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ｅ‐普及だより　　　　　　　 　　　  第１６８号（通算９３８号）

　　　　　　　　　　　　　平成３０年４月２０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　】

【技術普及課からのお知らせ】
☆低コスト・高収益化に資する農業実用化技術を募集しています
☆平成30年農作業安全ポスターデザインコンテストの実施について

【注意喚起】
☆農作業中におけるクマの出没及び人身被害等に対する指導等の徹底について

【病害虫発生予報情報】
☆「平成30年度 病害虫発生予報第１号」の発表について

【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

【施策情報】
☆農産物直売所等における有毒植物の誤販売の防止の徹底について
☆麦のかび毒汚染の防止・低減対策について
☆輸出を目指す産地への技術支援を平成30年度も積極的に行います！
☆女性農林漁業者向け「支援策活用ガイドブック」を公開しました
☆品種登録された種苗の増殖にはご注意ください！

【研修等のお知らせ】
☆平成３０年度農業機械・農作業安全研修計画のご案内

╋╋・‥…　技術普及課からのお知らせ　…‥・╋╋
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
◆低コスト・高収益化に資する農業実用化技術を募集します
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【生産局技術普及課】
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　農林水産省は、４月20日から５月31日まで農林水産省ホームページにおいて、花き、
茶、ばれいしょ、そば、環境保全型農業及び有機農業に関し、民間企業、公設試験場等の
試験研究機関、大学、農業者及び普及指導機関等（普及指導センター、JA等）から、現場
において普及している実用化技術を幅広く募集します。
　担い手に選択肢として示し得ると判断された技術については、関連情報を農林水産省ホ
ームページ（農業技術総合ポータルサイト）に掲載するとともに、農林水産省
facebook,twitterにおいても情報発信します。

※お問い合わせ先　
　　農林水産省　生産局　技術普及課（担当：大塚、坂本、安久）
（０３－３５０１－３７６９）
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＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
◆平成30年農作業安全ポスターデザインコンテストを実施しています
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【生産局技術普及課】
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　毎年、農作業死亡事故の発生件数が300件以上で推移している中で、農作業事故防止に
向けた対策を強化することが重要です。
　そこで、春の農作業安全確認運動の一環として、ポスターデザインコンテストを実施し
ています（３月２３日～６月２２日）。
　農林水産大臣賞受賞作品は、秋の農作業安全確認運動のポスターに採用し、全国に配布
することで農作業安全対策の推進に役立てます。
　普及指導員の皆様におかれましても、ご自身の応募、関係の皆様へのご周知など、コン
テストへのご協力をぜひよろしくお願いいたします。

■詳細等については以下をご覧ください
http://www.maff.go.jp/j/press/seisan/sizai/180323.html

■担当：農林水産省 生産局 技術普及課 生産資材対策室
担当者：安全指導班 細田、大塚（０３－６７４４－２１１１）

╋╋・‥…　注意喚起　…‥・╋╋
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
◆農作業中におけるクマの出没及び人身被害等に対する指導等の徹底について
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　      【農村振興局農村環境課】
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　昨年度は、春以降クマ類による死傷事故が発生しているほか、各地の市街地周辺でも出
没するなどの活動が確認されております。これからの時期は、クマ類の冬眠が明ける一
方、春の山菜採りや登山等の春の行楽シーズンを迎え山野へ入る機会が多くなるため、４
月18日付けで環境省野生生物課から各都道府県に対し、（１）住民や観光客等に対するク
マ情報の提供や注意喚起、（２）クマと遭遇した際の対応方法などクマに関する知識の普
及啓発、（３）人とクマとのあつれき解消に向けた取り組みの一層の推進などについて、
広く一般の方への浸透を求める旨の連絡が行われたところです。
　一方、農林水産省としても、今後農繁期を迎える中、林縁地付近の圃場等での農作業に
おいてもクマへの注意が必要であることから、農作業中におけるクマによる人身被害の防
止に万全を期すとともに、農作物等への被害を防止するため、各都道府県あてに通知（北
海道以外は各地方農政局経由）したところであり、今後農業者等への指導及び注意喚起の
徹底について、よろしくお願いします。
　なお、茨城県、千葉県、四国４県、九州８県は、クマ類の恒常的生息ではない、又は捕
獲実績がないなどとなっていますので、実情に応じたご対応にご留意下さい。

