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ｅ‐普及だより　　　　　　　 　　　  　　　第１０７号（通算８１０号）
　
　　　　　　　　　　　　　平成２５年４月２３日
　　　　　　　編集・発行　農林水産省生産局農産部技術普及課

☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆
∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽
　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　】◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎
　◎　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　◎
  ◎ ☆【普及活動お役立ち情報】平成２５年普及指導員資格試験の　　 ◎
　◎　　　　　　　　　　　　 実施について（計画）を公表しました　 ◎
　◎ ☆【普及活動お役立ち情報】大豆・麦生産体制　　　　　　　　　 ◎
　◎ 　　　緊急整備事業を活用した大豆・麦の生産拡大に向けた　　　 ◎
　◎　　　　　　　　　　　　　　　 キックオフ会議を開催しました 　◎
　◎ ☆【普及活動お役立ち情報】平成２４年度民間企業等派遣研修　　 ◎
　◎　　　　 　　　　（６次産業総合推進事業）の事業成果について　 ◎
　◎ ☆「農業新技術２０１３」の選定について　　　　　　　　　 　　◎
　◎ ☆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　　　　 ◎
　◎ ☆第１９回環境保全型農業推進コンクールの募集開始について　   ◎
　◎ ☆平成２５年度（第１４回）「民間部門農林水産研究　　　　　　 ◎
　◎ 　　　　　開発功績者表彰」における候補者の募集開始について　 ◎
　◎ ☆平成２５年度（第９回）「若手農林水産研究者表彰」　　　　　 ◎
　◎ 　　　　　　　　　　　　　における候補者の募集開始について　 ◎
　◎　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　◎
　◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎ 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
◆【普及活動お役立ち情報】平成２５年普及指導員資格試験の実施について
　（計画）を公表しました　　　　　　　　　　【生産局農産部技術普及課】
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　本年の普及指導員資格試験のスケジュール等をホームページ上に公表しまし
た。本年試験の受験を予定している方は、ご確認下さい。
　本年試験は昨年とほぼ同様のスケジュールを予定しており、受験案内を５月
７日（火）にホームページ上に公表予定です。受験手続等の詳細については受
験案内をご確認下さい。
　また、昨年試験からの変更点として、筆記試験の実施スケジュールを見直し、
１日目の午後に審査課題ア、２日目の午前・午後にそれぞれ審査課題イ・ウを
実施します。

※詳細は以下のホームページをご覧ください。
　http://www.maff.go.jp/j/seisan/gizyutu/hukyu/h_siken/index.html

※お問い合わせ先
　普及指導員資格試験事務局（農林水産省 生産局 農産部 技術普及課）
                            （担当：安藤）（０３－３５０２－６４６０）

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
◆【普及活動お役立ち情報】大豆・麦生産体制緊急整備事業を活用した大豆・
　麦の生産拡大に向けたキックオフ会議を開催しました
　　　　　　　　　　　　　　　　　　【生産局農産部穀物課・技術普及課】
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　４月９日に、大豆・麦生産体制緊急整備事業を活用する道府県協議会が設置
される道府県の、土地利用型作物分野の農業革新支援専門員、作物生産振興部
局の生産振興担当者、本事業担当者、農林水産省穀物課・技術普及課担当者、
国独法研究機関等が参集し、「大豆・麦生産体制緊急整備事業を活用した大豆
・麦の生産拡大に向けたキックオフ会議」が開催されました。
　会議では、以下の話題について議論・情報共有されました。

１．大豆・麦の生産拡大に向けた課題と取組方向について（農林水産省穀物課）
２．平成２５年度からの協同農業普及事業について（農林水産省技術普及課）
３．各協議会の取組事例について（各都道府県）
（１）ほ場条件（排水性、土壌理化学性等）の改善に向けた取組
（２）難防除雑草対策のための取組
（３）生産性向上・需要拡大に向けた品種転換や新技術の導入等の取組

　また、今後ともこのような全国横断的な情報交換や検討を支援するため、
１月には全国段階で成果発表会を予定する等、全国やブロック段階で情報・意
見交換を行う予定です。

※お問い合わせ先　
　　農林水産省　生産局　農産部　穀物課（担当：武）
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（０３－３５０２－５９６５）
　　農林水産省　生産局　農産部　技術普及課（担当：横田）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（０３－３５０１－３７６９）

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
◆平成２４年度民間企業等派遣研修（６次産業総合推進事業）の事業成果につ
　いて　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【生産局農産部技術普及課】
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　農林水産省では、６次産業化の推進や支援を行う普及指導員等の皆様を対象
に、先進的な事業活動に取り組んでいる民間企業の担当者とのグループワーク
やロールプレイング等を通じて、派遣先のビジネスノウハウを習得する「民間
企業等派遣研修」を公募事業により実施しています。
　この度、平成２４年度の事業成果報告書等について、事業実施主体の食品
チェーン研究協議会のホームページに掲載されましたので、お知らせします。
　なお、本研修に御協力いただいた研修の受入先は以下のとおりです。

