
近畿農政局 滋賀県拠点 メールマガジン 

           〈令和 4年 5月 30 日（月曜日）vol.333〉 

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

～～～～～～ トピックス ～～～～～～ 

 

☆ 令和 3年度 食料・農業・農村白書が公表されました！！ 

  「令和 3年度 食料・農業・農村白書」が閣議決定を経て公表されまし 

たのでお知らせします。今年度の白書では、食料の安定供給の確保や農業 

の持続的な発展、農村の振興などについての動向のほか、トピックスとし 

て新型コロナウイルス感染症による影響やみどりの食料システム戦略に基 

づく取組などがとりあげられています。また、2020 年農林業センサス等を 

踏まえた農業構造の変化についての分析も盛り込まれています。今回公表 

された白書の概要及び全文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/wpaper/w_maff/r3/index.html （食料・農業・農村白書） 

   https://www.maff.go.jp/j/press/kanbo/kihyo04/220527.html （プレスリリース） 

   

《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! 

  基本的対処方針が 5月 23日に変更されました。三密の回避やマスクの着 

用、手洗い等の手指衛生、換気などの基本的な感染対策が重要であること 

は変わりませんが、マスクの着用についての考え方が見直されたほか、イ 

ベントの開催制限等に係る留意事項も一部改訂されています。詳しくは、 

内閣官房新型コロナウイルス等感染症対策推進室のウェブサイトをご覧い 

ただくとともに、引き続き感染拡大防止に向けた取り組みをお願いします。 

  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/emergency/ （内閣官房 マスク着用等感染防止対策） 

   https://corona.go.jp/news/ （内閣官房 基本的対処方針等の最新情報） 

   https://corona.go.jp/ （内閣官房 新型コロナウイルス等感染症対策推進室） 

   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 》 

 

◇ 「令和 4年度食に関する Web セミナー」が開催されます！ 

  消費者の方への正確で分かりやすい食に関する情報の提供を目的として、 

「令和 4年度食に関する Webセミナー（第 1回）」が 6月 28日（火曜日）に 

開催されますのでご案内します。第１回目となる今回は、「食品に生えるカ 

ビのはなし～家庭でできる、食品のカビ予防～」と題して、久米田裕子氏 

（NPO 法人カビ相談センター副理事長）によるオンライン配信の講演等が予 

定されています。詳しい開催内容や申込方法などはこちらをご覧ください。 

   https://www.maff.go.jp/kinki/press/syouhi/seikatu/220525.html  

 

◇ 「令和 4年度食育推進 Web 交流会」が開催されます！ 

  食育の環を広げる取り組みとして、近畿農政局により、6 月 23日（木曜 

日）に「令和 4年度食育推進 Web交流会」がオンライン方式により開催さ 

れますのでご案内します。この催しの参加対象者は近畿地域の食育ネット 
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ワーク「未来につなぐ食育倶楽部」の会員の方ですが、現在会員でない方 

でも同倶楽部への加入により参加が可能です。詳しい開催内容や参加申し 

込み方法、俱楽部への加入方法など、詳細についてはこちらをご覧ください。  

   https://www.maff.go.jp/kinki/press/syouhi/seikatu/220525_6.html  

    

◇  農林水産省の行政手続きへの意見が募集されています！ 

  農林水産省への補助金申請や審査などの行政手続で気づかれたことや意 

 見の募集が行われていますのでお知らせします。この意見募集は、「リア 

 ル行政手続リポート BOX」と称して、農林水産省の補助金等の行政手続の 

 見直しに向けた取組として行われ、今回で 5回目となります。募集期限は 

 6月 30日（木曜日）まで。意見の送付方法はスマホ用アプリの MAFFアプリ 

 の「マフちょく」にある「リアル行政手続リポート BOX」からとなりますが、 

 詳しくはこちらをご覧ください。 

   https://www.maff.go.jp/j/press/kanbo/joho/220526.html 

 

