
近畿農政局 滋賀県拠点 メールマガジン 

           〈令和 2年 7月 27 日（月曜日）vol.238〉 

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

 

～～～～～～ トピックス ～～～～～～ 

 

☆ 「Go To Eat キャンペーン事業」について 

  新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、大きな影響を受けている飲食店 

と食材を供給する農林漁業者を応援する「Go To Eat キャンペーン事業」が実施 

されます。 

  この事業は、 

   ・登録飲食店で使えるプレミアム付食事券（25％のプレミアム上乗せ）の 

発行 

     ※発行事業者は都道府県、政令指定都市、及び特別区単位で公募 

   ・オンライン飲食予約サイト経由の飲食者に次回以降の予約飲食で使用で 

きるポイントの付与 

（昼食時間帯 500 ポイント/人、夕食時間帯（15:00～）1,000 ポイント/人） 

  などで構成されています。  

    ※飲食店は業界ガイドラインに基づく感染予防対策に取組むことが参加条件。 

 

  食事券発行事業者やオンライン飲食予約サイト事業者などの公募（7/21～8/7）後、 

農林水産省との間で委託契約を締結し、そののち、 

   ・食事券の発行は準備が整った地域から順次実施 

   ・オンライン飲食予約のポイント付与は、状況を見て開始時期を検討 

  されます。 

    詳しくは、農林水産省の Webページをご覧ください。 

     https://www.maff.go.jp/j/shokusan/gaisyoku/hoseigoto.html  

     

☆ 家賃支援給付金に関するリーフレットの掲載について 

  経済産業省が所管する家賃支援給付金は、本年 5月の緊急事態宣言の延長等に 

より、売上の減少に直面する事業者の事業継続を下支えするため、地代・家賃（賃 

料）の負担を軽減するため支給されるものですが、個人・法人を問わず農林漁業者 

の方も広く対象となる制度です。 

  この家賃支援給付金について、この度、農林水産省の Web サイトにページが設 

けられ、リーフレット等が掲載されましたのでお知らせします。 

  （農地等を賃借している場合の「農地等に係る賃貸借契約の家賃支援給付金の 

審査実務における取扱いについて」のガイドラインも掲載されています。） 

  ※詳細については、以下の Web ページをご覧ください。 

また、ご相談はコールセンターまでお電話ください。 

   ＜リーフレット等＞ 農林水産省 Web ページ 

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

 ＜制度の詳細＞ 経済産業省 Web ページ 

       https://www.meti.go.jp/covid-19/yachin-kyufu/index.html  

＜手続き等＞ 家賃支援給付金事務局 Web ページ 

      https://yachin-shien.go.jp/  

     ＜家賃支援給付金コールセンター＞ 

 0120-653-930（平日・土日祝日 8:30～19:00）  
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====================================================================================== 

 

《 新着情報 》 

 

◇ 「第 5回 食育活動表彰」の応募者募集について 

  農林水産省では、食育を推進している優れた取組を募集しています。この食育活 

動表彰は、ボランティア部門と教育関係者・事業者部門の 2部門に分かれて、個人 

や団体、事業者などが行う優れた食育推進活動を表彰し、食育をさらに広げていく 

ことを目的に実施されます。応募期限は本年 10月 30日（金）まで（必着）です。 

詳細及び応募方法等についてはこちらの Webページをご覧ください。 

   http://www.maff.go.jp/j/press/syouan/hyoji/200721.html （プレスリリース） 

   https://www.maff.go.jp/j/syokuiku/hyousyo/5th/boshu.html （食育活動表彰 Web ページ） 

 

◇ 棚田カード第 2 弾を公表  

    棚田カード第 2弾が公表されました。この棚田カードは、農林水産省が都道府県 

の担当者とともに立ち上げた棚田カードプロジェクトチームにより、棚田訪問のき 

っかけづくりを目的として作成された全国の棚田情報です。 

  今回の第 2弾の公表により、あわせて 31府県 108 地区の棚田カードが作成され 

ました（滋賀県からは高島市畑の棚田を掲載）。詳しくはこちらの Webページまで。 

      http://www.maff.go.jp/j/press/nousin/nihon/200720.html （プレスリリース） 

   https://www.maff.go.jp/j/nousin/tanada/tanadani-koi.html （「棚田に恋」 農林水産省 Web ペ

ージ） 

    なお、棚田地域の振興についての全体情報はこちらの Web ページをご覧ください。 

     http://www.maff.go.jp/j/nousin/tanada/tanada.html （棚田地域の振興 農林水産省 Webページ） 

     

◆ 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 食糧部会」（2.7.30（木）） 

    議題：米穀の需給及び価格の安定に関する基本指針の策定について 

   http://www.maff.go.jp/j/press/seisaku_tokatu/kikaku/200722.html  

  ・「新しい農村政策の在り方に関する検討会」（第 3回）（2.7.30（木）） 

    議題：地域づくり人材の育成について ほか 

   http://www.maff.go.jp/j/press/nousin/nousei/200722.html  

 ・「第 3回今後の路網整備のあり方検討会」（2.8.4（火）） 

    議題：対応方向の検討 4：災害に強い路網整備への対応 ほか 

    https://www.rinya.maff.go.jp/j/press/seibi/200722.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》 

 

○ 統計情報 

  ※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（農林水産省 HP） 
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   https://www.maff.go.jp/j/saigai/n_coronavirus/index.html  

 ・新型コロナウイルス感染症に伴う支援策について（他省庁分含む） 

   http://www.maff.go.jp/j/saigai/n_coronavirus/support.html  

 ・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症について（動物を飼っているみなさまへ） 

   https://www.maff.go.jp/j/syouan/douei/covid-19/summary.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 

 ・予算等（令和 2年度予算概算決定、補正予算、2次補正予算等） 

      https://www.maff.go.jp/j/budget/index.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    

 ・食料・農業・農村基本計画 

   https://www.maff.go.jp/j/keikaku/k_aratana/index.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、家畜感染症に関する情報  （CSF、ASF、鳥インフルエンザ、口蹄疫など） 

      http://www.maff.go.jp/j/syouan/douei/katiku_yobo/index.html   

  

○ 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）」の登録アドレス 

      ※農水省から役立ち情報等を直接提供、農業者の声を農水省に直接送付可能なアプリ。 

   https://www.maff.go.jp/j/kanbo/maff-app.html 

 ・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/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 
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 ・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。 
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