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            【 本 号 の 内 容 】 

 

【技術普及課からのお知らせ】 

☆スマート農業推進イベントのお知らせ 

☆ドローンで農薬散布を行う際の制度・留意事項について御紹介しています 

 

【病害虫発生予報情報】 

☆「令和元年度 病害虫発生予報第９号」の発表について 

 

【技術指導通知】 

☆積雪(暴風雪)及び寒害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 

 

【施策情報】 

☆農業保険（収入保険・農業共済）の普及推進に御協力をお願いします！ 

☆農業者年金（のうねん）の御紹介 

 

【各種シンポジウム、セミナー等の開催情報】 

☆セミナー・研究成果報告会（11 月 27 日） 

「日本の麦－拡大し続ける市場の徹底分析－」 

 民間流通制度導入後の国内産麦のフードシステムの変容に関する研究（大麦編） 

☆「全国版スマート農業サミット」を開催 

 

╋╋・‥… 技術普及課からのお知らせ …‥・╋╋ 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

◆スマート農業推進イベントのお知らせ 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

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しています。 

 

【12 月 10 日（火）＠北海道】 

「農研機構マッチングフォーラム in 北海道（スマート農業に関する技術開発や



 

導入事例等を紹介する農林水産省と農研機構の共催イベント）」と合同で開催い

たします。 

主に土地利用型作物に係る新技術について、有識者等による講演や実証地区か

らの発表、民間企業等（約 40 社：農機、自動操舵システム、ドローン等）によ

る技術情報提供・実演が行われます。 

 

【12 月 11 日（水）＠宮城県】 

「東北地域スマート農業推進フォーラム」と題して開催いたします。 

東北各県の実証地区からの発表や、民間企業等（約 10 社：主に水田作に関連）

による技術情報提供が行われます。 

 

入場無料、入退場自由ですので、普及指導員の皆様におかれましてもぜひ御参

加ください。 

なお、講演の傍聴を希望される場合は、以下 URL にあります申込フォーム等

からお申込み願います。 

 

▼詳細はこちら 

北海道：http://www.maff.go.jp/hokkaido/suishin/seisan/smart/index.html 

東北：http://www.maff.go.jp/tohoku/press/kankyo/191113.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） 

 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

◆ドローンで農薬散布を行う際の制度・留意事項について御紹介しています 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

本年７月に無人航空機による農薬等の空中散布について規定していた技術指

導指針が廃止され、農薬散布のためのドローンの飛行申請等手続きについても、

国土交通省の本来のスキームに基づくものとなりました。また、同日付けで、空

中散布に適用する無人航空機飛行マニュアル（国土交通省）が公開されるととも

に、農薬安全に係る事項を整理した空中散布ガイドライン（農林水産省）が策定

されたところです。 

この制度変更に関して、ドローンで農薬散布を行う際の法制度や飛行の承認

申請方法、よくある御質問等についてまとめて公開しております。 

農薬散布ドローンの正しい運用について御理解いただき、普及指導員の皆様

が現場指導等される際に御活用いただけますと幸いです。 

 

▼「ドローンで農薬散布を行うために」（御案内） 

http://www.maff.go.jp/j/kanbo/smart/pdf/nouyakusannpu.pdf 

 

▼掲載ページはこちら 

http://www.maff.go.jp/j/kanbo/smart/drone.html 

 

※お問い合わせ先  

 農林水産省 生産局 技術普及課（担当：新保、相川、江澤）（03－3501－3769） 

 



 

╋╋・‥… 病害虫発生予報情報 …‥・╋╋ 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

◆「令和元年度 病害虫発生予報第９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 11 月 13 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９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 野菜類では、いちごのハダニ類の発生が、中国、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、

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。このほか、いちごのアブラムシ類等、病害虫が多くなると予想されて

いる地域があるので注意してください。 

 