会津中央乳業（株）
イオンリテール（株）フードアルチザン
オイシックス（株）
西日本高速道路（株）
（株）ノバレーゼ
パルシステム生活協同組合連合会
（株）ヒルズ
ヤヱガキフード＆システム（株）
六本木農園・とちまるショップ

※詳細については、以下のページをご覧ください。
　　http://www.afcr.jp/fukyuin/

※お問い合わせ先
　　食品チェーン研究協議会（食品需給研究センター内）
　　　　　　　　　（担当：深澤、長谷川）　（０３－５５６７－１９９１）
　　農林水産省　生産局　農産部　技術普及課（担当：山田）　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（０３－３５９３－６４９７）

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
◆「農業新技術２０１３」の選定について
　　　　　　　　　　　　　　　　　【農林水産技術会議事務局研究推進課】
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
  農林水産省では、近年の農業関係の試験研究機関による研究成果のうち、早
急に農業生産現場へ普及する必要がある重要な技術を「農業新技術２００Ｘ」
として毎年選定し、公表しています。
　本年は、「農業新技術２０１３」として、５つの技術を新たに選定し、行政
部局、普及組織及び研究機関等が相互に連携し、生産現場への迅速な普及に取
り組むこととしています。
　普及指導員の皆様におかれましては、これら技術情報を是非、生産現場への
普及指導活動にご活用ください。
    
※詳細は以下のページをご覧ください。
    http://www.s.affrc.go.jp/docs/press/130405.htm

※お問い合わせ先
　　農林水産省　農林水産技術会議事務局　研究推進課（担当：吉田、高橋）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（０３－３５０２－７４６２）

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
◆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総務課】
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　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品種の
情報を以下のとおりご紹介します。

■日持ち保証に対応した切り花の品質管理マニュアル
　主要切り花３０品目の品質管理マニュアルを作成しました。
　カラーやチューリップなど、これまで有効な品質保持技術がなかった品目で
新たに有効な品質保持技術を開発しました。
　本マニュアルの活用により、切り花の日持ち保証販売の普及が期待されます。
　マニュアルは、以下のホームページからダウンロードできます。
［農研機構　花き研究所］
　http://www.naro.affrc.go.jp/publicity_report/press/laboratory/flower/045935.html

■「ウリ科野菜ホモプシス根腐病被害回避マニュアル」を公表
　－圃場診断技術と発症時の被害緩和技術を開発－
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　農研機構　東北農業研究センターは、ウリ科野菜ホモプシス根腐病による汚
染圃場を検出するための圃場診断技術と、発症圃場での被害を緩和する栽培管
理技術、従来の土壌消毒よりも簡便に病害の発生を低減できる土壌管理技術を
組み合わせた総合防除体系を構築し、マニュアルとして取りまとめました。 
　ホモプシス根腐病は病原菌がウリ科野菜の根に感染して激しい萎れ・枯死を
引き起こす病害です。これまでに岩手・宮城・秋田・山形・福島の５県で合計
５１市町村にまで拡大し、深刻な問題となっています。
　本マニュアルの活用により、普及指導機関が被害の発生を未然に防止する取
組が可能となり、ウリ科野菜の安定生産に貢献します。 
　マニュアルは、東北農研のホームページからダウンロードできます。
　冊子体をご希望の方は、情報広報課へＦａｘまたはｅ－ｍａｉｌでお申し込
みください。
　Ｆａｘ：０１９－６４３－３５８８
　ｅ－ｍａｉｌ：www-tohoku@naro.affrc.go.jp
［農研機構　東北農業研究センター］
　http://www.naro.affrc.go.jp/tarc/contents/publication/index.html

■「ニンニク周年供給のための収穫後処理マニュアル」を公表
　農研機構　東北農業研究センターは、地方独立行政法人　青森県産業技術セ
ンターと共同で、ニンニクを周年供給するために重要な３つの収穫後処理技術
（乾燥、貯蔵、出庫後の発根・萌芽を抑制する高温処理）について、品質保持
に最適な条件を明らかにし、マニュアルとしてとりまとめました。
　本マニュアルでは、３つの収穫後処理技術について具体的な方法を説明する
とともに、これらの処理条件と品質との関係をわかりやすく解説しています。
　マニュアルは、東北農研のホームページからダウンロードできます。
　冊子体をご希望の方は、情報広報課へＦａｘまたはｅ－ｍａｉｌでお申し込
みください。
　Ｆａｘ：０１９－６４３－３５８８
　ｅ－ｍａｉｌ：www-tohoku@naro.affrc.go.jp
［農研機構　東北農業研究センター］
　http://www.naro.affrc.go.jp/tarc/contents/publication/index.html

