
 

ｅ‐普及だより                 第２０１号（通算１００２号） 

 

令和２年９月１１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】 

☆農業における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の周知について！ 

☆肥料や農薬の販売価格を調査しました！ 

 

【施策情報】 

☆令和２年度畜産環境シンポジウムを開催！【９月 28日（月）13:15～ウェブ開 

催】 

☆薬用作物の産地化に向けた地域説明会および相談会の開催について 

☆加工食品の製造・販売をする場合には、適切な食品表示をしてください！ 

☆アグリサーチャーニュース vol.16を発行しました 

☆スマート農業を使ってみた「生の声」！～水田農家８名の動画を公開中～ 

 

【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７号」の発表について 

 

╋╋・‥… 技術普及課からのお知らせ …‥・╋╋ 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

◆農業における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の周知について！ 

                         【生産局技術普及課】 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

 農林水産省は、農業における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３月 13日に策定し、農業者等の

皆様方に感染拡大の防止及び業務の継続についてのお知らせと取組みのご協力

をお願いしてきたところです。 

このたび、農林水産省が８月にとりまとめたＭＡＦＦアプリによる農業経営

におけるコロナの影響アンケート結果では、農業版ガイドラインに対する農業

者の認知度が 51％と半分程度にとどまっています。 

多くの農業者が本ガイドラインに沿った取組みを行うことで、農業における

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


 

感染拡大防止対策の徹底や円滑な業務の継続につながるものと考えています。 

このため、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、本ガイドラインを多くの農業者等に周知していただくようお

願いいたします。 

 

▼詳細はこちら 

 https://www.maff.go.jp/j/saigai/n_coronavirus/pdf/gl_nou.pdf 

 （農水省ガイドライン（農業版）） 

 http://www.dainihon-noukai.jp/news01/2418/  
 （業種別ガイドライン（農業関係者用）（公益社団法人 大日本農会）） 

 

※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） 

 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

◆肥料や農薬の販売価格を調査しました！ 

                           【生産局技術普及課】 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

農林水産省では、農業資材調達の参考情報として、資材販売店（430店）から

肥料や農薬などの銘柄ごとの価格情報をいただき平均価格や最低価格などを公

表しました。 

（調査対象資材：肥料、農薬、被覆資材、段ボール、農業用ハウス、トラクター、

コンバイン、配合飼料） 

肥料では 11 銘柄、農薬では 21 銘柄の調査を行っており、農業者の皆様には

ご自身の購入価格と比較し、今後の購入先や購入方法の検討にお役立ていただ

きたいと考えておりますので、普及職員の皆様におかれましては、農業者等の

方々に広くお知らせくださいますよう、よろしくお願いいたします。 

 

▼調査結果について詳しくはこちら 

https://www.maff.go.jp/j/kanbo/nougyo_kyousou_ryoku/sienhou/index.html 

 （「2 農業競争力強化支援法に基づく調査結果」が該当箇所となります。） 

 

※お問い合わせ先 

  農林水産省 生産局 技術普及課（担当：山﨑、栗山、関川） 

                      （０３－６７４４－２１８２） 

 

╋╋・‥… 施策情報 …‥・╋╋ 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

◆令和２年度畜産環境シンポジウムを開催！【９月 28日（月）13:15～ウェブ開

催】 

                         【生産局畜産振興課】 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

農林⽔産省は、９月 28日（月）に「令和２年度畜産環境シンポジウム」をウ

ェブ会議システムで開催します。 

 農林水産省は、家畜排せつ物法に基づき、家畜排せつ物の利用の促進に関する

https://www.maff.go.jp/j/saigai/n_coronavirus/pdf/gl_nou.pdf
http://www.dainihon-noukai.jp/news01/2418/
https://www.maff.go.jp/j/kanbo/nougyo_kyousou_ryoku/sienhou/index.html


 

施策を総合的かつ計画的に実施するため、令和２年４月に新たな「家畜排せつ物

の利用の促進を図るための基本方針」を公表しました。 

 本シンポジウムでは、新しい基本方針の３つのポイント（堆肥の利用拡大、エ

ネルギー利用、畜産環境対策）に焦点を当て、家畜排せつ物処理に係る最新技術

や優良事例を紹介します。 

多くの皆さまのご参加をお待ちしております。 

 

▼詳細はこちら 

 https://www.maff.go.jp/j/press/seisan/c_sinko/200902.html 

 

※お問い合わせ先  

  農林水産省 生産局 畜産振興課（担当：文田） 

                      （０３－６７４４－７１８９） 

 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

◆薬用作物の産地化に向けた地域説明会および相談会の開催について 

                                              【生産局地域対策官付】 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

薬用作物の産地化を目指す地域の生産者（団体）、自治体担当者等向けに、生

産、需給等に関する情報や農研機構による委託プロジェクトの研究成果を共有

し、皆さまからの質問相談を受け付ける「地域説明会および相談会」を地域ごと   

に開催します。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。 

普及指導員の皆さまにおかれましては、お近くに薬用作物の産地化にご関心

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 

 https://www.yakusankyo-n.org/event/e2020.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） 

  

