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ｅ‐普及だより　　　　　　　 　　　  臨時増刊号（通算９３３号）

　　　　　　　　　　　　　平成３０年１月２２日
　　　　　　　編集・発行　農林水産省生産局技術普及課

☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆
∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽
　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　】

【新品種・新技術等のお知らせ】
☆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
☆水稲品種「あきだわら」の多収・良食味栽培マニュアルを作成しました
☆ＩＣＴによる水田の自動給排水栓を開発―スマホでらくらく・かしこく水管理―
【施策情報】
☆平成28年度農薬の使用に伴う事故及び被害の発生状況について
☆J-クレジット制度の活用を検討してみませんか
☆農業研究見える化システム：アグリサーチャーをご利用ください！
☆平成30年度女性活躍関係予算が概算決定しました！！
☆３月10日は「農山漁村女性の日」です
☆「農業女子PJフォーラム2017」 PRムービーネット投票開始

╋╋・‥…　新品種・新技術等のお知らせ　…‥・╋╋
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
◆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。

◆複数の予測モデルの利用により、二酸化炭素濃度の上昇がコメ収量に与える影響を高精
度に予測- 適正な気候変動対策の立案に貢献 -

　農研機構は世界９か国の18機関と協力し、16種類のコメ収量予測モデルを用いて、二酸
化炭素 (CO2) 濃度が上昇した際のコメ収量の予測精度を、実測値との比較から評価しま
した。その結果、個々のモデルの予測値には大きなばらつきがあるものの、予測値の平均
値は実測値とよく一致しており、複数の予測モデルを用いることでコメ収量への影響を精
度良く予測できることがわかりました。

[農研機構]
 http://www.naro.affrc.go.jp/publicity_report/press/laboratory/tarc/078643.html

◆植物の免疫システムを活性化するバクテリアの分子「LPS」のセンサーをイネから発見

　バクテリアに特有の分子で、動物の先天性免疫系でも免疫応答を誘導する「LPS」の認
識、応答に関わるイネのセンサータンパク質「OsCERK1」を明らかにしました。OsCERK1と
類似のタンパク質は幅広い植物種に保存されていて、アブラナ科植物にのみ存在する既報
のLPSセンサーとは大きく異なる構造をしています。
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[明治大学][農研機構]ほか
https://www.meiji.ac.jp/koho/press/2017/6t5h7p00000pwmuw.html

◆農業機械安全鑑定適合機11月分(平成29年度第７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11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した。

[農研機構]
http://www.naro.affrc.go.jp/publicity_report/press/laboratory/iam/078613.html

◆木質バイオマスを用いた発電・熱電併給事業の採算性評価ツールを開発―簡単な入力で
熱利用を考慮した事業評価が可能に―

　原料の種類・消費量・購入単価、熱利用の条件などの簡単な入力で、蒸気タービン方式
の木質バイオマス熱電併給事業に関する採算性を評価できます。中大規模の木質バイオマ
ス発電に加え、各地域の原料・熱利用事情に合わせた、比較的小規模な熱電併給事業の検
討などに活用いただけます。
 
[森林研究・整備機構]
https://www.ffpri.affrc.go.jp/press/2017/20171206/index.html

◆樹木の放射性セシウム汚染を低減させる技術の開発へ―カリウム施肥によるセシウム吸
収抑制を確認―

　カリウム施肥によって樹木への放射性セシウムの吸収を抑制できることを福島原発事故
後に植えたヒノキの苗木で実証しました。施肥を行った苗木の葉のセシウム137濃度は、
施肥しない場合に比べて８分の１の低い値にとどまりました。 

[森林研究・整備機構]
https://www.ffpri.affrc.go.jp/press/2017/20171221/index.html

◆日本全国の土壌有機態炭素地図を作成- FAO作成の全世界地図の日本部分、気候変動対
策の立案などに利用 -

　国連食糧農業機関(FAO)が全世界を対象に作成する地球土壌有機態炭素地図について、
その日本部分を農研機構農業環境変動研究センターと森林研究・整備機構森林総合研究所
が作成しました。本成果は、気候変動対策の立案や、持続可能な土壌資源の管理・利用を
行うための、土壌有機態炭素に関する国際的な基盤データとして利用できます。

