカ部会」及び「第 10 回ロシア極

東等農林水産業プラットフォーム会合

(GFVC推進官民協議会ロシア部会)」の開

催について(大臣官房国際部海外投資・

協力グループ) 

 ◇江藤農林水産大臣の「令和元年度全国

NOSAI大会」への出席について(経営局保

険監理官) 

 ◇「食料・農業・農村政策審議会 家畜

衛生部会 第44回牛豚等疾病小委員会」

の開催について(消費・安全局動物衛生

課) 

 ◇「第3回CSF経口ワクチン対策検討会」

の開催について(消費・安全局動物衛生

課) 

 ◇「ディスカバー農山漁村(むら)の宝」

(第6回選定)第4回有識者懇談会、選定
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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) 

３日(火) ◇「食料・農業・農村政策審議会 食糧

部会 経営所得安定対策小委員会」の開

催及び一般傍聴について(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) 

 ◇埼玉県で発生した CSF(国内 48 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) 

 ◇加藤農林水産副大臣の国内出張につ

いて(経営局経営政策課) 

 ◇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) 

 ◇「ディスカバー農山漁村(むら)の宝」

(第6回選定)のグランプリ及び部門賞の

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) 

４日(水) ◇食料・農業・農村政策審議会果樹・有

機部会(第2回果樹関係)の開催及び一般

傍聴について(生産局農産部園芸作物

課) 

 ◇令和2年産さとうきび・でん粉原料用

かんしょに係る生産者交付金の単価の

決定について(政策統括官付地域作物

課) 

５日(木) ◇「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

4 回)」の開催について(水産庁増殖推進

部栽培養殖課) 

 ◇「気候変動を踏まえた海岸保全のあり

方検討委員会」(第2回)の開催について

(農村振興局整備部防災課、水産庁漁港

漁場整備部防災漁村課) 

 ◇「持続可能な生産消費形態のあり方検

討会(第2回)」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) 

 ◇「アグリビジネス創出フェア2019」の

開催結果(農林水産技術会議事務局研究

推進課産学連携室) 

 ◇「食料・農業・農村政策審議会 畜産

部会(令和元年度第9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) 

 ◇「第4回我が国の家畜防疫のあり方に

ついての検討会」について(消費・安全

局動物衛生課) 

 ◇「農林水産省TPP等対策本部」の開催

について(大臣官房政策課) 

６日(金) ◇令和元年度「SAVOR JAPAN(農泊 食文

化海外発信地域)」の認定及び認定証授

与式の開催について(食料産業局食文化

・市場開拓課) 

 ◇米に関するマンスリーレポート(令和

元年 12 月号)の公表について(政策統括

官付農産企画課) 

 ◇山梨県で発生した CSF(国内 49 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) 

 ◇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) 

９日(月) ◇「農業資材審議会第19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) 

 ◇「共創の日 2019 シンポジウム」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) 

 ◇「生物多様性アクション大賞2019」に

おける農林水産大臣賞の決定について

(生物多様性アクション大賞事務局、生

物多様性アクション大賞 広報事務局 

(サンカルパ内)、大臣官房政策課環境政

策室) 

 ◇「日中民間緑化協力委員会第 20 回会
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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) 

 ◇日ロ地先沖合漁業交渉の結果(「日ロ

漁業委員会第36回会議」の結果)につい

て(水産庁資源管理部国際課) 

 ◇食産業の海外展開を加速～グローバ

ル・フードバリューチェーン新プランを

策定～(大臣官房国際部海外投資・協力

グループ) 

10日(火) ◇愛知県で発生した CSF(国内 50 例目)

に係る搬出制限解除について(消費・安

全局動物衛生課) 

 ◇江藤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推進

課、生産局総務課) 

 ◇江藤農林水産大臣の国内出張につい

て(消費・安全局動物衛生課) 

 ◇地理的表示( G I ) の登録について(食

料産業局知的財産課) 

 ◇「第 50 回農業資材審議会飼料分科会

及び第 35 回同飼料安全部会」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) 

 ◇「水産新技術の現場実装推進プログラ

ム」の公表について(水産庁増殖推進部

研究指導課) 

 ◇「林業イノベーション現場実装推進プ

ログラム」の公表について(林野庁森林

整備部研究指導課) 

 ◇「2019国際ロボット展」におけるスマ

ート農業パネルディスカッション及び

ブース展示について(大臣官房政策課技

術政策室、経営局金融調整課、国際ロボ

ット展広報事務局) 

11日(水) ◇大規模スポーツイベントに向けた食

品ロス削減セミナーの開催及び参加希

望者の募集について(食料産業局バイオ

マス循環資源課食品産業環境対策室) 

 ◇「日中民間緑化協力委員会第 20 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) 

 ◇「和牛遺伝資源の知的財産的価値の保

護強化に関する専門部会(第3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) 

 ◇英国サフォーク州からの生きた家き

んの一時輸入停止措置について(消費・

安全局動物衛生課) 

12日(木) ◇「中西部太平洋まぐろ類委員会

(WCPFC)第16回年次会合」の結果につい

て(水産庁資源管理部国際課) 

 ◇「農林水産省CSF・ASF防疫対策本部」

の開催について(消費・安全局動物衛生

課) 

 ◇「農業分野における AI の利用に関す

る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(農林水産省

食料産業局知的財産課、農業分野におけ

る AI の利用に関する契約ガイドライン

検討会事務局株式会社NTTデータ経営研

究所 社会基盤事業本部 社会システムデ

ザインユニット) 

 ◇「令和元年度 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) 

 ◇伊東農林水産副大臣の「第２回マリン

・エコラベル・ジャパン(MEL)ワークシ

ョップ」への出席について(水産庁漁政

部企画課) 

 ◇令和2年度畜産物価格等の決定につい

て(生産局畜産部牛乳乳製品課、生産局

畜産部食肉鶏卵課) 

13日(金) ◇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) 

 ◇MEL(マリン・エコラベル・ジャパン)

のGSSI承認について(水産庁漁政部企画

課) 

 ◇ベトナム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
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いて～産地が取り組みやすい条件での

輸出が可能となります～(消費・安全局

植物防疫課国際室) 

 ◇CSF 対策に係る経口ワクチン空中散布

の実施について(消費・安全局動物衛生

課) 

 ◇第3回「水産業の明日を拓くスマート

水産業研究会」の開催について(水産庁

増殖推進部漁場資源課) 

 ◇第3回国際園芸博覧会検討会の開催に

ついて(生産局園芸作物課花き産業・施

設園芸振興室) 

 ◇国際植物防疫年 2020 オフィシャルサ

ポーターの募集(消費・安全局植物防疫

課国際室) 

 ◇2020 年農林業センサスが始まりまし

た！(大臣官房統計部経営・構造統計課

センサス統計室) 

 ◇埼玉県で発生した CSF(国内 48 例目)

に係る移動制限区域解除について(消費

・安全局動物衛生課) 

 ◇「令和元年度 第 2 回生物多様性影響

評価検討会総合検討会」の開催及び一般

傍聴について(農林水産技術会議事務局

研究企画課技術安全室、環境省自然環境

局野生生物課外来生物対策室) 

 ◇海外における日本食レストラン数の

調査結果(令和元年)の公表について(食

料産業局食文化・市場開拓課) 

 ◇令和元年度農林水産関係補正予算の

概要について(大臣官房予算課) 

16日(月) ◇令和2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) 

 ◇藤木農林水産大臣政務官の国内出張

について(大臣官房地方課) 

 ◇第4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) 

 ◇「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) 

 ◇藤木農林水産大臣政務官の国内出張

について(消費・安全局食品安全政策課) 

 ◇「食料・農業・農村政策審議会 家畜

衛生部会 第69回家きん疾病小委員会」

の開催について(消費・安全局動物衛生

課) 

 ◇「気候変動枠組条約第 25 回締約国会

議(COP25)」等の結果(農林水産省関係)

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) 

