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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、 http://www.maff.go.jp/j/pr/e-mag/index.html をご覧ください。
∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽

　　　　　【　本　号　の　内　容　】

【病害虫発生予報情報】
☆「平成30年度 病害虫発生予報第８号」の発表について

【公募・研修等のお知らせ】
☆「農の雇用事業（平成30年度第4回）」の募集を開始しました（第4回目の募集が平成30
年度の最終回となります）
☆平成30年度新技術農業機械化推進研修のご案内
☆【募集】経営指導力やメンター能力を鍛えたい方！「指導力強化発展研修会」に参加し
ませんか？

【施策情報】
☆10月１日から収入保険の加入申請の手続が始まりました！
☆平成30年度薬用作物の産地化に向けた地域説明会及び相談会の開催について
☆農産物の輸出を目指す産地の皆さまへ（技術的なサポートを行います！）
☆「コメづくりのための農業ICTカンファレンスin静岡」の開催について
☆「第３回食育活動表彰」締切間近です！

╋╋・‥…　病害虫発生予報情報　…‥・╋╋
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
◆「平成30年度 病害虫発生予報第８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30年10月17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８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　野菜類では、シロイチモジヨトウの発生が南関東、北陸、近畿、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、ハスモンヨトウ等、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りますので、注意してください。
２　果樹では、果樹カメムシ類の発生が東海、近畿、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。本虫の飛来状況は地域や園地により異なるので、園地を注意深
く観察し、飛来が認められた場合は、飛来初期から防除を実施してください。このほか、
かきの炭疽病等、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りますの
で、注意してください。

＜参照＞
　詳細な情報については、下記URLから御確認いただき、各県の発表する病害虫発生予察
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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８号」の発表について（10月17日付け農林水産省プレ
スリリース）
　http://www.maff.go.jp/j/press/syouan/syokubo/181017.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）

╋╋・‥…　公募・研修等のお知らせ　…‥・╋╋
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
◆「農の雇用事業（平成30年度第４回）」の募集を開始しました（第４回目の募集が平成
30年度の最終回となります）
【経営局就農・女性課】
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　青年の農業法人等への雇用就農を促進するため、法人等が新規就業者に対して実施する
実践研修等を支援する「農の雇用事業」の平成30年度第４回募集を開始しました。
　詳細は、こちらを御確認ください。（全国新規就農相談センター HP）
⇒ http://www.nca.or.jp/Be-farmer/nounokoyou/original/ （外部リンク）
　また、周囲でご希望される方がいらっしゃいましたら、この情報をお知らせくださいま
すようお願いします。

【助成額】　　年間最大 120万円、最長 ２ 年間
【募集期間】　平成30年10月１日（月）～平成30年11月30日（金） （土日祝は除く）
【研修期間】　平成31年２月から最長２年間

※その他、下記の２つのタイプは平成31年１月31日まで随時募集しております。詳細は各
リンク先を御確認ください。
「農の雇用事業（次世代経営者育成タイプ）」
⇒ http://www.nca.or.jp/Be-farmer/nounokoyou/next/　（外部リンク）
「被災農業者向け農の雇用事業」
⇒ http://www.nca.or.jp/Be-farmer/nounokoyou/emergency/　（外部リンク）

普及指導員のみなさまにおかれましても、農の雇用事業の推進についてご協力のほどよろ
しくお願いします。

※お問い合わせ先
　経営局就農・女性課　（担当者：伊藤、土屋、村椿）（03-6744-2162）

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
◆平成３０年度新技術農業機械化推進研修のご案内
【農林水産研修所つくば館】
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
  農林水産研修所つくば館では、農業機械・農作業安全研修において農業機械を利用した
新技術の普及促進を図る新技術農業機械化推進研修を実施します。
　12月13～14日に、加工・業務用野菜の低コスト・省力化生産に資する機械化の普及促進
を目的とした「加工・業務用野菜の低コスト化生産技術コース」を当館水戸ほ場において
実施しますので、ご案内いたします。本研修ではキャベツ収穫機やホウレンソウなど軟弱
野菜の加工向け専用収穫機を使用した収穫実習も予定していますので、参加をご検討くだ
さい。
　なお、本研修は農業者の方も受講対象となっておりますので、ご関心のある方への周知
にご協力をお願いいたします。

　加工・業務用野菜の低コスト化生産技術コースについてはこちらのページをご覧くださ
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い。
  http://www.maff.go.jp/j/kanbo/tukuba/mito/kensyu/ken.html

