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滋賀県拠点

メールマガジン

〈令和 4 年 1 月 11 日（火曜日）vol.313〉
------------------------------------------------------------------------------～～～～～～ トピックス ～～～～～～
☆

消費税のインボイス制度開始に関するウェブ説明会の開催のご案内
消費税の軽減税率制度の実施に伴い、令和 5 年 10 月 1 日から消費税の適格
請求書等保存方式（いわゆるインボイス制度）が導入されることになってい
ます。
インボイス制度においては、消費税の仕入税額控除のために適格請求書（イ
ンボイス）の保存が必要になりますが、インボイスの発行ができるのは「適格
請求書発行事業者」に限られ、「適格請求書発行事業者」になるには税務署へ
の登録申請が必要となります。
このインボイス制度について、制度への理解を深め準備と対応をいただくた
め、農業者、食品関連事業者、関連団体等向けのウェブ説明会が近畿農政局に
より開催されますのでご案内します。
開催日時 令和 4 年 2 月 1 日（火曜日） 10 時 30 分～（１時間）
13 時 10 分～（１時間）
令和 4 年 2 月 9 日（水曜日） 10 時 30 分～（１時間）
13 時 10 分～（１時間）
（４回開催、いずれも説明内容は同じ。ウェブ方式は Webex を使用）
講師
大阪国税局 課税第二部 消費税課 担当官
内容
適格請求書等保存方式（インボイス制度）の概要、質疑応答
定員
各回 1,000 名
申込方法 こちらの URL よりお申し込みください（申込締切は開催日の前日）
https://www.contactus.maff.go.jp/j/kinki/form/20220201inbo.html （ウェブ説明会申込み）
※申込み後に接続 URL 及び資料をご案内
なお、この説明会とは別に、別途グループでの個別説明会を希望される場合
は、こちらの URL のフォームからお申し込みください。
https://www.contactus.maff.go.jp/j/kinki/form/20220201inbokobetu.html （個別説明会申込み）
（参考）国税庁インボイス制度ウェブサイト
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice.htm

☆

農林水産省の補助事業参加者の募集ウェブサイトについて
農林水産省から募集される補助事業に関する情報はこちらのウェブページ
に掲載されていますのでお知らせします。
https://www.maff.go.jp/j/supply/hozyo/index.html

《新型コロナウイルス感染症関係情報》
万全の感染拡大防止対策を!
全国的に感染者の発生が再拡大してきており、1 月 9 日からは広島県、山
口県、沖縄県の 3 県でまん延防止等重点措置が実施されています。
滋賀県内においても感染者数が増加していることから、基本的な感染対策
の徹底をお願いします。
また、事業者におかれては、在宅勤務（テレワーク）、時差出勤等の人と
の接触を低減する取組をお願いします。

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 》
◇

「スマート農業産地形成実証」（令和 3 年度補正）の公募の開始について
令和 3 年度補正予算による「スマート農業産地形成実証」の実証地区が、
事業実施主体の農研機構から公募されていますのでお知らせします。今回の
公募では、「生産者の参画の下、産地単位で作業集約又はシェアリングに取り
組み、スマート農業技術をより効率的に活用することにより、コストを低減
し、収益性を向上させる取組について実証する者」が公募されています。詳
しい内容や応募方法等については農研機構や農林水産技術会議のウェブサイ
トをご覧ください。
なお、農林水産技術会議のウェブサイトには、今回の公募についての説明
動画が掲載されていますのでご覧ください。
公募期限は 2 月７日 12 時（正午）です。
https://www.naro.go.jp/project/research_activities/laboratory/naro/145371.html （農研機構）
https://www.affrc.maff.go.jp/docs/smart_agri_pro/kobo/r4/index.htm （農林水産技術会議）

◇

シンポジウムのご案内（その 1）「持続可能な食料システムの構築に向けた
EU の取組と我が国への示唆～有機農業の拡大に向けて～」の開催について
令和 3 年度農林水産政策研究所シンポジウム「持続可能な食料システムの
構築に向けた EU の取組と我が国への示唆～有機農業の拡大に向けて～」が 2
月 8 日（火曜日）に開催されますのでご案内します。このシンポジウムはオン
ライン（Zoom)で開催され、500 名程度の傍聴が可能です。詳しい内容や参加
申込方法などはこちらをご覧ください。
https://www.maff.go.jp/j/pr/event/kaigi.release.html#38

◇

シンポジウムのご案内（その 2）～最新テクノロジーがもたらす明日のス
マート農林水産業～の開催について
「農林水産研究イノベーションシンポジウム～最新テクノロジーがもたらす
明日のスマート農林水産業～」が、1 月 27 日（木曜日）にステーションコンフ
ァレンス東京（東京都千代田区）の会場及びオンライン同時配信により開催さ
れますのでご案内します。会場では 70 名、オンラインでは 500 名程度の傍聴が
可能となっています。開催内容や傍聴申込方法など、詳しくはこちらをご覧く
ださい。
https://www.maff.go.jp/j/pr/event/kaigi.release.html#27

