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ｅ‐普及だより　　　　　　　 　　　  第１８０号（通算９６３号）

　　　　　　　　　　　　　平成３１年２月１５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。
∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽

　　　　　【　本　号　の　内　容　】

【技術普及課からのお知らせ】
☆《公募開始》地域で必要とする新品種・新技術の導入を支援します～生産体制・技術確
立支援事業のうち新品種・新技術の確立支援～
☆農業者が土壌診断の結果に基づく施肥設計と肥料の配合手法等を習得し、新たな低コス
ト施肥体系を実現できる取組を支援します！

【公募情報】
☆平成31年度茶・薬用作物等地域特産作物体制強化促進事業（甘味資源作物等支援事業を
除く）の公募について
☆平成31年度の水田活用の直接支払交付金について
☆国際認証取得等支援の公募のお知らせ

【病害虫発生予報情報】
「平成30年度 病害虫発生予報第10号」の発表について

【施策情報】
☆「機能性表示食品の届出制度に関するシンポジウム」の開催及び参加者の募集について
☆SIP(戦略的イノベーション創造プログラム)「次世代農林水産業創造技術」「持続可能
な農業生産のための新たな総合的植物保護技術の開発」 研究成果発表会の開催について
☆アグリサーチャーにロボットとの対話型検索システム（チャットボット）を試験導入中

╋╋・‥…　技術普及課からのお知らせ　…‥・╋╋
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
◆《公募開始》地域で必要とする新品種・新技術の導入を支援します
～生産体制・技術確立支援事業のうち新品種・新技術の確立支援～
【生産局技術普及課】
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　新品種・新技術を産地に導入するための取組を支援する事業の公募を開始しました（２
月28日（木）まで）。
　本事業は、新たに開発された新品種・新技術を産地に導入するため、品種・技術の特性
把握、産地・実需者のマッチング、実需者ニーズ等に応じた新品種等の適応性評価及び生
産性向上・経営改善の効果測定等の取組を通じて、新品種・新技術の実用化を支援するも
のです。
　普及指導員の皆様におかれましては、地域で必要とされる新品種・新技術がありました
ら積極的にご活用いただくとともに、ＪＡや中間事業者等の関係者にも情報提供して頂き
ますようお願いいたします。

【支援内容】（補助率：定額）
１．新品種・新技術の特性把握
　現地栽培等による品種・技術の特性把握、産地・実需者の意向・ニーズ等調査を踏まえ
たマッチング活動等の取組を支援します。
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２．産地・実需者等が連携して行う実証等を通じた生産技術の確立
　実需者ニーズに応じた加工適性等評価、生産性向上・経営改善の効果測定、導入を進め
るべき品種・技術の生産技術の確立活動等の取組を支援します。
３．新品種・新技術の普及等に関する手引きの作成
　確立した生産技術を産地に広めるためのマニュアル作成を支援します。

※詳細は以下のページをご参照下さい。
　http://www.maff.go.jp/j/supply/hozyo/seisan/190212_2.html
※お問い合わせ先
　生産局　技術普及課（担当：齋藤、高橋）（03-3593-6497）

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
◆農業者が土壌診断の結果に基づく施肥設計と肥料の配合手法等を習得し、新たな低コス
ト施肥体系を実現できる取組を支援します！
【生産局技術普及課】
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
平成31年度より、生産体制・技術確立支援事業のメニューの１つとして、新たに「施肥設
計の見直しによる資材費低減対策の推進」を実施します。

本事業は、地域の資材費低減対策を推進するため、農業者と都道府県の普及指導組織等の
関係者が連携し、土壌診断の結果に基づく施肥設計と肥料の配合手法等を習得するととも
に、新たな施肥設計や施肥手法の実証等を通じ、低コスト施肥体系の確立とその普及を図
る取組を支援するものです。

【支援内容】（補助率：定額）
１．低コスト施肥技術の研修会の開催
２．新たな施肥体系の確立に向けた検討会の開催、実証試験による資材費低減効果の検証
と分析、マニュアル等の作成・配付

普及指導員の皆様におかれましては、ご担当の地域の農業者や農業者団体、肥料の製造・
流通事業者等の皆様に広く情報提供していただきますよう、よろしくお願いいたします。
（本事業の公募開始は２月中旬を予定しております。）

※お問い合わせ先
　農林水産省 生産局 技術普及課 生産資材対策室（担当：菊池、前田）
（03-6744-2435（直通））

╋╋・‥…　公募等情報　…‥・╋╋
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
◆平成31年度茶・薬用作物等地域特産作物体制強化促進事業（甘味資源作物等支援事業を
除く）の公募について
【生産局地域対策官】
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　農林水産省では、茶、薬用作物、いぐさ・畳表、繭・生糸、こんにゃく及びその他の地
域特産作物について、各地域の実情に応じた作物ごとの課題解決を目指すための取組を支
援します（応募の締切：平成31年２月28日（木））。
　普及指導員の皆様におかれましては、ご担当の地域で本事業の活用が見込まれる組織等
がございましたらご紹介いただくとともに、事業実施の際に行政機関のご協力が必要とな
ることもありますので、よろしくお願い申し上げます。

