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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　】

【技術普及課からのお知らせ】
　☆農業資材比較ウェブサイト「AGMIRU（アグミル）」の改善に向けたアンケー
    トを実施中です！
【病害虫発生予報情報】
　☆「平成29年度 病害虫発生予報第８号」の発表について
【農林水産技術会議事務局からのお知らせ】
　☆農林水産技術会議事務局から研究成果情報等のお知らせ
【施策情報】
　☆「豚肉の生産衛生管理ハンドブック」を公表しました
　☆「平成28年地球温暖化影響調査レポート」を公表しました
　☆施設園芸の生産現場での省エネルギーの取組の徹底について
　☆『農業データ連携基盤協議会』(通称：ＷＡＧＲＩ)を設立
【研修・事業公募等のお知らせ】
　☆農の雇用事業（平成29年度最終回）の募集を行っています
　☆国際水準GAP認証取得支援事業の３次公募のお知らせ
　☆レギュラトリーサイエンス研究成果報告会の開催及び参加者の募集について
　☆農作業安全組織計画・運営研修 計画・運営コースⅡのご案内
　☆第２回食育活動表彰の取組を募集中です！

　　　　╋╋・‥…　技術普及課からのお知らせ　…‥・╋╋
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
◆農業資材比較ウェブサイト「AGMIRU（アグミル）」の改善に向けたアンケー
トを実施中です！　　　　　　　　　　　　　　　　　【生産局技術普及課】
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　農林水産省では、「農業競争力強化プログラム」及び「農業競争力強化支援
法」に基づき、農業者がより簡単に農業資材の情報を入手でき、自由に選択が
できる環境を整備するための各種施策を実施しているところです。
　この一環として、ソフトバンク・テクノロジー株式会社が、６月末から農業
資材比較ウェブサイト「AGMIRU（アグミル）」のサービスを開始し、９月末現
在で、約1,700件の農業者・販売事業者の間で資材の購入・販売の商談が進んで
いるところです。
　今後、より多くの方々にご活用いただくため、10月からAGMIRUにご登録いた
だいている農業者・販売事業者の方を対象に「利用者満足度アンケート調査」
を開始しています。
　今後は、このアンケート結果を踏まえて、利用者にとってより使い勝手の良
いシステムとなるよう検討を進めてまいります。
　AGMIRUは、農業資材の調達を便利に行うためだけでなく、見積りを取って日
頃お付き合いのある資材店と比較するなど、経営改善に資する有効なツールで
す。普及員の皆様におかれましては、AGMIRUのチラシ等の配布により、農業者
や農協等の方々に利用を促していただければ幸いです。
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※農業資材比較ウェブサイト「AGMIRU（アグミル）」はこちらから（わかりや
すい動画も掲載しています。）
　https://agmiru.com/
※AGMIRUの紹介チラシはこちらから　
　http://www.maff.go.jp/j/kanbo/nougyo_kyousou_ryoku/sienhou/attach/pdf/05_agmir
u_pamp.pdf
※お問い合わせ先　
　農林水産省生産局技術普及課（担当：齊賀、本宮）
　　　　　　　　　　　　　　（０３－６７４４－２１８２）

　　　　　　　╋╋・‥…　病害虫発生予報　…‥・╋╋
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
◆「平成29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29年10月18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』
１　野菜類では、ヨトウムシ類及びオオタバコガの発生が一部の地域で多くな
ると予想されています。ほ場を注意深く観察し、適期に防除を実施してくだ
さい。

２　果樹では、果樹カメムシ類の発生が東海、近畿、四国、九州等の一部の地
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、都道府県の発表する発生予察情報等を参考にしつつ、園内を注意深く
観察し、適期に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29年度 病害虫発生予報第８号」の発表について
  （10月18日付け農林水産省プレスリリース）
    　　http://www.maff.go.jp/j/press/syouan/syokubo/171018.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）
                                    （０３－３５０２－３３８２）

　　╋╋・‥…　農林水産技術会議事務局からのお知らせ　…‥・╋╋
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
◆農林水産技術会議事務局から研究成果情報等のお知らせ
　　　　　　　　　　　　　　  　　【農林水産技術会議事務局研究調整課】
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　農林水産技術会議事務局では、生産現場を革新する可能性のある成果等を「
食と農の研究メールマガジン」で月2回配信しています。
　その中から、普及指導員の皆様に産地の課題解決にご活用いただける情報を
以下のとおりご紹介します。

