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★　平成30年度農林水産予算概算要求の概要をとりまとめました。
　　◯要求・要望額 26,525億円 (29年度予算額 23,071億円) 対前年比 115.0%
　　　平成30年度農林水産予算概算要求の概要　⇒
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
http://www.maff.go.jp/j/budget/170831.html

★　平成29年9月1日より、新たな加工食品の原料原産地表示制度が始まりました。
　　　新たな加工食品の原料原産地表示制度に関する情報（消費者庁ＨＰ）⇒
http://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/quality/country_of_origi
n/index.html
　　　加工食品の原料原産地表示に関する相談窓口について　⇒
　　　　農林水産本省ＨＰ：
http://www.maff.go.jp/j/syouan/hyoji/toiawase.html
　　　　関東農政局ＨＰ：
　　　　　　　　 
http://www.maff.go.jp/kanto/syo_an/hyouji/gengensoudan/kakou.html

★　平成28年度の食料自給率は、カロリーベースで前年度より１ポイント下がり
38％。
　　　都道府県別の自給率も公表されています。平成27年度長野県の食料自給率は
カロリー
　　ベースで54％(概算値)。
　　　また、食料自給率について身近に感じてもらえるよう、食卓に並ぶ料理から
自給率が
　　分かるソフトがＨＰに掲載されています。
　　　平成28年度食料自給率等について　⇒
　　　　　　　　　　　　　　　
http://www.maff.go.jp/j/press/kanbo/anpo/170809.html
      都道府県別食料自給率について　⇒
　　　　　　　　　　　　 　
http://www.maff.go.jp/j/zyukyu/zikyu_ritu/zikyu_10.html
　　　クッキング自給率（こくさんと学ぶ料理自給率計算ソフト）⇒　
　　　　　　　　　 　
http://www.maff.go.jp/j/zyukyu/zikyu_ritu/keisan_kokusan.html



★　９月から秋の農作業安全運動が始まります。農業機械の操作や農薬の取扱等Ｇ
ＡＰを活
　　用しての安全確保を考えてみませんか！
　　◯2017年秋の農作業安全確認運動の実施について　⇒　
　　　　http://www.maff.go.jp/j/seisan/sien/sizai/2017_fall.html
　　◯ＧＡＰで農作業安全パンフレット　⇒　
　　　  　
http://www.maff.go.jp/j/seisan/sien/sizai/s_kikaika/anzen/pdf/gap24s.pdf
　　◯2017年秋の農作業安全確認運動ポスター　⇒
 
http://www.maff.go.jp/j/seisan/sien/sizai/s_kikaika/anzen/attach/pdf/index-
45.pdf

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
＜２ 地方参事官が行く！！＞ 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

　３０年ぶりに信州で暮らす日々、秋に向かって涼しくなるのを毎朝実感していま
す。
　この頃は、農業法人や地域の担い手の方々にお会いする機会を増やしています。
　つい先日も飯山に行って意見交換させて頂き、受託する農地は更に増えつつある
ものの、
実際のオペレーションが追いつかない実態など、お聞きしました。
　地域ごとに、それぞれ多様な課題があって、それにどう具体的に対応させていた
だくか、
色々なつながりを積み上げる作業をコツコツ続けています。
　帰りがけに、道の駅でお気に入りの味噌を買い求めました。朝のみそ汁づくりも
コツコツ
続けています。
 
　    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　         地方参事官　内川
　靖
 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
＜３ プチ政策情報＞　お知らせします農業政策（公表含む） 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

★　平成29年度農業労働力最適活用支援総合対策事業のうち農業労働力最適活用支
援事業
    （地区推進事業）の追加公募について　　　　　　　　　　　　 （平成29年８
月23日）　
　　 【内容は、こちらから　⇒　
                        
http://www.maff.go.jp/j/supply/hozyo/seisan/170823_2.html】

★　平成29年度農業労働力最適活用支援総合対策事業のうち援農隊マッチング支援
事業（地
    区推進事業）の追加公募について　　　　　　　　　　　　　　 （平成29年８
月23日）　
　　 【内容は、こちらから　⇒　
                　　　　
http://www.maff.go.jp/j/supply/hozyo/seisan/170823_1.html】
　　　参考：農業労働力最適活用支援総合対策事業について　⇒
　　　　　　　　　　　　
http://www.maff.go.jp/j/seisan/gizyutu/hukyu/ennotai.html



★　日ＥＵ・ＥＰＡ交渉の大枠合意について（説明動画が掲載されました）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　         （平成29年８
月16日）
　　 　【内容は、こちらから　⇒　
          　　　
http://www.maff.go.jp/j/kokusai/renkei/fta_kanren/f_eu/index.html】

