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

「ディスカバー農山漁村(むら)の宝」第 8 回選定結果等の公表について
農山漁村活性化の優良事例として「ディスカバー農山漁村(むら)の宝」（第
8 回選定）に 34 地区及び 4 名が選定されましたのでお知らせします。
http://www.maff.go.jp/j/press/nousin/kouryu/211119_4.html
また、近畿農政局から近畿「ディスカバー農山漁村（むら）の宝」（第 5 回）
の選定結果が公表され、滋賀県内から、コミュニティ部門では仰木自然文化庭
園構想八王寺組（大津市）が、個人部門では堀彰男氏（野洲市）が選定されまし
たのでお知らせします。仰木自然文化庭園構想八王寺組は棚田ボランティアの受
入やオーナー制度を活用した棚田の保全活動に取り組まれ、堀彰男氏は「魚のゆ
りかご水田」の取組をとおして生き物と共生する米づくりなどの次世代への継承
や持続可能な農業による地域の活性化を実践されています。選定結果や取組内容
など、詳しくはこちらをご覧ください。
https://www.maff.go.jp/kinki/press/keikaku/nousonshinkou/211119.html

☆

令和 4 年／5 年の主食用米等の需給見通しについて
令和 4 年産作付計画の基礎情報となる令和 4 年／5 年の主食用米等の需給見通
しなどが、11 月 19 日（金曜日）に開催された食料・農業・農村政策審議会食糧
部会で検討され、「米穀の需給及び価格の安定に関する基本指針」（変更）として
農林水産省から公表されましたのでお知らせします。
今回公表された米穀の需給見通しでは、令和 4 年産米の全国の主食用米等生産
量は 675 万トンが示され、昨年の 11 月に示された令和 3 年産米の 693 万トンより
18 万トン（2.6％）少ない数量に設定されました。
＜令和 4/5 年の主食用米等の需給見通し＞
全国の民間在庫量（令和 4 年 6 月末）
213～217 万トン
全国の令和 4 年産主食用米等生産量
675 万トン
（参考：令和 3 年産主食用米等生産量 693 万トン（令和 2 年 11 月））
全国の主食用米等需要量（令和 4 年 7 月から令和 5 年 6 月末） 692 万トン
全国の民間在庫量（令和 5 年 6 月末）
196～200 万トン
※コロナ影響緩和特別対策（特別枠（令和 2 年産米 15 万トン））に取り組
む場合に民間在庫量は減少
今後の主食用米等の需給見通しなど、今回公表された基本指針や関連情報はこ
ちらをご覧ください。
https://www.maff.go.jp/j/seisan/keikaku/beikoku_sisin/index.html （米穀に関する基本指針）
https://www.maff.go.jp/j/council/seisaku/syokuryo/211119/211119.html （食糧部会資料）
https://www.maff.go.jp/j/syouan/keikaku/soukatu/attach/pdf/index-357.pdf （コロナ影響緩和
特別対策（特別枠）情報）
なお、今回公表された主食用米等の需給見通し等の情報を参考にして、各地域
の農業再生協議会において来年産主食用米等を含む水田での作付けについて検討
が行われ、情報発信されることとなります。
《新型コロナウイルス感染症関係情報》
引き続き万全の感染拡大防止対策を!

引き続き、基本的な感染対策の徹底をお願いします。
新型コロナウイルス感染症対策に関する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。11 月 19 日に「新型コロナウイルス感染症対
策本部」が開催され、新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針が決定さ
れています。
なお、滋賀県内の対策の詳細などについては滋賀県のウェブサイトをご覧くだ
さい。
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/ （内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室）
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 》
◇

兵庫県における高病原性鳥インフルエンザの疑似患畜の確認（国内 4 例目）
について
11 月 17 日に兵庫県姫路市の採卵鶏農場（約 15.5 万羽飼養）において、高病
原性鳥インフルエンザの疑似患畜が確認され、農林水産省及び近畿農政局におい
てそれぞれ鳥インフルエンザ防疫対策本部等が開催されて今後の対応方針が確認
されるとともに、殺処分及び焼埋却などの必要な防疫措置等が実施されています
のでお知らせします。
http://www.maff.go.jp/j/press/syouan/douei/211117.html （農林水産省プレスリリース）
https://www.maff.go.jp/kinki/press/syouhi/anzen/211117.html （近畿農政局の対応）

