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ｅ‐普及だより　　　　　　　 　　　  　　　第１１８号（通算８４５号）

　　　　　　　　　　　　　平成２６年３月２０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　】◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎
　◎　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　◎
　◎【技術普及課からのお知らせ】　　  　　　　　　 　　　　　　 　◎
　◎　☆平成２５年度全国普及指導活動研究会（普及方法）の　　　　　◎
  ◎                                  　研究発表資料掲載のご案内  ◎
　◎  ☆パイプハウス等の撤去・復旧ボランティア募集地域の　 　　　 ◎
　◎　　　　　　　　　　　　  農林水産省ホームページ掲載について  ◎
　◎　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  ◎
　◎【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　　 　 ◎
　◎  ☆平成２６年度委託プロジェクト研究課題の公募（第２回）  　  ◎
　◎ 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　について  ◎
　◎　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　◎
　◎【施策情報・補助事業等のお知らせ】　　　　　　　　　　　　　　◎
　◎　☆２０１４年 春の農作業安全確認運動の実施について 　　 　　 ◎
　◎　☆この春から入社する新入社員の研修にもご活用いただけます！  ◎
　◎　　「農の雇用事業（平成２６年６月研修開始分）」の　　　　　　◎
　◎　　　　　　　　　　　　　　　　　事業参加者を募集しています　◎
　◎　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　◎
　◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎

　　　　　╋╋・‥…　技術普及課からのお知らせ　…‥・╋╋　　　　　

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
◆平成２５年度全国普及指導活動研究会（普及方法）の研究発表資料掲載の
　ご案内　　　　　　　　　　　　　　　　　　【生産局農産部技術普及課】
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　農林水産省では、平成２６年３月５日～３月６日に、石垣記念ホールにおい
て標記研究会を開催し、各農政局ブロック等による普及方法に関する調査研究
成果等の発表と質疑応答を通じて、普及方法に関する理解を深めました。
　また、２日目には、「普及組織のコーディネート力を活用した産業界等との
連携について」と題した全体討議を行い、普及組織が主体的に外部と連携して
活動を行うことのメリットや課題などについて議論を行いました。
　本研究会の資料と報告書を、近日中に（一社）全国農業改良普及支援協会が
運営するＥＫ－ＳＹＳＴＥＭに掲載する予定ですので、普及指導員の皆様にお
かれましては、効果的な普及指導活動や資質向上を図る際のご参考としてご活
用下さい。

※各ブロック等の調査研究のテーマは、以下のとおりです。

○東北ブロック：普及指導員の人材育成のあり方と人材育成計画への対応方向
○関東ブロック：普及指導員研修を効果的に実施するために
○北陸ブロック：６次産業化支援に係る普及指導活動の在り方について
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○近畿ブロック：商工業者と「つなぐ」普及活動
○中国四国ブロック：満足度調査（ＣＳ分析）による農業革新支援専門員の活
　　　　　　　　　　動に関する調査研究
○九州・沖縄ブロック：「次代を担う若手普及職員の育成を図る支援活動のあ
　　　　　　　　　　　り方」に関する調査研究
○北海道：将来の宗谷農業のリーダーを育成
　　　　　「ＳＯＹＡルーキーズ☆カレッジ]の取り組みについて

※詳細は以下のホームページをご覧ください。
　　http://www.jadea.org/　
　（ＥＫ－ＳＹＳＴＥＭのバナーをクリック、ＩＤ・パスワードを入力してロ
　グイン後、「各種資料」の「普及活動研究会（普及活動・普及方法）資料」
　を選択し、一覧の中から「平成２５年度　普及活動研究会関係」を選択、さ
　らに「平成２５年度全国普及指導活動研究会（普及方法） 資料」を選択）
　（「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、御了承願います。）

※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：山田）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（０３－３５０１－３７６９）