○事業実施主体：都道府県、市町村、農業協同組合連合会、農業協同組合、公社、農事組
合法人、農地所有適格法人、協議会、農業者の組織する団体等
○　支援内容
（１）検討会の開催
（２）生産体制の強化（栽培実証ほの設置、農業機械等の開発・改良、栽培マニュアル作
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成、茶の改植等・未収益期間を有する薬用作物の新植促進等）
（３）需要の創出（消費者・実需者ニーズ等の把握、実需者等と連携した商品開発、製造
・加工技術の確立、消費者等の理解促進等）
○　補助率：定額及び1/2以内　

※詳細は以下のページをご覧ください。
　　http://www.maff.go.jp/j/supply/hozyo/seisan/190208_1.html
※お問い合わせ先　
　　農林水産省生産局地域対策官（担当：水谷、白鳥）（03－6744－2117）

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
◆平成31年度の水田活用の直接支払交付金について
【政策統括官付穀物課】
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　31年度の水田活用の直接支払交付金の予算においては、
（１）飼料用米などの戦略作物助成の現行単価や助成体系を引き続き維持した上で、これ
らの作物の生産拡大にもしっかりと対応できる額にするととともに、
（２）産地交付金についても、基本的な仕組みを維持した上で、主食用米からの更なる転
換促進のためのメニューを追加措置し、
この追加措置も含めて必要な額として3,215億円（平成30年度補正後予算額比＋156億円）
という十分な額を計上したところです。

＜主な追加措置＞
○平成31年度緊急転換加算（５千円／10a）
　都道府県ごとにみて、転換作物が拡大し、主食用米の面積が30年度より減少した場合
に、その面積に応じて産地交付金を追加配分。
○高収益作物等拡大加算（2.0万円／10a）
　地域農業再生協議会ごとにみて、主食用米の面積が30年度より減少した場合に、その面
積に応じて産地交付金を追加配分。ただし、30年産で、高収益作物等を減少させた協議会
は、31年産で当該減少面積の1/2以上を拡大させることが要件。

※高収益作物等：高収益作物（園芸作物等）、新市場開拓用米、加工用米、飼料用とうも
ろこし
　主食用米の需要が毎年減少している中で、飼料用米などの主食用米以外の作物への転換
により水田のフル活用を進めていくことが重要です。
　本予算も活用しつつ、需要に応じた生産への取組をお願いします。

◇　水田活用の直接支払交付金の追加措置に係る詳細はこちら（P19～P20）
　http://www.maff.go.jp/j/seisan/kikaku/attach/pdf/kome_siryou-222.pdf

※お問い合わせ先　
　農林水産省　政策統括官付穀物課（担当：美保、中田、佐藤）（03-3579-0191）

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
◆国際認証取得等支援の公募のお知らせ
【生産局農業環境対策課】
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　農林水産省では、（一社）全国農業改良普及支援協会を通じて、農業者等を対象に
（１）輸出に向けた有機JAS認証、GAP認証（GLOBALG.A.P.及びASIAGAP）の取得等支援、
（２）審査体制充実のためのGAP認証審査員候補者育成支援の取組を行います。
　認証取得等支援では、農業者等の認証審査や認証取得に必要な研修の受講、輸出向け商
談に要する費用等が支援の対象となります。
　審査員候補者育成支援では、研修の受講に要する費用が支援の対象となります。
　普及指導員の皆様におかれましては、本事業について地域の農業者、農業法人、JA等の
皆様に広く情報提供していただきますとともに、認証取得に向けた取組を支援いただきま
すようよろしくお願いします。
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　公募開始となりましたら、速やかに以下のHPでお知らせします。

（一社）全国農業改良普及支援協会HP
　https://www.jadea.org/news/index.html
農林水産省HP
　http://www.maff.go.jp/j/seisan/gizyutu/gap/

※お問合わせ先　　　
（一社）全国農業改良普及支援協会（03-5561-9562）
農林水産省生産局農業環境対策課
（有機農業推進班）（03-6744-2114）
（GAP推進グループ）（03-6744-7188）

╋╋・‥…　病害虫発生予報情報　…‥・╋╋
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
◆「平成30年度 病害虫発生予報第10号」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31年２月13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10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は次のとおりです。
１　水稲では、種子伝染性病害の発生を抑制するため、種子消毒を適切に実施し、健全な
苗の育成に努めてください。

２　野菜類では、いちごのハダニ類の発生が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。ほ場内の発生状況に注意しつつ、適期に防除を実施してください。この
ほか、きゅうりのコナジラミ類等、地域によっては発生が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。

３　果樹では、翌春の病害虫防除を効率的かつ効果的に実施するため、病害虫の越冬量を
低下させ、翌春の発生を抑制することが重要です。病害対策として、被害落葉やり病部の
除去を実施してください。また、虫害対策として、昨年、ハダニ類及びカイガラムシ類の
発生が多かった園地では、粗皮削りやマシン油散布による防除を実施してください。

