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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
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　◎　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　◎
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　◎　☆2014年 秋の農作業安全確認運動の実施について　　　　　　　 ◎
　◎　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　◎
　◎【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        ◎
　◎　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　◎
　◎【施策情報・セミナー等のお知らせ】　　　　　　　　　　　　　　◎
　◎　☆担い手の米の生産コスト低減等について　　　　　　　　　　　◎
　◎　　～稲作技術カタログのご紹介＆技術募集～　　　　　　　　　　◎
　◎　☆「平成２６年２月の大雪被害における施設園芸の被害要因と対　◎
　◎　　策指針」を作成しました　　　　　　　　　　　　　　　　　　◎
　◎　☆「平成25年地球温暖化影響調査レポート」を公表しました　　　◎
　◎　☆全国６地区で高度環境制御施設（植物工場）の研修を受講でき　◎
　◎　　ます　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　◎
　◎　☆株式会社サラダボウル主催「オンラインアグリビジネススクー　◎
　◎　　ル」のご案内　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　◎
　◎　☆株式会社パソナ農援隊主催「経営指導力向上研修会」ご案内　　◎
　◎　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　◎
　◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
◆技術普及課長　就任のご挨拶
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　はじめまして。7月22日付けで技術普及課長を拝命しました榊浩行（さかき
ひろゆき）と申します。
　まずは、この夏各地で台風や大雨の被害が相次いでおりますが、被害に遭わ
れた地域の皆様に心よりお見舞い申し上げますとともに、一日も早い復旧をお
祈り申し上げます。
　また、前職の経営局就農・女性課在勤中には、新規就農者支援、人・農地プ
ランの推進、女性農業経営者の支援、さらには農業女子プロジェクトの推進等
に当たり、普及組織の皆様には大変お世話になりました。この場をお借りして
厚く御礼申し上げます。
　さて、ご案内のとおり、現在「農業・農村の所得倍増」「農業の成長産業化」
を目指して「攻めの農林水産政策」を進めています。具体的には、６次産業化
や輸出促進、女性の活躍の促進、農地中間管理機構による農地集積の加速化、
ICTやロボット技術の活用や次世代型施設園芸の展開など、新しい視点、方法、
技術により新たな農業のスタイルを提案し、その実現に向けた取組を進めてい
るところです。
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　こうした新しい取組は、もちろん生産現場に大きなメリットをもたらし、農
業・農村を元気にしていく原動力になりますが、一方で旧来の仕組みや組織な
どの見直しを求めることにもなります。そうした変化を円滑に適応させ、その
メリットを発揮させるためには、熱い情熱と高い技術力を備え、中立的立場に
立って公平・公正な指導・調整ができる普及組織の力が不可欠です。
　めまぐるしく変わる内外の情勢やそれに対応した様々な政策の展開。これま
でに経験したことがないようなスピードで物事が動いています。こうした中で、
国民の食を支える大切な農業・農村を守り、発展させていくためには、変化を
捉え、また変化を先導していく取り組みが何よりも重要であり、これまで以上
に普及組織に大きな期待が寄せられています。
　私も微力ながら普及組織の皆様のお手伝いをさせていただきたいと考えてお
りますので、これからどうぞよろしくお願いいたします。
　最後になりましたが、普及組織のご発展・ご活躍と皆様のますますのご健勝
をお祈り申し上げ、就任のご挨拶とさせていただきます。

　　　　　　　　　　　　　農林水産省生産局農産部技術普及課長　榊　浩行

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

　　　　　╋╋・‥…　技術普及課からのお知らせ　…‥・╋╋　　
　　　
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
◆2014年 秋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、
秋作業が行われる９月～10月を重点期間として、「2014年秋の農作業安全確認
運動」を実施します。
　秋の運動では、2014年全国農作業安全確認運動のポスターデザインコンテス
トの農林水産大臣賞受賞作品を運動推進ポスターとして、安全意識の向上を推
進します。今年のポスターは、親しみやすく、多様な方に農作業安全を訴える
ことができるデザインになっておりますので、ぜひご活用下さい。
　また、ＪＡもしくは都道府県（市町村）協議会における11月30日までの農作
業安全確保についての活動は、12月に募集が行われる農作業危険個所改善コン
クールの対象となります。機会がございましたら、ご周知いただければ幸いで
す。
　秋の運動に先立ち、８月29日（金）13時30分より、農林水産省７階講堂にお
いて、農作業安全確認運動推進会議を開催します。今回は、農業女子プロジェ
クトでも活躍される方より、お話をいただくこととしております。
　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、引き続
き、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。 

