
近畿農政局 滋賀県拠点 メールマガジン 

           〈令和 4年 7月 11 日（月曜日）vol.340〉 

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

～～～～～～ トピックス ～～～～～～ 

 

☆  主要病害虫の発生予察情報が発表されました 

    農林水産省から、全国の向こう 1か月の主要な病害虫の発生予察情報とし 

て、「令和 4年度病害虫発生予報第 4号」が発表されていますのでお知らせし 

ます。また、滋賀県内の情報として滋賀県病害虫防除所からは、7月 4日に 

病害虫発生予察注意報第 2号果樹カメムシ類、7月 6日に防除情報第 5号斑 

点米カメムシ類、7月 6日に防除情報第 6号斑点葉いもちなどが発表されて 

います。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/syouan/syokubo/220706.html （病害虫発生予報第 4号） 

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

 

 《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 （厚生労働省 

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） 

   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 》 

 

◇  農研機構による事業公募をお知らせします 

    国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構（農研機構）から、以 

下の 2つの事業が公募されていますのでお知らせします。詳しい事業内容や 

応募方法などは、農研機構ウェブサイトや説明動画をご覧ください。 

 

    ・「ペレット堆肥活用促進のための技術開発・実証」の公募 

      事業概要：ペレット堆肥の活用による広域的な耕畜連携を推進するため、 

原料堆肥を供給する畜産農家、ペレット化施設、耕種農家との 

間での効率的な製造・物流システムの構築や、ペレット堆肥の 

帰り荷として用いる敷料探索等、現場での技術開発・実証の公募。 

      公募期限：7 月 27 日(水曜日) 正午まで 

        https://www.naro.go.jp/project/research_activities/laboratory/naro/153846.html （農研機

構） 

        https://www.youtube.com/watch?v=oZKhALFPRXA&feature=youtu.be （公募説明動画） 
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    ・「スマート農業技術活用産地支援事業」の公募 

      取組内容：『スマート農業技術の導入を検討しているが、どのような技術の 

組み合わせが経営改善につながるのか分からない』、『既にスマー 

ト農業技術を導入しているが、面積拡大や収量増加につながって 

いない』。そんな悩み・課題を抱えている産地等が、スマート農 

業技術を活用し、成果を上げている「スマート農業実証プロジェ 

クト」の参加者たちの指導を受けて、その悩み・課題を解決する 

取組をサポート。 

      公募期限：7 月 27 日(水曜日) 正午まで 

        https://www.naro.go.jp/project/research_activities/laboratory/naro/153812.html （農研機

構） 

        https://www.youtube.com/watch?v=CTAkdPPQo-A （公募説明動画） 

  

◇  「雇用就農資金」（第 2回目）が募集されています 

    49 歳以下の就農希望者を新たに雇用する農業法人等に対して資金を助成す 

 る「雇用就農資金」第 2回目（令和 4年 10月事業開始分）が、事業実施主体 

の一般社団法人全国農業会議所（全国新規就農相談センター）から募集され 

ていますのでお知らせします。募集期限は 8月 9日（火曜日）までです。問 

合せや申請先は各県の農業会議となっています。詳しくは全国新規就農相談 

センターのウェブサイトをご覧ください。 

      https://www.be-farmer.jp/farmer/employment_fund/original/ （全国新規就農相談センター） 

    

◇  米に関するマンスリーレポート（7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 7 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、特集記事として令和 4年産水稲の主な作付県 

の生育状況（7月 1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/220708.html  

 

◇  ジェトロからの農林水産物・食品輸出商談会・セミナー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、農林水産物・食品輸出に 

関するなど商談会やセミナーなど、3件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。 

    ・（品目別セミナー）オーストラリア・菓子市場の現状と輸出のポイント 

      内容：7月 21日（木曜日）開催の菓子の輸出拡大を目指す事業者向けの「オ 

ーストラリアにおける菓子市場の現状と輸出のポイント」についのオ 

ンラインセミナー（ウェビナー）。申込締め切りは 7月 19日（火曜日） 

12 時 00分。 

        https://www.jetro.go.jp/events/afg/7c0f7d419787470b.html  

    ・商社マッチング（東京）and 有望現地小売チェーンとの商談会 

     内容：輸出を希望する事業者と食品輸出に携わる国内商社との対面式の商談 

会を 2022年 9月 12 日（月曜日）から 9月 13日（火曜日）に東京で開 

催。申込締め切りは 7月 26日（火曜） 12時 00 分。 

        https://www.jetro.go.jp/events/afb/c602910c7ac57660.html   

    ・オンライン商談事業 

     内容：オンラインによる商談会で、現在商談受付中のバイヤーは成都イトー 

      ヨーカ堂有限公司。申込期限は 7月 29日（金曜）12時 00分。 

        https://www.jetro.go.jp/events/afg/d12cb34a9cdb0036.html  
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◇  水出し緑茶の楽しみ方を募集しています 

