近畿農政局

滋賀県拠点

メールマガジン

〈令和 4 年 7 月 4 日（月曜日）vol.339〉
------------------------------------------------------------------------------～～～～～～ トピックス ～～～～～～
☆

夏休みに農・林・水を学べる「マフ塾」特設サイトが公開されました！
夏休みに小学生から大人まで、食や農林水産業について楽しく学べる
「マフ塾」が農林水産省のウェブサイトに開設されましたのでご案内します。
今年度の「こども霞が関見学デー」の一環として、以下の内容で食や農林水
産業に関する多くの情報が提供されています。
・オンラインプログラム「マフ塾」（2022）
「醤油はどうやって作られているの？～お家で体験～」など 37 のコン
テンツ。8 月 31 日まで（水曜日）開設。
・会場参加プログラム（ワークショップ）
「さかなクンのおさかな教室」など 7 つのコンテンツ。農林水産省の
建物内の会場で 8 月 3 日（水曜日）、4 日（木曜日）に開催。会場参加
は事前申込が必要（約 100 組）。ライブ配信され、こちらはどなたでも
視聴できます。
・マフ塾ドリル
食や農林水産業にまつわる全 16 問の問題集
また、このほか食品企業の仕事を見学・体験できる「FCP 夏休みこどもペー
ジ」なども開設されていますので、是非ご覧ください。
https://www.maff.go.jp/j/press/kanbo/koho/220701.html

☆

【近畿農政局】学生おべんとうコンクール 2022 への応募作品を募集し
ています！
若い世代の学生（高校生や大学生、専門学校生など）が、環境にやさしい
持続可能な消費行動につながることを目的に、『「お弁当で SDGs！」近畿の有
機食材でお弁当をつくろう』をテーマに、「【近畿農政局】学生おべんとうコ
ンクール 2022」への応募作品が募集されていますのでお知らせします。
応募された作品は、近畿農政局のウェブサイトに掲載されるとともに、ウ
ェブサイト閲覧者による応募作品の人気投票や表彰も実施されます。応募対
象や応募方法など、詳しい内容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/kinki/press/syouhi/seikatu/220630.html

《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。
なお、夏場については、熱中症予防の観点から、屋外でマスクの必要のな
い場面では、マスクを外すことが推奨されています。
具体的な感染対策の内容などは、厚生労働省や内閣官房のウェブサイトを
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://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kansentaisaku_00001.html
マスクの着用）
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）

（厚生労働省

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 2 年度の農薬事故及び被害の発生状況が公表されました
令和 2 年度の農薬の使用に伴う事故及び被害の発生状況が公表されました
のでお知らせします。
＜事故・被害のうち主な発生理由＞
・ペットボトル等への移し替えによる本人又は家族の誤飲（8 件）
・土壌くん蒸剤（クロルピクリン剤）の漏洩による事故等
（対人事故 4 件、農作物被害 3 件）
・不十分な防護装備（マスク等）による散布者の事故（2 件）
・不十分な飛散防止対策等による農作物被害（8 件）
・河川や水路等への流出・廃棄による魚類のへい死（9 件）
詳しくはこちらに掲載されていますのでご覧ください。また、6 月 1 日か
ら 8 月 31 日までを期間とした「令和 4 年度 農薬危害防止運動」が展開され
ています。引き続き、農薬による事故や被害の発生防止に向けた取組をお願
いします。
https://www.maff.go.jp/j/press/syouan/nouyaku/220627.html （農薬事故等の発生状況）
https://www.maff.go.jp/j/nouyaku/n_tekisei/ （農薬の適正な使用）

◇

バイオ炭の農地施用が J-クレジット制度で認証を受けました！
J-クレジット制度は、省エネ設備の導入や再生可能エネルギーの利用によ
る CO2 等の排出削減量や、適切な森林管理による CO2 等の吸収量を「クレジ
ット」として国が認証する制度です。このＪ－クレジット制度において、こ
の度、バイオ炭の農地施用による CO2 削減事業（一般社団法人日本クルベジ
協会によるプロジェクト）が、J－クレジット制度認証委員会でクレジット認
証を受けましたのでお知らせします。バイオ炭は、土壌への炭素貯留効果と
土壌の透水性改善効果が認められている土壌改良資材です。また、このクレ
ジット認証を活用して、クレジットを温室効果ガス排出企業等に売却すること
で、売却益を得ることもできます。今回のクレジット認証やＪ－クレジット制
度の内容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/kanbo/b_kankyo/220630.html

◇

「和ごはん・食育セミナー」が開催されます
農林水産省近畿農政局及び大阪ガスネットワーク（株）の主催により、7 月
26 日（火曜日）にウェブ方式により、「和ごはん・食育セミナー」が開催され
ますのでお知らせします。食育や和食文化に関する講演や取組事例の紹介など
が予定されています。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/kinki/keiei/tiiki_syokuhin/wasyoku/wagohansemina.html

