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★　収入保険の加入申請の手続が始まりました！
　　　平成31年１月から始まる収入保険の加入申請の手続が、平成30年10月１日（月）から
　　始まりました（加入申請期限～11月30日）。
　　　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。
　　　農業共済組合等が戸別訪問や申請手続会の開催などを行い、農業者の皆様の加入申請
　　の手続をサポートします。ぜひ、お近くの長野県農業共済組合地域センター、支所等に
　　お問い合わせください。
　　　〇長野県農業共済組合の窓口はこちら　⇒ https://www.nosai-nagano.or.jp/nosai/
　　  ○「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.html

★　アグリサーチャーニュースvol.2を発行しました！
　　　アグリサーチャーは、農業に関する研究成果をスマートフォンからでも手軽に検索で
　　きるサイトです。昨年４月の公開以降、毎月７千件を超えるアクセスをいただいていま
　　す。
　　　この度、アグリサーチャーに掲載している研究成果や研究者をご紹介する「アグリサ
　　ーチャーニュースvol.2」が発行されました。
　　　今回は稲や野菜などの有機栽培マニュアルなどが掲載されています。ぜひご覧下さい。
　　　◯詳しくはこちら　⇒　　　　　　　 　　　　　https://mieruka.dc.affrc.go.jp/

★　１億人ではなく１００億人を見据えた農林水産業へ！
　　　農林水産省では、農林水産物・食品輸出プロジェクトである「ＧＦＰ※」のコミュニ
　　ティサイトを８月31日に立ち上げました。
　　　輸出診断、熱意ある生産者同士のネットワーク形成、タイムリーな情報提供、輸出業
　　者とのマッチングなど、輸出したい皆様をサポートします。
　　　既に輸出を行っている方、輸出に関心のある方、どなたでも登録して輸出診断を受け
　　られます。ぜひご登録ください。
 　　 ◯コミュニティサイトはこちら　⇒ 　　　　　　　　http://www.gfp1.maff.go.jp/

 （※）ＧＦＰ(ジー・エフ・ピー)とは、
　 Global Farmers / Fishermen / Foresters / Food Manufacturers Project の略称です。

★　最新の農業技術が一覧に！「スマート農業カタログ」
　　　農林水産省は、現在開発・販売されているスマート農業技術が一覧になった「スマー
　　ト農業カタログ」を公表しました。
　　　民間企業や研究機関などから提案のあった198の技術について、対象作物や活用シー
　　ンで分類し、掲載しています。ぜひご覧下さい。
　　（URL内に記載された作物ごとのカタログをクリックすると、提案技術の詳細を見るこ
　　ともできます。）
　　　◯カタログはこちらから　⇒　
http://www.maff.go.jp/j/kanbo/kihyo03/gityo/smart_agri_technology/smartagri_catalog.html

★　マッキーがおじゃまします！
　　　今回は、木曽地域で穫れる「権兵衛芋（げんこつ芋・山芋）」を使ったスイーツを開
　　発した坂本あづみさんを取材してきました。
　　　○取材内容は長野県拠点HP「マッキーがおじゃまします！」へ　⇒  
　　       　  http://www.maff.go.jp/kanto/chiikinet/nagano/makki/visit_makki.html
※「マッキーがおじゃまします！」は長野県内で農業をはじめ、それらに関わり活躍されている方を訪問取



　材しています。
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　長野県内を車で走行していると、あちらこちらでお米の収穫作業の風景が見られる今日こ
の頃です。
　過日、９月１５日現在の平成30年産米の作柄概況が発表されました。
　全国の作況指数は100ということで「平年並み」の収穫予想量となっています。
　また、長野県の作況指数は101で全国と同様の「平年並み」となっています。
　今後の天候等の影響により、変動することもありますが、このまま順調に収穫作業が進ん
でいくことを願うばかりです。
　日本では米の消費量が減少の一途をたどっていることから、需給のバランスを保つために、
主食用の生産から飼料用や輸出用等への生産転換を推進している状況です。
　農家の皆様が丹精込めて作ったお米を中心とした栄養バランスのとれた食生活を送るよう
になれば、米の消費量減少も歯止めがかかるのではないかと、毎年の作柄概況の発表の度に
思っているところです。
　
　    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　         地方参事官　石野　浩三
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★　平成29年産 収入減少影響緩和対策（ナラシ対策）の支払実績について
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （平成30年９月28日）
　　 【内容は、こちらから　⇒　
　　　       　　  http://www.maff.go.jp/j/press/seisaku_tokatu/antei/180928.html】

★　平成30年度の経営所得安定対策等の加入申請状況について　　　 （平成30年９月28日）
　　 【内容は、こちらから　⇒　
　　　      　　http://www.maff.go.jp/j/press/seisaku_tokatu/antei/180928_17.html】

