
近畿農政局 滋賀県拠点 メールマガジン 

           〈令和 4年 7月 19 日（火曜日）vol.341〉 

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

～～～～～～ トピックス ～～～～～～ 

 

☆  滋賀県琵琶湖地域が世界農業遺産に認定されました！！ 

    国連食糧農業機関（FAO）により、滋賀県琵琶湖地域の「森・里・湖（うみ） 

に育まれる漁業と農業が織りなす琵琶湖システム」が、世界農業遺産に認定 

 されましたのでお知らせします。この滋賀県琵琶湖地域の農林水産業システ 

ムである琵琶湖システムは、平成 31年 2月に日本農業遺産に認定され、世界 

農業遺産への認定申請の後、この度、世界農業遺産として認定されました。 

 詳しくはこちらのプレスリリースからご覧ください。 

      https://www.maff.go.jp/j/press/nousin/kantai/220719.html  

 

☆  みどりの食料システム法のブロック説明会が開催されます 

    みどりの食料システム戦略を実現するための「みどりの食料システム法」が 

7月 1 日に施行されましたが、この法律に基づく制度の趣旨や仕組み、今後の 

進め方などについて、全国ブロック別説明会が開催されますのでお知らせしま 

す。地方自治体、JA、農林漁業者、食品事業者、小売事業者、機械・資材メー 

カー、消費者などの幅広い関係者の方を対象に、近畿ブロックでは 8月 2日 

（火曜日）の午後にキャンパスプラザ京都において、対面式及びオンライン方 

式により開催されます。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/kanbo/bio/220719.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! 

   新型コロナウイルス感染症の感染者数は、6月下旬を境に再び上昇傾向に転 

じ、7 月には BA.5 系統への置き換わり等による新規陽性者数の急速な増加が 

確認されています。このため、感染拡大の防止に向け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の徹底を再度お願い 

します。 

    なお、7 月 15日に基本的対処方針が変更され、イベント開催制限等に関す 

る留意事項についても見直しなどが行われましたが、詳細情報については内 

閣官房のウェブサイトの最新情報をご覧ください。 

    また、滋賀県では夏休み中の若者層を中心としたワクチン接種の促進のた 

め、「夏休みワクチン接種促進強化期間」（8月 15日（月曜日）まで）に取り 

組まれていますが、具体的な情報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） 

 

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

《 新着情報 》 

 

◇  こどもサマーセミナー「オンラインで食について学ぼう」が開催されます！ 

    近畿農政局により、こどもサマーセミナー「オンラインで食について学ぼ 
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う」が開催されますのでご案内します。このセミナーは、小学生とその保護 

者を対象に、8月 3日（水曜日）と 8月 4日（木曜日）に以下のプログラム 

によりオンライン方式で開催されます。 

    ・8月 3 日（水曜日） オンラインで学ぼう「食の安全」「食生活」のこと 

    ・8月 4 日（木曜日） 牛乳のひみつ ～もっと知っておいしく飲もう～  

+アイス作り 

   参加申込期限は 7月 27日（水曜日）まで。詳しい内容や参加申込方法など 

について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/220711.html   

 

  《「マフ塾」開催中！！》 

    なお、農林水産省により、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」が開かれていますので、こちらのウェブサイ 

トについても是非一度ご訪問ください。 

      https://www.maff.go.jp/j/kids/kodomo_kasumi/2022/index.html  

 

◇  「農山漁村振興交付金（情報通信環境整備対策）」の事業主体が募集され 

ています 

    ＩＣＴ（情報通信技術）を活用した農業農村インフラの管理の省力化・高 

度化や地域活性化、スマート農業の導入に必要な情報通信環境の整備に向け 

た支援事業である「農山漁村振興交付金（情報通信環境整備対策）」の事業主 

体が募集されていますのでお知らせします。事業主体として応募できるのは、 

県や市町、農業者団体（土地改良区、JA等）、地域協議会などの団体とされ 

ています。応募期限は 8月 26日（金曜日）までです。支援内容や応募方法、 

問い合わせ先など、詳しくはこちらに掲載されています「支援地区募集」資 

料などをご覧ください。 

      https://www.maff.go.jp/j/nousin/kouryu/jouhoutsuushin/jouhou_tsuushin.html#anka4   

    

◇  「林業イノベーション現場実装推進プログラム」が更新されました 

    林業現場への新技術の導入を加速化するための「林業イノベーション現場 

実装推進プログラム」が更新されましたのでお知らせします。更新後の同プ 

ログラムはこちらからご覧ください。 

      https://www.rinya.maff.go.jp/j/press/ken_sidou/220715.html    

 

◇  「ウナギの国際的資源保護・管理に係る第 15回非公式協議」結果が公表 

されました 

    水産庁から、日本、中国、韓国及びチャイニーズ・タイペイの 4者の共同 

発表により「ウナギの国際的資源保護・管理に係る第 15回非公式協議」の 

結果が公表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.jfa.maff.go.jp/j/press/sigen/env-inv/210727.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 59 回農業資材審議会飼料分科会及び第 41回同飼料安全部会」 

（7月 29日（金曜日）） 

        議題：遺伝子組換え飼料添加物の安全性確認について 

 ・「水産流通適正化法に係る説明会」（7月 29日（金曜日）） 

    議題：水産流通適正化制度について 

  ・「みどりの食料システム法に関するブロック別説明会」 

（7月 27日（水曜日）から 8 月 5日（金曜日）） 

   内容：みどりの食料システム法及び基本方針（案）について 
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   ※近畿ブロック 8月 2日（火曜日）キャンパスプラザ京都にて開催 

（対面とウェブ方式） 

    https://www.maff.go.jp/j/press/kanbo/bio/220719.html  

・「明治用水頭首工復旧対策検討委員会（第 3回）」（7月 26 日（火曜日）） 

        議題：これまでの調査結果及び漏水発生のメカニズム等 

  ・「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））※再掲 

        ※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） 

 ・「令和 4年度 植物検疫措置に関する国際基準案についての説明会」 

（7月 25日（月曜日）） 

        議題：.植物検疫措置に関する国際基準（ISPM）の策定プロセス 

  ・「第 6回農作業安全検討会」（7月 25 日（月曜日）） 

        議題：中間とりまとめを踏まえた進捗について  

 ・「食料・農業・農村政策審議会 農業農村振興整備部会技術小委員会（令 

和 4年度 第 1回）」（7月 22日（金曜日）） 

        議題：農業水利施設の機能保全の手引きの改定について ほか 

  ・「畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律」に関する農業者との意見 

交換会（7月 22日（金曜日）） 

        議題：規制改革実施計画を受けて畜舎特例法の対象に保管庫等を追加 

することについて ほか  

        

  ※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）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 2回の配 

信では全国に 46校ある水産高校がとりあげられ、水産高校での学びの内容な 

ど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 

・畜産統計（令和 4年 2月 1日現在） 

 ※乳用牛、肉用牛、豚、採卵鶏、ブロイラーの飼養戸数、飼養頭（羽）数など 

に関する統計  

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

 

（お詫びと訂正） 

    7月 4日（月曜日）vol.339トピックス欄の「マフ塾」記事の中で、オンラ 

インプログラム「マフ塾」（2022）のコンテンツ数を 37としていましたが、 

正しくは 29でしたので、お詫びして訂正いたします。 

 

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

《 日常的に活用できる各種情報・資料 》 
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○ 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） 
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   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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