17日(火) ◇『「デジタル地図」を活用した農地情

報の管理に関する検討会(第2回)』の開

催について(大臣官房政策課) 

 ◇「食料・農業・農村政策審議会 家畜

衛生部会 第45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) 

 ◇令和元年度魚病対策促進協議会ワー

キンググループ(第1回)の開催について

(消費・安全局畜水産安全管理課水産安

全室) 

 ◇山梨県で発生した CSF(国内 49 例目)

に係る移動制限区域解除について(消費

・安全局動物衛生課) 

 ◇農産物検査規格検討会(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) 

 ◇令和元年産米の相対取引価格・数量に

ついて(令和元年11月)(政策統括官付農

産企画課) 

 ◇愛知県における CSF の患畜の確認(国

内 51 例目)について(消費・安全局動物

衛生課) 

18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) 

 ◇「食品流通合理化検討会(第2回)」の
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開催について(国土交通省総合政策局物

流政策課、農林水産省食料産業局食品流

通課) 

 ◇「第 10 回拡大 CSF 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) 

 ◇「農林水産省CSF・ASF防疫対策本部」

の開催について(消費・安全局動物衛生

課) 

19日(木) ◇肥料制度の見直しに関する説明会の

開催について(消費・安全局農産安全管

理課) 

 ◇「水産政策審議会 第99回 資源管理分

科会」の開催及び一般傍聴について(水

産庁資源管理部管理調整課) 

 ◇「食料・農業・農村政策審議会 家畜

衛生部会 第46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) 

 ◇国産ジビエ認証施設の第9号認証につ

いて(ゆすはらジビエの里)(農村振興局

農村政策部鳥獣対策・農村環境課鳥獣対

策室) 

20日(金) ◇令和元年8月の前線に伴う大雨、台風

15号、台風 19号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

状の贈呈について(食料産業局企画課) 

 ◇農地転用許可権限等に係る指定市町

村の指定(第11回)について(農村振興局

農村政策部農村計画課) 

 ◇令和2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) 

 ◇令和 2 年度組織・定員について(大臣

官房秘書課) 

 ◇令和2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) 

 ◇令和元年度第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) 

 ◇平成 30 年の農用地区域内の農地面積

について(農村振興局農村政策部農村計

画課) 

 ◇平成30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) 

 ◇「活力あふれる農村地域の発展事例か

ら学ぶ－土地改良事業の実施地区から

－」(第 6 弾)の公表について(農村振興

局整備部設計課) 

 ◇「食料・農業・農村政策審議会 家畜

衛生部会 第47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) 

 ◇Sustainable Forest Action(SFA)の実

施結果について(林野庁森林整備部整備

課造林間伐対策室) 

 ◇農林水産技術会議事務局研究資金事

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、農林水産技術会議事務局研

究企画課) 

23日(月) ◇災害時用備蓄食料をフードバンク活

動団体等に提供します～農林水産本省

での初めての取組～(大臣官房予算課、

食料産業局バイオマス循環資源課食品

産業環境対策室) 

 ◇ICT や AI 等の新技術を活用した食品

ロス削減に効果的なビジネスの募集等

について(食料産業局バイオマス循環資

源課食品産業環境対策室) 

24日(火) ◇太平洋クロマグロ「2019年の日本海生

まれの加入量水準」(2019年12月)につ

いて(水産庁増殖推進部漁場資源課、国

立研究開発法人水産研究・教育機構 国

際水産資源研究所) 

 ◇「2019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) 
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25日(水) ◇野菜の生育状況及び価格見通し(令和

2年1月)について(生産局園芸作物課) 

 ◇漁獲証明制度に関する検討会(第4回)

の開催について(水産庁漁政部加工流通

課) 

 ◇令和元年「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) 

 ◇「平成 30 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) 

 ◇第7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) 

 ◇令和元年産米の契約・販売状況、民間

在庫の推移等について(令和元年11月末

現在)(政策統括官付農産企画課) 

 ◇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) 

26日(木) ◇「令和元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) 

 ◇米先物取引の試験上場に関するシー

ズンレポート(令和元年 12 月)の公表に

ついて(食料産業局食品流通課商品取引

室) 

 ◇「令和元年度鳥獣対策優良活動表彰

式」及び「第7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) 

 ◇「農林水産省CSF・ASF防疫対策本部」

の開催について(消費・安全局動物衛生

課) 

<法令>  

12月２日(月) ◇動物用医薬品等取締規則の一部を改

正する省令(農林水産省令第 44 号)を公

布(同日施行) 

４日(水) ◇肥料取締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) 

 ◇医薬品、医療機器等の品質、有効性及

び安全性の確保等に関する法律等の一

部を改正する法律(法律第 63 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) 

 ◇令和元年十月十一日から同月十四日

までの間の暴風雨及び豪雨による災害

についての激甚災害並びにこれに対し

適用すべき措置の指定に関する政令の

一部を改正する政令(政令第171号)を公

布(同日施行) 

 ◇排他的経済水域における漁業等に関

する主権的権利の行使等に関する法律

施行令の一部を改正する政令(政令第

173号)を公布(同日施行) 

 ◇排他的経済水域における漁業等に関

する主権的権利の行使等に関する法律

第二十四条第一項に規定する事件に関

する拿だ捕に係る担保金の提供等に関

する命令の一部を改正する命令(内閣府

令、農林水産省令、国土交通省令第１号)

を公布(同日施行) 

 ◇排他的経済水域における漁業等に関

する主権的権利の行使等に関する法律

施行規則の一部を改正する省令(農林水

産省令第45号)を公布(同日施行) 

５日(木) ◇大麻取締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

６号)を公布(成年被後見人等の権利の

制限に係る措置の適正化等を図るため

の関係法律の整備に関する法律(令和元

年法律第37号)附則第１条第２号に掲げ

る規定の施行の日から施行) 

６日(金) ◇構造改革特別区域法の一部を改正す

る法律(法律第65号)を公布(公布の日か
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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。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) 

 ◇地域再生法の一部を改正する法律(法

律第 66 号)を公布(公布の日から起算し

て１月を超えない範囲内において政令

で定める日から施行) 

 ◇産業標準化法に基づく登録申請手数

料の額の計算等に関する命令の一部を

改正する命令(内閣府令、総務省令、文

部科学省令、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(情報通信技術の活

用による行政手続等に係る関係者の利

便性の向上並びに行政運営の簡素化及

び効率化を図るための行政手続等にお

ける情報通信の技術の利用に関する法

律等の一部を改正する法律の施行の日

から施行) 

 ◇株式会社日本政策金融公庫の危機対

応円滑化業務の実施に関し必要な事項

を定める省令の一部を改正する省令(財

務省令、農林水産省令、経済産業省令第

３号)を公布(令和元年12月14日から施

行) 

11日(水) ◇会社法の一部を改正する法律の施行

に伴う関係法律の整備等に関する法律

(法律第71号)を公布(会社法改正法の施

行の日から施行。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) 

 ◇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の一部を改正

する法律(法律第 73 号)を公布(同日施

行) 

 ◇農業協同組合及び農業協同組合連合

会の信用事業に関する命令等の一部を

改正する命令(内閣府令、農林水産省令

第８号)を公布(令和元年12月14日から

施行) 

12日(木) ◇農業協同組合及び農業協同組合連合

会の信用事業に関する命令等の一部を

改正する命令(内閣府令、農林水産省令

第９号)を公布(同日施行) 

 ◇農林漁業有機物資源のバイオ燃料の

原材料としての利用の促進に関する法

律施行規則の一部を改正する省令(農林

水産省令、経済産業省令、環境省令第５

号)を公布(同日施行) 