◇高速高精度汎用播種機を開発中
-1台で稲、麦、大豆、そば、トウモロコシ、牧草など様々な作物に対応-
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　農研機構とアグリテクノ矢崎株式会社は、高速高精度汎用播種機を共同で開
発しています。開発中の播種機は、トラクタ搭載型の作業機で、従来の播種機
では困難であった稲乾田直播での複数粒の高速点播が可能です。稲の他に麦、
大豆、トウモロコシ、ソル　ガム等幅広い作物の播種も可能であることに加え、
不耕起栽培でも使用できます。作業　速度は、稲、麦、そばでは従来のディス
ク式不耕起播種機の約2倍となる5～10km/hでの高速播種が可能です。
　[農研機構]
http://www.naro.affrc.go.jp/publicity_report/press/laboratory/iam/077288.html

◇アサガオのゲノム編集に世界で初めて成功
 ―850年かかった紫花から白花の変異体作出を１年で達成―
　筑波大学生命環境系、農研機構は、ゲノム編集技術の一つであるCRISPR/Cas9
を用いてアサガオのゲノム編集に世界で初めて成功しました。
　[筑波大学][農研機構]
　http://www.tsukuba.ac.jp/attention-research/p201708301800.html

◇資源作物「エリアンサス」を原料とする地域自給燃料の実用化
　- 研究から実用化までの切れ目ない連携による事業化モデル -
　研究機関・栃木県さくら市・(株)タカノの切れ目ない連携により、地域自給
燃料の事業化に成功しました。この事業では、農研機構と国際農林水産業研究
センターが共同で開発した資源作物「エリアンサス1)」を(株)タカノが栽培し
て燃料に加工し、さくら市が温泉施設のボイラで使用しています。「エリアン
サス」は東北南部の低標高地から九州までの非積雪地で栽培が可能です。
　[農研機構][国際農林水産業研究センター]ほか
http://www.naro.affrc.go.jp/publicity_report/press/laboratory/nilgs-neo/077296.h
tml

◇農業水利施設の管理を地図上に記録して効率化
　- ベテラン管理者のノウハウを見える化 -
　分水ゲートや開水路などの農業水利施設の管理ノウハウを地図上に記録し参
照できる「水利施設管理台帳システム」を開発しました。
　本システムを利用して記録をデータベース化することで、施設の管理ノウハ
ウや老朽　化状況、ゲリラ豪雨などの災害記憶を将来に継承でき、日常の管理
にも役立てられます。
　操作は、現場の状況をモバイル機器を使って写真やメモで記録したり、専用
の台帳フォームに情報を入力するだけと簡単で、ノウハウの伝承が困難な小規
模の土地改良区での管理にも適しています。
　[農研機構]
http://www.naro.affrc.go.jp/publicity_report/press/laboratory/nire/077297.html

◇農業機械安全鑑定適合機8月分(平成29年度第4回目)を公表
　-安全な農業機械の普及に向けて-
　農研機構農業技術革新工学研究センターでは「農業機械安全鑑定要領」に基
づいた「農業機械安全鑑定」を実施しています。平成29年7月の安全鑑定審議委
員会で安全鑑定基準適合と判定された農業機械を公表します。
　[農研機構]
　http://www.naro.affrc.go.jp/publicity_report/press/laboratory/iam/077329.html

◇沖縄三大高級魚スジアラの効率的給餌法にヒント
　－代謝マーカー情報を利用して環境低負荷型養殖の実現へ－ 
　沖縄三大高級魚の1つであるスジアラの代謝マーカー情報抽出に成功しました。
本成果は今後、２つの代謝リズムに基づくスジアラの効率的な給餌手法の開発や、
余分な餌を残さない環境低負荷型養殖への発展に繋がるものと期待できます。
　[水産研究・教育機構]
 　http://www.fra.affrc.go.jp/pressrelease/pr2017/20170823/index.html
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◇温暖化により増加しているナシ発芽不良の主要因が、「凍害」であることを
解明
　- 秋冬季の気温上昇に起因、肥料や堆肥の散布時期の変更で発生軽減可能 -
　近年、九州各県で増加しているニホンナシ花芽の枯死による発芽不良の主要
因が、凍害であることを明らかにしました。温暖化によって秋冬季の気温が高
いと、花芽の耐凍性が十分高まらないために、冬の寒さにより凍害を受けるこ
とが分かりました。秋冬季の肥料や堆肥の散布は、耐凍性の上昇を妨げること
を明らかにしました。肥料や堆肥の散布時期を慣行の秋冬季から翌春に変更す
ることで、花芽の枯死率を大幅に減らせることが分かりました。
　[農研機構]
　http://www.naro.affrc.go.jp/publicity_report/press/laboratory/nifts/077298.htm
l

