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ｅ‐普及だより　　　　　　　 　　　  　　　第１２０号（通算８４８号）

　　　　　　　　　　　　　平成２６年５月２１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年度民間企業等派遣研修（６次産業推進支援事業）の　◎
  ◎    事業報告について　                                        ◎
　◎　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  ◎
　◎【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        ◎
　◎　☆キウイフルーツの新系統かいよう病に対応した診断技術、対処　◎
　◎　　方法の開発を行う研究課題の公募について　　　　　　　　　　◎
  ◎　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　◎
　◎【施策情報】                                                  ◎
　◎  ☆キウイフルーツかいよう病の新系統（Ｐｓａ３系統）の発生に　◎
　◎　　ついて　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　◎
　◎　☆ウメ輪紋ウイルスに感染した植物に関する情報提供のお願い　　◎
　◎　☆２０１４年農作業安全ポスターデザインコンテストの実施につ　◎
　◎　　いて　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　◎
  ◎  ☆新たな有機農業の推進に関する基本方針の策定　　　　　　　　◎
　◎　☆平成２６年度農薬危害防止運動について　　　　　　　　　　　◎
　◎　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　◎
　◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎

　　　　　╋╋・‥…　技術普及課からのお知らせ　…‥・╋╋　　　　　

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
◆平成２５年度民間企業等派遣研修（６次産業推進支援事業）の事業報告に
　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を講師に招いた座学
研修や実地研修、受講生によるグループワーク等を通じて、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２５年度の事業成果報告書等について、事業実施主体の（株）
パソナのホームページに掲載されましたので、お知らせします。

※詳細については、以下のページをご覧ください。
    http://www.pasona.co.jp/pr/agri2013/

　また、平成２６年度事業については、事業実施主体が（株）パソナ農援隊に
決定し、現在、研修実施に向け、カリキュラムを策定中です。研修内容が決定
次第、各都道府県の農業改良主務課等を通じて御案内いたします。普及指導員
の皆様におかれましては、積極的なご参加をお願いします。
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※お問い合わせ先
　　株式会社パソナ農援隊コンサルティング事業部
　　　　　　　　　（担当：佐藤、後藤）（０３－６７３４－１２６０）
　　　　　　　　　　URL：　http://www.pasona-nouentai.co.jp/　
　　農林水産省　生産局　農産部　技術普及課　研修指導班（担当：山田）　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（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
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【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。

●天敵の積極的利用のために -アブラムシ対策用「バンカー法」技術マニュア
　ルを大幅改訂しました-
　　施設園芸で問題となる害虫アブラムシ類に対して、天敵による安定的な防
　除を可能とする「バンカー法」のマニュアルを改訂しました。詳細な技術者
　用マニュアルに加えて、生産者にわかりやすい促成ナス、イチゴでのマニュ
　アルも掲載しています。冊子体を配布する他、Webでも公開します。
　[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/052097.html

●水田輪作における地下水位制御システム活用マニュアル
　-FOEASの利用方法を紹介-
　　水田輪作における地下水位制御システム活用マニュアルを刊行しました。
　　地下水位制御システム(FOEAS)を活用した稲、麦、大豆、野菜の栽培技術
　やFOEASの導入条件、維持管理法を解説しています。
　[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/052039.html

●2014年(第8回)「若手外国人農林水産研究者表彰」の候補者の募集開始
　　農林水産省では、開発途上地域の研究者の一層の意欲向上に資するため、
　海外の若手外国人研究者(3名以内)に表彰を行っており、現在、2014年度の
　候補者を募集しております。受賞者には、副賞として5千米ドルが授与され
　ます。多数のご応募・ご推薦をお待ちしております。
　応募期限：平成26年6月13日(金曜日)
　[農林水産技術会議事務局]
　http://www.s.affrc.go.jp/docs/press/140416.htm

●熊本県で発生した高病原性鳥インフルエンザ (HPAI) 
　-ゲノムから推定するウイルスの由来と病原性-
　　2014年4月熊本県で発生したHPAIの原因ウイルスの全ゲノム配列を解読し
　ました。
　　ゲノム配列から韓国で分離されたH5N8亜型ウイルスと同一の由来である
　と推定されました。
　　このウイルスが直接人に感染する危険性は少ないと推定されました。
　[農研機構 動物衛生研究所]
　http://www.naro.affrc.go.jp/publicity_report/press/laboratory/niah/051983.html
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●イタリア料理リゾットに向き、栽培しやすい水稲新品種「和み(なごみ)リゾ
　ット」を育成
　　大粒でリゾットへの調理適性があり、倒伏に強く栽培しやすい水稲新品種
　「和みリゾット」を育成しました。
　　「和みリゾット」により、国産のリゾット用米の普及が期待されます。
　[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/hokuriku/05
1979.html

●ネムリユスリカを使った宇宙での微小重力影響実験
　-微小重力下で乾燥幼虫が蘇生-
　　若田宇宙飛行士が「きぼう」日本実験棟でネムリユスリカ乾燥幼虫の蘇生
　実験を行いました。
　　微小重力下でも幼虫は吸水後に活発に動き出し、2週間後には蛹と羽化した
　成虫が観察されました。
　　ネムリユスリカの宇宙生物学実験の生物材料としての有用性が再認識でき
　ました。
　[農業生物資源研究所]
　http://www.nias.affrc.go.jp/press/2014/20140415/