13日(金) ◇情報通信技術の活用による行政手続

等に係る関係者の利便性の向上並びに

行政運営の簡素化及び効率化を図るた

めの行政手続等における情報通信の技

術の利用に関する法律等の一部を改正

する法律の施行期日を定める政令(政令

第182号)を公布 

 ◇情報通信技術の活用による行政手続

等に係る関係者の利便性の向上並びに

行政運営の簡素化及び効率化を図るた

めの行政手続等における情報通信の技

術の利用に関する法律等の一部を改正

する法律の施行に伴う関係政令の整備

等に関する政令(政令第 183 号)を公布

(令和元年12月16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185号)を

公布(日本国とアメリカ合衆国との間の

貿易協定の効力発生の日から施行) 

 ◇関係行政機関が所管する法令に係る

行政手続等における情報通信の技術の

利用に関する法律施行規則の一部を改

正する命令(内閣府令、総務省令、法務

省令、外務省令、財務省令、文部科学省

令、厚生労働省令、農林水産省令、経済

産業省令、国土交通省令、環境省令、原

子力規制委員会規則、防衛省令第１号)

を公布(令和元年12月16日から施行) 

 ◇疑わしい取引の届出における情報通

信の技術の利用に関する規則の一部を

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４号)を公布(令和元年12月16日から

施行) 

 ◇外国為替法令に係る行政手続等にお
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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、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７

号)を公布(令和元年 12 月 16 日から施

行) 

 ◇特定化学物質の環境への排出量の把

握等及び管理の改善の促進に関する法

律施行規則の一部を改正する省令(財務

省令、文部科学省令、厚生労働省令、農

林水産省令、経済産業省令、国土交通省

令、環境省令、防衛省令第２号)を公布

(情報通信技術の活用による行政手続等

に係る関係者の利便性の向上並びに行

政運営の簡素化及び効率化を図るため

の行政手続等における情報通信の技術

の利用に関する法律等の一部を改正す

る法律の施行の日から施行) 

 ◇容器包装に係る分別収集及び再商品

化の促進等に関する法律施行規則の一

部を改正する省令(財務省令、厚生労働

省令、農林水産省令、経済産業省令、環

境省令第３号)を公布(令和元年12月14

日から施行) 

 ◇植物防疫法施行規則の一部を改正す

る省令(農林水産省令第46号)を公布(令

和元年12月15日から施行) 

 ◇商品先物取引法施行規則の一部を改

正する省令(農林水産省令、経済産業省

令 第８号)を公布(令和元年 12 月 14 日

から施行) 

 ◇産業競争力強化法施行規則の一部を

改正する命令(内閣府令、総務省令、財

務省令、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６号)を公布(令和元年

12月14日から施行) 

 ◇産業競争力強化法施行規則附則第三

条の規定によりなおその効力を有する

ものとされる旧産業活力の再生及び産

業活動の革新に関する特別措置法施行

規則の一部を改正する命令(内閣府令、

総務省令、財務省令、厚生労働省令、農

林水産省令、経済産業省令、国土交通省

令、環境省令第３号)を公布(令和元年12

月14日から施行) 

16日(月) ◇温室効果ガス算定排出量等の報告等

に関する命令及びフロン類算定漏えい

量等の報告等に関する命令の一部を改

正する命令(内閣府令、総務省令、法務

省令、外務省令、財務省令、文部科学省

令、厚生労働省令、農林水産省令、経済

産業省令、国土交通省令、環境省令、防

衛省令第４号)を公布(令和元年12月16

日から施行) 

 ◇情報通信技術の活用による行政手続

等に係る関係者の利便性の向上並びに

行政運営の簡素化及び効率化を図るた

めの行政手続等における情報通信の技

術の利用に関する法律等の一部を改正

する法律の施行に伴う農林水産省関係

省令の整備に関する省令(農林水産省令

第 47号)を公布(令和元年 12月 16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 10号)を公布(令和元年 12月 16日

から施行) 

 ◇農住組合法施行規則及び市民農園整

備促進法施行規則の一部を改正する省

令(農林水産省令、国土交通省令第４号)

を公布(令和元年12月16日から施行) 

 ◇特定委託者保護基金に関する省令(農

林水産省令、経済産業省令第９号)を公

布(同日施行) 

19日(木) ◇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(令和２年４月

１日から施行) 

 ◇国有林野の管理経営に関する法律施

行規則及び木材の安定供給の確保に関

する特別措置法施行規則の一部を改正
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する省令(農林水産省令第 48 号)を公布

(令和２年４月１日から施行) 

 ◇樹木採取権登録令施行規則(農林水産

省令第 49 号)を公布(令和２年４月１日

から施行) 

 ◇商品先物取引法施行規則の一部を改

正する省令(農林水産省令、経済産業省

令第第11号)を公布(同日施行) 

25日(水) ◇地域再生法の一部を改正する法律の

施行期日を定める政令(政令第204号)を

公布 

 ◇地域再生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 205 号)を公布(令和２年１月

５日から施行) 

27日(金) ◇小売業に属する事業を行う者の容器

包装の使用の合理化による容器包装廃

棄物の排出の抑制の促進に関する判断

の基準となるべき事項を定める省令の

一部を改正する省令(財務省令、厚生労

働省令、農林水産省令、経済産業省令第

４号)を公布(令和２年７月１日から施

行) 

 ◇農林水産業施設災害復旧事業費国庫

補助の暫定措置に関する法律施行規則

の一部を改正する省令(農林水産省令第

50号)を公布(同日施行) 

 ◇激甚災害に対処するための特別の財

政援助等に関する法律施行令第十八条

第一項の特別措置適用申請書に関する

省令の一部を改正する省令(農林水産省

令第51号)を公布(同日施行) 

 

 １月  

１月６日(月) ◇食の未来研究会「フードビジネス・イ

ニシアティブ」提言発表会の開催及び参

加者の募集について(政策 OpenLab 

FoodTechチーム(大臣官房政策課内)) 

 ◇ポーランド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) 

７日(火) ◇霞が関初の官僚系 YouTuber 誕生！～

SNS 発信プロジェクト「BUZZ MAFF(ばず

まふ)」が2020年1月7日(火曜日)発信

開始～(大臣官房広報評価課広報室) 

 ◇「森林サービス産業」検討委員会第 3

回検討会の開催について(林野庁森林整

備部森林利用課山村振興・緑化推進室) 

 ◇第3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(水産庁増殖推進部研究指導

課) 

８日(水) ◇沖縄県における CSF の患畜の確認(国

内 52 例目)について(消費・安全局動物

衛生課) 

 ◇「農林水産省CSF・ASF防疫対策本部」

の開催について(消費・安全局動物衛生

課) 

 ◇江藤農林水産大臣の国内出張につい

て(消費・安全局動物衛生課) 

 ◇沖縄県におけるCSFの疑似患畜の確認

(国内53例目)について(消費・安全局動

物衛生課) 

 ◇令和元年度 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) 

 ◇『「知」の集積と活用の場 産学官連

携協議会』セミナー・意見交換会の開催

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) 

９日(木) ◇「農林水産省CSF・ASF防疫対策本部」

の開催について(消費・安全局動物衛生

課) 

10日(金) ◇「農林水産省CSF・ASF防疫対策本部」

の開催について(消費・安全局動物衛生

課) 

 ◇新規試験研究課題の募集及び応募説明

会の実施について(令和 2 年度安全な農

畜水産物安定供給のための包括的レギュ

ラトリーサイエンス研究推進委託事

業)(消費・安全局食品安全政策課食品安



農 政 日 誌 

- 407 - 

全科学室) 

 ◇「食料・農業・農村政策審議会 家畜衛

生部会 第 48 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) 

 ◇沖縄県における CSFの疑似患畜の確認

(国内54例目)について(消費・安全局動

物衛生課) 

 ◇国産ジビエ認証施設の第 10 号認証に

ついて(早川町ジビエ処理加工施設)(農

村振興局農村政策部鳥獣対策・農村環境

課鳥獣対策室) 

 ◇「オーガニックビジネス実践拠点連携

セミナー」を開催します(生産局農産部農

業環境対策課) 

