
第126号261120.txt
ｅ‐普及だより　　　　　　　 　　　  　　　第１２６号（通算８６１号）

　　　　　　　　　　　　　平成２６年１１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。
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　◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎【　本　号　の　内　容　】◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎
　◎　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　◎
　◎【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・現地検討会等のお知らせ】　　　　　　　　　　　　　◎
　◎　☆農業新技術200X現地検討会ｉｎ茨城「臭化メチルから完全に脱　◎
　◎　　却した野菜類の産地適合型栽培マニュアルの普及拡大に向けて」◎
　◎　　の開催について　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　◎
　◎　☆牛の肉かす等の肥料利用再開について　　　　　　　　　　　　◎
　◎　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　◎
　◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎

　　╋╋・‥…　農林水産技術会議事務局からのお知らせ　…‥・╋╋
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◆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。

●研究成果発表会「地球温暖化による「海」と「さかな」の変化
　-日本の海、サケ・サンマ・イカはどうなる？-」の開催について
　農林水産省では、平成22年度より、プロジェクト研究「気候変動に対応した
循環型食料生産等の確立のためのプロジェクト」を実施し、その中で、水産分
野における地球温暖化への影響評価と適応策等の技術開発を推進してきました。
その成果を広く国民の皆様や関連業界等に紹介するために、研究成果発表会を
開催します。
　日時：12月4日(木曜日) 10時～16時30分
　場所：東京国際フォーラム (東京都千代田区)
　参加費無料　定員：200名(先着順)
　事前申込締切：11月27日(木曜日)
[農林水産技術会議事務局]
http://www.s.affrc.go.jp/docs/press/141104.htm

●地域マッチングフォーラムの開催について
　農林水産省及び農研機構では、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。
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　このたび近畿、東北、北海道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。

・近畿地域マッチングフォーラム
　日時：11月21日(金曜日)13時～17時30分
　場所：兵庫県民会館(兵庫県神戸市中央区)
　テーマ：「野菜生産における環境保全的な病害虫発生予測診断と対策技術」
　講演内容
　1）環境保全型野菜生産における病害虫管理技術
　2）環境保全型害虫防除体系を構築する上での飛ばないナミテントウの使い道
　3）生産現場における飛ばないナミテントウの活用法
　4）生産現場におけるバンカー法などの天敵活用事例
　5）分子生物学的手法を用いたセンチュウ密度と被害程度の予察
　6）分子生物学的手法を用いた砂地畑における殺線虫剤削減の取り組みに
　　向けて
　7）バイオフューミゲーションによる土壌病害の防除
　※技術相談、総合討論(パネルディスカッション)あり
　参加費無料
　定員：100名(空席あり)　事前登録制
[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/2014/10/054384.html
 
・東北地域マッチングフォーラム
　日時：11月26日(水曜日) 13時～17時15分
　場所：ホテルメトロポリタン盛岡(岩手県盛岡市)
　テーマ：「飼料用米給与が畜産物生産に与えるメリット」
　講演内容
　1) 飼料用米利用の現状と問題点
　2) 飼料用米生産と利用についての事例紹介
　3) 多収性専用品種を用いた飼料用米生産の取り組み
　4) 家畜栄養及び畜産物の品質から見た飼料用米利用
　※総合討論、飼料用米を給与した畜産物の試食、技術相談あり
　参加費無料　定員：200名
　事前申込締切：11月20日(木曜日)
[農研機構 東北農業研究センター]
http://www.naro.affrc.go.jp/event/list/2014/10/054537.html

・北海道地域マッチングフォーラム
　日時：12月4日(木曜日) 13時15分～17時15分
　場所：KKRホテル札幌(北海道札幌市)
　テーマ：「業務用、加工用水稲新品種と研究開発の新たな展開」
　講演内容
　1）加工用多収米新品種「北瑞穂」
　2）業務用多収品種「空育180号」
　3）米飯、米粉パン等の柔らかさを保持できる水稲の開発状況
　4）北海道米の業務用適性評価法
　5）北海道米における業務用米・加工用米の実需者ニーズと生産・販売戦略
　※総合討論、「空育180号」の試食、「北瑞穂」試作品の提供あり
　参加費無料　定員：150名(先着順)
　事前申込締切：11月27日(木曜日)
[農研機構 北海道農業研究センター]
http://www.naro.affrc.go.jp/event/list/2014/11/054666.html

●「2014年(第8回)若手外国人農林水産研究者表彰」受賞者の決定及び表彰式の
　開催について
　農林水産省では、開発途上地域の農林水産業及び関連産業に関する研究開発
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について、その一層の発展及びそれに従事する若手研究者の意欲向上に資する
ため、優れた功績や将来の技術革新等につながる研究業績をあげつつある若手
外国人研究者に対して、毎年3名を限度に農林水産技術会議会長賞を授与してい
ます。
　今年度においても、受賞者3名を決定し、表彰式及び講演を行いますので、是
非ご参加ください。
　日時：11月27日(木曜日) 15時30分から
　場所：秋葉原コンベンションホール(東京都千代田区)
　参加費無料　事前登録制
[農林水産技術会議事務局]
http://www.s.affrc.go.jp/docs/press/141031.htm

