
【 宮崎雅夫メールマガジン：VOL．３１(令和４年４月１日) 】 ※活動状況は省略しています。 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

ＶＯＬ．３１は以下の内容でお届けします。 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

◎ 春の訪れ          参議院議員 宮崎雅夫 

◎ 令和 4 年度予算が成立 

◎ 土地改良法一部改正法案が全会一致で可決、成立 

◎ 新たな水産基本計画、漁港漁場整備長期計画が決定 

◎ 第 36 回 FAO アジア・太平洋地域総会(閣僚級会合)で政府代表演説 

◎ BUZZMAFF に出演 ～ピコ太郎とコラボ～ NOUHAKU ~田舎に泊まりたい！ 

◎ 各種政策情報 

 〇 農林水産関係提出法案 

 〇 局地激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令が公布 

 〇 原油価格高騰に対する緊急対策 

 〇 「農業農村における情報通信環境整備のガイドライン」の策定について 

 〇 「活力あふれる農村地域の発展事例から学ぶー土地改良事業の実施地区からー」（第 8 弾） 

 〇 「鳥インフルエンザ」、「豚熱」にご注意ください 

 〇 新型コロナウイルス関連情報 

◎ フォトレポートギャラリー 

◎ 活動状況（主な会議、現地調査等）３月 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

◎ 春の訪れ          参議院議員 宮崎雅夫 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

新しい年度を迎えました。東京では暖かさの訪れとともに既に桜も満開となりまさに春爛漫です。 

長かった新型コロナウイルスの感染拡大防止のための「まん延防止等重点措置の実施区域」が全国で解除されるなど

規制が緩和され、春の訪れとともに人の動きも徐々に拡大するなど明るい兆しが見えつつありますが、くれぐれも感染防

止対策は講じながらの活動にご留意ください。 

  ４月は様々な出会いと別れがありますが、希望に満ちた新天地に異動された方、長年のお勤めを卒業された方、第

２・第３の人生に踏み出された方々は、水が変わることで体調に影響することもあるかと思います。くれぐれも体調にお

気を付けいただき、更なるご活躍を祈念申し上げます。 

 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

◎ 令和 4 年度予算が成立 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

令和４年度予算が３月２２日の参議院本会議で可決、成立しました。農林水産業関係予算も令和３年度補

正予算も含め一定程度確保することができたことは、この間の皆様方の予算確保に向けた取組みのお陰であり、この

場を借りて感謝申し上げます。 

 実効ある予算とするためにはこれから適切かつ効果的に執行していく必要があります。強い農林水産業と活力ある農



山漁村を創るため、現場段階でも事業効果の早期発現に向けた執行へのご配慮をよろしくお願いします。 

 

・令和 4 年度農村振興局所管公共事業等の施行について 

  農水省 HP リンク： https://www.maff.go.jp/j/nousin/sekkei/attach/pdf/index-9.pdf 

 

・令和４年度農村振興局所管事業の円滑な発注や施工体制の確保対策について 

  農水省 HP リンク： https://www.maff.go.jp/j/nousin/sekkei/attach/pdf/index-10.pdf 

 

・令和４年度から適用される土地改良工事の標準歩掛等の改正について 

 農水省 HP リンク： https://www.maff.go.jp/j/nousin/sekkei/h200331/index.html 

 

・令和４年度に向けて改正された、その他の土地改良工事関連通知等 

 農水省 HP リンク： https://www.maff.go.jp/j/nousin/sekkei/index.html 

 

・令和４年度に向けて改正された森林整備保全事業工事等の関連通知等 

  農水省 HP リンク：https://www.rinya.maff.go.jp/j/sekou/gijutu/sekisan_kijun.html 

 

・令和４年度に向けて改正された漁港漁場関係工事等の関連通知等 

 農水省 HP リンク：https://www.jfa.maff.go.jp/j/gyosei/supply/sonota/ 

 

・令和 4 年度当初予算に係る公共事業の箇所別予算額について 

 農水省 HP リンク：https://www.maff.go.jp/j/budget/kasyo/4tousyo/index.html 

 

