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　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】　　　　　　　　　 　　　　　　 　◎
　◎　 ☆都道府県農業改良主務課長会議を開催しました　　　　　　　 ◎
　◎ 　☆農業革新支援専門員（果樹）全国ネットワーク会議を　　　　 ◎
　◎ 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　開催しました ◎
　◎【農林水産技術会議事務局からのお知らせ】　　　　　　　　　　  ◎
　◎ 　☆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　　　 ◎
　◎ 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ◎
　◎【セミナーや補助事業等のお知らせ】　　　　　　　　　　　　　　◎
　◎　 ☆平成26年度契約野菜収入確保モデル事業の参加者の　　　　　 ◎
　◎　 　　　募集について（野菜の契約取引に関する事業のお知らせ） ◎
　◎　 ☆実需者のニーズに対応した国産果実の　　　　　　　　　　　 ◎
　◎　　　　　　　　　　　　　　　　　　 取引実証支援が公募開始！ ◎
　◎ 　☆「農の雇用事業（次世代経営者育成派遣研修）」　　　　　　 ◎
　◎　　　　　　　　　　　　　　　　　 の参加者を募集しています　 ◎
　◎　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　◎
　◎【施策情報等のお知らせ】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　◎
　◎　 ☆「平成25年地球温暖化影響調査」について　　　　　　　　　 ◎
　◎　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　◎
　◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎

　　　　　╋╋・‥…　技術普及課からのお知らせ　…‥・╋╋　　　　　

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
◆都道府県農業改良主務課長会議を開催しました
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【生産局農産部技術普及課】
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　２月１８日（火）に都道府県農業改良主務課長会議を開催しました。この会
議は、年に１度、各都道府県の主務課長が一堂に会し、来年度の協同農業普及
事業について話し合う会議で、毎年この時期に開催しています。
　会議では、来年度の活動として、重点プロジェクトの本格的実施を受けた活
動内容や、ネットワーク活動の強化、関連予算を活用した普及活動の推進、ま
た、攻めの農林水産業に対応していくため、研修強化の一環として「新品種・
新技術コーディネーター研修」を新設するなど研修体系を一部見直すことなど
について技術普及課より説明しました。
　また、「今後の普及活動について」として、産業界を含めた幅広い農業技術
者との連携等をテーマにして意見交換を行いました。この意見交換は、省内で
新たな「食料・農業・農村基本計画」の策定に向けた検討が始まったことや、
それに伴い「協同農業普及事業の運営に関する指針」の見直しが予定されるこ
とを受けて行ったもので、今後様々な機会を活用しつつ、都道府県のお考えを
伺っていきたいと考えています。
　議事は以下のとおりです。
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（１）攻めの農林水産業を担う普及活動の展開について
（２）今後の普及活動について（意見交換）
（３）平成２６年度普及関係予算の概要
（４）ガイドラインの見直しについて
（５）平成２５年度普及指導資格試験の結果について
（６）関係課等からの説明事項

※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）

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
◆農業革新支援専門員（果樹）全国ネットワーク会議を開催しました
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【生産局農産部技術普及課】
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　農業革新支援専門員（以下、「支援専門員」という。）は、土地利用型作物、
園芸、畜産等、分野別に各都道府県に配置されています。農林水産省では、支
援専門員と国の研究独法、行政担当者間の連携強化を図ること等を目的に、分
野別に全国ネットワーク会議を開催しております。
　２月１３日には、園芸のうち果樹分野について、支援専門員、（独）農研機
構、当局園芸作物課、技術普及課等を参集範囲として、全国ネットワーク会議
を開催しました。
　会議の議題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
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（生産局農産部技術普及課）
２．果樹における「新品種・新技術の開発・保護・普及の方針」の取組推進及
　　び２６年度関連予算　　　　　　　　　　　（生産局農産部園芸作物課）
３．農研機構における新品種・新技術の開発状況と今後の方向
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（農研機構　果樹研究所）
４．普及活動事例発表
　（１）リンゴ地帯におけるモモ産地の確立（青森県）
　（２）「労力サポートシステム」確立による中山間地域の活性化（徳島県）
　（３）柑橘類（はれひめ、甘平）の地球温暖化対策技術の導入（愛媛県）
５．果樹産地改革の取組推進に向けた情報・意見交換

　来年度も果樹分野を含め、各分野での全国ネットワーク会議を開催する予定
です。「強み」のある産地づくり等に向けた支援専門員の活動に資する会議に
なるよう、開催内容を検討してまいります。
　 後に、業務ご多忙の中参加いただきました皆様、大変お疲れ様でした。

