
 

ｅ‐普及だより                 第１９７号（通算９９４号） 

 

令和２年５月１８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、 https://www.maff.go.jp/j/pr/e-mag/index.html を御覧くださ

い。 

∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽ 

 

            【 本 号 の 内 容 】 

 

【技術普及課からのお知らせ】 

☆令和２年普及指導員資格試験 受験願書受付中です！ 

☆新型コロナウイルス感染者発生時の対応・業務継続に関するガイドラインを 

 改定しました！ 

 

【施策情報】 

☆令和２年度地域特産作物に係る技術アドバイザー派遣の実施について 

☆アニマルウェルフェアの普及推進に御協力をお願いします！ 

☆家畜の飼養管理に由来する事故防止に、ヘルメット・安全靴・手袋着用を！ 

☆農業版 iDeCo（積立型終身年金）、それが農業者年金（のうねん）！若い人に 

 お勧めです！ 

☆「農の雇用事業（令和２年度第２回）」の募集を行っています！ 

☆「都市農業のビジネスモデル」の事例集を作成しました！ 

☆水田でも高単収の麦・大豆を目指して ～スマートフォンで簡単診断～ 

☆MAFFアプリをリリース 

☆畜産物の違法な持ち込みに対する罰金が上がります！ 

 

【病害虫発生予報の発表について】 

☆「令和２年度 病害虫発生予報第２号」の発表について 

 

╋╋・‥… 技術普及課からのお知らせ …‥・╋╋ 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

◆令和２年普及指導員資格試験 受験願書受付中です！ 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

 令和２年普及指導員資格試験の受験案内を、ホームページに公表しました。 

 試験の受験を予定している方は、ご確認ください。 

 本年試験は昨年とほぼ同様のスケジュールを予定しており、願書の受付は６

月４日（木）を締切としています。受験手続等の詳細については、受験案内をご

確認ください。 

 

https://www.maff.go.jp/j/pr/e-mag/index.html


 

※詳細はこちら 

https://www.maff.go.jp/j/seisan/gizyutu/hukyu/h_siken/index.html 

 

※お問い合わせ先  

  農林水産省 生産局 技術普及課 普及指導員資格試験事務局 

              （担当：金井）（０３－３５０２－６４６０） 

 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

◆新型コロナウイルス感染者発生時の対応・業務継続に関するガイドラインを 

 改定しました！ 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

 農林水産省は、新型コロナウイルス感染者が発生した時の対応及び事業継続

に関する基本的なガイドラインを５月１１日に改定しました。 

改定ガイドラインは、令和２年５月８日の知見に基づき作成したものです。 

農業関係者の皆様には、（１）密閉空間、（２）密集場所、（３）密接場面の「三

つの密」を避けるための必要な対策を含め、十分な感染拡大防止対策を講じつつ、

事業の特性を踏まえ、業務の継続をお願いします。 

普及指導員の皆様におかれましては、普及指導活動における予防対策に留意

しつつ農業者等に周知いただくようお願いいたします。 

 

▼詳細はこちら 

 https://www.maff.go.jp/j/saigai/n_coronavirus/ncv_guideline.html 

 

 お問い合わせ先 

 農林水産省 生産局 技術普及課（担当：丹治、川上） 

                    （０３－３５９３－６４９７） 

 

╋╋・‥… 施策情報 …‥・╋╋ 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

◆令和２年度地域特産作物に係る技術アドバイザー派遣の実施について 

                         【生産局地域対策官】 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

 （公財）日本特産農産物協会では、地域からの要請に応じて、地域特産物の栽

培・加工技術、新商品開発、後継者の育成・確保、ブランド化、流通・販売の強

化等に関するアドバイスを行う人材の派遣を支援しています。 

・派遣する者）協会が認定した地域特産物マイスターを基本としますが、必要に

応じて、他の学識経験者で対応することも可能。 

・支援の対象）地域特産作物の生産・加工に関する研修会等を開催する地方自 

       治体やＪＡ、協議会、生産組織等が対象になります。 

・助成の内容）アドバイザーの謝金と旅費（交通費、宿泊費） 

・事 務 局）公益財団法人日本特産農産物協会 担当者：吉川 

                      （０３－３５８４－６８４５） 

 

