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ｅ‐普及だより　　　　　　　 　　　  　　　第１１５号（通算８３８号）

　　　　　　　　　　　　　平成２５年１２月２７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２６年度協同農業普及事業　　　 ◎
　◎ 　　　　　　　　　　　　　　　関連予算概算決定の概要について ◎
　◎ ☆【普及活動お役立ち情報】平成２５年普及指導員資格試験の　　 ◎
　◎ 　　　　　　　　　　　　　　　　合格者及び結果を公表しました ◎
　◎ ☆【普及活動お役立ち情報】「明日の農業のための　　　　　　　 ◎
　◎ 　　　　技術シーズ集２０１３」をホームページに公開しました　 ◎
　◎ ☆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　　　　 ◎
　◎ ☆【予告】　担い手の稲作コスト低減や高収益化に資する　　　　 ◎
　◎ 　　　　　　　　　　　　　　　　　稲作技術を広く募集します！ ◎
　◎ ☆平成２４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 ◎
　◎ ☆青年新規就農者ネットワーク「一農（いちのう）ネット」誕生！ ◎
　◎　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　◎
　◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
◆【普及活動お役立ち情報】平成２６年度協同農業普及事業関連予算概算決定
　の概要について　　　　　　　　　　　　　　【生産局農産部技術普及課】
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　平成２５年１２月２４日、平成２６年度予算が概算決定されました。
　協同農業普及事業関連予算は以下のとおりです。
　都道府県の普及組織は、産地や農業者等への支援に加えて、担い手育成、担
い手への農地集積、生産現場の強化、６次産業化などの農政課題に関する現場
対応を通じ、攻めの農林水産業の実現への貢献が期待されています。
　このため、協同農業普及事業交付金のみならず、様々な予算に普及組織の活
動が組み込まれています。
　なお、平成２６年１月１６日に、都道府県協同農業普及事業主務課等を参集
範囲として、「協同農業普及事業関係者会議」を開催します。本会議では、担
当課から普及関連予算について説明します。
　普及関係予算を活用し、普及組織の活躍による攻めの農林水産業の実現に向
けて、普及指導活動を行っていただきますよう、お願いいたします。

■協同農業普及事業交付金　　　　　　　　　　　　　　　２４（２４億円）
　普及指導員による、食料自給率の向上、産地の収益力の向上等に対する支援
を推進。

■人・農地問題解決加速化支援事業　　　　　　　　１２（１１）億円の内数
　地域における農業者の話し合いにより作成する「人・農地プラン」の継続的
な見直しや普及指導員ＯＢ等を地域連携推進員として活用することによる体制
の強化、農業経営の法人化等を支援。

■産地活性化総合対策事業（経営資源有効活用地区）２９（２３）億円の内数
　新規就農者等が後継者不在の畜舎、果樹園、ハウス等の経営資源を活用する
場合に必要な技術等を支援。
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■援農隊マッチング支援事業　　　　　　　　　　　　　　　　１（－）億円
　収穫期等の繁忙期における労働力を確保するため、普及指導員等によるシル
バー人材センター・ハローワーク等と連携した援農者の斡旋・組織化、援農者
への技術研修等を支援。

■新品種・新技術活用型産地育成支援事業　　　　　　　７（－）億円の内数
　生産者、実需者、普及指導員等が連携して新品種・新技術を活用し、「強み」
のある新たな産地形成を行う取組等を支援。

■６次産業化支援対策（６次産業化ネットワーク活動推進交付金）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　９（８）億円の内数
　農林漁業者と多様な事業者が連携して行う新商品開発・販路開拓、６次産業
化プランナーによる事業者等によるサポート体制の整備等を支援。

■産地活性化総合対策事業（大豆・麦・飼料用米等生産拡大支援事業）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２９（２３）億円の内数
　水田のフル活用と需要に応じた土地利用型作物の生産拡大に向け、生産コス
ト低減等に資する技術・経営実証等の取組を支援。

■鳥獣被害防止総合対策交付金　　　　　　　　　　９５（９５）億円の内数
　鳥獣被害防止対策として行う実施体制整備、広域捕獲活動、新技術実証・普
及活動及び人材育成活動等を支援。

【参考】平成２５年度補正予算関係
■攻めの農林水産業の実現に向けた革新的技術緊急展開事業
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１００億円の内数　
　低コスト生産・高収益農林水産業を実現する革新的な技術体系の実証研究等
を支援。

※平成２６年度農林水産予算概算決定の概要については、以下のＵＲＬをご覧
　ください。
　　http://www.maff.go.jp/j/press/kanbo/yosan/131224.html

※お問い合わせ先
　農林水産省　生産局　農産部　技術普及課（担当：島、佐藤）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（０３－３５０１－３７６９）

