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

～～～～～～ トピックス ～～～～～～ 

 

☆  令和 4年産米等の各地域の作付意向（4 月末時点）が公表されました！ 

    令和 4年産の主食用米や麦・大豆などの戦略作物等の作付意向（4月末 

時点）が公表されましたのでお知らせします。 

    今回公表された作付見込み情報は、4月末時点の状況を各県、各地域の 

農業再生協議会から聞き取ってまとめられたもので、主食用米は令和 3年 

産の実績と比べて、減少傾向が 37県、前年並みが 10県、増加傾向 0県と 

見込まれています。また、減少傾向の 37県の中では、1～3％程度減少傾向 

 が 30 県、3～5％程度減少傾向が 4県、5％超の減少傾向が 3県と見込まれ 

 ています。 

    飼料用米や麦・大豆等の戦略作物などの動向や都道府県、各地域別の作 

付意向など、詳細についてはこちらからご覧ください。 

      https://www.maff.go.jp/j/press/nousan/s_taisaku/220602.html  

 

☆  令和 3年度食育白書が公表されました！ 

    令和 3年度食育白書が閣議決定され、公表されましたのでお知らせしま 

す。今回の食育白書では、新型コロナウイルス感染症の感染拡大下におけ 

る食育の取組の紹介のほか、特集として「食と環境の調和」が取り上げら 

れ、身近な食と環境との関わりなどが紹介されています。この白書の概要 

や全文など、詳しくはこちらをご覧ください。 

      https://www.maff.go.jp/j/syokuiku/wpaper/r3_index.html （食育白書） 

      https://www.maff.go.jp/j/press/syouan/hyoji/220531.html （プレスリリース） 

   

☆  令和 3年度 森林・林業白書が公表されました！ 

    令和 3年度森林・林業白書が閣議決定され、公表されましたのでお知ら 

せします。今回は特集として「令和 3年の木材不足・価格高騰（いわゆる 

ウッドショック）への対応」と「グリーン成長のカギを握る木材需要拡大 

と木材産業の競争力強化」がとりあげられています。詳しくはこちらをご 

覧ください。 

      https://www.rinya.maff.go.jp/j/kikaku/hakusyo/ （森林・林業白書） 

      https://www.rinya.maff.go.jp/j/press/kikaku/220531.html （プレスリリース）  

 

☆  令和 3年水産白書が公表されました！ 

    令和 3年水産白書が閣議決定され、公表されましたのでお知らせします。 

「新たな水産基本計画」及び「新型コロナウイルス感染症による水産業へ 

の影響と対応」が特集として組まれています。詳しくはこちらをご覧くだ 

さい。 

      https://www.jfa.maff.go.jp/j/kikaku/wpaper/index.html （水産白書） 

      https://www.jfa.maff.go.jp/j/press/kikaku/220603.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! 

  感染拡大の防止のため、引き続き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の徹底をお願いします。 
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    また、5 月 23日改訂のイベントの開催制限等に係る留意事項については 

補足事項が出されていますのでお知らせします。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などをご覧ください。 

  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/package/assets/pdf/jimurenraku_seigen_20220527.pdf  （補足事項） 

     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 》 

 

◇  「飼料用米多収日本一」の募集が始まりました！  

    令和 4年度の「飼料用米多収日本一」コンテストの募集が始まりました 

のでお知らせします。主食用米の需要が減少傾向にある中、飼料用米は水 

田、特に湿田等での主食用米に代わる重要な作物の一つとなる一方で、多 

収化と生産コストの低減などが重要になっています。このコンテストでは、 

おおむね 1ヘクタール以上の飼料用米を作付け、区分管理方式で出荷し、多 

 収化やコスト低減等を目指す生産者を対象に、参加者が募集されています。 

 コンテストの詳細や参加申し込み方法など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/nousan/kokumotu/220601.html  

 

◇  食育活動表彰候補の募集が始まりました！ 

    食育に取り組む優れた取組を表彰し、食育をさらに広げていくため、第 

7回食育活動表彰の候補が募集されていますのでお知らせします。ボラン 

ティア部門と教育関係者・事業者部門の二つの部門で募集され、優れた取 

組は令和 5年 6月の開催予定の第 18回食育推進全国大会（会場は富山県 

富山市）で表彰される予定です。募集期限は 8月 31日（水曜日）まで。 

推薦方法など募集についての詳細はこちらをご覧ください。 

    なお、毎年 6月は食育月間です。6月 18日（土曜日）、19日（日曜日） 

には第 17回食育推進全国大会（愛知県国際展示場（常滑市））が開催され 

るなど、全国各地でイベント等が開催されますので併せてお知らせします。 

      https://www.maff.go.jp/j/press/syouan/hyoji/220601.html （食育活動表彰候補の募集） 

      https://www.maff.go.jp/j/syokuiku/index.html （食育の推進） 

      https://www.syokuikutaikai17th-aichi.jp/ （第 17 回食育推進全国大会公式ウェブサイト） 

    

