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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
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26年普及指導員資格試験の合格者及び結果を公表しました　◎
　◎　☆電気料金節約推進パンフレットの作成等について　　　　　　　◎
　◎　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　◎
　◎【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        ◎
  ◎　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　◎
　◎【施策情報等】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　◎
　◎　☆酪農の6次産業化支援のため、生乳取引の方法が見直されます！ ◎
　◎　☆平成25年度農薬の使用に伴う事故及び被害の発生状況について　◎
　◎　☆「担い手農家の経営革新に資する稲作技術カタログに係るワー　◎
　◎　　クショップ」の開催について　　　　　　　　　　　　　　　　◎
　◎　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　◎
　◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎

　　　　　╋╋・‥…　技術普及課からのお知らせ　…‥・╋╋
　　
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
◆平成２６年普及指導員資格試験の合格者及び結果を公表しました
　　　　　                                   【生産局農産部技術普及課】
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　本年の普及指導員資格試験の合格発表を１２月２２日（月）に行い、合格者
の受験番号及び本年試験の結果概要をホームページ上に公表しました。本年試
験の合格率は６２．８％でした。
　本試験の筆記試験では、普及指導員として活躍するために必要な能力として、
（１）農業等に関する基礎的な知識、（２）専門的な技術に関する知識及びそ
の応用能力に加え、（３）現場課題を解決するのに必要な能力や普及指導活動
手法に関する知識の有無が審査されています。
　今後受験を予定されている方は、試験に向けて、これらの能力をより一層高
めていただくようお願いします。
　また、お近くに受験予定者がいらっしゃる方は、これらの能力が身につくよ
うご指導いただくようお願いします。

※詳細については以下のホームページをご覧ください。
　　http://www.maff.go.jp/j/seisan/gizyutu/hukyu/h_siken/index.html

※お問い合わせ先
　　普及指導員資格試験事務局
（農林水産省 生産局 農産部 技術普及課（担当：安藤））
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（０３－３５０２－６４６０）
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
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◆電気料金節約推進パンフレットの作成等について
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【生産局農産部技術普及課】
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　近年の電気料金の上昇により、施設園芸を中心に、電気を使用する農業部門
では、コストが増嵩してしています。このため、農林水産省は、電気料金の節
約のヒントとなる技術等を紹介する「電気料金節約推進パンフレット」を作成
しました。
　パンフレットにつきましては、農林水産省のＨＰ（下記ＵＲＬ参照）に掲載
しておりますので、普及指導員の皆様におかれましては、農業者が参集する会
議等において御活用ください。また、パンフレットの中で紹介している低圧契
約を季節別時間帯別契約に変更した場合のシミュレーター（Ｅｘｃｅｌ形式）
についても掲載しておりますので、併せて御活用下さい。

　http://www.maff.go.jp/j/seisan/sien/sizai/denki.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：角田）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（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
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【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。

●イネのDNAマーカー育種の利用促進に向け 情報を一元化
　-イネの品種改良の効率化に貢献-
　イネのDNAマーカー情報を一元化してウェブページで公開しました。
　イネの品種改良の現場でのDNAマーカーの利用を促進します。
[作物ゲノム育種研究センター (農研機構、生物研)]
http://www.naro.affrc.go.jp/publicity_report/press/laboratory/055235.html

●黒斑病・黒星病複合抵抗性のニホンナシ新品種「ほしあかり」
　-減農薬栽培が期待出来る品種を育成-
　黒斑病・黒星病複合抵抗性のニホンナシ新品種「ほしあかり」を育成しまし
た。
　「幸水」と「豊水」の間に収穫でき、病害抵抗性で良食味の品種として普及
が期待されます。
[農研機構 果樹研究所]
http://www.naro.affrc.go.jp/publicity_report/press/laboratory/fruit/055184.html

●極早生の良食味ニホンナシ新品種「はつまる」
　-南東北でもお盆前に出荷が可能な極早生品種を育成-
　「幸水」より20日程度早く成熟する極早生の良食味品種「はつまる」を育成
しました。
　「はつまる」は気温が低く成熟期の遅い南東北でも、ニホンナシの需要が高
まるお盆前の収穫が露地栽培で可能です。
[農研機構 果樹研究所]
http://www.naro.affrc.go.jp/publicity_report/press/laboratory/fruit/055180.html
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●多収で用途が広く加工製品に青臭さのない温暖地向け大豆新品種「こがねさ
　やか」
　多様な加工に向く温暖地向け大豆新品種「こがねさやか」を育成しました。
　温暖地の主要な中生品種「サチユタカ」と成熟期はほぼ同じですが、より多
収です。
　種子中のリポキシゲナーゼがないので、青臭さのない豆腐や豆乳を製造でき
ます。
　地場産大豆の醤油醸造への利用が見込まれています。
[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/055177.html

●「トレファクション処理による高性能な木質ペレット」国内初の実証プラン
　トが竣工
  発熱量と耐水性に優れる木質バイオマス燃料
　発熱量や耐水性に優れる高性能な木質ペレットを連続的に製造する国内初の
「トレファクション実証プラント」を竣工しました。
[森林総合研究所]
http://www.ffpri.affrc.go.jp/press/2014/20141204/index.html

●全てのナシ品種を結実させる花粉を作るニホンナシ系統を作出
　-人工受粉が要らない品種・全てのナシ品種に使える受粉専用品種の育成が
　 可能に-
　ガンマ線照射により、全てのナシ品種を結実させる花粉を作るニホンナシの
作出に成功しました。
　この変異体は、自家不和合性遺伝子が通常よりも1個増えたことにより、花
粉に自家和合性が獲得されました。
　自家和合性品種や、すべての品種に利用できる受粉専用品種の育成が可能と
なる、初めてのナシ系統です。
[農研機構 果樹研究所]
http://www.naro.affrc.go.jp/publicity_report/press/laboratory/fruit/054998.html