●多収で穂発芽と縞萎縮病に強い二条大麦新品種「はるか二条」
　－「ニシノホシ」に代わる主力品種として期待－
　早生、短強稈で倒伏に強く、大粒で整粒収量が極めて多い二条大麦新品種
「はるか二条」を育成しました。原粒の品質および精麦品質も良好です。
　穂発芽しにくく、オオムギ縞萎縮病とうどんこ病に強く安定生産が可能で
す。長崎県を始め九州各県で評価が高く、「ニシノホシ」に代わる主力品種
として普及が期待されます。
［農研機構 九州沖縄農業研究センター］
　http://www.naro.affrc.go.jp/publicity_report/press/laboratory/karc/046148.html

○「食と農の研究メールマガジン」については以下のページをご覧ください
　　http://www.s.affrc.go.jp/docs/mg/mg_top.htm

○「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　総務課（担当：吉田）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（０３－３５０２－７４０７）
　※上記の品種・技術についての内容は、農研機構に直接お問い合わせ願いま
　　す。

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
◆第１９回環境保全型農業推進コンクールの募集開始について
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【生産局農産部農業環境対策課】
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　有機農業をはじめとする環境保全型農業の確立を目指し毎年、本コンクール
を実施しています。
  農林水産省としても、本コンクールについて後援を行うとともに、農林水産
大臣賞等を交付しているところです。
　また、今回からは、農業者や団体等のほか募集対象を新規就農者や農業高校
などの教育関係機関、ＮＰＯ等の活動支援組織に広げ、より良いコンクールと
なるよう工夫をしました。
　コンクールにおける顕彰は生産者の事例紹介のほか、取組上の工夫や努力に
ついても広く情報発信することができ、他の生産者が環境保全型農業に取り組
む上での重要な情報として活用されています。
　このため、現場を知る普及指導員の皆様からより一層の生産者へのお声かけ
と優良な事例を推薦を宜しくお願い致します。

※詳細については以下のページをご覧ください。
　（全国環境保全型農業推進会議）
　　http://www.ecofarm-net.jp/04contest/index.html

※お問い合わせ先
　　推進会議事務局　（一財）日本土壌協会（担当：松尾）
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（０３－３２９２－７２８１）

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
◆平成２５年度（第１４回）「民間部門農林水産研究開発功績者表彰」におけ
　る候補者の募集開始について　　　【農林水産技術会議事務局技術政策課】
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　農林水産業その他関連産業に関する研究開発で民間が主体となり行っている
ものについて、その一層の発展、また従事する方の一層の意欲向上を目的に、
公益社団法人農林水産・食品産業技術振興協会との共催により表彰を実施して
おり、この度、候補者募集を開始しました。
　普及指導員の皆様におかれましては、農林漁業者の方々で品種改良、新栽培
方法の創出などの活動に積極的に取り組まれ、優れた功績を挙げておられる方
々に、幅広にこの表彰についてご案内いただきますよう、よろしくお願いしま
す。

※応募期限：平成２５年６月１０日（月曜日）

※詳細については、以下のページをご覧ください。
　　http://www.s.affrc.go.jp/docs/press/130410_2.htm

※お問い合わせ先
（事業全般について）
　　農林水産省　農林水産技術会議事務局　技術政策課（担当：志村、江森）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（０３－３５０１－９８８６）
（応募方法について）
　　公益社団法人　農林水産・食品産業技術振興協会　調査情報部
　　　　　　　　　　　（担当：小松、峯松）（０３－３５８６－８６４４）

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
◆平成２５年度（第９回）「若手農林水産研究者表彰」における候補者の募集
　開始について　　　　　　　　　　【農林水産技術会議事務局技術政策課】
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　農林水産業及び関連産業に関する研究開発の一層の発展及びそれに従事して
いる若手研究者の研究意欲の向上を目的とした表彰を実施しており、この度、
候補者募集を開始しました。多数のご応募・ご推薦をお待ちしています。
　普及指導員の皆様におかれましては、本表彰への応募の推進についてご協力
のほどよろしくお願いします。

※応募期限：平成２５年６月１０日（月曜日）

※詳細については、以下のページをご覧ください。
　　http://www.s.affrc.go.jp/docs/press/130410_1.htm

※お問い合わせ先
　　農林水産省　農林水産技術会議事務局　技術政策課（担当：志村、江森）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（０３－３５０１－９８８６）

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
　　　　　　　　　　　　　 　編集後記　
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
　（緊急号を除いて）新年度１回目の「ｅ－普及だより」です。今年度も引き
続き配信をいたします。
　さて、「ｅ－普及だより」は普及指導員を中心に約９，７００名が配信登録
していただいております。少しでも普及指導員の皆様のお役に立てる情報を、
省内各課と連携し、配信して参りますので、引き続きよろしくお願いします。
　編集は昨年度に引き続き、「Ｓ」が担当します。普及指導員だった頃の経験
を活かしていきたいと思いますので、よろしくお願いします。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　◎　編集担当Ｓ　◎
∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽
※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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