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            【 本 号 の 内 容 】 

 

【技術普及課よりお知らせ】 

☆秋の農作業安全確認運動を実施しています！ 

☆スマート農業推進イベントのご連絡（10 月 11 日（金）＠愛知県） 

 

【病害虫発生予報情報】 

☆「令和元年度 病害虫発生予報第７号」の発表について 

 

【公募情報】 

☆「農の雇用事業（令和元年度第 4回）」の募集を開始しました（今回の募集が

令和元年度の最終回となります） 

 

【施策情報】 

☆令和２年の収入保険から最大４割安い保険料で加入できるタイプができま

す！ 

☆新農業者年金（のうねん）の魅力をご紹介 

☆「第４回食育活動表彰」募集中です！ 

 

【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 

 

╋╋・‥… 技術普及課よりお知らせ …‥・╋╋ 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

◆秋の農作業安全確認運動を実施しています！  

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

毎年 300 人以上発生している農作業死亡事故を減少させるため、秋作業が行

われる９月から 10 月までを重点期間として、秋の農作業安全確認運動を実施し

ています。 

今年のテーマは「まずはワンチェック、ワンアクションで農作業安全」です。

普及指導員の皆様におかれましても、農林水産省の「農作業安全対策」や（国研）

農研機構農業技術革新工学研究センター「農作業安全情報センター」等の情報を

活用し、高齢の方を含む生産者が“気をつけよう”だけでなく具体的な行動によ



 

る農作業事故の予防対策に取り組むよう、周知・指導に御協力ください。 

 

▼詳細はこちら 

〇農林水産省「農作業安全対策」 

http://www.maff.go.jp/j/seisan/sien/sizai/s_kikaika/anzen/index.html 

○農林水産省「農作業安全の啓発資料」 

http://www.maff.go.jp/j/seisan/sien/sizai/s_kikaika/anzen/siryo.html 

こちらの啓発資料は、「農林水産省 Web サイトのコンテンツの利用について

（http://www.maff.go.jp/j/use/link.html）」に準じて自由に利用できます！ 

○農林水産省「令和元年農作業安全確認運動ポスター」 

http://www.maff.go.jp/j/seisan/sien/sizai/s_kikaika/anzen/attach/pdf/i

ndex-86.pdf 

〇（国研）農研機構農業技術革新工学研究センター「農作業安全情報センター」 

http://www.naro.affrc.go.jp/org/brain/anzenweb/ 

 

※お問い合わせ先  

農林水産省生産局技術普及課生産資材対策室（担当：安全指導班 細田、小屋

松）（03-6744-2111） 

 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

◆スマート農業推進イベントのご連絡（10 月 11 日（金）＠愛知県） 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

今年度は、スマート農業マッチングイベント（様々な農業新技術やスマート農

業実証プロジェクトの実施状況についての農業者等への情報発信、農業者と ICT

ベンダー等の意見交換を実施）を各地方ブロックにおいて開催されています。 

その第３弾として、10 月 11 日（金）に愛知県にて「東海ブロックスマート農

業サミット」と題して、農研機構マッチングフォーラム（農研機構によるスマー

ト農業に関する研究開発成果の情報発信等を実施）と合同で開催されますので、

ご案内いたします。 

土地利用型作物、施設野菜に係る新技術を中心に、講演や民間企業等による技

術情報提供が行われますので、普及指導員の皆様におかれましてもぜひご参加

ください。 

なお、講演の傍聴を希望される場合は、以下 URL にあります登録フォームか

らお申込みをお願いいたします（〆切：10 月１日）。 

企業等のブース展示は入退場自由ですので、事前申込みは不要です。 

 

▼詳細はこちら 

 （参考 URL）http://www.maff.go.jp/tokai/press/seisan_kankyo/190906_16.html 
 

※お問い合わせ先  

  農林水産省生産局技術普及課（担当：田中）（03-6744-2218） 

 

