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ｅ‐普及だより　　　　　　　 　　　  　　　第１１６号（通算８４０号）

　　　　　　　　　　　　　平成２６年１月２４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　】◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎
　◎　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　◎
　◎ ☆攻めの農林水産業実行元年にあたって　　　　　　　　　　　　 ◎
　◎ ☆【普及活動お役立ち情報】協同農業普及事業関係者会議を　　　 ◎
　◎ 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　開催しました　 ◎
　◎ ☆【普及活動お役立ち情報】水田フル活用に向けた　　　　　　　 ◎
　◎ 　　　　　　　　　　　飼料用米の取組推進会議を開催しました　 ◎
　◎ ☆【普及活動お役立ち情報】「「新品種・新技術の　　　　　　　 ◎
　◎ 　　　　　　　　　開発・保護・普及の方針」に基づき　　　　　 ◎
　◎ 　　　　　　　　　　　導入が期待される品種等リスト」を　　 　◎
　◎ 　　　　　　　　　　　　　　　　ホームページに公開しました　 ◎
　◎ ☆【普及活動お役立ち情報】大学及び都道府県試験研究機関の　 　◎
　◎ 　　　　　　　　開発した品種・技術シーズの調査結果について　 ◎
　◎ ☆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　　　　 ◎
　◎ ☆平成２６年度委託プロジェクト研究課題の公募について　　　　 ◎
　◎ ☆肥料コストの低減に向けた適正施肥の取組を支援します！　　　 ◎
　◎   －平成２６年度生産環境総合対策事業　　　　　　　　　　　　 ◎
　◎ 　　　　　　　　　　　　　（農業生産環境対策事業）の公募－　 ◎
　◎ ☆「施設園芸省エネルギー生産管理マニュアル　　　　　　　　　 ◎
　◎ 　　　　及びチェックシート【改定版】」を策定・公表しました　 ◎
　◎ ☆経営改善実践システムのリニューアルと　　　　　　　　　　　 ◎
　◎　　　　　　　　　　　 新たな農業経営指標の活用促進について　 ◎
　◎ ☆農地の土壌の種類がわかるスマートフォン用　　　　　　　　　 ◎
　◎ 　　　　　　　　　　無料アプリ“ｅ－土壌図”公開のお知らせ　 ◎
　◎　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　◎
　◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
◆攻めの農林水産業実行元年にあたって
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【生産局農産部技術普及課】
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　技術普及課長　渡邊 康正

　あけましておめでとうございます。
　普及指導員の皆様におかれましては、産地の農業者の方々とともに気分新た
に新しい年を迎えておられることと存じます。
振り返ると、平成２５年は日本の農業が大きく変わり始めた年として記憶され
る年ではないかと思っております。皆さんご存じの通り、昨年、農林水産省で
は、数多くの現場での取組事例「現場の宝」を勉強させて頂き、それらに基づ
き「攻めの農林水産業」の具体化と展開を進め、総理官邸で行われた「農林水
産業・地域の活力創造本部」での検討を経て、「農林水産業・地域の活力創造
プラン」が決定されました。また、「和食」の無形文化遺産登録や２０２０年
オリンピック・パラリンピックの東京開催が決定し、日本の食文化や花、そし
て農業への関心を高めていく絶好の機会ともなることが期待されています。そ
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してこれらの過程で我が国の食と農業について、政府全体はもとより産業界そ
して幅広い多様な方々の間で議論が高まったことも注目すべきことと思います。
　明けて平成２６年は、いよいよ「攻めの農林水産業実行元年」というべき年
です。「農林水産業・地域の活力創造プラン」を実行に移すため、平成２５年
度補正予算、平成２６年度予算で様々な新規メニューが用意されました。普及
の皆さんとの関連では、２６年度予算では、協同農業普及事業交付金で前年同
等水準が確保されているとともに、人・農地問題、援農隊、新品種・新技術の
活用促進、６次産業化、飼料用米等の生産拡大、鳥獣被害防止対策など、生産
現場での普及の活躍が期待される政策課題に関し各種の関連予算が措置されて
います。また、２５年度補正予算では、「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」が措置され、農業現場での革新的な技術体系の実証が
大規模に進められようとしています。普及組織には平成２６年度から「重点プ
ロジェクト」への本格的な取組をお願いしているところですが、普及の皆さん
が直面しておられる産地の諸課題に、関係行政機関、研究機関や様々な地域の
関係者との連携の下、「重点プロジェクト」を通じて対応し、産地の将来ビジョ
ンを具現化していく、その際にこれら各種関連予算を積極的にご活用頂き、普
及活動の成果を挙げて頂ければと存じます。
　技術普及課では今年度も「協同農業普及事業関係者会議」を皮切りに、普及
組織の皆さんと農政の動きを共有し、皆さんから現場の状況、課題、取組をお
伺いする機会を折に触れて設けていく予定です。また、普及の皆様には、こう
した機会に限らずお気軽に技術普及課にお立ち寄り頂ければと存じます。現場
の率直な声や皆さんの思いをお伺いすることを楽しみにしております。
　本年も全国の普及の皆様と一丸となって活力のあるよりよい産地作りに取り
組んでいきたいと存じますので、よろしくお願い申し上げます。

