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     近畿農政局地方参事官室（京都府担当）からのメール情報 第 155 号  

               2022.12.15 

  

 各  位 

 

                       近畿農政局地方参事官室（京都府担当） 

 

 時下益々ご清栄のことと存じます。 

 日頃より地域農政の推進に格段のご理解とご尽力を賜り厚くお礼申し上げます。 

 

 農政に関するメール情報を以下のとおり配信いたします。  

 皆様の地域の農業を元気にする取組に、少しでもお役に立てば幸いに存じます。 

 

           ～～今回お知らせする情報～～ 

 

〇 消費税のインボイス制度開始に関する Web 説明会の開催及び参加者募集のご案内 

 

〇 令和４年度「豊かなむらづくり全国表彰事業」に係る近畿ブロック表彰式の開催 

 について 

 

〇 ジェトロ 農林水産物・食品オンライン輸出商談会の開催について 

 

〇 （近畿耕畜連携イニシアチブ）令和５年産水田飼料作のマッチング活動の状況に 

 ついて 

 

❏❏❏❏❏❏❏❏❏❏❏❏❏❏❏❏❏❏❏❏❏❏❏❏❏❏❏❏❏❏❏❏❏❏❏❏❏❏ 

 

〇 消費税のインボイス制度開始に関する Web 説明会の開催及び参加者募集のご案内 

 

  令和５年 10 月１日から、複数税率制度に対応した消費税の仕入税額控除の方式と 

 してインボイス制度が開始されます。 

  このインボイス制度開始後、インボイスを発行しようとする事業者は、事前に税 

 務署に申請して登録を受ける必要があり、制度開始時からインボイス発行事業者と 

 なるためには、原則、令和５年３月 31 日までに登録申請が必要です。 

  事業者の皆様方には、制度の理解を深め、登録要否の検討を進めていただくとと 

 もに、登録をお考えの方には、取引先とのインボイス番号の共有やインボイスにす 

 る帳票の検討などの事前準備をスムーズに進めていただけるよう、下記①のとおり、 

  Webex による説明会を開催しますので、是非、お申込みいただきますようお願いい 

 たします。 
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  また、ご希望がございましたら、別途グループでの説明会依頼もお受けいたしま 

 すので、下記②によりお申込みください。（無料） 

 

【①Ｗｅｂｅｘによるインボイス制度説明会開催案内】 

 (開催日時) 

  令和５年１月 12 日（木）10 時 30 分～（約１時間） 

             13 時 10 分～（約１時間） 

  令和５年１月 18 日（水）10 時 30 分～（約１時間） 

             13 時 10 分～（約１時間） 

   ※４回開催、いずれも説明内容は同一 

 (講 師) 

  大阪国税局 課税第二部 消費税課 担当官 

 (内 容) 

  適格請求書等保存方式（インボイス制度）の概要説明、質疑応答 

 (対 象) 

  農業関係者、食品関連事業者、関連団体等 

 (定 員) 

  各回 1,000 名 

 (申込方法) 

  ※以下のＵＲＬより必要事項を記載の上お申し込み下さい。 

   申込締切は開催日の２日前です。お申込み後に接続するＵＲＬ、資料の案内 

   を行います。 

  「インボイス制度説明会（Webex）参加申込フォーム」（近畿農政局 HP) 

   https://www.contactus.maff.go.jp/j/kinki/form/221122_4.html 

   

【②個別説明会開催案内】 

 (申込方法) 

  ※以下のＵＲＬより必要事項を記載の上お申し込み下さい。 

  「インボイス制度説明会（個別説明会）参加申込フォーム」（近畿農政局 HP) 

   https://www.contactus.maff.go.jp/j/kinki/form/20220201inbokobetu.html 

 

【お問合せ先】 

  近畿農政局 企画調整室 

  担当者：南嶋（ミナミシマ）、 瀧脇（タキワキ）、 徳田（トクダ） 

  ダイヤルイン：075－414－9037 

 

 

〇 令和４年度「豊かなむらづくり全国表彰事業」に係る近畿ブロック表彰式の開催 

 について 

https://www.contactus.maff.go.jp/j/kinki/form/221122_4.html
https://www.contactus.maff.go.jp/j/kinki/form/20220201inbokobetu.html
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  豊かなむらづくり全国表彰事業（農林水産祭むらづくり部門）は、農山漁村にお 

 ける「むらづくり」の優良事例の表彰を行うことにより、むらづくりの全国的な展 

 開を助長するとともに、地域の連帯感の醸成及びコミュニティ機能の強化を図り、 

 農林漁業及び農山漁村の健全な発展に資することを目的として実施しています。 

  令和４年度の近畿ブロックにおける農林水産大臣賞に京都府南丹市の「下集落支 

 援事業委員会」が選定され、表彰式が下記のとおり開催されます。 

 

【表彰内容】 

  農林水産大臣賞 

   「下集落支援事業委員会」：京都府南丹市 

     ＜なお、「下集落支援事業委員会」は内閣総理大臣賞を併せて受賞＞ 

 

【表彰式の開催日時等】 

  日 時：令和４年 12 月 21 日(水)14 時 00 分～15 時 00 分 

  場 所：ホテルルビノ京都堀川(B1 階：平安) 

  所在地：京都府京都市上京区東堀川通下長者町下ル 3-7 

 

 ※受賞内容等の詳細については、下記の URL をご覧ください。 

  「プレスリリース」（近畿農政局 HP) 

  https://www.maff.go.jp/kinki/press/keikaku/nousonshinkou/221212.html 

 

