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 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 】 

 

【施策情報】 

☆新たな「果樹農業の振興を図るための基本方針」について 

☆薬用作物に係る技術アドバイザー派遣及び生産物の分析調査の募集について 

☆令和２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 

☆農業生産における気候変動適応ガイドの作成について 

☆新規就農者の確保・定着に関する課題の解決に、「地域の新規就農サポート支        

 援事業」をご活用ください！ 

☆収入保険と野菜価格安定制度の同時利用について 

☆スマート農機等の導入について、補助を受ける場合は、「農業分野における AI・  

 データに関する契約ガイドライン」の準拠を要件化します 

☆「第５回食育活動表彰」の募集を開始しました！ 

☆水際検疫の強化のため検疫探知犬を増頭しました！ 

☆スマート農業実証プロジェクト 2020版パンフレットについて 

 

【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６号」の発表について 

 

╋╋・‥… 施策情報 …‥・╋╋ 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

◆新たな「果樹農業の振興を図るための基本方針」について 

                         【生産局園芸作物課】 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

令和２年４月 30 日に新たな基本方針を策定しました。この新たな方針では、

供給過剰基調に対応した生産抑制的な施策から、低下した供給力を回復し、生産

基盤を強化するための施策に転換していくこととし、具体的には、省力樹形や機

械作業体系の導入等による果樹農業の抜本的な労働生産性向上等を推進するこ

ととしました。 

 こ の 新 た な 基 本 方 針 の ポ イ ン ト に つ い て 説 明 し た 動 画 を maff 

channel(youtube)にて公表しておりますので、果樹農業に関わる多くの皆様に

ご視聴いただけましたら幸いです。 

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


 

 普及指導員の皆様におかれましても、生産現場における果樹農業の持続的発

展に向けた取組へのご理解・ご協力のほど宜しくお願いいたします。 

 

▼詳細はこちら 

 https://www.maff.go.jp/j/seisan/ryutu/fruits/ 

 

※お問い合わせ先  

  農林水産省 生産局 園芸作物課（担当：光廣、斎藤） 

                      （０３－３５０２－５９５７） 

 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

◆薬用作物に係る技術アドバイザー派遣及び生産物の分析調査の募集について 

                                              【生産局地域対策官付】 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

薬用作物産地支援協議会では、生産者団体からの要請に応じて、医薬品の原料 

生薬となる薬用作物の栽培や加工調製段階における課題に対し、アドバイスを

行う人材を派遣しています。 

また、医薬品の原料生薬となる薬用作物の栽培に取り組まれている生産者団

体の生産物について、日本薬局方に定める基準を満たすか否かの分析の希望を

受け付けております。 

 普及指導員の皆様におかれましても、お近くに薬用作物の栽培等でお困りの

方がいらっしゃれば、本件について情報提供をお願いします。 

 
（事務局） 

  薬用作物産地支援協議会   担当者：飯田（０３－６２６４－８０８７） 

 

▼詳細はこちら 

 （１）技術アドバイザー派遣 

    https://www.yakusankyo-n.org/cultivation.htm 

 （２）生産物調査 

    https://www.yakusankyo-n.org/analysis.htm 

 

※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） 

                     （０３－６７４４－２１１７） 
 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

◆令和２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に向けた、現場における栽培技術の指導体制を支援する

ため、都道府県の普及職員、JA 営農指導員、市町村職員等を対象に、各ブロッ

クで「栽培技術研修会」を開催します。詳細については、以下のリンク先をご確

認いただくか、事務局へお尋ねください。 

 普及指導員の皆様におかれましては、研修会へのご参加とともに、お近くに薬

用作物の産地育成にご関心がある方等がいらっしゃれば、情報提供をお願いし

https://www.maff.go.jp/j/seisan/ryutu/fruits/
https://www.yakusankyo-n.org/cultivation.htm
https://www.yakusankyo-n.org/analysis.htm


 

ます。 

 

（事務局） 

  薬用作物産地支援協議会  担当者：粟田（０３－５５６１－９５６２） 

 

▼詳細はこちら 

 https://www.jadea.org/news/news-20200709.htm  

 