◇作業の省力化と牛への負担軽減を実現できる過剰排卵誘起法を開発
　- ホルモン投与が1回で済むので現場の労力も大幅削減 -
　農研機構、共立製薬、岐阜県畜産研究所、福岡県農林業総合試験場、家畜改
良センター、福井県畜産試験場嶺南牧場の研究グループは、水酸化アルミニウ
ムゲルを用いた卵　胞刺激ホルモン(FSH)の皮下1回投与による牛の過剰排卵誘
起法を開発し、共立製薬とともに牛への負担軽減、移植用の体内受精卵採取の
省力化を実現する製剤を製品化しました。
　[農研機構]ほか
　http://www.naro.affrc.go.jp/publicity_report/press/laboratory/nilgs-neo/077370
.html

◇ヤムイモのゲノム配列の解読に世界で初めて成功
　―国際的な研究連携で西アフリカの農業問題に取り組む― 
　世界に先駆けて、西アフリカの重要な主食作物で、ヤムイモの一種であるギ
ニアヤムの全ゲノム配列を解読しました。ギニアヤムの性別を決定するゲノム
領域を同定し、品種改良を加速できる性別判定マーカーを開発しました。日本
の研究機関が中心となった国内外の研究機関の連携協力により、西アフリカを
中心とする世界の食料生産、栄養改善への貢献が期待できます。
  [岩手生物工学研究センター][国際農林水産業研究センター]ほか
　https://www.jircas.go.jp/ja/release/2017/press09

◇福島第一原発事故後の森林内の放射性セシウムの動態を解明
　 ―5年間で樹木の葉や幹から土壌表層へ移動―
　東京電力福島第一原子力発電所の事故後、5年にわたる調査を行い、森林内
での放射性セシウムの動きを明らかにしました。放射性セシウムは、時間の経
過とともに樹木の葉や幹から林床へ移動し、その多くは土壌の表層付近にとど
まっていました。 
　[森林研究・整備機構]
　https://www.ffpri.affrc.go.jp/press/2017/20170920/index.html

○「食と農の研究メールマガジン」についてのお問い合わせ先
農林水産技術会議事務局　研究調整課（担当：田丸）
　　　　　　　　　　　　　　　　　（０３－３５０２－７４０７）
※上記の品種・技術についての内容は、各機関に直接お問い合わせ願います。

　　　　　　　　　╋╋・‥…　施策情報　…‥・╋╋
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
◆「豚肉の生産衛生管理ハンドブック」を公表しました
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【消費・安全局食品安全政策課】
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　農林水産省は、食中毒を防ぐための対策について調査や研究を行っていま
す。調査結果や学術論文などの科学的データを用い、これまでに鶏肉や牛肉、
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鶏卵を生産する農場を対象に、有効と考えられる対策をまとめた「生産衛生管
理ハンドブック」を作成してきました。
　この度、豚肉を生産する農場を対象としたハンドブック（生産者編及び指導
者編）を作成しました。９月26日に下記ウェブページへ掲載しましたのでお知
らせします。養豚関係者の皆様の参考になれば幸いです。
　普及指導員の皆様におかれましても、食品安全行政の推進についてご協力の
ほどよろしくお願いします。

※「安全な畜産物を生産するために農場でできること（食中毒を減らすための
　取組）」
　http://www.maff.go.jp/j/syouan/seisaku/handbook/201108.html
※「「豚肉の生産衛生管理ハンドブック」の公表のお知らせ」
　http://www.maff.go.jp/j/syouan/seisaku/handbook/pdf/sankou.pdf
※お問い合わせ先
　　農林水産省　消費・安全局　食品安全政策課
　　（担当：福永（ふくなが）、山本（やまもと））
　　（０３－６７４４－０４９０）