★　平成28年 農地法に基づく遊休農地に関する措置の実施状況について
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　（平成29年８
月２日）
　　 　【内容は、こちらから　⇒　
                  　　　　
http://www.maff.go.jp/j/press/keiei/seisaku/170802.html】

★　野菜の入荷量と価格の見通し（平成29年９月、東京都中央卸売市場）について
　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（平成29年８
月31日）
　　【内容は、こちらから　⇒　
  　　　　　　　
http://www.maff.go.jp/kanto/press/seisan/engei/kakaku/170831.html】

★　野菜の生育状況及び価格見通し(平成29年９月)について         （平成29年８
月30日）
　　【内容は、こちらから　⇒　
  　　　　　　　　　　 　　
http://www.maff.go.jp/j/press/seisan/engei/170830.html】

★　「広告、インターネット販売、外食業等におけるＧＩマークの使用に関するガ
イドライ
　　ン」の策定について　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　（平成29年７
月19日）　
　　 【内容は、こちらから　⇒　
　　　　　　　 　　　 　
http://www.maff.go.jp/j/press/shokusan/chizai/170719.html】

★　「高収益な農業に取り組む現場から学ぶ－土地改良事業の実施地区から－」
（第２弾）
　　の公表について　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （平成29年８
月29日）　
　　 【内容は、こちらから　⇒　
                          
http://www.maff.go.jp/j/press/nousin/sekkei/170829.html】

★　米に関するマンスリーレポート（平成29年8月号）の公表について（平成29年８
月４日）
　　コメ農家さん必見!!　お米に関する情報が満載です。
　　 【内容は、こちらから　⇒　
        　　　　　
http://www.maff.go.jp/j/press/seisaku_tokatu/kikaku/170804.html】

★　平成28年産米の契約・販売状況、民間在庫の推移について（平成29年７月末現



在）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                 （平成29年８
月29日）　
　　 【内容は、こちらから　⇒　
    　　　        
http://www.maff.go.jp/j/press/seisaku_tokatu/kikaku/170829.html】

★　平成28年産米の相対取引価格・数量について（平成29年7月）　 （平成29年８
月15日）
　　 【内容は、こちらから　⇒　
    　　　　　　　
http://www.maff.go.jp/j/press/seisaku_tokatu/kikaku/170815.html】

★　「平成29年1-6月（上半期）の農林水産物・食品の輸出実績」について
                                                               （平成29年８
月10日）　
　　 【内容は、こちらから　⇒　
  　　　　　　　　　　　
http://www.maff.go.jp/j/press/shokusan/kaigai/170810.html】

★　平成29年産水稲の8月15日現在における作柄概況について　　　　（平成29年８
月30日）
　　◯長野県における作柄表示地帯別の作柄は、東信、南信、中信及び北信ともに
「平年並
　　み」と見込まれます。
　　 【内容は、こちらから　⇒　
　　　全国：
http://www.maff.go.jp/j/tokei/kouhyou/sakumotu/sakkyou_kome/index.html#suit
ou
　　　関東農政局管内：
ttp://www.maff.go.jp/kanto/to_jyo/attach/pdf/index-18.pdf
　　　長野県：http://www.maff.go.jp/kanto/to_jyo/attach/pdf/index-23.pdf

★　農業経営統計調査について 　　　　　　　　　　　　　 　     （平成29年８
月29日）　
　　 【内容は、こちらから
　　平成28年産大豆生産費　⇒　
       
http://www.maff.go.jp/j/tokei/kouhyou/noukei/seisanhi_nousan/index.html#y3
　　平成28年産そば生産費　⇒　
　　   
http://www.maff.go.jp/j/tokei/kouhyou/noukei/seisanhi_nousan/index.html#y8
】

★　平成28年農作物作付（栽培）延べ面積及び耕地利用率について   （平成29年８
月29日）　
　　 【内容は、こちらから　⇒　
              
http://www.maff.go.jp/j/tokei/kouhyou/sakumotu/menseki/index.html#y】

★　平成28年産指定野菜（秋冬野菜等）及び指定野菜に準ずる野菜の作付面積、収
穫量及び



　　出荷量 併載：平成28年産野菜（41品目）の作付面積、収穫量及び出荷量（年間
計）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　     （平成29年８
月29日）　
　　 【内容は、こちらから　⇒　
        
http://www.maff.go.jp/j/tokei/kouhyou/sakumotu/sakkyou_yasai/index.html#y】

★　平成28年木材流通構造調査について      　　　　　　　　     （平成29年８
月25日）　
　　 【内容は、こちらから　⇒　
                
http://www.maff.go.jp/j/tokei/kouhyou/mokuryu/kouzou/index.html#y】

★　統計をみよう｢関東農政局管内の６次産業化の状況｣             （平成29年８
月25日）　
　　 【内容は、こちらから　⇒　
　　　　　　
http://www.maff.go.jp/kanto/to_jyo/toukeimiyou/attach/pdf/index-8.pdf】