★　平成30年産の水田における作付状況について　　　　　　　　　 （平成30年９月28日）
　　 【内容は、こちらから　⇒　
　　　       　http://www.maff.go.jp/j/press/seisaku_tokatu/s_taisaku/180928.html】

★　米先物取引の試験上場に関するシーズンレポート（平成30年9月）の公表について
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （平成30年９月28日）
　　 【内容は、こちらから　⇒　
　　　       　　　　　http://www.maff.go.jp/j/press/shokusan/syotori/180928.html】

★「平成29年度 国有林野の管理経営に関する基本計画の実施状況」について
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （平成30年９月28日）
　　 【内容は、こちらから　⇒　
 　　　　　       　　　　　http://www.rinya.maff.go.jp/j/press/keiki/180928.html】

★　平成30年産の水田における地域農業再生協議会別の作付状況について
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （平成30年９月28日）
　　 【内容は、こちらから　⇒　
　　　       　　     　　　　http://www.maff.go.jp/kanto/press/sinko/180928.html】

★　野菜の入荷量と価格の見通し（平成30年10月、東京都中央卸売市場）について
　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（平成30年９月28日）
　　【内容は、こちらから　⇒　
                http://www.maff.go.jp/kanto/press/seisan/engei/kakaku/180928.html】

★「AIの機械学習による自動ほ場抽出に関する共同研究」の実施について
　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（平成30年９月28日）
　　【内容は、こちらから　⇒　
            　   　　　　　http://www.maff.go.jp/j/press/tokei/kikaku/180928.html】

★「平成29年木材需給表」の公表について 　　　　　　　　　　　　（平成30年９月28日）
　　【内容は、こちらから　⇒　
           　    　　　　　http://www.rinya.maff.go.jp/j/press/kikaku/180928.html】

★　岐阜県で発生した豚コレラに係る搬出制限区域の解除について 　（平成30年９月28日）
　　 【内容は、こちらから　⇒



 　　　　　　　　　　　　http://www.maff.go.jp/j/press/syouan/douei/180928_9.html】

★　砂糖及び異性化糖の需給見通しについて 　　　　　　　　　　　（平成30年９月26日）
　　【内容は、こちらから　⇒　
　　　　　　　　　http://www.maff.go.jp/j/press/seisaku_tokatu/chiiki/180926.html】

★　食品ロス削減に資する小売店舗等における啓発活動について 　　（平成30年９月26日）
　　【内容は、こちらから　⇒　
 　　　　　　　　　　　http://www.maff.go.jp/j/press/shokusan/kankyoi/180926.html】

★　平成29年産米の契約・販売状況、民間在庫の推移について（平成30年8月末現在）
　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（平成30年９月25日）
　　【内容は、こちらから　⇒　
　　　　　　　　　http://www.maff.go.jp/j/press/seisaku_tokatu/kikaku/180925.html】

★　産地･港湾の連携による農林水産物･食品の更なる輸出促進等～産地・港湾連携プロジェ
　クト～について　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（平成30年９月19日）
　　【内容は、こちらから　⇒　
　　　　　　　　　　　　http://www.maff.go.jp/j/press/shokusan/kaigai/180919.html】

★　農地転用許可権限等に係る指定市町村の指定（第8回）について　（平成30年９月19日）
　　【内容は、こちらから　⇒　
　　　　　　　　　　　　　http://www.maff.go.jp/j/press/nousin/noukei/180919.html】

★「農林水産省豚コレラ防疫対策本部」における対応方針の追加について
 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（平成30年９月18日）
　　 【内容は、こちらから　⇒
 　　　　　　　　　　　　　http://www.maff.go.jp/j/press/syouan/douei/180918.html】

★「でん粉の需給見通しについて」　　　　　　　　　　　 　　　　（平成30年９月14日）
　　【内容は、こちらから　⇒　
  　　　　　　　　http://www.maff.go.jp/j/press/seisaku_tokatu/chiiki/180914.html】

★　平成30砂糖年度・平成30でん粉年度における価格調整制度の各種指標の決定について
 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（平成30年９月14日）
　　【内容は、こちらから　⇒　
　　　　　　　　http://www.maff.go.jp/j/press/seisaku_tokatu/chiiki/180914_5.html】

★　平成29年産米の相対取引価格・数量について（平成30年8月）　　（平成30年９月14日）
　　【内容は、こちらから　⇒
　　　　　　　　　http://www.maff.go.jp/j/press/seisaku_tokatu/kikaku/180914.html】

★　野菜の生育状況及び価格見通し(平成30年9月後半)について　　　（平成30年９月14日）
　　 【内容は、こちらから　⇒　
 　　　　　　　　　　　　　http://www.maff.go.jp/j/press/seisan/engei/180914.html】

