
 

 

近畿農政局 滋賀県拠点 メールマガジン 

           〈令和 3年 6月 21 日（月曜日）vol.283〉 

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

～～～～～～ トピックス ～～～～～～ 

 

☆ 「ディスカバー農山漁村（むら）の宝」の募集について 

  「ディスカバー農山漁村（むら）の宝」の第 8回選定に向けた募集が始ま 

りましたのでご案内します。 

  この「ディスカバー農山漁村（むら）の宝」は、農山漁村において地域の 

 活性化や所得向上に取り組んでいる優良な取組を選定し、全国への発信を通 

 じて他地域への横展開を図ろうとするものです。「強い農林水産業」と「美 

 しく活力ある農山漁村」の実現に向けて、他の地域の参考となるような優れ 

 た取組が「団体部門」と「個人部門」に分けて募集されています。 

  選定された地区に対しては、選定証が授与されるとともに、「ディスカバ 

 ー農山漁村（むら）の宝」特設ウェブサイトでの活動の紹介などを通じて、 

 全国的な情報発信が行われます。応募期限は 8 月 31 日（火曜日）までです。  

   応募方法など、詳しくはこちらのプレスリリースをご覧ください。 

   https://www.maff.go.jp/j/press/nousin/kouryu/210616.html  

 

☆ 「6 次産業化アワード」及び「地産地消等優良活動表彰」の募集について 

  「6次産業化アワード」及び「地産地消等優良活動表彰」の募集が始まり 

ましたのでご案内します。 

  「6次産業化アワード」では、6次産業化や農商工連携に主体的に取り組 

む農林漁業者やその組織する団体の優れた取組が選定されて表彰され、「地 

産地消等優良活動表彰」では地産地消や国産農林水産物・食品の利用促進や 

消費拡大、子供や若者への地場産物に係る教育を行う団体、企業、学校又は 

個人の優良事例が選定されて表彰されます。応募期限は両方とも 8月 11 日 

（水曜日）までです。 

  応募方法など、詳しくはこちらをご覧ください。 

   http://www.maff.go.jp/j/press/shokusan/renkei/210615.html  

   

《新型コロナウイルス感染症関係情報》 

  沖縄県で緊急事態措置、全国 10都道府県でまん延防止等重点措置を実施 

   沖縄県を除き、6月 21日から緊急事態措置は解除されましたが、同日か 

ら京都府、大阪府、兵庫県など 10都道府県ではまん延防止等重点措置が実 

施されるなど、新型コロナウイルス感染症の感染者数は減少傾向にはあり 

ますが、全国的に感染者の発生は続いており、引き続き感染対策の徹底が 

求められている状況です。 

  滋賀県においても連日感染者が発生しており、マスク着用・三密の回避 

 などの基本対策の徹底や、自動車通勤などの人との接触を低減する取組な 

ど求められていますので、感染拡大防止対策の実施をお願いします。 

  感染拡大防止対策や新型コロナウイルス感染症対策に関する最新情報は 

 内閣官房のウェブサイトに掲載されていますのでご覧ください。 

    また、近畿農政局では相談窓口を開設していますのでご利用ください。 

     https://corona.go.jp/news/ （内閣官房「最新情報」サイト） 
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   https://corona.go.jp/proposal/ （内閣官房「感染再拡大防止特設サイト」）   

   http://www.maff.go.jp/kinki/seisaku/bousai_index.html  （近畿農政局相談窓口） 

 

============================================================================== 

《 新着情報 》 

 

◇ 国連食料システムサミットに向けての全体対話の概要及びコミット 

メントの公開について 

  本年の 9月に国連食料システムサミットが、「持続可能な開発目標(SDGs) 

の達成のためには持続可能な食料システムへの転換が必要不可欠である」と 

いう理念の下に、ニューヨークで開かれることとなっています。 

  これに先立って、昨年 11月以降、農林水産省と食料システムの様々な関 

 係者（生産者団体や食品関連企業、消費者団体など）との間で対話が進めら 

れ、今月 18日（金曜日）にはその関係者が一同に会する全体対話が開催され、 

「我が国の目指す食料システムの姿（案）」の紹介などの全体対話の概要が 

 ウェブサイトに公表されましたのでお知らせします。 

  また、このサミットには、参加各国からの持続可能な食料システムの実現 

 に向けたコミットメントを提示することとなっており、日本からは食料シス 

 テムに関わる関係者（生産から消費までの多様な関係者）のコミットメント 

 の提示が予定され、そのコミットメント（6月 15日現在）が農林水産省のウ 

 ェブサイトに公開されましたので併せてお知らせします。県内からは滋賀県 

 のコミットメントが掲載されています。 

    詳しくは、こちらのプレスリリースからご覧ください。 

     http://www.maff.go.jp/j/press/kokusai/kikou/210618.html （全体対話の概要） 

     http://www.maff.go.jp/j/press/kokusai/kikou/210616.html （コミットメントの公開） 

 

◇ 令和 2年産米の相対取引価格・数量について（令和 3年 5月） 

  令和 2年産米の相対取引価格・数量（令和 3年 5月）が農林水産省から公 

表されましたのでお知らせします。各県産の主要品種銘柄別データなどの詳 

細は農林水産省ウェブサイトからご覧ください。 

      ＜令和 2年産米全銘柄平均価格と数量＞（令和 3年 5月）    

      相対取引価格（全銘柄平均価格）14,611円/玄米 60kg税込（対前年同期比 93％） 

    相対取引数量（全銘柄合計）   200,759 玄米トン（対前年同期比 297％） 

      http://www.maff.go.jp/j/press/seisaku_tokatu/kikaku/210618.html  

  

◇ 「総合物流施策大綱（2021 年度~2025 年度）」の公表について 

  政府における物流施策の指針となる「総合物流施策大綱（2021 年度～2025 

年度）」が閣議決定されましたのでお知らせします。今後、農林水産省など 

 の関係省庁が連携して総合的・一体的な物流施策の推進が図られます。本大 

 綱の本文及び概要はこちらに掲載されていますのでご覧ください。 

   http://www.maff.go.jp/j/press/shokusan/ryutu/210615.html   

 

◇ 日本産農林水産物・食品輸出に係る「EPA 利用セミナー」の開催について 

  7月 15日（木曜日）に、農林水産省及び GFVC 推進官民協議会により「EP 

A利用セミナー」がウェブ形式で開催されますのでご案内します。。生鮮野菜 

や果実を例に、EPA（経済連携協定）の「いろは」から「実際の使い方」まで 

を EPA 利用の専門家により分かりやすく解説されます。参加申込締切は 7月 
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5日（月曜日）12時 00分（必着）です。 

  開催日時や参加申込み方法など、詳しくはこちらをご覧ください。 

   http://www.maff.go.jp/j/press/kokusai/chiiki/210617.html  

 

◇ 新たな「森林・林業基本計画」の決定、「全国森林計画」の変更について 

  新たな「森林・林業基本計画」が閣議決定され、公表されましたのでお知 

らせします。森林・林業・木材産業による「グリーン成長」を目指して、森 

林を適正に管理し、林業・木材産業の持続性を高めながら成長発展させるこ 

とで、2050カーボンニュートラルも見すえた豊かな社会経済の実現が図られ 

ます。 

    また、「全国森林計画」が変更されましたので併せてお知らせします。 

 詳しくはこちらをご覧ください。 

   https://www.rinya.maff.go.jp/j/press/kikaku/210615.html （森林・林業基本計画） 

   https://www.rinya.maff.go.jp/j/press/keikaku/210615.html （全国森林計画） 

 

◇ 令和 3年みどりの学術賞受賞記念イベントについて 

  ～田畑博士、武内博士とのトークイベントをオンライン配信～  

  令和 3年（第 15回）「みどりの学術賞」受賞者の功績を讃えて、7月 3日 

（土曜日）に田畑哲之博士、7月 18日（日曜日）に武内和彦博士によるト 

ークイベントが開催され、オンラインで配信されますのでお知らせします。 

視聴方法など詳しくはこちらのプレスリリースをご覧ください。 

   https://www.rinya.maff.go.jp/j/press/sanson_ryokka/210618.html  

 

◆ 審議会・検討会等の開催情報  （カッコ内の日付は開催日） 

  ・「第 95 回コーデックス連絡協議会」（7月 2日（金曜日）） 

        議題：コーデックス委員会の活動状況 

 ・「令和 3年度第 1回 OIE連絡協議会」（6月 24 日（木曜日）） 

        議題：第 88回 OIE総会に関する報告 ほか  

 ・「食料・農業・農村政策審議会 畜産部会（令和 3年度第 1回）」 

（6月 24日（木曜日）)   

    議題：畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律について ほか  

  ・「第 77 回家きん疾病小委員会」（6月 23日（水曜日）） 

        議題：高病原性鳥インフルエンザ及び低病原性鳥インフルエンザに係 

る特定家畜伝染病防疫指針の一部変更について ほか 

 ・「機械鑑定に係る技術検討チーム（第 1回）」（6月 23 日（水曜日）） 

        議題：本検討会で検討すべき技術的・実務的事項について ほか 

 ・「食料・農業・農村政策審議会 第 52回家畜衛生部会」（6月 17日（木曜日）)   