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
◆【普及活動お役立ち情報】協同農業普及事業関係者会議を開催しました
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【生産局農産部技術普及課】
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　平成２５年１２月２４日の平成２６年度予算概算決定を受け、１月１６日
（木）に協同農業普及事業関係者会議を開催しました。
　平成２６年度予算概算決定では、協同農業普及事業交付金については、対前
年同等水準を確保したほか、様々な予算に普及組織の活動が組み込まれていま
す。本会議は、普及関係予算について早期に情報提供を行い、関係予算の検討
・公募準備等を進めていただくため開催したもので、昨年９月１０日に続き２
回目の開催となります。
　会議では、関係課担当者から、事業の内容や公募スケジュールが例年より早
まる見込みであることなどについて説明があり、出席した都道府県主務課担当
者から多くの質問が出されました。
　議事は以下のとおりです。

　１　攻めの農林水産業を担う普及活動の展開について（生産局技術普及課）　　
　２　協同農業普及事業交付金について（生産局技術普及課）
　３　援農隊マッチング支援事業について（生産局技術普及課）　 
　４　新品種・新技術活用型産地育成事業
  （１）全体概要及び地域コンソーシアム支援事業について
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （生産局総務課生産推進室）
  （２）産地ブランド発掘事業について（生産局技術普及課）
  （３）新品種・新事業コーディネーター活動支援事業について
                                                  （生産局技術普及課）          
                      
  （４）種苗供給円滑化事業について（生産局穀物課）
　５　大豆・麦・飼料用米等生産拡大支援事業について(生産局穀物課）
　６　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について
                                  （農林水産技術会議事務局研究推進課）
　７　農研機構の研究成果の紹介（農業・食品産業技術総合研究機構）
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　８　６次産業化支援対策について（食料産業局産業連携課）
　９　人・農地問題解決加速化支援事業について（経営局経営政策課）
　１０　鳥獣被害防止総合対策交付金について
                                （生産局農業環境対策課鳥獣災害対策室）
　１１　産地収益力向上支援事業のうち経営資源有効活用について
                               　                 （生産局技術普及課）
　１２　生産環境総合対策事業について（生産局技術普及課生産資材対策室）
　１３　高収益型畜産体制構築事業について（生産局畜産企画課）

※平成２６年度協同農業普及事業関係予算の概要については、以下のＵＲＬを
　ご覧ください。
　　http://www.maff.go.jp/j/seisan/gizyutu/hukyu/h_yosan/h26_kettei.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：笠原）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（０３－３５０１－３７６９）

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
◆【普及活動お役立ち情報】水田フル活用に向けた飼料用米の取組推進会議を
　開催しました　　　　　　　　　　　　　　　【生産局農産部技術普及課】
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　食料自給率・自給力の向上を図るためには、引き続き、需要に即した主食用
米の生産を進めるとともに、マーケットインの発想に基づき、飼料用米・麦・
大豆などの戦略作物の生産性の向上や高付加価値化等の取組を進め、水田のフ
ル活用を推進する必要があります。
　潜在的な利用可能量が大きく、水田を活用した取組を行いやすい飼料用米に
ついては、今後、さらなる取組の拡大が期待されます。
　畜産農家にとっても、飼料用米の利用拡大は、輸入穀物に依存しない畜産経
営の実現や、堆肥・稲わらの耕畜連携、飼料用米を活用した畜産物のブランド
化などが期待されるところです。
　また、上記の取組に向けた、飼料用米の導入、栽培・給与技術の確立、耕種
農家と畜産農家のマッチング等には普及組織の活躍が不可欠です。　
　このため、飼料用米の着実な取組を推進することを目的に、当局穀物課、畜
産振興課、技術普及課の共催で、１月２２日（木）に、都道府県農業革新支援
専門員、行政部局等を参集範囲として、「水田フル活用に向けた飼料用米の取
組推進会議」を開催しました。

