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　　　　　　　　　　　　　平成３０年７月２７日
　　　　　　　編集・発行　農林水産省生産局技術普及課

☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆
∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽
　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　】

【技術普及課からのお知らせ】
☆農業技術総合ポータルサイトの「実用化技術情報一覧」を更新しました。

【病害虫発生予報情報】
☆「平成30年度 病害虫発生予報第５号（水稲及び平成30年７月豪雨関係）」の発表につ
いて

【公募・研修等のお知らせ】
☆GAP認証（ASIAGAP Ver.2.1)取得支援の追加公募のお知らせ
☆機能性表示食品届出指導員養成講座（農林水産省補助事業）募集のお知らせ
☆「平成30年度 地産地消等優良活動表彰」の応募開始のお知らせ！！
☆「フード・アクション・ニッポン アワード2018」の募集について
☆平成 30 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

【施策情報】
☆農業者と企業・研究機関とのマッチングミーティング（第１回:米）を開催します！
☆「農業分野における個別ガイドライン」の策定について
☆肉用牛ベンチマーキングCattleINFO＜キャトルインフォ＞のご案内

╋╋・‥…　技術普及課からのお知らせ　…‥・╋╋
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
◆農業技術総合ポータルサイトの「実用化技術情報一覧」を更新しました。
【生産局技術普及課】
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　農業技術総合ポータルサイトの「実用化技術情報一覧」では、新たに民間企業、試験研
究機関が開発し、現場で実用化されている花き・茶・そば及び環境保全型農業に係る技術
情報を１３件追加し掲載しました。

　▼農業技術総合ポータルサイトはこちら
　　http://www.maff.go,jp/j/kanbo/kihyo03/gityo/gijutsu_portal/top.html

※お問い合わせ先　
　　農林水産省　生産局　技術普及課（担当：大塚、安久）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（０３－３５０１－３７６９）

╋╋・‥…　病害虫発生予報情報　…‥・╋╋
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
◆「平成30年度 病害虫発生予報第５号（水稲及び平成30年７月豪雨関係）」の発表につ
いて
【消費・安全局植物防疫課】
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＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
  農林水産省は、平成30年７月25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５号（水稲及び平成30年７月豪雨関係）」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（発生予報）については次のとおりです。
また、平成30年７月豪雨による大雨の影響があった地域では、これまでに大雨の影響によ
る病害の広域的な発生は確認されていませんが、ほ場の観察をこまめに行い、大雨の影響
により病害が発生したほ場が確認された場合は、適切に防除を行ってください。
　水稲では、斑点米カメムシ類の発生が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。本虫は、水田周辺の雑草に生息し、出穂期になると水田に侵入し穂を加害し
ます。近年は、移動性が高い飛翔性のアカスジカスミカメとアカヒゲホソミドリカスミカ
メの発生が多くなっています。
  本虫による被害の程度は、出穂期の早晩、水田への本虫の侵入量、カメムシの発生種の
構成等によって異なるので、水田の観察を行い、今後も都道府県から発表される発生予察
情報等を参考に、適期に防除を実施してください。
  なお、水田周辺雑草の除草は本虫の発生量の抑制に効果的ですが、出穂期直前の除草
は、本虫の水田への侵入を助長し被害を増加させるおそれがあるため、出穂期の10日前ま
でに完了してください。

＜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「平成30年度 病害虫発生予報第５号（水稲及び平成30年７月豪雨関係）」の発表につ
いて（７月25日付け農林水産省プレスリリース）
　http://www.maff.go.jp/j/press/syouan/syokubo/180725.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）（03-3502-3382）

╋╋・‥…　公募・研修等のお知らせ　…‥・╋╋
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
◆GAP認証（ASIAGAP Ver.2.1)取得支援の追加公募のお知らせ
【生産局農業環境対策課】
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　農業者によるASIAGAP Ver.2.1の認証取得支援を目的とした「GAP認証取得支援事業」の
公募を、（一社）全国農業改良普及支援協会が行っています。
　認証審査費用や、認証取得に必要な研修の受講、施設改修資材の導入に要する費用等が
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、認証取得に興味をお持ちの地域の農業者、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。

