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 登録先は、 http://www.maff.go.jp/j/pr/e-mag/index.html をご覧ください。 

∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽ 

 

            【 本 号 の 内 容 】 

 

【病害虫発生予報情報】 

☆「令和元年度 病害虫発生予報第３号」の発表について 

 

【施策情報】 

☆「2週間気温予報」はじめます 

～2週間先にかけての 高・ 低気温の推移が一目で把握できます～ 

☆「平成 30 年７月中旬以降の記録的高温」に係る影響と適応策等の状況レポー

ト 

☆食が絡んだ多様な体験事例の募集について 

☆農業生産におけるプラスチック問題への対応について 

☆「革新的技術緊急展開事業」の研究成果に係る講師派遣等事業を継続します 

 

【各種シンポジウム、セミナー等の開催情報】 

☆今後の肥料を考えるシンポジウム 

～肥料制度の見直しなど、改めて土から考える～を７月３日に開催します！ 

☆7 月 10 日（水）「九州沖縄経済圏スマートフードチェーンプロジェクト発足

会」を天神スカイホール（福岡市）で開催 

☆「農研機構生研支援センター研究資金活用セミナー」 

 成長産業である農林水産分野にチャレンジしてみませんか？ 

 

【新品種・新技術等のお知らせ】 

☆農林水産技術会議事務局から研究成果情報等のお知らせ 

 

╋╋・‥… 病害虫発生予報情報 …‥・╋╋ 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

◆「令和元年度 病害虫発生予報第３号」の発表について 

【消費･安全局植物防疫課】 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

農林水産省は、令和元年６月 12 日(水)付けで、向こう１か月の農作物の病害

虫発生動向や防除について「病害虫発生予報第３号」を発表しました。 

 普及指導員の皆様におかれましては、病害虫防除所との連携を密にしながら、



 

地域での防除が確実に実施されるよう御指導をお願いします。 

 

 向こう１か月の主要な病害虫の発生予察情報については次のとおりです。 

１ 水稲では、縞葉枯病の発生が北関東及び北陸の一部の地域で多くなると予

想されています。本病はヒメトビウンカによって媒介されるウイルス病であ

るため、当該虫を対象とした適切な防除を実施してください。 

 

２ 野菜類では、ねぎのアザミウマ類の発生が南関東及び四国の一部の地域で

多くなると予想されています。ほ場の観察をきめ細かく行い、発生初期に防

除を実施してください。 

 

３ 果樹では、果樹カメムシ類の発生が関東、近畿及び四国の一部の地域で多く

なると予想されています。本虫の飛来状況は地域や園地により異なるので、

園内を注意深く観察し、適期に防除を実施してください。このほか、かんき

つのハダニ類等、地域によっては多くなると予想されている病害虫があるの

で注意してください。 

 

▼詳細はこちら 

 詳細な情報については、下記 URL から御確認いただき、各県の発表する病害

虫発生予察情報と併せて御利用ください。 

〇「令和元年度 病害虫発生予報第３号」の発表について（６月 12 日付け農林水

産省プレスリリース） 

http://www.maff.go.jp/j/press/syouan/syokubo/190612.html 

〇過去の病害虫発生予報についてはこちら 

http://www.maff.go.jp/j/syouan/syokubo/boujyo/120104_yoho.html 

 

※お問い合わせ先 消費･安全局 植物防疫課（担当：白石、渡邉、宮木） 

（０３－３５０２－３３８２） 

 

╋╋・‥… 施策情報 …‥・╋╋ 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

◆「2週間気温予報」はじめます 

～2週間先にかけての 高・ 低気温の推移が一目で把握できます～ 

【気象庁】 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

 気象庁は、6月 19 日（水）から週間天気予報より先の予報として「2週間気温

予報」の提供を始めます。ホームページでは、全国主要地点の 近 1週間の経過

から 2 週間先にかけての 高・ 低気温の予報を一目でご覧いただけます（→

ア）。 

「2週間気温予報」は毎日午後 2時 45 分頃に発表します。また、「2週間気温

予報」においてかなりの高温や低温が予想される場合には、「早期天候情報」を

原則月曜日と木曜日にあわせて発表します（→イ）。 

熱中症予防等の健康管理や農作業計画において、高温や低温による被害リス

クを軽減するための早めの対策にご活用ください。また、水稲の刈取り適期や果

樹の開花期、病害虫の防除適期など定量的な予測にも活用（→ウ）いただけます。 

普及指導員の皆様におかれましては、リーフレット（→エ）も活用して、農業



 

現場における２週間気温予報の活用推進にご協力のほどよろしくお願いします。

なお、気温の予測データをボタン一つで取得できるエクセルマクロシートも公

開（→オ）しています。 

 