╋╋・‥… 病害虫発生予報情報 …‥・╋╋ 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

◆「令和元年度 病害虫発生予報第７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９月 11 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７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東海、近畿、中国、四国及び九州の一部

の地域で多くなると予想されており、四国及び九州の一部では警報も発表さ

れています。株元に成虫または幼虫を確認した場合には、速やかに防除を実

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東海、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。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、果樹カメムシ類の発生が南関東、北陸、東海、近畿、四国及び南

九州の一部の地域で多くなると予想されています。本虫の飛来状況は園地に

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、もものせん孔細菌病等、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 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、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７号」の発表について（９月 11 日付け農林水

産省プレスリリース） 

    http://www.maff.go.jp/j/press/syouan/syokubo/190911.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 …‥・╋╋ 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

◆「農の雇用事業（令和元年度第 4回）」の募集を開始しました（今回の募集が

令和元年度の最終回となります） 

【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 4 回募集を

開始しました。 

 詳細は、こちらを御確認ください。（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】年間最大 120 万円、最長 2 年間 

【募集期間】令和元年 9 月 4 日（水）～令和元年 10 月 31 日（木） （土日祝

は除く） 

【研修期間】令和 2年 1月から最長 2年間 

 

※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。

詳細は各リンク先を御確認ください。 

「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（担当：齋藤、土屋、

村椿）（03-6744-2162） 

 

╋╋・‥… 施策情報 …‥・╋╋ 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

◆令和２年の収入保険から最大４割安い保険料で加入できるタイプができま

す！ 

【経営局保険課農業経営収入保険室】 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

 「過去の収入をみても、収入が半減した年はないんだよね。ナラシ対策や野 

菜価格安定制度のように補償の下限を設けて、安い掛金で加入できるタイプを 

導入してほしい。」。このようなご要望にお応えして、令和 2年 1月からの収入 

保険に、掛金の安いタイプが追加されます！ 

 発動基準（基準収入の 9割）は変えずに、受け取る保険金の額を小さくする 

（補償の下限を設ける）ことで、保険料が最大で約 4割安くなります。 

 

 普及職員の皆様におかれましては、農業者に対する経営指導等の際に、今回 

の見直しを含めて、是非収入保険をご紹介していただき、農業者が災害などの 

リスクに対し、収入保険や農業共済に加入するなど、自ら備えるようにご指導 

ください。また、興味がある方には、最寄りの農業共済組合等につないでいた 

だくなどのご協力をよろしくお願いいたします。 

 

★☆農業共済組合等の相談窓口はこちら（NOSAI 全国連ホームページ）★☆ 

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



 

 

★☆収入保険について、詳しくはこちら（農林水産省ホームページ）★☆ 

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

 

※お問い合わせ先  

  農林水産省 経営局 保険課 農業経営収入保険室（担当：清水、寺尾） 

                    （０３－６７４４－７１４７） 

 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

◆新農業者年金（のうねん）の魅力をご紹介 

【独立行政法人 農業者年金基金】 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

平成 14 年にスタートした新農業者年金は、農業者の老後の生活の安定と福祉

の向上を図るとともに、農業者の確保に資することを目的とした積立方式・確定

拠出型の政策年金です。   

 国民年金第 1号被保険者（個人事業主）で、農業に年間 60 日以上従事する方

であれば加入できます。保険料の額は、月額２万円～６万７千円の範囲で自由に

決められ、自ら支払った保険料は、家族分も含め全額社会保険料控除の対象とな

ります。認定農業者又は認定新規就農者であれば、月額２万円の保険料が１万円

の自己負担で済む国庫補助を受けることができます。   

 また、個人型確定拠出年金（イデコ）が有期年金（５年～20 年）で手数料等

が必要となるのに対し、農業者年金は「終身年金」で手数料等の負担はありませ

ん。 

人生 100 年時代の豊かな老後に備え、このようにメリットの多い農業者年金

を、日ごろの営農指導の中で是非ご紹介いただきますようよろしくお願いいた

します。 

 