秋の農作業安全確認運動や農作業危険個所改善コンクールの詳細については以
下をご覧ください。
http://www.maff.go.jp/j/seisan/sien/kikai/img/2014anzenundou.html

※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）（０３－６７４４－２１１１）

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

　　╋╋・‥…　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。

●コムギのゲノム配列の概要解読に成功
　-コムギの新品種開発の加速化に期待-
　生物研などが参加した国際コンソーシアムは、イネの40倍もあるコムギゲノ
ムの塩基配列の概要を明らかにし、コムギの様々な特徴を決定する遺伝子を約
12万個見出しました。
　これら遺伝子の機能を解明し、農業上有用な特性に関わる遺伝子の単離や、
DNAマーカーの開発を進めることにより、病気に強く栽培しやすい品種などの
作出を加速することが可能となります。
[農業生物資源研究所、京都大学、横浜市立大学、日清製粉株式会社]
http://www.nias.affrc.go.jp/press/2014/20140718/

●夏季に北日本水田地帯で発生が見られる巣箱周辺でのミツバチへい死の原因
　について
　ミツバチ群の健全性は、社会的関心の高い課題となっています。
　夏季に北日本水田地帯で発生が見られる巣箱周辺でのミツバチへい死につい
て調査し、水田で斑点米カメムシ防除に使用される殺虫剤に曝露されたことが
原因である可能性が高いことを明らかにしました。
　今後は、殺虫剤曝露による影響の緩和にむけて、ミツバチ群を水田に訪れさ
せないための技術等の開発を行います。
[農研機構、農業環境技術研究所]
http://www.naro.affrc.go.jp/publicity_report/press/laboratory/nilgs/053347.html

●ヒトとマウスの甘味受容体の機能の違いを解明
　-ヒトの客観的な味覚評価法の構築に向けて-
　甘味は、舌の細胞表面にある甘味受容体というタンパク質が感知しますが、
甘味受容体が細胞膜に移動する仕組みがヒトとマウスでは異なることを明らか
にしました。
　この成果は、味覚受容が動物種によって異なるということを示すもので、今
後、ヒトの味覚受容体を使った、より客観的な味の評価技術に活用していく予
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/053110.html

●農業経営の実績評価・改善計画を支援するシステム「CAPSS」を公開
　行政・関連団体職員が新規就農・営農支援活動において、経営実績がない新
規就農者に対しても、システム内の「標準値データベース」を利用することで、
営農計画の策定や、経営実績の事後評価を行うことができます。
　収益性の観点から所得最大化を達成しうる作付計画を策定し、その財務安全
性まで事前評価を行うことができます。
[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/053195.html

●西日本でも夏秋季に安定生産できる、四季成り性イチゴ新品種「夏の輝」を
　育成
　暖地の夏から秋にかけて、安定して実る「四季成り性」のイチゴの新品種を
育成しました。
　糖酸比が高く、食味も優れています。またイチゴの主な病害にも強く、作り
やすい品種です。
　植物工場での作付け体系に組み入れることで、周年生産が可能となります。
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 [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/053161.html

