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ｅ‐普及だより　　　　　　　 　　　  第１５９号（通算９２３号）

　　　　　　　　　　　　　平成２９年７月２８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、 http://www.maff.go.jp/j/pr/e-mag/index.html をご覧
ください。
∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽

　農業競争力強化プログラムに関する情報はこちらをご覧下さい。
　http://www.maff.go.jp/j/kanbo/nougyo_kyousou_ryoku/index.html

　　　　　　　　　【　本　号　の　内　容　】

【技術普及課からのお知らせ】
　☆農作業中の刈払機（草刈機）の使用に注意してください
  ☆2017年 秋の農作業安全確認運動の実施について
【病害虫発生予報情報】
　☆「平成29年度 病害虫発生予報第５号（水稲特集）」の発表について
【施策情報】
　☆「米マッチングフェア２０１７」の開催について
　☆「薬用作物産地支援栽培技術研修会」及び「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
　☆営農計画を簡単に作成！「農業技術体系データベースを用いた営農計
　　画支援システムFAPS-DB」　
【事業公募等のお知らせ】
　☆植物品種等海外流出防止総合対策事業のうち「種苗資源の保護に関す
　　る取組」に係る支援について(２次公募のお知らせ)
【普及活動事例紹介】
　☆稲作分野におけるスマート農業導入

　　　　╋╋・‥…　技術普及課からのお知らせ　…‥・╋╋
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
◆農作業中の刈払機（草刈機）の使用に注意してください
                              【生産局技術普及課生産資材対策室】
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　農作業中の刈払機（草刈機）による死亡事故は、毎年10名弱で推移し
ています。また、消費者庁の情報によると、刈払機による事故情報は平
成21年９月から平成29年６月末までに計140件よせられており、被害に
遭われた方の約半数が60歳以上となっています。
　梅雨明け後はほ場周辺の除草作業等、刈払機（草刈機）を使う機会が
増えることから、農林水産省の刈払機の使用に関する啓発チラシ等をご
参考に、注意して刈払作業を行っていただくよう、普及指導員の皆様に
おかれましては周知をお願いします。

※農林水産省作成の啓発チラシ
http://www.maff.go.jp/j/seisan/sien/sizai/s_kikaika/anzen/pdf/p-kusa.pdf
※消費者庁プレスリリース
http://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_safety/release/pdf/consumer_safety
_release_170720_0001.pdf
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※刈払機の正しい使い方（一般社団法人日本農業機械工業会ホームペー
　ジ）
http://www.jfmma.or.jp/news.html

※問い合わせ先
　　農林水産省　生産局　技術普及課　生産資材対策室
　　　　　　　　（担当：松田、大塚）（０３－６７４４－２１８２）

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
◆2017年 秋の農作業安全確認運動の実施について
                              【生産局技術普及課生産資材対策室】
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　毎年約350件発生している農作業死亡事故を減少させるため、農林水
産省は、秋作業が行われる９月～10月を重点期間として、「2017年秋の
農作業安全確認運動」を実施します。
　秋の運動では、2017年農作業安全ポスターデザインコンテストの農林
水産大臣賞受賞作品を運動推進ポスターとして、安全意識の向上を推進
します。
　また、秋の運動に先立ち、８月10日（木）農林水産省７階講堂におい
て、農作業安全確認運動推進会議を開催します。今回は、農作業事故ゼ
ロを目指す農業高等学校の生徒さんより、お話をいただくこととしてお
ります。
　普及指導員の皆様におかれましても、機会を捉えて啓発活動など、引
き続き、農作業安全確認運動へのご協力をよろしくお願いいたします。 
※詳細については以下をご覧ください。
http://www.maff.go.jp/j/seisan/sien/sizai/s_kikaika/anzen/2017_anzen_undou.html