 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

◎ 土地改良法一部改正法案が全会一致で可決、成立 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

頻発化・激甚化する災害に対応するため、事業参加資格者の同意、費用負担を求めない防災事業の拡充、費

用負担を求めない農地中間管理事業の拡充、小規模な基盤整備を支援するための土地改良事業団体連合会の

業務内容の見直し、小規模な土地改良区の組織変更制度の創設等を内容とする「土地改良法一部改正法案」が

３月３０日の参議院本会議で全会一致で可決、成立しました。私も、成立に向け農林水産大臣政務官として衆

議院農林水産員会で答弁しました。 

  これから実際の運用となりますが、皆様方のご意見を聞きながら事業の円滑な推進に向け努力して参ります。ご意

見等ありましたら国会事務所まで連絡ください。 

 改正のポイント等は、以下から参照願います。 

 ・改正のポイント（宮崎雅夫通信 VOL.12 の２面） 

 https://miyazaki-noson.jp/wordpress/wp-content/uploads/2022/03/vol12.pdf 

 

 ・法案の概要等：https://www.maff.go.jp/j/law/bill/208/index.html 
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 各委員会での答弁の模様は以下のアドレスから視聴できます。 

  衆議院 HP リンク：https://www.shugiintv.go.jp/jp/index.php 

 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

◎ 新たな水産基本計画、漁港漁場整備長期計画が決定 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

  ３月２５日、新たな水産基本計画及び漁港漁場整備長期計画が閣議決定されました。 

  水産政策の改革を進める中、海洋環境の変化や持続的な社会への関心の高まり等の情勢の変化を踏まえ、新た

な水産基本計画では、１．海洋環境の変化も踏まえた水産資源管理の着実な実施、２．増大するリスクも踏まえ

た水産業の成長産業化の実現、３．地域を支える漁村の活性化の推進、の３本の柱を中心に施策を展開すること

としています。 

  また、新たな漁港漁場整備長期計画では、１．産地の生産力強化と輸出促進による水産業の成長産業化、２．

海洋環境の変化や災害リスクへの対応力強化による持続可能な漁業生産の確保、３．「海業」振興と多様な人材

の活躍による漁村の魅力と所得の向上を柱に漁港、漁場、漁村の総合的な整備を推進することとしています。 

  水産業を取り巻く環境は、水産資源の減少、漁業者の高齢化、漁村の人口減少に加え、気候変動に伴う海洋環

境の変化、自然災害の激甚化等により、依然として厳しいものがありますが、水産日本の復活に向け努力して参ります。 

  詳細は以下から参照願います。 

 農水省 HP リンク： 

  ・水産基本計画：https://www.jfa.maff.go.jp/j/press/kikaku/220325.html 

 ・漁港漁場整備長期計画：https://www.jfa.maff.go.jp/j/press/keikaku/220325.html 

 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

◎ 第 36 回 FAO アジア・太平洋地域総会(閣僚級会合)で政府代表演説 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

  3 月 10 日(木曜日)から 11 日(金曜日)まで、「第 36 回 FAO アジア・太平洋地域総会（閣僚級会合）」がハ

イブリッド形式で開催されました。私も農林水産大臣政務官として出席（ビデオステートメント形式）し、政府代表演

説を行いました。 

  代表演説では、国・地域レベルにおける我が国の優先分野について、（ア）イノベーションの推進による生産性向上

と持続可能性の両立や、各国・地域の気候風土・食文化を踏まえたアプローチの重要性、（イ）「みどりの食料システ

ム戦略」の着実な推進や、日本と同じく高温多湿なアジア・モンスーン地域の国々との連携・協力、（ウ）2021 年

12 月に日本主催の下で開催された東京栄養サミット 2021 の成果を発信するとともに、各国・機関と連携の上、

2030 アジェンダの達成に貢献していく旨の発言を行いました。 

  詳細は以下から参照願います。 

  農水省 HP リンク：https://www.maff.go.jp/j/press/y_kokusai/kikou/220312.html 

 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

◎ BUZZMAFF に出演 ～ピコ太郎とコラボ～ NOUHAKU ~田舎に泊まりたい！ 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

  農林水産省では、農山漁村地域に宿泊し、滞在中に豊かな地域資源を活用した食事や体験等を楽しむ「農山漁

村滞在型旅行」である「農泊」を推進しています。 
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  私も農泊を応援するため、農泊アンバサダーとして農泊ソングを制作したピコ太郎氏と農水省がコラボした動画に出

演しています。是非ご覧頂き、また、機会がありましたら是非農泊も体験してみてください。 

  リンク：https://www.youtube.com/watch?v=mimm2YzS_L0 

 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

◎ 各種政策情報 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

農林水産業に関連する各種の情報です。参考にして頂ければ幸いです。 

※以下のアドレスから参照願います。（外部リンク等） 

 