※お問い合わせ先
  農林水産研修所つくば館（担当：飯田）（029－839-9481）

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
◆【募集】経営指導力やメンター能力を鍛えたい方！「指導力強化発展研修会」に参加し
ませんか？
【経営局就農・女性課】
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
（株）パソナ農援隊では、普及指導員のみなさまや農業大学校の教員など、就農希望者や
新規就農者を指導するみなさまを対象とする「指導力強化発展研修会」を実施しておりま
す。

「若い新規就農者や農業大学校の学生のやる気を育てたい」
「新規就農者等が自ら計画を立てて発展できるよう適切にサポートしたい」
「経営を発展させる方法について、もっと具体的に分かりやすく伝えられるよう
になりたい」

　このような声にお応えするため、研修会では、経営指導・人材育成の専門家による講義
やグループワーク、先進農業者や産業界の経営者による講義を行います。開催日時の近い
研修会は以下の通りです。まだ定員に空きがございますので、現場で担い手の育成にあた
る普及指導員のみなさま、農業大学校の先生方、ぜひご参加ください！

＜研修１（名古屋開催）＞
　・日時：平成30年10月31日（水）～11月２日（金）
　・会場：ウインクあいち（愛知県名古屋市中村区名駅４－４－３８）
  ・受講料：無料

＜研修２（東京開催）＞
　・日時：平成30年11月14日（水）～16日（金）
　・会場：パソナグループ本部ビル（東京都千代田区大手町２－６－２）
  ・受講料：無料
※研修１、２ともに内容は同じです。

「忙しくて、開催地まで行って３日間も参加できない！」という方々は、最短３時間から
の日程でご希望の場所で研修を開催することもできます。ご相談ください！

詳細・お申し込みは、下記URLをご覧ください。
https://pasona-nouentai.co.jp/event/108

※お問い合わせ先　
  ・株式会社パソナ農援隊（担当：長谷川）TEL：03-6734-1260
  ・農林水産省　経営局　就農・女性課（担当：佐藤）TEL：03-6744-2160

╋╋・‥…　施策情報　…‥・╋╋
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
◆10月１日から収入保険の加入申請の手続が始まりました！
【経営局保険課農業経営収入保険室】
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　平成31年１月から始まる収入保険の加入申請の手続が、10月１日（月）から始まりまし
た。
　収入保険は、青色申告を行っている農業者（個人・法人）を対象に、農業者が生産・販
売を行う全ての農産物の販売収入全体を見て、自然災害による収入減少や販売価格の低下
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はもちろん、災害で作付不能、けがや病気で収穫ができないなど、農業者の経営努力では
避けられない収入減少を広く補償する、新しい保険です。

　普及職員のみなさまにおかれましては、農業者に対する経営指導等の際に、是非収入保
険を御紹介していただくとともに、農業者が災害などのリスクに対し、収入保険や農業共
済に加入するなど、自ら備えるように御指導ください。また、興味を持たれた方がいらっ
しゃる場合には、最寄りの農業共済組合等につないでいただくなどの御協力をよろしくお
願いします。

☆★農業共済組合等の相談窓口はこちら☆★
http://nosai-zenkokuren.or.jp/consultation.html

☆★「新・10分でわかる収入保険のポイント」はこちら☆★
http://www.maff.go.jp/j/keiei/nogyohoken/syu_kyosai.

※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課（担当：松尾、寺尾）
（03-6744-7147）
　
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
◆平成30年度薬用作物の産地化に向けた地域説明会及び相談会の開催について
【生産局地域対策官付】
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　薬用作物の産地形成を促進するため、各ブロックで開催される「地域説明会及び相談
会」について、以下のとおりお知らせします。

【薬用作物の産地化に向けた地域説明会及び相談会】
・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生産者（団体）、自治体担当者等
・開催日程）開催場所・日程などの詳細、申込方法については、以下のHPをご参照くださ
い。
　http://yakusankyo-n.org/event/180618.htm
　※なお、既に北海道、東北ブロックは終了しております。
　※申込締切を設けてありますが、期日を過ぎても参加は可能ですので事務局までご連絡
ください。
・事 務 局）薬用作物産地支援協議会　担当者：樋口（ひぐち）
　　　　　　TEL03-6284-2534（FAX03-6284-2534）