●研究成果発表会「農業分野における気候変動への対応：これまでとこれから」
　の開催について
　農林水産省では、平成22年度より「気候変動に対応した循環型食料生産等の確
立のためのプロジェクト」を実施し、その中で、農業分野における温暖化への緩
和技術及び適応技術の開発を推進してきました。
　その成果についてわかりやすく紹介し、今後の課題について討議します。
　日時：12月10日(水曜日) 13時～17時30分
　場所：新宿明治安田生命ホール(東京都新宿区)
　参加費無料　定員：250名
　事前申込締切：11月30日(日曜日)
[農林水産技術会議事務局]
http://www.s.affrc.go.jp/docs/press/141022.htm

●農業機械安全鑑定適合機10月分(平成26年度第7回目)を公表
　-安全な農業機械の普及に向けて-
　農研機構生研センターでは「農業機械安全鑑定要領」に基づいた「農業機械
安全鑑定」を実施しています。平成26年10月の安全鑑定審議委員会で安全鑑定
基準適合と判定された農業機械を公表します。
[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/054552.html

●ケルセチンを多く含むタマネギ新品種 「クエルゴールド」を育成
　高い抗酸化能のあるケルセチンを高含有するタマネギF1品種「クエルゴール
ド」を育成しました。
　「クエルゴールド」にはケルセチンが、国内で栽培されるタマネギ品種の中
では も多く含まれています。
[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/054566.html

●良食味で結実性が良好なカキ新品種「太豊(たいほう)」
　柔軟多汁でサクサクとした食感を有する良食味の完全甘ガキ品種を育成しま
した。
　受粉しなくても結実する単為結果力が強いため、受粉樹の混植をしなくても、
種なし果の安定生産が可能です。
[農研機構 果樹研究所]
http://www.naro.affrc.go.jp/publicity_report/press/laboratory/fruit/054554.html

●トビイロウンカに幅広い抵抗性を有するイネの作出に弾み
　-トビイロウンカを餓死させる遺伝子の特定に成功-
　栽培イネのトビイロウンカに対する抵抗性遺伝子BPH26を世界で初めて特定し、
DNAマーカーを開発しました。
　BPH26とともに存在すると、トビイロウンカに幅広い抵抗性を発揮する遺伝子
BPH25のDNAマーカーも、今後2-3年の間に開発の見込みです。
　この二つの遺伝子のDNAマーカーを利用することにより、日本に飛来するトビ
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イロウンカに抵抗性を発揮する国内水稲品種の作出を飛躍的に短縮できます。
[農業生物資源研究所、九州大学、名古屋大学]
http://www.nias.affrc.go.jp/press/2014/20141029/

●果樹園での腕上げ作業補助器具を開発中　-動力なしで軽量コンパクト-
　モーター等の動力やバネ等の弾性部材を用いない器具で、軽量コンパクトです。
　任意の高さでしっかりと腕を支え、支持状態の解除も容易です。
　腕を上げた状態を保持する作業においては、能率を落とさず作業負担を軽減し
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/054447.html

●機内清掃しやすいコンバインの新構造を提案
　-清掃時間が短縮化され、穀粒の機内残りが大幅に減少-
　自脱コンバインの機内清掃を軽労化する新たな内部構造を開発しました。
　新構造では、機内清掃所要時間を短縮化、清掃精度も向上します。
　開閉の簡便な掃除口の設計指針を作成しました。
[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/054438.html

●高速作業が可能な水田用除草装置実用化に見通し
　-車体中央部の搭載で除草効果が高く、欠株少ない除草装置-
　作業速度が速く、除草効果が高くて欠株が少ない水田用除草装置です。
　水稲の有機栽培等で大きな課題になっている雑草防除に貢献します。
[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/054435.html

●日本のイネ175品種の代謝物すべてをゲノムワイド関連解析
　-ある種のフラボノイドは「ハツニシキ」には含まれ「コシヒカリ」には含ま
　 れない-
　二次代謝産物の組成に影響を与える143箇所の遺伝子多型を検出することに成
功しました。
　イネに含まれる342種類の二次代謝産物を検出、そのうち91種類の構造を解明
しました。
　遺伝子組み換え技術を使わずに健康機能性の高いイネの育種が可能になると
期待できます。
[理化学研究所、農業生物資源研究所]
http://www.nias.affrc.go.jp/press/2014/20141028/

●多収で直播栽培向きの良食味水稲新品種「ちほみのり」を育成
　-良食味品種で690kg/10aの高収量を達成-
　「あきたこまち」より約1～3割多収です。倒れにくく、直播栽培に適し、
「あきたこまち」と同等の良食味です。
　「あきたこまち」と比べて、出穂期、成熟期ともに早く、稈長は短く、穂数
は多く、また、いもち病にはより強い品種です。
　低価格で質の良い米の生産・流通に貢献できます。
　東北地域向けの品種で、「あきたこまち」生産地等が栽培適地です。
[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/054441.html