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
◆パイプハウス等の撤去・復旧ボランティア募集地域の農林水産省ホーム
　ページ掲載について　　　　　　　　　　　　【生産局農産部技術普及課】
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　今冬の豪雪により、パイプハウス等の施設が倒壊するなどの被害が出ており
ます。今般の被害の規模が広範囲かつ大規模にわたり、また高齢化等により作
業員が不足していることから、倒壊した施設の撤去・処理や施設の再建にあた
る人材の不足が懸念されています。
　このような中、パイプハウス等の撤去・復旧に向けてボランティアの募集等
を始める都道府県や市町村、ＪＡ等の農業者団体等がみられます。
　農林水産省としては、このようなボランティア募集の情報を多くの方々に
知っていただけるよう、都道府県普及組織にご協力いただき、各地域のボラン
ティア募集に関する情報を収集し、提供させていただいております。
　３月２０日現在、ＪＡ佐波伊勢崎（群馬県）、笛吹市社会福祉協議会（山
梨県）及び甲州市（山梨県）のボランティア募集情報を掲載しています。

　豪雪等からの復興に向け、パイプハウス等の撤去・復旧作業やその指導が可
能な方々のご協力をお願いします。

※パイプハウス等の撤去・復旧ボランティア募集地域については、以下のペー
　ジをご覧ください。（情報は随時更新）
　　http://www.maff.go.jp/j/seisan/gizyutu/hukyu/setugai_bora_2014.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：佐藤）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（０３－３５０１－３７６９）

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

　　╋╋・‥…　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　　
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【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。

●「営農計画策定支援システム Z-BFM」
　-営農展開の指針に活用できるツールとして注目-
　「Z-BFM」は、所定の条件下で最も農業所得を高める作付計画案を容易に算
　出します。
　　事前に規模拡大や作物導入等が農業経営へ与える影響を調べ、その結果を
　踏まえた計画案を策定することで、営農展開を支援することができます。
　　JA全農ではTAC活動において利用の促進を図るなど、今後の営農展開の指
　針に活用できるツールとして注目されています。
　[農研機構 中央農業総合研究センター]
　　　http://www.naro.affrc.go.jp/publicity_report/press/laboratory/narc/050814.
html

●農業機械の通信制御方式の共通化を支援する技術を開発
  -つながる・かしこい農業機械の実現へ-
　　従来、メーカー間で異なる通信制御方式であった農業機械について、簡単
　に使えるよう通信制御方式の共通化を可能とする電子機器類を開発しました。
　また、その国内規格の制定を支援しました。
　　本研究成果により、機械経費の節減と高精度作業による高品質農産物の生
　産が期待されます。
　　通信制御方式の国内規格に対応した農業機械はすでに市販が開始され、開
　発した電子機器類も26年度からの市販が予定されています。
　[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/051133.
html

●性フェロモンを利用したサトウキビの害虫防除に成功
　-環境と人間にやさしい防除法を開発-
　　サトウキビの大害虫「ケブカアカチャコガネ」について、人工合成した性
　フェロモンを利用して交尾を阻害し、増殖を防ぐ技術の開発に成功しました。
　　合成した性フェロモンを封入したポリエチレンチューブを畑一帯に仕掛け
　て次世代害虫数を減らすことにより、サトウキビの被害の大幅な低減が見込
　まれます。
　[農業生物資源研究所、沖縄県農業研究センター、信越化学工業株式会社]
　　　http://www.nias.affrc.go.jp/press/2014/20140220/index.html

●省エネ型ニラ下葉除去装置を開発
　-圧縮空気を間欠噴射することで空気使用量を削減-
　　圧縮空気を間欠噴射するニラ下葉除去装置を開発しました。
　　本装置は従来の機械と比較して、空気使用量と電力消費量を約1/2に削減
　できます。
　　下葉除去の成功率も向上し、調製作業全体の効率化に寄与します。
　[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/051392
.html

●高精度のため池ハザードマップ作成のための簡易な氾濫解析手法を開発
　　ため池決壊時の氾濫状況を、現地の堤防や水路、微高地など詳細な地形や
　ため池堤防の決壊する位置に応じて予測する技術を開発しました。
　　この技術を適用することによって、比較的容易に入手可能なデータをもと
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　に簡易で高精度なため池ハザードマップの作成が可能になります。
　　現在整備が進められているため池ハザードマップを作成する際に活用が期
　待されます。
　[農研機構 農村工学研究所]
　　　http://www.naro.affrc.go.jp/publicity_report/press/laboratory/nkk/051263.h
tml

