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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 158 号  

               2023.２.７ 

  

 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 食料・農業・農村政策審議会基本法検証部会(第８回）の配布資料、(第９回)の 

 開催及び一般傍聴について 

 

〇 「令和４年度近畿農政局食育ネットワーク交流会～新たな日常に対応した、地域 

 と連携した子どもたちの食育の継続～」の開催について 

 

〇 食育推進フォーラム 2023 を開催します！ 

 

〇 農林水産業・食品産業 作業安全推進 Week の開催について 

  

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

 

〇 食料・農業・農村政策審議会基本法検証部会(第８回）の配布資料、（第９回）の 

 開催及び一般傍聴について 

 

  農林水産省は、令和５年１月 27 日（金曜日）に「食料・農業・農村政策審議会基 

 本法検証部会（第８回）」を開催しました。 

 

 ※部会資料等については、以下の URL を確認願います。 

  「基本法検証部会第８回（令和５年１月 27 日）配布資料」（農林水産省 HP) 

   https://www.maff.go.jp/j/council/seisaku/kensho/8siryo.html 

 

  引き続き、「食料・農業・農村政策審議会基本法検証部会（第９回）」を開催し 

https://www.maff.go.jp/j/council/seisaku/kensho/8siryo.html
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 ます。 

  本会議は公開です。傍聴を希望される方は、インターネットにて、以下のお申込 

 先に、「食料・農業・農村政策審議会基本法検証部会(第９回)」の傍聴を希望する 

 旨、御氏名（ふりがな）、御連絡先（電話番号、メールアドレス）等を記入の上、 

 お申込みください。（電話でのお申込みは御遠慮ください。） 

 

【開催日時及び場所】 

  日 時：令和５年２月 10 日（金曜日）13 時 30 分～15 時 30 分 

  会 場：農林水産省７階講堂 

  所在地：東京都千代田区霞が関 1-2-1 

 

【議題】 

  食料・農業・農村基本法の検証・見直し検討について 

 

【傍聴可能人数】 

  現地及びオンラインでの一般傍聴及び報道傍聴を予定しています。 

  （現地での傍聴は 30 名程度、オンラインでの傍聴は 350 名程度） 

 

【インターネットによるお申込先】 

  「現地での傍聴申込フォーム」（農林水産省ＨＰ） 

  https://www.contactus.maff.go.jp/j/form/kanbo/kihyo01/kensho09_genchi.html 

  「オンラインでの傍聴申込フォーム」（農林水産省ＨＰ） 

  https://www.contactus.maff.go.jp/j/form/kanbo/kihyo01/kensho09_online.html 

  「プレスリリース」（農林水産省ＨＰ） 

  https://www.maff.go.jp/j/press/kanbo/kihyo01/230203.html 

 

  申込締切 

   令和５年２月９日(木曜日）12 時 00 分必着 

 

【お問合せ先】 

  農林水産省 大臣官房政策課計画班 担当者：鈴木、加藤、河村、髙橋 

  代表：03-3502-8111（内線 3086）ダイヤルイン：03-3502-5515 

 

 

〇 「令和４年度近畿農政局食育ネットワーク交流会～新たな日常に対応した、地域 

 と連携した子どもたちの食育の継続～」の開催について 

 

  近畿農政局では 、近畿地域の食育ネットワーク「未来につなぐ食育倶楽部 」を 

 通じて、食育の環を広げる取り組みを行っています。 

https://www.contactus.maff.go.jp/j/form/kanbo/kihyo01/kensho09_genchi.html
https://www.contactus.maff.go.jp/j/form/kanbo/kihyo01/kensho09_online.html
https://www.maff.go.jp/j/press/kanbo/kihyo01/230203.html
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  今回は、「新たな日常に対応した、地域と連携した子どもたちの食育の継続」を 

 テーマに掲げて、地域の教育資源や人材を活用しながら、系統立てた食育カリキュ 

 ラムとして小学校教育課程に位置付けた実践的・体験的な取組である「高倉スタン 

 ダード」（令和２年度食育活動表彰 農林水産大臣賞受賞）を中心に、若い世代の 

 食育の継続を考える「令和４年度近畿農政局食育ネットワーク交流会」を開催し 

 ます。 

  未来につなぐ食育倶楽部（近畿地域の食育ネットワーク）会員及び食育を実践し 

 ている、または食育に関心のある多くの方々のご参加をお待ちしています。 

（参加費無料） 

 

【開催日時】 

  令和５年２月 24 日（金曜日） 15 時 00 分～17 時 00 分 

 

【開催場所】 

  近畿農政局 第 1 会議室（京都市上京区西洞院通下長者町下る丁子風呂町） 

  ※オンライン開催も併用（Zoom を使用） 

 

【開催内容】 

  テーマ 「新たな日常に対応した、地域と連携した子どもたちの食育の継続」 

 