 ◇「農林水産物・食品輸出促進法の施行

に関する説明会～新しい制度と支援事業

について～」開催及び参加申込について

(食料産業局輸出促進課輸出対策強化特

別チーム) 

11日(土) ◇「農林水産省CSF・ASF防疫対策本部」

の開催について(消費・安全局動物衛生

課) 

 ◇沖縄県における CSFの疑似患畜の確認

(国内53例目の関連農場)について(消費

・安全局動物衛生課) 

14日(火) ◇「農林水産省CSF・ASF防疫対策本部」

の開催について(消費・安全局動物衛生

課) 

 ◇江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機構グループ、大臣

官房国際部国際地域課、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49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) 

 ◇農林水産政策研究所における研究体

制の強化について(農林水産政策研究

所) 

 ◇ハンガリーのコマーロム・エステルゴ

ム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) 

 ◇「和牛遺伝資源の知的財産的価値の保

護強化に関する専門部会(第4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) 

 ◇「農林水産省CSF・ASF防疫対策本部」

の開催について(消費・安全局動物衛生

課) 

15日(水) ◇沖縄県におけるCSFの疑似患畜の確認

(国内55例目)について(消費・安全局動

物衛生課) 

 ◇令和元年度6次産業化アワード受賞者

の決定と表彰式の開催について(食料産

業局産業連携課) 

 ◇伊東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) 

 ◇「森林サービス産業」フォーラム＆ワ

ークショップ及び「Forest Style ネッ

トワーク」第1回会合の開催について(林

野庁森林整備部森林利用課山村振興・緑

化推進室、「森林サービス産業」フォー

ラム＆ワークショップ実行委員会事務

局  公益社団法人国土緑化推進機構) 

 ◇令和元年度マサバ及びゴマサバ4系群

の更新後の資源評価結果等の公表につ

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) 

 ◇「第9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) 

16日(木) ◇ハンガリーのハイドゥ・ビハール県か

らの生きた家きん、家きん肉等の一時輸

入停止措置について(消費・安全局動物

衛生課) 

17日(金) ◇季節食品のロス削減の取組が拡大！

～恵方巻きのロス削減プロジェクトに

26 社参画～(食料産業局バイオマス循環

資源課食品産業環境対策室) 

 ◇国連生物多様性の 10 年「グリーンウ
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ェイブ 2020」の実施について(林野庁森

林整備部森林利用課山村振興・緑化推進

室) 

 ◇「日本農林規格調査会(令和元年度第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) 

 ◇SDGs×生物多様性シンポジウム「未来

を創る食農ビジネス」を開催します(農

林水産省大臣官房政策課環境政策室、長

野県立大学ソーシャル・イノベーション

創出センター) 

 ◇米に関するマンスリーレポート(令和

2年1月号)の公表について(政策統括官

付農産企画課) 

 ◇令和元年産米の相対取引価格・数量に

ついて(令和元年12月)(政策統括官付農

産企画課) 

 ◇「農林水産省CSF・ASF防疫対策本部」

の開催について(消費・安全局動物衛生

課) 

20日(月) ◇江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機構グル

ープ、大臣官房国際部国際地域課、消費

・安全局動物衛生課) 

 ◇「水産政策審議会 第42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 5 回検討会の開催について(大臣

官房政策課環境政策室) 

21日(火) ◇令和2年度「農林水産研究推進事業委

託プロジェクト研究」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 11 回拡大 CSF 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) 

 ◇「令和2年漁期TAC(漁獲可能量)設定

等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

庁資源管理部管理調整課) 

 ◇2020年(第14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) 

 ◇世界農業遺産・日本農業遺産の認定等

に関する募集及び公募説明会の開催に

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) 

 ◇ウクライナ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) 

 ◇河野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) 

 ◇「令和2年漁期 TAC(漁獲可能量)設定

等に関する意見交換会(するめいか)」の

開催及び参加者の募集について(水産庁

資源管理部管理課) 

22日(水) ◇伊東農林水産副大臣の海外出張につ

いて(大臣官房国際部国際機構グルー

プ) 

 ◇「気候変動を踏まえた海岸保全のあり

方検討委員会」(第3回)の開催について

(農村振興局整備部防災課、水産庁漁港

漁場整備部防災漁村課) 

 ◇第 11 回ロシア極東等農林水産業プラ

ットフォーム会合(GFVC 推進官民協議会

ロシア部会)の開催(大臣官房国際部海

外投資・協力グループ) 

 ◇「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) 

 ◇令和元年度「エコフィード全国セミナ

ー(CSF・ASF対策)」の開催及び参加者の

募集について(生産局畜産部飼料課) 

 ◇「農林水産省CSF・ASF防疫対策本部」

の開催について(消費・安全局動物衛生

課) 
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 ◇「第6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) 

23日(木) ◇「令和2年農林水産省緊急自然災害対

策本部」の開催について(大臣官房文書

課災害総合対策室) 

 ◇「田園回帰と農業・地域の再生」に関

する講演会の開催及び参加者の募集に

ついて(農林水産政策研究所) 

 ◇「第18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 NPO 法人共存の森ネッ

トワーク) 

 ◇「食料・農業・農村政策審議会 畜産

部会(令和元年度第 10 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) 

24日(金) ◇「令和元年度 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) 

 ◇「食料・農業・農村政策審議会 家畜

衛生部会 第50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) 

 ◇江藤農林水産大臣の「2019 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) 

 ◇アフリカ豚熱(ASF)国際シンポジウム

～世界のASFの現状を知り、これからの

対策を考える～の開催について(消費・

安全局食品安全政策課) 

 ◇「食料・農業・農村政策審議会 家畜

衛生部会 第39回家畜衛生部会」の開催

について(消費・安全局動物衛生課) 

 ◇「平成 29 年産果樹共済統計表」の公

表について(経営局保険課) 

27日(月) ◇伊東農林水産副大臣の海外出張の概

要について(大臣官房国際部国際機構グ

ループ) 

 ◇「食料・農業・農村政策審議会 家畜

衛生部会・牛豚等疾病小委員会 合同会

議」の開催及び一般傍聴について(消費

・安全局動物衛生課) 

 ◇「令和元年度水産関係公共事業に関す

る事業評価技術検討会」の開催及び一般

傍聴について(水産庁漁港漁場整備部計

画課) 

 ◇「食料・農業・農村政策審議会 農業

農村振興整備部会(令和元年度 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) 

 ◇藤木農林水産大臣政務官の第 42 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) 

 ◇「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) 

28日(火) ◇「野菜を食べよう」プロジェクトを始

めます！～暖冬でお手頃価格になって

いる野菜をもっと召し上がりませんか

～(生産局園芸作物課園芸流通加工対策

室) 

 ◇野菜の生育状況及び価格見通し(令和

2年2月)について(生産局園芸作物課) 

 ◇農業法人投資育成事業に関する計画

の承認及び株式会社日本政策金融公庫

による出資の認可について(経営局金融

調整課) 

 ◇「プレジャーボートの放置艇対策に関

する検討会」の開催について(水産庁漁

港漁場整備部計画課) 

 ◇J-Methods Farming 実証ほ場調査及び

成果報告会開催について(大臣官房広報

評価課内) 

 ◇「第91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) 

 ◇「令和元年度 食品の安全性に関する
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リスク管理検討会(第3回)」の開催及び

一般傍聴について(消費・安全局食品安

全政策課) 

 ◇「シニア世代の新規就農に向けた農業

研修支援事業」の募集を開始します(経

営局就農・女性課) 

 ◇和牛遺伝資源の知的財産的価値の保

護強化に関する専門部会の「中間とりま

とめ」について(生産局畜産部畜産振興

課) 

 ◇令和元年産米の契約・販売状況、民間

在庫の推移等について(令和元年12月末

現在)(政策統括官付農産企画課) 

29日(水) ◇ロシア極東の農業及び水産業の生産

性向上に係る日露共同プロジェクトに

ついて(大臣官房国際部海外投資・協力

グループ) 