[農研機構][森林研究・整備機構]
http://www.naro.affrc.go.jp/publicity_report/press/laboratory/niaes/078971.html

◆農業機械安全鑑定適合機12月分(平成29年度第８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12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した。

[農研機構]
http://www.naro.affrc.go.jp/publicity_report/press/laboratory/iam/079084.html
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○「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。

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
◆水稲品種「あきだわら」の多収・良食味栽培マニュアルを作成しました
　　　　　　　　　　　　　　 　【農研機構 次世代作物開発研究センター】
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　食生活の多様化により、外食や中食向けの業務・加工用米の需要は増加傾向にありま
す。そこで農研機構では、「あきだわら」の多収・良食味栽培マニュアルを作成しまし
た。本マニュアルでは、多収と業務・加工適性を両立するための生育目標や栽培管理技術
と、業務・加工適性評価に関する情報を提供しています。

〇生産者から実需者まで幅広い利用者が理解しやすいよう簡易な図表や写真を多用してい
ます。
　また「栽培暦」では目標収量の720kg/10a達成のために必要な情報を簡潔に記載してい
ます。

〇業務・加工適性に関しては、玄米・白米の品質特性や、炊飯米の物理性等に関する情報
を提供しています。
　普及指導員の皆様におかれましても、本技術について知って頂き、産地で業務加工用水
稲の栽培に携わる方に対して本技術の活用を勧めていただきますようお願いいたします。

※詳細は下記のページをご参照下さい。
　URL　http://www.naro.affrc.go.jp/publicity_report/pub2016_or_later/pamphlet/te
ch-pamph/078328.html

※お問い合わせ先　
　農研機構　次世代作物開発研究センター　企画連携室（０２９－８３８－８２６０）

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
◆ＩＣＴによる水田の自動給排水栓を開発―スマホでらくらく・かしこく水管理―
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【農研機構農村工学研究部門】
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　水稲栽培において、労働時間の約３割を占めている日々の水管理は、大面積で分散した
水田を管理する農家にとって大きな負担になっています。
　そこで農研機構では、水田の水管理を、スマートフォンやPCでモニタリングしながら遠
隔操作したり、自動で給水と排水を制御できる国内初のシステムを開発しました。
　本システムにより、農研機構の実証圃場では、水管理にかかる労働時間を約80%削減で
き、節水効果も確認されました。
　また、ICTの利用により、気象状況や作物の成育状況に応じた高度な水管理が可能とな
ります。
　普及指導員の皆様におかれましても、本システムについて知って頂き、水管理の省力化
および高度化を目指す経営への活用を勧めていただきますようお願いいたします。

※詳細は下記のページをご参照下さい。
（プレスリリース）
http://www.naro.affrc.go.jp/publicity_report/press/laboratory/nire/076704.html

※お問い合わせ先　
　農研機構　農村工学研究部門　（担当：若杉）
　　　　　　　　（０２９－８３８－７５５５）

╋╋・‥…　施策情報　…‥・╋╋
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
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◆平成28年度農薬の使用に伴う事故及び被害の発生状況について
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【消費・安全局農薬対策室】
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　平成28年度に発生した農薬の使用に伴う事故及び被害の発生状況について、農林水産省
が調査を実施した結果、農薬の使用に伴う人に対する事故や被害は、前年度の28件に対
し、19件（うち死亡事故は０件）でした。原因別では、飲料の空容器に移し替えた農薬を
誤って飲んでしまった事故や、クロルピクリン剤を土壌くん蒸に使用する際に土壌の被覆
等の作業管理が不適切だったために生じた被害が多く発生しています。
　これらの事故等を防止する為に
・農薬やその希釈液、残渣等をペットボトル、ガラス瓶等の飲料品の空容器等に移し替え
ない
・農薬は、飲食物と分けて保管管理する
・土壌くん蒸剤を使用した時は、適正な厚さの資材を用いて被覆を完全に行う
等が重要です。
　普及指導員の皆様方におかれましても、農薬の安全使用の推進についてご協力のほどよ
ろしくお願いいたします。