【公募期間】平成30年７月18日（水）～平成30年８月31日（金）まで

　詳しくは、下記URLを御覧ください。
（一社）全国農業改良普及支援協会HP
　http://www.jadea.org/news/news-20180718.htm

お問合せ先　　　
（一社）全国農業改良普及支援協会　GAP担当（03-5561-9562）
農林水産省生産局農業環境対策課（生産工程管理班）（03-6744-7188）

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
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◆機能性表示食品届出指導員養成講座（農林水産省補助事業）募集のお知らせ
【食料産業局食文化・市場開拓課】
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　平成27年４月に機能性表示食品制度が創設されましたが、生鮮分野での届出件数は著し
く少ない状況です。
　生鮮分野における機能性表示食品制度の円滑な推進を図るため、機能性表示食品制度の
届出について適切な指導・助言を行うことができる者を養成する養成講座を開催します。
　日頃の普及指導活動の中で、農業者等から農産物の機能性表示についての相談を受けら
れたことがあると思います。
　普及指導員の皆様におかれましても参加のご検討をお願いします。

東京会場（東京都港区：ビジョンセンター田町）
　平成30年10月５日（金）、11月２日（金）、12月７日（金）、平成31年１月11日（金）
大阪会場（大阪市中央区：マイドームおおさか）
　平成30年10月18日（木）、11月15日（木）、12月13日（木）、平成31年１月17日（木）

募集期間
　平成30年７月２日～８月31日
受講料
　無料（ただし、会場までの交通費は自己負担となります。）
応募資格
　地域において一定期間継続して生鮮分野での機能性表示食品制度の普及・指導に携われ
る者。
詳細及び申し込みはこちらから　
　http://www.ofsi.or.jp/kinousei/
　公益財団法人　食品流通構造改善促進機構　担当：杉本、寺田
　TEL：03-5809-2176
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：平野、渡辺
　TEL：03-3502-5723

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
◆「平成30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「平成30年度 地産地消等優良活動表彰」の応募が始まりました！
　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。
１．応 募 期 間：平成30年７月13日(金) ～８月24日（金）
２．応 募 部 門：生産部門、食品産業部門、教育関係部門、個人部門
３．表彰の種類 ：農林水産大臣賞、農林水産省関係局長賞など
４．応 募 方 法：応募条件・方法等の詳細は、下記URLをご覧ください。
　　http://www.nomuraholdings.com/jp/company/group/napa/
５．お問合せ先： 
■地産地消優良活動等表彰事務局
　野村アグリプランニング＆アドバイザリー株式会社
　電話：03-3281-0780
　E-mail：sokusin-ri170004@jp.nomura.com

■農林水産省　食料産業局　食文化・市場開拓課　佐々木　寛
　電話：03-6744-2352

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
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◆「フード・アクション・ニッポン アワード2018」の募集について
【食料産業局食文化・市場開拓課】
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　今年度も地域の農林水産物や食文化を活かした魅力的な産品を発掘するコンテスト「フ
ード・アクション・ニッポン アワード2018」を開催します。
　今年度のテーマは「おいしさで心をつなぐ ニッポンの逸品」。大手百貨店、流通、外
食事業者等が審査委員となり、国産農林水産物の魅力を活かした優良な産品をコンテスト
形式で発掘し、各社の流通販路を通じて消費者に届けていきます。
　また、今年度は2013年に和食文化がユネスコ無形文化遺産に登録されて５周年の節目で
あることから、「身近」「手軽」「健康的」をキーワードとして和食文化あふれる食事を
摂る機会の増加に官民協働で取り組む「Let’s！和ごはんプロジェクト」の趣旨に沿った
産品を特別賞として選定します。
　普及指導員の皆様から農林水産物の生産者や加工事業者等に対して、ご案内及び応募に
対するご指導を頂きますようよろしくお願いします。

