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            【 本 号 の 内 容 】 

 

【技術普及課からのお知らせ】 

☆情報交換の場に、EK-SYSTEM の会議室をご活用ください！ 

 

【病害虫発生予報情報】 

☆「令和元年度 病害虫発生予報第４号」の発表について 

 

【公募情報】 

☆「農の雇用事業（令和元年度第 3回）」の募集を開始しました 

 

【施策情報】 

☆平成 30 年度「食料・農業・農村白書」を公表！説明会も開催します！ 

☆農業・林業・漁業へのはじめの一歩を応援するサイト「あふてらす 農林漁業

はじめるサイト」を開設！ 

☆2019 年 9 月よりセイヨウオオマルハナバチの許可基準変わります 

☆施設園芸農業者の皆様へ ～集団加入で、園芸施設共済の掛金が大幅割引

に！～ 

☆「令和元年度 地産地消等優良活動表彰」の応募開始のお知らせ！ 

☆令和元年度６次産業化優良事例表彰、募集開始！ 

 

【各種シンポジウム、セミナー等の開催情報】 

☆「畜産環境シンポジウム～家畜ふん堆肥を利用した土づくり～」を開催！ 

 

╋╋・‥… 技術普及課からのお知らせ …‥・╋╋ 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

◆情報交換の場に、EK-SYSTEM の会議室をご活用ください！ 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

 普及指導員等の皆様に参加いただいている EK-SYSTEM の会議室は、閲覧者同

士の情報交換の場ですが、活用状況が低調にあります。 

特にスマート農業に関する新技術、新情報は随時掲載されますので、ぜひ定期

的に会議室を閲覧いただくか、新着記事メール配信を登録ください！ 

 



 

※お問い合わせ先  

農林水産省生産局技術普及課（担当：齋藤、広瀬）（03-3593-6497） 

 

╋╋・‥… 病害虫発生予報情報 …‥・╋╋ 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

◆「令和元年度 病害虫発生予報第４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７月 10 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４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ご指導をお願いします。 

 

〇 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、斑点米カメムシ類の発生が北海道、北東北及び北陸の一部の地域

で多くなると予想されています。水田の観察を行い、発生状況に応じて適期

に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北東北及び近畿の一部の地域で

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、かんきつのハダニ類の発生が中国及び北九州の一部の地域で多

くなると予想されています。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、なしの黒星病等、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。 

 

〇 また、本年 7 月 3 日(水)に鹿児島県において、国内で初めてツマジロクサ

ヨトウの発生が確認されました。本虫の防除には、早期発見が重要であるこ

とから、疑わしい虫を見つけた場合は、都道府県病害虫防除所又は植物防疫

所までご連絡をお願いします。 

 

＜参照＞ 

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

虫発生予察情報と併せてご利用ください。 

〇「令和元年度 病害虫発生予報第４号」の発表について（７月 10 日付け農林水

産省プレスリリース） 

http://www.maff.go.jp/j/press/syouan/syokubo/190710.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 

農林水産省消費・安全局植物防疫課（担当：白石、渡邉、宮木）（03-3502-3382） 

 

╋╋・‥… 公募情報 …‥・╋╋ 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 



 

◆「農の雇用事業（令和元年度第 3回）」の募集を開始しました 

【経営局就農・女性課】 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

青年の農業法人等への雇用就農を促進するため、法人等が新規就業者に対し

て実施する実践研修等を支援する「農の雇用事業」の令和元年度第 3 回募集を

開始しました。 

 詳細は、こちらをご確認ください。（全国新規就農相談センター HP） 

（本年度から研修生の対象年齢、働き方改革等、採択者上限等の事業要件を見直

しています。） 

⇒https://www.be-farmer.jp/nounokoyou/original/（外部リンク） 

 また、周囲でご希望される方がいらっしゃいましたら、この情報をお知らせく

ださいますようお願いします。 

【助成額】年間 大 120 万円、 長 2 年間 

【募集期間】令和元年 6 月 24 日（月）～令和元年 8 月 30 日（金） （土日祝

は除く） 

【研修期間】令和元年 11 月から 長 2年間 

【今後の募集予定】 第 4回（10 月～11 月） 

 

※その他、下記の２つのタイプは令和2年1月31日まで随時募集しております。

▼詳細はこちら 

「農の雇用事業（次世代経営者育成タイプ）」 

⇒https://www.be-farmer.jp/nounokoyou/next/ （外部リンク） 

「被災農業者向け農の雇用事業」 

⇒https://www.be-farmer.jp/nounokoyou/emergency/ （外部リンク） 

 