※本会議の配布資料については、ＥＫ－ＳＹＳＴＥＭの支援専門員（果樹）専
　用会議室に掲載しています。
　　https://www.ek-system.ne.jp/index.php?category=forum&view=theme&theme_id=840
1365&popup=1
（「ＥＫ－ＳＹＳＴＥＭ」支援専門員専用会議室は、全国の支援専門員専用の
　ネットワークであり、支援専門員と一部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。）

※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：加藤）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（０３－３５９３－６４９７）

●------------------------------------------------------------------●
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　　╋╋・‥…　農林水産技術会議事務局からのお知らせ　…‥・╋╋

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
◆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。

●果肉が桃色で酸味が程良いリンゴ新品種「ローズパール」
　-調理・加工から生食まで幅広く利用できる品種を育成-
　果肉が桃色に着色するリンゴ新品種「ローズパール」を育成しました。
　果皮は黄色で、果肉にアントシアニンを含み、程良い酸味のある中生品種で
す。
　果肉色を活かして特徴ある加工品の製造に利用でき、調理用や生食用として
の適性も備えており、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/049928.h
tml

●霞ヶ浦におけるカワヒバリガイの分布拡大を予測
　-2018年には湖岸全域に定着-
  2005年に霞ヶ浦での生息が確認された特定外来生物カワヒバリガイは、2012
年にはすでに湖岸の約8割に分布しています。
　過去の分布拡大の状況から、2018年までに湖岸全域に定着すると予測されま
す。
　これらの知見は、霞ヶ浦の水を扱う利水施設や流出河川の流域での被害対策
を行う上で重要な基礎情報です。
[農業環境技術研究所]
　　http://www.niaes.affrc.go.jp/techdoc/press/140116/

●微生物1個のDNAでも解析可能に
　わずかな試料DNAを大量複製できるDNA合成酵素の生産に成功しました。
　本酵素は、これまで活用できなかった培養できない微生物からの有用物質の
探索を可能とするものです。
　本酵素は関東化学株式会社から平成26年度上半期に発売予定です。
[農研機構 食品総合研究所]
　　http://www.naro.affrc.go.jp/publicity_report/press/laboratory/nfri/050357.ht
ml

●放牧牛の繁殖管理を大幅に省力化できる繁殖プログラム
　-毎日の見回りが不要なのに、高い受精率-
　定時人工授精に早期妊娠診断を組み合わせることにより、新たな放牧牛の繁
殖プログラムを開発しました。
　本プログラムを活用することにより、労働時間の大幅な短縮と高い妊娠率を
達成でき、公共牧場などでの繁殖管理コストを25％程度削減できます。
[農研機構 畜産草地研究所]
　　http://www.naro.affrc.go.jp/publicity_report/press/laboratory/nilgs/050382.h
tml

●イネの低温鈍感力:冷害に対する強さの新たな判断基準に
  ゲノム全体の発現の変化を利用してイネの低温ストレスの感じ方を指標化し
た。
　品種によって低温ストレスの感じ方に違いがあることを明らかにした。
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　低温ストレスに鈍感な品種は冷害に強く敏感な品種は冷害に弱い傾向があり、
ストレス耐性に対して新しい考え方を提唱した。
[北海道大学、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/050461.ht
ml

●カドミウムをほとんど含まない水稲品種 「コシヒカリ環1号」
　カドミウムをほとんど含まないコシヒカリ突然変異体を「コシヒカリ環(か
ん)1号」として品種登録出願しました。
　「コシヒカリ環1号」のコメ中にはカドミウムがほとんど含まれない上、その
他の形質と栽培方法は「コシヒカリ」とほとんど変わりません。
　「コシヒカリ環1号」との交配で育種されたカドミウムをほとんど含まない品
種が普及すれば、我が国でヒトが摂取するカドミウムがさらに減ることが期待
できます。 
　現在、65の水稲品種及び系統に「コシヒカリ環1号」が交配されているところ
です。
[農業環境技術研究所、農研機構]
　　http://www.niaes.affrc.go.jp/techdoc/press/140130/

●小型汎用コンバインのソバ・ナタネ専用選別・精選装置を開発
　-小型汎用コンバインの利用拡大による低コスト化に貢献-
　小型汎用コンバインのソバ・ナタネ専用選別・精選装置を開発しました。
　この装置の装着により、ソバ及びナタネの穀粒損失を抑えられます。
　小型汎用コンバインを利用して1台で多数の作物を収穫することで、生産コス
トの低減が期待できます。
[農研機構 生物系特定産業技術研究支援センター]
　　http://www.naro.affrc.go.jp/publicity_report/press/laboratory/brain/050630.h
tml