【お問合せ先】 

  近畿農政局 農村振興部農村計画課 担当者：奥津、長瀬 

  ダイヤルイン：075-414-9050 FAX 番号：075-451-3965 

 

 

〇 ジェトロ農林水産物・食品オンライン輸出商談会の開催について 

 

  ジェトロ（日本貿易振興機構）では、農林水産物・食品を取り扱う事業者を対象 

 に、海外に販路を持つ国内の輸出商社とのオンライン商談会を開催します。既に輸 

 出を行っている方々、今後輸出に取り組みたいと思われている方々は、海外販路に 

 向けたパートナーとなり得る国内商社との商談機会としてぜひご参加ください。 

 

【開催日】 

  2023 年１月 26 日（木）9 時 00 分～18 時 00 分 ※予定 

  2023 年１月 27 日（金）9 時 00 分～18 時 00 分 ※予定 

  ※商社とのマッチング結果によって商談時間帯が決定します。必ずしも連続した 

   時間帯にならない可能性があるため、予めご承知おきください。 

https://www.maff.go.jp/kinki/press/keikaku/nousonshinkou/221212.html
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【開催方式】 

  オンライン開催 （自社/自宅から商談にご参加いただきます。） 

  ※使用するオンライン会議システムは Zoom を予定しています。 

  ※申込締め切り 2022 年 12 月 21 日（水）00 時 00 分 

 

  ※参加バイヤーや参加申込方法等詳細については、下記の URL をご覧ください。 

    「JETRO イベント情報」（外部リンク) 

    https://www.jetro.go.jp/events/fuk/769a8b6a1c591141.html 

 

【お問合せ先】 

  ジェトロ福岡 （担当：関根） 

     Tel：092-471-5635 Fax：092-471-5636  

     E-mail：fuk@jetro.go.jp 

 

 

〇 （近畿耕畜連携イニシアチブ）令和５年産水田飼料作のマッチング活動の状況に 

 ついて 

 

  近畿農政局では、令和４年 10 月 12 日（水）に、管内各６府県の府県庁（出先機 

 関、普及組織含む）、市町村、地域再生協議会、関係団体等にご参加いただき、 

 「近畿耕畜連携イニシアチブ連絡会議」をオンラインにて開催しました。 

  これを受け、昨年来の飼料高騰によって国産飼料へのニーズがより高まってい 

 ることを踏まえて、「水田飼料作のマッチング」活動が開始されました。 

 

  水田飼料について、畜産農家の皆様の”使いたい量”を把握し、その要望にで 

 きる限り応じられるよう、耕種農家の皆様にご協力いただくことで、国産飼料の 

 供給量拡大を目指します。 

  畜産・耕種双方の農家の皆様の御参加をよろしくお願いします。 

 

【マッチング活動の状況について】 

  令和４年 11 月末現在で、管内６府県の畜産農家から令和５年産の水田飼料作に 

 関するマッチング希望数量(当該府県以外からの需要量)を確認した結果、 

 ・飼料用米は、５府県の畜産農家 17 件から約 419 トンの令和５年産利用希望数量 

 （確保済みを除く）の要望がありました。 

 ・稲発酵粗飼料（稲 WCS）は４府県の畜産農家 18 件から約 912 トンの同要望があり 

  ました。 

 ・青刈とうもろこしは、２府県の畜産農家３件から約 100 トンの同要望がありま 

  した。 

https://www.jetro.go.jp/events/fuk/769a8b6a1c591141.html
mailto:fuk@jetro.go.jp
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 ※詳細について、以下の URL をご確認ください。 

  「水田飼料作のマッチング活動」（近畿農政局 HP） 

   https://www.maff.go.jp/kinki/seisaku/seisan/tikusan/shiryouzousan/matching-shiryou-

suiden.html#act 

 

【お問合せ先】 

  近畿農政局 生産部畜産課 

  代表：075-451-9161 ダイヤルイン：075-414-9022 FAX 番号：075-451-5337 

 

❏❏❏❏❏❏❏❏❏❏❏❏❏❏❏❏❏❏❏❏❏❏❏❏❏❏❏❏❏❏❏❏❏❏❏❏❏❏ 

 

 メール情報の配信停止・配信先変更ご希望の方は、その旨を記載し、このメールに 

返信願います。 

 

▷▷▷▷▷▷▷▷▷▷▷▷▷▷▷▷▷▷▷▷▷▷▷▷▷▷▷▷▷▷▷▷▷▷▷▷▷▷▷▷▷▷▷▷▷▷▷▷▷▷▷▷▷▷▷▷▷▷▷▷▷▷▷▷▷▷▷▷▷▷▷▷▷▷▷▷ 

 

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

 近畿農政局 地方参事官室（京都府担当） 

 〒602-8054 

 京都市上京区西洞院通下長者町下る丁子風呂町 

 TEL：０７５-４１４-９０１５ 

 FAX：０７５-４１４-９０５７ 

  E-MAIL: kinki_sanjikan_kyoto@maff.go.jp 

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

 

https://www.maff.go.jp/kinki/seisaku/seisan/tikusan/shiryouzousan/matching-shiryou-suiden.html#act
https://www.maff.go.jp/kinki/seisaku/seisan/tikusan/shiryouzousan/matching-shiryou-suiden.html#act
mailto:kinki_sanjikan_kyoto@maff.go.jp