○環境省WEBサイト「クマに関する各種情報・取組」
  http://www.env.go.jp/nature/choju/effort/effort12/effort12.html

○農林水産省HP「農作業中におけるクマの出没及び人身被害防止等に対する指導等の徹底
について（平成30年４月18日）」
  http://www.maff.go.jp/j/seisan/tyozyu/higai/  アップ中

〇農林水産省作成リーフレット「クマにご注意下さい」
  http://www.maff.go.jp/j/seisan/tyozyu/higai/pdf/kuma_leaflet.pdf
 
※お問い合わせ先　
　農林水産省　農村振興局　農村環境課（担当：中村、伊藤）
（０３－６７４４－７６４２）

╋╋・‥…　病害虫発生予報情報　…‥・╋╋
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＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
◆「平成30年度 病害虫発生予報第１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30年４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１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　水稲では、種子消毒等を的確に実施し、健全な種子を使用した育苗に努めてくださ
い。また、麦類の赤かび病については適期防除を実施してください。

２　野菜類では、アブラムシ類、ハダニ類等の微小害虫の発生が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。

３　果樹について、果樹カメムシ類の発生が近畿、北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30年度 病害虫発生予報第１号」の発表について
　（４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/180418.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
　農林水産省　消費･安全局　植物防疫課（担当：白石、渡邉）
（０３－３５０２－３３８２）

╋╋・‥…　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】
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　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。

◆野菜用の高速局所施肥機を開発 - 高速で高精度な畝立て同時二段局所施肥ができます 
-

農研機構と上田農機株式会社、株式会社タイショーは共同で、主にキャベツを対象に、畝
立てと同時に肥料を畝内の上層と下層の二段に局所施肥できる野菜用高速局所施肥機を開
発しました。
 
[農研機構]
http://www.naro.affrc.go.jp/publicity_report/press/laboratory/iam/080264.html
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◆小麦の品種改良を短期間で可能にするゲノム編集技術を開発

株式会社カネカと農研機構は共同で、小麦の品種改良を短期間で可能にする新技術「イン
プランタゲノム編集技術」を開発しました。

[カネカ][農研機構]
http://www.kaneka.co.jp/service/news/nr20180320/

◆受胎に有利な精子を泳ぎ方で選んで捕集する技術－精子の健全性を泳ぎの形で選別し
て、牛の繁殖で実証－

産業技術総合研究所、農研機構ほかは共同で実証実験を行い、牛の精子の運動性につい
て、直線的に泳ぐ精子よりも蛇行しながら泳ぐ精子の方が、受胎性が良いことを見出しま
した。

[産業技術総合研究所][農研機構]ほか
http://www.aist.go.jp/aist_j/press_release/pr2018/pr20180320/pr20180320.html

◆不耕起対応トウモロコシ高速播種機の活用Q&Aを公開

農研機構がメーカーと共同開発した、飼料用トウモロコシの不耕起栽培に対応する小型・
軽量な播種機(以下、開発機)について、活用するポイントをQ&A形式でとりまとめ、公開
しました。

[農研機構]
http://www.naro.affrc.go.jp/publicity_report/press/laboratory/iam/080441.html