※お問い合わせ先  

農林水産省 経営局 就農・女性課 雇用・労働グループ（03-6744-2162） 

 

╋╋・‥… 施策情報 …‥・╋╋ 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

◆平成 30 年度「食料・農業・農村白書」を公表！説明会も開催します！ 

【大臣官房広報評価課情報分析室】 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

 本年 5月 28 日に公表した平成 30 年度「食料・農業・農村白書」では、冒頭の

特集にて平成 30 年度に多発した自然災害からの復旧・復興、現場への実装が進

むスマート農業、広がりを見せる農福連携について紹介していますので、是非ご

覧ください。 

また今後は、各農政局等で説明会を開催する予定ですので、皆様のご参加お待

ちしております！ 

 

▼詳細はこちら 

 http://www.maff.go.jp/j/wpaper/w_maff/h30/index.html 

 

※お問い合わせ先  

農林水産省大臣官房広報評価課情報分析室（03-3501-3883） 

 



 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

◆農業・林業・漁業へのはじめの一歩を応援するサイト「あふてらす 農林漁業

はじめるサイト」を開設！ 

【大臣官房広報評価課】 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

 農林水産省は、農業・林業・漁業へのはじめの一歩を応援する情報発信ポータ

ルサイト「あふてらす 農林漁業はじめるサイト」を開設しました。農業・林業・

漁業や、その加工・販売に興味がある方、これから始めたい方向けの情報をお届

けします。 

 普及指導員の皆様におかれましても、農業・林業・漁業をはじめようとしてい

る方々に当サイトをご活用いただけるよう周知のご協力をお願いします！ 

 

▼詳細はこちら 

 http://www.maff.go.jp/j/aff_terrace/index.html 

 

※お問い合わせ先  

農林水産省大臣官房広報評価課広報室（03-3502-5594） 

 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

◆2019 年 9 月よりセイヨウオオマルハナバチの許可基準変わります 

（本州、四国、九州が対象） 

【生産局園芸作物課】 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

トマト等の授粉に用いられるセイヨウオオマルハナバチは、「特定外来生物法」

に基づき、平成 18 年に特定外来生物に指定され、環境大臣の許可を受けた場合

のみ飼養等が認められています。 

このため、環境省及び農林水産省は、セイヨウオオマルハナバチの利用の縮小、

クロマルハナバチ等の代替種利用拡大を目的として、2017 年４月に「セイヨウ

オオマルハナバチの代替種の利用方針」を取りまとめました。 

本方針に基づき、この度、2019 年 9 月よりセイヨウオオマルハナバチの許可

の運用が次のとおり変更されます。 

 

1．許可の対象が継続利用等に限られること。 

2．規模拡大による飼養数増加に理由書が必要となったこと。 

3．2022 年 4 月より飼養数の増加が認められなくなること。 

 

将来的には許可の範囲がさらに限定されるため、普及指導員の皆様におかれ

ましても、本方針の趣旨をご理解いただき、クロマルハナバチへの計画的な転換

の推進にご協力をお願いします。 

 

▼詳細はこちら 

＜セイヨウマルハナバチに関する環境省 HP＞ 

http://www.env.go.jp/nature/intro/2outline/attention/seiyou.html 

＜許可基準の運用変更等に関するチラシ＞ 

http://www.env.go.jp/nature/intro/2outline/attention/file/Seiyouoomaru

hanabachi_kyokahyojyun.pdf 



 

 

※お問い合わせ先  

  農林水産省生産局園芸作物課（担当：角張、竹内）（03-3593-6496）  

 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

◆施設園芸農業者の皆様へ ～集団加入で、園芸施設共済の掛金が大幅割引

に！～ 

【経営局保険監理官付】 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

本年６月より園芸施設共済を拡充し、基幹的な災害に対応した大幅な掛金の

割引パッケージを導入しました。 

当該割引パッケージは、ＪＡの生産部会等が園芸施設共済の集団加入に取り

組む場合に適用できることとしており、当該割引パッケージを活用することに

より、 大で掛金が３割以下にまで低減（パイプハウスの場合）します。 

台風や豪雨などの災害から農業者の経営を守るためには、施設本体は園芸施

設共済に、施設内農作物は収入保険に加入して、自ら備えることが重要です。 

普及指導員の皆様におかれましては、台風前のこの機会に、園芸施設共済及び

収入保険への加入を勧めていただきますよう、ご協力のほどよろしくお願いし

ます。 

なお、新たに導入した割引パッケージ等について詳しく知りたい方は、お近く

の農業共済組合等へお問い合わせください。 

 