  第１部  講演（15 時 05 分～15 時 45 分） 

            日本の食文化に着目した食育カリキュラム―高倉スタンダードの取組から― 

            講師：滋賀大学特任教授、元京都市立高倉小学校校長   岸田 蘭子 氏 

  第２部  パネルディスカッション（15 時 55 分～17 時 00 分） 

 

【参加申込】 

 （1）参加申込方法 

      参加希望等詳細は、下記申込 URL フォームからお申し込みください。 

  「参加申込フォーム」（近畿農政局ＨＰ） 

   https://www.contactus.maff.go.jp/j/kinki/form/NW230224.html 

  「プレスリリース」（近畿農政局ＨＰ） 

   https://www.maff.go.jp/kinki/press/syouhi/seikatu/230127.html 

 （2）申込みの締切 

     令和５年２月 20 日（月曜日） 

     ※参加申込者が募集人員に達した場合は、申込締切前であっても参加申込みを締め 

   切らせていただきます。 

 

【お問合せ先】 

  近畿農政局 消費・安全部消費生活課 担当者：柏、松本 

https://www.contactus.maff.go.jp/j/kinki/form/NW230224.html
https://www.maff.go.jp/kinki/press/syouhi/seikatu/230127.html
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  ダイヤルイン：075-414-9771 

  

 

〇 食育推進フォーラム 2023 を開催します！ 

 

  農林水産省は、これからの食育の在り方とその実践について、基調講演及び事例報 

 告、パネルディスカッションを通じて学ぶことを目的として、食育推進フォーラムを 

 開催します。 

  オンライン・対面の併用開催となっておりますので、全国の皆さまの参加をお待ち 

 しております。 

 

【開催日時】 

  令和５年２月 20 日（月曜日）14 時 00 分～16 時 00 分 

 

【開催方法】 

  オンライン参加（先着 500 名）、対面参加（先着 50 名） 

 

【会場】 

  AP 虎ノ門（東京都港区西新橋 1-6-15 NS 虎ノ門ビル（日本酒造虎ノ門ビル）11F 

 

【開催内容】 

  (1) 基調講演（40 分）：服部 幸應 氏（学校法人服部学園 理事長） 

            「食育は世界を救う」（仮）（ビデオ出演） 

  (2) 事例紹介（30 分）：和田 明日香 氏（料理家、食育インストラクター） 

  (3) パネルディスカッション（40 分） 

 

【申込方法】 

  参加申込み方法等詳細につきましては、以下の HP をご覧ください。 

  「参加お申込みフォーム」（外部サイト） 

  https://www.secure-cloud.jp/sf/1673909605IUAdUysf 

  「プレスリリース」（農林水産省ＨＰ） 

  https://www.maff.go.jp/j/press/syouan/hyoji/230120.html 

 

  申込締切 

    令和５年２月 15 日（水曜日） 

 

【お問い合せ先】 

  農林水産省 消費・安全局消費者行政・食育課 担当者：板垣、鶴岡 

https://www.secure-cloud.jp/sf/1673909605IUAdUysf
https://www.maff.go.jp/j/press/syouan/hyoji/230120.html
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  代表：03-3502-8111（内線 4601）ダイヤルイン：03-3502-5723 

 

 

〇 農林水産業・食品産業 作業安全推進 Week の開催について 

 

   農林水産省は、「農林水産業・食品産業作業安全推進 Week」を実施し、この期間中に 

 誰でもオンラインで参加できる「作業安全推進ウェビナー」を開催します。 

 

【日程】 

  作業安全推進ウェビナー(分野ごとに開催) 

  ２月 13 日(月曜日)14 時 00 分～16 時 00 分：農業分野「令和５年春の農作業安全確認運動 

                    推進会議」 

  ２月 14 日(火曜日)14 時 00 分～16 時 00 分：林業・木材産業分野「林業・木材産業 作業 

                    安全推進ウェビナー」 

  ２月 15 日(水曜日)14 時 00 分～16 時 00 分：水産業分野「漁業作業安全推進ウェビナー」 

  ２月 16 日(木曜日)14 時 00 分～16 時 00 分：食品産業分野「食品産業作業安全推進ウェビ 

                    ナー」 

 

【参加方法】 

  全てオンライン開催とし、どなたも無料で参加できます。 

  詳細は以下の特設サイトをご覧ください。参加申込も特設サイトで受け付けていま 

  す。 

  「一般社団法人中部産業連盟」（外部リンク） 

  https://chusanren.tokyo/anzen-week 

  「プレスリリース」（農林水産省ＨＰ） 

  https://www.maff.go.jp/j/press/kanbo/kihyo01/230120.html 

 

  申込期限 

   令和５年２月９日（木曜日） 

 

【お問合せ先】 

  農林水産省 大臣官房政策課 担当者：高梨、溝部 

  代表：03-3502-8111（内線 3088）ダイヤルイン：03-3502-6565 

 

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

 

 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。 

https://chusanren.tokyo/anzen-week
https://www.maff.go.jp/j/press/kanbo/kihyo01/230120.html
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------------------------------------------ 

 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 

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

 

mailto:kinki_sanjikan_kyoto@maff.go.jp