　飼料用米の栽培技術及び給与技術や先進的な取組を行う産地の事例等をもと
に取組推進に向けた課題について意見交換を行うとともに、飼料用米の多収性
専用品種の種子の安定供給に向けた関係者の情報共有を行いました。

　今後、普及組織と行政部局等が連携した、飼料用米の拡大に向けた取組が期
待されます。

※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：佐藤）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（０３－３５０１－３７６９）

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
◆【普及活動お役立ち情報】「「新品種・新技術の開発・保護・普及の方針」
　に基づき導入が期待される品種等リスト」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技術政策課】
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　農林水産技術会議事務局技術政策課では、平成２５年１２月にまとめられた
「新品種・新技術の開発・保護・普及の方針」に基づき、今後、日本の各地で
強みのある農畜産物を活用した産地化の取組が速やかに進められるよう、過去
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に育成された品種を中心にリストとしてとりまとめ、以下のＨＰに公開しまし
たのでご活用ください。

＜特徴＞
１．方針中の「品目別の「強み」のある農畜産物づくりの方向（例）」に沿っ
　　た特徴を有する品種等を選定し、特徴が一目でわかるよう心がけておりま
　　す。
２．登録品種のみならず、実用化の目処がつき次第、数年の内に品種登録・種
　　苗供給が期待されるものも一部含めています（ただし、育成系統の利用に
　　当たっては、育成機関との契約が必要です）。
３．研究開発に国が関与したものを中心に選定しています。 
４．ブランド展開を進める観点から育成者権が失効した品種は選定の対象から
　　除外しています。

※詳細は以下のホームページをご覧ください。
　　http://www.s.affrc.go.jp/docs/hinsyu/kikaku3.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：太田）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（０３－３５０１－４６０９）

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
◆【普及活動お役立ち情報】大学及び都道府県試験研究機関の開発した品種・
　技術シーズの調査結果について　　　　　　　【生産局農産部技術普及課】
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　今般、技術普及課が所管する平成２５年度補助事業「革新的農業技術習得支
援事業のうち研修ニーズ調査等の実施」により、事業実施主体である一般社団
法人全国農業改良普及支援協会の実施した、標記の調査結果が取りまとめられ
ましたのでお知らせします。
　当調査は、普及指導員等が新品種・新技術等を活用した産地の形成を図る上
での検討の参考となるよう、大学、都道府県試験研究機関が開発した品種や技
術を調査したもので、全国１９の大学、４５の都道府県試験研究機関から、米
、麦類、豆類、野菜、果樹、花き、茶、いも類、飼料作物、雑穀の各品目につ
いて、合計２９３件の品種・技術の情報が寄せられました。
　調査結果については、ＥＫ－ＳＹＳＴＥＭにて、情報提供されています。
　今後、新品種・新技術等を活用した産地の形成を図る上での検討のご参考と
していただければ幸いです。
　なお、個々の品種・技術について各産地で活用を検討される際には、品目ご
とに掲載されているＰＤＦファイル中の個票に開発機関の連絡先が記載されて
おりますので、開発機関の担当者に直接ご連絡の上、検討を進めていただきま
すようお願いいたします。

<調査結果(EK-SYSTEM内)>
　https://www.ek-system.ne.jp/index.php?category=category&view=page&page_id=2350
2862
（「ＥＫ－ＳＹＳＴＥＭ」は、全国の普及指導センター等を結ぶ、農業改良普
　及組織専用のネットワークであり、農業改良普及組織関係者以外の方はご覧
　になれませんので、ご了承願います。）

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

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
◆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】

ページ(4)



第116号260124.txt
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　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。