※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） 

                     （０３－６７４４－２１１７） 
 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

◆農業生産における気候変動適応ガイドの作成について 

                       【生産局農業環境対策課】 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

気候変動による農業生産への影響が顕在化する中、影響の将来予測や適応技

術の効果等の情報を活用し、更なる温暖化の進行に備え、産地として持続的に生

産活動が行えるよう、将来起こりうる気候変動リスクを可能な限り回避・軽減す

るリスクマネジメントの取組が重要です。 

このため、産地自らが気候変動に対するリスクマネジメントや適応策を実行

する際の指導の手引きとして、「農業生産における気候変動適応ガイド」を作成

しました。 

温暖化による影響が大きい水稲及びりんごについて、高温に係る影響、適応策

の検討から適応策実行計画の策定までの流れとその見直しについて記載してお

りますので、産地への指導にご活用ください。 

 

▼詳細はこちら 

 https://www.maff.go.jp/j/seisan/kankyo/ondanka/index.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：齋藤、篠田） 

                    （０３－３５０２－５９５６） 

 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

◆新規就農者の確保・定着に関する課題の解決に、「地域の新規就農サポート支

援事業」をご活用ください！ 

                        【経営局就農・女性課】 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

就農希望者を円滑な就農・定着に導くため、地域において新規就農に関係する

機関・団体等が連携して、就農検討段階から農業への定着まで一貫して新規就農

サポートする体制構築を支援します。全国農業会議所を通じて、交付限度額は、

１地区当たり、定額で５００万円の範囲内。募集は、９月７月まで。 

応募は、市町村、市町村を構成員とした協議会、市町村と連携した JA、公益

法人など。複数の市町村にまたがる協議会などの取組も対象となります。 

普及指導員の皆様におかれましては、就農後の定着支援を手厚く行いたいな

https://www.jadea.org/news/news-20200709.htm
https://www.maff.go.jp/j/seisan/kankyo/ondanka/index.html


 

ど、お困りの市町村などに、本事業をご紹介いただきますようお願いいたします。 

 

▼詳細はこちら 

 全国農業会議所公募ページ 

 https://www.nca.or.jp/archive/2020/20200807165647.html 

 

※お問い合わせ先  

  農林水産省 経営局 就農・女性課（担当：財津、榊） 

（０３－３５０２－６６００） 

 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

◆収入保険と野菜価格安定制度の同時利用について 

                  【経営局保険課農業経営収入保険室】 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

収入保険について、令和３年１月から、当分の間の特例として、野菜価格安定

制度の利用者が初めて収入保険に加入する場合、最初の１年間は、収入保険と野

菜価格安定制度を同時利用することができるようになります。同時利用される

方には、収入保険の保険料等と野菜価格安定制度の生産者の負担金の両方を支

払っていただきます。 

普及指導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、この

同時利用についてご紹介していただき、災害などのリスクに対する備えとして、

是非、収入保険への加入を検討いただけるように周知をお願いします。 

 

▼詳細はこちら 

 収入保険パンフレット 
https://www.maff.go.jp/j/keiei/nogyohoken/attach/pdf/index-

143.pdf#page=2 

 

※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：越岡、本多） 

                      （０３－６７４４－７１４７） 

 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

◆スマート農機等の導入について、補助を受ける場合は、「農業分野における AI・

データに関する契約ガイドライン」の準拠を要件化します 

                       【食料産業局知的財産課】 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

農林水産省の補助金等を用いて、スマート農機、農業ロボット、ドローン、IoT

機器等を導入する場合は、そのシステムサービス（ソフトウエア）の利用規約を、

「農業分野における AI・データに関する契約ガイドライン（GL）」に準拠させる

ことが令和３年度から要件化されます。 

普及指導員の皆様におかれましても、要件化の対象となる農機等の導入を検

討している農業者や取扱販売店等への周知にご協力のほどよろしくお願いしま

す。 

 

▼詳細はこちら 

https://www.nca.or.jp/archive/2020/20200807165647.html
https://www.maff.go.jp/j/keiei/nogyohoken/attach/pdf/index-143.pdf#page=
https://www.maff.go.jp/j/keiei/nogyohoken/attach/pdf/index-143.pdf#page=


 

（パンフレット） 

https://www.maff.go.jp/j/kanbo/tizai/brand/attach/pdf/keiyaku-10.pdf 

 

※お問い合わせ先  

  農林水産省 食料産業局 知的財産課（担当：清水、青山） 

                     （０３－６７３８－６４４２） 

 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

◆「第５回食育活動表彰」の募集を開始しました！ 

                  【消費・安全局消費者行政・食育課】 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

農林水産省では、食育を推進する優れた取組を募集します。食育に関するあら

ゆる取組が応募できます。食育活動を行っている皆様、奮ってご応募ください！

募集締切は令和２年 10月 30日（金）です。  

普及指導員の皆様におかれましては、食育を実践されている地域の農業者、農

業法人、ＪＡ等の皆様に広く情報提供いただきますよう、よろしくお願いいたし

ます。 

 