１．応募期間：平成30年７月23日(月) ～８月31日（金）
２．応募主体：農林水産物の生産者、食品製造業者、加工事業者等
３．応募産品：国産農林水産物の消費拡大に寄与する農林水産物及び加工食品等並びに従
来と比較して簡単に「和ごはん」が調理できる加工食品
４．応募方法：応募条件・方法等の詳細は、下記URLをご覧ください。
　■アワードについて
　　http://syokuryo.jp/award/
  ■「Let’s！和ごはんプロジェクト」について
　　http://www.maff.go.jp/j/keikaku/syokubunka/culture/wagohan_project.html
５．お問合せ先：
　■フード・アクション・ニッポン アワード事務局
　　電話：03-6264-0502
　　E-mail：fan_award@syokuryo.jp

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
◆平成 30 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を促進するため、各ブロック毎に開催される「栽培技術
研修会」について、以下のとおりお知らせします。

【薬用作物産地支援　栽培技術研修会】
・目　　的）現場における薬用作物の栽培技術の指導体制を支援するため、普及指導員等
を対象に栽培技術に関する研修会を実施。
・対 象 者）都道府県の普及職員、JA営農指導員、市町村職員等
・開催日程）開催場所・日程などの詳細、申込方法については、以下のHPをご参照くださ
い。
　　　　　　http://www.jadea.org/news/news-20180628.htm
・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/

今年度の栽培技術研修会では、現地研修や座学により、栽培上の注意点や品質
評価等、薬用作物の栽培支援に必要な知識や技術を深めることができるほかに、
「農研機構における研究開発の状況」についても紹介される予定です。

※お問い合わせ先　
　　農林水産省　生産局　地域対策官（担当：市橋、中村）（03-6744-2117）

╋╋・‥…　施策情報　…‥・╋╋
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
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◆農業者と企業・研究機関とのマッチングミーティング（第１回:米）を開催します！
【大臣官房政策課】
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　８月６日（月）13:00～農林水産省７Ｆ講堂において「農業者と企業・研究機関とのマ
ッチングミーティング（第１回：米）」を開催いたします！
　今回は、ドローン、水田センサー、除草ロボットをテーマとし、関連企業18社が集ま
り、プレゼンテーションと個別の相談ブースをご用意するとともに、農業者の皆様に自由
に技術提案企業とマッチングできる機会を設けます。また、各社のドローンの展示スペー
スや、農水省側から米輸出、収入保険などの相談ブースも別室にて設置する予定です。
　是非とも、地域の農業者の皆様にご周知いただければと思います。もちろん、普及員の
皆様にも技術に関する情報を得ていただくチャンスですので、どうぞご参加ください！
　参加希望の方は、以下のURLもしくはマッチングミーティングのチラシのリンクからプ
レス画面に飛び、入力フォームから登録いただけますと当日スムーズに入館可能です。是
非ご登録ください。

▼詳しくはこちら
◇「農業現場における新技術の実装に向けたマッチングミーティング（第１回:米）の開
催について」
http://www.maff.go.jp/j/press/kanbo/kihyo01/180725.html
◇マッチングミーティングチラシ
http://www.maff.go.jp/j/press/kanbo/kihyo01/attach/pdf/180725-4.pdf

◇お申し込み･お問い合わせ
農林水産省 大臣官房 政策課　　
担当者：太田、田島、表谷（ひょうたに） 
ＴＥＬ：03-6744-0494
E－mail:Innovation_group@maff.go.jp