●穀物乾燥機の省エネルギー性能評価試験方法を確立
　-「農業機械の省エネルギー性能認証表示制度」の性能評価に採用-
　　穀物乾燥機のエネルギー消費量を型式間で公平に比較可能な試験方法を確
　立しました。
　　乾燥開始時のもみ水分の違い、乾燥試験中の雰囲気温湿度の違いがあって
　も、本評価試験方法に従って試験データを補正することで、再現性の高　い
　エネルギー消費量を求めることができます。
　　型式間の比較試験データはユーザーが購入する際の有益な情報となり、省
　エネルギー性能の高い機械の普及に繋がります。
　[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/051859.htm
l
  　
●乗用型4輪トラクターの省エネルギー性能評価試験方法を確立
　-「農業機械の省エネルギー性能認証表示制度」の性能評価に採用-
　　乗用型4輪トラクターのロータリ耕うん時の燃費を型式間で公平に比較可
　能な試験方法を確立しました。
　　30a区画のロータリ耕うん作業時の燃費を、試験の再現性の確保が難しい
　ほ場試験ではなく、試験室内や舗装路面上での試験データから推定・算出し
　ます。
　　型式間の比較試験データはユーザーが購入する際の有益な情報となり、省
　エネルギー性能の高い機械の普及に繋がります。
　[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/051858.htm
l

●新規課題14課題を新たにスタート!
　　農研機構生研センターでは、革新的農業機械・技術の研究開発を通じて、
　生産性の向上、食の安全・安心、省力化、環境負荷の低減や農作業安全等の
　推進を図っております。この度、新規課題として新たに次の14課題(農業機
　械等緊急開発事業:4課題、基礎基盤研究:10課題)を開始することとしました
　のでご報告します。
　[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/051853.htm
l
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○「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。

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
◆キウイフルーツの新系統かいよう病に対応した診断技術、対処方法の開発を
　行う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】
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　農林水産技術会議事務局は、新たに発生が確認された新系統（Psa3型）に対
応した診断技術、暫定的対処方法などを緊急に開発することとし、本研究課題
の実施機関（研究グループ）を公募しています。
　これは、農林水産業・食品産業科学技術研究推進事業の「緊急対応研究課題」
として実施するもので、課題が採択されると1000万円を上限に研究費を補助す
るものです。

　公募期間：５月２９日（木）まで 

　詳細は、以下を御参照ください。
※「平成26年度 農林水産業・食品産業科学技術研究推進事業「緊急対応研究
　　課題」の公募について
　  http://www.s.affrc.go.jp/docs/press/140515.htm

※お問合せ先　農林水産技術会議事務局　研究推進課（担当：山崎、北谷）
                                       　（０３－６７４４－７０４４）

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

　　　            ╋╋・‥…　施策情報　…‥・╋╋

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
◆キウイフルーツかいよう病の新系統（Psa3系統）の発生について
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【消費・安全局植物防疫課】
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　国内で発生が確認されていなかったキウイフルーツかいよう病の新系統（Ps
a3系統）の発生が確認されたとして、愛媛県及び福岡県で病害虫発生予察特殊
報が発出されています。
　本病の発生について、５月９日付け植物防疫課長通知及び５月１５日付け「
平成26年度 病害虫発生予報第2号」において、本病の早期発見と早期防除に努
めるため、特に国内で新系統が確認された品種（Hort16A、レインボーレッド）
等の黄色系品種については、園内の観察をきめ細かく行い、新梢の枯死などの
病徴が急速に進行する等の従来のかいよう病とは異なる症状が確認された場合
は、登録農薬による迅速な防除を行うとともに、各県の病害虫防除所への連絡
をお願いしたところです。
　普及指導員の皆様におかれましては、本病の早期発見及び防除の実施につい
て御指導をお願いします。 

 ※「平成26年度 病害虫発生予報第2号」はこちら。
     http://www.maff.go.jp/j/press/syouan/syokubo/140515.html

 ※お問い合わせ先　消費・安全局　植物防疫課（担当：春日井、石部）
　　                                       （０３－３５０２－３３８２）

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
◆ウメ輪紋ウイルスに感染した植物に関する情報提供のお願い
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【消費・安全局植物防疫課】
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　ウメ輪紋ウイルス（PPV）は、ウメやスモモ等に感染する植物ウイルスで、
ヨーロッパでは、果実が収穫前に落下するなど生産に大きな被害が生じていま
す。　日本では、平成21年に初めて感染を確認して以降、感染植物が確認され
た地域で、ウメ等の移動規制や感染植物等の伐採を行う緊急防除を実施すると
ともに、ほかに感染した植物が潜在していないか全国で調査しているところで
す。
　これらと併せて、早期根絶に向けて、感染の疑いのある植物についての情報
を広く集めています。
　普及指導員の皆様におかれましては、巡回等の機会を捉えてウメ等に疑いの
ある症状（葉にドーナツ状の輪（輪紋））がないことをご確認いただくととも
に、果樹生産者、苗木・植木等の生産者に対する周知等にご協力をよろしくお
願いいたします。