◆農業機械安全鑑定適合機3月分(平成29年度第11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30年3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/080542.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　…‥・╋╋
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
◆農産物直売所等における有毒植物の誤販売の防止の徹底について
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【消費・安全局農産安全管理課】
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　毎年、特に春先から初夏にかけて、有毒植物を食用の植物と誤って食べたことによる食
中毒が多く発生します。
　近年は、農産物直売所等で野菜、山菜と誤って有毒植物が販売され、その有毒植物を食
べた消費者に食中毒が発生するという事案も起きています。
　このため、普及指導員の皆様におかれましても、農産物直売所の管理者や農産物直売所
に野菜、山菜等を出荷する生産者の皆様に対して、食用と確実に判断できない野菜や山菜
を採取したり、出荷したり、販売したりしないように周知をお願いします。
　農林水産省では、「野菜・山菜とそれに似た有毒植物」に関するリーフレットを作成し
ていますので、注意喚起や情報提供に活用いただければ幸いです。
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※知らない野草、山菜は採らない、食べない！
（リーフレットもこちらのウェブサイトからダウンロードできます。）
http://www.maff.go.jp/j/syouan/nouan/rinsanbutsu/natural_toxins.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（担当：漆山、尾松）
（０３－３５９２－０３０６）

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
◆麦のかび毒汚染の防止・低減対策について【消費・安全局農産安全管理課】
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　日本は、麦類の生育後期に雨が多く気温が高くなることが多いため、ムギ類赤かび病が
発生しやすく、麦類の品質や収量低下の一因となります。さらに、赤かび病の病原菌のフ
ザリウムは、デオキシニバレノールやニバレノール等のかび毒を作り、これらを高濃度に
含む麦類の場合、通常の量であっても、食べると食中毒の原因となるおそれがあります。
　農林水産省は、麦類の生産段階で赤かび病の発生を防止し、麦類中のかび毒汚染を防
止、低減するため、「麦類のデオキシニバレノール・ニバレノール汚染低減のための指
針」を作り、対策の普及に努めています。
　昨年、平成14年から平成27年までの国産麦類中のかび毒調査の結果を解析したところ、
赤かび病の多発年には、そうでない年に比べて、乾燥調製後の外見上は健全な穀粒であっ
てもかび毒濃度が高いことが分かりました。これは、外見以上にかび毒が穀粒を汚染して
おり、赤かび病予防対策の一層の徹底がかび毒濃度の抑制に重要であることを示していま
す。
　これから麦類の開花期を迎えるに当たり、今後の気象情報や麦類の生育状況を的確に把
握して、効果の高い農薬によって麦類の種類に応じた赤かび病の適期防除を必ず行い、必
要があれば追加防除を行うことが特に重要です。
　普及指導員の皆様におかれましても、麦類の生産者や関係団体へ、本指針に基づく赤か
び病の防除をご指導いただきますようお願いします。
　
※指針の内容やかび毒に関する情報は以下のウェブサイトをご覧下さい。
http://www.maff.go.jp/j/syouan/seisaku/risk_analysis/priority/kabidoku/

※お問い合わせ先　
　　農林水産省　消費・安全局　農産安全管理課（担当：漆山、尾松）
（０３－３５９２－０３０６）

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
◆輸出を目指す産地への技術支援を平成30年度も積極的に行います！
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【消費・安全局植物防疫課国際室】
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　農林水産省では、平成29年度から植物検疫や残留農薬など輸出先国の規制に対応した防
除体系や栽培方法の確立に向けた取組への支援を行っています。
　産地や事業者の皆様に対して、ご相談に応じて適切な専門家を現地に派遣するととも
に、本年度からは新たに、外国人旅行者等が携帯品（おみやげ）として農産物を海外に持
出す際の検疫手続きを円滑化する取組を行う産地等への支援も開始しました。
　平成29年度は、産地からの要請に応じ、新たに輸出解禁された品目について植物検疫の
専門家が技術的なサポートを提供した結果、問題なく輸出をすることができました。
　専門家の派遣等に当たり、費用負担はありませんので、ぜひ以下のサポート事務局をご
活用いただくとともに、産地等にもご紹介ください。

輸出先国の規制に対応するためのサポート事務局
一般社団法人全国植物検疫協会内
TEL：０７０－１１８７－１５２０　FAX：０３－５２９４－１５２５
（サポート事務局ホームページ）
　http://www.zenshoku-kyo.or.jp/consultation/
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本事業に関するお問合せ先
　消費・安全局植物防疫課国際室
　担当者：小野、井ノ口（０３－６７４４－７１６８）

