
近畿農政局 滋賀県拠点 メールマガジン 

           〈令和 2年 12 月 14 日（月曜日）vol.258〉 

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

 

～～～～～～ トピックス ～～～～～～ 

 

☆ 滋賀県における高病原性鳥インフルエンザの疑似患畜の確認（国内 

23 例目）について 

  東近江市の養鶏場（採卵鶏約 1.1万羽）で飼養されている鶏において、 

12月 12日に滋賀県が鳥インフルエンザの簡易検査により陽性を確認し、 

さらに遺伝子検査を実施したところ、12月 13日に H5 亜型の高病原性鳥 

インフルエンザの疑似患畜であることが確認されましたのでお知らせし 

ます。この疑似患畜の確認を受けて、滋賀県により当該農場の飼養家きん 

の殺処分や埋却などの必要な防疫措置等が実施されるとともに、農林水産 

省においては熊野農林水産大臣政務官や農林水産省等の専門家を滋賀県に 

派遣するなど、県と緊密な連携を図りながら必要な措置を実施し、「農林 

水産省鳥インフルエンザ防疫対策本部」を開いて必要な防疫措置を迅速・ 

的確に実施することとしています。 

    なお、鳥インフルエンザに関しては、内閣府にある食品安全委員会から 

「我が国の現状において、家きんの肉や卵を食べることにより、ヒトが鳥 

インフルエンザウイルスに感染する可能性はないと考えています」とのメ 

ッセージが出されてます。 

   http://www.maff.go.jp/j/press/syouan/douei/201213.html （農林水産省プレスリリース） 

        ※滋賀県による措置等の情報は県の Webサイトをご確認ください。 

 

  （滋賀県以外での高病原性鳥インフルエンザの疑似患畜の確認状況） 

  西日本の多くの県で高病原性鳥インフルエンザの疑似患畜の確認が相 

 次いでいます。先週の月曜日以降では、12月 7 日に広島県三原市及び宮 

 崎県都城市において、12月 8日には宮崎県小林市において、12月 10日 

には大分県佐伯市及び和歌山県紀の川市において、12 月 11 日には岡山 

県美作市において、12月 14日には宮崎県宮崎市及び香川県三豊市の養 

鶏場において高病原性鳥インフルエンザの疑似患畜が確認され、飼養数 

 は、滋賀県の養鶏場を含め 15農場で約 116.7万羽（肉養鶏、採卵鶏、育 

 雛鶏、採卵用種鶏等）に及びました。農林水産省では、疑似患畜の確認 

 の都度、「農林水産省鳥インフルエンザ防疫対策本部」を開くなど、必 

 要な防疫措置を迅速・的確に実施することとしています。 

    なお、それぞれの疑似患畜の確認状況等につきましては、農林水産省の 

Webサイトからご覧いただくようお願いします。 

     http://www.maff.go.jp/j/press/index.html （農林水産省プレスリリース Web サイト） 

 

☆ スマート農業の実証成果や最新研究成果等を動画で紹介 

  ～農林水産省 Webサイトに「スマート農業推進フォーラム 2020」を開設～ 

  「スマート農業実証プロジェクト」の実証成果やスマート農業に関する 

最新の研究成果などを動画を交えて紹介する「スマート農業推進フォーラ 

ム 2020」が、農林水産省 webサイトに開設されましたのでお知らせします。 

このサイトは以下の内容で構成されていますが、レイアウトは作物別やド 

ローンなどの製品別に分けられ、検索しやすくなっていますので、是非ご 

活用ください。また、アンケートも設けられていますのでご協力をお願い 

http://www.maff.go.jp/j/press/syouan/douei/201213.html
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します。 

   ・「スマート農業実証プロジェクト」令和元年度採択の 69 地区の 1年目 

の実証成果 

   ・農業者の REAL VOICE（リアルボイス）動画  

※（有）フクハラファームを含む 20農業者を新たに掲載。 

    ・スマート農業技術に関する最新の研究成果（動画） 

   ・民間企業のスマート農業関連製品の紹介（動画） 

  https://www.maff.go.jp/j/kanbo/smart/forum/R2smaforum/index.html （スマート農業推進フォーラ

ム 2020） 

      https://www.maff.go.jp/j/press/kanbo/kihyo03/201211.html （プレスリリース） 

      

