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           〈令和 2年 1月 21日（火曜日）vol.210〉 

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

 

～～～～～～ トピックス ～～～～～～ 

 

☆ 畑作物の直接支払交付金（ゲタ対策）の数量単価の改定について 

  令和 2年産から令和 4年産に適用されるゲタ対策の数量単価が、令和 2年 1月 15 日 

（水曜日）の官報で告示されました。 

  ＜改定後の数量単価（食料・農業・農村政策審議会食糧部会 資料（元.12.20開催））＞ 

  http://www.maff.go.jp/j/council/seisaku/syokuryo/191220/index.html#01    

 

☆ 沖縄県における CSFの疑似患畜の確認（国内 55例目）について 

  令和 2年 1月 15日（水曜日）に、沖縄県うるま市の農場において CSF の疑似患畜が 

確認されました。「CSFに関する特定家畜伝染病防疫指針」に基づく防疫措置等が講じ 

られます。  

  http://www.maff.go.jp/j/press/syouan/douei/200115.html  

    

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

 

《 新着情報 》 

 

◇ 季節食品のロス削減の取組（恵方巻きのロス削減プロジェクト）について 

  農林水産省は、食品ロス削減の取り組みとして、令和 2年の恵方巻きのロス削減プ 

ロジェクトに参画する食品小売業者（26事業者）を公表しました。  

  http://www.maff.go.jp/j/press/shokusan/kankyoi/200117.html  

 

◇ SDGs×生物多様性シンポジウム「未来を創る食農ビジネス」の開催について 

  農林水産省は、令和 2年 2月 17日(月曜日)に、農林水産省 7階講堂において、 

SDGs×生物多様性シンポジウム「未来を創る食農ビジネス」を開催します。 

  http://www.maff.go.jp/j/press/kanbo/kankyo/200117.html  

 

◇ 国連生物多様性の 10年「グリーンウェイブ 2020」の実施について 

  農林水産省、国土交通省、環境省及び国連生物多様性の 10 年日本委員会（UNDB-J） 

は、令和 2年 3月 1日から 6月 15日まで、国内の各地域で植樹等を行う国連生物多 

様性の 10年「グリーンウェイブ 2020」への参加と協力を呼び掛けます。 

  https://www.rinya.maff.go.jp/j/press/sanson_ryokka/200117.html  

 

◇  米に関するマンスリーレポート（令和 2年 1月号）の公表について 

  農林水産省は、米に関する価格や需給動向を整理した「米に関するマンスリーレ 

ポート（令和 2年 1月号）」を公表しました。 

  http://www.maff.go.jp/j/press/seisaku_tokatu/kikaku/200117_5.html   

 

◇ 令和元年産米の相対取引価格・数量について（令和元年 12 月） 

  農林水産省は、令和元年産米の「相対取引価格・数量（令和元年 12月）」を公表 

しました。 

  ＜参考＞（令和元年 12月） 

    相対取引価格（全銘柄平均価格）15,745 円/玄米 60kg（対前年同期比 100％） 

    相対取引数量（全銘柄合計） 284,540トン（対前年同期比 115％） 



  http://www.maff.go.jp/j/press/seisaku_tokatu/kikaku/200117.html  

 

◇ 令和元年度 6次産業化アワード受賞者の決定と表彰式の開催について 

  6次産業化推進協議会は、令和元年度 6次産業化アワードの農林水産大臣賞、食料 

産業局長賞など各賞の受賞者を決定しました。 

  http://www.maff.go.jp/j/press/shokusan/renkei/200115.html    

 

◇ 農林水産物・食品の輸出実績 について 

  農林水産省は、農林水産物・食品の輸出実績について、平成 31年 1月から令和元 

年 11 月までの輸出額を公表しました。 

  ＜参考＞平成 31年 1月～令和元年 11月までの農林水産物・食品の輸出額 

    農林水産物・食品  8,234 億円（対前年同期 100.5％） 

    うちコメ・コメ加工品 290 億円（対前年同期 107％） 

  http://www.maff.go.jp/j/shokusan/export/e_info/zisseki.html （農林水産物・食品） 

  http://www.maff.go.jp/j/syouan/keikaku/soukatu/kome_yusyutu/kome_yusyutu.html#jisseki   

