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ｅ‐普及だより　　　　　　　 　　　  　　　第１２４号（通算８５７号）

　　　　　　　　　　　　　平成２６年９月２２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】　　　　　　　　　　　　　　　　　◎
　◎　☆「協同農業普及事業に関する意見を聴く会」の設置について 　 ◎
  ◎　☆「第２回農業普及活動高度化発表会」が開催されました　　　　◎
　◎　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　◎
　◎【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        ◎
　◎　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　◎
　◎【施策情報・セミナー等のお知らせ】　　　　　　　　　　　　　　◎
　◎　☆花き産業及び花きの文化の振興に関する基本方針案についての　◎
　◎　　意見・情報の募集について　　　　　　　　　　　　　　　　　◎
　◎　☆シンポジウムを開催します！　　　　　　　　　　　　　　　　◎
　◎　　　～農山漁村が元気になる再生可能エネルギー～　　　　　　　◎
　◎　☆農業分野の取組と観光分野の取組の連携の推進について　　　　◎
　◎　　　～観光地域づくり関連支援メニュー集＆観光地域づくり相談　◎
　◎　　　　窓口のご紹介　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　◎
　◎　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　◎
　◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎

　　　　　╋╋・‥…　技術普及課からのお知らせ　…‥・╋╋　　
　　　
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
◆「協同農業普及事業に関する意見を聴く会」の設置について
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【生産局農産部技術普及課】
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　農林水産省では、「農林水産業・地域の活力創造プラン」等の方針の下、農
業・農村の所得を今後10年間で倍増させることを目指し、各種施策を展開して
いるところです。
　これらの政策展開により今後予想される農業構造改革の進展と農業技術の開
発・現場への導入のあり方の変化等に対応して、協同農業普及事業ではどのよ
うな取組によりどのような貢献が可能であるか、また、そうした取組を進める
ために必要となる協同農業普及事業の見直しの方向性について関係者から意見
を聴取し、今後の普及事業の展開の方向性（食料・農業・農村基本計画や協同
農業普及事業の運営に関する指針等）の検討の参考とするため、学識経験者や
農業者、企業、試験研究機関、農業団体、消費者団体、マスコミ、普及指導員
等を委員とする「協同農業普及事業に関する意見を聴く会」を設置しました。

　本会は、10月までに計４回開催することとしています。スケジュールは次の
とおりです。資料等につきましては、随時ホームページに掲載していきます。
　1回目　9月 2日（火）
　2回目  9月11日（木）
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　3回目　9月26日（金）
　4回目 10月 9日（木）　

　「協同農業普及事業に関する意見を聴く会」の資料等については以下のＵＲ
Ｌをご覧ください。
　　http://www.maff.go.jp/j/seisan/gizyutu/hukyu/h_kikukai.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：上原、浅野）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（０３－３５０１－３７６９）

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
◆「第２回農業普及活動高度化発表会」が開催されました
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【生産局農産部技術普及課】
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
  攻めの農林水産業を展開していくことが重要な農政課題となる中、農業現場
において技術を核として直接農業者と接しながら農業施策を一体的に展開して
いる普及組織への期待はますます高まっています。
　このため、普及の機能強化を図り、農業普及活動の高度化に向けた研究を行
うことを目的として、「農業普及活動高度化発表会」、「農業普及活動高度化
全国研究大会」が、今年度も、全国農業改良普及職員協議会、（一社）全国農
業改良普及支援協会、全国農業改良主務課長協議会の主催により開催されてい
ます。
　「第２回農業普及活動高度化発表会」は、去る９月１８～１９日、東京都渋
谷区代々木の国立オリンピック記念青少年総合センターにおいて開催され、全
国４７都道府県から農業普及活動の創意工夫・改善や独創性に富む４８の普及
活動事例が発表され、審査の結果、１４の優良事例が選出されました。
  今後、これらの事例から、学識経験者や農業者、マスコミ等で構成される外
部審査委員会の書類審査を経て、７事例が選出され、１１月に開催される「第
２回農業普及活動高度化全国研究大会」において、事例発表・表彰が行われる
はこびとなっています。