▼詳細はこちら（参考 URL） 

(ア) https://www.data.jma.go.jp/gmd/cpd/twoweek/ 

(イ) https://www.data.jma.go.jp/gmd/cpd/souten/ 

(ウ) https://www.data.jma.go.jp/gmd/risk/riyou_catalog.html 

(エ) https://www.jma.go.jp/jma/kishou/books/twoweek/ 

(オ)https://www.data.jma.go.jp/gmd/risk/probability/guidance/csv_k2w.p

hp 

 

※お問い合わせ先  

  気象庁 地球環境・海洋部 気候情報課（担当：萱場、竹川） 

（０３－３２１２－８３４１（内線４１４５）） 

 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

◆「平成 30 年７月中旬以降の記録的高温」に係る影響と適応策等の状況レポ

ート 

【生産局農業環境対策課】 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

 例年、地球温暖化に伴う農業生産に関する実態調査を実施し、生産現場にお

ける地球温暖化によるものと考えられる影響について「地球温暖化影響調査レ

ポート」等により情報発信しているところです。平成 30 年度は、従来の調査

に加え、「平成 30 年７月中旬以降の記録的高温」に係る影響と適応策について

調査を行いました。 

 本レポートは、今後、生産現場での高温の影響に対する効果的な適応策の参

考となるよう、平成 30 年７月中旬以降の記録的高温をうけて も効果があっ

た適応策の取組等についてとりまとめたものです。 

 レポートは、以下の生産局地球温暖化対策のページに掲載しております。 

 

▼新着情報（更新 令和元年 6月 13 日） 

 http://www.maff.go.jp/j/seisan/kankyo/ondanka/index.html 

▼「平成 30 年 7 月中旬以降の記録的高温」に係る影響と適応策等の状況レポ

ート 

  http://www.maff.go.jp/j/seisan/kankyo/ondanka/attach/pdf/index-

56.pdf 

 

※お問い合わせ先  

 農林水産省生産局農業環境対策課（担当：齋藤、相原）（０３－３５０２－

５９５６） 

 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

◆食が絡んだ多様な体験事例の募集について 

【食料産業局食文化・市場開拓課】 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 



 

農林水産省は、訪日中の食に関わる体験を海外での日本食・食品の需要拡大に

つなげるための枠組みを構築する「食かけるプロジェクト」を開始します。 

その一環として、国内の食が絡んだ多様な体験事例を募集・表彰する「食かけ

るプライズ」を実施します。表彰された事例は、訪日外国人へ情報発信＆販売支

援を行いますので、普及員の皆様におかれましては地域で魅力的な食体験を提

供している事業者へ本募集について御周知くださるようお願いいたします。 

食体験事例の募集締切は８月４日（日）です。 

 

▼詳細はこちら 

https://www.eatmeetjapan.jp/ 

 

※お問い合わせ先  

 農林水産省 食料産業局 食文化・市場開拓課（担当：牧野、門谷）（０３－

６７４４－２０１２） 

 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

◆農業生産におけるプラスチック問題への対応について 

【生産局農業環境対策課】 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

近年、プラスチックごみによる海洋汚染が国際的な課題として注目されるな

か、農業生産においても生産資材としてプラスチックを使用しており、プラスチ

ック問題に対して適切な対応が必要です。 

プラスチックを使用した生産資材と賢く付き合うために、技術指導を策定す

るとともに、パンフレットを作成したので、ご紹介します。 

普及指導員の皆様におかれましても、農業生産におけるプラスチック問題へ

の対応について、ご協力のほどお願いします。 

 

▼農業生産に由来する使用済みプラスチックの適正処理等に関する技術指導 

 http://www.maff.go.jp/j/seisan/pura-jun/attach/pdf/index-4.pdf 

▼プラスチックと賢く付き合うための農業生産現場での取組（パンフレット） 

 http://www.maff.go.jp/j/seisan/pura-jun/attach/pdf/index-2.pdf 

▼農業生産におけるプラスチック問題への対応 

 http://www.maff.go.jp/j/seisan/pura-jun/ 

 

※お問い合わせ先  

農林水産省生産局農業環境対策課（担当：大城、枝川）（03－3502－5956） 

 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

◆「革新的技術緊急展開事業」の研究成果に係る講師派遣等事業を継続します 

【農研機構 生研支援センター】 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

農研機構生研支援センターでは、革新的技術緊急展開事業研究成果について、

社会実装の取組をより一層加速するため、現場に適用される研究成果を対象と

して、地方公共団体や民間企業等からの要請に基づき、研究に携わった代表者・

担当者の派遣又は視察受け入れ(講師派遣等事業)を、2017 年度から行っており

ます。2019 年度も、引き続き当事業を継続していきます。 



 

 

