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

～～～～～～ トピックス ～～～～～～ 

 

☆ 令和 3年度「未来につながる持続可能な農業推進コンクール」 

の受賞者について 

  令和 3年度の全国及び近畿地域における「未来につながる持続可能な農業 

推進コンクール」の受賞者が発表されましたのでお知らせします。 

  このコンクールは、有機農業・環境保全型農業部門と GAP 部門に分けて表 

彰者が決定され、近畿地域のコンクールの GAP部門では、滋賀県立湖南農業 

 高等学校（草津市）が近畿農政局長賞を受賞し、有機農業・環境保全型農業 

 部門では同校が近畿地域環境保全型農業推進連絡会議会長賞をダブル受賞さ 

れました。 

同校は、滋賀県内の農業高校で初めて米（玄米）で ASIAGAP 認証を取得して 

GAPを柱とした実践型の教育に取り組まれているほか、近隣の事業所で作ら 

れる生ごみ堆肥を活用して栽培した野菜をその事業所の社員食堂に納品する 

フードリサイクルなどに取り組まれています。 

両コンクールの受賞者や取組概要など、詳しくはこちらをご覧ください。 

   https://www.maff.go.jp/j/press/nousan/kankyo/220324.html （全国コンクール） 

     https://www.maff.go.jp/kinki/press/kankyo/220325.html （近畿コンクール） 

    

 

《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! 

  新型コロナウイルス感染症は、依然多数の感染者が毎日確認されています。 

滋賀県においても連日多くの感染者が確認されていることから、基本的な感染 

対策の徹底や、事業者による在宅勤務（テレワーク）、時差出勤などの人との 

接触を低減する取組をお願いします。 

  最新の基本的対処方針や濃厚接触者の特定等についての事務連絡情報は内閣 

官房や厚生労働省のウェブサイトに掲載されていますのでご覧ください。 

  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.mhlw.go.jp/content/000916891.pdf （厚生労働省 濃厚接触者の特定等 PDF）  

   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 》 

 

◇ 「令和 3年度近畿農政局輸出に取り組む優良事業者表彰」について  

  「令和 3年度近畿農政局輸出に取り組む優良事業者表彰」の受賞者が発表さ 

れましたのでお知らせします。大果大阪青果株式会社（大阪府大阪市）【青果 

物】、株式会社銀閣寺大西（京都府京都市）【畜産物】、 山陽盃酒造株式会社 

（兵庫県宍粟市）【コメ加工品（日本酒）】が近畿農政局長賞を受賞されてい 

 ます。受賞者の取組概要など、詳しくはこちらをご覧ください。 

   https://www.maff.go.jp/kinki/press/keiei/zigyo/220323.html  
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◇  スマート農業実証プロジェクト(スマート農業産地形成実証)の採択地区 

について 

  スマート農業実証プロジェクト(スマート農業産地形成実証)について、21 

地区の採択地区が公表されましたのでお知らせします。今回のプロジェクト 

では、導入コストの低減を図るための産地ぐるみの作業集約やシェアリング 

によるスマート農業技術の導入についての実証が行われます。採択地区の実 

証課題名など、詳しくは農研機構のウェブサイトをご覧ください。 

   https://www.naro.go.jp/project/research_activities/laboratory/naro/152049.html  

 

◇  日米貿易協定に基づく牛肉セーフガードに関する協議の実質合意について 

  日本政府と米国政府との間で継続されてきました日米貿易協定に基づく牛 

肉セーフガードに関する協議が実質合意されましたのでお知らせします。合 

意の概要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/press/yusyutu_kokusai/keizai/220324.html  

  

◇ 令和 3年度福島県産農産物等流通実態調査結果について 

  福島県産農産物等の販売不振の実態と要因を明らかにするための福島県産 

農産物等の生産・流通・販売段階の実態調査の結果が農林水産省から公表さ 

れましたのでお知らせします。調査結果の詳細について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/press/shokuhin/ryutu/220325.html   

 