◇  令和 3年産米の契約・販売状況、米穀の民間在庫等の動向（令和 4 年 

4月末現在）が公表されました 

    農林水産省から、令和 3年産米の契約・販売状況、米穀の民間在庫の推 

移及び米穀販売事業者の販売数量・販売価格の動向（令和 4年 4月末現在） 

が公表されましたのでお知らせします。主な動向は以下のとおりです。詳 

細についてはプレスリリースをご覧ください。 

    ＜主な動向＞（かっこ内は前年同月比） 

        全国の集荷数量 288.3 万トン(98％)、契約数量 256.8 万トン (104％)、 

              販売数量 135.2 万トン(99％)、民間在庫数量 238 万トン(103％) 

       滋賀の集荷数量 5.74 万トン(105％)、契約数量 5.44 万トン(102％)、 

              販売数量 3.12 万トン(101％)、民間在庫数量 4.15 万トン(103％) 

        （うるち米（醸造用玄米を含む） 
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      https://www.maff.go.jp/j/press/nousan/kikaku/220531.html  

 

◇  野菜の生育状況及び価格見通し（令和 4 年 6月）が公表されました 

    大阪市中央卸売市場及び東京都中央卸売市場に出荷される野菜の価格見 

通し（令和 4 年 6月）が近畿農政局及び農林水産省から公表されています 

のでお知らせします。 

    大阪市場では、平年と比べて、だいこん、青ねぎ、ピーマン、普通トマ 

ト、たまねぎの高値傾向が見込まれています。野菜の価格見通しなどにつ 

いての詳しい情報はこちらをご覧ください。 

   https://www.maff.go.jp/kinki/seisan/engeitokusan/yasai/kakaku.html （大阪市中央卸売市場） 

    https://www.maff.go.jp/j/press/nousan/engei/220531.html （東京都中央卸売市場） 

   

◇  インバウンド需要を呼び込む地域の取組が募集されています！ 

    コロナ後や 2025 年開催予定の大阪・関西万博も見据えて、農泊を推進 

する地域のなかで、特に食と食文化の魅力を伝えることで訪日外国人のイ 

ンバウンド誘致を図る地域が募集されていますのでお知らせします。特に 

優れた取組は農林水産大臣により「農泊 食文化海外発信地域（SAVOR 

JAPAN）」として認定され、地域の魅力が海外に発信されます。応募資格や応 

募方法など、詳しくはこちらをご覧ください。 

      https://www.maff.go.jp/j/press/shokuhin/wasyoku/220601.html     

 

◇  条件不利地域をサポートする「地方応援隊」が編成されました！ 

    農林水産省の農村振興局に、条件不利地域をサポートする「地方応援隊」 

が編成されましたのでお知らせします。この「地方応援隊」は、一昨年か 

ら国土交通省の若手職員により取り組まれているもので、今年から農林水 

産省の若手職員も国土交通省とともに取り組むこととなったものです。取 

組内容など、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/nousin/nousei/220601.html    

  

◇  4月の農作業死傷事故の発生状況が公表されました 

    令和 4年 4月の農作業死傷事故の発生状況が取りまとめられましたので 

お知らせします。この 4月には 33件の農作業中の死傷事故が報告され、そ 

のうち 26件が農業機械作業中のもので、9件が死亡事故でした。死亡事故 

では、トラクターの転倒・転落によるものが 3件、重機の転倒によるもの 

が 2 件報告されていますので、乗用型トラクター作業等にあたってはシー 

トベルトの着用など、事故防止対策に向けた取組をお願いします。農作業 

死傷事故の発生状況の詳細についてはこちらをご覧ください。 

      https://www.maff.go.jp/j/seisan/sien/sizai/s_kikaika/anzen/jikojoho.html  

 

◇  農林水産省 行政事業レビュー（公開プロセス）が 6月 15 日に開催さ 

れます 

    令和 3年度事業に係る「行政事業レビュー（公開プロセス）」が 6月 15 

日（水曜日）にライブ中継で実施されますのでお知らせします。該当事業 

は、輸出環境整備推進事業、農産物等輸出拡大施設整備事業、女性が変え 

る未来の農業推進事業、鳥獣被害防止総合対策交付金、林業・木材産業成 

長産業化促進対策、漁港機能増進事業です。ライブ中継ウェブページの 

URLなど、詳しくはこちらをご覧ください。 

      https://www.maff.go.jp/j/press/kanbo/hyoka/220603.html  

 

◇  6月 1日は「牛乳の日」、6月は「牛乳月間」です！ 
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    6月 1日は「牛乳の日」、6月は「牛乳月間」とされています。これに合 

わせて牛乳乳製品の消費拡大に向けた様々な取組が予定されていますので 

お知らせします。詳しくはこちらをご覧ください。 

      https://www.maff.go.jp/j/press/chikusan/c_gyunyu/220601_28.html    

 