▼詳細はこちら 

 http://www.jsapa.or.jp/mister/index.html 

 

https://www.maff.go.jp/j/seisan/gizyutu/hukyu/h_siken/index.html
https://www.maff.go.jp/j/saigai/n_coronavirus/ncv_guideline.html
http://www.jsapa.or.jp/mister/index.html


 

※お問い合わせ先  

  農林水産省 生産局 地域対策官（担当：井上、小林、中村） 

    （０３－６７４４－２１１７） 

 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

◆アニマルウェルフェアの普及推進に御協力をお願いします！ 

【生産局畜産振興課】 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

「ウェルフェア」は、本来、「幸福」や「良く生きること」を意味します。ま

た、国際的には、家畜を「５つの自由」の考え方に基づいて飼養することが推奨

されています。これらを踏まえ、農林水産省ではアニマルウェルフェアを「快適

性に配慮した家畜の飼養管理」と定義し、その普及を図っています。 

しかし、畜産農家等によるアニマルウェルフェアに対する理解が不十分との

声も聞かれますので、普及指導員の皆様におかれましても、畜産農家等への普及

推進に御協力をよろしくお願いします。 

 

【５つの自由】１．飢え、渇き及び栄養不良からの自由、２．恐怖及び苦悩から

の自由、３．物理的、熱の不快さからの自由、４．苦痛、傷害及び疾病からの自

由、５．通常の行動様式を発現する自由 

 

▼詳細はこちら 

○農林水産省「アニマルウェルフェアに配慮した家畜の飼養管理の基本的な考

え方について（畜産振興課長通知）」 

https://www.maff.go.jp/j/chikusan/sinko/attach/pdf/animal_welfare-

42.pdf 

○農林水産省「アニマルウェルフェアの考え方に対応した家畜の飼養管理指針」

→畜種毎の具体的な飼養管理方法を御確認できます。 

乳用牛

http://www.maff.go.jp/j/chikusan/sinko/attach/pdf/animal_welfare-

36.pdf 

肉用牛 

http://www.maff.go.jp/j/chikusan/sinko/attach/pdf/animal_welfare-

34.pdf 

豚 

http://www.maff.go.jp/j/chikusan/sinko/attach/pdf/animal_welfare-

35.pdf 

採卵鶏 

http://www.maff.go.jp/j/chikusan/sinko/attach/pdf/animal_welfare-

37.pdf 

ブロイラー 

http://www.maff.go.jp/j/chikusan/sinko/attach/pdf/animal_welfare-

40.pdf 

○農林水産省「アニマルウェルフェアに配慮した家畜の飼養管理等」 

http://www.maff.go.jp/j/chikusan/sinko/attach/pdf/animal_welfare-

41.pdf 

 

https://www.maff.go.jp/j/chikusan/sinko/attach/pdf/animal_welfare-42.pdf
https://www.maff.go.jp/j/chikusan/sinko/attach/pdf/animal_welfare-42.pdf
http://www.maff.go.jp/j/chikusan/sinko/attach/pdf/animal_welfare-36.pdf
http://www.maff.go.jp/j/chikusan/sinko/attach/pdf/animal_welfare-36.pdf
http://www.maff.go.jp/j/chikusan/sinko/attach/pdf/animal_welfare-34.pdf
http://www.maff.go.jp/j/chikusan/sinko/attach/pdf/animal_welfare-34.pdf
http://www.maff.go.jp/j/chikusan/sinko/attach/pdf/animal_welfare-35.pdf
http://www.maff.go.jp/j/chikusan/sinko/attach/pdf/animal_welfare-35.pdf
http://www.maff.go.jp/j/chikusan/sinko/attach/pdf/animal_welfare-37.pdf
http://www.maff.go.jp/j/chikusan/sinko/attach/pdf/animal_welfare-37.pdf
http://www.maff.go.jp/j/chikusan/sinko/attach/pdf/animal_welfare-40.pdf
http://www.maff.go.jp/j/chikusan/sinko/attach/pdf/animal_welfare-40.pdf
http://www.maff.go.jp/j/chikusan/sinko/attach/pdf/animal_welfare-41.pdf
http://www.maff.go.jp/j/chikusan/sinko/attach/pdf/animal_welfare-41.pdf


