
近畿農政局 滋賀県拠点 メールマガジン 

           〈令和 4年 8月 8 日（月曜日）vol.344〉 

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

～～～～～～ トピックス ～～～～～～ 

 

☆  令和 3年度食料自給率・食料自給力指標が公表されました 

    農林水産省から、令和 3年度の食料自給率と食料自給力指標が公表されま 

したのでお知らせします。今回の公表により、令和 3年度のカロリーベース 

 と生産額ベースの食料自給率は以下の通りとなりました。 

   ・カロリーベースの食料自給率 38％（令和 2年度 37％） 

      ※小麦、大豆の作付面積、単収の増加、米の外食需要の回復などが要因。 

    ・生産額ベースの食料自給率 63％（令和 2年度 67％） 

      ※畜産物の飼料輸入額や油脂類・でん粉等の原料輸入額の増加、肉類や 

魚介類の輸入単価の上昇、米や野菜の国産単価の低下などが要因。 

    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/anpo/220805.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、BA.5 系統への置き換わり等に 

よる多数の新規陽性者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お願いします。 

   なお、各事業者へは、職場等において療養開始時に発熱外来での検査を 

求めないことなどの要請が行われています。 

  新型コロナウイルス感染症についての詳細情報については内閣官房のウェ 

 ブサイト等をご覧ください。 

   また、滋賀県では、現在、夏休み中の若者層を中心としたワクチン接種 

の促進に取り組まれていますが、滋賀県内の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://www.kantei.go.jp/jp/singi/novel_coronavirus/taisaku_honbu.html （内閣官房ウェブサ

イト） 

      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 》 

 

◇  ノウフク・アワード 2022 の募集が始まりました！ 

    農福連携に取り組んでいる優れた事例をノウフク・アワードとして表彰し、 

他地域への普及を推進していくことを目的に、「ノウフク・アワード 2022」 

の募集が開始されましたのでお知らせします。この表彰は、農林水産省と関 

係団体等が設立している「農福連携等応援コンソーシアム」の主催により行 

われます。募集期限は 10月 3日（月曜日）までです。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/nousin/kouryu/220802.html  
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◇  肥料価格高騰対策事業関係情報がウェブサイトに掲載されました 

    肥料価格高騰対策事業関係の情報が農林水産省のウェブサイトに掲載され 

ましたのでお知らせします。この事業の概要の説明動画や農業者向けのパン 

フレットなどについても掲載されています。詳しくはこちらをご覧ください。 

      https://www.maff.go.jp/j/seisan/sien/sizai/s_hiryo/220729.html  

 

◇  食に関する Web セミナー（第 2回）が開催されます 

    近畿農政局により、9月 6日（火曜日）の午後に、令和 4 年度食に関する 

Webセミナー（第 2回）が開催されますのでお知らせします。今回のセミナ 

ーでは、農林水産省消費・安全局の担当者から「有機 JAS制度における食品 

表示と監視」と題した説明などが行われます。詳しい開催内容や参加申込方 

法などはこちらをご覧ください。 

      https://www.maff.go.jp/kinki/press/syouhi/seikatu/220805.html  

    

◇  6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 6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 6月には、農作業中の死傷事故は 40件報告され、う 

ち農業機械作業中のものが 27件報告されています。また、死亡事故ではト 

ラクターを含む農業機械の転落・転倒によるものが 9件発生しています。 

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 

に向けた取組をお願いします。6月の農作業死傷事故の発生状況や 8 月に多 

 い草刈りによる事故の防止対策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/seisan/sien/sizai/s_kikaika/anzen/jikojoho.html     

 

◇  2022 年 1-6 月（上半期）の農林水産物・食品の輸出実績が公表されました 

    「2022 年 1-6月（上半期）の農林水産物・食品の輸出実績」が取りまとめ 

られましたのでお知らせします。2022 年上半期の農林水産物・食品の輸出額 

は、6,525 億円となり、前年同期と比べて 13.1%増加しています。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。 

    ＜2022 年 1-6月（上半期）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 6,525 億円（＋13.1％）、 