◇  令和 4年の農林水産物・食品の輸出額（4 月分まで）が公表されました  

    令和 4 年の農林水産物・食品の輸出実績の 4月分までの累計が公表さ 

れましたのでお知らせします。輸出金額累計は前年実績より 10.2％増の 

3,938 億円となっています。主な品目の動向は以下のとおりです。詳し 

い輸出実績や輸出促進についての情報はこちらのウェブサイトからご覧 

ください。 

    ＜令和 4 年 4 月分までの主な品目の輸出額＞（カッコ内は対前年増減比） 

        農林水産物・食品 3,938 億円（＋10.2％）、 

          うち日本酒 148 億円（＋32％）、牛肉 144 億円（＋1％）、 

              米 20 億円（＋8％）、野菜・果実等 181 億円（＋3％） 

      https://www.maff.go.jp/j/shokusan/export/e_info/zisseki.html  

 

◇  ジェトロ日本産食品サンプルショールームの日本産食品が募集され 

ています 

    ジェトロから、2022 年度上半期の日本産食品サンプルショールームへ 

の日本産食品の募集情報が届きましたのでお知らせします。申込期限は 

6月 22 日(水曜日)17時まで。このショールーム事業の詳しい内容や費用 

負担、申込方法などはこちらのジェトロウェブサイトに掲載されていま 

すのでご覧ください。 

      https://www.jetro.go.jp/services/sample_showroom_2022.html  

 

◇  「日本スタートアップ大賞 2022」受賞者が決まりました 

    日本スタートアップ大賞の受賞者が決定され、このうち、農業スタート 

アップ賞(農林水産大臣賞)には、日本初の花のサブスクリプションサービ 

スを運営するユーザーライク株式会社が受賞されましたのでお知らせしま 

す。詳しくはこちらをご覧ください。 

      https://www.maff.go.jp/j/press/kanbo/kihyo03/220602.html    

  

◇  食品事業者の気候関連情報の開示の手引書が公表されました 

    食品事業者を対象とした気候関連情報の開示に関する実践的な手引書 

「食料・農林水産業の気候関連リスク・機会に関する情報開示（実践編）」 

が公表されましたのでお知らせします。食品事業者による ESG 投資や環 

境配慮経営の推進への活用が期待されています。詳しくはこちらをご覧く 

ださい。 

      https://www.maff.go.jp/j/press/kanbo/b_kankyo/220603.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 4回再生可能エネルギー発電設備の適正な導入及び管理のあり方に 

関する検討会」（6月 6日（月曜日）） 

        議題：再生可能エネルギー発電設備の適正な導入及び管理のあり方 

に関するヒアリング等 

 ・「生物農薬（天敵農薬）の評価法に関する検討会（第 3回）」（6月 6日（月曜日）） 

        議題：天敵農薬の評価に必要な資料について ほか  

 ・「乳製品需給等情報交換会議」（6月 3日（金曜日）） 

        議題：Jミルクの需給見通しについて ほか  
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 ・「日本スタートアップ大賞 2022 表彰式」（6月 2日(木曜日)） 

        内容：農林水産大臣賞(農業スタートアップ賞)の授与  

  ・「農業資材審議会農薬分科会農薬蜜蜂影響評価部会（第 4回）」（6月 1日（水曜日）） 

        議題：令和元年農林水産省告示第 480号（農薬取締法第四条第一項第 

五号に掲げる場合に該当するかどうかの基準を定める件）第 2 

号に掲げる蜜蜂の蜂群への影響その他農薬の蜜蜂への影響評価 

に関する事項について（メフェントリフルコナゾール） 

  

  ※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》 

 

○  農林水産省ウェブマガジン aff（あふ）6月号のご案内 

  aff（あふ）6月号では「大好き！国産チーズ」と題して、国産のチーズ 

の魅力がとりあげられています。第 1回の配信では、つくり手の工夫やこだ 

わりについて、栃木県那須塩原市の「チーズ工房 那須の森」の取組が紹介 

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年食鳥流通統計調査結果 

   https://www.maff.go.jp/j/tokei/kouhyou/tikusan_ryutu/index.html#y1  

 

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

《 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.maff.go.jp/j/pr/event/kaigi.release.html
http://www.maff.go.jp/j/pr/aff/index.html
https://www.maff.go.jp/j/tokei/kouhyou/tikusan_ryutu/index.html#y1
https://www.maff.go.jp/j/saigai/n_coronavirus/index.html
http://www.maff.go.jp/kinki/seisaku/bousai_index.html
http://www.maff.go.jp/j/shokusan/gaisyoku/hoseigoto.html
https://www.maff.go.jp/j/budget/r4kettei.html
http://www.maff.go.jp/j/press/keiei/tyosei/211224.html
https://www.maff.go.jp/j/budget/r3hosei.html
https://www.maff.go.jp/j/keikaku/k_aratana/index.html
https://www.maff.go.jp/j/kanbo/kankyo/seisaku/midori/index.html
http://www.maff.go.jp/j/supply/hozyo/index.html


     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 

 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) 
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       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。 