 

※お問い合わせ先  

  農林水産省 生産局 畜産振興課（担当：白尾、山本） 

                    （０３－６７４４－２２７６） 

 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

◆家畜の飼養管理に由来する事故防止に、ヘルメット・安全靴・手袋着用を！ 

                         【生産局畜産振興課】 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

家畜の飼養管理に由来する事故は、死亡事故は少ないものの、県によっては農

作業事故全体の３割を占めているところもあり、令和２年２月には、70 代の男

性が牛に倒され頭部を強打し意識不明になられたという痛ましい報道もありま

した。 

（独）家畜改良センターが、同センターで発生した事故を分析したところ、「ヘ

ルメット・安全靴・手袋といった個人用保護具の着用」で、多くの事故被害を低

減できることが明らかとなっています。 

このため、普及指導員の皆様におかれましては、事故防止のため、畜産農家へ

のヘルメットなどの着用推進に御協力をお願いします。なお、事故防止には労働

安全管理も対象とする GAP手法導入も有効です。 

 

▼詳細はこちら 

○農林水産省「令和 2年春の農作業安全確認運動の実施について（補足）（畜産

振興課長・技術普及課長通知）」 

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

index-98.pdf 

○農林水産省「事故事例（畜産関係施設・機械）」 

http://www.maff.go.jp/j/seisan/sien/sizai/s_kikaika/anzen/pdf/ao17.pdf 

○農林水産省「農作業事故を未然に防ぐ対面調査事例（畜産）」 

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

tejyun1_2_3-12.pdf 

〇北海道での報告（P.33で牛による負傷 29.2%） 

https://agr-anzen.jimdofree.com/農作業事故報告書/ 

 

※お問い合わせ先  

  農林水産省 生産局 畜産振興課（担当：白尾、佐藤） 

                     （０３－６７４４－２２７６） 

 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

◆農業版 iDeCo（積立型終身年金）、それが農業者年金（のうねん）！若い人に 

 お勧めです！ 

                         【経営局経営政策課】 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

 平成１４年からスタートした新たな農業者年金は、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。 

 農業に従事する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。また、認定農業者等の方には月額最大１万円

https://www.maff.go.jp/j/seisan/sien/sizai/s_kikaika/anzen/attach/pdf/index-98.pdf
https://www.maff.go.jp/j/seisan/sien/sizai/s_kikaika/anzen/attach/pdf/index-98.pdf
http://www.maff.go.jp/j/seisan/sien/sizai/s_kikaika/anzen/pdf/ao17.pdf
https://www.maff.go.jp/j/seisan/sien/sizai/s_kikaika/anzen/attach/pdf/tejyun1_2_3-12.pdf
https://www.maff.go.jp/j/seisan/sien/sizai/s_kikaika/anzen/attach/pdf/tejyun1_2_3-12.pdf
https://agr-anzen.jimdofree.com/%E8%BE%B2%E4%BD%9C%E6%A5%AD%E4%BA%8B%E6%95%85%E5%A0%B1%E5%91%8A%E6%9B%B8/


 

の保険料補助（この場合の自己負担は月額１万円）の仕組みがあります。さらに、

支払った保険料は家族の分も含めて全額が社会保険料控除の対象となります。 

 個人型の確定拠出年金（iDeCo（５～20 年の有期年金））と比べても、農業者

年金は終身年金であるため、人生１００年時代を迎えても生涯安心です。 

 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、農業者の方々へ

是非、農業者年金の魅力を伝えていただきますよう、よろしくお願いいたします。 

 

▼詳細はこちら（農業者年金基金ＨＰ） 

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

 

※お問い合わせ先  

  農業者年金基金（０３－３５０２－３１９９） 

  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 経営局 経営政策課（担当：佐々木、野中、飯塚） 

                     （０３－６７３８－６１６３） 

 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

◆「農の雇用事業（令和２年度第２回）」の募集を行っています！ 

【経営局就農・女性課】 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

農林水産省では、農業法人等が就農希望者を雇用し、営農に必要な農業技術や

経営ノウハウ等を習得させるための研修に対して支援を行う「農の雇用事業」を

実施しています。令和２年５月７日から６月５日まで、今年の８月から研修を開

始される方を対象として、全国農業会議所において募集しています。 

 

▼詳細はこちら 

https://www.be-farmer.jp/nounokoyou/original/ 

 

◇お問い合わせ先 

 農林水産省 経営局 就農・女性課 （担当：福島（博）） 

                    （０３－６７４４－２１６２） 

 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

◆「都市農業のビジネスモデル」の事例集を作成しました！ 

【農村振興局都市農村交流課】 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

 都市農業は、新鮮な農産物の供給のみならず、農業体験等の交流の場や災害時

の防災空間の提供など多様な機能を有しており、近年、その評価が高まっていま

す。 

しかし、都市農地は面積が小さく、周辺が住宅地であることなどの環境にある

ため、経営の拡大に苦慮されているという都市農業者の声をお聞きします。 

このため、今後の農業経営の参考としていただけるよう、モデルとなる都市農

業者の取組の特徴や成功の秘訣などをまとめた事例集「都市農業にトライ！」を

作成しました。 

普及指導員の皆様におかれましては、都市農業の振興のため、本事例集を関係

https://www.nounen.go.jp/
https://www.be-farmer.jp/nounokoyou/original/


 

者等に広く周知していただくとともに、都市農業者への御助言の参考としてい

ただけると幸いです。 

 

▼詳細はこちら 

 https://www.maff.go.jp/j/nousin/kouryu/tosi_nougyo/t_gaiyo.html 
 

※お問い合わせ先  

  農林水産省 農村振興局 都市農村交流課（担当：吉田） 

                     （０３－３５０２－５９４８） 

 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

◆水田でも高単収の麦・大豆を目指して ～スマートフォンで簡単診断～ 

                        【政策統括官付穀物課】 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

農研機構では、生産者がスマートフォンやタブレットを使って自分のほ場状

態を簡単に入力するだけで、麦・大豆の低単収要因を診断できるサイトを公開し

ました。 

このサイトには、水田転換畑で効果がある排水対策技術等が紹介されており、

低単収に悩んでいる生産者が、それぞれのほ場の課題にあった具体的な対応策

を知ることができます。 

普及指導員の皆様におかれましては、麦・大豆における単収の向上や安定化に

向けて、本サイトを御活用願います。 

 

▼詳細はこちら 

https://www.naro.affrc.go.jp/project/research_activities/laboratory/ca

rc/134256.html 

 

※お問い合わせ先  

  農林水産省 政策統括官付 穀物課  

 麦生産班（担当：岡本、四方）（０３－６７４４－２１０８) 

 豆類班 （担当：大西、神林）(０３－３５０２－５９６５) 

 

  国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構 

 中央農業研究センター（担当：広報チーム 谷脇） 

                    （０２９－８３８－８４８１） 

 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

◆MAFFアプリをリリース 

                          【大臣官房政策課】 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

 農林水産省では、農業者の皆様から、「農林水産省の政策情報が欲しい時に届

かなかった」などの声をいただいておりました。 

 このような農業者の声に応えるため、今般、農業者と農林水産省をつなぐ新た

なツールとして、「MAFFアプリ」を 5月 1日からリリースいたしました。 

 今後、MAFF アプリを通じ、農業に役立つ政策情報等がお手元に直接届くよう

になるとともに、現場の声を農林水産省に直接届けていただけるようになりま

https://www.maff.go.jp/j/nousin/kouryu/tosi_nougyo/t_gaiyo.html
https://www.naro.affrc.go.jp/project/research_activities/laboratory/carc/134256.html
https://www.naro.affrc.go.jp/project/research_activities/laboratory/carc/134256.html


 

す。 

 農業者向けアプリではありますが、重要と考えている情報について発信して

いきますので、普及指導員の皆様にとっても役立つアプリとなっております。 

ぜひ、日々の業務に活用いただくとともに、農業者の皆様へご紹介にもご協力い

ただければ幸いです。 

 