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
◆【普及活動お役立ち情報】平成２５年普及指導員資格試験の合格者及び結果
　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合格発表を１２月２４日（火）に行い、合格者
の受験番号及び本年試験の結果概要をホームページ上に公表しました。本年試
験の合格率は４７．８％でした。
　本試験の筆記試験では、普及指導員として活躍するために必要な能力として、
（１）農業等に関する基礎的な知識、（２）専門的な技術に関する知識及びそ
の応用能力に加え、（３）現場課題を解決するのに必要な能力や普及指導活動
手法に関する知識の有無が審査されています。
　今後受験を予定されている方は、試験に向けて、これらの能力をより一層高
めていただくようお願いします。
　また、お近くに受験予定者がいらっしゃる方は、これらの能力が身につくよ
うご指導いただくようお願いします。

※詳細について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
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※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】「明日の農業のための技術シーズ集２０１３」を
　ホームページに公開しました　　【農林水産技術会議事務局研究統括官室】
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　農林水産技術会議事務局研究統括官室では、平成２４年度委託プロジェクト
研究で開発している技術のうち、生産現場で活用可能な技術、参考にしていた
だける技術等について、「明日の農業のための技術シーズ集２０１２」として
とりまとめ、ＨＰに公開したところですが、今般、研究成果や情報を新たに追
加し、「明日の農業のための技術シーズ集２０１３」として、以下のＨＰに公
開しましたのでご活用ください。

＜特徴＞
１．プロジェクト研究で開発した一つひとつの技術の概要をパンフレット形式
　　でとりまとめており、技術の特徴が一目でわかるように心がけております。
２．できるだけ新しい技術情報を数多くお届けするために、技術として実用段
　　階に達した研究成果のみならず、現在、生産現場で実証試験中の研究成果、
　　さらには初期の研究開発段階にある研究成果も積極的に取り上げておりま
　　す。

※詳細は以下のホームページをご覧ください。
　　URL：http://www.s.affrc.go.jp/docs/project/genba/index.htm

※お問い合わせ先
　　農林水産省　農林水産技術会議事務局　研究統括官室　（担当：葉玉）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（０３－６７４４－２２１４）

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
◆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情報を
以下のとおりご紹介します。

●ちゃんぽん用小麦「長崎Ｗ２号」を長崎県と共同で開発しました
　－新しいちゃんぽんの歴史が始まります－
　長崎県と農研機構 九州沖縄農業研究センターは長崎ちゃんぽんに向く小麦
品種「長崎Ｗ２号」を共同で開発し、長崎県庁で平成２５年１１月８日（金曜
日）に記者発表を行いました。
　長崎県農林技術開発センターにプレス資料が掲載されています。
［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/049324.html

●品種カタログを掲載しました
　農林水産省では、産地として新しい品種を導入したい、他社と差別化したい
商品の原料となる特色ある品種を探している、特定の用途向けにその特性を備
えた品種を見つけたいなどといった声に応えられるような品種を集めた「品種
カタログ」をホームページに掲載しました。
　品種カタログには、特徴のある品種、特別な用途に向いた品種、 新の品種
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などを揃えました。この品種カタログは、１０月に開催されたアグリビジネス
創出フェア「品種紹介コーナー」でも紹介いたしました。是非、ご活用くださ
い。
［「品種カタログ」ホームページ］
　　http://agribiz-fair.jp/＊品種カタログ＊/

●良食味で栽培容易な晩生ニホンナシ新品種「甘太（かんた）」
　－晩生のニホンナシ需要を拡大－
　高糖度で軟らかく良食味の晩生のニホンナシ「甘太」を育成しました。
　「新高」と同時期あるいはやや遅い時期に収穫でき、樹勢が強く花芽の着生
も良好なことから栽培容易で豊産性です。
［農研機構 果樹研究所］
　　http://www.naro.affrc.go.jp/publicity_report/press/laboratory/fruit/049425.h
tml

●果肉が赤く食味の良いリンゴ新品種「ルビースイート」
　－果肉にアントシアニンを含み大果で甘い生食加工兼用品種を育成－
　赤肉で食味の良い生食加工兼用リンゴ新品種「ルビースイート」を育成しま
した。
　大果で、果肉にアントシアニンを含み、甘くて食味が良い中生品種です。
　果肉色を活かして特徴ある加工品製造に利用でき、リンゴの需要拡大が期待
できます。
［農研機構 果樹研究所］
　　http://www.naro.affrc.go.jp/publicity_report/press/laboratory/fruit/049463.h
tml

●暖地で安定生産可能な良食味ニホンナシ新品種「凜夏（りんか）」
　－地球温暖化に対応し、暖地でも安定生産できる早生品種を育成－
　地球温暖化の進行により、暖地では「幸水」等の花芽が枯死する障害が発生
していることに対応し、暖地でも安定生産できるニホンナシ新品種「凜夏」を
育成しました。
　「幸水」とほぼ同時期に収穫できる、大果で良食味の早生品種として、暖地
での普及が期待されます。
［農研機構 果樹研究所］
　　http://www.naro.affrc.go.jp/publicity_report/press/laboratory/fruit/049431.h
tml