※問い合わせ先
　　農林水産省　生産局　技術普及課　生産資材対策室
　　　　　　　　（担当：松田、大塚）（０３－６７４４－２１８２）

　　　　╋╋・‥…　病害虫発生予報　…‥・╋╋
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
◆「平成29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、平成29年７月26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。

　『向こう１か月の主要な病害虫の発生予察情報について』
　斑点米カメムシ類の発生が東北から九州に亘る地域で多くなると予想
されています。特に、移動性が高い飛翔性のアカスジカスミカメとアカ
ヒゲホソミドリカスミカメの発生が多くなっています。
　本虫による被害程度は、水田への侵入量、出穂期の早晩、発生してい
るカメムシの種の構成等によって異なるので、水田の観察を行い、今後
も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。また、本虫が生息する水田周辺雑草の除草は出穂期の10
日前までに完了してください。

＜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。
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 〇「平成29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26日付け農林水産省プレスリリース）
    　　http://www.maff.go.jp/j/press/syouan/syokubo/170726.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）
                                    （０３－３５０２－３３８２）

　　　　　　╋╋・‥…　施策情報　…‥・╋╋
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
◆「米マッチングフェア２０１７」の開催について
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【政策統括官付穀物課】
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
  中食・外食向けとして求められる米の品質や価格は用途やユーザーに
よって様々であり、今後も堅調な需要が見込まれております。29年度の
展示商談会は、「米マッチングフェア２０１７」と称し、全国10ヶ所
（９/６埼玉、９/20京都、９/29名古屋、10/３熊本、10/24東京、10/31
岡山、11/22仙台、11/29札幌、12/７金沢、12/12大阪、２/６東京）で
開催されます。（展示商談会に加え、セミナーでは、取引実績のある売
り手や買い手からの講演などを予定）
  今後、平成30年産米から行政による生産数量目標の配分がなくなる中、
これまで以上に米産地の法人や農協等においては、中食・外食向け需要
に応じた生産に取組みつつ、複数年契約や播種前契約を締結するなど安
定取引を進めることが必要です。
  今後の需要に応じた生産を考える上でも良い機会ですので、普及指導
員の皆様から販路開拓などに関心をお持ちの法人や農協等の皆様に対し
て、ご案内頂きますよう宜しくお願いします。
※詳しくはこちらのページをご覧下さい。
https://kome-matching.com

※申込締め切り日
  ・出展者（生産者）：各会場の開催日の３週間前
  （さいたま会場は８月10日（木）締め切り）
    ◆出展者は小間代無料で出展する事が出来ます！
    
  ・来場者（実需者）：各会場の開催日の１週間前
    （さいたま会場は８月30日（水）締め切り）

※お問い合わせ先
　開催事務局：株式会社グレイン・エス・ピー （担当：末田、小林）
　　　　　　　　　　　　　　　　　（０３－３８１６－０６７２）
　政策統括官付穀物課消費流通第１班（担当：中村、鷲巣）
　　　　　　　　　　　　　　　　　（０３－３５０２－７９５０）

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
◆「薬用作物産地支援栽培技術研修会」及び「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】　　
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　薬用作物の産地形成を促進するため、各ブロック毎に開催される「栽
培技術研修会」及び「地域説明会」について、以下のとおりお知らせし
ます。
【薬用作物産地支援　栽培技術研修会】
・目　　的）現場における薬用作物の栽培技術の指導体制を支援するた
            め、普及指導員等を対象に栽培技術に関する研修会を実施。
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・対 象 者）都道府県の普及職員、JA営農指導員、市町村職員等
・開催日程）開催場所・日程などの詳細については、事務局へお尋ねく
            ださい。
・事 務 局）薬用作物産地支援協議会　担当者：粟田（あわた）
　　　　TEL０３－５５６１－９５６２（FAX０３－５５６１－９５６９）
　　　　http://www.jadea.org/

