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★　収入保険の加入申請の手続はお早めに！
　　　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
　　始まっています（加入申請期限～11月30日）。
　　　収入保険への加入を決めた農業者の皆様からは、
　　・規模拡大していることを反映して基準収入が算定されるので、実態にあった金額で補
　　償される。
　　・ナラシ対策や野菜価格安定制度は、価格が下がっても、出荷できなければ補てんされ
　　ないが、収入保険は補てんされるので安心。
　　などの声をいただいております。
　　　申請期限が近づくと窓口が混みあいますので、手続はお早めに！
　　　まずは、お近くの農業共済組合等にお問い合わせください。農業共済組合等が、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

★　新JASマーク決定
　　　高付加価値やこだわりのある規格に表示する新しいJASマークが決定しました！3つの
　　デザインの中から皆様に投票いただき、最も得票数の多かった富士山と日の丸のデザイ
　　ンとなりました。地鶏肉や熟成ハムのほか、本日審議される「人工種苗生産技術による
　　水産養殖産品」などが対象です。
　　　◯内容はこちらから　⇒
 　　　　　　　　　http://www.maff.go.jp/j/press/shokusan/syoku_kikaku/181019.html

★　アグリサーチャーニュースvol.3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.3」が発行されました。
　　　今回は早生で多収の極良食味水稲新品種「つきあかり」について、開発者の声、実需
　　者からの反響、栽培マニュアルなどが掲載されています。ぜひご覧ください。
　　　◯アグリサ－チャーニュースvol.3はこちら　⇒
　　　　　　　　 　　　　　http://www.affrc.maff.go.jp/agresearcher/news/index.htm
　　　◯アグリサ－チャーはこちら　⇒　　 　　　　　https://mieruka.dc.affrc.go.jp/

★　ＧＦＰ輸出診断がいよいよ始まりました！
　　　８月から始まった農林水産物・食品輸出プロジェクト（ＧＦＰ※）に登録すると輸出
　　診断を申し込めます。無料で「輸出可能性」について専門家による訪問診断を行うもの
　　です。
　　　この輸出診断の第１弾が10月５日に長野県内で実施され、その後も申込みを頂いた方
　　々への診断が順次実施されています。
　　　診断を受けるとより最適なサポートを受ける参考にもなります。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ので、ぜひご
　　登録をご検討ください。
　　　また、ＧＦＰ及び関連施策について、関東ブロックの説明会が、平成30年11月20日に
　　さいたま新都心合同庁舎2号館において開催されますので、ぜひご参加ください。 
 　　 ◯コミュニティサイトはこちら　⇒ 　　　　　　　　http://www.gfp1.maff.go.jp/
 　　 ◯関東ブロック説明会の開催についてはこちら　⇒



　　　　 　　　　　　　　http://www.maff.go.jp/kanto/press/keiei/zigyo/181101.html

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

★　マッキーがおじゃまします！
　　　今回は、小谷村伊折集落の風景と人の温かさに魅力を感じながら、「ふたつき農園」
　　を経営している新規就農者の福永朋子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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　実りの秋本番、季節は晩秋となり、長野県を取り囲む山々の紅葉が始まりました。
　長野県内への出張の折、道の駅に立ち寄ると、ぶどうやリンゴ、さらにキノコ等の旬の農
産物が所狭しと並んでいます。
　私は、皮むきや種があるぶどうは、面倒くさいので、これまであまり食べませんでしたが、
長野に来てからは、シャインマスカットやナガノパープルが皮つきのままで美味しかったこ
とから、たくさんいただきました。
　キノコも松茸が豊作であり、値段もお手頃となったことから、数年ぶりにいただきました。
高品質で地元ならではの手頃な価格の美味しい農産物が豊富な長野県を楽しんでいる今日こ
の頃です。
　これから、日増しに寒さが到来してきます。風邪も流行ってまいりますので、どうぞご自
愛ください。
　
　    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　         地方参事官　石野　浩三
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★　台風第24号による農林水産関係被害への支援対策について　　　 （平成30年10月31日）
　　 【内容は、こちらから　⇒　
　　　       　　 http://www.maff.go.jp/j/press/kanbo/bunsyo/saigai/181031_3.html】

★　野菜の入荷量と価格の見通し（平成30年11月、東京都中央卸売市場）について
　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（平成30年10月31日）
　　【内容は、こちらから　⇒　
                http://www.maff.go.jp/kanto/press/seisan/engei/kakaku/181031.html】

★　統計情報「平成30年産水稲の作付面積及び予想収穫量（10月15日現在）（関東農政局管
　内）」（統計情報へリンク） 　　　　　　　　　　　　　　　　　（平成30年10月31日）
　　【内容は、こちらから　⇒　
 　　　　　　　　　　　　　http://www.maff.go.jp/kanto/to_jyo/index.html#sintyaku】

★　統計情報  「統計をみよう 関東農政局管内の林業」（統計をみようへリンク）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （平成30年10月30日）
　　【内容は、こちらから　⇒　
　　　　　　　　　　　　http://www.maff.go.jp/kanto/to_jyo/toukeimiyou/index.html】