（コメ・コメ加工品） 

 

◇ 「森林サービス産業」フォーラム＆ワークショップ及び「Forest Style  

ネットワーク」第 1回会合の開催について 

  林野庁は、「森林サービス産業」フォーラムを令和 2年 2 月 3日（月曜日）に農林水産 

 省本館 7階講堂において、また、「Forest Style ネットワーク」の第 1回会合及び「森林 

 サービス産業」ワークショップを令和 2年 2月 4日（火曜日）にイトーキ東京イノベーシ 

 ョンセンターSYNQAネットワーキング・カフェ（東京都中央区）において開催します。 

  https://www.rinya.maff.go.jp/j/press/sanson_ryokka/200115.html   

   

◇ ハンガリーのコマーロム・エステルゴム県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、令和 2年 1月 14日（火曜日）、ハンガリーのコマーロム・エステル 

ゴム県の肉用七面鳥農場において、高病原性鳥インフルエンザ（H5N8 型）の発生が確 

認されたことから、同県からの生きた家きん、家きん肉等の一時輸入停止措置を講じ 

ました。 

   http://www.maff.go.jp/j/press/syouan/douei/200114_6.html        

 

◇ ハンガリーのハイドゥ・ビハール県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、令和 2年 1月 16日（木曜日）、ハンガリーのハイドゥ・ビハール県 

のあひる農場において、高病原性鳥インフルエンザ（H5N8亜型）の発生が確認された 

ことから、同県からの生きた家きん、家きん肉等の一時輸入停止措置を講じました。 

   http://www.maff.go.jp/j/press/syouan/douei/200116.html   

 

◆ 意見・情報の募集（パブリックコメント）など 

 ・新たな食料・農業・農村基本計画に関する御意見・御要望の募集について 

  農林水産省は、新たな「食料・農業・農村基本計画」についての御意見・御要望を 

募集しています。 

   ※募集期限：令和 2年 2月末 17 時 00分必着 （郵便の場合は当日消印有効） 

   http://www.maff.go.jp/j/keikaku/k_aratana/index.html#ikenbosyu 

 ・新たな酪肉近基本方針及び家畜改良増殖目標に関する御意見の募集について 

  農林水産省は、新たな「酪肉近基本方針」及び「家畜改良増殖目標」についての御 

意見を募集しています。 

   ※募集期限：令和 2年 1月末 17 時 00分必着  （郵便の場合は当日消印有効） 



   http://www.maff.go.jp/j/chikusan/kikaku/lin/rakuniku_kihon_houshin.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 家畜衛生部会 第 49回牛豚等疾病小委員会」 

（2.1.15（水））※開催済 

    議題：ASF 発生時の防疫対応について 

    http://www.maff.go.jp/j/press/syouan/douei/200114.html  

 ・「農林水産省 CSF・ASF 防疫対策本部」（2.1.15（水）、2.1.20（月））※開催済 

    内容：今後の CSF 及び ASF 対策の検討 

    http://www.maff.go.jp/j/press/syouan/douei/200114_7.html （2.1.15） 

    http://www.maff.go.jp/j/press/syouan/douei/200117_6.html （2.1.20） 

 ・「和牛遺伝資源の知的財産的価値の保護強化に関する専門部会（第 4回）」 

（2.1.20（月））※開催済 

    議題：論点整理を踏まえた中間とりまとめ（案）について 

    http://www.maff.go.jp/j/press/seisan/c_sinko/200114.html  

 ・「気候変動の下での持続可能な農業推進」第 5回検討会（2.1.27（月）） 

    議題：「持続可能な農業のための気候変動対応技術・農法の導入・拡大に関す 

る国際ワークショップ」開催報告及び成果文書の検討 

    http://www.maff.go.jp/j/press/kanbo/kankyo/200120.html  

 ・「日本農林規格調査会（令和元年度第 3回）」（2.1.31（金）） 

    議題：日本農林規格の改正について ほか 

    http://www.maff.go.jp/j/press/shokusan/syoku_kikaku/200117.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 

