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 このメールマガジンは、普及事業に関する情報などを、登録された皆様に無料

でお届けするものです。もし、まわりに登録されていない方がいましたら、ぜひ

登録をお勧めください。 

 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 】 

 

【技術指導通知】 

☆台風第10号の接近に伴う農作物等の被害防止に向けた技術指導の徹底につい

て 

 

【病害虫発生予報情報】 

☆「令和元年度 病害虫発生予報第６号」の発表について 

 

【公募情報】 

☆「緑茶輸出産地緊急対策事業」の２次公募について 

☆国際認証取得等支援の公募のお知らせ 

 

【施策情報】 

☆台風や大雪に備えて農業用ハウスの補強や防風ネット、融雪装置の設置等の

支援を行っています（農業用ハウス強靭化緊急対策事業） 

☆地域を元気にする 6次産業化の取組を募集中！ 

☆６次産業化情報誌、新装刊！ 

 

【各種シンポジウム、セミナー等の開催情報】 

☆令和元年 薬用作物の産地化に向けた栽培技術研修会の開催について 

☆団体認証現地研修会開催のお知らせ（GAP 関連運動推進事業） 

☆農業法人等の経営者・管理職の方へ：「女性が働きやすい職場づくりセミナー」

参加者募集のお知らせ 

☆ご夫婦で農業に取り組む方へ：「家族農業版 働き方改革セミナー」参加者募集

のお知らせ 

 

╋╋・‥… 技術指導通知 …‥・╋╋ 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

◆台風第10号の接近に伴う農作物等の被害防止に向けた技術指導の徹底につい

て 

【生産局農業環境対策課長、政策統括官付穀物課長、同地域作物課長】 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 



 

 気象庁発表の台風に関する気象情報（全般台風情報）によると、大型で強い

台風第 10 号が今後、発達しながら北上を続けるおそれがあり、暴風や大雨に

よる農作物等への影響が懸念されるところです。今後とも気象庁が発表する最

新の気象情報等に注意し厳重な警戒が必要です。 

 このため、下記通知を踏まえて、各地域の状況に応じた迅速かつ適切な対応

が行われるよう、技術指導の徹底を図ってください。 

 特に、これまでの地震や大雨等の影響により被害を受けた地域においては、

引き続き、土砂災害に細心の注意を払い、農作業及び農地・農業用施設の見回

りについては気象情報を十分に確認し、これらの状況が治まるまで行わないな

ど、人命を最優先に二次災害の防止を徹底するよう、併せて注意喚起してくだ

さい。 

 

                記 

 

○被害防止等に向けた技術指導通知 

http://www.maff.go.jp/j/seisan/kankyo/attach/pdf/gijyutu_sido-89.pdf 

 

○農業技術の基本指針（令和元年改定） 

http://www.maff.go.jp/j/kanbo/kihyo03/gityo/g_kihon_sisin/r1sisin.html 

 

※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） 

 

╋╋・‥… 病害虫発生予報情報 …‥・╋╋ 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

◆「令和元年度 病害虫発生予報第６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８月７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６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。 

 

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、トビイロウンカの発生が中国及び九州の一部の地域で多くなる

と予想されています。水田の見回りの際には株元を注意深く観察し、発生状

況に応じて適期に防除を実施してください。このほか、斑点米カメムシ類等、

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。 

 

２ 野菜類では、シロイチモジヨトウの発生が北陸、東海、近畿、四国及び北九

州の一部の地域で多くなると予想されています。ほ場の観察をきめ細かく行

うとともに、適期に防除を実施してください。 

 

３ 果樹では、なしのハダニ類の発生が北東北、北陸及び南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、果樹カメムシ類等、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。 

 

〇 ツマジロクサヨトウの発生が、7月 3日に鹿児島県において初めて確認され

て以降、九州・沖縄の複数県で確認されています。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御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４号」の発表について（８月７日付け農林水

産省プレスリリース） 

    http://www.maff.go.jp/j/press/syouan/syokubo/190807.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） 

 

╋╋・‥… 公募情報 …‥・╋╋ 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

◆「緑茶輸出産地緊急対策事業」の２次公募について 

（公募期間：７月 19 日（金）～８月 23 日（金）） 

【生産局地域対策官】 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

緑茶の輸出拡大に向けた輸出向け産地の育成を図るため、海外ニーズの高い

茶の生産拡大に必要な栽培技術・加工技術の導入や、輸出用茶葉の残留農薬の分

析を支援します。 

◯対象者：生産者団体等 

◯補助率：１／２以内（検討会、残留農薬分析は定額） 

普及指導員の皆様におかれましても、緑茶の輸出に関心のある生産者に対し、

本事業の活用も念頭に、輸出拡大の実現に向けた支援をお願いいたします。 

 

▼詳細はこちら 

 公募の詳細 

http://www.maff.go.jp/j/supply/hozyo/seisan/190719_2.html 

  事業の概要 

http://www.maff.go.jp/j/supply/hozyo/seisan/attach/pdf/190719_2-

3.pdf 

 