▼詳細はこちら 

http://www.naro.affrc.go.jp/brain/contents/fukyu/index.html 
http://www.naro.affrc.go.jp/laboratory/brain/contents/files/koushihake

n_gaiyo.pdf 
 

※お問い合わせ先 

 農研機構 生研支援センター 新技術開発部 企画課 

（担当：石原）（044-276-8973）（brainki1@ml.affrc.go.jp） 

 

╋╋・‥… 各種シンポジウム、セミナー等の開催情報 …‥・╋╋ 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

◆今後の肥料を考えるシンポジウム～肥料制度の見直しなど、改めて土から考

える～を７月３日に開催します！ 

【消費・安全局農産安全管理課】 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

水田地力の低下や畑地での微量要素の欠乏やりん酸過剰による病気の誘発な

ど、土壌の栄養バランスの乱れによる収量や品質の低下が懸念されています。ま

た、世界的に肥料の需要が伸びている中、肥料の原料として国内で調達可能な産

業副産物の一層の有効利用が重要であり、EU でもこうした動きがあります。 

農林水産省では、土づくりに役立つ肥料生産等が進むよう、肥料制度の見直し

を行っており、関係者の皆様と一体で進めるためのシンポジウムを開催しま

す！弊省から見直しの方向を説明する他、農地土壌の課題、欧州肥料法改正の動

き、企業や農業者の様々な取組などを御講演いただきます。普及指導員の皆様に

は、シンポジウムの周知をお願いするとともに、積極的にご参加いただき、堆肥

や副産物を活用した肥料を現場でどう活用できるか一緒に考えてみませんか！ 

 

▼詳細はこちら 

 http://www.maff.go.jp/j/press/syouan/nouan/190612.html 

 

※お問い合わせ先  

  農林水産省 消費・安全局 農産安全管理課（担当：中村、児島）（０３－

３５０２－５９６８） 

 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

◆7 月 10 日（水）「九州沖縄経済圏スマートフードチェーンプロジェクト発足

会」を天神スカイホール（福岡市）で開催 

【農研機構】 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

農研機構は 7月 10 日(水曜日)に福岡市にて、九州沖縄経済圏スマートフード

チェーンプロジェクト発足会を開催します。 基調講演として、プラネット・テ

ーブル株式会社代表取締役 菊池紳氏から「九州沖縄経済圏スマートフードチェ

ーンプロジェクトへの期待」をご講演いただきます。 

本発足会では、九州沖縄経済圏の農業・食品産業の競争力の強化につながる共

同研究課題について、研究開発の内容と進捗状況をご説明します。ぜひご参加く

ださい。 



 

 

▼詳細はこちら 

https://www.naro.affrc.go.jp/publicity_report/press/laboratory/rcait/1

30996.html 

 

※お問い合わせ先  

 農研機構本部事業開発室（担当：濱松 潮香  圷 慎一）（０２９－８３８

－６９９６） 

 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

◆「農研機構生研支援センター研究資金活用セミナー」 

  成長産業である農林水産分野にチャレンジしてみませんか？  

【農研機構 生研支援センター】 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

無人トラクター、環境制御 AI、ドローンなど、幅広い分野の技術が農林水産・

食品産業のイノベーションのために活用され始めています。農研機構生研支援

センターは、イノベーション技術等の研究開発のため研究資金を提供して支援

しています。 

７月１２日に神奈川県川崎市にて、効果的な共同研究実施のための研究グル

ープの形成などについての事例紹介、研究資金を活用した研究事例の紹介、研究

資金の紹介のセミナーを開催します。普及指導員の皆様におかれましても、当セ

ンターの委託研究資金の周知活動についてご協力のほどよろしくお願いします。

なお、定員に達した時点で申し込みを締め切らせていただきますので、ご容赦く

ださい。 

 

▼詳細はこちら 

http://www.naro.affrc.go.jp/event/list/2019/05/130843.html 

 

※お問い合わせ先 

 農研機構 生研支援センター 新技術開発部 企画課 

（担当：田中・野上）（044-276-8615） 

 

╋╋・‥… 新品種・新技術等のお知らせ …‥・╋╋ 

農林水産技術会議事務局では、生産現場を革新する可能性のある成果等を「食

と農の研究メールマガジン」で月 2回配信しています。その中から、普及指導

員の皆様に産地の課題解決にご活用いただける情報を以下のとおりご紹介しま

す。 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

◆ 多収の温暖地西部向け日本めん用小麦「びわほなみ」- 製粉性に優れ、もち

もちとした滑らかなうどんが作れる - 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

温暖地西部向けの日本めん用小麦品種「びわほなみ」は、従来品種「農林 61

号」や西日本の代表的小麦品種「シロガネコムギ」より多収です。「びわほなみ」

の製粉性は、「農林 61 号」より高く、オーストラリア・スタンダード・ホワイト

(ASW)と同程度以上に優れます。小麦粉はアミロース含量が 21%程度と低く、も

ちもちとした食感の滑らかなうどんが作れます。 



 