★　平成28年の特用林産物の生産動向について　　　　　　　　     （平成29年８
月25日）　
　　 【内容は、こちらから　⇒　
                    　　　
http://www.rinya.maff.go.jp/j/press/tokuyou/170825.html】

★　平成28年における木質粒状燃料（木質ペレット）の生産動向について
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （平成29年８
月28日）　
　　 【内容は、こちらから　⇒　
                            
http://www.rinya.maff.go.jp/j/press/riyou/170828.html】

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
＜４ 地方参事官室からお知らせ＞ 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

★　テンサイシストセンチュウの確認について　　　　　　　　　　 （平成29年９
月１日）
      長野県諏訪郡原村の一部のほ場において、アブラナ属等の作物に甚大な影響
を及ぼす
    おそれのある重要病害虫であるテンサイシストセンチュウの発生を国内で初め
て確認し
    ました。
      本線虫は土壌を介して広がることから、土壌の移動防止等の措置を講ずるこ
とにより、
    急速に広がるおそれはないと考えています。
      なお、本線虫は、人畜には無害であり、本線虫が付着した植物を食べても人
の健康を
    害することはありません。
　　【内容は、こちらから　⇒　
　　　　　　　　　　　 　
http://www.maff.go.jp/j/press/syouan/syokubo/170901.html】



★　「JAS規格原案作成マニュアル」の公表について　　　　　　　　（平成29年８
月10日）
　　【内容は、こちらから　⇒　
     　　　　　
http://www.maff.go.jp/j/press/shokusan/syoku_kikaku/170810_28.html】

★　平成29年梅雨期における豪雨及び暴風雨による農林水産関係被害への支援対策
について
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （平成29年８
月８日）　
　　 【内容は、こちらから　⇒　
　　　　　　     
http://www.maff.go.jp/j/press/kanbo/bunsyo/saigai/170808_5.html 】

★　平成29年6月7日から7月27日までの間の豪雨及び暴風雨による災害に係る激甚災
害の指
    定について　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （平成29年８
月８日）　
　　 【内容は、こちらから　⇒　
　　　　　　　　　
http://www.maff.go.jp/j/press/kanbo/bunsyo/saigai/170808_6.html】

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
　◇募集関係 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

★　第２回農のいとなみと鉄道フォトコンテストの実施について　　 （平成29年８
月31日）　
　　 【内容は、こちらから　⇒　
　　　　 　　　　　　　　　　
http://www.maff.go.jp/kanto/press/kikaku/170831.html】

---------------------------------------------------------------------------
-------

★　９月から各市町村等へ３０年度予算（概算要求）の概要説明に出向きますの
で、その際
　にもご意見等がありましたらお出しください。

　　農業者・消費者・行政関係者の皆さまからの、農政に関するご相談、事業や制
度へのご
　質問などを受け付ける『地方参事官ホットライン』を設置しています。
　　些細なことでもかまいません。お気軽にお問い合わせください。
　　【ホットラインは、こちらから　⇒
　　　電話番号 026-233-2500
　　　問合せフォーム
　　　　
https://www.contactus.maff.go.jp/j/kanto/form/nagano/28hotlinenagano.html】 

---------------------------------------------------------------------------
------- 
　　関東農政局　ホームページをご活用ください。 
　　　　　　　　　　http://www.maff.go.jp/kanto/index.html
---------------------------------------------------------------------------
------- 



―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
― 
◆ 　「信州と農政を結ぶ」へのご意見、ご要望などございましたら、お手数ですが 

　　　こちらのメールアドレスまでご連絡ください。
　　　また、新たな配信者等があればご連絡ください。 
　　　　　　　　　　　　　　　⇒　nagano_shikyoku@kanto.maff.go.jp

◆　　異動等に伴うメールアドレスの変更なども上記アドレスまでお願いします。 
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
― 

◆◇（発行）◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇ 
　 
　関東農政局　長野県拠点　　地方参事官室 
　　　　　　　　　TEL　026-233-2500 

　　　　　　　　　◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆ 