▼農業共済組合等の相談窓口はこちら 

http://nosai-zenkokuren.or.jp/consultation.html 

▼園芸施設共済の拡充内容はこちら 

http://www.maff.go.jp/j/keiei/nogyohoken/engei/r0106kakuju.html 

 

※お問い合わせ先 

 農林水産省 経営局保険監理官付園芸施設班（担当：飯村、樋口）（03-3502-7394） 

 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

◆「令和元年度 地産地消等優良活動表彰」の応募開始のお知らせ！ 

【食料産業局食文化・市場開拓課】 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

今年度も、地産地消や国産農林水産物・食品の消費拡大に貢献する優れた活動 

を表彰する「令和元年度 地産地消等優良活動表彰」の応募を受付中です！ 

皆様が取り組む、地産地消や国産農林水産物の消費拡大に関する創意工夫あ

る活動をぜひご紹介ください。 

自薦他薦ともにご応募できますので、普及指導員の皆様から地産地消などに

関心をお持ちの法人や農協等の皆様に対して、ご案内頂きますよう宜しくお願

いします。 

▼詳細はこちら 

https://www.e-toroku.jp/eatlocal2019 

▼昨年度の受賞事例 

http://www.maff.go.jp/j/shokusan/gizyutu/tisan_tisyo/attach/pdf/inde

x-55.pdf 



 

 

※お問い合わせ先  

地産地消等優良活動表彰事務局 株式会社ジェイアール東日本企画 

電話：03-5447-7233  E-mail：chisanchisho@jeki.jp 

 農林水産省食料産業局食文化・市場開拓課（担当：佐々木 寛）（03-6744-2352） 

 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

◆令和元年度６次産業化優良事例表彰、募集開始！ 

【食料産業局産業連携課】 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

６次産業化に取り組み、地域を活性化している事例を表彰する「６次産業化 

アワード」の募集が始まりました！ 

 大臣賞受賞者は、翌年度の農林水産祭（天皇杯等）に参加することができます。 

 募集締切は８月 23 日（金）です。今年もふるってご応募ください！！ 

 普及指導員の皆様におかれましても、６次産業化優良事例表彰の募集につい

てご協力のほどよろしくお願いします。 

 

▼詳細はこちら 

 応募条件・方法等の詳細は下記の URL をご覧ください。 

 https://www.e-toroku.jp/6jika_gpa_r01/ 

 

※お問い合わせ先 

 ６次産業化推進協議会 事務局 TEL:03-3281-0780 

 食料産業局 産業連携課 TEL：03-3502-8246 

 

╋╋・‥… 各種シンポジウム、セミナー等の開催情報 …‥・╋╋ 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

◆7月 26 日（金）13:10～17:15 

「畜産環境シンポジウム～家畜ふん堆肥を利用した土づくり～」を開催！ 

【生産局畜産振興課】 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

 農林水産省は、７月 26 日（金曜日）に農林水産省 7階講堂において、「令和元

年畜産環境シンポジウム〜家畜ふん堆肥を利用した土づくり〜」を開催します。 

 家畜ふん堆肥は、土づくり機能が期待できる一方で、家畜排せつ物の発生量の

地域的偏在や散布に要する労力等の問題から、利用量が減少傾向にあります。 

シンポジウムでは、家畜ふん堆肥を利用した土づくりに関する 新知見や現

場での取組事例を紹介し、耕畜連携や堆肥の広域流通を推進するための一助と

します。 

多くの皆さまのご参加をお待ちしております。 

 

▼詳細はこちら 

（参考 URL）http://www.maff.go.jp/j/press/seisan/c_sinko/190626.html 

参加申込締切を、７月 17 日（水曜日）としていますが、人数に余裕がある場

合はご参加いただけます。 

 

※お問い合わせ先  



 

農林水産省生産局畜産振興課（担当：歌丸、文田）（03-6744-7189） 
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                編集後記 
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 このたびの山形県沖を震源とする地震、6月下旬からの大雨で被災された方々

には心からお見舞い申し上げます。復興にご尽力されている皆様には、安全に留

意されご活躍されることをお祈りいたします。 

◎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。 