●植物体への超音波処理による病害防除技術を開発
　-物理的刺激を与え、病気に対する抵抗性を誘導-
　超音波を植物体に照射することにより病気を防除する技術の開発を進めてい
ます。
　イネ苗やトマト苗に超音波を照射することにより、イネいもち病とトマト萎
凋病を抑制できることが確認できました。
　さらなる適応病害の拡大とともに、実用化を目指して装置を改良中です。
[農研機構 生物系特定産業技術研究支援センター]
　　http://www.naro.affrc.go.jp/publicity_report/press/laboratory/brain/050598.h
tml

●田植機植付部を電動化して走行部動力からの分離を実現
　-分散駆動・分散制御方式により構造を簡素化-
　電動化によりシンプルな構造の田植機植付部を開発しました。
　電気モータと電子制御ユニット(ECU)の一体化により、メンテナンス性を向上
しました。
　電動植付部の搭載により、田植機の構造の簡素化及び細かな制御が可能な田
植機開発等に寄与します。
[農研機構 生物系特定産業技術研究支援センター]
　　http://www.naro.affrc.go.jp/publicity_report/press/laboratory/brain/050587.h
tml

●暖地向きナタネ新品種「ななはるか」
　成熟期が早く、暖地での栽培に適した無エルシン酸のナタネ新品種を育成し
ました。油中にエルシン酸を含まないので食用油に適しています。栽培適地は
九州南部地域で、今後、暖地における子実品質の安定化と作付面積の拡大、お
よび地域産業に貢献する製品開発が期待されます。
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[農研機構 東北農業研究センター]
　　http://www.naro.affrc.go.jp/publicity_report/press/laboratory/tarc/050801.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。

●------------------------------------------------------------------●

　　　　╋╋・‥…　セミナーや補助事業等のお知らせ　…‥・╋╋

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
◆平成26年度契約野菜収入確保モデル事業の参加者の募集について（野菜の契
　約取引に関する事業のお知らせ）　　　【独立行政法人農畜産業振興機構】
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　（独）農畜産業振興機構では、現在、契約野菜収入確保モデル事業の参加者
を募集しています（応募の締切：平成26年2月28日（金））。
　普及指導員の皆様におかれましては、ご担当の地域に参加が見込まれる契約
野菜の生産者等がおられましたら、まだ、締切期限に間に合いますので本モデ
ル事業を是非ご紹介いただきますよう、よろしくお願いします。
○事業概要：
①収入補填タイプ：生産者等が、天候その他の事由により契約取引で見込ん
　　　　　　　　　でいた収入が得られなかった場合に、補填を受けられる
　　　　　　　　　仕組み。
②出荷促進タイプ：生産者等が、卸売市場で契約取引と同じ品目の野菜の価格
　　　　　　　　　が高騰している時に、契約に沿って出荷した場合に､補填
　　　　　　　　　を受けられる仕組み。
③数量確保タイプ：中間事業者が、不作の時に、契約数量を確保するために
　　　　　　　　　契約取引と同じ品目の野菜を市場調達等した場合に、補填
　　　　　　　　　を受けられる仕組み。
○対象野菜：指定野菜の１４品目
○事業対象者：
①及び②のタイプは、生産者、農業協同組合、生産者等が構成員となっている
団体等、③のタイプは、中間事業者（流通業者、加工業者等）。

※詳細については、機構ホームページをご覧になるか、野菜業務部直接契約課
　（担当：大西、園部）TEL:03-3583-9817にお問い合わせください。

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
◆実需者のニーズに対応した国産果実の取引実証支援が公募開始！
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【生産局農産部園芸作物課】
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
・近年、カットフルーツ等の手軽に食べられる果実や、地産地消に取り組む学
　校給食用果実の需要が増えています。
・産地においては、このような川下の実需者のニーズを的確にとらえ、販売形
　態や流通経路を工夫してニーズに対応しつつ、再生産価格を確保しうる計画
　的な取引を行うことが重要です。
・こうした取引体制の構築に向けた実証を「国産果実需要適応型取引手法実証
　事業」により支援します！

☆例えば…
　１　カットフルーツやパック詰め果実の流通
　２　学校給食用果実の流通
　３　生搾りジュース等加工用果実の流通
　４　これまでとは異なる出荷時期の流通
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　など、実需者のニーズに応じて新たに取り組みたい取引があれば是非ご相談
　ください。