▼詳細はこちら 

 https://www.maff.go.jp/j/syokuiku/hyousyo/5th/boshu.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：佐竹） 

                    （０３－３５０２－５７２３） 

 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

◆水際検疫の強化のため検疫探知犬を増頭しました！ 

                 【動物検疫所、消費・安全局動物衛生課】 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

 海外から日本へ肉製品等の持ち込みを防ぐため、検疫探知犬を活用した水際

検疫に取り組んでいます。平成 17年に初めて成田空港に導入されて以降、徐々

に導入数を増やしていき、令和２年７月には、全国で 96頭の検疫探知犬を配備

しました。さらに、今年度中に 140 頭体制とすべく調整中であり、体制構築後

は、主要空港のみならず、地方空港や国際フェリーターミナルなどでの探知活動

がこれまで以上に実施できるようになります。国際郵便局での探知活動も拡大

させ、肉製品の違法な持ち込みの根絶を目指します。 

 普及指導員の皆様におかれましては、引き続き、海外からの農業実習生の方や

農家の方へ、動物検疫所の水際検疫体制についてお伝えいただき、万が一海外か

らの郵便物や宅配便に肉製品などの畜産物が含まれていたときは、最寄りの動

物検疫所に連絡していただくよう周知していただきますようお願いいたします。 

 

▼詳細はこちら 

 https://www.maff.go.jp/aqs/job/detectordog.html 

▼最寄りの動物検疫所はこちら 

 https://www.maff.go.jp/aqs/sosiki/address.html 

 

https://www.maff.go.jp/j/kanbo/tizai/brand/attach/pdf/keiyaku-10.pdf
https://www.maff.go.jp/j/syokuiku/hyousyo/5th/boshu.html
https://www.maff.go.jp/aqs/job/detectordog.html
https://www.maff.go.jp/aqs/sosiki/address.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：渡邉） 

                      （０３－３５０２－５９９４） 

 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

◆スマート農業実証プロジェクト 2020版パンフレットについて 

                  【農林水産技術会議事務局研究推進課】 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

 スマート農業実証プロジェクトとして、令和元年度と令和２年度に採択した

合計 124地区の取組内容を紹介するパンフレットが完成しました。 

本パンフレットでは、各地区の「実証に参画した背景・課題、本プロジェクトに

かける想い、目標、実証する技術の概要等」を掲載しています。 

スマート農業導入の検討の際に、ぜひご活用ください。 

 

▼詳細はこちら 

 https://www.affrc.maff.go.jp/docs/smart_agri_pro/smart_agri_pro.htm 

 

※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：松尾） 

                                           （０３－３５０２－７４３８） 

 

╋╋・‥… 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６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８月５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６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 水稲では、トビイロウンカが近畿、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、一部の県では警報が発表されています。 

 

２ また、斑点米カメムシ類の発生が、北東北、関東、甲信、北陸、東海及び

中国の一部の地域で多くなると予想されています。 

 

３ 野菜類では、ハスモンヨトウの発生が関東、近畿、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。 

 

このほか、水稲のいもち病や果樹カメムシ類等、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。 

 

＜参照＞ 

https://www.affrc.maff.go.jp/docs/smart_agri_pro/smart_agri_pro.htm


 

  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６号」の発表について（８月５日付け農林

水産省プレスリリース） 

  https://www.maff.go.jp/j/press/syouan/syokubo/200805.html 

〇過去の病害虫発生予報についてはこちら 

   https://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 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

 新年度以降、世界的な新型コロナウイルス感染症の多発や７月豪雨による甚

大な被害の発生等、なかなか明るい話題や感情が持ちづらい昨今です。 

 このような中で、将棋界の若き騎士、藤井聡太七段（１８歳）が新棋聖となり、

たくさんの人を笑顔にするような朗かなニュースが舞い込んできました。 

 本人は「これからも探究心をもって盤上に向かっていきたい」と抱負を述べて

いましたが、つくづく道を極めることの難しさを痛感した次第です。 

 どの仕事も奥が深く、日々目標に向け努力する覚悟を持たねばと思う訳です

が、いかんせんその想いも数日と続かず、明日こそはと反省するこの頃です。 

◎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/press/syouan/syokubo/200805.html
https://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
https://www.maff.go.jp/j/use/link.html