※お問い合わせ先  

 農林水産省 生産局 地域対策官（担当：山平、高宮）（03-6744-2117） 

 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

◆国際認証取得等支援の公募のお知らせ 



 

【生産局農業環境対策課】 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

 農林水産省では、（一社）全国農業改良普及支援協会を通じて、輸出を目指す

農業者等に対する有機 JAS 認証、GAP 認証（GLOBALG.A.P.及び ASIAGAP）の取得

等や審査体制充実のための GAP 認証審査員候補者の育成を支援するため、対象

者の公募を行っています。 

 認証取得等支援では、農業者等の認証審査や認証取得に必要な研修の受講、輸

出向け商談に要する費用等が支援の対象となります。 

 審査員候補者育成支援では、GAP 認証審査員候補者の研修の受講に要する費用

が支援の対象となります。 

 普及指導員の皆様におかれましては、本事業について地域の農業者、農業法人、

JA 等の皆様に広く情報提供していただきますとともに、認証取得に向けた取組

を支援いただきますようよろしくお願いします。 

▼詳細・申込みはこちら 

 （参考 URL）https://www.jadea.org/news/news-20190724.htm 

 

※お問い合わせ先  

  （一社）全国農業改良普及支援協会（GAP 推進部）（03-5561-9562） 

  農林水産省生産局農業環境対策課（有機農業推進班）（03-6744-2114） 

                 （GAP 推進グループ）（03-6744-7188） 

 

╋╋・‥… 施策情報 …‥・╋╋ 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

◆台風や大雪に備えて農業用ハウスの補強や防風ネット、融雪装置の設置等の

支援を行っています（農業用ハウス強靭化緊急対策事業） 

【生産局園芸作物課】 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

農林水産省では、近年の台風や大雪による農業用ハウスの被害が多発してい

る状況を踏まえ、農業用ハウスの補強や防風ネット、融雪装置の設置等の支援を

行っています。本事業による補強等の取組は、農業者個人でもご活用いただけま

す。普及指導員の皆様におかれましては、地域の農業者、農業法人、ＪＡ等の皆

さまにも情報提供いただきますよう、お願いいたします。 

 

＜対象となる取組＞ 

１．農業用ハウスの補強（農業者個人や農業者団体向け）補助率：1/2 

・筋交い、タイバー、２重アーチ等による補強や防風ネット、融雪装置の設置等 

２．被害防止講習会の開催費用（自治体向け）補助率：定額 

・講師派遣費用、マニュアルの作成・印刷費、ハウスの補強の現地実演資材費等 

 

＜要望調査期間＞ 

令和元年７月 26 日（金）～8月 26 日（月） 

※農林水産省から各都道府県に実施している期間です。要望調査は順次実施し

ております（予算額に達し次第終了）。 

 

▼詳細はこちら 

http://www.maff.go.jp/j/seisan/ryutu/engei/sisetsu/saigaitaisaku.html 



 

 

※お問い合わせ先  

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

 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

◆地域を元気にする 6次産業化の取組を募集中！ 

【食料産業局産業連携課】 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

あなたの地域にある沢山の優れた素材。その素材をさらに付加価値の高いモ

ノへと変えていく。そして地域の未来をも変えていく。そんな 6 次産業化の取

組を募集し、表彰する「6次産業化アワード」。 

表彰対象の取組について、まだまだエントリーを受け付けています！ 

 

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。 

あなたや周りの優れた取組をぜひご紹介ください。 

 

過去にエントリーし受賞に至らなかった皆さまも、その後進展した取組での

再チャレンジをお待ちしています！募集の締切は 8月 23 日（金）です。 

 

▼対象や応募方法など、詳しくはこちら 

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

                                   

※お問い合わせ先 

  農林水産省 食料産業局 産業連携課（担当：鈴木）（03-3502-8246） 

 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

◆６次産業化情報誌、新装刊！ 

【食料産業局産業連携課】 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

６次産業化情報誌「ロクジカチャネル」は、25 号から「We are ６次化生活！」

タイトルが変わります！ 

気持ちを新たに、６次産業化の楽しく役立つ情報を皆さまへお届けします！

ぜひご愛読ください。 

 

最新号の 25 号では、夏に楽しみたい６次化の日本酒を特集。日本酒に合う６

次化商品もたくさん紹介しています。 

暑い夏の夜は、生産者のこだわりが詰まった日本酒と肴で一献傾けてはいか

がでしょうか？ 

 

「We are ６次化生活！」は、以下の URL で電子版をご覧いただけます。

http://www.maff.go.jp/j/shokusan/sanki/6jika.html 

 

※お問い合わせ先  

  農林水産省 食料産業局 産業連携課（担当：鈴木）（03-3502-8246） 

 

╋╋・‥… 各種シンポジウム、セミナー等の開催情報 …‥・╋╋ 



 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

◆令和元年 薬用作物の産地化に向けた栽培技術研修会の開催について 

                                             【生産局地域対策官付】 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

薬用作物の産地形成に向けた、現場における栽培技術の指導体制を支援する

ため、都道府県の普及職員、JA 営農指導員、市町村職員等を対象に、各ブロッ

クで「栽培技術研修会」を開催します。詳細については、以下のリンク先をご確

認いただくか、事務局へお尋ねください。 

（事務局）薬用作物産地支援協議会 担当者：粟田（あわた） 

     TEL03-5561-9562（FAX03-5561-9569）、http://www.jadea.org/ 

▼詳細はこちら 

 https://www.jadea.org/news/news-20190703.htm 

 