２ 果樹や茶では、翌春の病害虫防除を効率的かつ効果的に実施するため、病害

虫の越冬量を低下させ、翌春の発生を抑制することが重要です。果樹の病害

対策として、感染落葉やり病部を除去するとともに、翌春までに園外に持ち

出すか、土壌中にすきこむ等、適切に処理してください。また、虫害対策とし

て、ハダニ類及びカイガラムシ類の発生が多かった園地では、粗皮削りやマ

シン油散布による防除を実施してください。茶のカンザワハダニが多発した

園地では、秋整枝後の薬剤散布等の防除を実施してください。 

 

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、複数府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９号」の発表について（11 月 13 日付け農林

水産省プレスリリース） 

    http://www.maff.go.jp/j/press/syouan/syokubo/191113.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） 

 

╋╋・‥… 技術指導通知 …‥・╋╋ 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

◆積雪(暴風雪)及び寒害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】 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

 気象庁発表の暴風雪と高波に関する全般気象情報(令和元年 11 月 13 日)によ

ると、11 月 14 日から 15 日にかけて、低気圧が日本海北部から間宮海峡を急速

に発達しながら北上し、14 日から 16 日頃にかけて北日本では冬型の気圧配置が

強まる見込みとなっており、北日本では、14 日夜から 16 日頃にかけて、日本海

側を中心に暴風雪、大雪となる見込みとなっています。 

 また、湿った雪による電線等への着雪、なだれ、雷や竜巻などの激しい突風、

降ひょう等を伴うこともあることから、今後とも気象庁が発表する最新の台風

情報等に注意し厳重な警戒が必要です。 

 今後、本格的な降積雪期を迎えるに当たり、積雪及び寒害に対して適切な備え

を行い、油断なく警戒することが重要です。 

積雪(暴風雪)及び寒害に伴う農作物等の被害防止に向けた技術指導について

は、(http://www.maff.go.jp/j/seisan/kankyo/gijyutu_sido.html) 

 

１．「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 

２．大雪による園芸施設被害の防止に向けた技術指導の徹底について（平成 30

年 10 月 30 日付け 30 生産第 1395 号農林水産省生産局園芸作物課長通知） 

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

を踏まえ、作業者の安全確保を最優先に、下記の事項に十分留意の上、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。 

 

※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） 

 

╋╋・‥… 施策情報 …‥・╋╋ 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

◆農業保険（収入保険・農業共済）の普及推進に御協力をお願いします！ 

【経営局保険課】 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

本年も、大雨や台風等の災害により、全国各地で農作物や農業用ハウス等に甚

大な被害が発生しています。 

普及指導員の皆様には、農業者と接するあらゆる機会を通じて、農業経営の安

定を図るためには、農業者自らが農業保険（収入保険・農業共済）を利用し災害

等に備えることが大切であることを、引き続き御説明いただきますようお願い

します。 

令和 2 年の収入保険から、安い保険料で加入できるタイプ（補償の下限の選

択で保険料は最大 4割安く！）が創設され、園芸施設共済では、集団で加入した

場合、掛金を割り引く措置も行っており、特にこの点を含めて普及をお願いいた

します。 

なお、このことについては、以下のリニューアルした資料に掲載しております

ので、ぜひ御活用ください。 

★収入保険「収入保険がサポートします！」 

★園芸施設共済「園芸施設共済が農業用ハウスを手厚く守ります」 

資料は、以下 URL に掲載しております。 



 

 

▼農業保険のページはこちら 

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

 

※お問い合わせ先  

  農林水産省経営局保険課（担当：大橋、安野）（03-6744-2175） 

 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

◆農業者年金（のうねん）の御紹介 

【独立行政法人 農業者年金基金】 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

新農業者年金（平成 14 年からスタート）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。   

 農業者の方であれば広く加入でき、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ます。認定農業者で青色申告されている方等には、月額最