 ◇「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) 

 ◇令和元年度我が国周辺水域の水産資

源に関する評価結果の公表について(水

産庁増殖推進部漁場資源課) 

 ◇新たな畜舎建築基準等のあり方に関

する検討委員会(第1回)の開催及び一般

傍聴について(生産局畜産部畜産企画

課) 

 ◇令和元年度「地域における気候変動適

応実践セミナー(果樹編)」を開催します

(大臣官房政策課環境政策室) 

30日(木) ◇「食料・農業・農村政策審議会 家畜

衛生部会 第51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) 

 ◇「農林水産省CSF・ASF防疫対策本部」

の開催について(消費・安全局動物衛生

課) 

 ◇「新型コロナウイルスに関する農林水

産省対策本部」の開催について(大臣官

房文書課災害総合対策室) 

 ◇農村×SDGsカンファレンス「世界を変

える、はじめかた。～食べる～」を開催

します(大臣官房政策課環境政策室) 

 ◇2月1日から日本、台湾の有機農産物

等に「有機」等と表示して相互に輸出入

することができます！(食料産業局食品

製造課基準認証室) 

31日(金) ◇資源管理方針に関する検討会(マサバ

対馬暖流系群及びゴマサバ東シナ海系

群)(第 2 回)の開催及び一般参加につい

て(水産庁資源管理部管理調整課) 

 ◇資源管理方針に関する検討会(マサバ

太平洋系群及びゴマサバ太平洋系

群)(第 2 回)の開催及び一般参加につい

て(水産庁資源管理部管理調整課) 

 ◇「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

5 回)」の開催について(水産庁増殖推進

部栽培養殖課) 

 ◇新技術を活用した食品ロス削減ビジ

ネスと食品関連事業者との交流会の開

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) 

 ◇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) 

 ◇「令和元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) 

 ◇「A-FIVE(エーファイブ)の検証に係る

検討会」の設置について(食料産業局産

業連携課ファンド室) 

 ◇令和2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) 

<法令>  

１月６日(月) ◇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１号)を公布(令

和２年１月７日から施行) 

８日(水) ◇農林水産省関係地域再生法施行規則



農 政 日 誌 

- 411 - 

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) 

16日(木) ◇日本農林規格等に関する法律施行令

の一部を改正する政令(政令第２号)を

公布(公布の日から起算して６月を経過

した日から施行) 

22日(水) ◇絶滅のおそれのある野生動植物の種

の保存に関する法律施行令の一部を改

正する政令(政令第６号)を公布(令和２

年２月 10 日から施行。ただし、第７条

第１項の改正規定は、公布の日から施

行) 

24日(金) ◇漁業協同組合等の信用事業等に関す

る命令等の一部を改正する命令(内閣府

令、農林水産省令第１号)を公布(令和４

年３月31日から施行) 

 ◇構造改革特別区域法の一部を改正す

る法律の施行期日を定める政令(政令第

８号)を公布 

29日(水) ◇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の一部を改正する

省令(農林水産省令第３号)を公布(公布

の日から起算して 20 日を経過した日か

ら施行) 

30日(木) ◇飼料及び飼料添加物の成分規格等に

関する省令の一部を改正する省令(農林

水産省令第４号)を公布(同日施行) 

31日(金) ◇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５号)を公布(欧州連合に関する条約

第五十条の３の規定による英国の欧州

連合からの脱退の日から施行) 

 

 ２月  

２月２日(日) ◇沖縄県におけるCSFの疑似患畜の確認

(国内56例目)について(消費・安全局動

物衛生課) 

３日(月) ◇農林水産業・食品産業分野における大

学発ベンチャーエコシステムの構築に

向けたイベントの開催について(経営局

金融調整課) 

 ◇第 30 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) 

 ◇「農林水産省CSF・ASF防疫対策本部」

の開催について(消費・安全局動物衛生

課) 

 ◇米国向け日本産うんしゅうみかん生

果実の植物検疫条件の緩和について～

産地が取り組みやすい条件での輸出が

可能となります～(消費・安全局植物防

疫課国際室) 

4日(火) ◇「令和2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) 

 ◇「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) 

 ◇河野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) 

 ◇加藤農林水産副大臣の国内出張につ

いて(大臣官房地方課) 

5日(水) ◇「食料・農業・農村政策審議会 第 41

回家畜衛生部会」の開催について(消費

・安全局動物衛生課) 

 ◇藤木農林水産大臣政務官の第7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) 

 ◇漁獲証明制度に関する検討会(第5回)

の開催について(水産庁漁政部加工流通

課) 

 ◇「食品流通合理化検討会(第3回)」の

開催について(食料産業局食品流通課) 

6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

官房政策課) 
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 ◇「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) 

 ◇職員の令和元年度人事院総裁賞(第 32

回)の受賞について(大臣官房秘書課、農

村振興局総務課) 

 ◇「農林水産省CSF・ASF防疫対策本部」

の開催について(消費・安全局動物衛生

課) 

7日(金) ◇「2019年の農林水産物・食品の輸出実

績」について(食料産業局輸出促進課) 

 ◇第 16 回食育推進全国大会の開催の決

定について(消費・安全局消費者行政・

食育課) 

 ◇「新たな肥料制度の施行に向けた関係

者会議(第1回)」の開催及び一般傍聴に

ついて(消費・安全局農産安全管理課) 

 ◇農山漁村地域の起業に、チカラを！ 

～「INACOME(イナカム)」ビジネスコン

テストの観覧者募集～(農林水産省大臣

官房政策課、株式会社ウェイビー) 

 ◇「令和元年度 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) 

 ◇新規試験研究課題の募集及び応募説

明会の実施について(令和 2 年度安全な

農畜水産物安定供給のための包括的レ

ギュラトリーサイエンス研究推進委託

事業)(消費・安全局食品安全政策課食品

安全科学室) 

 ◇「令和元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) 

 ◇「令和元年度 水源林造成事業等評価

技術検討会」の開催及び一般傍聴につい

て(林野庁森林整備部整備課) 

 ◇藤木農林水産大臣政務官の国内出張

について(生産局総務課) 

 ◇米に関するマンスリーレポート(令和

2年2月号)の公表について(政策統括官

付農産企画課) 

10日(月) ◇「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) 

 ◇「食料・農業・農村政策審議会 家畜

衛生部会 第53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) 

 ◇「農業資材審議会飼料分科会 第10回

飼料栄養部会」の開催及び一般傍聴につ

いて(消費・安全局畜水産安全管理課) 

 ◇「第 39 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

庁資源管理部管理調整課、瀬戸内海漁業

調整事務所) 

 ◇「第 35 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調整課) 

 ◇「第32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

源管理部管理調整課) 

 ◇定着進む「フラワーバレンタイン」～

10年目の「フラワーバレンタイン」に農

林水産大臣も参加～(生産局園芸作物課

花き産業・施設園芸振興室) 

 ◇「農林水産省CSF・ASF防疫対策本部」

の開催について(消費・安全局動物衛生

課) 

12日(水) ◇「令和元年度 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) 

 ◇「令和元年度 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) 

 ◇ドイツ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) 



農 政 日 誌 

- 413 - 

13日(木) ◇「第5回大農業女子会」の開催、「未

来農業DAYs」の後援及び「農山漁村女性

の日」関連行事について(経営局就農・

女性課女性活躍推進室) 

 ◇「海岸保全施設維持管理マニュアル改

訂検討委員会」(第2回)の開催について

(農村振興局整備部防災課、水産庁漁港

漁場整備部防災漁村課) 

 ◇伊東農林水産副大臣の「NAR グランプ

リ2019表彰式」への出席について(生産

局畜産部競馬監督課) 

 ◇「持続可能な生産消費形態のあり方検

討会(第3回)」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) 

 ◇加藤農林水産副大臣の国内出張につ

いて(生産局農産部園芸作物課) 