うち日本酒 234 億円（＋34％）、牛肉 214 億円（▲5％）、 

米 32 億円（＋19％）、野菜・果実等 248 億円（＋8％）、 

緑茶 103億円（＋7％） 

      https://www.maff.go.jp/j/press/yusyutu_kokusai/kikaku/220805.html    

  

◇  農林水産物・食品の輸出商談会（ジェトロ）をご案内します   

    ジェトロから農林水産物・食品の輸出商談会の情報提供が 2件ありました 

のでお知らせします。 

    ・「2022年度農林水産・食品分野常時オンライン商談事業」 

       日本産農林水産物・食品を取り扱う企業、農業法人、生産者団体等を 

   対象としたオンライン商談会です。この商談会は随時開催されています。 

参加申込方法や開催期限など、詳しい情報はジェトロのウェブサイトに 

掲載されていますのでご覧ください。 

      https://www.jetro.go.jp/events/azfg/d12cb34a9cdb0036.html  

    ・「ジェトロ 10月食品輸出オンライン商談会（健康志向食品、菓子、茶、 

調味料、麺類）」 
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       健康志向食品、菓子、茶、調味料、麺類の輸入に強い関心を持つバイ 

ヤーとのオンライン商談会です。10 月 31日（月曜日）から 11月 4日 

（金曜日）（11月 3日（木曜日）は除く）に開催予定。参加申込締切日 

は 8月 17日（水曜日）12時まで。詳しくはこちらをご覧ください。 

      https://www.jetro.go.jp/events/afb/386c96b0158bbd62.html  

   

◇  米に関するマンスリーレポート（8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 8 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、この 7月に公表された米の基本指針の 

ポイントや令和 4年産米等の作付意向（6月末時点）などが特集記事として 

とりあげられています。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/220805.html  

 

◇  「2023 年ドーハ国際園芸博覧会」への公式参加が決定されました 

    カタール国のドーハで開催される「2023 年ドーハ国際園芸博覧会」につ 

いて、我が国の公式参加が閣議了解されましたのでお知らせします。この博 

覧会への出展を通じて、花きの輸出拡大やいけばな等の文化の海外展開など 

が進められます。詳しくはこちらをご覧ください。 

      https://www.maff.go.jp/j/press/nousan/kaki/220805_5.html   

    

◆  審議会・検討会等の開催情報  （カッコ内の日付は開催日） 

  ・「農村 RMO推進研究会（第 1回）」（9月 5日（月曜日）） 

        議題：農村 RMOに関する説明。農村 RMOへの期待について。発表団体を 

交えたパネルディスカッション。 

          https://www.maff.go.jp/j/press/nousin/tiiki/220805.html  

 ・「「野菜の日（8月 31日）」Webシンポジウムもっと野菜を食べよう！～若い世 

代の摂取量を増やすために～」（8月 31日（水曜日）） 

        内容：基調講演「日本人の野菜摂取量の現状と課題」。対談「工藤 阿須 

加が語る 農業を通じて感じること」。パネルディスカッション 

「若い世代の野菜摂取量を増やすために」。 

          https://www.maff.go.jp/j/press/nousan/ryutu/220801.html  

 ・「水産流通適正化法に係る説明会」（8月 19日（金曜日）） 

        議題：水産流通適正化制度について  

 ・「農業資材審議会農薬分科会農薬蜜蜂影響評価部会（第 5回）」（8月 5日（金曜日）） 

        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（ジクロロメゾチアズ及びジメスルファゼット）ほか  

 ・「第 17 回拡大豚熱疫学調査チーム検討会」（8 月 3日（水曜日）） 

        議題：疫学調査を踏まえた発生予防対策（提言） 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》 
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○ 新たな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） 

 ・豊かで安全な食生活を未来へ橋渡し（株式会社晴れやかファーム（東近江市）） 

  ・地域の甘～い特産品「モリヤマメロン」（JAレーク滋賀モリヤマメロン部会 

  （守山市）） 

   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）8月号を案内します 

  aff（あふ）8月号ではトマトが特集されています。第 1 回の配信では「ト 

マトまるごと まるわかり！」と題して、トマトの種類や歴史などが紹介され 

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 

  ※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）    

    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 
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      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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