※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。

●単為結果性ナス新品種 「あのみのり2号」
　-栽培の省力化が可能・「あのみのり」より多収-
　「あのみのり2号」は、強い単為結果性(受精しなくても果実が着果・肥大す
る性質)をもつため、訪花昆虫による授粉や果実肥大を促進させる植物ホルモン
剤施用等の着果促進処理が不要で、ナス栽培を省力化することができます。
　また、同じく単為結果性をもつナス品種「あのみのり」(2006年農研機構育
成)よりも多収で、さらに冬季の栽培においても果形が細長く変化することが少

ページ(2)



第124号260922.txt
なく、安定的に生産できます。
[農研機構 野菜茶業研究所]
http://www.naro.affrc.go.jp/publicity_report/press/laboratory/vegetea/053978.htm
l

●高温下でも品質が優れ、良食味で多収の水稲新品種「恋の予感」を育成
　玄米の外観品質が「ヒノヒカリ」より優れ、高温年でも品質が低下しにくい
特長があります。
　「ヒノヒカリ」と比べ約8％多収で、米飯食味は「ヒノヒカリ」並に良好です。
　いもち病に対しては「ヒノヒカリ」より強く、縞葉枯病にも抵抗性です。
　関東以西の暖地、温暖地向けの品種です。
[農研機構 近畿中国四国農業研究センター]
http://www.naro.affrc.go.jp/publicity_report/press/laboratory/warc/054028.html

●多様な機能を付与する有用遺伝子をイネから発見
　-耐病性、耐塩性、耐乾性、光合成向上、分げつ増大-
　このたび、愛媛大学と農業生物資源研究所の共同研究チームが、イネのヘム
アクチベータータンパク質遺伝子(OsHAP2E)の過剰発現が、植物病原菌や細菌、
塩害及び乾燥に対する抵抗性を付与し、光合成及び分げつ数を増大させるとい
う機能をもつことを発見しました。たった1つの遺伝子が、このように多くの
有用機能を付与することはこれまで知られていませんでした。今後、この遺伝
子を利用することにより、植物病原菌や細菌による病害耐性を付与するだけで
なく、塩害や乾燥地帯において作物の栽培を可能にし、人口増大に伴う食料不
足に貢献すると期待されます。
[農業生物資源研究所]
http://www.nias.affrc.go.jp/press/2014/20140901/

●中国四国地域マッチングフォーラムの開催について
　農林水産省では、研究成果の農業現場等への迅速な普及・実用化を促進する
ため、地域マッチングフォーラムを全国8ブロックで開催しています。
　このたび中国四国地域において以下のとおり開催しますので、生産者、普及
指導員の皆様をはじめ、多数のご参加をお待ちしております。

・中国四国地域マッチングフォーラム
　日時：10月8日(水曜日)13時～17時15分
　場所：サンポートホール高松(香川県高松市)
　テーマ：「“もち麦”人気を中心に新たな展開が期待される国産裸麦の生産
　　　　　　と利用」
  講演内容
  1）なぜ今大麦が注目されているか
  2）”もち麦”品種の育成と有望系統
  3）「ダイシモチ」で新規需要創出と生産拡大
  4）「キラリモチ」の産地形成に向けた取り組み
　5）実需者が期待する国産もち麦
　※総合討論、技術相談あり
　参加費無料
　定員：150名
　事前申込締切：9月24日(水曜日)
[農研機構 近畿中国四国農業研究センター]
http://www.naro.affrc.go.jp/event/list/2014/08/053863.html

●「第12回 産学官連携功労者表彰～つなげるイノベーション大賞～」におけ
　る農林水産大臣賞の決定について 
　農林水産省は、「第12回　産学官連携功労者表彰～つなげるイノベーション
大賞～」における農林水産大臣賞の受賞者を以下のとおり決定しました。
　受賞者：(独)森林総合研究所　バイオマス化学研究領域
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　　　　　樹木抽出成分研究室長  大平 辰朗
　　　　　日本かおり研究所(株) 代表取締役社長  金子 俊彦
　事例名：トドマツの枝葉を利用した空気浄化剤の開発
[農林水産技術会議事務局]
http://www.s.affrc.go.jp/docs/press/140829_1.htm