●稲発酵粗飼料用水稲新品種「たちはやて」
　－早生で耐倒伏性が強く茎葉多収－
　茎や葉と籾を合わせた株全体の収量が高い稲発酵粗飼料用水稲品種「たちは
やて」を育成しました。早生で「コシヒカリ」よりも約２週間早く収穫できる
ため、収穫作業の労力分散が可能です。
　地上部収量が高いことに加え、牛が消化しにくい籾の割合が低く、消化性の
良い茎葉の割合が高いため、品質の良い稲発酵粗飼料になります。稲株の稈質
が強く、倒れにくく、安定した栽培が期待できます。
［農研機構 作物研究所］
　　http://www.naro.affrc.go.jp/publicity_report/press/laboratory/nics/049600.ht
ml

●簡単かつ高度な農産物生産工程管理を実現するウェブアプリ
　「apras（アプラス）」の開発
　「apras」は、農薬の使用や施肥などの農産物の生産工程の記録や管理を簡
単かつ高度に行うことのできるウェブアプリです。
　手書き、パソコン、スマートフォンなど多様な入力方式が可能です。
　北海道内における長年の実証試験に基づき、開発されました。
［農研機構 北海道農業研究センター］
　　http://www.naro.affrc.go.jp/publicity_report/press/laboratory/harc/049880.ht
ml

●殻むきをせずに種子を食用利用できるカボチャ新品種「ストライプペポ」を
　育成
　種子に厚い殻が無く、殻むきしないで種子の食用利用が可能なペポカボチャ
品種「ストライプペポ」を育成しました。
　「ストライプペポ」は既存の食用種子カボチャ品種に比べて種子の生産量が
面積当たり約２．４倍と多収で、また株元に果実が付きやすく、省力栽培につ
ながります。
［農研機構 北海道農業研究センター］
　　http://www.naro.affrc.go.jp/publicity_report/press/laboratory/harc/049576.ht
ml

●世界中の農業環境の変化を衛星画像で見よう！
　－高頻度観測衛星データによる「”世界の農業環境”閲覧システム」の
　公開－
　食料・環境問題への関心から「衛星画像を使って世界各地の土地利用・水環
境・作物生育の変化を見てみたい」という要望が寄せられていましたが、専門
知識を持たない人にとって、過去データの検索・閲覧を行うことは容易ではあ
りませんでした。
　農環研は、膨大な衛星画像データを加工し、世界各地の農業環境の変化を誰
でも簡単に見て確かめることができるWebシステムを構築しました。
　「東日本大震災による東北部沿岸浸水被害」、「ベトナムメコンデルタにお
ける水稲三期作・エビ養殖地拡大」など、地球観測衛星から見た農業被害や農
業環境の変化を自分の目で確認できます。
　小中学校・高校における理科・環境教育の電子副教材として、大学や研究機
関における環境研究の参考情報として活用でき、国民レベルでの地球観測衛星
データの利用促進が期待されます。
［農業環境技術研究所］
　　http://www.niaes.affrc.go.jp/techdoc/press/140109/
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●農地の土壌の種類がわかるスマートフォン用無料アプリ“e-土壌図”を公開
　農地の土壌の種類がわかるスマートフォンやタブレットコンピュータ用の無
料アプリケーション“ｅ－土壌図”を公開しました。
　画面上で知りたい場所の農耕地土壌図を表示できるとともに、土壌の種類や
特性に関する情報を入手できます。また、自分が集めたメモや画像を土壌図に
保存することもできます。
　営農指導や土壌調査の支援ツールとしての利用が期待されます。
［農業環境技術研究所］
　　http://www.niaes.affrc.go.jp/techdoc/press/140108/

○「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。

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
◆平成２６年度委託プロジェクト研究課題の公募について　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　【農林水産技術会議事務局研究推進課】
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　農林水産省では、農林水産政策上重要な研究のうち、農林水産分野及び関連
分野の研究総力をあげて取り組むべき課題について委託プロジェクト研究を実
施しています。

　平成２６年度より実施する以下の６つの研究課題について、
平成２６年１月１７日（金）～３月６日（木）の日程で公募を実施しています。

・国産農産物の多様な品質の非破壊評価技術の開発
・養殖ブリ類の輸出促進のための低コスト・安定生産技術の開発
・ゲノム情報を活用した農産物の次世代生産基盤技術の開発
・海外植物遺伝資源の収集・提供強化
・広域・大規模生産に対応する業務・加工用作物品種の開発
・地域資源を活用した再生可能エネルギー等の利活用技術の開発