◇  栃木県における豚熱の確認（国内 77例目）について 

    栃木県那珂川町の養豚農場（約 1,200 頭飼養）において家畜伝染病である 

豚熱の患畜が確認されましたのでお知らせします。農林水産省では「農林水 

産省豚熱・アフリカ豚熱防疫対策本部」を開催するなど、必要な防疫措置等 

に万全を期しています。詳しくはこちらをご覧ください。 

     https://www.maff.go.jp/j/press/syouan/douei/220325_4.html  

 

◇  宮城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 17 

例目）について 

  3月 25日に宮城県石巻市の肉用種鶏農場（約 3.2 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ましたのでお知らせします（今 

シーズン国内 17 例目）。農林水産省では農林水産省鳥インフルエンザ防疫対 

策本部を開催するなど、必要な防疫措置等に万全を期しています。詳しくは 

こちらをご覧ください。 

   https://www.maff.go.jp/j/press/syouan/douei/220325_3.html    

 

◇  新たな「水産基本計画」及び「漁港漁場整備長期計画」の閣議決定について 

    3月 25日に、新たな「水産基本計画」及び「漁港漁場整備長期計画」がそ 

れぞれ閣議決定されましたのでお知らせします。詳細についてはこちらをご 

覧ください。 

     https://www.jfa.maff.go.jp/j/press/kikaku/220325.html （新たな「水産基本計画」） 

     https://www.jfa.maff.go.jp/j/press/keikaku/220325.html （新たな「漁港漁場整備長期計画」） 

  

◆  審議会・検討会等の開催情報  （カッコ内の日付は開催日） 

 ・「第 5回 環境保全型農業直接支払制度に関する第三者委員会」 

（3月 29日（火曜日）） 

        議題：環境保全型農業直接支払交付金における電子申請について 
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       環境保全型農業の持続的な推進に向けた方向性の検討について 

（アンケート詳細案） ほか 

 ・「第 2回野生イノシシ豚熱対策検討会」（3月 29日（火曜日）） 

        議題：今後の野生イノシシ豚熱対策の対応方向 ほか  

 ・「農林水産省鳥インフルエンザ防疫対策本部」（3月 25 日（金曜日）） 

        議題：  

 ・「第 41 回地理的表示登録に係る学識経験者委員会」（3 月 25日（金曜日）） 

        議題：地理的表示登録に係る意見聴取  

  ・「食料・農業・農村政策審議会家畜衛生部会 第 85回牛豚等疾病小委員会」 

（3月 23日（水曜日）） 

        議題：山口県における野生イノシシの豚熱感染事例について  

                

  ※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》 

 

○ 農林水産省ウェブマガジン aff（あふ）2022 年 3月号最新配信のご案内 

  aff（あふ）の 2022年 3月号「おいしさを世界へ 日本産食材の輸出」の 

最新の配信記事をご紹介します。今回は地理的表示（GI）に関する Q＆Aと、 

GI産品の輸出拡大に向けた産地での取り組みがとりあげられ、事例として 

「鹿児島の壺造り黒酢」と「十勝川西長いも」が紹介されています。aff（あ 

ふ）は毎週水曜日の配信です。是非ご覧ください。 

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

 

○ 統計公表情報 

 ・令和 3年農道整備状況調査結果 

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

   

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

《 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 

    https://www.maff.go.jp/j/budget/r4kettei.html （令和 4年度予算概算決定の概要） 

      http://www.maff.go.jp/j/press/keiei/tyosei/211224.html （令和 4年度税制改正大綱情報） 

   https://www.maff.go.jp/j/budget/r3hosei.html （令和 3年度補正予算の概要） 

   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） 
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○ 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、農業技術情報 

   https://www.maff.go.jp/j/kanbo/smart/index.html （スマート農業）    

    http://www.maff.go.jp/j/kanbo/kihyo03/gityo/gijutsu_portal/top.html （農業技術）  

 ・収入保険に関する情報 

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

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

 ・農業分野の外国人受入れ情報 

    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  

  ・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 

   http://www.maff.go.jp/j/tokei/sihyo/index.html （農林水産基本データ） 

   http://www.maff.go.jp/j/tokei/kouhyou/sityoson_sansyutu/index.html （市町村別農業産出額

（推計）） 

     http://www.maff.go.jp/j/tokei/census/shuraku_data/index.html （地域農業 DB） 

 

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

《 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 
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 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。 

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