◇ 農業用ドローンの普及拡大情報はこちらまで！ 

  農業用ドローンによる農薬等の散布や生育診断など、農業分野でのドロ 

ーンの活用が拡大しています。農林水産省が事務局の「農業用ドローンの 

普及拡大に向けた官民協議会」を通した官民連携による普及拡大の取組が 

行われており、農林水産省のウェブサイトで情報発信が行われています。 

  また、ドローンによる農薬等の空中散布については、人又は家屋の密集 

している地域の上空を飛行させる場合があることや、物件の投下等に該当 

するため、航空法に基づき、事前に国土交通大臣へ許可・承認の申請を行 

うことが必要とされており、本年 6月以降は、無人航空機（ドローンを含 

む 100g 以上の無人航空機）の登録が義務化されます。 

  農業用ドローンの普及拡大についての情報や航空法に関してはこちらの 

農林水産省や国土交通省のウェブサイトをご覧下さい。 

   https://www.maff.go.jp/j/kanbo/smart/drone.html （農林水産省 農業用ドローン普及拡大官民

協議会） 

   https://www.mlit.go.jp/koku/koku_tk10_000003.html#a （国土交通省 無人航空機の飛行ルー

ル）   

  

◇ 国営土地改良事業で造成された頭首工の緊急点検が実施されました 

  愛知県豊田市の明治用水頭首工で発生した漏水事故を受けて、全国の国 

営造成施設の頭首工の緊急点検が農林水産省により実施され、その結果が 

公表されましたのでお知らせします。点検の結果、「堰下流からの貯留水 

の湧出」及び「堰本体からの漏水」などは確認されませんでした。詳しく 

はこちらをご覧ください。 

   https://www.maff.go.jp/j/press/nousin/yousui/220527_16.html  

 

◇ 「農林水産研究イノベーション戦略 2022」が策定されました 

   「農林水産研究イノベーション戦略 2022」が策定されましたのでお知ら 

せします。「持続可能で健康な食の実現」、「2050 年カーボンニュートラル 

達成への貢献と資源循環の追求」、「スマート農林水産業の早期実装を通じ 

た諸課題の解決」が重点的な研究政策に挙げられています。詳しくはこち 

らをご覧ください。 

      https://www.affrc.maff.go.jp/docs/press/220524.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 100回コーデックス連絡協議会」（6月 14日（火曜日）） 
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        議題：コーデックス委員会の活動状況 

 ・「多様な地域資源の更なる活用に関する農泊推進研究会（令和 4年度  

第 1回）」（6月 3日（金曜日）） 

        議題：研究会設置要領の改訂 ほか  

 ・「改正輸出促進法等のオンライン説明会」（5月 30 日（月曜日）） 

        内容：輸出促進法の一部を改正する法律について ほか  

    ※オンライン説明会 

    https://www.maff.go.jp/j/shokusan/export/gfp/export_caravan.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ウェブ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》 

 

○ 統計公表情報 

 ・令和 4年集落営農実態調査結果（令和 4年 2月 1日現在） 

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

 ・令和 3年漁業・養殖業生産統計 

   https://www.maff.go.jp/j/tokei/kouhyou/kaimen_gyosei/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） 

 

○ 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） 
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   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 

 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.maff.go.jp/j/kanbo/maff-app.html
https://www.maff.go.jp/j/kanbo/smart/index.html
http://www.maff.go.jp/j/kanbo/kihyo03/gityo/gijutsu_portal/top.html
http://www.maff.go.jp/j/keiei/nogyohoken/index.html
http://nosai-zenkokuren.or.jp/insurance.html
http://www.maff.go.jp/j/aff_terrace/index.html
https://www.be-farmer.jp/
http://www.maff.go.jp/j/keiei/foreigner/index.html
https://www.maff.go.jp/j/yusyutu_kokusai/index.html
http://www.maff.go.jp/j/shokusan/keigen20191001.html
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/pr/social_media/index.html
http://www.maff.go.jp/j/tokei/sihyo/index.html
http://www.maff.go.jp/j/tokei/kouhyou/sityoson_sansyutu/index.html
http://www.maff.go.jp/j/tokei/census/shuraku_data/index.html
mailto:kinki_mailmaga_shiga@maff.go.jp
http://www.maff.go.jp/kinki/tiiki/siga/20210112_mail.html
https://www.contactus.maff.go.jp/j/kinki/form/hotline_shiga2812.html