    日本茶の消費拡大に向けて、暑い季節に合う水出し緑茶の楽しみ方を、事業者 

や生産者の方から募集されていますのでお知らせします。本年 4月からは、農林 

水産省と関係機関・事業者が連携して「毎日お茶のある暮らしキャンペーン」が 

取り組まれていますが、応募のあった水出し緑茶の楽しみ方などは、特設サイト 

で消費者の方に情報発信されます。今回の募集についての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/j/press/nousan/tokusan/220704.html （水出し緑茶の楽しみ方募集） 

      https://www.maff.go.jp/j/seisan/tokusan/cha/mainichi.html （毎日お茶のある暮らしキャンペ

ーン） 

 

◇  「第 6回はなやか KANSAI魅力アップアワード」募集予告をお知らせします 

    近畿経済産業局から、「第 6回はなやか KANSAI 魅力アップアワード」の募集予 

告についての情報提供がありましたのでお知らせします。このアワード（賞）は、 

外国人から見た関西圏の魅力向上につながる優れた取組を募集し、優良事例とさ 

れた取組は近畿管内の国の機関や関西の経済界、自治体などで構成される「はな 

やか KANSAI魅力アップフォーラム」において表彰されます。なお、応募の開始 

時期は 7月中下旬が予定されています。募集予告情報の詳細や過去の表彰はこち 

らに掲載されていますのでご覧ください。   

      https://www.kansai.meti.go.jp/3-1toukou/toukou_award_outline.html  

 

◇  令和 4年の農林水産物・食品の輸出額（5 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 5月分までの累計が公表されまし 

たのでお知らせします。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 5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 4,992 億円（＋12.0％）、 

          うち日本酒 185 億円（＋30％）、牛肉 179 億円（▲2％）、 

              米 26 億円（＋13％）、野菜・果実等 210 億円（＋5％） 

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

  

◆  審議会・検討会等の開催情報  （カッコ内の日付は開催日） 

 ・「農林水産政策研究所研究成果報告会 「コロナ禍における農泊とアフターコロ 

ナに向けた課題」」（7月 26日（火曜日）） 

        ※具体的な研究成果報告テーマや参加申込方法などはこちらまで 

     https://www.maff.go.jp/primaff/koho/seminar/2022/20220726.html （農林水産政策研究所） 

 ・「第 2回さかなの日推進委員会」（7月 14日（木曜日）） 

        議題：「さかなの日」の制定について ほか 

 ・「農林水産政策研究所特別研究会「豊かさの価値とは何か・SDGs の視点から」」 

（7月 13日（水曜日））再掲 

        ※具体的なプログラムや参加申込方法んどはこちらまで 

          https://www.maff.go.jp/primaff/koho/seminar/2022/20220713.html  （農林水産政策研究所） 

 ・「食料・農業・農村政策審議会家畜衛生部会 第 88回牛豚等疾病小委員会」 

（7月 11日（月曜日）） 

        議題：飼養豚への豚熱ワクチン接種について  

       

  ※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。 
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   https://www.maff.go.jp/j/pr/event/kaigi.release.html （会議の開催情報等）   

 

============================================================================== 

《お知らせ》 

 

○ 新規フォトレポートを掲載しました！（滋賀県拠点ウェブサイト） 

 ・インボイス制度学習会を開催（滋賀県農協青壮年部協議会） 

   http://www.maff.go.jp/kinki/tiiki/siga/index_2012.html 

 

○農林水産省ウェブマガジン aff（あふ）7月号を案内します 

  aff（あふ）7月号では「海ではたらく」が特集されています。第 1回の配 

信では「水産女子の活躍」がとりあげられ、釣りなどを入り口として地域活性 

化に取り組む水産女子の方や、鮮魚ドライバーをしながら副業で海女漁を行う 

水産女子の方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 

※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） 

     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）    
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    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。 
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