※詳細は以下のホームページをご覧下さい。
　http://www.maff.go.jp/j/nouyaku/n_topics/h20higai_zyokyo.html

※お問い合わせ先
　農林水産省　消費・安全局　農産安全管理課　農薬対策室
　（担当：平林）（０３－３５０１－３９６５）

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
◆J-クレジット制度の活用を検討してみませんか
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【大臣官房政策課環境政策室】
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝　
　地球温暖化対策の一環として、中小企業等（農林漁業者含む）が省エネ設備の導入や森
林経営などの取組により温室効果ガスの排出削減を行った際に、国が当該排出削減・吸収
量をクレジットとして認証する「J-クレジット制度」というものがあります。
　本制度を活用した場合、地球温暖化対策への積極的な取組に対するPR効果があることに
加え、当該クレジットを温室効果ガスを排出する側の大企業等へ売却することで、売却益
を得ることができます。
　また、本制度を活用してJ-クレジットを創出する場合は、計画書等を作成する必要があ
りますが、計画書等の作成支援を受けることも可能です。
　今般、農林水産省のHPにおいて、J-クレジット制度の内容や農林水産分野で本制度を活
用している方々のインタビューなどを掲載いたしました。
　普及指導員の皆様におかれましては、省エネ化等により温室効果ガスの排出削減に取り
組む意向のある産地の方々に対し、本制度の活用について、情報提供をお願いします。

農林水産省HP
http://www.maff.go.jp/j/kanbo/kankyo/seisaku/s_j-credit/index.html　

※J-クレジット制度全般に関するお問い合わせ先
　みずほ情報総研株式会社　環境エネルギー第2部　J-クレジット制度事務局
　TEL：０３－５２８１－７５８８　E-mail：heip@jcre.jp

※お問い合わせ先　
　農林水産省　大臣官房政策課　環境政策室（担当：早川、鉢嶺）
　　　　　　　　　　　　　　　　（０３－６７４４－２０１６）

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
◆農業研究見える化システム：アグリサーチャーをご利用ください！
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【技術会議事務局研究企画課】
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
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　農林水産技術会議事務局では平成29年４月より「農業研究見える化システム：アグリサ
ーチャー」を公開していますので改めてご紹介します。これは生産者と研究者をつなぎ、
新の研究成果を提供する検索Webシステムで、３万件の研究成果と４千人の研究者情報

を含んでいます。
　このアグリサーチャーを使うと、例えば「新しい品種や生産技術にチャレンジしたい！
」「今の仕事をもっと省力化できないか？」等の問題の解決に結びつく研究成果や研究者
にアクセスすることができます。研究成果情報等は国立研究開発法人など各研究機関のHP
等で公開されていますが、知りたい情報になかなか辿りつけないこともあります。それら
の情報を一つにまとめ、誰でも簡単に見つけられるようにしたのがアグリサーチャーで
す。現場ですぐに使える実用化情報も掲載しています。
　既に生産者等から毎月約８千件のアクセスを頂いていますが、普及指導員の皆様にもぜ
ひご利用頂きたいシステムです。様々な研究成果を現場でご活用下さい。より使いやすい
システムに向けて、ご意見・ご要望もお待ちしています。また、生産者への積極的な周知
も併せてどうぞよろしくお願い致します。