●クモ糸を紡ぐカイコの実用品種化に成功
　-大量生産への道を拓く-
  強くて切れにくいクモ糸の性質と、シルクの性質を合わせもつ新しいシルク
(クモ糸シルク)を生産するカイコの作出に成功しました。
　クモ糸シルクは通常のシルクの1.5倍の切れにくさを持ち、クモの縦糸に匹
敵するほどでした。
　クモ糸シルクを用いて、通常のシルクと同様の工程で織物に加工することに
成功しました。
　今後は、さらに強度や機能性を高めたクモ糸シルクを開発することにより、
手術用縫合糸などの医療素材や防災ロープ、防護服などの特殊素材への応用が
期待されます。
[農業生物資源研究所]
http://www.nias.affrc.go.jp/press/2014/20140827/

●カイコの卵で導入遺伝子を強力に働かせることに成功
　-組換えカイコによる有用物質生産技術を使いやすく-
  カイコの卵で遺伝子を強く働かせるプロモーターを発見しました。
　これまで、組換えカイコを作出する際、目的の遺伝子が導入された
卵の選抜には熟練が必要でしたが、このプロモーターを利用することにより、
誰でも素早く正確に目的とするカイコの卵を選抜できます。
[農業生物資源研究所]
http://www.nias.affrc.go.jp/press/2014/20140825/

●トマトとウイルスの生き残り戦略を解明
　-新たな抗ウイルス剤の開発に活用へ-
　トマトのウイルス抵抗性タンパク質が、ウイルスの増殖を抑える仕組みをタ
ンパク質の立体構造から明らかにしました。
　トマトとウイルスが互いに幾つかのアミノ酸を変化させる生き残り戦略を有
していることが分かりました(共進化とも言います)。
　現在、この成果を利用した抗ウイルス剤の開発に取り組んでいます。
[農業生物資源研究所]
http://www.nias.affrc.go.jp/press/2014/20140820/

●非天然型アミノ酸を組み込んだシルクの生産に成功
　-新機能性シルクの開発による医療分野への貢献に期待-
　簡便な化学反応に利用できる非天然型アミノ酸を組み込んだシルクを生産す
るカイコの作出に成功しました。
　生産された非天然型アミノ酸を組み込んだシルクに蛍光分子を結合すること
に成功し、様々な分子の結合の可能性を示しました。
　今後、骨形成タンパク質等の生物活性のある物質を結合させ、再生医療用シ
ルク材料の開発が期待されます。
[農業生物資源研究所]
http://www.nias.affrc.go.jp/press/2014/20140819/

○「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。

●------------------------------------------------------------------●
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　　　 ╋╋・‥…　施策情報・セミナー等のお知らせ　…‥・╋╋

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
◆花き産業及び花きの文化の振興に関する基本方針案についての意見・情報の
　募集について　　　　　　　　　　　【生産局花き産業・施設園芸振興室】
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　平成２６年６月２０日、第１８６回通常国会において、「花きの振興に関す
る法律」（以下「法律」という。）が成立しました。この法律は、花き産業及
び花きの文化の振興を図るため、国及び地方公共団体において花きの生産者の
経営の安定、花きの加工及び流通の高度化、花きの輸出の促進、公共施設及び
まちづくりにおける花きの活用等の措置を講じ、もって花き産業の健全な発展
や心豊かな国民生活の実現に寄与することを目的とするものです。
　法律第３条第１項に基づき、農林水産大臣が定めるものとされている「花き
産業及び花きの文化の振興に関する基本方針」（以下「基本方針」という。）
の案を作成し、８月２８日（木）から９月２９日（月）までの間、意見・情報
の募集（パブリックコメント）を行っていますのでお知らせします。
　なお、「第２　花きの需要の長期見通しに即した生産量その他の花き産業の
振興の目標に関する事項」については、現在見直しが進められている食料・農
業・農村基本計画における目標等との整合性を図る必要があるため、現時点で
具体的な数値は記載しておりません。

　基本方針案も含めたパブリックコメントの詳細については、以下のページを
ご覧いただきますとともに、ご意見、情報については、９月２９日（月）まで
に指定の方法でご提出下さい。

※パブリックコメントの詳細については以下のページをご覧ください。
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=550001989&Mod
e=0

※お問い合わせ先　
　　農林水産省　生産局　花き産業・施設園芸振興室（担当：藤田）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（０３－６７３８－６１６２）