〇 農林水産関係提出法案 

 国会に提出された農林水産関係法案の概要です。参考にしてください。 

  農水省 HP リンク：https://www.maff.go.jp/j/law/bill/208/index.html 

 

 各省庁等から提出されている法案は以下から参照願います。 

 参議院 HP リンク：https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/208/gian.htm 

 

〇 局地激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令が公布 

 ３月１１日、令和 3 年等に発生した特定地域の災害を局地激甚災害として指定し、併せて当該災害に対し適用

すべき措置を指定する政令が公布されました。詳細は以下から参照願います。 

 農水省 HP リンク：https://www.maff.go.jp/j/press/kanbo/bunsyo/saigai/220311.html 

  

〇 原油価格高騰に対する緊急対策 

 3 月 4 日に開催された「原油価格高騰等に関する関係閣僚会合」において、昨今のロシアによるウクライナ侵略など

の地政学的な変化等を踏まえ、政府一体となって原油価格の高騰に対する緊急対策を実行していくことになりました。

農林漁業分野における緊急対策が農水省から公表されていますので参考にしてください。 

  農水省 HP リンク：https://www.maff.go.jp/j/press/kanbo/bio/220304.html 

 

〇 「農業農村における情報通信環境整備のガイドライン」の策定について 

  農林水産省は３月２９日に、農業農村における情報通信環境の整備を進めるための基本的な考え方やポイント

について、調査、計画・設計、工事・運営管理のプロセスごとに整理し、「農業農村における情報通信環境整備のガイ

ドライン」としてとりまとめ公表しています。 

 農水省 HP リンク：https://www.maff.go.jp/j/press/nousin/seibi/220329.html 

 

〇 「活力あふれる農村地域の発展事例から学ぶー土地改良事業の実施地区からー」（第 8 弾） 

 土地改良事業の実施を契機に効率化や所得向上、就業機会の創出など、農村地域が発展した事例を紹介する

事例集「活力あふれる農村地域の発展事例から学ぶ―土地改良事業の実施地区から―」（第 8 弾）が公表され

ています。 

 農水省 HP リンク：https://www.maff.go.jp/j/press/nousin/sekkei/220329.html 
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〇 「鳥インフルエンザ」、「豚熱」にご注意ください 

 高病原性鳥インフルエンザウイルスが全国各地で確認されています。野鳥・野生動物による侵入の防止等の飼養衛

生管理基準の遵守を徹底するなど発生に備えた対策をよろしくお願いします。 

  また、豚熱の発生も確認されています。CSF は、豚やいのししへの強い伝染力が特徴です。畜産農家の方は、飼養

衛生管理の徹底や早期発見のために毎日の観察にご留意していただくようお願いします。関係情報は以下から参照

願います。 

  農水省 HP リンク 

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

（豚熱関係）：https://www.maff.go.jp/j/syouan/douei/csf/ 

 

〇 新型コロナウイルス関連情報 

 まん延防止等重点措置は３月２１日で解除されましたが、油断は禁物です。引き続き、感染防止対策、予防対

策等にお気を付けていただくようお願いします。 

 また、新型コロナワクチンに関する情報は、首相官邸ＨＰで特設ページ「新型コロナワクチンについて」が設置されてお

ります。さらに、ツイッターでも「首相官邸（新型コロナワクチン情報）」アカウントを立ち上げて情報発信を強化していま

す。ツイッターで「首相官邸（新型コロナワクチン情報）」を検索してご覧ください。 

 

（外部リンク） 

新型コロナウイルス感染症に関する各種情報です。参考にしてください。 

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

 林野庁：https://www.rinya.maff.go.jp/j/mokusan/seisankakou/corona2.html 

 水産庁：https://www.jfa.maff.go.jp/j/coronavirus.html 

 官邸：http://www.kantei.go.jp/jp/headline/kansensho/coronavirus.html 

 内閣官房：https://corona.go.jp/ 

 厚労省：https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html 

 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

◎ フォトレポートギャラリー 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

 農林水産大臣政務官としての活動の一部が農林水産省ＨＰのフォトレポートギャラリーに掲載されています。是非ご

覧下さい。 

 農水省 HP リンク：https://www.maff.go.jp/j/p_gal/ 
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