○「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。

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

　　　 ╋╋・‥…　施策情報・セミナー等のお知らせ　…‥・╋╋

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
◆担い手の米の生産コスト低減等について　～稲作技術カタログのご紹介＆
　技術募集～　　　　　　　　　　　　　　　　　　【生産局農産部穀物課】
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　農林水産省では、担い手の米の生産コスト低減に向け、農地中間管理機構を
活用して農地の集積・集約化を進めていくとともに、農地集積や規模拡大に対
応した省力栽培技術等の導入を推進するため、「担い手農家の経営革新に資す
る稲作技術カタログ」を今年３月に作成しました。
　現在、稲作技術カタログの改訂に向けて、担い手農家の経営革新に資する技
術の追加募集を行っています。担い手農家の稲作経営において、「労働費の低
減」、「物財費の低減」、「売上げの拡大」に資する技術を広く募集しますが、
特に「ICTを活用した栽培管理・作業管理の効率化に資する技術」、「畦畔管
理、水管理の省力化に資する技術」について、積極的なご応募をお待ちしてい
ます。
　普及指導員の皆様におかれましては、各地域内において、本カタログの内容
をご紹介頂くとともに、本カタログの趣旨に合致した技術を幅広く発掘し、９
月３０日までにご応募いただきますようお願いいたします。

※応募方法等、詳しくはこちらをご覧ください。
　　http://www.maff.go.jp/j/press/seisan/kokumotu/140725_2.html
  　http://www.maff.go.jp/j/seisan/ryutu/info/inasaku_catalog.html

※お問い合わせ先
  農林水産省　生産局　農産部　穀物課（担当：清水、米田）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（０３－３５０２－５９６５）
（公社）農林水産・食品産業技術振興協会（JATAFF）（担当：吉田）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（０３－３５８６－８６４４）

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
◆「平成２６年２月の大雪被害における施設園芸の被害要因と対策指針」を作
　成しました　　　　　　　　　　　　　　　　【生産局農産部園芸作物課】
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　平成２６年２月に降った大雪は、関東甲信地方でこれまでの観測記録を大幅
に更新し、施設園芸に甚大な被害を及ぼしました。
　今後、施設園芸産地が同様な大雪に見舞われても、被害を最小限に止めるた
めに園芸施設の被害状況などを適切に把握・検証し、今後の雪害対策に活かさ
なくてはなりません。
　そこで、一般社団法人 日本施設園芸協会は、農林水産省の「次世代施設園芸
導入加速化支援事業（全国推進事業）」を活用し、「平成26年2月の大雪被害に
おける施設園芸の被害要因と対策指針」を作成しました。
　本指針はハウスのタイプ別の耐雪強度や生産者が自分で安価にできる補強対
策についてわかりやすく示してあります。
　普及指導員の皆様におかれましては本指針の活用、生産者への周知にご協力
いただきますようお願い申し上げます。
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http://www.maff.go.jp/j/seisan/ryutu/engei/NextGenerationHorticulture/setsugai.h
tml

※お問い合わせ先
　農林水産省　生産局　園芸作物課　花き産業施設園芸振興室（担当：小林）
                                          （０３－３５９３－６４９６）
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
◆「平成25年地球温暖化影響調査レポート」を公表しました
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【生産局農産部農業環境対策課】
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　平成22年夏の記録的猛暑はまだ記憶に新しいところですが、その後も夏の高
温傾向は続いており、平成25年夏も全国的に高温傾向となりました。
　このような状況の中、高温障害等の影響が顕在化している作物の生産現場で
は適応策等に取り組まれているところですが、更なる普及・推進が必要と考え
ており、普及指導員の皆様には、日々の普及指導活動にレポートをご活用いた
だければと思います。
　レポートの取りまとめに当たり、「地球温暖化に伴う農業生産への影響に関
する実態調査」にご協力いただいた各都道府県の皆様には感謝申し上げます。

※レポート本体は以下のページをご覧ください。
　　http://www.maff.go.jp/j/seisan/kankyo/ondanka/pdf/h25_ondanka_report.pdf

※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：西、渡邊）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（０３－６７４４－２１１４）

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
◆全国６地区で高度環境制御施設（植物工場）の研修を受講できます
                                     　　　　【生産局農産部園芸作物課】
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　温度、湿度、二酸化炭素濃度などの生育環境をＩＣＴ等を用いて制御するこ
とで、農産物を安定的・効率的に生産することが可能である高度環境制御施設
（植物工場）の栽培技術者育成研修を全国の植物工場拠点６箇所で行っていま
す。
　座学からフィールド実習まで多彩なカリキュラムから自分のレベルにあった
研修を受講することとができます。
　高収量・高品質を目指す生産者の方にご参加いただけるよう普及指導員の皆
様からお知らせいただきますようお願い申し上げます。なお、普及指導員の方
の参加も可能です。
　詳しい研修内容等は下記のＵＲＬをご参照ください。

