
 

ｅ‐普及だより                 第１９９号（通算９９８号） 

 

令和２年７月１７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 をご覧くださ

い。 

∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽ 

 

            【 本 号 の 内 容 】 

 

【技術普及課からのお知らせ】 

☆生産現場の「夢」を募集します！ 

  ～アグリビジネス創出フェア 2020での参加都道府県募集のご案内～ 

☆「農業新技術製品・サービス集」を公表しています！ 

  ～農業新技術情報を約 200製品掲載しています！～ 

 

【施策情報】 

☆牛ふん堆肥等を実証的に活用する取組を支援します！ 

☆令和２年度「飼料用米多収日本一」コンテスト締切迫る！ 

☆「ディスカバー農山漁村（むら）の宝」第７回選定の応募を受付中です！ 

☆「最新農業技術・品種 2020」のご案内 

☆J-クレジット制度の手引書を更新しました！ 

 

【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５号（水稲特集）」の発表について 

 

╋╋・‥… 技術普及課からのお知らせ …‥・╋╋ 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

◆生産現場の「夢」を募集します！ 

  ～アグリビジネス創出フェア 2020での参加都道府県募集のご案内～ 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

 農林水産省生産局技術普及課では、普及組織と民間企業等との連携・マッチン

グを図る取組の一環として例年、「アグリビジネス創出フェア」において「生産

現場の夢トーク」を開催していました。 

 本年は、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、対人でのセミナーでは

なく、研究成果等のプレゼンテーション動画をウェブ上で配信します。 

 普及指導員の皆様におかれましては、動画をウェブ上で公開し、生産現場の課

題とその解決の「夢」について共有することで、民間会社や研究機関等とのマッ

チングに役立てていただくようお願いいたします。 

 

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


 

 概要は以下のとおりとなっております。参加希望の方は、７月 22日（水）ま

でに各都道府県普及事業主務課にご連絡ください。 

 

【アグリビジネス創出フェア 2020 開催概要】 

 開催日時：令和２年 11月 11日（水）～13日（金） 

 開催場所：東京ビッグサイト 

 

【議題】 

 普及組織からのプレゼンテーション（ウェブ上で動画を配信） 

 ※動画をウェブ上で公開する期間は、現段階では未定です。 

 

▼昨年度の開催実績(生産現場の夢トーク 2019) 

  http://www.maff.go.jp/j/seisan/gizyutu/hukyu/h_event/dream5.html 

 

【応募方法について】 

 都道府県普及事業主務課又は農林水産省生産局技術普及課までお尋ね下さい。 

 （参加都道府県の募集期間：令和２年７月 22日（水）まで） 

 

※お問い合わせ先 

  農林水産省 生産局 技術普及課（担当：黒田） 

                      （０３－３５０１－３７６９） 

 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

◆「農業新技術製品・サービス集」を公表しています！ 

  ～農業新技術情報を約 200製品掲載しています！～ 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

農林水産省は、過去に農林水産省が開催した農業新技術関係イベントに出展

いただいた製品等のうち、現時点で販売や開発等が継続されているものをまと

めた「農業新技術製品・サービス集」を公表しています。 

この度、昨年度の地方農政局等主催のイベントに出展いただいた約 40製品を

追加し、令和２年７月１日版として公表しましたので、お知らせいたします。 

 「ロボットトラクター」「水管理システム」等の技術ごとの概要や導入のメリ

ットを記載するとともに、製品概要をまとめています。普及指導員の皆様におか

れましては、参考にしていただくとともに、新技術に関心のある農業者の方がい

らっしゃいましたら、本資料をご紹介いただきますようお願いします。 

 

▼詳細はこちら 

 https://www.maff.go.jp/j/kanbo/smart/products.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、平木） 

                      （０３－６７４４－２２１８） 

 

╋╋・‥… 施策情報 …‥・╋╋ 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

◆牛ふん堆肥等を実証的に活用する取組を支援します！ 

http://www.maff.go.jp/j/seisan/gizyutu/hukyu/h_event/dream5.html
https://www.maff.go.jp/j/kanbo/smart/products.html


 

