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------------------------------------------------------------------------------～～～～～～ トピックス ～～～～～～
☆

秋の農作業安全確認運動を実施中です！
9 月と 10 月を重点期間として、秋の農作業安全確認運動が実施されていま
す。「見直そう！農業機械作業の安全対策」を重点推進テーマに、農業機械
作業による死亡事故の半減を目指しています。
農業者の方におかれては、農作業事故の防止に向けて、この運動を機に日
頃の農作業のやり方の再点検を行っていただき、事故が起こらない農作業の
環境づくりをお願いします。
また、本年 7 月に発生した農作業での死傷事故の発生状況が公表されてい
ますので、お知らせします。7 月の農作業中の死傷事故は 30 件発生し、うち
農業機械作業での事故が 14 件（うち乗用型トラクター事故 5 件、動力刈払
機事故 3 件）、農業機械作業以外での事故が 14 件（うち熱中症 9 件）発生し
ました。
なお、例年、稲刈り時には自脱型コンバインでの事故が多く発生していま
す。収穫物の詰まりを取り除く際は必ずエンジンを止めることなど、作業の
基本の徹底による事故の発生防止をお願いします。
https://www.maff.go.jp/j/seisan/sien/sizai/s_kikaika/anzen/index.html （安全確認運動）
https://www.maff.go.jp/j/seisan/sien/sizai/s_kikaika/anzen/jikojoho.html （発生状況）

《新型コロナウイルス感染症関係情報》
滋賀県に緊急事態宣言（9 月 30 日まで延長）
全国的な新型コロナウイルス感染症の拡大により、緊急事態宣言（滋賀県
をはじめ全国の 19 都道府県）と、まん延防止等重点措置（8 県）が 9 月 30 日
まで延長されました。
緊急事態宣言区域では、
・不要不急の外出・移動や都道府県間の移動の自粛
・在宅勤務（テレワーク）の活用や休暇取得の促進等による出勤者数の７割削減
・職場出勤の場合は時差出勤等の取組推進
などを含む感染拡大防止対策の徹底が求められており、引き続き万全の取り
組みをお願いします。
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等に掲載されていますのでご覧ください。
なお、滋賀県の緊急事態措置の詳細については滋賀県のウェブサイトでご確
認ください。
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）
https://corona.go.jp/proposal/ （内閣官房「感染再拡大防止特設サイト」）
https://www.pref.shiga.lg.jp/ （滋賀県ウェブサイト）
http://www.maff.go.jp/kinki/seisaku/bousai_index.html （近畿農政局相談窓口）

==============================================================================
《 新着情報 》
◇

収入保険のインターネット申請の開始について
収入保険の加入申請手続きが、8 月 23 日から順次インターネットで行える
ようになり、そのポイントを解説した動画「収入保険のインターネット申請
がはじまるよ 」が農林水産省のウェブサイトに掲載されましたのでお知らせ
します。
このネットを通した加入申請手続きは、令和 4 年以降が保険期間の収入保
険から適用されます。農林水産省共通申請サービス（eMAFF）により運用され
ますが、申請者が随時手続きを行うことができ、付加保険金の割引措置も実
施されます。また、加入申請以外の営農計画の変更申請などの手続きについ
ても、来年 1 月から順次ネットを通じて行えるよう機能の拡大が予定されて
います。
収入保険のネット申請に関する概要についてはこちらの動画をご覧ください。
具体的な申請手続きなど、収入保険についてのお問い合わせは滋賀県農業
共済組合までお願いします。
https://www.youtube.com/watch?v=D5Gz7EoelLI （ネット申請動画 YouTube）
https://www.maff.go.jp/j/keiei/nogyohoken/index.html （農業保険サイト）
お問い合わせ先 滋賀県農業共済組合本所 電話 077-524-4688（代表）

◇

輸入小麦の政府売渡価格の改定について
10 月以降に政府から売り渡される輸入小麦の価格が改訂されることとなり
ましたのでお知らせします。政府から売り渡される輸入小麦の価格は、毎年
4 月期と本年 10 月期に改定されるルールになっていますが、本年 10 月期か
ら売り渡される輸入小麦の政府売渡価格が 5 銘柄の加重平均（税込価格）で
61,820 円／トンとなり、現在と比べて 19.0％引上げられることとなりまし
た。中国の旺盛な買付けや米国・カナダの小麦産地での作柄悪化による価格
高騰、海上運賃の大幅上昇などが今回の価格引き上げの要因とされています。
なお、今回の価格改定に際しては、農林水産省に専門の相談窓口が設けら
れて各種の相談が受け付けられるとともに、食パンや小麦粉等の小麦製品価
格の動向把握が行われることになっています。
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/nousan/boeki/210908.html

