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〈今月の掲載情報〉
★豚熱及びアフリカ豚熱に名称変更されました
★見直そう！農業機械作業の安全対策
★愛知県西尾市で車座ふるさとトークが開催されました
★国際植物防疫年2020（International Year of Plant Health 2020:IYPH2020）
★「令和元年度 全国麦作共励会」において、東海農政局管内から2点が受賞しました
★地域おこし協力隊、いちご栽培を応援し将来はいちご農家に
★令和元年度 東海地域農泊推進セミナーを開催しました
★環境保全型農業を実施する団体を支援します
★ 2020年農林業センサスにご協力をお願いします

※「食・農ぴっくあっぷ」
の サイトはこちらから

※メールマガジンの
サイトはこちらから

豚熱及びアフリカ豚熱に名称変更されました
ＣＳＦ及びＡＳＦの法律上の名称が「豚コレラ」から「豚熱」へ、「アフリカ豚コレラ」から「アフリカ
豚熱」に変更されました。読み方は「ぶたねつ」です。
今後、国ではＣＳＦ（豚熱）、ＡＳＦ（アフリカ豚熱）と表記します。
「家畜伝染病予防法」が改正され、法律上の名称が「豚コレラ」から「豚熱」に、「アフリカ豚コレラ」が
「アフリカ豚熱」に変更されています（1月30日成立、2月5日公布・施行）。
※科学的には、ウイルスによっておこるＣＳＦは、細菌で起こるヒトの
コレラとは何ら無関係であり、全くヒトに感染するものではありません。
ＣＳＦ（豚熱）への対応については、東海農政局Webサイトをご覧ください
https://www.maff.go.jp/tokai/shohi/anzen/csf/index.html

お問合せ先

消費・安全部 安全管理課

TEL

052-223-4670

見直そう！農業機械作業の安全対策
－乗用型の農業機械の転落・転倒死亡事故の大幅削減を目指す－
農作業中の事故により全国で毎年300人以上死亡しています。農林水産省では、特に死亡事故が多発して
いる農業機械作業について安全対策を農業者個人及び地域全体で強化することが重要と考え、重点推進テー
マ「見直そう！農業機械作業の安全対策」として、春の農作業安全確認運動を推進します。

重点推進テーマ「見直そう！農業機械作業の安全対策」
＜テーマに基づく事故防止のための取組＞


トラクター乗車時のシートベルト、ヘルメット着用徹底



現場での農業機械の日常的・定期的な点検・整備の実施



「ＧＡＰをする・とる」を通じた農作業安全の実践



労災保険特別加入制度への加入
詳細は、農林水産省Webサイトをご覧ください

https://www.maff.go.jp/j/seisan/sien/sizai/s_kikaika/anzen/index.html
お問合せ先

生産部 生産技術環境課

TEL

052-746-1313

愛知県西尾市で車座ふるさとトークが開催されました
2月11日、愛知県西尾市において「車座ふるさとトーク」が開催されました。当日は加藤農林水産副大臣
が「スマート農業の推進」をテーマに参加者11名と意見交換を行いました。また、これに先立ち、西尾市で
施設キュウリのスマート農業の実証に取り組むほ場の視察が行われました。
※「車座ふるさとトーク」は、各府省庁などの大臣、副大臣、政務官が地域に赴き、現場の生の声をつぶさに聞き、
政策に生かすとともに、政府が取り組んでいる重要政策について説明を行うものです。

車座ふるさとトーク
スマート農業に取り組む生産者や、県、JAなどの
関係機関、企業、大学、農業大学校の学生などの参
加者と加藤農林水産副大臣との意見交換が行われま
した。
意見交換では、それぞれの参加者からスマート農
業の取組に向けた思いなどが紹介されました。
加藤副大臣は、今後も農林水産業の活性化に向け
てアイディアなどがあれば、県拠点などにご連絡い
ただきたいと述べられました。

車座ふるさとトークの様子

参加された方々と加藤副大臣

現地視察
車座ふるさとトークに先立ち、加藤副大臣は施設キュウリでスマート
農業の実証に取り組む生産者のほ場を視察しました。
生産者などから、産地としての情報共有の取組や、今後の生産性向上
のための養液栽培実証などについて説明を受けました。
生産者から説明を受ける加藤副大臣

お問合せ先

企画調整室

TEL

052-223-4610

国際植物防疫年2020(International Year of Plant Health 2020:IYPH2020)
2020年は、植物病害虫のまん延防止に向けた取組の重要性に対する世界的な認識を高めるための「国際
植物防疫年(International Year of Plant Health 2020:IYPH2020)」です。
この機会に、植物防疫について考えてみませんか？
世界の食料の大部分は植物由来です。本来得られたはずの植物由来の食料のうち、20～40%が病
害虫の被害で失われています。
日本でも海外旅行者の増加などによって、植物防疫の重要性がさらに高まっています。
詳細はこちらをご覧ください https://www.maff.go.jp/j/syouan/syokubo/keneki/iyph/iyph.html

国際植物防疫年2020
ロゴマーク

自分でできることは？
植物の病害虫の侵入・まん延を防ぐため、植物を持ち込み・持ち出しする
場合には規制があります。
国・地域によって日本への持ち込みが禁止されている植物があります。ま
た、日本からの持ち出しが禁止されている植物もあります。
ご不明な点があれば、植物防疫所Webサイトをご覧いただくか、直接植物
防疫所へお問い合わせください。
植物防疫所Webサイト https://www.maff.go.jp/pps/

オフィシャルサポーター制度
農林水産省と企業、団体などの多様な関係者が協力して周知、再認識する目
的で、周知活動を行う企業などを農林水産省消費・安全局長が国際植物防疫年
2020オフィシャルサポーターとして認定する制度を実施します。
詳しくは、「国際植物防疫年オフィシャルサポーター」で検索してください。
お問合せ先

消費・安全局 植物防疫課 国際室

TEL

03-3502-5978

植物防疫官による携帯品の検査

「令和元年度 全国麦作共励会」において、東海農政局管内から２点が受賞しました
国内米麦の生産・供給・品質向上・流通等に関する事業に取り組む一般社団法人全国米麦改良協会は、「全
国麦作共励会」を実施しています。共励会は、国内麦の生産技術の向上、経営の改善の面からの創意、工夫
を持ち、先進的で他の範となる麦作農家及び麦作集団を表彰しています。

【農家の部】農林水産大臣賞

【集団の部】全国農業協同組合連合会会長賞

受 賞 者 ：内田 修二、聖子（愛知県西尾市）

受賞団体：農事組合法人

神桐営農（岐阜県海津市）

小麦単収698㎏/10aと大幅な多収を実現

小麦ほ場の団地化による作業効率を向上

内田氏ご夫婦は、ご両親と従業員1人で84haの農地
で、水稲、小麦、大豆を作付けしています。
小麦の作付品種は「きぬあかり」及び「ゆめあか
り」であり、作付面積は36haです。
基本技術の励行に加え、アップカットロータリーに
よる耕起・施肥・播種同時作業による適期播種、葉色
計を活用した効果的な追肥
などに取り組み、令和元年
産では、単収が県平均を大
幅に上回りました。
また、所得率についても
50％と高い水準であり、経
営的に優れているところが
高く評価されました。

平成28年に法人化し、現在、23戸の構成員により、
約54haの水田農業を経営しています。
小麦の作付面積は26haで、2ha以上に団地化された
ほ場が90％以上占め、10a当たりの労働時間は約2.5時
間と作業効率の向上を図っており、県平均よりも大幅に
削減しています。
また、早晩性の異なる2品種「イワイノダイチ」及び
「さとのそら」を組み合わせ、無理のない労働配分と
なるよう工夫していることや、牛ふんたい肥を施用す
るなどの土づくりを
行い、県平均を上回
る単収を上げたこと
が評価されました。

内田 修二さんと聖子さん

お問合せ先

農事組合法人 神桐営農の皆さん

生産部 生産振興課

TEL

052-223-4622

地域おこし協力隊、いちご栽培を応援し将来はいちご農家に
地域おこし協力隊 立石 真氏

～三重県玉城町～

地域の農業などを応援しながら、ゆくゆくはその地域に農業などで定着・定住してもらうことを目的にし
た地域おこし協力隊。このほど玉城町の地域おこし協力隊の公募で就任した立石真さんに、就任の経緯、応
援しながら感じる農業のやりがいや苦労、今後の抱負などを伺いました。
大阪府出身で、これまでは大阪市内の蕎麦屋に通算13年間勤務、玉城
町へ就任前の2年間は店長をしていました。若い頃から、農業や田舎で暮
らすスローライフに関心があり、ネットで偶然見つけた玉城町の地域お
こし協力隊（いちご作業の応援）に応募し、平成31年2月1日に就任しま
した。
就任以来、育苗から収穫まで、いちご作りの作業は全て行っており、
今はいちごの収穫期で、パック詰めや出荷を行っています。
就任当初の2～3か月は、地域に知り合いもいなくて孤独感を感じまし
たが、町担当者から地域の行事などに誘ってもらい、積極的に参加した
ことで徐々に知り合いが増えました。

立石さん（左）、いちご生産者 山本さん（右）

蕎麦屋での接客経験から「笑っていれば、人は徐々に集まってきてくれ
る」という信念を持って、積極的に地域の人と関わるようにしています。
5年ほど前に京都の茶園で1年半働いた経験がありますが、いちご栽培の
知識は皆無だったので、仕事が終わってから本屋で参考書を購入し、3か
月間、毎日勉強しました。
現在は就任後2件目の研修先となる山本翔史氏（就農3年目）のハウスい
ちごを応援しています。任期中にもっと多くのいちご栽培の技術を習得し、
任期（3年）満了後は、玉城町内で高齢離農するいちご農家のハウスを借
りて就農する準備を進めています。
いちご収穫作業に従事する立石さん

玉城町 地域おこし協力隊に関する問合せ先
玉城町総務政策課 TEL 0596-58-8200

令和元年度 東海地域農泊推進セミナーを開催しました
1月29日、名古屋市内において、東海地域の農泊の取組がビジネスとして定着、発展していけるよう、ICT
を活用した効果的な情報発信、増大するインバウンド需要への対応など、課題解決につなげていくため、令
和元年度東海地域農泊推進セミナーを開催しました。
当日は、一般社団法人日本ファームステイ
協会副会長理事 元農林水産省事務次官皆川
芳嗣氏より、農泊推進に当たってのメッセー
ジをいただきました。
また、農村地域におけるデジタルマーケ
ティングの重要性について、専門家の基調講
演、観光情勢紹介、農泊の事例紹介を行い、
併せて参加者及び講演者との意見交換が行わ
れました。
お問合せ先

農村振興部 農村計画課

TEL

皆川 芳嗣氏

052-223-4629

セミナーの様子

セミナーの詳細は、こちらをご覧ください

https://www.maff.go.jp/tokai/press/noson_keikaku/191223.html

環境保全型農業を実施する団体を支援します
農業を継続できる環境を整えるためには、環境保全を重視した農業に転換していく必要があります。そのた
め、国では平成27年度以降、環境保全型農業直接支払交付金により、地球温暖化防止・生物多様性保全に効果
の高い営農活動を実施する農業者団体などを支援しています。
新たに令和2年度の支援を希望される方は、県・市町村担当者または以下の問合せ先にご相談ください。

令和2年度の支援対象取組および交付単価

有
機
農
業

全国共通取組

交付単価 注１）
（円/10a）

そば等雑穀、飼料作物以外

12,000円

このうち、炭素貯留効果の高い有機農業を実施する
場合に限り、2,000円を加算。注２）
そば等雑穀、飼料作物

3,000円

堆肥の施用

4,400円

カバークロップ

6,000円
地域特認取組

取組内容や交付単価は、都道府県が設定します。

全国共通取組

交付単価 注１）
（円/10a）

リビングマルチ
（うち、小麦・大麦等）

5,400円
（3,200円）

草生栽培

5,000円

不耕起播種

3,000円

長期中干し

800円

秋耕

800円

令和2年度から
地球温暖化対策などに
効果が高い取組を
支援対象に追加します

注１）令和2年4月以降の単価です。予算額を上回った場合は交付金が減額されることがあります。
注２）土壌分析を実施するとともに、堆肥の施用、カバークロップ、草生栽培のいずれかを実施して
いただきます。

支援対象農業者の要件
▶主作物を販売することを目的に生産すること
▶国際水準GAPの取組を実施すること
（※認証の取得は求めません）
▶環境保全型農業の取組を広げる活動を実施すること

カバークロップの作付風景

お問合せ先

生産部生産技術環境課

堆肥の施用風景

TEL 052-746-1313

2020年農林業センサスにご協力をお願いします
令和2年2月1日現在で、全国一斉に「農林業の国勢調査」といわれる「2020年農林業センサス」が
実施されています。
この調査は、今後の農林業の政策に役立てるために5年ごとに実施される極めて大切な調査です。
令和元年12月中旬から、農林業を営んでいる皆さまのところに調査員が訪問して、調査票に農林業の
経営状況などの記入をお願いしていますので、ご協力をお願いします。
お問合せ先

統計部 経営・構造統計課

【編

集】

＜Webサイト＞

TEL

052-763-4731

2020年農林業センサスキャンペーンサイト
https://www.maff.go.jp/j/tokei/census/afc/2020cp/index.html

東海農政局 企画調整室 TEL 052-223-4610
https://www.maff.go.jp/tokai/index.html