▼詳細はこちら 

＜MAFFアプリのホームページ＞ 

 https://www.maff.go.jp/j/kanbo/maff-app.html 

＜周知用チラシ＞ 

 https://www.maff.go.jp/j/kanbo/attach/pdf/maff-app-4.pdf 

＜ダウンロード＞ 

iOS: 

 https://apps.apple.com/jp/app/id1503326833 

Android 

 https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.maff.maffapp 

 

※お問い合わせ先  

  農林水産省 大臣官房 政策課（担当：近藤、今井、早瀬、葛井、伊賀） 

                     （０３－３５０２－８４４８） 

 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

◆畜産物の違法な持ち込みに対する罰金が上がります！ 

【動物検疫所、消費・安全局動物衛生課】 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

 家畜伝染病予防法が改正され、2020 年 7 月 1 日（予定）から、これまで最高

100万円の罰金が、最高 300万円に引き上げられます。 

 肉製品などの畜産物を違法に持ち込んだ場合、300万円以下（法人の場合 5000

万円以下）の罰金又は 3年以下の懲役が科せられます。 

 郵便物で送付する荷物も対象となります。 

 引き続き水際検疫を強化してまいりますので、海外からの農業実習生の方や、

農家の方にお伝えいただくようお願いいたします。 

 

▼詳細はこちら 

 http://www.maff.go.jp/aqs/tetuzuki/product/aq2.html 

 

※お問い合わせ先  

  農林水産省 消費・安全局 動物衛生課（担当：土方） 

                     （０３－３５０２－５９９４） 

 

╋╋・‥… 病害虫発生予報の発表について …‥・╋╋ 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

◆「令和２年度 病害虫発生予報第２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２年５月１３日(水)付けで、向こう１か月の農作物の病害

https://www.maff.go.jp/j/kanbo/maff-app.html
https://www.maff.go.jp/j/kanbo/attach/pdf/maff-app-4.pdf
https://apps.apple.com/jp/app/id1503326833
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.maff.maffapp
http://www.maff.go.jp/aqs/tetuzuki/product/aq2.html


 

虫発生動向や防除について「病害虫発生予報第２号」を発表しました。 

 普及指導員の皆様におかれましては、病害虫防除所と連携し、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、縞葉枯病の発生が北海道の一部の地域で多くなると予想されて

います。本病はヒメトビウンカによって媒介されるウイルス病であるため、

当該虫を対象とした適切な防除を実施してください。また、麦類の赤かび病

については生育状況を的確に把握し、適期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い、発生初期に防除を実施し

てください。 

３ 果樹では、もものせん孔細菌病の発生が南東北、甲信及び中国の一部の地

域で多くなると予想されています。薬剤による防除を実施するとともに、園

内を注意深く観察し、り病部を確実に除去してください。 

 

＜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「令和２年度 病害虫発生予報第２号」の発表について（５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/200513.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、麻野、宮木） 

（０３－３５０２－３３８２） 

 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

                編集後記 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

 新型コロナウイルス感染防止に伴う外出自粛等により、これまでの生活様式

が一変し、不安感やストレスの高まりがみられる今日です。  

 こんな時こそ、ある程度の余裕をもち、寛容な態度で冷静に対応したいもので

す。一時期に比べ感染者数は大部落ち着いてはきているものの、まだ、油断は禁

物です。 

 このような中で、普及指導員の皆様方には、現場での技術指導活動等、通常業

務にも支障が生じていると思いますが、工夫をこらした業務遂行をお願いしま

す。 

◎編集担当 Y◎ 

∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽ 

※メルマガの配信登録はこちら 

  https://www.maff.go.jp/j/pr/e-mag/index.html 

※バックナンバーはこちら 

  https://www.maff.go.jp/j/seisan/gizyutu/hukyu/h_mailmag/index.html 

http://www.maff.go.jp/j/press/syouan/syokubo/200513.html
http://www.maff.go.jp/j/syouan/syokubo/boujyo/120104_yoho.html
https://www.maff.go.jp/j/pr/e-mag/index.html
https://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 

  ⇒  https://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。 

https://www.maff.go.jp/j/use/link.html