▼農業者年金基金ホームページ 

https://www.nounen.go.jp/ 

 

※お問い合わせ先 

農業者年金基金（03-3502-3199）  

または最寄りの農業委員会、ＪＡの農業者年金担当まで 

 

※農林水産省内窓口 

農林水産省経営局経営政策課（担当：佐々木、野中、大島）（03-6738-6163） 

 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

◆「第４回食育活動表彰」募集中です！ 

【消費・安全局消費者行政・食育課】 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

 農林水産省では、ボランティア活動、教育活動又は農林漁業、食品製造・販

売等その他の事業活動を通じて食育を推進する優れた取組を募集しています。 

 例えば、農林漁業体験を通じて「食の大切さ」を伝えている活動や、地元食

材を活用して地産地消を推進する活動など、様々な食育を実践されている皆さ



 

まの取組について、是非、ご応募ください。たくさんのご応募をお待ちしてお

ります。 

 普及指導員の皆さまにおかれましては、食育を実践されている地域の農業

者、農業法人、ＪＡ等の皆さまに広く情報提供をいただきますよう、よろしく

お願いいたします。 

 

■募集締切 

令和元年 10 月 31 日（木）必着 

 

▼詳しくは下記ＵＲＬをご覧ください。 

 http://www.maff.go.jp/j/syokuiku/hyousyo/161102.html 

 

※お問い合わせ先 

農林水産省消費・安全局消費者行政・食育課（担当：宮﨑、佐竹、大谷）

（03-6744-1971） 

 

╋╋・‥… 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 

【農林水産技術会議事務局研究企画課】 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

 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。 

 

◇令和元年度農業機械安全性検査合格機(第 1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、令和元年度第 1

次分として安全基準に適合となった 2機種 42 型式について、下記のとおり公表

しました。 

 

▼詳細はこちら [農研機構] 

http://www.naro.affrc.go.jp/publicity_report/press/laboratory/iam/1316

24.html 

 

◇発電細菌を利用した新しい水質監視システム 

- 豚舎排水処理施設の浄化性能を向上 - 

 

発電細菌を利用して BOD(生物化学的酸素要求量)を 6時間で測定できる「BOD 監

視システム」を開発しました。水質(BOD 値)の監視や、排水処理施設の運転制御

が可能になり、省エネや浄化性能の向上が期待できます。水質データをスマート

フォンで閲覧できる IoT デバイスも開発しました。  

 

▼詳細はこちら[農研機構]ほか 



 

http://www.naro.affrc.go.jp/publicity_report/press/laboratory/nilgs/13

1668.html 

 

◇養豚汚水浄化処理施設からの温室効果ガス排出を大幅削減  

- 農家施設で実証、既存施設への炭素繊維リアクター導入で - 

 

農研機構は、岡山県農林水産総合センター、岡山 JA 畜産(株)と共同で、炭素繊

維リアクターの導入により、養豚汚水浄化処理施設における温室効果ガスの排

出を約 80%削減できることを、農家施設で実証しました。本技術を全国の処理施

設に導入できれば、二酸化炭素換算で年間 60 万トンの温室効果ガス排出を削減

できると試算されます。 

 

▼詳細はこちら[農研機構][ 岡山県農林水産総合センター畜産研究所][岡山 JA

畜産株式会社] 

http://www.naro.affrc.go.jp/publicity_report/press/laboratory/nilgs/13

1541.html 

 

◇日本型イネ由来の新規除草剤抵抗性遺伝子 HIS1 の発見 

－複数の除草剤を不活性化する仕組みを解明－ 

 

埼玉大学大学院理工学研究科の戸澤譲教授、農研機構らの共同研究グループは、

「コシヒカリ」などの日本型イネが有する除草剤抵抗性遺伝子を発見し、そこに

コードされるタンパク質が複数の除草剤を不活性化する仕組みを分子レベルで

解明しました。 

 