　なお、ウメ輪紋ウイルスの病徴写真や連絡先等を記載したチラシを作成し、
下記リンク先に掲載しておりますので、ご活用下さい。
　http://www.maff.go.jp/j/syouan/syokubo/keneki/k_kokunai/ppv/ppv_information.ht
ml

※お問い合わせ先
    農林水産省　消費・安全局　植物防疫課（担当：浅見）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（０３－３５０２－５９７６）

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
◆２０１４年農作業安全ポスターデザインコンテストの実施について
 　　　　　　　　　　　　　　  【生産局農産部技術普及課生産資材対策室】
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　高齢化が進む中で、毎年400件近くの農作業事故が発生しています。
　農業就業人口が減っている中、農作業事故防止に向けた対策を強化すること
が重要です。
　そこで、農作業安全確認運動を広く知ってもらい、農作業安全に対する意識
が高まるよう、ポスターデザインコンテストを開催します。優秀な作品を表彰
し、農林水産大臣賞受賞作品を農作業安全確認運動のポスターとして掲示する
ことで、農作業安全対策の推進に役立てます。
　普及指導員の皆様におかれましても、ご自身の応募、関係の皆様へのご周知
など、コンテストへのご協力をよろしくお願いいたします。 

応募期間：平成２６年６月２０日（金）まで（当日消印有効）

ポスターデザインコンテスト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/26poster_design.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：江頭、神田）（０３－６７４４－２１１１）

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
◆新たな有機農業の推進に関する基本方針の策定
 　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　【生産局農産部農業環境対策課】
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　平成26年４月25日に有機農業の推進に関する法律(平成18年法律112号)に基
づき新たな基本方針が策定・公表されました。この基本方針では、「おおむね
平成30年度までに我が国の耕地面積に占める有機農業の取組面積の割合を倍増
(1%)」という数値目標を定め、この達成のために、新規就農等の方々が円滑に
有機農業を開始できるよう、就農相談はもとより研修受入体制の整備、地域の
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気象や土壌特性等に応じた技術の確立、実需者のニーズに応じたロットの拡大
や産地化を目指し、国及び地方公共団体は支援をしていくこととしています。
　有機農業については、新・農業人フェアに訪れた約３割の就農希望者が有機
農業をやりたいと関心も高く、また、有機農産物は慣行農業にない特徴から輸
入品との差別化もある程度可能ではないかと考えますが、一方で技術の習得や
初期の生産が不安定であるなど技術面での課題もあります。
　農業革新支援専門員及び普及指導員の皆様におかれましては、こういった技
術的な課題に取り組んでいただき、たとえば皆様が赴任された農村地帯におい
て有機農業を核とした地域振興に取り組んでいただくなど、皆様のご活躍を期
待しております。 

「有機農業の推進に関する基本的な方針」の公表について
　　http://www.maff.go.jp/j/press/seisan/kankyo/140425.html

※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：町口、日並、香取）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（０３－６７４４－２１１４）

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
◆平成２６年度農薬危害防止運動について
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【消費・安全局農薬対策室】
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　農林水産省は、農薬の使用に伴う事故・被害を防止するため、農薬の安全か
つ適正な使用や保管管理、環境への影響に配慮した使用等を推進する「農薬危
害防止運動」を実施します。期間は、農薬を使用する機会の多い6月から8月の
3ヶ月間です。
　農薬の使用に当たっては、ラベルをよく確認して使用基準を遵守するよう、
日頃から指導に当たっていただいていると思いますが、運動期間中は特に、
(１)　農薬を使用する際には、ラベルの記載事項を確認し、使用基準や注意事
　　項を遵守するとともに、農薬用マスクや防護メガネ等の防護装備を着用す
　　ること
(２)　周辺住民等の健康被害を防ぐため、飛散防止措置や土壌くん蒸剤の使用
　　後の被覆を確実に実施するとともに、農薬の使用について事前周知を行う
　　など、周辺環境へ配慮すること
(３)　誤飲・誤食等による事故を防ぐため、鍵のかかる場所に保管するととも
　　に、飲食品の空容器等へ移し替えないこと
(４)　不要となった農薬や空容器は、廃棄物処理業者に処理を委託する等適切
　　に処分し、決して河川などに投棄しないこと
等を指導いただくようお願いします。
　普及指導員の皆様には、本運動の趣旨をご理解の上、農家へのご指導をよろ
しくお願いします。

※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_tekisei/index.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）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（０３－３５０１－３９６５）

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
　　　　　　　　　　　　　 　編集後記
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
　毎月配信しているｅ－普及だよりも今月で第１２０号。メルマガ配信を開始
してから１０年です。１０年前、みなさんは何をされていましたか？
　そして先月、ｅ－普及だよりの配信登録者数が１万人に達しました。これか
らもより多くの方々に読んでいただけるよう、内容を充実させていきたいと思
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います。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　◎　編集担当Ｋ　◎
∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽
※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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