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
◆「農業分野における個別ガイドライン」の策定について
【大臣官房政策課技術政策室】
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　我が国の農業分野で就業者減少・高齢化が進む中で、担い手が効率的かつ効果的な農業
経営を行うためには、ITシステムの利活用が重要な要素の１つとなっています。また、IT
システムの利活用のためには農業情報の相互運用性・可搬性を確保することが重要です。
　このような中、これまで以下の標準化ガイドラインを策定しました。
　１　農作業の名称（個別ガイドライン（第３版）＜GL1＞）
　２　農作物の名称（個別ガイドライン（第２版）＜GL3＞）
　３　登録農薬に係るデータ項目に関する情報（暫定版）
　４　登録肥料等に係るデータ項目に関する情報（暫定版）
　５　農業情報のデータ交換のインタフェース（個別ガイドライン（第2版）＜GL4＞）
　６　環境情報（生産環境に係る温度等の情報）のデータ項目（個別ガイドライン（第3
版）＜GL2＞）
　７　生育調査等の項目（個別ガイドライン（第1版）＜GL5＞）
　８　生産履歴の記録方法に係る情報（暫定版）

　これらのガイドラインは「政府ＣＩＯポータル」に掲載しています。また、「農業デー
タ連携基盤」（※）において標準化ガイドラインを踏まえたデータの蓄積・整備を行って
いますので、ITシステムを利用している農業経営体の方へのご指導の参考として活用いた
だければと思います。

※「農業データ連携基盤」とは、データ連携や提供機能を持つデータプラットフォーム
で、農業の担い手がデータを使って生産性の向上や、経営の改善に挑戦できる環境を生み
出すために内閣府ＳＩＰ事業により構築されたものであり、来年４月から本格稼働する予
定です。
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e-普及だより第173号300727.txt
■政府ＣＩＯポータル　
　→https://cio.go.jp/policy-agri

■農業データ連携基盤（WAGRI）
　→https://wagri.net/

※お問い合わせ先　
　農林水産省大臣官房政策課技術政策室（担当：山田）（03-6744-0408）

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
◆肉用牛ベンチマーキングCattleINFO＜キャトルインフォ＞のご案内
【農研機構食農ビジネス推進センター】　　　
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　肉用牛の繁殖や肥育の生産現場では、飼養管理や相場の変動など複雑な要素が生産性や
経営に影響を与えます。農研機構では、民間企業で取り組まれている成績の評価システム
「ベンチマーキング」の考えを応用し、肉用牛農場の経営を評価するシステム
（CattleINFO）の運営・普及を進めています。
　CattleINFOでは、参加農場から提出されたデータを定期的に解析し、売上高はもちろん
肉牛の増体重や出荷頭数、枝肉の単価などの成績の立ち位置を解析結果として作成し返却
します。解析結果では、図を多用して農場の立ち位置を示しているため、各項目とも一目
で自農場の成績の立ち位置を把握することができます。冊子の結果を、農場主、スタッ
フ、普及指導員の皆様や獣医師等の専門家の方々で検討する事により、計画的に生産成績
や経営改善の策定が可能になります。
　普及指導員の皆様におかれましては、ぜひ、肉用牛農場の皆様へCattleINFOをご紹介頂
けますようお願い申し上げます。また、普及指導員の皆様が農場と農研機構の間に入っ
て、データや解析結果の中継をして頂くことも可能です。

※詳細は下記のページをご参照下さい。
　http://www.naro.affrc.go.jp/abic/cattleinfo/

※お問い合わせ先　
　農研機構　食農ビジネス推進センター（担当：山根逸郎）（電話：029-838-7829、メー
ル：cattleinfo@ml.affrc.go.jp）
　

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
　　　　　　　　　　　　編集後記
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
　先日、北海道に行く機会があったのですが、現地に入った当日は久しぶりの晴れで気温
も高かったそうです。それでも30度には達しないので、猛暑が続いた関東から渡った身と
してはとても快適でした。
　猛暑の関東に戻ってきて、最近やっと暑さが落ち着いてきたと思ったら、今度は本州の
広い範囲で台風の予報です。昨日、技術指導通知を配信しましたが、先日の豪雨等で地盤
の緩んでいる所もあると思いますのでご注意ください。◎編集担当Ｔ◎
∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽

※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。
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