大１万円の保険料補助が受けられる仕組みもあります。   

 また、自ら支払った保険料は、家族の分も含めて全額社会保険料控除の対象と

なる等、高い節税効果が期待できます。さらに、最近話題となっている個人型確

定拠出年金（イデコ）と比べても、イデコが有期年金（５年～20 年）で手数料

等が必要であるのに対し、農業者年金は「終身年金」で手数料等の負担もありま

せん。 

日頃より普及指導に携わっている皆様方におかれましては、農業者の方々か

ら経営相談を受けた際には、特に税務のアドバイスとして、農業者年金を御紹介

いただきますよう、御協力のほど、よろしくお願いいたします。 

 

▼詳しくはこちら（農業者年金基金ウェブサイト） 

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

 

※お問い合わせ先 

農業者年金基金 TEL：03-3502-3199（直通）  

最寄りの農業委員会、ＪＡの農業者年金担当   

（農業者年金基金が業務委託しています） 

 

※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）（03-6738-6163） 

 

╋╋・‥… 各種シンポジウム、セミナー等の開催情報 …‥・╋╋ 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

◆セミナー・研究成果報告会（11 月 27 日） 

「日本の麦－拡大し続ける市場の徹底分析－」 

 民間流通制度導入後の国内産麦のフードシステムの変容に関する研究（大麦編） 

【農林水産政策研究所】 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

日  時：令和元年 11 月 27 日（水曜日）13 時 30 分～17 時 00 分 

場  所：農林水産政策研究所 セミナー室 



 

     東京都千代田区霞が関 3-1-1 中央合同庁舎第 4号館 9階 

 

【講演者】 

吉田 行郷  （農林水産政策研究所 企画広報室長） 

上武 裕 氏 （株式会社大麦工房ロア 専務取締役） 

林 恵子 氏 （株式会社はくばく購買部 マネージャー） 

浦松 亮輔 氏（農研機構食農ビジネス推進センター コーディネーター） 

 

講演終了後、今後の国内産大麦の需要拡大の可能性と課題について講演者が

討論を行います。普及指導員の皆様におかれましてもぜひ御参加ください。 

   

▼インターネットによる詳しい御案内、お申し込み 

http://www.maff.go.jp/primaff/koho/seminar/2019/20191127.html 

※お問い合わせ先 

農林水産省農林水産政策研究所企画広報室広報資料課（担当：吉田、勝山） 

（03-6737-9012 ） 

 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

◆「全国版スマート農業サミット」を開催 

【農林水産技術会議事務局 研究推進課】 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

令和元年 11 月 20 日（水）から 11 月 22 日（金）までの 3日間、 「全国版ス

マート農業サミット」を「アグリビジネス創出フェア 2019」の会場内（東京ビ

ックサイト）で開催します。 

 

本年度から実施している「スマート農業実証プロジェクト」に参画している全

国 69 地区の担当者が、ブースでのポスター展示やセミナー発表を通じて、スマ

ート農業の課題や効果についてリアルな声をお届けします。 

 

スマート農業技術に関心のある普及指導員さん、スマート農業の推進状況に

ついて知りたい普及指導員さん、ぜひ会場までお越しください。 

 

◎日 時：令和元年 11 月 20 日(水)～22 日(金) 10:00-17:00 

◎場 所：東京ビックサイト 西４ホール（東京都江東区有明 3-11-1） 

 

▼詳細はこちら 

http://www.affrc.maff.go.jp/docs/press/191113_24.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推進課（担当：吉田、齋藤、松尾、北

川）（03-3502-7438） 

 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

                編集後記 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

 今回は、最近の流行りを反映した記事が多かったように思います。最近の流行



 

りと言えば、風邪が流行っているようで、私もしっかり風邪を引きました。使い

古された言葉かもしれませんが、「健康は失ってからその有難みがわかる」が身

にしみました。旬の果物や野菜を食べて効率的、効果的に栄養をとって、師走に

負けない体を作っておきましょう！  

◎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ファイルを御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」を御覧になり、「Get Adobe Reader」 

  のボタンで Adobe Reader をダウンロードしてください。 