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
◆「平成28年地球温暖化影響調査レポート」を公表しました
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【生産局農産部農業環境対策課】
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　農林水産省では、平成28年１月～12月を調査対象期間とした地球温暖化に伴
う農業生産への影響に関する実態調査を実施し、「平成28年地球温暖化影響調
査レポート」として取りまとめ、公表いたしました。

平成28年の夏（６月～８月）の平均気温は1946年の統計開始以降最も高く、ま
た、年間を通して全国的に高温傾向（北日本の秋を除く）となりました。この
ような状況の中、すでに適応策等に取り組まれているところですが、更なる普
及・推進が必要と考えており、普及指導員の皆様には、日々の普及指導活動に
レポートをご活用いただければと思います。

　本レポートの取りまとめに当たり、「地球温暖化に伴う農業生産への影響に
関する実態調査」にご協力いただいた各都道府県の皆様に感謝申し上げます。

※レポート本体は以下のページをご覧ください。
　　http://www.maff.go.jp/j/seisan/kankyo/ondanka/report.html
※お問い合わせ先
　　農林水産省　生産局農産部農業環境対策課（担当：吉富、南出）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（０３－３５９３－６４９５）

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
◆施設園芸の生産現場での省エネルギーの取組の徹底について
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【生産局農業環境対策課】
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　施設園芸では、暖房用の主な燃料用としてＡ重油を使用するなど加温等に多
くのエネルギーを消費することから、省エネルギーにより燃油使用量の低減を
図ることは、生産コストの低減を図る上でも、温室効果ガスの排出削減を進め
る上でも重要な取組です。
　このため、これから本格的な加温期を迎えるにあたり、生産現場での省エネ
ルギーに向けた取組の徹底をお願いする通知を発出しました。
　普及指導員の皆様におかれましては、生産現場において積極的な省エネルギ
ー対策が取り組まれるよう、ご指導のほどよろしくお願いします。

（通知の内容）
１　「施設園芸省エネルギー生産管理マニュアル【改定版】」及び「施設園芸
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省エネルギー生産管理チェックシート【改定版】」を活用した、加温開始前の
暖房機器の点検整備や加温期の省エネ設備の適切な運転管理などにより省エネ
ルギー対策の徹底を図る。

２　ヒートポンプ、内張多層化等の高断熱被覆資材などの省エネ設備の導入、
局所加温技術の導入や省エネルギーに適した品種・作型への転換などを検討す
るとともに、省エネ技術を活用した産地形成の取組や再生可能エネルギー利用
技術の導入についても検討する。

○通知の本文は、こちらに掲載されています。
  http://www.maff.go.jp/j/seisan/kankyo/ondanka/attach/pdf/notice-1.pdf
○マニュアル等は、こちらに掲載されています。
「施設園芸省エネルギー生産管理マニュアル【改定版】」
　　http://www.maff.go.jp/j/seisan/kankyo/ondanka/pdf/manyuaru.pdf
「施設園芸省エネルギー生産管理チェックシート【改定版】」
　　http://www.maff.go.jp/j/seisan/kankyo/ondanka/pdf/tyekku.pdf
※　お問い合わせ先
    生産局 農業環境対策課 資源循環推進班（担当：田井、上北）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（０３－３５９３－６４９５）

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
◆『農業データ連携基盤協議会』(通称：ＷＡＧＲＩ)を設立
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【大臣官房政策課技術政策室】
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　農業の担い手がデータを使って生産性の向上や経営の改善に挑戦できる環境
を生み出すため、データ連携機能やデータ提供機能を持つ「農業データ連携基
盤」を平静29年中に構築する予定です。

　様々な分野からの参画をいただくため、『農業データ連携基盤協議会』
(通称：ＷＡＧＲＩ)を本年８月に設立しました。詳しくはＨＰをご覧下さい。

■『農業データ連携基盤協議会』(通称：ＷＡＧＲＩ)HP
　→ https://wagri.net/

　また、様々な主体の参画の推進をするため、「CEATEC JAPAN 2017」(10/3～
10/6、幕張メッセ)、「アグリビジネス創出フェア」(10/4～10/6、東京ビッグ
サイト)で「農業データ連携基盤」の紹介やブース展示をしたほか、今後も
「2017国際ロボット展」(11/29～12/2、東京ビッグサイト)において、ブース
展示を行う予定です。