★「平成30年度 病害虫発生予報第7号」の発表について　 　　　　　（平成30年９月12日）
　　【内容は、こちらから　⇒
 　　　　　　　　　　　　http://www.maff.go.jp/j/press/syouan/syokubo/180912.html】

★「平成30年度 病害虫発生予報第7号」の発表について　 　　　　　（平成30年９月12日）
　　【内容は、こちらから　⇒
 　　　　　　　　　　　　http://www.maff.go.jp/j/press/syouan/syokubo/180912.html】

★「農林水産物･食品輸出促進合同チーム」による今後の取組について（平成30年９月11日）
　　 【内容は、こちらから　⇒
　　　　　　　　　　　　http://www.maff.go.jp/j/press/shokusan/kaigai/180911.html】

★　輸入小麦の政府売渡価格の改定について 　　　　　　　　　　　（平成30年９月11日）
　　 【内容は、こちらから　⇒
 　　　　　　　　　http://www.maff.go.jp/j/press/seisaku_tokatu/boeki/180911.html】

★「農林水産省豚コレラ防疫対策本部」における対応方針の決定について
 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（平成30年９月９日）
　　 【内容は、こちらから　⇒
　　　　　　　　　　　　http://www.maff.go.jp/j/press/syouan/douei/180909_31.html】

★　漁協系統金融機関の平成29事業年度末におけるリスク管理債権等の状況について
 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（平成30年９月７日）
　　 【内容は、こちらから　⇒ http://www.jfa.maff.go.jp/j/press/keiei/180907.html】



★　米に関するマンスリーレポート（平成30年9月号）の公表について（平成30年９月７日）
　　コメ農家さん必見!!　お米に関する情報が満載です。
　　 【内容は、こちらから　⇒　
　　　　　　　　　http://www.maff.go.jp/j/press/seisaku_tokatu/kikaku/180907.html】

★　農協系統金融機関の平成29事業年度末におけるリスク管理債権等の状況について
 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（平成30年９月７日）
　　 【内容は、こちらから　⇒　
　　　　　　　　　　　　　　http://www.maff.go.jp/j/press/keiei/kinyu/180907.html】

★「平成29年木質バイオマスエネルギー利用動向調査」の結果（速報）について
 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（平成30年９月７日）
　　 【内容は、こちらから　⇒　
　　　　　　　　　　　　　http://www.rinya.maff.go.jp/j/press/riyou/180907_9.html】

★　平成29年における木質粒状燃料（木質ペレット）の生産動向について
 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（平成30年９月７日）
　　 【内容は、こちらから　⇒　
　　　　　　　　　　　　　　http://www.rinya.maff.go.jp/j/press/riyou/180907.html】

★　平成29年の特用林産物の生産動向について 　　　　　　　　　　（平成30年９月７日）
　　 【内容は、こちらから　⇒　
　　　　　　　　　　　　　http://www.rinya.maff.go.jp/j/press/tokuyou/180907.html】

★　平成29年 農地法に基づく遊休農地に関する措置の実施状況について
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　（平成30年９月７日）
　　 【内容は、こちらから　⇒　
　　　　　　　　　　　　　http://www.maff.go.jp/j/press/keiei/seisaku/180907.html】

★　農村地域の定住条件の強化に関する相談窓口の設置及び取組事例の公表について
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　（平成30年９月７日）
　　 【内容は、こちらから　⇒　
　　　　　　　　　　　　　http://www.maff.go.jp/j/press/nousin/nousei/180907.html】

★　全国ため池緊急点検の結果について 　　　　　　　　　　　　　（平成30年９月６日）
　　 【内容は、こちらから　⇒　
　　　　　　　　　　　　　http://www.maff.go.jp/j/press/nousin/bousai/180906.html】

★　農業競争力強化支援法に基づく施行1年後調査の公表について（農産物流通等の状況）
 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（平成30年９月５日）
　　 【内容は、こちらから　⇒　
　　　　　　　　　　　　http://www.maff.go.jp/j/press/shokusan/kikaku/180905.html】

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
＜４ 地方参事官室からお知らせ＞ 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

★　平成30年度「木づかい推進月間」の実施について
　～木の香りで、心も体もリラックス～ 　　　　　　　　　　　　　（平成30年９月28日）
　　【内容は、こちらから　⇒　
　　　　　　　　　　　　　　http://www.rinya.maff.go.jp/j/press/riyou/180928.html】

★　地理的表示（GI）の登録について　　　　　　　　　　　　　　 （平成30年９月27日）
　　【内容は、こちらから　⇒　
　　　　　　　　　　　　http://www.maff.go.jp/j/press/shokusan/chizai/180927.html】

★「東京湾大感謝祭2018～海にいいこと、やさしいこと、はじめよう！～」の御案内
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （平成30年９月26日）
　　【内容は、こちらから　⇒　
　　　　　　　　　　　　　　http://www.jfa.maff.go.jp/j/press/keikaku/180926.html】