    議題：家畜伝染病予防法施行規則の一部改正について（諮問） ほか 

 

      ※開催済みのものも含めて、主な会議等の開催情報としてお知らせしています。 

  （これまでに掲載した情報は掲載しておりません。）  

  URLの付記のない会議等の詳細はこちらの会議開催専用サイトからご覧ください。 

   https://www.maff.go.jp/j/pr/event/kaigi.release.html （会議の開催情報等）   

 

============================================================================== 

《お知らせ》 
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○ 統計情報   

 ・令和元年市町村別農業産出額（推計） 

  （農林業センサス結果等を活用した市町村別農業産出額の推計結果）   

      ※PDF 及びエクセル表がこちらに掲載されていますのでご覧ください。 

      https://www.maff.go.jp/j/tokei/kouhyou/sityoson_sansyutu/index.html#y  

 ・農業経営統計調査 令和２年産麦類生産費（個別経営） 

 ・農業経営統計調査 令和２年産小麦生産費（組織法人経営） 

 ・農業経営統計調査 令和２年産なたね生産費 

   https://www.maff.go.jp/j/tokei/kouhyou/noukei/seisanhi_nousan/index.html#y2 （上記 3調査） 

 

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

《 日常的に活用できる各種情報・資料 》 

  

○ 新型コロナウイルス感染症関係情報  ※随時更新 

  ・新型コロナウイルス感染症について（食料供給情報、支援情報、ガイドライン、相談窓口など） 

   https://www.maff.go.jp/j/saigai/n_coronavirus/index.html  

 ・新型コロナウイルス感染症に係る相談窓口について（近畿農政局） 

   http://www.maff.go.jp/kinki/seisaku/bousai_index.html 

 ・「Go To Eatキャンペーン事業」について 

   http://www.maff.go.jp/j/shokusan/gaisyoku/hoseigoto.html  

   

○ 予算など重要情報 

 ・予算等 

      https://www.maff.go.jp/j/budget/r3kettei.html （令和 3年度予算概算決定） 

    https://www.maff.go.jp/j/budget/r2hosei3.html （令和 2年度第 3次補正）  

 ・令和 3年度税制改正大綱（農林水産関係） 

     https://www.maff.go.jp/j/press/keiei/tyosei/201221.html      

 ・食料・農業・農村基本計画 

   https://www.maff.go.jp/j/keikaku/k_aratana/index.html  

 ・白書情報 

    http://www.maff.go.jp/j/wpaper/index.html 

 ・TPP、日 EU・EPA、日米貿易協定、RCEP ほか 

     http://www.maff.go.jp/j/kokusai/index.html 

 ・家畜衛生、家畜感染症に関する情報  （CSF、ASF、鳥インフルエンザ、口蹄疫など） 

      http://www.maff.go.jp/j/syouan/douei/katiku_yobo/index.html   

  

○ 補助事業情報 

 ・補助事業参加者の公募 

     http://www.maff.go.jp/j/supply/hozyo/index.html  

 ・逆引き辞典（補助事業、融資事業、税制特例など） 

     https://www.gyakubiki.maff.go.jp/  

 

○ お役立ちナビ・サイト情報 

 ・「MAFF アプリ（マフアプリ）」の登録アドレス 

      ※農水省から役立ち情報等を直接提供、農業者の声を農水省に直接送付可能なアプリ。 

   https://www.maff.go.jp/j/kanbo/maff-app.html 

 ・スマート農業情報（スマート農業推進フォーラム 2020） 
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   https://www.maff.go.jp/j/kanbo/smart/forum/R2smaforum/index.html   