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
◆女性農林漁業者向け「支援策活用ガイドブック」を公開しました 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　【農林水産省 経営局 就農・女性課】
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　農林漁業者の皆さまにご利用いただける農林水産省の支援策のうち、特に女性にご活用
いただきたいものを紹介する「女性農林漁業者向け　支援策活用ガイドブック（平成30年
３月版）」を農林水産省経営局ホームページに公開しました。
　「経営について勉強したい」「規模を拡大したい」「新商品をつくりたい」等の経営改
善をお考えの女性農林漁業者が、自らの目的に合わせて支援策を探すことができるガイド
ブックです。QRコードから関連のWebサイトを検索することや、巻末の索引で掲載事業を
探すことができます。
　日頃より普及指導活動に携わっている皆様方におかれましては、女性農林漁業者の方々
へ当ガイドブックをお知らせいただくとともに、日々の普及指導活動に御活用いただけま
したら幸いです。

○女性農林漁業者向け「支援策活用ガイドブック」ページ
http://www.maff.go.jp/j/keiei/shiensaku.html

※お問い合わせ先
農林水産省　経営局　就農・女性課（担当：漆間、山下）（０３－３５０２－６６００（
内線５１９４））

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
◆品種登録された種苗の増殖にはご注意ください！
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【食料産業局知的財産課】
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　種苗法では、農業者の自家増殖が一定の条件の下に認められていますが、種苗法施行規
則（別表第三）において定められた植物の登録品種を自家増殖する場合は、育成者権者の
許諾が必要となります。今般、種苗法施行規則で指定する植物の種類が追加されましたの
で、普及指導員の皆様におかれましても、登録品種の種苗の適正利用についてご指導ご協
力のほどよろしくお願いします。
　詳しくはこちらをご覧ください。
・リーフレット「登録品種の種苗は適正に利用しましょう」（農林水産省品種登録ホーム
ページ）
　http://www.hinshu2.maff.go.jp/pvr/pamphlet/tekisei.pdf
・自家増殖に育成者権者の許諾が必要な植物一覧（農林水産省品種登録ホームページ）
　http://www.hinshu2.maff.go.jp/pvr/pamphlet/taiou.pdf
※お問合せ先
農林水産省　食料産業局知的財産課種苗室（担当：鈴木、松山）（代表
０３－３５０２－８１１１内線４２８９）

╋╋・‥…　研修等のお知らせ　…‥・╋╋
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
◆平成30年度農業機械・農作業安全研修計画のご案内
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【農林水産研修所つくば館】　
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　平成30年度農業機械・農作業安全研修計画をご案内いたします。都道府県や市町村、
ＪＡ等の農業団体の職員は都道府県職員等コース及び農作業安全組織計画・運営研修が受
講対象となっており、農作業安全研修及び新技術農業機械化推進研修を計画していますの
で、今年度の受講をご検討いただきますようお願いします。

ページ(6)



e-普及だより第168号300420.txt
　なお、毎年農作業中に熱中症で亡くなる方が比較的多いことから、農作業安全対策の一
環として、６月８日に農作業中の熱中症予防対策に資する熱中症及び作業環境対策コース
を実施しますのでご案内いたします。　
　平成30年度農業機械・農作業安全研修についてはこちらのページをご覧ください。
　http://www.maff.go.jp/j/kanbo/tukuba/mito/zyuko/30_plan.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）

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
　　　　　　　　　　　　編集後記
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
　新年度が始まりました。編集班にも入れ替わりがありまして、編集担当Ｔの他に編集担
当Ｙが加わることになりました。
　今後、配信回によって編集担当が替わるかもしれませんが、引き続き現場に届いて欲し
い情報を中心に配信していきますので、よろしくお願い致しますm(_ _)m　◎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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