 ○「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（第２回）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研究課題について、
　平成26年3月10日（月）～4月28日（月）の日程で公募を実施しています。

［公募を行うプロジェクト研究課題］
・低コスト・省力化、軽労化技術等の開発

　今回の公募課題は、農業用アシストスーツの実証を行うものであり、果樹・
野菜産地とJAや普及機関等が連携して実施することを想定しています。

　詳細については、下記のホームページをご参照ください。 

　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_2.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：一関、入山）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（０３－３５０２－７４３８）

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

　　　  ╋╋・‥…　施策情報・補助事業等のお知らせ　…‥・╋╋

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
◆２０１４年 春の農作業安全確認運動の実施について
                              【生産局農産部技術普及課生産資材対策室】
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　毎年約４００件発生している農作業死亡事故を減少させるため、農林水産省
は、春作業が行われる３月～５月を重点期間として、「２０１４年春の農作業
安全確認運動」を実施しています。
　本年の運動は、「あなたの地域から広がる、農作業安全」を重点推進テーマ
に、地域の農作業安全活動を持続的に行えるよう支援するとともに、全国の行
政機関、農業機械関係者、農業者団体等と協力して、地域レベルの優良事例が
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全国に広がるよう、農作業事故の減少を目指します。
　普及指導員の皆様におかれましても、機会を捉えての啓発活動など、農作業
安全確認運動へのご協力をよろしくお願いいたします。 

春の農作業安全確認運動の詳細等については以下をご覧ください。
　http://www.maff.go.jp/j/seisan/sien/sizai/s_kikaika/anzen/2013_spring.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：神田）（０３－６７４４－２１１１）

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
◆この春から入社する新入社員の研修にもご活用いただけます！
 「農の雇用事業（平成26年6月研修開始分）」の事業参加者を募集しています
　　　　　　　　 　 　　　　　　　　　　　　　　【経営局就農・女性課】
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　農林水産省では、農業分野での雇用を創出し、新規就農者の確保・育成を図
るため、農業法人等が青年の就農希望者（正社員としての採用日時点で原則45
歳未満の方）を新たに雇用し、営農に必要な農業生産技術等を身に付けてもら
うために実施する実践的な研修（OJT）に対して助成を行う「農の雇用事業」
を実施しています。この度、平成26年6月からの研修助成を対象として事業参
加者の募集を開始しましたので、ご活用ください。

＜ 助 成 額 ＞　年間最大120万円、最長2年間
＜お問合せ先＞　全国農業会議所、各都道府県農業会議
＜ 募集期間 ＞　平成26年3月7日（金）～平成26年4月11日（金）

　農業法人等が就農希望者を一定期間雇用し、生産技術、経営力等を習得させ
た上で、新たに農業法人として独立させるために実施する研修に対する助成（
年間最大120万円、最長4年間、ただし3年目以降は年間最大60万円）について
も同時に募集します。

　また、法人等の職員を次世代の経営者として育成するために、先進的な農業
法人や異業種の法人へ派遣する研修を支援（年間最大120 万円、最長2年間）
する「農の雇用事業（次世代経営者育成タイプ）」についても募集しておりま
す（随時募集）。今般の豪雪による被災農業法人等が、施設復旧までの間、従
業員を他の農業法人に派遣する場合にも本事業が活用できます（この場合、同
時に複数名の派遣が可能です）。

※詳細については、下記ホームページをご覧ください。
　　http://www.nca.or.jp/Be-farmer/nounokoyou/original/

※お問い合わせ先
　　農林水産省　経営局　就農・女性課（担当：鈴木）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （０３－３５０２－６４６９）

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
　　　　　　　　　　　　　 　編集後記
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
　今週、全国で最も早く、高知でソメイヨシノの開花が発表されました。春
の訪れを感じます。
　春といえば、異動の季節。ｅ－普及だよりの編集担当も一足早く交代しま
した。これからも、普及関係者の皆様に役立つ情報をお伝えしていきたいと
思いますので、引き続きご愛読のほどをよろしくお願いします。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　◎　編集担当Ｋ　◎
∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽
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※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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