【薬用作物の産地化に向けた地域説明会および相談会】
・目    的）薬用作物の産地化を目指す地域と実需者との情報の交換・
　　　　　　共有を図るため、薬用作物に関する説明や産地との個別相
　　　　　　談を実施。
・対 象 者）薬用作物の産地化を目指す地域の担当者
・開催日程）開催場所・日程などの詳細については、事務局へお尋ねく
　　　　　　ださい。
・事 務 局）薬用作物産地支援協議会　担当者：樋口
　　　　TEL０３－６２６４－８０８７（FAX０３－３６６２－５８０９）
　　　　http://www.yakusankyo-n.org
　普及指導員の皆様の積極的な参加をお待ちしています。
　
※お問い合わせ先　生産局地域対策官（担当：市橋、金子）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（０３－６７４４－２１１７）

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
◆営農計画を簡単に作成！「農業技術体系データベースを用いた営農計
画支援システムFAPS-DB」　　　　　 　【大臣官房政策課技術政策室】
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　『FAPS-DB』（農研機構、九州大学、岩手県農業研究センターが共同研
究・開発中）は、農業技術体系データベースに登録された作目別の技術
・経営指標データを用いて営農指標や営農計画の作成を支援するシステ
ムです。
　本システムは、簡単な操作で新作物や新技術を導入した詳細な営農計
画を簡単に作成できます！

　インターネット上で簡単に農業経営のシミュレーションができるシス
テムが無料！で一般公開中です。

　FAPS-DBには、岩手県の農業技術体系データを先行的に登録されていま
すが、今後、様々な都道府県において各々のデータが登録されれば、各
県の農業経営者用にカスタマイズできます。
　FAPS-DBが農業経営者の方に、より役立つものとなるよう、各都道府県
の担当者の方々には地域独自のデータの登録をお願いします。

　また、多くの農業経営者の方にご活用いただけるよう普及指導員の皆
様からもお知らせいただき、また今後の普及指導活動にお役立て下さい。
　是非、一度HPをご覧下さい。

■農業技術体系データベースシステムを用いた営農計画支援システムFAP
S-DB
　→ https://fsdb.dc.affrc.go.jp/

■FAPS-DB（農業技術体系データベースシステム）HP
　→ http://fsdb.dc.affrc.go.jp/gijututaikei-2006/cgi-bin/index.cgi

※お問い合わせ先　
　　農林水産省　大臣官房政策課　技術政策室（担当：糸井）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（０３－６７３８－６１５９）
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　　　　　　╋╋・‥…　公募のお知らせ　…‥・╋╋
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
◆植物品種等海外流出防止総合対策事業のうち「種苗資源の保護に関す
る取組」に係る支援について(２次公募のお知らせ)
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【食料産業局知的財産課】
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　農林水産省では、我が国で古くから栽培されてきた伝統野菜等の種苗
資源について、地域において保存する以下の取組への支援（補助率1/２）
を行っています。
（１）多様な品種の開発に必要となる種苗資源の生産体制を強化し将来
　　　に渡って確実に保存する取組
（２）市場のニーズに応じて種苗資源を安定的に供給する体制を構築す
　　　る取組
　今般、植物品種等海外流出防止総合対策コンソーシアムが、７月26日～
８月31日の期間において二次募集を行いますのでお知らせします。
　　　　
【公募のページ(事務局:公益社団法人農林水産・食品産業技術振興協会)】
　　https://www.jataff.jp/project/hinsyu/sigen/index.html
　　
　普及指導員の皆様におかれても、伝統野菜等の種苗資源の保護の推進
について御協力をお願いします。

※お問い合わせ先　
　公益社団法人農林水産・食品産業技術振興協会（担当：石川）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（０３－３５８６－８６４４）
　農林水産省　食料産業局　知的財産課（担当：田尻、中井）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（０３－６７３８－６４４３）