 ・農業技術総合ポータルサイト 

     http://www.maff.go.jp/j/kanbo/kihyo03/gityo/gijutsu_portal/top.html  

 ・つながる農業技術サイト（農業現場のニーズに応える技術の導入） 

    http://www.maff.go.jp/j/kanbo/needs/need.html    

 ・まるみえアグリ（農林水産の「見える化」）（アグミル・agreach・アグリサーチャー） 

      http://www.maff.go.jp/j/kanbo/nougyo_kyousou_ryoku/marumie/ 

 ・収入保険について 

      http://nosai-zenkokuren.or.jp/insurance.html （NOSAI 全国連 HP） 

     http://www.nosai-shiga.or.jp/ （NOSAI 滋賀 HP） 

    http://www.maff.go.jp/j/keiei/nogyohoken/index.html （農水省 HP） 

  ・就農情報ポータルサイト（農業をはじめる.JP） 

    https://www.be-farmer.jp/   

 ・あふてらす 農林漁業はじめるサイト（農林水産業等を開始したい人・興味ある人向けサイト） 

    http://www.maff.go.jp/j/aff_terrace/index.html   

 ・農業分野における外国人の受入れについて 

    http://www.maff.go.jp/j/keiei/foreigner/index.html  

  ・輸出に関する証明書検索システム 

    https://yute-kensaku.maff.go.jp/   

 ・ビジネスチャンスナビ 2020（受発注取引のマッチングサイト） 

    https://www.sekai2020.tokyo/bcn/  （ビジネスチャンス・ナビ 2020 運営事務局 HP） 

 ・消費税軽減税率制度に関する情報 

   http://www.maff.go.jp/j/shokusan/keigen20191001.html 

 ・棚田地域の振興について 

   http://www.maff.go.jp/j/nousin/tanada/tanada.html  

  ・農地の区画情報（筆ポリゴン）  

    http://www.maff.go.jp/j/tokei/porigon/index.html 

  ★農林水産省発行のメールマガジン一覧（新規配信登録など） 

     http://www.maff.go.jp/j/pr/e-mag/  

 ★農林水産省経営局公式 Facebook ページ「農水省・農業経営者ネット」 

      http://www.maff.go.jp/j/kobetu_ninaite/n_hyousyou/hyousyou_facebook.html 

  （参考）農林水産省ソーシャルメディア一覧 

      http://www.maff.go.jp/j/pr/social_media/index.html 

     

○ 農林水産統計データ 

 ・農林水産業ひと口メモ（農林水産関係データ・政策等を簡潔に図表化） 

   https://www.maff.go.jp/j/kanbo/hitokuchi_memo/index.html  

  ・農業基本データ（毎月更新） 

      http://www.maff.go.jp/j/tokei/sihyo/index.html 

 ・市町村別農業産出額（推計） 

    https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?page=1&layout=datalist&lid=000001203905  

 ・部門別・詳細品目別の市町村別農業産出額及びその順位（検索データベース） 

    http://www.maff.go.jp/j/tokei/kouhyou/sityoson_sansyutu/index.html#d  

 ・地域の農業を見て・知って・活かす DB 

     http://www.maff.go.jp/j/tokei/census/shuraku_data/index.html 
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http://www.maff.go.jp/j/tokei/porigon/index.html
http://www.maff.go.jp/j/pr/e-mag/
http://www.maff.go.jp/j/kobetu_ninaite/n_hyousyou/hyousyou_facebook.html
http://www.maff.go.jp/j/pr/social_media/index.html
https://www.maff.go.jp/j/kanbo/hitokuchi_memo/index.html
http://www.maff.go.jp/j/tokei/sihyo/index.html
https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?page=1&layout=datalist&lid=000001203905
http://www.maff.go.jp/j/tokei/kouhyou/sityoson_sansyutu/index.html#d
http://www.maff.go.jp/j/tokei/census/shuraku_data/index.html


 

 

 

《 近畿農政局滋賀県拠点からのお知らせ 》 

 

◆  近畿農政局滋賀県拠点メールマガジンをご覧の皆様へ 

 ・当メールマガジンの送信先変更（アドレス等）はこちらへ 

  ・ご意見・ご感想・ご要望などもお待ちしています。 

   e-mail ： kinki_mailmaga_shiga@maff.go.jp  

 ・「近畿農政局滋賀県拠点メールマガジン」の新規配信登録、バックナンバーはこちら 

    http://www.maff.go.jp/kinki/tiiki/siga/271224_mail.html 

 

◆ 農政に関するご相談、ご質問は地方参事官ホットライン(滋賀県拠点)へ 

  近畿農政局滋賀県拠点では、農業者・消費者・行政関係者の皆様から、農政に 

 関するご相談、事業や制度へのご質問などを地方参事官ホットラインで受け付 

 けています。 

    電話：077-522-4261   

  メール：https://www.contactus.maff.go.jp/j/kinki/form/hotline_shiga2812.html 

  所在地：〒520-0044 滋賀県大津市京町 3-1-1大津びわ湖合同庁舎（6F) 

       近畿農政局滋賀県拠点地方参事官室 

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

☆ 個人情報保護のため、農林水産省外の方へは bcc にて送信しております。 

 

mailto:kinki_mailmaga_shiga@maff.go.jp
http://www.maff.go.jp/kinki/tiiki/siga/271224_mail.html
https://www.contactus.maff.go.jp/j/kinki/form/hotline_shiga2812.html