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
◆シンポジウムを開催します！～農山漁村が元気になる再生可能エネルギー～
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【農林水産省食料産業局総務課】
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　農業者の方から、太陽光などによる発電に取り組みたいという相談を受けた
ことはありませんか。発電した電気を自家利用することで農業のコスト削減が
できたり、売電収入が農業者の副収入となるなど、農業者の経営改善の観点か
らも再生可能エネルギーには新たな可能性があります。農林漁業者が主導して
行う再生可能エネルギー発電事業について、その取組のポイントなどを有識者
から講演していただき、各地の事例紹介やパネルディスカッションをとおして、
農山漁村で再生可能エネルギー事業を推進していく方策を考えるシンポジウム
を開催します。普及指導員の皆様方も、是非ご参加ください。

チラシはこちら
http://www.maff.go.jp/j/shokusan/renewable/energy/pdf/flyer.pdf

参加申し込みはこちら（一般社団法人 日本再生可能エネルギー協会ＨＰ）
http://www.jrep.or.jp/events.html

＜福岡会場＞　
日時：2014年9月24日(水)13:00～17:00
場所：アクロス福岡7F大会議室
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＜岡山会場＞　
日時：2014年9月25日(木)13:00～17:00　
場所：岡山国際交流センター8Fイベントホール

＜東京会場＞　
日時：2014年10月2日(木)13:00～16:40　
場所：日比谷図書文化館コンベンションホール

【シンポジウムに関するお問合せ先】
　一般社団法人　再生可能エネルギー協会
　Tel: 070-6572-2868

※本記事に関するお問い合わせ先
農林水産省　食料産業局　総務課　再生可能エネルギーグループ
　　　　　　　　　　（担当：石河（いしこ)）（０３－６７４４－１５０７）

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
◆農業分野の取組と観光分野の取組の連携の推進について　～観光地域づくり
　関連支援メニュー集＆観光地域づくり相談窓口のご紹介
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【観光庁観光地域振興課】
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　例えば、農林漁業者が６次産業化に取り組むことで開発した新商品の地域の
旅館での販売や農山漁村に観光旅客を呼び込むグリーンツーリズムの実施など
農山漁村の魅力と観光需要を結びつける取組を推進することが農林漁業者の所
得の向上、農山漁村の活性化を実現する上で重要となっているところです。
　観光庁では観光地域づくりに取り組む皆様が活用できる関係府省庁の支援施
策を「観光地域づくり関連支援メニュー集」として取りまとめておりますが、
広く農業関係者の皆様にもこのメニュー集を利用していただければと考えてお
ります。
　また、こうした活動を支援し、地域の活性化を図るため、「観光地域づくり
相談窓口」を開設しており、事例集などによるアドバイスや状況に応じた適切
なフォローを行っているところです。
　普及指導員の皆様におかれましても、「観光地域づくり関連支援メニュー」
や「観光地域づくり相談窓口」につきまして観光分野との連携に取り組む意欲
のある農林漁業者に情報提供いただくなど農業分野の取組と観光分野の取組の
連携の推進についてご協力のほどよろしくお願いいたします。

※詳しくはこちらをご覧ください。
　 http://www.mlit.go.jp/kankocho/shisaku/kankochi/shienmenu.html
   http://www.mlit.go.jp/kankocho/shisaku/kankochi/madoguchi.html

※お問い合わせ先　
　　国土交通省観光庁 観光地域振興課（担当：村岡）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（０３－５２５３－８３２８）
    農林水産省農村振興局 都市農村交流課（担当：丸山）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（０３－３５０２－００３０）

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
　　　　　　　　　　　　　 　編集後記
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
　記事にもありますが、「協同農業普及事業に関する意見を聴く会」を設置し
ました。様々な立場の方からご意見をいただく貴重な機会となっています。
今後、基本指針や運営指針の検討に向け、議論を深めていければと思います。
　９月に入って日に日に気温も下がり、すっかり秋の空気となりました。今週
は台風が接近との予報が出ています。農作物等の被害の防止に向けた技術指導
とともに、人命を最優先に二次災害防止の徹底もお願いいたします。
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　　　　　　　　　　　　　　　              　　　　◎　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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