◇

近畿農政局学生おべんとうコンクール 2021 について
近畿農政局により、「近畿農政局学生おべんとうコンクール 2021」の応募作品
が募集されていますのでご案内します。
このコンクールでは、『学生が作る、近畿の食材の入ったお弁当！』をテーマ
に、近畿の食材を使用したお弁当の写真が募集され、「個人の部」と食材の調達か
ら料理まで共に行う「団体の部」で募集されています。応募期限は 12 月 15 日(水
曜日)までです。
なお、応募作品は近畿農政局のウェブサイトに掲載され、閲覧者による人気投
票や表彰も行われます。応募要領や応募作品の提出先など、詳しくはこちらをご
覧ください。
https://www.maff.go.jp/kinki/press/syouhi/seikatu/211117.html

◇

令和 3 年産米の相対取引価格・数量について（令和 3 年 10 月）
令和 3 年産米の相対取引価格・数量（令和 3 年 10 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。滋賀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 3 年産米全銘柄平均価格と数量＞（令和 3 年 10 月）
相対取引価格（全銘柄平均価格）13,120 円/玄米 60kg 税込（対前年同期比 87％）
相対取引数量（全銘柄合計） 183,115 玄米トン（対前年同期比 101％）
http://www.maff.go.jp/j/press/nousan/kikaku/211116.html

◇

食品に関するリスクコミュニケーション「一緒に未来を考える～食品中の
放射性物質～」の開催について
食品に関するリスクコミュニケーション「一緒に未来を考える～食品中の放射
性物質～」が開催されていますのでご案内します。

この催しは、、農林水産省や消費者庁などの関係省庁が連携して、放射性物質
の基礎知識や流通食品中の放射性物質の現状について、特設ウェブサイトを設け
て基調講演や情報提供、生産者・事業者等の関係者とのパネルディスカッション
の録画動画が掲載されるとともに、視聴者の方からの質問、意見を募集して、後
日ウェブサイトで回答するスタイルで開催されています。（動画掲載は令和 3 年
11 月 30 日（火曜日）まで）
動画の視聴など詳しくはこちらのウェブサイトをご覧ください。
https://www.food-safety.caa.go.jp/riskcom2021/ （消費者庁ウェブサイト）
◇

「国連気候変動枠組条約第 26 回締約国会議(COP26)」等の結果（農林水
産省関係）について
10 月 31 日（日曜日）から 11 月 13 日（土曜日）まで英国のグラスゴーで開催
された「国連気候変動枠組条約第 26 回締約国会議（COP26）」及び関連会合につ
いて、この会議での農林水産省関係の結果についての情報がプレスリリースされ
ていますのでお知らせします。
http://www.maff.go.jp/j/press/kanbo/b_kankyo/211115.html

◆

審議会・検討会等の開催情報 （カッコ内の日付は開催日）
・「国際水準 GAP 推進検討会（第 1 回）」（11 月 26 日（金曜日））
議題：今後の国際水準 GAP の推進方策について
・「食料安全保障アドバイザリーボード第 5 回会合」（11 月 24 日（水曜日））
議題：「緊急事態食料安全保障指針」に関するシミュレーション演習の
実施内容について
・「「食かけるプライズ 2021」表彰式・交流会」（11 月 22 日（月曜日））
内容：表彰式、.交流会
https://www.maff.go.jp/j/press/shokuhin/wasyoku/211118.html
・「「ディスカバー農山漁村の宝」（第 8 回選定）有識者懇談会」（11 月 19 日（金曜日））
議題：第 8 回選定の選定地区及び選定者について ほか
・「農業資材審議会農薬分科会農薬使用者安全評価部会（第 2 回）」（1 月 19 日（金曜日））
議題：意見の聴取（アフィドピロペン）
※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》
○

「地域の農業を見て・知って・活かす DB」について
農林水産省のウェブサイトで公開中の「地域の農業を見て・知って・活かす
DB」について、この度 2020 年農林業センサス調査結果の編集作業が完了しま
したのでお知らせします。
この「地域の農業を見て・知って・活かす DB」は、農林業センサスや農業基
盤情報、国勢調査、経済センサスなどの情報が農業集落単位に組み替え編集され
ており、農業集落別の色分け地図やグラフにより見える化することができるツー
ルですので、是非地域農業の分析などにご活用ください。
利用に当たっての手引きなど、詳しくはこちらのウェブページをご覧ください。
https://www.maff.go.jp/j/tokei/census/shuraku_data/index.html

○

統計公表情報
※掲載情報はありません。

------------------------------------------------------------------------------《 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
・農林水産物・食品の輸出関係情報
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・農業団体等の関係者の皆様
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ので、お気軽にご相談ください。
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。