  ・平成 30 年農業総産出額及び生産農業所得（全国）（2.1.15公表） 

    ＜主な産出額＞（単位：億円、カッコ内は前年差） 

   全国 農業総産出額   うち 米     野菜       畜産     

      90,558（▲2,184）、17,416（＋59）、23,212（▲1,296）、32,129（▲393） 

   https://www.maff.go.jp/j/tokei/kouhyou/nougyou_sansyutu/index.html#y1  

 ・平成 30 年農業産出額及び生産農業所得（都道府県）（2.1.15 公表） 

  ＜滋賀県の主な産出額＞（単位：億円、カッコ内は前年差）    

      農業産出額 うち 米    野菜     畜産        

      滋賀  641（▲6）、 369（＋7）、 114（▲9）、 112（＋3） 

     https://www.maff.go.jp/j/tokei/kouhyou/nougyou_sansyutu/index.html#y1  

                   

○ 近畿管内で開催される催し 

  ・令和 2年度関西食の輸出促進施策合同説明会 

   開催日：令和 2年 1月 30日（木曜日）14時 00分～17時 15分 

   会 場：大阪合同庁舎 1号館第 1別館 2階 大会議室（大阪市中央区）（120名程度（先着順） 

   内 容：令和 2年度輸出促進関連施策や輸出に必要な各種証明書について説明   

     https://www.maff.go.jp/kinki/seisan/nousan/yusyutu/r2yushutusetumei.html  

 

 ・農福連携推進近畿ブロックセミナー「広がる農福連携の輪」 

     開催日：令和 2年 2月 6日（木曜日）13時 30分～17時 20 分 



     会  場：キャンパスプラザ京都（京都市下京区）（250 名程度（先着順）） 

     内 容：農福連携の推進に向けた講演、施策の紹介、パネルディスカッション 

    https://www.maff.go.jp/kinki/press/keikaku/nousonshinkou/191220.html  

    

  ・令和元年度近畿ブロック加工・業務用野菜セミナー「水田農業高収益化を目指して」 

   開催日：令和 2年 2月 19日（水曜日）13時 30分～17時 00分 

   会 場：キャンパスプラザ京都  ホール（2階）（定員 80名（先着順）） 

      内 容：加工・業務用野菜の産地化の事例や実需者の取り組みを紹介 

   https://www.maff.go.jp/kinki/press/tokusan/200108.html  

 

  ・ 肥料制度の見直しに関する説明会  

       開催日（案）：令和 2年 3月 24日（火曜日）      

      会 場（案）：大阪市  

    内 容：  改正肥料取締法の内容や関連施策についての説明 

   https://www.maff.go.jp/j/press/syouan/nouan/191219.html （※詳細は後日案内） 

 

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

 

《 日常的に活用できる各種情報・資料 》 

 

○ 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/  

 

○ 基本情報 

  ・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/tpp/index.html   (TPP 協定) 

      http://www.maff.go.jp/j/kokusai/renkei/fta_kanren/f_eu/index.html （日 EU・EPA 協定） 

    http://www.maff.go.jp/j/kokusai/tag/index.html （日米貿易協定）  

 

○ 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  

 ・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） 

  

○ 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 （農業経営の収入保険（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 

 

◆ 地方参事官ホットライン(滋賀県拠点) 

  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受け付けています。遠慮なく、ご活用ください。 

      〒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 

    http://www.maff.go.jp/kinki/tiiki/siga/index_2012.html 

 

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

☆ 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。 