※本研修は、農林水産省の次世代施設園芸導入加速化支援事業（全国推進事業）
　により支援しています。

http://www.jgha.com/jisedai.html

※お問い合わせ先
農林水産省　生産局　園芸作物課　花き産業施設園芸振興室　（担当：小林）
                                           （０３－３５９３－６４９６）

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
◆株式会社サラダボウル主催「オンラインアグリビジネススクール」のご案内
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【経営局就農・女性課】　
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　株式会社サラダボウルでは、農業界をリードする真の農業経営を育てる日本
農業の次世代型人材育成プラットフォームとして“オンラインアグリビジネス
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スクール”を8月1日に開講しました。
　オンラインアグリビジネススクールでは、経営・資金・人材・生産・販売・
流通・リスク・資材調達・ITなど全ての産業に共通する経営に必要な基本的フ
ァクターを、1コマ10分程度の講義（全300コマ程度を予定）により体系的に習
得する「ベーシック・オンラインカリキュラム」と、先進的農業事例や他産業
の取組をインタビュー形式で紹介する講義等により、学びと経営現場とをつな
げ、実践的な課題解決手法を考えるための「プロフェッショナル・オンライン
カリキュラム」を配信しています。
　また、さらなるレベルアップを希望する受講者向けの各種集合研修も開催し
ます。
　すでに、農業法人の経営者、社員の皆様を中心に1000名以上が受講していま
す。
　できるだけ多くの農業経営者の方にご参加いただけるよう普及指導員の皆様
からお知らせ下さい。
　普及指導員の皆様にもご覧いただき、普及指導にお役立て下さい。

※本研修は、農林水産省の技術習得支援事業により支援しています。

＜オンラインアグリビジネススクール概要＞
開講期間：平成26年8月1日～
受講料：無料（通信、視聴に関する経費、研修会参加の交通費等は自己負担）

<問い合わせ先>
株式会社　オンラインアグリビジネススクール事務局（株式会社サラダボウル）
ＴＥＬ：055-273-2688（担当：内田、安藤、加藤）
配信専用サイトURL：http://www.agri-school.com/
お申込サイトURL：http://agri-school.com

※本記事に関するお問い合わせ先
農林水産省　経営局　就農・女性課（担当：羽子田、柏崎）
                                           （０３－６７４４－２１６０）

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
◆株式会社パソナ農援隊主催「経営指導力向上研修会」ご案内　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【経営局就農・女性課】　
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　株式会社パソナ農援隊では、地域農業のリーダーを育成する指導者の皆様を
対象として、経営指導力強化のための3日間の集合研修を10月から1月にかけて
全国８ヶ所で開催します。
　本研修会では、経営の模擬体験を通じて、経営構想力を養います。
さらに、経営分析のケーススタディや、就農までのコーディネート手法、農業
経営の講義手法等を講義デモンストレーションやグループワーク等を交えなが
ら実践的に習得します。
　参加費は無料となっておりますので、この機会に是非普及指導員の皆様もご
参加下さい。
　各地域の開催日程等、詳しい内容については問い合わせ先ＵＲＬをご参照く
ださい。

※本研修は、農林水産省の技術習得支援事業により支援しています。

<問い合わせ先>
株式会社　パソナ農援隊（担当：佐藤、後藤）
０３-６７３４-１２６０
http://www.pasona-nouentai.co.jp/whatsnew/2014/08/000148.php
 
※本記事に関するお問い合わせ先
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  農林水産省　経営局　就農・女性課（担当：羽子田、柏崎）
                                          （０３－６７４４－２１６０）

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
　　　　　　　　　　　　　 　編集後記
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
　先日、普及指導員の資格試験が実施され、試験監督として某試験会場に行き
ました。自身が受験する立場だった頃は、監督官は緊張とは無縁に見えました
が、試験運営する側も不測の事態が起きないかと緊張が続きます。今年も無事
終了して安心しました。受験生の皆さん、実力は発揮できましたか？
　まだまだ暑い日が続きますが、皆さま体調に気をつけてお過ごし下さい。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　◎　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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