●新しい殺菌法（交流高電界殺菌法）を利用した果汁製品の製造が始まります
　殺菌時の品質劣化を大幅に低減（変色は１／５、ビタミンＣの減少は
１／１０に）できる新しい殺菌技術を開発しました。
　さらに本技術を用いた殺菌装置の商業規模へのスケールアップに成功しまし
た。
　ポッカサッポロフード＆ビバレッジが本装置で処理した製品の製造を近日中
に開始します。
［農研機構 食品総合研究所］
　　http://www.naro.affrc.go.jp/publicity_report/press/laboratory/nfri/049382.ht
ml

○「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、各機関に直接お問い合わせ願います。

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
◆【予告】　担い手の稲作コスト低減や高収益化に資する稲作技術を広く募集
　します！　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【生産局農産部穀物課】

ページ(4)



第115号251227.txt
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　農林水産省では、今後、担い手への農地集積・集約化を進めていくに当たり、
農地を集積した担い手の経営革新（低コスト化・高収益化）に資する稲作技術
の選択肢として、担い手向けの稲作技術カタログを作成します。
　このため、稲作技術に精通した試験研究機関（独法、公設試、大学等）、民
間企業、篤農家及び普及指導機関（普及センター、ＪＡ等）等の皆様から、稲
作コスト低減や高収益化に資する技術を広く募集する予定です。
　普及指導員の皆様におかれましては、各地域内において、本取組を共有して
頂くとともに、生産現場から本取組の趣旨に合致した技術を幅広く発掘し、応
募いただきますようお願いいたします。

■応募いただきたい技術は、担い手農家の稲作経営において、
　（１）労働費の低減（労働時間の短縮、１人当たり作業面積の拡大）
　（２）物財費の低減（資材、農機具、施設コスト等の低減）
　（３）売上げの拡大（販売単価の向上、１０ａ当たりの収量増大）
　に資する技術です。（栽培技術、品種、資材、農機具、施設等も含みます）

■応募いただいた技術については、
　・客観的な効果や適用条件等、技術の導入を判断するのに十分なデータが揃
　　っているものを『担い手向け稲作技術カタログ』に掲載・公表します。
　（技術の優劣を評価するものではありません。）
　・稲作技術のワークショップを開催し、技術に関心を持った稲作農家や試験
　　研究機関等と連携して、技術の実証・改良を後押しします。

■募集期間は平成２６年１月中旬から２月中旬までの予定です。詳細な情報は、
　今後、農林水産省ホームページに掲載します。

※お問い合わせ先
　稲作技術カタログ作成委員会準備事務局（農林水産省生産局穀物課内）
　　　　　　　（担当：清水、久野）（ＴＥＬ：０３－３５０２－５９６５）
                                  （ＦＡＸ：０３－６７４４－２５２３）
                                    　（inasaku-gijutu@nm.maff.go.jp）

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
◆平成２４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】
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　農林水産省では、より効果的な再発防止策の策定を目的として、農薬の使用
に伴う事故及び被害の発生状況について、平成２４年度の調査結果をとりまと
め、公表しました。
　調査の結果、農薬を飲料の空容器等に移し替えたために誤って飲んでしまっ
たり、土壌くん蒸剤（クロルピクリン剤）処理後の作業管理（被覆、空容器の
処理）が不適切だったこと等が原因で発生した中毒事故は３８件でした。
　これらの事故を防止するには
・農薬を飲料の空容器等に移し替えない
・農薬を飲料と分けて保管・管理する
・土壌くん蒸剤を使用した際は適正な資材により被覆を完全に行う
などの取組が重要です。
　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）
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第115号251227.txt
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（０３－３５０１－３９６５）

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
◆青年新規就農者ネットワーク「一農（いちのう）ネット」誕生！
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【経営局就農・女性課】
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　農業でがんばる若者と農林水産省が直接つながる「青年新規就農者ネットワー
ク（一農ネット）」を１２月に創設しました。
　まずは、「一農ネット便り」として新規就農に関する 新情報を農林水産省
からダイレクトに発信、今後は新規就農者の声を政策に反映させるためのアン
ケート調査や交流会の実施なども予定しています。
　青年就農給付金の受給者や農の雇用事業の研修生などの新規就農者、また、
就農を希望する方や、そんな若者たちを応援していただいている方など、どな
たでもご参加いただけます。
　将来、地域の担い手として活躍していく若者たちを応援するネットワークで
す。皆さんの周りの新規就農者の方々にも今すぐ登録するよう呼びかけてくだ
さい。

※登録はこちらから↓↓
「もう登録した？？一農ネットでつながろう」
　　http://www.maff.go.jp/j/new_farmer/n_syunou/1nou.html
　
※お問い合わせ先
　　農林水産省　経営局　就農・女性課（担当：北川、鈴木、林）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（０３－３５０２－６４６９）

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
　　　　　　　　　　　　　 　編集後記
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
　本号でも配信しておりますが、１２月２４日、平成２６年度予算の概算決定
がなされました。協同農業普及事業交付金は前年同等水準、また、交付金のみ
ならず、様々な予算に普及組織の活動が組み込まれ、普及指導員の皆様に期待
が寄せられていることが分かります。
　さて、今年も残すところあと５日間、「ｅ－普及だより」も今年の配信はあ
と１回（普及活動事例号）となりました。今年 後まで気を抜かないようにが
んばります。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　◎　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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