　今年度の地域説明会では、実需者とのマッチングのほか、「産地化取組事例」や「薬用
作物の国内生産拡大に向けた技術開発状況」についても紹介される予定です。

※お問い合わせ先　
　　農林水産省　生産局　地域対策官（担当：市橋、中村）（03-6744-2117）

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
◆農産物の輸出を目指す産地の皆さまへ（技術的なサポートを行います！）
【消費・安全局植物防疫課】
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　農産物の輸出を行うときには、植物検疫や残留農薬など輸出先国の規制に沿った生産を
行うことが重要ですが、これらの規制は相手国や品目によって様々であり、現場での指導
をどのように行うべきか苦慮されるのではないかと思います。
　農林水産省では、平成29年度から、植物検疫や残留農薬など輸出先国の規制に対応した
防除体系や栽培方法の確立に向けた取組への支援を行っています。
　生産者である皆様に、植物検疫や残留農薬の専門家が、関連する規制について情報を提
供し、該当規制をクリアするための防除体系や栽培方法を現地に伺って提案します。ま
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た、訪日外国人旅行者がお土産として農産物を持ち帰る際の検疫手続の円滑化についても
相談を受けます。
　平成29年度は、産地等からの要請に応じ技術的なサポートを提供した結果、22の産地等
からスムーズに輸出をすることができました。
　さらに、輸出に取り組む産地は増加しており、今年度も全国各地から多くの相談が寄せ
られています。
　専門家の派遣等に当たり、費用負担はありませんので、ぜひ以下のサポート事務局サイ
ト内の相談窓口にご連絡ください。

輸出先国の規制に対応するためのサポート事務局
一般社団法人全国植物検疫協会内
TEL：070-1187-1520　FAX：03-5294-1525
（サポート事務局ホームページ）
http://www.zenshoku-kyo.or.jp/consultation/

※本事業に関するお問い合わせ先
　消費・安全局植物防疫課国際室
　担当者：小野、井ノ口（03-6744-7168）

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
◆「コメづくりのための農業ICTカンファレンスin静岡」の開催について
【農林水産技術会議事務局】
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　10月24日（水）静岡県浜松市・えんてつホールにて「コメづくりのための農業ICTカン
ファレンスin静岡」が開催されます。（無料・事前登録制）
　主催者である「水田水管理ICT活用コンソーシアム」は、農林水産省の公募事業である
平成28年度「革新的技術開発・緊急展開事業（うち経営体強化プロジェクト）」において
「低コストで省力的な水管理を可能とする水田センサー等の開発」の研究課題に取り組ん
でいます。
　カンファレンスでは、官民両方の立場から見たスマート農業の現状やコンソーシアム研
究報告といったセミナーに加え、開発中の水管理システムと機能連携実証を行っている全
国各地のICTベンダーによるパネルディスカッション等コメづくりに役立つ農業ICTについ
て理解を深めることができるプログラムになっております。また、出展社による展示ブー
スでは、IoTやLPWA等の最新ICTを活用したスマート農業ソリューションをご紹介します。
　稲作農業者のためのスマート農業の世界を体感できるチャンスですので、是非とも地域
の農業者の皆様にご周知ください。また、普及指導員の皆様も最新ICTに関する情報を得
ていただける良い機会ですので、どうぞご参加ください!

▼お申込み・詳細はこちら
　https://www.smartagri.jp/
　「コメづくりのための農業ICTカンファレンスin静岡」公式サイト

※お問い合わせ先
　水田水管理ICT活用コンソーシアム
　コメづくりのための農業ICTカンファレンスin静岡　事務局
　agri.ictconf@gmail.com

　農林水産省　農林水産技術会議事務局　研究推進課（担当：金子）（03-3502-7437）
　　　〃　　　農村振興局　整備部　水資源課（担当：腰田）（03-6744-2204）

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
◆「第３回食育活動表彰」締切間近です！
【消費・安全局消費者行政・食育課】
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　農林水産省では、ボランティア活動、教育活動又は農林漁業、食品製造・販売等その他
の事業活動を通じて食育を推進する優れた取組を募集しています。例えば、農業体験を通

ページ(5)



e-普及だより第176号301019.txt
じて「食の大切さ」を伝えている活動、地元食材を活用して地産地消を推進する活動な
ど、様々な食育を実践されているみなさまの取組について、是非、ご応募ください。多数
のご応募をお待ちしております。
　普及指導員のみなさまにおかれましては、食育を実践されている地域の農業者、農業法
人、ＪＡ等のみなさま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。

■応募締切
◯ボランティア部門：平成30年10月31日（水）必着
◯教育関係者・事業者部門：平成30年11月９日（金）必着（※農業者の方はこちら）

■詳しくは下記URLをご覧ください。
　http://www.maff.go.jp/j/syokuiku/hyousyo/161102.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、島田）
電話：03-6744-1971

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
　　　　　　　　　　　　編集後記
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
新米の季節です。先日実家の米の収穫を手伝ってきましたが、殆どの作業を機械で行って
いるにもかかわらず筋肉痛になりました。
実家は親族が食べる分程度を作っているだけの小規模栽培ですが、それでも親戚に手伝っ
てもらわないと労働力の不足を感じます。
いわんや機械化が進んでいない他の作物をや。
今回は記事が多かったため、後日臨時増刊号を配信します。◎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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