                       【生産局農業環境対策課】 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

 産地生産基盤パワーアップ事業のうち全国的な土づくりの展開の事業では、

堆肥が施用されておらず地力が低下しているほ場において、牛ふん堆肥やペレ

ット堆肥等の実証的な活用による土づくりの取組を支援しています。今後都道

府県を通じて要望調査を実施いたしますので、普及指導員の皆様におかれまし

ても土づくりの推進にあたっては、事業のご活用をご検討ください。 

 

◇詳細はこちら 

 https://www.maff.go.jp/j/seisan/suisin/tuyoi_nougyou/sanchipu.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：白垣、松山） 

                     （０３－３５９３－６４９５） 

 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

◆令和２年度「飼料用米多収日本一」コンテスト締切迫る！ 

【政策統括官付穀物課】 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

 農林水産省及び一般社団法人日本飼料用米振興協会は、飼料用米の生産に取

り組まれる農家の生産技術の向上を図るため、「飼料用米多収日本一」コンテス

トを平成２８年度から開催しているところです。最優秀者には農林水産大臣賞

が授与されます。 

 令和２年度の募集は、８月７日（金）までです。 

 普及指導員の皆様におかれましては、本コンテストに関心のある農業者の方

がいらっしゃいましたら、下記のプレスリリースをご紹介いただきますようお

願いします。 

 

▼詳細はこちら（プレスリリース） 

 https://www.maff.go.jp/j/press/seisaku_tokatu/kokumotu/200601.html 

 

※お問い合わせ先  

  農林水産省 政策統括官付 穀物課（担当：日髙） 

                      （０３－３５０２－５９６５） 

 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

◆「ディスカバー農山漁村（むら）の宝」第７回選定の応募を受付中です！ 

【農村振興局都市農村交流課】 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

 「ディスカバー農山漁村（むら）の宝」とは、農山漁村の活性化に取り組む優

良事例を選定・表彰し、全国に発信する取組で、今年度は、7 月 1 日（水）～9

月 4日（金）の期間で募集中です。 

募集は、団体向けの「ビジネス部門」と「コミュニティ部門」、個人向けの「個

人部門」の３部門に分けて行い、これらの部門ごとに審査、選定します。  

選定結果は 10月頃に公表され、選定された地区、個人に対しては、選定証の授

与を行うとともに、「ディスカバー農山漁村（むら）の宝」の特設 Webサイトで

https://www.maff.go.jp/j/seisan/suisin/tuyoi_nougyou/sanchipu.html
https://www.maff.go.jp/j/press/seisaku_tokatu/kokumotu/200601.html


 

の活動の紹介などを通じて全国的な情報発信を行います。 

他にはない、地域の魅力を活かした皆様の取組を全国へ広げていきましょ

う！ 

 

▼昨年度総理官邸で行われた交流会の様子（首相官邸） 

https://www.kantei.go.jp/jp/98_abe/actions/201912/03mura.html 

 

▼農林水産省プレスリリース 

 http://www.maff.go.jp/j/press/nousin/kouryu/200701.html 

 

▼ディスカバー農山漁村（むら）の宝 第７回選定地区応募方法（特設 Webサイ

ト） 

https://www.discovermuranotakara.com/sentei/ 

 

※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；志磨、組坂） 

（０３－３５０２－５９４８） 

 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

◆「最新農業技術・品種 2020」のご案内 

                          【大臣官房政策課】 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

 農林水産省では、全国の研究機関等で開発された研究成果のうち、現場への導

入が期待される新しい技術や品種を「最新農業技術・品種」として毎年、紹介し

ています。 

「最新農業技術・品種 2020」では、倒伏に強いインゲンマメ新品種「秋晴れ」

や、多収のイチゴ新品種「恋みのり」など 6の新品種、ナシ黒星病の被害軽減の

ための落葉処理技術や、気象データを利用した栽培管理支援システムなど 21の

新技術が優れた研究成果として選ばれました。 

普及指導員の皆様におかれましては、「最新農業技術・品種 2020」に掲載され

た技術や品種を是非、農業生産現場での指導にご活用ください。 

 