★　平成30年産米の契約・販売状況、民間在庫の推移等について（平成30年9月末現在）
　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（平成30年10月26日）
　　【内容は、こちらから　⇒　
　　　　　　　　　http://www.maff.go.jp/j/press/seisaku_tokatu/kikaku/181026.html】

★　全国の野生鳥獣による農作物被害状況について（平成29年度） 　（平成30年10月26日）
　　 【内容は、こちらから　⇒
　　　　　　　　　　　　　http://www.maff.go.jp/j/press/nousin/tyozyu/181026.html】

★　砂糖の需要拡大情報サイト「ありが糖運動」の公開について　 　（平成30年10月26日）
　　砂糖を使用したスイーツのお店やイベント、砂糖を上手に使用した料理のレシピ、砂糖
　Ｑ＆Ａなど、砂糖に関する様々な情報を発信する「ありが糖運動」サイトが公開されまし
　た。是非ご覧下さい。
　　 【内容は、こちらから　⇒
　　　　　　　　　http://www.maff.go.jp/j/press/seisaku_tokatu/chiiki/181026.html】



★　米の消費拡大情報サイト「やっぱりごはんでしょ！」の公開について
 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（平成30年10月26日）
　　全国のごはん大盛り無料のお店や旅先グルメごはん、米粉レシピ、お米と健康などお米
　に関する様々な情報を発信するサイト「やっぱりごはんでしょ！」が公開されました。是
　非ご覧下さい。
　　 【内容は、こちらから　⇒
 　　　　　　　http://www.maff.go.jp/j/press/seisaku_tokatu/b_taisaku/181026.html】

★　平成30年度のバター及び脱脂粉乳の輸入枠数量の検証について 　（平成30年10月23日）
　　【内容は、こちらから　⇒　
　　　　　　　　　　　　http://www.maff.go.jp/j/press/seisan/c_gyunyu/181023.html】

★　新たなJASマークの決定について　　　　　　　　　　　　　　　（平成30年10月19日）
　　【内容は、こちらから　⇒　
　　　　　　　　　http://www.maff.go.jp/j/press/shokusan/syoku_kikaku/181019.html】

★「平成30年度 病害虫発生予報第8号」の発表について　 　　　　　（平成30年10月17日）
　　【内容は、こちらから　⇒
 　　　　　　　　　　　　http://www.maff.go.jp/j/press/syouan/syokubo/181017.html】

★「全国森林計画」の策定について 　　　　　　　　　　　　　　　（平成30年10月16日）
　　 【内容は、こちらから　⇒
 　　　　　　　　　　　http://www.rinya.maff.go.jp/j/press/keikaku/181016_17.html】

★「森林資源の現況（平成29年3月31日現在）」について 　 　　　　（平成30年10月16日）
　　【内容は、こちらから　⇒　
  　　　　　　　　　　　　http://www.rinya.maff.go.jp/j/press/keikaku/181016.html】

★　野菜の生育状況及び価格見通し(平成30年10月後半)について 　　（平成30年10月16日）
　　 【内容は、こちらから　⇒　
 　　　　　　　　　　　　　http://www.maff.go.jp/j/press/seisan/engei/181016.html】

★　2018年漁業センサスの実施について 　　　　　　　　　　　　　（平成30年10月15日）
　　【内容は、こちらから　⇒　
 　　　　　　　　　　　　　http://www.maff.go.jp/j/press/tokei/census/181015.html】

★　平成30年産米の相対取引価格・数量について（平成30年9月）　　（平成30年10月12日）
　　【内容は、こちらから　⇒
　　　　　　　　　http://www.maff.go.jp/j/press/seisaku_tokatu/kikaku/181012.html】

★　米に関するマンスリーレポート（平成30年10月号）の公表について（平成30年10月５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/181005.html】
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★「花粉発生源対策普及シンポジウム2018」の開催及び参加者の募集について
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　（平成30年10月31日）
　　 【内容は、こちらから　⇒　
　　　　　　　　　　　　http://www.rinya.maff.go.jp/j/press/sin_riyou/181031.html】

★「災害に強い施設園芸づくり月間」の制定について　　　　　 　　（平成30年10月30日）
　　 【内容は、こちらから　⇒　
　　　　　　　　　　　　　　http://www.maff.go.jp/j/press/keiei/hoken/181030.html】

★「アグリビジネス創出フェア2018～スマート農林水産業～」の開催について
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　（平成30年10月29日）
　　 【内容は、こちらから　⇒　http://www.affrc.maff.go.jp/docs/press/181029.html】

★「農商工連携・6次産業化フォーラム」の開催について 　　　 　　（平成30年10月29日）
　　 【内容は、こちらから　⇒　
 　　　　　　　　　　　 http://www.maff.go.jp/j/press/shokusan/renkei/181029.html】

★「第7回農業女子プロジェクト推進会議」の開催及び農業女子プロジェクト5周年関連イベ
　ントについて　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　（平成30年10月26日）



　　 【内容は、こちらから　⇒　
 　　　　　　　　　　　　　http://www.maff.go.jp/j/press/keiei/kourei/181026.html】

