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

～～～～～～ トピックス ～～～～～～ 

 

☆  食品ロス量（令和 2年度推計値）が公表されました 

    農林水産省と環境省から、令和 2年度の食品ロス量の推計が公表されま 

したのでお知らせします。令和 2年度の食品ロス量は全体で 522万トンと 

なり前年度に比べて 48万トン減少しました。このうち食品関連事業者から 

の発生が 275万トン（前年度比▲34万トン）、家庭からの発生が 247万トン 

（前年度比▲14万トン）となっています。どちらの数値も公表がはじめら 

れた平成 24年度以降で最少となりました。詳しくはこちらに掲載されてい 

ますのでご覧ください。今後とも食品ロスの削減に向けた取組にご協力をお 

願いします。 

      https://www.maff.go.jp/j/press/shokuhin/recycle/220609.html  

 

☆  経済財政運営と改革の基本方針 2022（骨太方針 2022）が閣議決定 

されています 

    6月 7日に「経済財政運営と改革の基本方針 2022 新しい資本主義へ～課 

題解決を成長のエンジンに変え、持続可能な経済を実現～」（骨太方針 2022） 

が閣議決定されましたのでお知らせします。農林水産関係では、第 3章の 1 

の（4）の「食料安全保障の強化と農林水産業の持続可能な成長の推進」に 

おいて、食料安全保障の強化やみどり戦略の実現などについての施策の方向 

が示されています。詳しくは内閣府のウェブサイトをご覧ください。 

      https://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/cabinet/2022/decision0607.html （内閣府） 

   

☆  新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画・フォローアップ 

が閣議決定されています  

    6月７日に「新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画・フォロー 

アップ」が閣議決定されましたのでお知らせします。農林水産関係では、Ⅴ 

の 1 の「デジタル田園都市国家構想の推進」において、みどりの食料システ 

ム戦略の実施などが盛り込まれるとともに、フォローアップのⅢの 1におい 

て、さらに具体的な施策の方向が示されています。詳しくは内閣官房のウェ 

ブサイトをご覧ください。 

      https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/atarashii_sihonsyugi/index.html （内閣官房）   

   

《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。 

    具体的な感染対策の内容や最新情報は、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ください。滋賀県内の対策などについ 

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） 
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============================================================================== 

《 新着情報 》 

 

◇  「令和 4年度 病害虫発生予報第 3号」が発表されました 

    農林水産省から、向こう 1か月の主要な病害虫の発生予察情報（発生予報） 

が発表されていますのでお知らせします。 

    なお、滋賀県内の情報については、滋賀県病害虫防除所から発表されてい 

ますので、防除所のウェブサイトをご覧ください。 

      https://www.maff.go.jp/j/press/syouan/syokubo/220608.html （病害虫発生予報） 

      https://www.pref.shiga.lg.jp/boujyo/ （滋賀県病害虫防除所） 

 

◇  「牛乳でスマイルプロジェクト」が始まりました！ 

    農林水産省と一般社団法人 Jミルクにより、牛乳乳製品の消費拡大に向け 

た「牛乳でスマイルプロジェクト」が始められましたのでお知らせします。 

酪農・乳業関係者だけでなく、様々な企業や団体・地方自治体などに参加い 

ただき、官民によるより一層の消費拡大に取り組むとしています。このプロ 

ジェクトへの参加方法など、詳しく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/chikusan/gyunyu/lin/gyunyu_smile.html （牛乳でスマイルプロジェク

ト） 

      https://www.maff.go.jp/j/press/chikusan/c_gyunyu/220610.html （プレスリリース） 

 

◇  農業経営支援策活用カタログ 2022 がウェブサイトに掲載されています   

    令和 4年度予算を中心として、農業者の方の経営発展に役立つ様々な支援 

策がまとめられた「農業経営支援策活用カタログ 2022」が、農林水産省のウ 

ェブサイトに掲載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/kobetu_ninaite/n_pamph/180529.html 

 

◇  米に関するマンスリーレポート（6月号）が公表されています 

    米に関するマンスリーレポート（令和 4 年 6 月号）が公表されています 

のでお知らせします。今月号では、先日公表されました令和 4年産米などの 

作付意向見込みに加え、令和 4 年産の主な水稲作付県の生育状況（5 月 25 

日現在）が掲載されています。米の価格や在庫量など、米流通等に関する直 

近の情報がまとめられたこのレポートはこちらからご覧ください。 

      https://www.maff.go.jp/j/press/nousan/kikaku/220607.html   

    

◆  審議会・検討会等の開催情報  （カッコ内の日付は開催日） 

  ・「肥料制度見直しに関する説明会」（7月 6日（水曜日）ほか） 

        議題：肥料制度について ほか 

     ※7 月 6日（水曜日）から 7月 15日（金曜日）まで。同一内容で 4回 

開催。うち大阪府堺市で 2回開催） 

 ・「明治用水頭首工復旧対策検討委員会（第 2回）」（6月 16日（木曜日）） 

        議題：調査方法 等 

  ・「農林水産省 行政事業レビュー（公開プロセス）」（6 月 15日（水曜日））※再掲 

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

  ・「盛土等防災対策検討会」（第 1回）（6月 15日（水曜日）） 

        議題：盛土規制法について ほか 

       https://www.maff.go.jp/j/press/nousin/noukei/220610.html  

  ・「食料安全保障アドバイザリーボード会合（令和 4年度第 1回）」 
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（6月 14日（火曜日）） 

        議題：食料の安定供給に影響を与える国内・国外のリスクの分析・評 

価について 

 ・「第 3回 2023 年漁業センサス研究会」（6月 14 日（火曜日）） 

        議題：漁業地区・漁業集落、内水面漁業地域・内水面漁業集落について ほか  

 ・「第 12 回 WTO 閣僚会議」（6 月 12日（日曜日）） 

        議題：漁業補助金及び農業を含む複数の分野について  

   

  ※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月号の最新配信のご案内 

  aff（あふ）6月号では国産チーズが特集されています。第 2回の配信は 

「国産チーズを学ぼう」です。フレッシュタイプや白カビタイプなどのい 

ろいろなナチュラルチーズの特徴や、チーズが出来上がるまでの工程、保 

存方法などが解説されています。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 

 ※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 

    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） 
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     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。 