　詳細については、下記のホームページをご参照ください。 

　上記のうち、特に「広域・大規模生産に対応する業務・加工用作物品種の開
発」については、研究成果を生産現場等へ迅速に普及・実用化させる観点から、
普及・実用化支援組織等の参画を要件としており、研究機関を代表機関とする
研究グループに参画し、応募していただくことを想定しています。

　なお、本公募は、平成２６年度予算政府案に基づき行っているため、予算成
立が前提となります。今後、予算成立までの過程で内容等に変更等があり得る
ことをあらかじめご承知おきください。

［農林水産技術会議事務局］
　　http://www.s.affrc.go.jp/docs/project/2014/project_2014_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　研究推進課（担当：入山）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（０３－３５０２－７４３８）

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
◆肥料コストの低減に向けた適正施肥の取組を支援します！
  －平成２６年度生産環境総合対策事業（農業生産環境対策事業）の公募－
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                                          　【生産局農産部技術普及課】
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　施肥は、適切に行うことが必要です。これまで多量に化学肥料を使用したた
め、リン酸やカリが土壌中に過剰に蓄積している状況も見受けられます。
  土壌中の肥料成分の過剰蓄積や適正施肥量が正しく分かれば、品質や収量に
影響を与えることなく、無駄な肥料を施用する必要がなくなります。

　農林水産省では、生産環境総合対策事業（農業生産環境対策事業）の追加公
募を行い、適正施肥の取組を支援します。内容は次のとおりです。
（１）低コスト施肥技術体系確立事業（補助率：定額）
　　都道府県全体又は都道府県内の広域において、慣行より施肥量を低減する
　ため、減肥基準の策定又は改定をします。また、併せて、うね立て同時施肥
　などの新たな肥料コスト低減技術の導入を支援します。対象となる主な取組
　例は下記のとおりです。なお、環境計量士の国家試験を受けようとする場合、
　技能向上のための研修等についても支援が可能です。
　・減肥基準策定のためのデータ収集、土壌分析
　・肥料コスト低減技術導入に必要な実証試験、機械借上、現地検討会
（２）減肥基準等適応促進事業（補助率：１／２以内）
　　生産者グループ等が、土壌診断結果や減肥基準に基づいて施肥設計を見直
　すことを支援します。また、必要に応じ、単肥利用などの肥料コスト低減技
　術の効果実証を行います。対象となる主な取組例は下記のとおりです。
　・簡易土壌診断装置導入、外注による土壌分析、及び施肥設計見直し
　・肥料コスト低減技術導入に必要な実証試験、機械借上　
　・講習会の開催
  
　１月２８日（予定）から平成２６年度事業の公募開始します。普及指導員の
皆様におかれましては、地域の農業者や農業生産法人等の皆様に情報提供して
頂くとともに、本事業の活用を積極的に働きかけて頂くようお願いいたします。

○公募期間（予定）　平成２６年１月２８日から平成２６年２月２８日

※詳細及び応募方法については以下のページをご覧ください。公募が開始され
　たら、「平成２６年度生産環境総合対策事業（農業生産環境対策事業）に係
　る公募について」としてアップされます。
　　http://www.maff.go.jp/j/supply/hozyo/index.html

※お問い合わせ先
    農林水産省　生産局　農産部　技術普及課　生産資材対策室
                    （担当：浦野、國安）（０３－６７４４－２４３５）

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
◆「施設園芸省エネルギー生産管理マニュアル及びチェックシート【改定版】」
　を策定・公表しました　　　　　　　　　【生産局農産部農業環境対策課】
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　標記マニュアル及びチェックシート【改定版】は平成２０年３月に公表した
既存のマニュアル等を改定したもので、近年、生産現場で導入が進んでいる
ヒートポンプ、木質バイオマス利用加温設備といった省エネ設備を利用した省
エネ対策のポイントや留意点等をまとめています。
　施設園芸の加温に必要な燃油が依然として高価格で推移する中、燃油価格の
影響を受けにくい経営構造への転換を進めるため、農林水産省では「燃油価格
高騰緊急対策」に取り組んでいるところであり、生産現場においても、なお一
層の省エネ対策を推進していただく必要があります。
　普及指導員の皆様におかれましても、本マニュアル等を積極的に活用いただ
き、施設園芸における省エネ対策の推進に取り組んでいただきますようお願い
いたします（チェックシートでは施設園芸農家の自己チェック欄に加え、普及
指導員など関係者によるチェック欄も設けてありますのでご活用ください）。
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　　http://www.maff.go.jp/j/seisan/kankyo/ondanka/pdf/manyuaru.pdf
　　http://www.maff.go.jp/j/seisan/kankyo/ondanka/pdf/tyekku.pdf