☆ 就農情報ポータルサイト「農業をはじめる.JP」がスタート 

  農業を始めたい人、農業に興味を持った人が農業を知り、農業を始める 

ために必要な情報をまとめた、新たなポータルサイト「農業をはじめる.J 

P」が開設されましたのでご紹介します。このサイトは、農林水産省の補助 

事業として一般社団法人全国農業会議所が運営を行うもので、農林水産省 

や新規就農相談センターの情報に加え、関係省庁や自治体、JA グループ等 

による支援やサービスが掲載されます。また、各団体・企業等から提供さ 

れる農業研修や就農相談会なども掲載され、「相談する」「研修/学ぶ」「求 

人情報」「支援情報」などに情報を分類して検索しやすく工夫されるなど、 

新規就農を目指す方や就農に関わる関係者の方など、幅広い活用が期待さ 

れます。詳しい内容についてはこちらのアドレスにアクセスのうえご覧く 

ださい。 

   https://www.be-farmer.jp/ （就農情報ポータルサイト「農業をはじめる.JP」）  

      http://www.maff.go.jp/j/press/keiei/zinzai/201207_5.html （プレスリリース） 

 

《新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に向けて》 

  これから寒さ厳しい本格的な冬に向かっていきます。また、年末年始など 

人の集う機会も増える時期ともなり、新型コロナウイルス感染症の感染拡大 

防止に向けた対策・行動がますます求められています。これまでもこのメル 

マガでお知らせしてきましたが、「感染リスクが高まる 5つの場面」、「感染リ 

スクを下げながら会食を楽しむ工夫」など、感染症の発生しやすい場面を避け 

ながら、感染リスクを下げる会食等の持ち方などの注意事項を十分知ってお 

くことが重要です。今一度、内閣官房 Web サイト「感染リスクが高まる「5つ 

の場面」年末年始特設サイト」をご覧いただき、感染拡大防止に努めていた 

だきますようお願いします。 

  なお、12月 11 日に、新型コロナウイルス感染症対策分科会から改めて「忘 

年会・新年会・成人式等及び帰省について」が提言されましたので、こちらに 

ついても新型コロナウイルス感染症対策情報としてお知らせします。  

   https://corona.go.jp/proposal/ （内閣官房 Webサイト） 

      https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/ful/bunkakai/bounenkai_shinnenkai_seijinshiki_teigen_18.

pdf  

（忘年会・新年会・成人式等及び帰省についての提言） 

 

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

 

《 新着情報 》 

 

◇ 補助金等の手続きについての意見の募集について 

    農林水産省では、補助金等の行政手続のオンライン化よる行政手続きの見 
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直し作業を進めるにあたり、農業者や地方自治体職員の方から、農林水産省の 

補助金等の行政手続きでお気づきのことについて、農林水産省の農業者向けス 

マートフォン・アプリケーション（MAFFアプリ）を活用して意見を募集してい 

ますのでお知らせします。第 1 回の意見募集が 12月 31 日(木曜日)を期限に行 

われ、以降、四半期に 1回程度募集される予定です（別途 MAFF アプリ内等で 

お知らせ)。詳しい内容や MAFF アプリのダウンロード方法はこちらのプレスリ 

リースをご覧ください。 

     http://www.maff.go.jp/j/press/kanbo/joho/201207.html  

      

◇ オンライン米粉料理教室 2の開催のご案内 

  オンラインを活用した米粉料理教室が、令和 3年 1月～2月にかけて、再度、 

開催されることとなりましたのでご案内します。これは近畿米粉食品普及推進 

協議会の主催、近畿農政局の後援により開かれるもので、今秋に開催したとこ 

ろ好評であったことから再度開催されることとなったものです。開催方式は 

zoom を使用したオンライン開催です。具体的な日程や申込みなど詳しくはこち 

らをご覧ください。 

   https://www.maff.go.jp/kinki/press/sinko/201210_5.html  

 

◇ 令和 3年度畜産物価格等の決定について 

  令和 3年度畜産物価格等が食料・農業・農村政策審議会への諮問、答申を受 

けて決定されましたのでお知らせします。詳細につきましてはこちらをご覧く 

ださい。 

   http://www.maff.go.jp/j/press/seisan/c_kikaku/201210.html  

 

◇ 米に関するマンスリーレポート（令和 2 年 12 月号）について 

  米に関するマンスリーレポート（令和 2年 12月号）が公表されましたのでお 

知らせします。米の契約・販売についての情報や民間在庫、価格、消費の動向 

などの直近の情報がまとめられています。詳しくはこちらのアドレスからご覧 

ください。 

http://www.maff.go.jp/j/press/seisaku_tokatu/kikaku/201208.html  

 