◇

「令和 3 年度 病害虫発生予報第 7 号」の発表について
農林水産省から、向こう 1 か月の主要な病害虫の全国の発生予察情報「令
和 3 年度 病害虫発生予報第 7 号」が発表されていますのでお知らせします。
なお、滋賀県内の詳しい情報については、滋賀県病害虫防除所から発表さ
れる情報をご覧ください。
https://www.maff.go.jp/j/press/syouan/syokubo/210908.html （発生予報第 7 号）
https://www.pref.shiga.lg.jp/boujyo/ （滋賀県病害虫防除所）

◇

米に関するマンスリーレポート（令和 3 年 9 月号）の公表について
米に関するマンスリーレポート（令和 3 年 9 月号）が公表されましたの
でお知らせします。このマンスリーレポートには米の契約・販売や民間在
庫、価格、消費の動向などの直近情報がまとめられていますのでご覧くだ

さい。詳しくはこちらまで。
https://www.maff.go.jp/j/press/nousan/kikaku/210907.html
◇

持続可能な農業生産の取組拡大を考えるオンライン勉強会シリーズ
第 3 回勉強会の動画と資料の掲載について
8 月 30 日に開催されました勉強会シリーズ第 3 回「地域を巻き込んだ
持続可能な農業生産の拡大」の動画と資料が農林水産省のウェブサイトに
掲載されましたのでお知らせします。
第 3 回の勉強会では、地域をあげた取組の事例として、埼玉県小川町、
千葉県木更津市、大分県臼杵市、JA たじまにおける有機農業の取組を紹
介する事例発表が行われました。
勉強会の動画と資料は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/seisan/kankyo/hozen_type/0630_benkyoukaiseries_01.html

◆ 審議会・検討会等の開催情報 （カッコ内の日付は開催日）
・「令和 3 年度国際植物防疫条約に関する国内連絡会」（9 月 17 日(金曜日)）
議題：加盟国協議に諮られている以下の ISPM 案に対する我が国のコメント
案の検討 ほか
https://www.maff.go.jp/j/press/syouan/keneki/210908.html
・「第 1 回民間建築物等における木材利用促進に向けた協議会」（9 月 13 日（月曜日））
内容：各界からの木材利用に関する取組状況等の発表 ほか
・「農林水産省鳥インフルエンザ防疫対策本部」（9 月 10 日（金曜日））
内容：次の鳥インフルエンザシーズンに向けた今後の対策についての議論
https://www.maff.go.jp/j/press/syouan/douei/210909.html
※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》
○

統計情報
・令和 2 年農作物作付（栽培）延べ面積及び耕地利用率
＜滋賀県の主なデータ＞
農作物作付（栽培）延べ面積（田）
49,600 ㏊、耕地利用率 104.6％
農作物作付（栽培）延べ面積（畑）
2,720 ㏊、耕地利用率 70.6％
農作物作付（栽培）延べ面積（田畑計）52,300 ㏊、耕地利用率 102.1％
https://www.maff.go.jp/j/tokei/kouhyou/sakumotu/menseki/index.html#y2

------------------------------------------------------------------------------《 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（農林水産関連情報）
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/r4yokyu.html （令和 4 年度予算概算要求）
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/press/keiei/tyosei/210831_13.html （令和 4 年度税制改正要望）
・食料・農業・農村基本計画、みどりの食料システム戦略
https://www.maff.go.jp/j/keikaku/k_aratana/index.html （食料・農業・農村基本計画）
https://www.maff.go.jp/j/kanbo/kankyo/seisaku/midori/index.html （みどりの食料システム戦
略）
・TPP、日 EU・EPA、日米貿易協定、RCEP などに関する情報
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）」（農業者向けスマートフォン・アプリ登録）
https://www.maff.go.jp/j/kanbo/maff-app.html
・スマート農業情報
https://www.maff.go.jp/j/kanbo/smart/index.html
・農業技術に関する情報サイト
http://www.maff.go.jp/j/kanbo/kihyo03/gityo/gijutsu_portal/top.html （農業技術総合ポータ
ルサイト）
http://www.maff.go.jp/j/kanbo/needs/need.html （つながる農業技術サイト）
・まるみえアグリ（資材調達・販売先・農業研究成果の検索サイト）
http://www.maff.go.jp/j/kanbo/nougyo_kyousou_ryoku/marumie/
・収入保険に関する情報
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）
・就農に関する情報サイト
http://www.maff.go.jp/j/aff_terrace/index.html （農水省 HP あふてらす）
https://www.be-farmer.jp/ （全国新規就農相談センター）
・農業分野における外国人の受入れ情報
http://www.maff.go.jp/j/keiei/foreigner/index.html
・輸出関係情報
https://www.maff.go.jp/j/yusyutu_kokusai/index.html

・消費税軽減税率制度に関する情報
http://www.maff.go.jp/j/shokusan/keigen20191001.html
・棚田地域の振興情報
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）
http://www.maff.go.jp/j/tokei/kouhyou/sityoson_sansyutu/index.html
・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

------------------------------------------------------------------------------《 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/20210112_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。