▼詳細はこちら[埼玉大学][農研機構] 

http://www.saitama-u.ac.jp/topics_archives/2019-0719-1532-9.html 

 

◇常温乾燥保存可能な昆虫細胞で強力に働く遺伝子のスイッチを発見 

-タンパク質を大量に作って、そのまま保存する細胞系の実現- 

 

農研機構は、理研とカザン大学(ロシア)と協力して、乾燥保存可能な昆虫細胞で

大量のタンパク質を作り出すプロモーター(タンパク質を作り出すための遺伝

子のスイッチ)を見いだしました。しかも、このプロモーターは色々な昆虫細胞

でも働くことが明らかになりました。 

 

▼詳細はこちら[農研機構] 

http://www.naro.affrc.go.jp/publicity_report/press/laboratory/nias/131

608.html 

 

◇ゲノム編集で迅速にコムギの特性を改良 

－収穫前の雨で発芽せず良質な小麦生産に向けて－ 

 

岡山大学資源植物科学研究所と農研機構の共同研究グループは、コムギの特性

の改良にゲノム編集技術を利用することで、収穫時期に雨に濡れても発芽しに

くい（休眠が長い）植物体を短期間のうちに開発することに成功しました。 



 

 

▼詳細はこちら[岡山大学][農研機構] 

https://www.okayama-u.ac.jp/tp/release/release_id651.html 

 

◇ブドウ「シャインマスカット」の高精度な全ゲノム解読に成功 

 ～さらにおいしくて作りやすいブドウの品種改良を加速～ 

 

かずさＤＮＡ研究所と農研機構果樹茶業研究部門は共同で、ブドウ「シャインマ

スカット」の全ゲノム解析を行い、ワイン用欧州ブドウとのゲノム構造を比較し

ました。「シャインマスカット」の全ゲノム配列が染色体レベルで明らかになっ

たことで、生食用欧米雑種ブドウの果実品質や病気に対する抵抗性など、より良

い品種をつくるための重要な遺伝子に関わる研究を一層進めることができます。 

 

▼詳細はこちら[かずさＤＮＡ研究所][農研機構] 

https://www.kazusa.or.jp/news/190822/ 

 

◇ミカンゲノムデータベース(MiGD)の公開 

- 品種鑑定や新品種育成に用いる DNA マーカー開発を効率化 - 

 

カンキツの DNA マーカー開発支援用のデータベース「ミカンゲノムデータベー

ス(MiGD)」を開発・公開しました。10 種類のカンキツ及びその近縁野生種につ

いて、DNA マーカーの開発に必要な DNA 多型情報を容易に探索できます。 

 

▼詳細はこちら[農研機構] 

http://www.naro.affrc.go.jp/publicity_report/press/laboratory/nifts/13

1711.html 

 

◇農研機構が「スマート農業実証プロジェクト」のウェブページを開設 

 

農研機構は、農林水産省事業の「スマート農業技術の開発・実証プロジェクト」

(平成 30 年度補正予算)及び「スマート農業加速化実証プロジェクト」(令和元

年度予算)の事業実施主体として、その推進を担っています。このたび、水田作、

畑作、露地野菜・花き、施設園芸、果樹・茶、畜産の 6つの体系で採択された全

69 地区の実証課題について、その取組内容等をご紹介するウェブページを開設

しました。 

 

▼詳細はこちら[農研機構] 

http://www.naro.affrc.go.jp/publicity_report/press/laboratory/naro/131

651.html 

 

※お問い合わせ先  

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

 ※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 



 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

これまで、災害は万が一に起こるもの、という感覚でしたが、今ではいつ起こ

ってもおかしくない、身近な出来事に感じます。先日開催した農業革新支援セン

ター長会議では、普及における災害対応について意見交換が行われました。先日

も技術指導通知を配信しましたが、被害を拡大させないためにも、事後の対処は

非常に重要ですので改めてご確認ください。 

◎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 

※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。 