◇

バイオマス産業都市構想の提案募集が行われています
農林水産省、経済産業省、環境省などの関係 7 府省により、木質、食品廃棄
物、下水汚泥、家畜排せつ物などのバイオマスを活用した令和 4 年度のバイオ
マス産業都市構想の提案が募集されていますのでお知らせします。募集期限は
9 月 9 日（金曜日）17 時（必着）までです。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/press/kanbo/bio_g/220628.html

◇

野菜の生育状況及び価格見通し（令和 4 年 7 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 7 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、はくさい、ほうれんそう、ピーマン、ばれい
しょの安値傾向と、だいこん、青ねぎ、たまねぎの高値傾向が見込まれていま
す。詳しい情報はこちらに掲載されていますのでご覧ください。
また、野菜の消費拡大などに向けたウェブページも是非ご覧ください。
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/220629.html （東京都中央卸売市場）
https://www.maff.go.jp/j/seisan/ryutu/yasai/2ibent.html （野菜を食べようプロジェクト）
https://www.maff.go.jp/j/seisan/ryutu/engei/IYFV2021/IYFV2021_menu/recipe.html （「国際果
実野菜年 2021」おすすめレシピ）
◇

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 5 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 5 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 290.5 万トン(99％)、契約数量 266.9 万トン (104％)、
販売数量 155.4 万トン(100％)、民間在庫数量 204 万トン(103％)
滋賀の集荷数量 5.83 万トン(90％)、契約数量 5.48 万トン(83％)、
販売数量 3.45 万トン(81％)、民間在庫数量 3.63 万トン(105％)
（うるち米（醸造用玄米を含む）
https://www.maff.go.jp/j/press/nousan/kikaku/220628.html

◇

ジェトロからの食品輸出オンライン商談会情報をお知らせします
ジェトロ（独立行政法人日本貿易振興機構）から、8 月 1 日～10 月 31 日の期
間に、PPIH グループ(株式会社パン・パシフィック・インターナショナルホール
ディングス）の海外店舗向けの食品輸出オンライン商談会を複数回開催すると
の情報提供がありましたのでお知らせします。応募条件や申込方法など詳しく
はジェトロのウェブサイトをご覧ください。
https://www.jetro.go.jp/events/afg/e878ee864d843f52.html （ジェトロ）

◇

英国が日本産食品の輸入規制を撤廃しました (東日本大震災関連)
東京電力福島第一原子力発電所での事故の発生から続いていた、英国による日
本産食品に対する放射性物質輸入規制が、6 月 29 日（水曜日）に撤廃されました
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/yusyutu_kokusai/chiiki/220629.html

◆

審議会・検討会等の開催情報 （カッコ内の日付は開催日）
・「水産流通適正化法に係る説明会」（7 月 22 日（金曜日））
議題：水産流通適正化制度について
https://www.jfa.maff.go.jp/j/press/kakou/220701.html
・「令和 4 年度（第 61 回）優秀農林水産業者に係るシンポジウム（東日本大震災
からの復興と 6 次産業化の取組）」（7 月 6 日（水曜日））
内容：選賞審査報告、業績発表、パネルディスカッション

※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》
○

滋賀県拠点ウェブサイトへのフォトレポートの掲載について
・家族で楽しむ農業をめざして（町田さらだぼうる 町田香織さん（東近江市））
・厳しい時だからこそ原点回帰～高品質の肉牛生産を目指す～（有限会社古株
牧場 古株治明さん（竜王町））
・近畿地域未来につながる持続可能な農業推進コンクールの授与式を行いまし
た（滋賀県立湖南農業高等学校（草津市））
http://www.maff.go.jp/kinki/tiiki/siga/index_2012.html

○

統計公表情報
・令和 3 年産花きの作付（収穫）面積及び出荷量
https://www.maff.go.jp/j/tokei/kouhyou/sakumotu/sakkyou_kaki/index.html#y
・令和 3 年特用林産物生産統計調査結果
https://www.maff.go.jp/j/tokei/kouhyou/tokuyo_rinsan/index.html#y
・令和 2 年産地域特産野菜生産状況調査結果
https://www.maff.go.jp/j/tokei/kouhyou/tokusan_yasai/index.html#r
・令和 3 年産麦類生産費（個別経営）
・令和 3 年産小麦生産費（組織法人経営）
・令和 3 年産なたね生産費
https://www.maff.go.jp/j/tokei/kouhyou/noukei/seisanhi_nousan/index.html#y2 （上記 3 生産
費共通）
・令和 4 年農業構造動態調査結果（令和 4 年 2 月 1 日現在）
https://www.maff.go.jp/j/tokei/kouhyou/noukou/index.html#y
・令和 3 年度食品製造業における HACCP に沿った衛生管理の導入状況実態調査結果
https://www.maff.go.jp/j/tokei/kouhyou/syokuhin_doukou2/index.html#r
・近畿農林水産統計年報（令和 2～3 年）
https://www.maff.go.jp/kinki/toukei/toukeikikaku/nenpou/mokuzi_2021.html
・令和 4 年産水稲の作柄表示地帯別 10a 当たり平年収量について
＜全国＞
https://www.maff.go.jp/j/press/tokei/seiryu/220629.html
------------------------------------------------------------------------------《 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）
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。