14日(金) ◇New ドギーバッグアイデアコンテスト

の開催について(農林水産省食料産業局

バイオマス循環資源課食品産業環境対

策室、消費者庁消費者教育推進課、環境

省環境再生・資源循環局総務課リサイク

ル推進室、ドギーバッグ普及委員会) 

 ◇「第 2 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企画課) 

 ◇第4回インフラメンテナンス大賞を募

集します。(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) 

 ◇「令和元年度第3回グローバル・フー

ドバリューチェーン(GFVC)推進官民協

議会」及び「第 5 回 GFVC 推進官民協議

会アセアン部会」の開催(大臣官房国際

部海外投資・協力グループ) 

 ◇「令和2年度環境保全型農業直接支払

交付金における地域特認取組等に係る

技術検討会」の開催及び一般傍聴につい

て(生産局農産部農業環境対策課) 

 ◇「A-FIVE(エーファイブ)の検証に係る

検討会(第 1 回)」の開催について(食料

産業局産業連携課ファンド室) 

 ◇国産ジビエ認証施設の第 11 号及び第

12 号認証について(株式会社 暁及び東

広島市有害獣処理加工施設)(農村振興

局農村政策部鳥獣対策・農村環境課鳥獣

対策室) 

 ◇令和元年産米の相対取引価格・数量に

ついて(令和 2 年 1 月)(政策統括官付農

産企画課) 

 ◇藤木農林水産大臣政務官の国内出張

について(政策統括官付穀物課) 

 ◇「農林水産省地球温暖化対策推進チー

ム」の設置及び第1回会合の開催につい

て(大臣官房政策課環境政策室) 

17日(月) ◇「農山漁村ナビ」のリニューアルにつ

いて(農村振興局農村政策部農村計画課

農村政策推進室) 

 ◇2019 年度「わたしの美しの森 フォト

コンテスト」の選賞について(林野庁国

有林野部経営企画課国有林野総合利用

推進室) 

 ◇「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) 

 ◇伊東農林水産副大臣の国内出張につ

いて(農村振興局整備部防災課) 

18日(火) ◇「農林水産業・食品産業の現場の新た

な作業安全対策に関する有識者会議」の

開催及び一般傍聴について(大臣官房政

策課) 

 ◇「新型コロナウイルスに関する農林水

産省対策本部」の第2回会合の開催につ

いて(大臣官房文書課災害総合対策室) 

 ◇食料・農業・農村政策審議会果樹・有

機部会(第3回果樹関係)の開催及び一般

傍聴について(生産局農産部園芸作物

課) 

19日(水) ◇『「デジタル地図」を活用した農地情

報の管理に関する検討会(第3回)』の開

催について(大臣官房政策課) 
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 ◇「農林水産省CSF・ASF防疫対策本部」

の開催について(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54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) 

 ◇加藤農林水産副大臣の「第 21 回全国

果樹技術・経営コンクール表彰式」への

出席について(生産局農産部園芸作物

課) 

 ◇「食料・農業・農村政策審議会 果樹

・有機部会(第6回有機関係)」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) 

20日(木) ◇ブルガリ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) 

 ◇「令和元年度 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) 

21日(金) ◇令和2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2回農業の有する多面的機能の発

揮の促進に関する法律の施行状況の点

検・検証に関する委員会」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) 

 ◇「食料・農業・農村政策審議会 畜産

部会(令和元年度第 11 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) 

 ◇「水産政策審議会 第83回 企画部会」

及び「水産政策審議会 第 100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) 

25日(月) ◇「新型コロナウイルスに関する農林水

産省対策本部」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) 

 ◇「令和元年度第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) 

 ◇「茶業及びお茶の文化の振興に関する

基本方針有識者検討会」の開催及び一般

傍聴について(生産局地域対策官) 

 ◇「第4回CSF経口ワクチン対策検討会」

の開催について(消費・安全局動物衛生

課) 

 ◇令和元年度第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) 

 ◇遺伝子組換え農作物の第一種使用等

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) 

 ◇新たな畜舎建築基準等のあり方に関

する検討委員会(第2回)の開催及び一般

傍聴について(生産局畜産部畜産企画課

畜産総合推進室) 

 ◇令和元年の外国漁船取締実績につい

て(水産庁資源管理部漁業取締課) 

 ◇農産物検査規格検討会(第4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) 

 ◇沖縄県におけるCSFの疑似患畜の確認

(国内57例目)について(消費・安全局動

物衛生課) 

26日(水) ◇令和元年度「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」の受賞者の決定について(政策統括

官付穀物課) 

 ◇伊東農林水産副大臣の「令和元年度全

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) 

 ◇藤木農林水産大臣政務官の国内出張

について(水産庁漁政部漁政課) 

 ◇河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) 



農 政 日 誌 

- 415 - 

27日(木) ◇河野農林水産大臣政務官の国内出張

について(経営局保険監理官) 

28日(金) ◇野菜の生育状況及び価格見通し(令和

2年3月)について(生産局園芸作物課) 

 ◇国際園芸博覧会検討会報告書の公表

と AIPH への政府支持書の発出について

(生産局園芸作物課花き産業・施設園芸

振興室) 

 ◇JAS の制定・国際化のテーマ募集をし

ています！(食料産業局食品製造課基準

認証室) 

 ◇令和元年度獣医事審議会第5回計画部

会の開催について(消費・安全局畜水産

安全管理課) 

 ◇令和元年産米の契約・販売状況、民間

在庫の推移等について(令和 2 年 1 月末

現在)(政策統括官付農産企画課) 

<法令>  

２月５日(水) ◇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

６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７号)を

公布(家畜伝染病予防法の一部を改正す

る法律の施行の日から施行) 

 ◇肉用子牛生産安定等特別措置法施行

規則の一部を改正する省令(農林水産省

令第８号)を公布(肉用子牛生産安定等

特別措置法施行令の一部を改正する政

令の施行の日(令和２年４月１日)から

施行) 

 ◇家畜伝染病予防法の一部を改正する

法律(法律第２号)を公布(同日施行。た

だし、附則に見出し及び６条を加える改

正規定(附則第５条第３項中第64条第２

号、第66条及び第67条の読替えに係る

部分並びに附則第 10 条に係る部分に限

る。)は、公布の日から起算して20日を

経過した日から施行) 

 ◇家畜伝染病予防法施行令の一部を改

正する政令(政令第25号)を公布(家畜伝

染病予防法の一部を改正する法律(令和

２年法律第２号)の施行の日から施行) 

 ◇肉用子牛生産安定等特別措置法施行

令の一部を改正する政令(政令第 26 号)

を公布(令和２年４月１日から施行) 

７日(金) ◇商品先物取引法施行規則の一部を改

正する省令(農林水産省令、経済産業省

令第１号)を公布(民法の一部を改正す

る法律の施行の日(令和２年４月１日)

から施行) 

14日(金) ◇農地法施行規則及び農業振興地域の

整備に関する法律施行規則の一部を改

正する省令(農林水産省令第９号)を公

布(同日施行) 

21日(金) ◇日本中央競馬会の令和二事業年度に

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 32

号)を公布(同日施行) 

28日(金) ◇ジャガイモシロシストセンチュウの

緊急防除に関する省令の一部を改正す

る省令(農林水産省令第10号)を公布(令

和２年４月１日から施行) 

 ◇テンサイシストセンチュウの緊急防

除に関する省令の一部を改正する省令

(農林水産省令第11号)を公布(令和２年

４月１日から施行) 

 ◇肥料取締法施行規則の一部を改正す

る省令(農林水産省令第12号)を公布(令

和２年４月１日から施行) 

 

 ３月  

３月２日(月) ◇「新型コロナウイルスに関する農林水

産省対策本部」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室) 

３日(火) ◇新型コロナウイルス感染症の拡大に

伴う中国産輸入原材料の供給不足を受

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食品表

示対策室) 
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４日(水) ◇新型コロナウイルス感染症対策に伴