URL：https://mieruka.dc.affrc.go.jp/

※問い合わせ先：
　農林水産技術会議事務局　研究企画課情報調査班
　（担当：佐藤、中村）（０３－３５０１－９８８６）

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
◆平成30年度女性活躍関係予算が概算決定しました！！
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　経営局就農・女性課】
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　女性農業者の活躍を推進するための事業として、平成30年度から新たに「女性が変える
未来の農業推進事業」を実施します。地域の女性農業リーダー育成のための研修や、女性
が働きやすい環境整備を推進するための経営者向け・夫婦向けセミナーの開催等にそれぞ
れリニューアルしました！！
　具体的な事業内容は、公募等の手続きを経て、４月以降お知らせします。乞うご期待！
！

▼概算決定の概要はこちらから▼
http://www.maff.go.jp/j/budget/attach/pdf/171222_2-18.pdf

※お問い合わせ先　
　農林水産省　経営局　就農・女性課　女性活躍推進室（担当：千葉、柚木）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（０３－３５０２－６６００）

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
◆３月10日は「農山漁村女性の日」です
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【経営局就農・女性課】
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　農林水産省が提唱する「農山漁村女性の日」とは、農山漁村の女性たちが果たしている
役割を正しく認識するとともに、女性の能力を一層発揮するための環境づくりを目指すも
ので、この日を中心に、全国各地で関連イベントが開催されます。
　　｢農山漁村女性の日記念行事」として、女性が活躍する農業経営体や女性農業者等の
表彰、農業女子プロジェクトメンバー作成の動画コンテストなどが予定されていますの
で、普及指導員の皆様におかれましても、参加をご検討願いますとともに、関係団体等へ
の周知についてご協力のほどよろしくお願いします。

「農山漁村女性の日記念行事」

○農業の未来を作る女性活躍経営体100選（WAP100）表彰式
　日時：３月６日(火)13:30～17:00
　場所：渋谷区文化総合センター大和田６階「伝承ホール」（東京都渋谷区）
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　※詳しくは下記を参照ください。
　　http://hojin.or.jp/standard/100/cat2391/29wap100_award.html

○未来農業DAYs
　（農山漁村女性活躍表彰及び大地の力コンペ）
　　日時：３月７日(水)12:00～17:15
　　場所：東京大学安田講堂（東京都文京区）
　　※詳しくは下記を参照ください。
　　　https://www.mirainogyodays.org/#

○農業女子PJフォーラム2017
　　日時：平成30年３月８日(木) 14:00-16:30 
　　場所：都道府県会館101会議室（東京都千代田区）
　　※詳しくは下記を参照ください。
　　　https://nougyoujoshi.maff.go.jp/award/2017/

※お問い合わせ先　
　　農林水産省　経営局　就農・女性課　女性活躍推進室（担当：柚木、浦野）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（０３－３５９１－５８３１）

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
◆「農業女子PJフォーラム2017」 PRムービーネット投票開始
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【経営局就農・女性課】
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　農林水産省が推進する農業女子PJのビッグイベントとして３月８日（木）に「農業女子
PJフォーラム2017」を開催します！
　今回の目玉は「PRムービーコンテスト」です。全国の農業女子メンバーが９ブロックに
分かれ、日々の取組や地域の農業の魅力をPRする動画を制作しました。各ブロックで作成
したPR動画のファイナリストを決める「事前ネット投票」がスタートしました。WEB投票
で選ばれた上位３ブロックが、ファイナリストとして「農業女子PJフォーラム2017」に出
場し、PR動画の発表とプレゼンテーションを行います。当日は、会場の一般参加者による
投票と特別審査員による審査が行われ、全国No1を決定します。農業女子PJ公式HPからPR
動画をご覧いただき、優秀なブロックに１票投票をしてください。 

▼ネット投票はこちらから▼
https://nougyoujoshi.maff.go.jp/award/2017/

※お問い合わせ先　
　　農林水産省　経営局　就農・女性課　女性活躍推進室（担当：千葉、濱名）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（０３－３５０２－６６００）

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
　　　　　　　　　　　　編集後記
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
　新年第２号は臨時増刊号です。先週配信しきれなかった分を掲載しております。◎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
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※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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