○本事業の事業実施主体は、生産出荷団体（農協等）等です。

○補助率は定額で、補助金の上限金額は１事業実施主体あたり800万円です。

○（公財）中央果実協会が２月14日から３月31日まで公募中です。
　事業の詳細、応募方法等については、以下のリンク先からHPをご覧ください。
　　http://www.kudamono200.or.jp/JFF/

・普及指導員の皆様におかれましても、国産果実の取引の推進に向けてご協力
　のほどよろしくお願いいたします。

※お問い合わせ先　
　　農林水産省　生産局　園芸作物課（担当：三浦）（03－3502－5957）

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
◆「農の雇用事業（次世代経営者育成派遣研修）」の参加者を募集しています
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【経営局就農・女性課】
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
  農業法人の次世代の経営者を目指す方が他の法人の経営ノウハウを身につけ
るための事業として、「農の雇用事業（次世代経営者育成派遣研修）」を実施
しています。
　これは、農業法人等が、職員等を先進的な農業法人や異業種の法人に派遣し、
現場実践研修（ＯＪＴ研修）を実施するのに必要な経費の助成を行うものです。
　現在、受入法人として、農業法人だけでなく、酒造会社や食品会社も名乗り
をあげていただいています。例えば稲作農業者の方が酒造会社で研修し、原料
米の供給契約に結びつけるなど、農業経営の発展にも役立ちます。
　普及指導員の皆様におかれましては、農業法人等対象となる方々への周知に
ついて更なるご協力をお願いします。

＜対 象 者＞農業法人、農業者、農業サービス事業体等
＜支援単価＞月 大１０万円（代替職員人件費及び研修に係る経費）
＜支援期間＞ 短３ヶ月～ 長２年間
＜募集期間＞随時募集
＜問合せ先＞全国農業会議所、各都道府県農業会議

※詳細については、下記ホームページをご覧ください。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（受入法人一覧も近日掲載予定）
　　http://www.nca.or.jp/Be-farmer/nounokoyou/next/

※お問い合わせ先
　　農林水産省　経営局　就農・女性課（担当：羽子田、菱沼）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（０３－６７４４－２１６０）

●------------------------------------------------------------------●

　　　　　　╋╋・‥…　施策情報等のお知らせ　…‥・╋╋

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
◆「平成25年地球温暖化影響調査」について　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【生産局農産部農業環境対策課】
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　農林水産省では、各都道府県の協力を得て、１月～12月を調査対象期間とし
た地球温暖化に伴う農業生産への影響等を調査し、普及指導員や行政関係者の
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参考資料として「地球温暖化影響調査レポート」を取りまとめています。
　西日本において夏の平均気温平年差が統計開始以来 も高くなった平成25年
の影響につきましても、このたび調査のお願いをさせていただいておりますの
で、ご協力のほどよろしくお願いします。
　新たな高温耐性品種の普及や地域での集団的取組などの事例は、トピックス
として紹介していきたいと思いますので、生産現場における適応策等の情報を
お寄せください。

※お問い合わせ先
　　農林水産省　生産局　農産部　農業環境対策課（担当：宮本、渡邊）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（０３－６７４４－２１１４）

⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒【今後の普及関係イベント予定】⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒

　３月５～６日　平成２５年度全国普及活動研究会（普及方法）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（生産局農産部技術普及課）
　３月１２日　　国産野菜の契約取引マッチング・フェアin東京
　　　　　　　　(東京国際フォーラム　10：00～17：00）
　　　　　　　（(独)農畜産業振興機構野菜業務部直接契約課
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（03-3583-9817））

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
　　　　　　　　　　　　　 　編集後記
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
　お気づきの方もいらっしゃるかと思いますが、今回のメールマガジンでは、
レイアウトのリニューアルを行いました。情報の種類が分かりやすいように、
「技術普及課からのお知らせ」、「農林水産技術会議事務局からのお知らせ」、
「セミナーや補助事業等のお知らせ」、「施策情報等のお知らせ」の４つに分
類しました。いかがでしょうか？
　さて、今年度も早くもあと１ヶ月を切ろうとしています。３月は、今年度の
普及活動を踏まえ、来年度の普及活動に向けた準備をする重要な時期だと思い
ます。４月の定期異動の時期が近づき、ソワソワしている方も多いと思います
が、今後は寒暖差が大きくなる時期ですので、心当たりがある方もない方も、
体調管理に気をつけて、あと１ヶ月の普及活動を行っていただければと思いま
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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