い食品関連事業者から発生する未利用

食品についてのフードバンクへの情報

提供について(食料産業局バイオマス循

環資源課食品産業環境対策室) 

 ◇「新型コロナウイルスに関する農林水

産省対策本部」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) 

 ◇「農の雇用事業」第1回目の募集を開

始します(令和 2 年 6 月研修開始分)(経

営局就農・女性課) 

６日(金) ◇「花いっぱいプロジェクト」を始めま

す！～お家やオフィスに花を飾ってみ

ませんか？～(生産局園芸作物課花き産

業・施設園芸振興室) 

 ◇「農林水産省CSF・ASF防疫対策本部」

の開催について(消費・安全局動物衛生

課) 

 ◇「新型コロナウイルスに関する農林水

産省対策本部」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) 

 ◇令和元年度浜の活力再生プラン優良

事例表彰の受賞者の決定について(水産

庁漁港漁場整備部防災漁村課) 

 ◇「食料・農業・農村政策審議会企画部

会」の開催及び一般傍聴について(大臣

官房政策課) 

 ◇「令和元年度 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) 

 ◇米に関するマンスリーレポート(令和

2年3月号)の公表について(政策統括官

付農産企画課) 

７日(土) ◇伊東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) 

９日(月) ◇「新型コロナウイルスに関する農林水

産省対策本部」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) 

 ◇新型コロナウイルス感染症の拡大に

伴う中国産輸入原材料の供給不足を受

けた米トレーサビリティ法の弾力的運

用について(農林水産省消費・安全局消

費者行政・食育課米穀流通監視室、消費

者庁表示対策課食品表示対策室) 

 ◇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) 

10日(火) ◇「花き振興法に係る基本方針に関する

有識者検討委員会」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) 

 ◇「農業資材審議会農薬分科会(第 21

回)」の開催について(消費・安全局農産

安全管理課農薬対策室) 

 ◇「令和 2 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) 

 ◇諫早湾干拓開門問題に係る長崎 2次3

次開門請求訴訟に対する長崎地方裁判

所の判決について(農村振興局整備部農

地資源課) 

11日(水) ◇「第2回茶業及びお茶の文化の振興に

関する基本方針有識者検討会」の開催及

び一般傍聴について(生産局地域対策

官) 

 ◇ウッド・チェンジ・ネットワーク第 3

回会合の開催について(林野庁林政部木

材利用課) 

 ◇「第1回今後の路網整備のあり方検討

会」の開催について(林野庁森林整備部

整備課) 

 ◇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) 

12日(木) ◇沖縄県におけるCSFの疑似患畜の確認

(国内58例目)について(消費・安全局動

物衛生課) 

 ◇「農業分野におけるAI・データに関す
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る契約ガイドライン」の策定について～

農業分野のノウハウの保護とデータ利

活用促進のために～(食料産業局知的財

産課) 

 ◇伊東農林水産副大臣の国内出張につ

いて(大臣官房文書課災害総合対策室) 

13日(金) ◇第 71 回獣医師国家試験(令和元年度)

の結果について(消費・安全局畜水産安

全管理課) 

 ◇農福連携等応援コンソーシアムの設

立について(農村振興局農村政策部都市

農村交流課) 

 ◇「新型コロナウイルスに関する農林水

産省対策本部」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) 

 ◇新型コロナウイルス感染者が発生し

た時の対応及び事業継続に関する基本

的なガイドラインについて(大臣官房文

書課災害総合対策室) 

 ◇局地激甚災害及びこれに対し適用す

べき措置の指定に関する政令について

(大臣官房文書課災害総合対策室) 

 ◇令和元年産米の相対取引価格・数量に

ついて(令和 2 年 2 月)(政策統括官付農

産企画課) 

16日(月) ◇令和2年(第14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) 

 ◇「農林水産省環境政策の基本方針」の

公表について(大臣官房政策課環境政策

室) 

 ◇チリ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) 

 ◇「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) 

 ◇「食べて応援学校給食キャンペーン」

特設通販サイトの設置について(食料産

業局食品流通課) 

 ◇フィリピン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) 

17日(火) ◇『「デジタル地図」を活用した農地情

報の管理に関する検討会』取りまとめに

ついて(大臣官房政策課) 

 ◇食料・農業・農村政策審議会果樹・有

機部会(第4回果樹関係)の開催及び一般

傍聴について(生産局農産部園芸作物

課) 

 ◇「食料・農業・農村政策審議会果樹・

有機部会(第7回有機関係)」の開催及び

一般傍聴について(生産局農業環境対策

課) 

 ◇「令和2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) 

 ◇米国ノースカロライナ州からの生き

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) 

18日(水) ◇漁獲証明制度に関する検討会(第6回)

の開催について(水産庁漁政部加工流通

課) 

 ◇平成 30 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30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) 

 ◇自宅や職場から各種申請が可能に～4

月からオンライン申請の受付が始まり

ます～(大臣官房広報評価課情報管理

室) 

 ◇「J-Methods Farming実証事業(インド

・グジャラート州)」参画企業の募集に

ついて(JMF 推進ユニット(政策統括官付

穀物課内)) 

 ◇「食料・農業・農村政策審議会 畜産

部会(令和元年度第 12 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) 
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19日(木) ◇令和元年度(2019 年度)南極海鯨類資

源調査の終了について(水産庁資源管理

部国際課捕鯨室) 

 ◇「新型コロナウイルスに関する農林水

産省対策本部」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) 

 ◇米国サウスカロライナ州からの生き

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1回「八丁味噌」の地理的表示登

録に関する第三者委員会」の開催につい

て(食料産業局知的財産課) 

23日(月) ◇令和元年度獣医事審議会第6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) 

 ◇「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

同会議の開催について(大臣官房政策課

環境政策室) 

 ◇「食料・農業・農村政策審議会」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) 

24日(火) ◇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) 

 ◇歴史的風致維持向上計画の認定につ

いて(農村振興局農村政策部農村計画

課) 

 ◇ドイツのニーダーザクセン州からの

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) 

 ◇「でん粉の需給見通しについて」(政

策統括官付地域作物課) 

 ◇第 28 回優良外食産業表彰における受

賞者の決定について(食料産業局食文化

・市場開拓課外食産業室) 

 ◇「農林水産省CSF・ASF防疫対策本部」

の開催について(消費・安全局動物衛生

課) 

25日(水) ◇担当職員が不足している市町村にお

ける円滑な漁港漁場整備事業の実施に

対する支援策について(水産庁漁港漁場

整備部整備課) 

 ◇「気候変動を踏まえた海岸保全のあり

方検討委員会」(第4回)の開催について

(農村振興局整備部防災課、水産庁漁港

漁場整備部防災漁村課) 

 ◇「食料・農業・農村政策審議会 畜産

部会(令和元年度第 13 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) 

26日(木) ◇令和 2 年産米等の作付意向について

(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) 

 ◇「新型コロナウイルスに関する農林水

産省対策本部」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) 

27日(金) ◇「第 12 回拡大 CSF 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) 

 ◇食品製造業社員のモチベーションを

高めるヒント事例集の公表について(食

料産業局食品製造課食品企業行動室 

FCP事務局) 

 ◇米先物取引の試験上場に関するシー

ズンレポート(令和2年3月)の公表につ

いて(食料産業局食品流通課商品取引

室) 

 ◇平成 30 年度「食品製造業における

HACCP に沿った衛生管理の導入状況実態

調査」の結果の訂正について(食料産業

局食品製造課食品企業行動室) 

 ◇ハンガリーのバーチ・キシュクン県及

びチョングラー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につ

いて(消費・安全局動物衛生課) 
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 ◇「農業機械の自動走行に関する安全性

確保ガイドライン」の改正について(生

産局技術普及課) 

 ◇「平成 30 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) 

 ◇株式会社福井中央花卉市場に対する

業務改善措置命令の発出について(食料

産業局食品流通課卸売市場室) 