　　
　　　　　　╋╋・‥…　普及活動事例紹介　…‥・╋╋
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
◆稲作分野におけるスマート農業導入
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【生産局技術普及課】　　　
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　平成29年度農業革新支援専門員全国ネットワーク会議（稲作）を平成
29年６月19日（月）～20日（火）に開催しました。会議の場で事例発表
いただいた３県の取組事例をご紹介いたします。
　農業革新支援専門員全国ネットワーク会議とは、各都道府県の農業革
新支援専門員間での課題解決手法や取組事例の共有、相互の連携を図る
場として分野ごとに開催しているものです。

◆革新的技術開発・緊急展開事業を核とした先端技術活用プロジェクト
（大規模水田農業）の取組【茨城県】
・省力・低コスト、ＩＣＴ等の導入・実証により米の生産費２割削減を
目標として、革新的技術開発・緊急展開事業（農匠ナビ1000コンソーシ
アム）の実証研究を核に先端技術活用プロジェクト（大規模水田農業）
を立ち上げ、技術開発と普及を一体的に行う取組を行っています。
・公募により選定したモデル経営体４法人の米の生産費調査を行うほか､
新技術（高密度播種育苗）､ＩＣＴ（水田センサ、収量コンバイン等）
の導入・実証、生産者及び普及指導員向けの検討会・研修会を実施して
います。
・一部モデル経営体において経営シミュレーションを行い、目標達成に
向けた行動計画を作成しています。また、収量コンバインにより低収圃
場を把握し、土壌診断や栽培管理の改善の提案に繋がっています。
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◆農業ＩＴ管理ツール「豊作計画」の活用の取組【愛知県】
・県内経営体において圃場の分散により管理作業の工程管理が困難であ
ったことから、トヨタ自動車と共同で米生産のプロセス改善に向けた、
農業ＩＴ管理ツール「豊作計画」を開発しました。
・システム開発に携わった経営体では、資材費と労働費の削減だけでな
く、トヨタ自動車との活動を通して、経営者だけでなく作業者までトヨ
タ流の「カイゼン活動」の意識が根付いており、組織全体として経営改
善に取り組むようになりました。
・現在、ＪＡグループ愛知とトヨタ自動車が連携して経営体への導入を
推進しています。県は、収集したデータを基にＪＡグループ愛知が行っ
ている経営改善に向けた指導に技術面で協力しています。

◆ＩＣＴ技術を活用した広域農場管理システムの取組【熊本県】
・経営面積が概ね100haを超える地域営農法人組織（広域農場）の経営
資源を最大限活用するため、平成28年度からＩＣＴ技術を活用した「総
合営農管理システム」の導入を支援しています。
・複数メーカーの営農管理システムのコンペにより導入するシステムを
決定し、本年度産水稲から本格運用予定です。現在、麦作業でのシステ
ム活用では、ほ場管理が容易になり効率的に作業ができるようになりま
した。
・ＩＣＴの活用により、広域農場内の農地・機械・労働力の組み合わせ
を最適化し、ムリ・ムダのない合理的なモデルの実現に向けて作業工程
等を見直しています。広域農場による経営改善効果を「見える化」し、
地域へ波及させたいと考えています。

※会議に関する問い合わせ先
　　農林水産省　生産局　技術普及課（担当：谷、土屋）
　　　　　　　　　　　　　　　　　（０３－３５９３－６４９７）

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
　　　　　　　　　　 　編集後記
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
　暑い日が続いてますね。こう暑いとさっぱりしたもの、冷たいものが
食べたくなります。最近、我が家では実家から送られてくる瓜やスイカ
を食べました。毎年これらが送られてくると夏だな～と思います。夏ら
しいといえば、ゴーヤも送られてきます。ゴーヤは採れるときは大量に
採れるようで数年前は食卓がしばらくの間ゴーヤ尽くしになりました。
これらの野菜は、実家の祖母の趣味の家庭菜園（とは言っても１人では
食べきれない規模）のおかげです。生産者に感謝を。　◎編集担当Ｔ◎

∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽
※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ファイルをご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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