◇

グローバル・フードバリューチェーン（GFVC）協議会全体会合（EPA 利
用促進セミナー）の開催について
本年 1 月 1 日に、日本と ASEAN10 か国、中国、韓国、豪州、NZ の計 15 か国
が参加する RCEP（地域的な包括的経済連携）協定が発効しています。この RCEP
の発効により、主要な輸出品目を中心に低い関税率での輸出が可能となったり、

有利な条件で輸出できる可能性が高まっていることから、RCEP を含む EPA 利
用促進セミナーとして、2 月 3 日（木曜日）に、グローバル・フードバリュー
チェーン（GFVC）協議会全体会合がオンラインで開催されますのでお知らせし
ます。この会合には GFVC 会員に限らずご参加が可能とされています。参加申
込方法など、詳細についてはこちらをご覧ください。
http://www.maff.go.jp/j/press/yusyutu_kokusai/chiiki/220107.html
◇

昨年 11 月の農作業中の死傷事故発生状況について
昨年 11 月の農作業中の死傷事故の発生状況がまとめられましたのでお知ら
せします。この 11 月に発生した農作業中の死傷事故の報告件数は 17 件（前月
は 53 件）、そのうち死亡事故が 4 件（前月は 19 件）報告されています。
農閑期に入り死傷事故、死亡事故とも件数は減少していますが、死亡事故の
中でバックホウによる水路の泥上げ作業中の転倒による死亡事故が報告されて
います。冬季は特に水路の泥上げや暗渠施工などの土木工事などにより、バッ
クホウなどの土木用重機の使用も増えることから、死傷事故の発生の多いトラ
クター（乗用型・歩行型）での作業安全の確保に加えて、こうした土木作業機
の使用時にも安全確保に十分ご注意ください。
https://www.maff.go.jp/j/seisan/sien/sizai/s_kikaika/anzen/jikojoho.html

◇

国内産農産物の銘柄設定等に係る意見聴取会の結果について
近畿農政局管内における令和 4 年産国内産農産物の銘柄設定等に係る意見聴
取会の結果（議事録）が近畿農政局のウェブサイトに掲載されましたのでお知
らせします。
https://www.maff.go.jp/kinki/syokuryo/syouhiryutsu/komekensa/meigarasetteiketuka.html

◇

愛媛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 11 及
び 12 例目）いついて
1 月 4 日に愛媛県西条市の採卵鶏農場（約 8.3 万羽飼養、約 14.2 万羽飼養
の 2 農場。他に愛媛県今治市の疫学関連の 1 農場（約 6 千羽飼養））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 11、12 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/220104_8.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 年度林業機械化推進シンポジウム」（2 月 10 日（木曜日））
内容：先進的林業機械緊急実証・普及事業成果報告会 ほか
・「令和 3 年度農林水産政策研究所シンポジウム「持続可能な食料システムの
構築に向けた EU の取組と我が国への示唆～有機農業の拡大に向けて～」」
（2 月 8 日（火曜日））再掲
内容：報告「EU の持続可能性確保に向けた取組」 ほか
パネルディスカッション「EU の取組と我が国への示唆」
・「令和 3 年度第 2 回グローバル・フードバリューチェーン推進官民協議会全
体会合～RCEP 協定を利用した日本産食品の輸出促進に向けて～」
（2 月 3 日（木曜日））再掲
議題：日本産食品の輸出促進に向けた RCEP 協定の利用について
具体的品目を事例に、RCEP 協定の特徴や活用例について
http://www.maff.go.jp/j/press/yusyutu_kokusai/chiiki/220107.html
・「農林水産研究イノベーションシンポジウム～最新テクノロジーがもたら

す明日のスマート農林水産業～」（1 月 27 日（木曜日））再掲
内容：講演「デジタルツインの未来：デジタルツインコンピューティ
ング」ほか
トークセッション（話題提供及びセッション（最新テクノロジ
ーがもたらす明日のスマート農林水産業））
・「第 58 回農業資材審議会飼料分科会及び第 40 回同飼料安全部会」
（1 月 19 日（水曜日））
議題：飼料添加物の新規指定等
飼料安全法における温室効果ガス抑制資材の取扱いについて
※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 1 月号第 1 週の配信に
ついて
aff（あふ）の 2022 年 1 月号では「地域を守る鳥獣対策」が特集されてい
ます。第 1 週の配信では野生鳥獣による農作物や森林への被害の状況に加え、
特に被害が大きいシカ、イノシシの生態などがとりあげられていますのでご
覧ください。
aff（あふ）は毎週水曜日に配信です。
http://www.maff.go.jp/j/pr/aff/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/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）
・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。