 ◇藤木農林水産大臣政務官の国内出張

について(消費・安全局動物衛生課) 

30日(月) ◇国産ジビエ認証施設の第 13 号及び第

14 号認証について(清流ジビエフードサ

ービス及びイズシカ問屋)(農村振興局

農村政策部鳥獣対策・農村環境課) 

 ◇「新型コロナウイルスに関する農林水

産省対策本部」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) 

 ◇食料・農業・農村政策審議会果樹・有

機部会(第5回果樹関係)の開催について

(生産局農産部園芸作物課) 

 ◇東日本大震災の被災自治体への技術

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) 

 ◇持続可能な生産消費形態のあり方検

討会中間取りまとめ ～「かなえたい(サ

ステナブルな)未来」をつくる行動を！

～(大臣官房政策課環境政策室) 

 ◇地理的表示(GI)の登録について(食料

産業局知的財産課) 

 ◇「食料・農業・農村政策審議会果樹・

有機部会(第8回有機関係)」の開催につ

いて(生産局農産部農業環境対策課) 

 ◇令和元年産米の契約・販売状況、民間

在庫の推移について(令和 2 年 2 月末現

在)(政策統括官付農産企画課) 

31日(火) ◇マカオ向け日本産家きん肉の輸出解

禁について(消費・安全局動物衛生課国

際衛生対策室) 

 ◇令和元年における国内のクロマグロ

養殖実績について(速報値)(水産庁増殖

推進部栽培養殖課、水産庁資源管理部管

理調整課) 

 ◇野菜の生育状況及び価格見通し(令和

2年4月)について(生産局園芸作物課) 

 ◇自然再生推進法に基づく自然再生事

業の進捗状況の公表について(大臣官房

政策課環境政策室) 

 ◇令和元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) 

 ◇令和2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) 

 ◇「酪農及び肉用牛生産の近代化を図る

ための基本方針」、「家畜改良増殖目標」、

「鶏の改良増殖目標」及び「家畜排せつ

物の利用の促進を図るための基本方針」

の策定について(生産局畜産企画課、生

産局畜産振興課) 

<法令>  

３月９日(月) ◇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13号)を公布(令和２年３月31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 14 号)を

公布(令和２年７月１日から施行。ただ

し、別表第２の２の項の改正規定中 23

及び 29 に係る部分は同年 10 月１日か

ら、３、９及び 21 に係る部分は令和３

年４月１日から施行) 

 ◇農林水産省関係国家戦略特別区域法

第二十六条に規定する政令等規制事業

に係る省令の特例に関する措置を定め

る命令を廃止する命令(内閣府令、農林

水産省令第２号)を公布(令和２年３月

31日から施行) 

11日(水) ◇医薬品、医療機器等の品質、有効性及

び安全性の確保等に関する法律等の一
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部を改正する法律の施行期日を定める

政令(政令第39号)を公布 

13日(金) ◇生産性向上特別措置法施行規則の一

部を改正する命令(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施行令の一部を

改正する政令の施行の日(令和２年３月

13日)から施行) 

 ◇新型インフルエンザ等対策特別措置

法の一部を改正する法律(法律第４号)

を公布(公布の日の翌日から施行) 

16日(月) ◇種苗法施行規則の一部を改正する省

令(農林水産省令第15号)を公布(同日施

行) 

17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 16 号)を

公布(同日施行) 

18日(水) ◇令和元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 49 号)を

公布(同日施行) 

 ◇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令(農林

水産省令第 17 号)を公布(令和２年４月

１日から施行) 

19日(木) ◇株式会社日本政策金融公庫の会計に

関する省令の一部を改正する省令(財務

省令、厚生労働省令、農林水産省令、経

済産業省令第１号)を公布(令和４年３

月31日から施行) 

23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第三条

第四項に規定する調整額及び同法第四

条第二項の規定に基づく交付金の金額

の算定に関する省令の一部を改正する

省令(農林水産省令第18号)を公布(令和

２年４月１日から施行) 

 ◇農業協同組合法施行規則の一部を改

正する省令(農林水産省令第 19 号)を公

布(同日施行) 

 ◇農林中央金庫及び特定農水産業協同

組合等による信用事業の再編及び強化

に関する法律施行令の一部を改正する

政令(政令第52号)を公布(民事執行法及

び国際的な子の奪取の民事上の側面に

関する条約の実施に関する法律の一部

を改正する法律(令和元年法律第２号)

の施行の日(令和２年４月１日)から施

行) 

 ◇東日本大震災に対処するための特別

の財政援助及び助成に関する法律の農

林水産省関係規定の施行等に関する政

令及び東日本大震災に対処するための

農林水産省関係政令の特例に関する政

令の一部を改正する政令(政令第 53 号)

を公布(同日施行) 

27日(金) ◇農林水産物及び食品の輸出の促進に

関する法律施行令(政令第 73 号)を公布

(令和２年４月１日から施行) 

 ◇農林水産省組織令の一部を改正する

政令(政令第74号)を公布(令和２年４月

１日から施行) 

 ◇食品表示法第六条第一項の内閣府令

・農林水産省令で定める表示事項及び遵

守事項並びに同法第十二条第一項の規

定に基づく申出の手続を定める命令の

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(食品衛生法等の

一部を改正する法律及び食品衛生法施

行令及び厚生労働省組織令の一部を改

正する政令の施行の日(令和２年６月１

日)から施行) 

 ◇漁業協同組合等の信用事業等に関す

る命令及び農林中央金庫法施行規則の

一部を改正する命令(内閣府令、農林水

産省令第４号)を公布(同日施行) 

 ◇農業協同組合及び農業協同組合連合

会の信用事業に関する命令及び農林中

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５号)を公
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布(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

施行の日(令和２年４月１日)から施行) 

 ◇農業協同組合法施行規則及び水産業

協同組合法施行規則の一部を改正する

省令(農林水産省令第20号)を公布(令和

２年３月31日から施行) 

 ◇品種登録規則の一部を改正する省令

(農林水産省令第21号)を公布(民法の一

部を改正する法律の施行の日(令和２年

４月１日)から施行) 

30日(月)  ◇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

６号)を公布(令和２年３月 31 日から施

行) 

 ◇農林水産物及び食品の輸出の促進に

関する法律施行規則(財務省令、厚生労

働省令、農林水産省令第１号)を公布(令

和２年４月１日から施行) 

 ◇農林水産省関係農林水産物及び食品

の輸出の促進に関する法律施行規則(農

林水産省令第 22 号)を公布(令和２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90号)を公布(令和２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23号)を公布(令

和２年４月１日から施行) 

31日(火) ◇関係行政機関が所管する法令に係る

情報通信技術を活用した行政の推進等

に関する法律施行規則の一部を改正す

る命令(内閣府令、総務省令、法務省令、

外務省令、財務省令、文部科学省令、厚

生労働省令、農林水産省令、経済産業省

令、国土交通省令、環境省令、原子力規

制委員会規則、防衛省令第１号)を公布

(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(令和２年４月１

日から施行) 

 ◇ポリエチレンテレフタレート製の容

器であって、飲料又は特定調味料が充て

んされたものの表示の標準となるべき

事項を定める省令の一部を改正する省

令(財務省令、農林水産省令、経済産業

省令第１号)を公布(令和２年４月１日

から施行) 

 ◇鋼製又はアルミニウム製の缶であっ

て、飲料が充てんされたものの表示の標

準となるべき事項を定める省令の一部

を改正する省令(財務省令、農林水産省

令、経済産業省令第２号)を公布(令和２

年４月１日から施行) 

 ◇農林畜水産業関係補助金等交付規則

の一部を改正する省令(農林水産省令第

24 号)を公布(令和２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25号)を公布(令

和２年４月１日から施行) 

 ◇独立行政法人農林水産消費安全技術

センターの業務運営並びに財務及び会

計に関する省令の一部を改正する省令

(農林水産省令第26号)を公布(令和２年

４月１日から施行) 
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