★　ペルー向けなしの輸出解禁について
　～日本からペルー向けになしの輸出が可能となります～　　　　　 （平成30年９月26日）
　　 【内容は、こちらから　⇒　
　　　　　　　　　　　 　http://www.maff.go.jp/j/press/syouan/syokubo/180926.html】

★「第82回 コーデックス連絡協議会」の開催及び一般傍聴について　（平成30年９月20日）
　　【内容は、こちらから　⇒　



　　　　　　　　　　　　　 http://www.maff.go.jp/j/press/syouan/kijun/180920.html】

★　平成30年度フードバンク活動促進情報交換会の開催について　　 （平成30年９月20日）
　　【内容は、こちらから　⇒　
　　　　　　　　　　　　http://www.maff.go.jp/kanto/press/keiei/zigyo/180920.html】

★　関東農政局「消費者の部屋」10月特別展示のご案内 　　　　　　（平成30年９月20日）
　　【内容は、こちらから　⇒　
　　　　　　　　　　http://www.maff.go.jp/kanto/press/syo_an/seikatsu/180920.html】

★　GAP情報サイト「Goodな農業！GAP-info（ギャップインフォ）」の公開について
 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（平成30年９月14日）
　　【内容は、こちらから　⇒　
　　　　　　　　　　　　　http://www.maff.go.jp/j/press/seisan/kankyo/180914.html】

★　国産ジビエ認証施設の第1号認証について（「京丹波自然工房」（株式会社ART CUBE））
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （平成30年９月７日）
　　【内容は、こちらから　⇒　
　　　　　　　　　　　　　http://www.maff.go.jp/j/press/nousin/tyozyu/180907.html】

★　平成30年度「森の名手・名人」､「海・川の名人」の選定及び「第17回聞き書き甲子園」
　参加高校生と「名手・名人」の組合せについて　　　　　　　 （平成30年９月６日）
　　 【内容は、こちらから　⇒　
　　　　　　　　　　http://www.rinya.maff.go.jp/j/press/sanson_ryokka/180906.html】

★　平成30年度「麦セミナー」の開催について 　　　　　　　　　　（平成30年９月４日）
　　 【内容は、こちらから　⇒　
　　　　　　　　　　　　　　　http://www.maff.go.jp/kanto/press/sinko/180904.html】

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
　◇募集関係 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

★「農業・食品産業分野の研究成果発表会～イノベーションのタネから実へ～」の開催及び
　参加者の募集について　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （平成30年９月27日）
　　【内容は、こちらから　⇒ 　http://www.affrc.maff.go.jp/docs/press/180927.html】

★　JASの制定等のテーマに関する調査（提案募集）について　　　　（平成30年９月20日）
　　【内容は、こちらから　⇒
　　　　　　　　　http://www.maff.go.jp/j/press/shokusan/syoku_kikaku/180920.html】

★　第2回「食品ロス削減全国大会」の開催及び参加者の募集について（平成30年９月18日）
　　【内容は、こちらから　⇒
 　　　　　　　　　　　http://www.maff.go.jp/j/press/shokusan/kankyoi/180918.html】

★「日本、中国、韓国による森林空間における保養活動推進フォーラム」の開催及び参加募
　集について 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（平成30年９月７日）
　　【内容は、こちらから　⇒
　　　　　　　　　　http://www.rinya.maff.go.jp/j/press/sanson_ryokka/180907.html】

----------------------------------------------------------------------------------
　　農業者・消費者・行政関係者の皆さまからの、農政に関するご相談、事業や制度へのご
　質問などを受け付ける『地方参事官ホットライン』を設置しています。
　　些細なことでもかまいません。お気軽にお問い合わせください。
　　【ホットラインは、こちらから　⇒
　　　電話番号 026-233-2500
　　　問合せフォーム
　　　　https://www.contactus.maff.go.jp/j/kanto/form/nagano/28hotlinenagano.html】 
---------------------------------------------------------------------------------- 
　　関東農政局　ホームページをご活用ください。 
　　　　　　　　　　http://www.maff.go.jp/kanto/index.html
---------------------------------------------------------------------------------- 
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
◆ 　「信州と農政を結ぶ」へのご意見、ご要望などございましたら、お手数ですが 
　　　こちらのメールアドレスまでご連絡ください。
　　　また、新たな配信者等があればご連絡ください。 
　　　　　　　　　　　　　　　⇒　nagano_shikyoku@kanto.maff.go.jp



◆　　異動等に伴うメールアドレスの変更なども上記アドレスまでお願いします。 
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◆◇（発行）◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇ 
　 
　関東農政局　長野県拠点　　地方参事官室 
　　　　　　　　　TEL　026-233-2500 

　　　　　　　　　◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆


