
近畿農政局 滋賀県拠点 メールマガジン 

           〈令和 2年 3月 23 日（月曜日）vol.220〉 

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

 

～～～～～～ トピックス ～～～～～～ 

 

☆ 「食べて応援学校給食キャンペーン」特設通販サイトの設置について 

  農林水産省は、学校給食用に納入予定であった食品の代替販路を確保するため、 

令和 2年 3月 16日（月曜日）から、「食べて応援学校給食キャンペーン」を開始し 

ました。 

    通販サイト「うまいもんドットコム」において、特設サイトを設け、学校給食の 

停止によるキャンセルで在庫となった食品・食材の消費者等とのマッチングを行い 

ます。 

    なお、農林水産省は、配送料の無料化などを支援します。 

      https://www.umai-mon.com/user/collection/1100 （うまいもんドットコム） 

   https://www.maff.go.jp/j/press/shokusan/ryutu/200316.html （プレスリリース）    

 

☆ 食料・農業・農村基本計画（案）について 

  令和 2年 3月 19日（木曜日）開催の「食料・農業・農村政策審議会企画部会」に 

おいて、次期の食料・農業・農村基本計画(案)や令和元年度食料・農業・農村白書 

骨子（案）が示されました。 

  企画部会で配布された資料は以下のアドレスに掲載されています。 

   ＜掲載資料＞ 

        次期食料・農業・農村基本計画(案)、食料自給率目標と食料自給力指標について 

        農林水産物・食品の輸出、農地の見通しと確保、農業構造の展望、 

農業経営の展望について 

        令和元年度食料・農業・農村白書骨子(案) 

   https://www.maff.go.jp/j/council/seisaku/kikaku/bukai/kikaku_0319.html   

 

☆ 「食料・農業・農村政策審議会 畜産部会（令和元年度第 12回）」の開催 

及び一般傍聴について 

  農林水産省は、令和 2年 3月 24日（火曜日）に、農林水産省第 2特別会議室におい 

て、「食料・農業・農村政策審議会 畜産部会（令和元年度第 12回）」を開催します。 

    議題：「酪農及び肉用牛生産の近代化を図るための基本方針」に関する意見交換 

     https://www.maff.go.jp/j/press/seisan/c_kikaku/200318.html  

 

☆ 平成 30年市町村別農業産出額（推計）について 

  農林水産省は、平成 30年市町村別農業産出額（推計）を公表しました。 

  この市町村別農業産出額は、農林業センサス結果等を活用した推計結果です。 

    https://www.maff.go.jp/j/tokei/kouhyou/sityoson_sansyutu/index.html   

 

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

 

《 新着情報 》 

 

◇ 「令和 2年産水稲の 10a 当たり平年収量」について 

  農林水産省は、令和 2年産水稲の全国農業地域別・都道府県別 10a当たり平年 

収量を決定しました。 



       ＜10a平年収量＞（ ）内は前年産との差 

          1.7mm基準ベース    農家使用ふるい目ベース             

        滋賀   518kg (0)           483kg（+1）※1.9mm ふるい目 

         全国   535kg（+2）        512kg（+1）※都道府県毎にふるい目幅を設定 

   https://www.maff.go.jp/j/press/tokei/seiryu/200317.html  

 

◇ 「農林水産省環境政策の基本方針」の公表について 

  農林水産省は、SDGs 時代にふさわしい、農林水産業・食品産業における環境政 

策の方向性を取りまとめた、「農林水産省環境政策の基本方針」を策定しました。 

   https://www.maff.go.jp/j/press/kanbo/kankyo/200316.html  

 

◇ 実質化された人・農地プランと連携する各種補助事業等（令和 2年度） 

一覧の HP掲載について 

  農林水産省は、実質化された人・農地プランと連携する各種補助事業等（令和 

2年度）一覧を HPに掲載しました。 

   https://www.maff.go.jp/j/keiei/koukai/hito_nouchi_plan.html  

 

◇ 農林水産省共通申請サービス（通称：eMAFF）の運用の開始について 

  農林水産省は、所管法令に基づく申請や補助金・交付金について、農林水産省 

共通申請サービス（通称：eMAFF）を整備し、令和 2年 4月から一部の手続でオン 

ライン申請の受付を開始します。  

  令和 2年度の対象手続：認定農業者制度（うち国認定・都道府県認定のみ） 

  ※令和 3年度から本格稼働。 

     https://www.maff.go.jp/j/press/kanbo/joho/200318.html  

      

◇ 『「デジタル地図」を活用した農地情報の管理に関する検討会』取りま 

とめについて   

農林水産省は、農地情報の一元的な収集・管理方法やその効果的な活用方法に 

ついて検討を行った、「「デジタル地図」を活用した農地情報の管理に関する検討 

会」の結果の取りまとめを公表しました。 

   https://www.maff.go.jp/j/press/kanbo/kihyo01/200317.html    

 

◇ フィリピンからの家きん肉等の一時輸入停止措置について 

  農林水産省は、フィリピンのうずら農場で高病原性鳥インフルエンザ（H5N6 亜 

型）の発生が確認されたことから、令和 2年 3月 16日（月曜日）に、フィリピン 

からの家きん肉等の一時輸入停止を措置しました。 

   https://www.maff.go.jp/j/press/syouan/douei/200316_4.html     

 

◇ 米国ノースカロライナ州からの生きた家きん、家きん肉等の一時輸入 

停止措置について 

  農林水産省は、米国ノースカロライナ州の七面鳥農場において低病原性鳥インフ 

ルエンザ（H7 亜型）の発生が確認されたことから、令和 2 年 3月 17 日（火曜日）に、 

同州からの生きた家きん、家きん肉等の一時輸入停止を措置しました。 

    https://www.maff.go.jp/j/press/syouan/douei/200317.html     

 

◇ 米国サウスカロライナ州からの生きた家きん、家きん肉等の一時輸入 

停止措置について 

  農林水産省は、米国サウスカロライナ州の七面鳥農場において低病原性鳥インフ 

ルエンザ（H7 亜型）の発生が確認されたことから、令和 2 年 3月 19 日（木曜日）に、 

同州からの生きた家きん、家きん肉等の一時輸入停止を措置しました。 



    https://www.maff.go.jp/j/press/syouan/douei/200319.html  

     

◇ 平成 30年度の公共建築物の木造率について 

  農林水産省は、平成 30年度の公共建築物の木造率を公表しました。 

     https://www.rinya.maff.go.jp/j/press/riyou/200318_4.html      

 

◆ 意見・情報の募集（パブリックコメント）など 

 ・遺伝子組換え農作物の第一種使用等に関する審査結果についての意見・情報の募集 

   提出期限 令和 2年 3月 25日（水曜日）（必着） 

   https://www.maff.go.jp/j/press/syouan/nouan/200225.html  

 

◆ 審議会・検討会等の開催情報 （カッコ内の日付は開催日） 

  ・「食料・農業・農村政策審議会果樹・有機部会（第 7回有機関係）」（2.3.18（水）※開催済） 

    議題：有機農業の推進に関する基本的な方針（案）について 

   https://www.maff.go.jp/j/press/seisan/kankyo/200317.html  

 ・食料・農業・農村政策審議会果樹・有機部会（第 4回果樹関係）（2.3.18（水））※開催済 

    議題：果樹農業振興基本方針（本文案）について 

   https://www.maff.go.jp/j/press/seisan/engei/200317.html    

 ・「新型コロナウイルスに関する農林水産省対策本部」（第 9回会合（2.3.19（木））※開催済 

    内容：新型コロナウイルス感染症への対応 

   https://www.maff.go.jp/j/press/kanbo/bunsyo/saigai/200319.html  

           

 ※開催済みのものも含めて、開催情報として掲載しています。 

 

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

 

《お知らせ》 

 

○  国産農林水産物の消費促進運動について  

農林水産省では、新型コロナウイルスの影響による農産物の価格低下や需要減少対 

策として、野菜や国産牛肉、牛乳乳製品、花きの消費促進運動を行っています。 

    また、令和 2年 3月 17日（火曜日）から、国産農林水産物の消費拡大のため、 

「国産食材モリモリキャンペーン」を開始しました。 

     https://www.facebook.com/maff.shokusan/ （モリモリキャンペーン（食料産業局 Facebook）） 

   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/kinki/seisaku/seisan/tikusan/syouhikakudai/MILK.html （牛乳乳製品

の消費拡大） 

    https://www.maff.go.jp/j/press/seisan/kaki/200306.html （花いっぱいプロジェクト） 

 

○ 近畿農政局「消費者の部屋」4～5月展示『動物検疫制度をご存知です 

か？』について 

    近畿農政局は、『動物検疫制度をご存知ですか？  ～家畜伝染病の国内侵入を防止す 

るために～』をテーマに「消費者の部屋」の特別展示を行います。 

   展示期間：令和 2年 4月 1日（水曜日）～5月 12 日（火曜日） 8時 30分～17 時  

        （土・日、祝日を除く。初日は 13時から、最終日は正午まで。） 

     展示場所： 近畿農政局 1階消費者の部屋「特別展示コーナー」 

    https://www.maff.go.jp/kinki/press/syouhi/seikatu/200318.html  

 

○ 統計情報 

  ※今号では、トピックス欄や新着情報欄に掲載しています。 



        

○ 近畿管内で開催される催し 

   ＜お知らせ＞ 

   令和 2年 3月 24日（火曜日）開催予定の、肥料制度の見直しに関する説明会（近 

畿ブロック会場）は、諸般の事情により開催延期となりました。 

      https://www.maff.go.jp/j/syouan/nouan/kome/k_hiryo/seminar0116.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関係情報 