▼詳細はこちら 

https://www.maff.go.jp/j/kanbo/kihyo03/gityo/new_tech_cultivar/2020/in

dex.html 

 

※お問い合わせ先  

  農林水産省 大臣官房 政策課（担当：加藤、後藤） 

                     （０３－６７４４－０４１５） 

 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

◆J-クレジット制度の手引書を更新しました！  

                     【大臣官房政策課環境政策室】 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

J-クレジット制度とは、省エネルギー機器の導入や森林経営などの取組によ

る、CO2などの温室効果ガスの排出削減量や吸収量を「クレジット」として国が

https://www.kantei.go.jp/jp/98_abe/actions/201912/03mura.html
http://www.maff.go.jp/j/press/nousin/kouryu/200701.html
https://www.discovermuranotakara.com/sentei/
https://www.maff.go.jp/j/kanbo/kihyo03/gityo/new_tech_cultivar/2020/index.html
https://www.maff.go.jp/j/kanbo/kihyo03/gityo/new_tech_cultivar/2020/index.html


 

認証する制度であり、農林漁業者の方も活用できます。 

この度、本制度の概要やメリット、農林水産分野で実際に本制度を活用してい

る方々のインタビューなどをわかりやすく紹介した手引書を更新しました。  

普及指導員の皆様におかれましては、手引書をご活用いただき、本制度の農業

者への周知についてご協力のほどよろしくお願いいたします。 

 

▼手引書はこちら 

https://www.maff.go.jp/j/kanbo/kankyo/seisaku/climate/jcredit/jsusume/top.h
tml 
 

※お問い合わせ先  

  農林水産省 大臣官房 政策課環境政策室（担当：古藤、寺井） 

                （０３－６７４４－２０１６） 

 

╋╋・‥… 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５号（水稲特集）」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７月 15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（水稲特集）」を発表しまし

た。 

 普及指導員の皆様におかれては、病害虫防除所と連携し、地域での防除が確実

に実施されるようご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（発生予報）については次のと      

 おりです。 

１ セジロウンカの発生が北陸、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。 

 

２ 斑点米カメムシ類の発生が南東北、南関東、甲信、北陸、東海、中国及び

四国の一部の地域で多くなると予想されています。 

 

３ このほか、いもち病や紋枯病等、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。 

 

＜参照＞ 

  詳細な情報については、下記 URLからご確認いただき、各県の発表する病

害虫発生予察情報と併せてご利用ください。 

〇「令和２年度 病害虫発生予報第５号（水稲特集）」の発表について（７月

15日付け農林水産省プレスリリース） 

   http://www.maff.go.jp/j/press/syouan/syokubo/200715.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 

https://www.maff.go.jp/j/kanbo/kankyo/seisaku/climate/jcredit/jsusume/top.html
https://www.maff.go.jp/j/kanbo/kankyo/seisaku/climate/jcredit/jsusume/top.html
http://www.maff.go.jp/j/press/syouan/syokubo/200715.html
http://www.maff.go.jp/j/syouan/syokubo/boujyo/120104_yoho.html


 

  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 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

 ４月から編集後記を担当していますが、未だに明るい話題が提供できず、今月

も新型コロナウイルス感染症と自然災害関係です。 

 緊急事態宣言解除後、落ち着いていた新型コロナウイルス感染者数も６月下

旬以降再度増加する中で、７月に入ると九州を中心に自然災害（豪雨）が発生す

るなど、多くの農家の方々が生活及び生産面で被害を被られ、一刻も早い復旧・

回復を願うこの頃です。 

 備えあれば憂いなしという故事がありますが、農業分野でも、感染症や自然災

害が発生した場合等、早期に農業経営を再開できるよう、事業継続計画を策定

し、災害等に備えることが必要となっています。 

 普及指導員の皆様におかれては、自然災害等による農業活動への影響の軽減

及び食料の安定的な供給という観点からも、農業者の方々への普及啓発をお願

い致します。 

◎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 

※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 

  ⇒  https://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。 

https://www.maff.go.jp/j/pr/e-mag/index.html
https://www.maff.go.jp/j/seisan/gizyutu/hukyu/h_mailmag/index.html
https://www.maff.go.jp/j/use/link.html