▼詳細はこちら 

http://www.naro.affrc.go.jp/publicity_report/press/laboratory/warc/129

077.html 

 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

◆ 黒穂病（くろほびょう）などの病害に強く倒伏しにくい飼料用サトウキビ新

品種「やえのうしえ」- 南西諸島向け、国内で自生する野生種を用いて育成 - 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

農研機構は、黒穂病抵抗性が極強で耐倒伏性に優れる飼料用サトウキビ新品

種「やえのうしえ」を育成しました。 

▼詳細はこちら 

http://www.naro.affrc.go.jp/publicity_report/press/laboratory/karc/129

744.html 

 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

◆ ウェブで使える「デジタル土壌図」に 新表示機能と新データベースを追加 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

 ウェブ公開中の「デジタル土壌図」に、データ表示機能を追加しました。北海

道、秋田県、および茨城県が公表している土壌の種類に応じた標準施肥量などを、

土壌図から各地点の土壌に応じて参照できるようになりました。また、全国の農

耕地土壌の透水性や保水性を示す特性値マップを追加公開しました。 

▼詳細はこちら 

http://www.naro.affrc.go.jp/publicity_report/press/laboratory/niaes/12

1744.html 

 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

◆ 中規模養豚農家へ導入可能な豚舎洗浄ロボットを開発- 生産効率の向上と

安心・安全のアピールに効果 - 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

日本の養豚業者の多くを占める中規模農家にも導入可能な豚舎洗浄ロボット

を開発しました。厳しい環境下で行われる豚舎洗浄作業を人に代わって行うと

ともに、洗浄・消毒の徹底を通じて病害リスクを低減させ、消費者に対する安心・

安全のアピールに寄与します。 

▼詳細はこちら 

http://www.naro.affrc.go.jp/publicity_report/press/laboratory/iam/1297

67.html 

 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

◆ 平成 30年度農業機械安全性検査合格機(第 7次分) - 基準をクリアした安

全性の高い農業機械 - 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

農研機構は、より安全な農業機械の普及を図ることを目的に、農研機構法第 14

条に基づき農機具の安全性検査等を実施しています。このたび、平成 30 年度第

7次分として安全基準に適合となった 6機種 18 型式について、公表しました。 

▼詳細はこちら 

http://www.naro.affrc.go.jp/publicity_report/press/laboratory/iam/1290



 

05.html 

 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

◆ 小型で簡便な花蕾採取機を開発 - 国産果実の安定生産に向けた花粉の国

内自給率向上に貢献 - 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

 農研機構は果樹の花粉採取作業を大幅に省力化できる花蕾採取機を開発しま

した。開発機と慣行手作業の作業時間を比べると、スモモでは約 7割、ナシでは

約 8割を削減可能でした。 

▼詳細はこちら 

http://www.naro.affrc.go.jp/publicity_report/press/laboratory/iam/1304

43.html 

 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

◆ コンピュータのための知恵袋、農作物語彙体系を構築 - 農作物が名前を

変えても追跡できる環境構築 - 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

 システム間の壁を越えたデータ連携を促進するため、コンピュータが参照で

きる農作物語彙体系を構築しました。この語彙体系に基づいて提供されるサー

ビスは、食用農作物の農薬基準情報、外国語表記、遺伝情報の収集支援や政府が

推奨する標準農作物名の使用促進に貢献します。 

▼詳細はこちら 

http://www.naro.affrc.go.jp/publicity_report/press/laboratory/iam/1304

50.html 

 

※「食と農の研究メールマガジン」についてのお問合せ先 

 農林水産技術会議事務局 研究企画課（担当：田丸）（03-3502-7407） 

 なお、上記の品種・技術についての内容は、各機関に直接お問い合わせ願いま

す。 

 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

                編集後記 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

 梅雨入りした地域が増えてきましたね。職場でベンジャミンの木を育ててい

るのですが、湿気のせいか土に白カビが生えてしまい、ショックでした…。週末、

土の入れ替えをして、環境を整えてあげたいと思います。 

◎編集担当Ｈ◎ 

∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽ 

※メルマガの配信登録はこちら 

  http://www.maff.go.jp/j/pr/e-mag/index.html 

※バックナンバーはこちら 

  http://www.maff.go.jp/j/seisan/gizyutu/hukyu/h_mailmag/index.html 

※ＰＤＦ形式のファイルの閲覧について 

  メールマガジンに記載したＵＲＬで、一部ＰＤＦ形式のものがあります。 

  ＰＤＦファイルをご覧いただくためには農林水産省ホームページ 

  ⇒  http://www.maff.go.jp/j/use/link.html 



 

  「３ ＰＤＦファイルについて」をご覧になり、「Get Adobe Reader」 

  のボタンで Adobe Reader をダウンロードしてください。 