●倒れにくく、いもち病に強い水稲モチ新品種「ときめきもち」を育成
　いもち病に強く、移植でも直播でも安定して倒れにくい品種で、直播栽培に
よるモチ米の省力・低コスト栽培にも適しています。
　収量は従来のモチ品種と同等以上で、モチ米の安定生産に貢献できます。
　東北地域中部以南向けの品種です。
[農研機構 東北農業研究センター]
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http://www.naro.affrc.go.jp/publicity_report/press/laboratory/tarc/054442.html

●稲発酵粗飼料に適する水稲新品種「べこげんき」を育成
　黄熟期に穂及び茎葉を収穫しサイレージにして牛に給与する稲発酵粗飼料に
適した水稲新品種です。黄熟期の穂及び茎葉を含めた地上部全体の乾物収量は、
既存の稲発酵粗飼料用品種「べこごのみ」に比べ約6%多収です。
　耐倒伏性に優れ、多肥の直播栽培でもほとんど倒伏しません。
　早生で、食用品種「あきたこまち」収穫前に適期収穫することが可能です。
　東北地域向けの品種です。
[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/054443.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・現地検討会等のお知らせ　…‥・╋╋

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
◆農業新技術200X現地検討会ｉｎ茨城「臭化メチルから完全に脱却した野菜類
　の産地適合型栽培マニュアルの普及拡大に向けて」の開催について
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【関東農政局生産技術環境課】
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　関東農政局では、「農業新技術２００Ｘ」として選定された技術のうち、管
内においても広く普及する可能性のある技術について毎年度、現地検討会を開
催し、普及に取り組んでいます。
　今年度は、臭化メチル剤を使用してきた野菜産地における代替技術の導入を
目的とした「臭化メチル剤から完全に脱却した野菜類の産地適合型栽培マニュ
アル（農業新技術2014選定技術）」の普及拡大に向けた現地検討会を開催し、
これらマニュアルの更なる普及拡大を図ることとします。

日時：平成２６年１２月２日（火曜日）１３時～１７時３０分
場所：ほ場視察：茨城県神栖市　茨城県農業総合センター鹿島地帯特産指導所
検討会会場：アトンパレスホテル国際館２階アンジェリーク
（茨城県神栖市大野原1-12-1　TEL：0299-93-2001）

※詳しくは
http://www.maff.go.jp/kanto/seisan/kankyo/gijyutu/200xibaraki.html

※お問い合わせ先　
関東農政局生産部生産技術環境課 技術係：山本（048-740-0432）　
（申込み期日については、問い合わせ先にご確認ください。）

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
◆牛の肉かす等の肥料利用再開について 　　【消費・安全局農産安全管理課】
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　BSE（牛海綿状脳症）の発生から10年以上が経過し、飼料規制、特定危険部
位（SRM）の除去等の徹底により、近年BSEの発生リスクは大きく減少している
ところです。
  こうした現状を踏まえ、平成26年1月4日より、肥料へのSRMの混入防止措置
及び牛用飼料への流用・誤用防止のための管理措置を義務付けた上で、牛の肉
骨粉の肥料としての利用を再開したところです。
　また、平成26年10月1日より、肉骨粉以外の牛由来の原料を原料とした肥料
（肉かす、乾血及びその粉末等）についても管理措置を義務付けた上で肥料と
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しての利用を再開しました。なお、管理措置の一つとして、一定条件を満たし
た原料加工措置（炭化、灰化及び蒸製等）を行えることを追加しています。

  普及指導員の皆様におかれましても、牛の肉かす等の肥料利用再開について
ご承知いただきますとともに、農業生産者の皆様に周知していただきますよう
ご協力のほどよろしくお願いします。また、牛由来の原料を含む肥料について
は家畜等の口に入らないところで保管・使用し、家畜に与えたり、牧草地等に
施用したりしないよう農業生産者への周知方併せてよろしくお願いいたします。　

※詳しくは、以下のＵＲＬをご覧下さい。
（牛の肉骨粉等の肥料利用について）
　http://www.maff.go.jp/j/syouan/nouan/hiryou/riyousaikai.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（担当：室野・高橋）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（０３－３５０２－５９６８）

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
　　　　　　　　　　　　　 　編集後記
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
　先日、援農隊事業の現地調査で徳島県に伺い、ゆずの収穫作業をさせてい
ただきました。長く鋭い枝があり、自分の身もさることながら、果実に傷が
付かないように気を使う難しい作業であることを身をもって知りました。実
際にお話を聞く、現場を見るというのは、得るものが大きいです。
　日に日に寒くなってきました。ゆず湯でほっこり温まるのもいいですね。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　◎　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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