※お問い合わせ先　
　　農林水産省　大臣官房政策課　技術政策室（担当：糸井）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（０３－６７３８－６１５９）

　　　　　╋╋・‥…　研修・事業公募等のお知らせ　…‥・╋╋
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
◆農の雇用事業（平成29年度最終回）の募集を行っています
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【経営局就農・女性課】
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　青年の農業法人への雇用就農を促進するため、法人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29年度第4回募集を行っ
ています。（※今回の募集が平成29年度の最終回となります。）
　本事業は研修生の定着率向上が課題となっているため、本年度から過去に本
事業を利用した研修生の定着率を考慮して法人等の採択の可否を判断する仕組
みを導入するなど事業の要件を見直しています。
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　普及指導員の皆様におかれましては、このことについて地域の農業法人や農
業者の皆様へ広く情報提供していただきますとともに、本事業の研修生の定着
率向上に向けて指導・助言を行うなど引き続きご協力をいただきますよう、よ
ろしくお願いいたします。

【助成額】　　年間最大120万円、最長２年間
【募集期間】　平成29年10月10日（火）～平成29年12月１日（金）
　　　　　　　（土日祝は除く）　
【研修期間】　平成30年２月から最長２年間

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）
⇒　https://www.nca.or.jp/Be-farmer/nounokoyou/original/ （外部リンク）

※お問い合わせ先　
　　農林水産省　経営局　就農・女性課　雇用・労働グループ
　　　　　　　（担当：伊藤、中谷、戸張）（０３－６７４４－２１６２）

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
◆国際水準GAP認証取得支援事業の３次公募のお知らせ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【生産局農産部農業環境対策課】
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　農業者の国際水準GAP（GLOBALG.A.P.、ASIAGAP、JGAP）の認証取得支援を目
的とした「国際水準GAP認証取得支援事業」の３次公募を、（一社）全国農業改
良普及支援協会が行っています。
　認証審査等の費用が支援の対象となり、平成30年１月31日までに審査会社と
認証審査の契約を締結できる見込みのある者が応募できます。
　普及指導員の皆様におかれましては、国際水準GAPの認証取得に興味をお持ち
の地域の農業者、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り組みを支援いただきますようよろしくお願いしま
す。
【公募期間】平成29年10月19日（木）～平成29年11月20日（月）まで
　詳しくは、下記URLをご覧ください。
（一社）全国農業改良普及支援協会HP
　http://www.jadea.org/
※お問い合わせ先　　　
（一社）全国農業改良普及支援協会　GAP担当　（０３－５５６１－９５６２）
生産局農業環境対策課（担当：近藤、渡邊、後藤）
　　　　　　　　　　（０３－６７４４－７１８８）

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
◆レギュラトリーサイエンス研究成果報告会の開催及び参加者の募集について
　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　【消費・安全局　食品安全政策課】
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　農林水産省は、レギュラトリーサイエンス研究成果報告会を開催します。
生産者、普及指導員の皆様をはじめ、多数の御参加をお待ちしております。

 ◇日時及び場所：
 　(１)平成29年11月21日（火曜日）10時30分～17時00分（予定）
　　　農林水産省 本館 7階 共用第1会議室
　　　（東京都千代田区霞が関1-2-1）　　　
　 (２)平成29年11月22日（水曜日）10時00分～17時00分（予定）
　　　中央合同庁舎 第4号館 12階会議室（1219号室～1221号室）
　　　（東京都千代田区霞が関3-1-1）

 ◇申込締切：平成29年11月17日（金曜日）
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　 以下のプレスリリースから、インターネット又はFAXにてお申込みください。
　　[プレスリリース]
 　　http://www.maff.go.jp/j/press/syouan/gijyutu/171011.html

 ◇報告研究課題
(１)平成29年11月21日（火曜日）
・加圧調理がアクリルアミド生成に及ぼす影響の検証
・貝毒リスク管理措置の見直しに向けた研究
・ヒ素簡易分析法の土壌溶液、土壌および玄米への適用性評価と最適化
・堆肥化過程における食中毒菌の生残性の解明
(２)平成29年11月22日（水曜日）　　
・畜産農場における食中毒菌汚染低減に向けた野生動物の侵入防止策及び衛生
害虫のまん延防止策の確立
・効果的なワクチン戦略のための動物インフルエンザの動向監視
・節足動物媒介性感染症の監視・予察技術の高度化
・口蹄疫流行時における抗ウイルス活性を有する防疫資材活用技術の高度化
・家畜伝染病発生時の防疫対応における意思決定のためのシミュレーションモ
デルの応用に関する研究
　　　
※お問い合わせ先　
　　農林水産省　消費・安全局　食品安全政策課　食品安全技術室
　　（担当：栗山、串田）
　　（TEL：03-3502-5722）