◇ 農山漁村地域と起業者とのマッチングオンラインイベントの開催について 

  農林水産省は、農山漁村の魅力的な資源と人材、資金を組み合わせて農山漁 

村の課題を解決する起業促進施策『INACOME』に取り組んでいますが、この一 

環として、令和 2年 12月 19日（土曜日）に農山漁村地域と起業者とのマッチ 

ングオンラインイベントが開催されることとなりましたのでお知らせします。 

具体的な内容や参加申込みなど、詳しくはこちらをご覧ください。 

   http://www.maff.go.jp/j/press/kanbo/kihyo01/attach/201210.html   

 

◇ 「農用地等の確保等に関する基本指針」の変更について 

  農業振興地域の整備に関する法律に基づき、優良農地の確保を図るための 

基本的な考え方が示されている「農用地等の確保等に関する基本指針」が変更 

されましたのでお知らせします。今回の変更は今年 3月に決定された新たな 

「食料・農業・農村基本計画」を受けて変更されたものです。詳しくはこちら 

まで。 

    http://www.maff.go.jp/j/press/nousin/noukei/201208.html  

 

◆ 審議会・検討会等の開催情報  （カッコ内の日付は開催日） 

  ・「新しい農村政策の在り方に関する検討会（第 7回）」 （12月 19日（土曜日）） 

    議題：地域運営組織をめぐる事情 ほか 
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 ・「農業資材審議会農薬分科会（第 23回）」（12 月 16 日（水曜日）） 

        議題：農薬取締法第 3条第 1項の農薬の新規登録に係る意見の聴取につ 

いて ほか 

 ・「農林水産物等輸出促進全国協議会総会」（12月 11日(金曜日)） 

    議題：日本食海外普及功労者表彰・受賞スピーチ ほか 

 

 ※この欄では開催済みのものも含めて、開催情報としてお知らせしています。  

  URLの付記のない開催情報の詳細はこちらの会議開催専用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》 

 

○ 統計情報 

 ・令和 2年産水陸稲の収穫量 

  令和 2年産米の水陸稲の収穫量が公表され、水稲の全国の主食用収穫量は 

722.5 万トン（10 月 15日現在より 0.4万トン減少。前年産より 3.6 万トン 

減少）となりました。 

   https://www.maff.go.jp/j/tokei/kouhyou/sakumotu/sakkyou_kome/index.html#y5 （全国（都道府

県別）） 

   https://www.maff.go.jp/kinki/press/toukei/toukeikikaku/201209.html （近畿（府県別））  

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

 

《 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 

  ・「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 （農林水産省 HP） 

 ・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 3年度予算概算要求） 

      https://www.maff.go.jp/j/budget/r3yokyu.html   

 ・令和 3年度税制改正要望 

     http://www.maff.go.jp/j/press/keiei/tyosei/200930.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 
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     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 

 ・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 

 ・農林水産業ひと口メモ（農林水産関係データ・政策等を簡潔に図表化） 

   https://www.maff.go.jp/j/kanbo/hitokuchi_memo/index.html  
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https://www.maff.go.jp/j/kanbo/maff-app.html
http://www.maff.go.jp/j/nousin/tanada/tanada.html
http://www.maff.go.jp/j/kanbo/smart/drone.html
http://www.maff.go.jp/j/shokusan/keigen20191001.html
http://www.maff.go.jp/j/kanbo/needs/need.html
http://www.maff.go.jp/j/kanbo/nougyo_kyousou_ryoku/marumie/
http://nosai-zenkokuren.or.jp/insurance.html
http://www.nosai-shiga.or.jp/
http://www.maff.go.jp/j/keiei/nogyohoken/index.html
http://www.maff.go.jp/j/tokei/porigon/index.html
http://www.maff.go.jp/j/kanbo/kihyo03/gityo/gijutsu_portal/top.html
https://www.sekai2020.tokyo/bcn/
http://www.maff.go.jp/j/keiei/foreigner/index.html
http://www.maff.go.jp/j/aff_terrace/index.html
https://yute-kensaku.maff.go.jp/
http://www.maff.go.jp/j/pr/e-mag/
http://www.maff.go.jp/j/kobetu_ninaite/n_hyousyou/hyousyou_facebook.html
http://www.maff.go.jp/j/pr/social_media/index.html
https://www.maff.go.jp/j/kanbo/hitokuchi_memo/index.html


・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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