※お問い合わせ先
　　農林水産省　農業環境対策課（担当：生玉、小池）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（０３－３５９３－６４９５）

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
◆経営改善実践システムのリニューアルと新たな農業経営指標の活用促進につ
　いて　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【経営局経営政策課】
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　新たな農業経営指標は、農業者が自らの経営状況を入力して自己チェックし、
経営改善を図るために活用していただくことを目的に作成されたものです。こ
の指標をインターネット上で取り組んでいただけるように「経営改善実践シス
テム」を農水省ホームページに掲載しています。
  この度、経営改善実践システムが改良され、農業者が過去の経営状況を振り
返って見られる機能や、目標達成までのシミュレーションを見られる機能が加
わりました。また、都道府県担当者が、農業者が入力したデータを確認出来る
ようになりました（１月２３日リリース予定）。更に、今年度中には、入力し
たデータが農業経営改善計画に反映され、新しい農業経営改善計画書が作成で
きる機能も追加される予定です。
  年も明け、税務申告を控えて、農業者が自らの経営状況を整理し、その見直
しについても取り組みやすい時期でもあります。
  これらの新しい機能を活用して、新たな農業経営指標の農業者への利用推進
を図っていただくとともに、農業者の経営改善指導にご活用いただきますよう、
お願い申し上げます。
  
※新たな農業経営指標については、以下のホームページをご覧下さい。
  　http://www.maff.go.jp/j/ninaite/shihyo.html

※お問い合わせ先　
　　農林水産省　経営局　経営政策課　（担当：戸嶋）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（０３－６７４４－２１４３）

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
◆農地の土壌の種類がわかるスマートフォン用無料アプリ“ｅ－土壌図”公開
　のお知らせ　　　　　　　　　　　　　　　【（独）農業環境技術研究所】
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　（独）農業環技術研究所は、どこでも簡単に土壌情報を利活用できるスマー
トフォン用アプリケーション“ｅ－土壌図”を開発しました。
　“ｅ－土壌図”は、スマートフォンやタブレットコンピュータの画面上で知
りたい場所の農耕地土壌図を表示できるとともに、土壌の種類や特性に関する
情報を入手できます。また、自分が集めたメモや画像を土壌図に保存すること
もできます。
　普及指導員の皆様が、“ｅ－土壌図”を用いて農耕地土壌図上に独自の情報
を追加することで、きめ細やかな土壌診断や、作物の病害虫・雑草の防除など
総合的な作物管理の指導に役立てていただくことを期待しています。

※詳細については以下のページをご覧ください。（ｅ－土壌図紹介ページ）
　　http://agrimesh.dc.affrc.go.jp/e-dojo/

　なお、“ｅ－土壌図”は、iOS用がアップル社のAPP Storeで平成２５年１１
月２１日(木)から無料で配布されています。Android用アプリについては近日
中にグーグル社のGoogle Playで公開する予定です。

※お問い合わせ先
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　(独)農業環境技術研究所　農業環境インベントリーセンター(担当：高田)
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（０２９－８３８－８１７３）

⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒【今後の普及関係イベント予定】⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒

　２月２５日　第１９回環境保全型農業推進コンクール表彰式・シンポジウム
　　　　　（生産局農業環境対策課（主催：全国環境保全型農業推進会議））
　３月５～６日　平成２５年度全国普及活動研究会（普及方法）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（生産局技術普及課）

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
　　　　　　　　　　　　　 　編集後記
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
　年が明けて１回目の「ｅ－普及だより」です。遅くなりましたが、今年もよ
ろしくお願いします。
　さて、本号でも記載しましたが、１月１６日に協同農業普及事業関係者会議
を開催し、当省関係課から都道府県普及主務課の皆様に、平成２６年度予算に
ついて説明を行いました。都道府県でも来年度予算の活用に向けて内容を詰め
ているところだと思います。省内でも、普及組織に対する期待が高まっており
ます。事業を積極的にご活用いただき、事業を活用して創出した成果を当省や
都道府県でＰＲし、普及指導員の活躍がさらに評価されるよう取り組んでいき
ましょう！
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　◎　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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