★「農業現場における新技術の実装に向けたマッチングミーティング」～農業者と技術提案
　者との直接対話によるニーズと技術のマッチング～(第3回:畜産）、(第4回:果樹）の開催
　について　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　（平成30年10月24日）
　　 【内容は、こちらから　⇒　
　　　　　　　　　　　　　http://www.maff.go.jp/j/press/kanbo/kihyo01/181024.html】

★　関東地域肉用牛生産基盤強化推進シンポジウム開催について 　　（平成30年10月23日）
　　 【内容は、こちらから　⇒　
　　　　　　　　　　　　http://www.maff.go.jp/kanto/press/chikusan/181023_10.html】

★　平成30年度（第14回）「若手農林水産研究者表彰」受賞者の決定及び表彰式の開催につ
　いて 　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　（平成30年10月22日）
　　 【内容は、こちらから　⇒　http://www.affrc.maff.go.jp/docs/press/181022.html】

★　平成30年度（第19回）「民間部門農林水産研究開発功績者表彰」受賞者の決定及び表彰
　式の開催について　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　（平成30年10月22日）
　　 【内容は、こちらから　⇒　
　　　　　　　　　　　　　　http://www.affrc.maff.go.jp/docs/press/181022_15.html】

★　バイオマス産業都市の選定結果及び認定証授与式について 　　　（平成30年10月19日）
　　【内容は、こちらから　⇒　
　　　　　　　　　　　　　http://www.maff.go.jp/j/press/shokusan/bioi/181019.html】

★　平成30年度（第57回）農林水産祭天皇杯等の選賞について 　　　（平成30年10月18日）
　　【内容は、こちらから　⇒　
 　　　　　　　　　　　　http://www.maff.go.jp/j/press/kanbo/bunsyo/181018_7.html】

★　平成30年度「豊かなむらづくり全国表彰事業」における農林水産大臣賞等の決定につい
　て～関東農政局管内5団体が農林水産大臣賞等を受賞～　　　　　　（平成30年10月18日）
　　【内容は、こちらから　⇒　
 　　　　　　　　　　http://www.maff.go.jp/kanto/press/nouson/shinkou/181018.html】

★「ディスカバー農山漁村（むら）の宝」（第5回選定）の選定結果について
 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（平成30年10月17日）
　　【内容は、こちらから　⇒　
　　　　　　　　　　　　　http://www.maff.go.jp/j/press/nousin/kouryu/181017.html】

★「平成30年度 全国優良経営体表彰」の発表について　　　　　　　（平成30年10月17日）
　　【内容は、こちらから　⇒　
　　　　　　　　　　　　　　http://www.maff.go.jp/j/press/keiei/keiei/181017.html】

★　米国向け食用生鮮殻付鶏卵の輸出解禁について　　　　　　　　 （平成30年10月16日）
　　 【内容は、こちらから　⇒　
 　　　　　　　　　　　　　http://www.maff.go.jp/j/press/syouan/douei/181016.html】

★「原料原産地表示制度 事業者向けマニュアルの活用に関するセミナー」の開催について
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （平成30年10月９日）
　　 【内容は、こちらから　⇒　
 　　　　　　　　　　　　　http://www.maff.go.jp/j/press/syouan/hyoji/181009.html】

★　台湾向け食用卵及び卵製品の輸出再開について　　　　　　　　 （平成30年10月１日）
　　 【内容は、こちらから　⇒　
 　　　　　　　　　　　　　http://www.maff.go.jp/j/press/syouan/douei/181002.html】
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★「プラスチック資源循環アクション宣言」の募集について　　　　 （平成30年10月30日）
　　【内容は、こちらから　⇒
 　　　　　　　　　　　http://www.maff.go.jp/j/press/shokusan/kankyoi/181030.html】

★「国有林野の管理経営に関する基本計画（案）」に対する意見の募集について
 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　 （平成30年10月26日）
　　【内容は、こちらから　⇒
　　　　　　　　　　　　　　http://www.rinya.maff.go.jp/j/press/keiki/181026.html】



★「第3回インフラメンテナンス大賞」の募集開始について 　　　　 （平成30年10月15日）
　　【内容は、こちらから　⇒
　　　　　　　　　　　　　http://www.maff.go.jp/j/press/nousin/keityo/181015.html】

★「第3回ジビエ料理コンテスト」の募集について　　　　　　　　　（平成30年10月12日）
　　【内容は、こちらから　⇒
　　　　　　　　　　　　　http://www.maff.go.jp/j/press/nousin/tyozyu/181012.html】

★「平成30年度鳥獣対策優良活動表彰」表彰候補の募集について 　　（平成30年10月５日）
　　【内容は、こちらから　⇒
　　　　　　　　　　　　　http://www.maff.go.jp/j/press/nousin/tyozyu/181005.html】

★「農の雇用事業」第4回目の募集を開始します（平成31年2月研修開始分）
　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（平成30年10月１日）
　　【内容は、こちらから　⇒
 　　　　　　　　　　　　　http://www.maff.go.jp/j/press/keiei/zinzai/181001.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 

　　　　　　　　　◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆