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
◆農作業安全組織計画・運営研修 計画・運営コースⅡ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、平成30年１月25日（木）に農林水産研修所つ
くば館水戸ほ場において農業法人や組織経営体の幹部、都道府県職員等を受講
対象として、農作業安全組織計画・運営研修 計画・運営コースⅡを開催します。
労働安全衛生の専門家による人員の雇用と労働安全衛生法、機械作業において
具体的に求められる対応、リスクアセスメントのアウトラインや乗用型トラク
ターの所有と利用等に関する諸規制の講義を予定しています。普及指導員の皆
様におかれましては、農作業安全対策の知見を深める機会として研修の参加を
ご検討ください。また、管内の農業法人、生産組織、ＪＡ等に周知下さいます
ようよろしくお願い致します。受講料は無料です。
　なお、この研修は８月８日に実施しており、今回は２回目のご案内です。１
回目に実施した概要と２回目の研修の日程や申し込み方法などはこちらのペー
ジに掲載していますので、ご覧ください。
http://www.maff.go.jp/j/kanbo/tukuba/mito/zyuko/170914.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）

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
◆第２回食育活動表彰の取組を募集中です！
　　　　　　　　　　　　　　　　　 　【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表彰します。
普及員の皆様におかれましては、周囲で食育推進に取り組まれている関係者に、
お声かけいただければありがたいです。
  多数のご応募をお待ちしております。
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【表彰対象】
１　ボランティア部門（都道府県・政令指定都市、大学長からの推薦）
(１) 食生活改善推進員及び食生活改善推進員で構成される団体（市区町村を
単位とするものを含む。）
(２) 大学（短期大学を含む。）、高等専門学校及び専門学校の学生並びにそ
れらの学生を主体とする団体。
(３) 食育推進ボランティアとして活動している個人又は団体。
２　教育関係者・事業者部門（自薦または他薦）   
(１) 教育並びに保育、介護その他の社会福祉、医療及び保健に関する職務に
従事する者並びにそれらに関する関係機関及び関係団体
(２) 農林漁業者（法人を含む。）、農林漁業者を組合員とする協同組合及び
集落営農等農林漁業者グループ
(３) 食品製造・販売その他の事業活動に従事する者((１)及び(２)に該当する
者を除く。）
(４) 地方公共団体（食育推進会議が置かれている地方公共団体にあっては、
食育推進会議）
【締　切】ボランティア部門：平成29年12月25日（月）必着
　　　　　教育関係者・事業者部門：平成30年１月10日（水）必着
【表彰式】平成30年６月23日（土）（予定）
　　　　　第13回食育推進全国大会（大分県）
【主催】農林水産省
【後援（申請中）】内閣府、消費者庁、文部科学省、厚生労働省
【運営】第２回食育活動表彰運営事務局

▽ 詳細は以下のＷＥＢサイトを御覧ください。
http://www.maff.go.jp/j/syokuiku/hyousyo/161102.html

※お問い合わせ先
応募に関する問合せ：「第２回食育活動表彰運営事務局」　   
TEL:0120-825-571　9:00～17:00(平日の12:00～13:00及び土・日・祝日を除く。)　
農林水産省　消費･安全局消費者行政・食育課（担当：中西　福田）
TEL：03-6744-1971

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
　　　　　　　　　　　　編集後記
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
　ここ数年感じていることですが、残暑が終わるとすぐ寒くなり過ごしやす
い季節が短すぎる気がします。今年は秋雨も重なって、より短く感じます。
この雨が上がったら冬、なんてことにならなければよいのですが。さて、食
欲の秋がやってきました。色々な物がおいしい。新米、栗、芋、梨、ぶどう
etc。梨といえば先日、甘太という新品種を食べました。甘味十分で食感は
柔らかめ。おいしい品種が世に出てくることは大歓迎です。◎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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