  ・新型コロナウイルス感染症について（農林水産省 HP） 

   https://www.maff.go.jp/j/saigai/n_coronavirus/index.html  

  ・新型コロナウイルス感染症緊急対応策－第２弾－（資金繰り支援策） 

     https://www.maff.go.jp/j/saigai/n_coronavirus/attach/pdf/index-7.pdf  

  ・新型コロナウイルス感染症で影響を受ける食品事業者の皆様へ 

      https://www.maff.go.jp/j/shokusan/saigai_r2-march.html  

  ・新型コロナウイルス感染発生時の対応・事業継続ガイドライン 

   https://www.maff.go.jp/j/saigai/n_coronavirus/ncv_guideline.html  

 ・新型コロナウイルス感染症に係る相談窓ロ 

   https://www.maff.go.jp/j/saigai/n_coronavirus/index.html#c06  

 

○ 予算など重要情報 

 ・令和 2年度農林水産予算概算決定の概要 

    https://www.maff.go.jp/j/budget/r2kettei.html     

 ・令和 2年度税制改正の大綱における農林水産関係事項 

    https://www.maff.go.jp/j/press/keiei/tyosei/191220.html    

 ・令和元年度農林水産関係補正予算の概要 

   http://www.maff.go.jp/j/budget/r1hosei.html  

 ・白書情報 

     http://www.maff.go.jp/j/wpaper/index.html 

 ・TPP、日 EU・EPA、日米貿易協定情報 

     http://www.maff.go.jp/j/kokusai/index.html 

 ・家畜衛生、家畜の感染症に関する情報  （随時情報更新） 

      http://www.maff.go.jp/j/syouan/douei/csf/index.html （CSF（豚コレラ））  

   http://www.maff.go.jp/j/syouan/douei/tori/index.html （鳥インフルエンザ）   

     http://www.maff.go.jp/j/syouan/douei/asf.html （ASF（アフリカ豚コレラ））  

      http://www.maff.go.jp/j/syouan/douei/katiku_yobo/k_fmd/index.html#kan （口蹄疫） 

  

○ 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 

 ・棚田地域の振興について 

   http://www.maff.go.jp/j/nousin/tanada/tanada.html  

 ・農業用ドローンの普及拡大に向けた官民協議会 



   http://www.maff.go.jp/j/kanbo/smart/drone.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 

 ・つながる農業技術サイト（農業現場のニーズに応える技術の導入） 

    http://www.maff.go.jp/j/kanbo/needs/need.html    

 ・まるみえアグリ（農林水産「見える化」シリーズ）（アグミル・agreach・アグリサーチャー） 

      http://www.maff.go.jp/j/kanbo/nougyo_kyousou_ryoku/marumie/ 

  ・収入保険について 

      http://nosai-zenkokuren.or.jp/insurance.html （NOSAI 全国連 HP） 

     http://www.nosai-shiga.or.jp/ （NOSAI 滋賀 HP） 

    http://www.maff.go.jp/j/keiei/nogyohoken/syunyuhoken/index.html （農水省 HP） 

  ・農地の区画情報（筆ポリゴン）  

     http://www.maff.go.jp/j/tokei/porigon/index.html 

 ・農業技術総合ポータルサイト 

     http://www.maff.go.jp/j/kanbo/kihyo03/gityo/gijutsu_portal/top.html  

 ・ビジネスチャンスナビ 2020（受発注取引のマッチングサイト） 

    https://www.sekai2020.tokyo/bcn/  （ビジネスチャンス・ナビ 2020 運営事務局 HP） 

 ・農業分野における外国人の受入れについて 

    http://www.maff.go.jp/j/keiei/foreigner/index.html  

 ・あふてらす 農林漁業はじめるサイト（農林水産業等を開始したい人・興味ある人向けサイト） 

    http://www.maff.go.jp/j/aff_terrace/index.html   

 ・輸出に関する証明書検索システム 

    https://yute-kensaku.maff.go.jp/  

  ★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/  

 ★農林水産省経営局公式 Facebook ページ「農水省・農業経営者ネット」 

      http://www.maff.go.jp/j/kobetu_ninaite/n_hyousyou/hyousyou_facebook.html 

  （参考）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 

 ・農業基本データ（毎月更新） 

      http://www.maff.go.jp/j/tokei/sihyo/index.html 

 ・市町村別農業産出額（推計） 

    https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?page=1&layout=datalist&lid=000001203905  

 ・部門別・詳細品目別の市町村別農業産出額及びその順位（検索データベース） 

    http://www.maff.go.jp/j/tokei/kouhyou/sityoson_sansyutu/index.html#d  

 ・地域の農業を見て・知って・活かす DB 

     http://www.maff.go.jp/j/tokei/census/shuraku_data/index.html 

 

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

 

《 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/271224_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。 

    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。 

 