＜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「平成30年度 病害虫発生予報第10号」の発表について（２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/190213.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、土田）
(03-3502-3382)

╋╋・‥…　施策情報　…‥・╋╋
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
◆「機能性表示食品の届出制度に関するシンポジウム」の開催及び参加者の募集について
【食料産業局食文化・市場開拓課】
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
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　農林水産省では、生鮮食品における機能性表示食品の取組を促進しています。
　本シンポジウムは、健康な食生活を支える地域・産業づくり推進事業により、機能性農
産物等の生産拡大・需要拡大や、機能性表示食品制度に基づく届出等の取組が行われてい
る地域の取組事例発表や意見交換を行い、生鮮食品の機能性表示食品の届出を行おうと考
えている皆様に、今後の取組の参考としていただくことを目的としています。
　普及指導員の皆様におかれましても、生鮮食品における機能性表示食品の取組の推進に
ついて御協力のほどよろしくお願いします。
　http://www.maff.go.jp/j/press/shokusan/service/190131.html

　平成31年２月21日（木曜日）13時30分～16時30分（13時00分会場）
　農林水産省7階講堂（東京都千代田区）
　申込方法：参加をご希望される方は、以下のお申込先に御氏名（ふりがな）、所属（勤
務先、所属団体等）、役職（部署、役職等）、御連絡先（電話番号、メールアドレス）を
御記入の上お申込みください。
　申込先：野村総合研究所（当シンポジウム企画・運営担当）
　電子メールアドレス：kinousei-seminar@nri.co.jp
　電話：03-5877-7373（担当：井上、大場）

　※お問合せ先
　農林水産省食料産業局食文化・市場開拓課（担当：平野、鈴木）（03－3502－5723）

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
◆SIP(戦略的イノベーション創造プログラム)「次世代農林水産業創造技術」「持続可能
な農業生産のための新たな総合的植物保護技術の開発」 研究成果発表会の開催について
【農研機構中央農業研究センター】
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　農研機構は、２月 27 日（水）に秋葉原 UDX THEATER並びに UDX NEXT-2で、新たな植
物保護技術コンソーシアムの研究成果発表会を開催します。
　天敵昆虫の効率的な利用に光・音波等の物理的刺激を利用した病害虫の抑制技術等を組
み合わせた化学合成農薬に依存しないトマトとイチゴの病害虫防除システムのほか、ナス
やジャガイモ、レタス等で使える新たな資材についてもご紹介します。
  ポスターや製品を展示し、研究開発を実施した道府県や資材メーカーの担当者が直接来
場者の皆様に成果をご説明いたします。普及指導員の皆様におかれましては、是非ご参加
いただければ幸甚です。
　http://www.naro.affrc.go.jp/event/list/2019/01/121101.html

※お問い合わせ先
　農研機構中央農業研究センター 
　産学連携室 谷脇 浩子（029-838-8421）

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
◆アグリサーチャーにロボットとの対話型検索システム（チャットボット）を試験導入中
【農林水産技術会議事務局研究企画課】
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　農業に関する研究成果を手軽に検索できるウェブサイト「アグリサーチャー」ではより
一層の利便性の向上と利用拡大に向けて、１月17日よりロボットとの対話型検索システム
（チャットボット）を試験導入しています。検索時間が半減する等、利便性が高まると思
われますのでぜひご活用下さい。また農業者へも幅広くご紹介下さい。
（使い方）
http://www.affrc.maff.go.jp/docs/press/20190111ag_chatbott_howtouse.pdf
（プレスリリース）http://www.affrc.maff.go.jp/docs/press/190117.html

また、アグリサーチャーニュースではアクセスの多い研究成果等をご紹介しています。今
回は「レタスの安定的な契約取引を支援する作付計画策定・出荷予測アプリケーション」
をご紹介します。ぜひご覧下さい。
http://www.affrc.maff.go.jp/agresearcher/news/index.htm
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e-普及だより第180号310215.txt
・アグリサーチャーはこちら
https://mieruka.dc.affrc.go.jp/
「イベント」「動画」情報もご覧頂けるようになりました。
・ユーザー登録もぜひお願いします。
https://mieruka.dc.affrc.go.jp/user/add

普及指導員のみなさま、ぜひ一度アグリサーチャーをご利用頂き、様々な研究成果を現場
でご活用いただきますよう、また、生産者様への積極的な周知も併せてどうぞよろしくお
願い致します。

※お問い合わせ先
農林水産技術会議事務局研究企画課情報調査班
佐藤、中村（03-3501-9886）

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
　　　　　　　　　　　　編集後記
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
補助事業の公募の時期になりました。当メルマガ掲載分に限らず、多数の補助事業の公募
情報が順次農水省ＨＰ（ http://www.maff.go.jp/j/supply/hozyo/index.html ）に掲載
されますので、興味のある方はご確認ください。◎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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