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

◆加工食品の製造・販売をする場合には、適切な食品表示をしてください！ 

【消費・安全局消費者行政・食育課】 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

加工食品を製造し販売する場合には、適切な表示が必要ですが、平成２９年９

月から全ての加工食品に「原料原産地表示」が義務付けられ、一番多い原材料の

産地を表示することが必要となっています（令和４年３月末までは経過措置期

間）。 

農業者が自らの農産物を使用して加工食品を製造し、道の駅やインターネッ

トを通じて消費者へ販売する場合にも、一番多い原材料の産地、例えば、「ブル

ーベリー（○○産）」のように表示が必要です。 

https://www.maff.go.jp/j/press/seisan/c_sinko/200902.html
https://www.yakusankyo-n.org/event/e2020.htm


 

普及指導員の皆様におかれましては、現在、６次化などで加工食品の製造・販

売を行っている農業者や、これから製造・販売を目指す農業者の皆様に広く周知

いただきますよう、お願いいたします。 

 

▼原料原産地表示を行う際に参考となるマニュアルはこちら 

 新しい原料原産地表示制度－事業者向け活用マニュアル－ 

https://www.maff.go.jp/j/syouan/hyoji/gengen_hyoji.html 

▼食品表示全般の内容はこちら（消費者庁ウェブサイト） 

https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/food_labeling_act

/ 

▼食品表示のご相談はこちら（消費者庁ウェブサイト） 

https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/information/conta

ct/ 

 

※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：茂木、岡谷） 

（０３－６７４４－２０９９） 

 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

◆アグリサーチャーニュース vol.16を発行しました 

【農林水産技術会議事務局研究企画課】 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

ご家庭でも「米粉」を使った「米粉パン」は身近な食品になりつつあります。 

その中でも「米粉１００％パン」はふっくら焼き上げるととてもおいしいけど作

るのが大変。 

そこで、増粘剤などの補助材料を必要とせず、一般的なオーブンでも、十分な

膨らみを持つ米粉１００％パンを製造する技術を開発しました。ぜひご覧くだ

さい！ 

普及指導員の皆様におかれましても、是非ご覧いただきアグリサーチャーの

利用促進についてご協力のほどよろしくお願いします。 

 

▼詳細はこちら 

 アグリサーチャーニュース Vol.16（PDFファイルへのリンクです） 

https://mieruka.dc.affrc.go.jp/newsfiles/agnews-16.pdf 

 

 アグリサーチャー 

 https://mieruka.dc.affrc.go.jp/ 

 

※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：土佐、寺岡、佐藤、香野、早津） （０３－３５０１－９８８６） 

 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

◆スマート農業を使ってみた「生の声」！～水田農家８名の動画を公開中～ 

【農林水産技術会議事務局研究推進課】 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

https://www.maff.go.jp/j/syouan/hyoji/gengen_hyoji.html
https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/food_labeling_act/
https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/food_labeling_act/
https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/information/contact/
https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/information/contact/
https://mieruka.dc.affrc.go.jp/newsfiles/agnews-16.pdf
https://mieruka.dc.affrc.go.jp/


 

令和元年度からスタートした「スマート農業実証プロジェクト」。実証に参加

いただいている水田経営の農業者の皆様のうち、８名の方から、実証効果や感想

などを「生の声」として動画で届けてもらいました！ 

「スマート農業は農家のモチベーションを高める」「確実に効率化や軽労化に

繋がる」など、他の皆様にも参考になるお話もあると思いますので、ぜひご覧く

ださい。 

また、動画をご覧いただいた後は、スマート農業に関する現状や課題などを把

握するアンケートにもぜひご回答いただければ幸いです。ご協力のほどよろし

くお願いします。 

普及指導員の皆様におかれましても、スマート農業の推進についてご協力の

ほどよろしくお願いします。 

 

▼詳細はこちら 

https://www.affrc.maff.go.jp/docs/smart_agri_pro/jissho_seika/r1_seik

a_1.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：朝日、吉田、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２年９月９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。 

 

○ 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、トビイロウンカが東海以西の多くの地域で多くなると予想さ 

れており、複数の県から警報が発表されています。 

２ 野菜類では、ハスモンヨトウの発生が北東北、北陸、東海、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います。 

３ 果樹では、果樹カメムシ類の発生が、本州以南の一部の地域で多くなると 

予想されています。 

 

このほか、茶の炭そ病や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。 

 

＜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７号」の発表について（９月９日付け農林水 

https://www.affrc.maff.go.jp/docs/smart_agri_pro/jissho_seika/r1_seika_1.htm
https://www.affrc.maff.go.jp/docs/smart_agri_pro/jissho_seika/r1_seika_1.htm


 

産省プレスリリース） 

 https://www.maff.go.jp/j/press/syouan/syokubo/200909.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 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 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

台風による被害を受けられた地域の皆様には、心からお見舞い申し上げます。

復旧に向けて心身お疲れかと思いますが、どうか安全を第一に作業いただけれ

ばと思います。 

現在、新型コロナをいかに押さえ込みながら、経済活動を軌道にのせるかとい

うゴールを目指し、全世界が試行錯誤を繰り返しながら取組を進めているとこ

ろです。 

どこの国がどんな有効な計画や準備をし、この難関を突破するのでしょうか。

我が国も、全国民が一致団結して、この困難を乗り切っていきましょう。 

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