普及指導員の皆様におかれましては、研修会へのご参加とともに、お近くに薬

用作物の産地育成にご関心がある方等がいらっしゃれば、情報提供をお願いし

ます。 

 

※お問い合わせ先： 

農林水産省 生産局 地域対策官（担当：井上、中村）（03-6744-2117） 

 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

◆団体認証現地研修会開催のお知らせ（GAP 関連運動推進事業） 

【生産局農業環境対策課】 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

産地ぐるみの団体認証の取組を加速させるため、GAP 指導員、団体事務局とな

る者等を対象として、団体認証の進め方に関する講演、事例紹介等を内容とした

研修会を（一社）全国農業改良普及支援協会が行います。 

第１回は、８月 21 日（水）13:30～16:30 に静岡県静岡市において、（公財）

日本適合性認定協会 認定審査員 宮原義博氏を講師として、茶の団体認証をテ

ーマに開催します。 

普及指導員の皆様におかれましても、奮ってご参加ください。 

 

▼詳細・申込みはこちら 

 （参考 URL）https://www.jadea.org/news/news-20190724.htm 

 

※お問い合わせ先  

  （一社）全国農業改良普及支援協会（GAP 推進部）（03-5561-9562） 

 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

◆農業法人等の経営者・管理職の方へ：「女性が働きやすい職場づくりセミナー」

参加者募集のお知らせ 

【経営局就農・女性課】 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

これからの農業経営は、男性だけでなく、女性も主役です。でも女性が働きや

すい職場づくりってどうしたらいいの？そんなお悩みをお持ちの経営者の方の

悩みを解決すべく、各地とも参加無料、2回セットで開催します。 



 

ぜひ地域の農業法人等の皆様に広くお知らせ頂きますようお願いいたします。

なお当セミナーは行政の皆様もオブザーバーとしてご参加いただけますので、

どうぞご参加下さい。 

＊＊全国８か所で開催予定！＊＊＊ 

北海道（旭川市）・福島（郡山市）・埼玉（さいたま市）・富山（富山市）・愛知（名

古屋市）・京都（京都市）・香川（高松市）・鹿児島（鹿児島市） 

※鹿児島（初回 9月 9日）の申込み期限は 8月 23 日までとなっております。お

早めにお申込み下さい。 

 

▼農業法人等の経営者・管理職向け「女性が働きやすい職場づくりセミナー」（詳

細・申込み↓） 

http://hojin.or.jp/standard/100/joseikatsuyaku/cat3386/post_38.html 

 

※お問い合わせ先  

  農林水産省 経営局 就農・女性課（担当：柚木、村本）（03-3591-5831） 

 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

◆ご夫婦で農業に取り組む方へ：「家族農業版 働き方改革セミナー」参加者募集

のお知らせ 

【経営局就農・女性課】 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

夫婦のパートナーシップを発揮して経営の発展を目指したい、ワーク・ライ

フ・バランスのとれたゆとりある経営をしたい、とお考えの方に絶好のセミナー

です。参加無料、託児サービス付き。家族農業の「これまで」を振り返り、「こ

れから」に繋げるためにも、この機会に、夫婦そろってのご参加をお待ちしてお

ります。  

ぜひパートナーシップ経営を目指す方や、青年等就農計画の申請を機にご夫

婦で家族経営協定を結ばれた方、またこれから結ぶ予定の方へ広くお知らせ頂

きますようお願いいたします。なお当セミナーは行政の皆様もオブザーバーと

してご参加いただけますので、どうぞご参加下さい。 

＊＊全国８か所で開催予定！＊＊＊ 

北海道（旭川市）・宮城（仙台市）・長野（長野市）・新潟（新潟市）・愛知（名古

屋市）・大阪（大阪市）・鳥取（米子市）・鹿児島（鹿屋市） 

※鹿児島（初回 9 月 10 日）の申込み期限は 8 月 26 日までとなっております。

お早めにお申込み下さい。 

 

▼家族経営の農業者夫婦向け「家族農業版 働き方改革セミナー」（詳細・申込み

↓） 

http://hojin.or.jp/standard/100/joseikatsuyaku/cat3386/post_39.html 

 

※お問い合わせ先  

  農林水産省 経営局 就農・女性課（担当：柚木、村本）（03-3591-5831） 

 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

                編集後記 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 



 

 気温・湿度が高い時期になり、食べ物の管理が難しくなってきました。冷蔵庫

に保管していたため腐ったことに気づかなかった物を食べてしまい、しっかり

具合が悪くなりました。皆さんも、作った食事はすぐに食べる、時間が経ち過ぎ

たら思い切って捨てる等、食べ物の管理、体調の管理にお気をつけください！ 

◎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 
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