●カンキツ類の重要病害カンキツグリーニング病を迅速で簡便に検出する方法
　-本病の国内根絶・蔓延阻止を支援する技術革新-
　カンキツ類の重要病害であるカンキツグリーニング病を、従来法よりも迅速
・簡便かつ低コストで診断できる方法を開発しました。
　本法を用いることで多数の樹体について感染の有無を容易に診断できるよう
になり、本病の根絶や蔓延阻止に貢献が期待されます。
[農研機構 果樹研究所]
http://www.naro.affrc.go.jp/publicity_report/press/laboratory/fruit/054990.html

●土壌病害抵抗性をもつ台木用トウガラシ新品種「L4台パワー」と「台ちから」
　-カラーピーマン(パプリカ)や甘長トウガラシの安定生産を可能とする台木用
　 品種-
　カラーピーマン(パプリカ)や甘長トウガラシ用の土壌伝染性病害抵抗性の台
木用トウガラシ2品種を育成しました。
　台木に利用することで、カラーピーマン(パプリカ)や甘長トウガラシなどの
安定生産が可能になりました。
[農研機構 野菜茶業研究所]
http://www.naro.affrc.go.jp/publicity_report/press/laboratory/vegetea/054602.htm
l

●大豆の落ちこぼれを救う遺伝子　-機械収穫に対応した品種開発に弾み-
　収穫期の大豆の脱粒(豆の畑への落下)による収穫ロスを抑える遺伝子を明ら
かにし、pdh1と名付けました。
　莢(さや)のねじれを抑えることで、莢がはじけ(裂開し)脱粒するのを防いで
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います。
　海外の主要生産国の多くの品種は既にpdh1をもっていますが、国内の主要品
種のほとんどはpdh1をもっていないことが判明しました。
　pdh1を導入することで、機械収穫に対応した、脱粒しにくい大豆品種の開発
が効率化されます。
[農研機構、北海道大学、農業生物資源研究所、香川大学]
http://www.naro.affrc.go.jp/publicity_report/press/laboratory/harc/054957.html

●精子に運ばれて子に伝わる共生細菌-昆虫共生細菌の新たな伝播様式を発見-
　ツマグロヨコバイの共生細菌の1種が、精子の中に入って子に伝わる現象を
発見しました。
　精子の細胞核に細菌が感染しても、精子機能は損なわれず受精が可能である
ことが明らかになりました。
[農業生物資源研究所]
http://www.nias.affrc.go.jp/press/2014/20141128/

●イチゴのパック詰めを自動化　-軟弱な果実を傷つけずにハンドリング-
　イチゴ選果施設において平詰めソフトパックにパック詰めするロボットです。
　軟弱な果実を傷つけないように果底部(ヘタ)を吸着して搬送します。
　従来の手作業によるパック詰め時間を大幅に短縮できます。
[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/054908.html

●過熱水蒸気を利用した水稲種子消毒装置を開発
　-約5秒の加熱で温湯消毒と同等以上の効果-
　高温高湿度空気で連続的に水稲種子を処理する装置です。
　約5秒の加熱で、温湯消毒と同等以上の消毒効果を発揮します。
　温湯消毒で必要な、脱水や数時間に及ぶ乾燥の工程が不要です。
[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/054907.html

●ゲノム編集技術を用いた簡便・正確・高効率な遺伝子挿入法の開発
　-ヒト培養細胞、カイコ、カエルで成功-
　人工DNA切断酵素と生物が持つDNA修復機構の一つを利用して、染色体上の狙
った位置に外来遺伝子を挿入する技術を開発しました。
　ヒト培養細胞や両生類(カエル)において、目的タンパク質の可視化に成功し
ました。
　昆虫(カイコ)においても、染色体上の狙った位置に蛍光タンパク質遺伝子を
挿入することに成功しました。
[広島大学、農業生物資源研究所]
http://www.nias.affrc.go.jp/press/2014/20141121/

●いもの肥大が早く、ごく多収の青果用サツマイモ新品種「からゆたか」
　-栽培期間が短いため早掘栽培や新規導入に 適-
　短い栽培期間でいもが肥大し、収量性や外観品質に優れる新品種「からゆた
か」を育成しました。
　肉質はねっとりしていて、焼きいもに適します。
　早掘栽培での収量向上やサツマイモの新規作付けが期待されます。
[農研機構 作物研究所]
http://www.naro.affrc.go.jp/publicity_report/press/laboratory/nics/054303.html

●水稲作におけるリン酸施肥量削減の基本指針を策定
　-生産コストの低減と限られたリン酸資源の節減に期待-
　水稲作のリン酸施肥量を減らすための基本的な指針を新たに策定しました。
　新指針では、リン酸施肥量を半減できる条件を土壌100g中に有効態リン酸量
が15mgより多い場合としました。
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　各地域での具体的な肥料削減指針策定への利用が期待できます。
[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/054616.html

●農業機械安全鑑定適合機11月分(平成26年度第8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11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/055000.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。
　
●------------------------------------------------------------------●

　　　　　　　　╋╋・‥…　施策情報等　…‥・╋╋

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
◆酪農の６次産業化支援のため、生乳取引の方法が見直されます！
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【生産局畜産部牛乳乳製品課】
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　農林水産省は、酪農家による６次産業化の取組を支援するため、酪農家と生
産者団体の生乳取引の一層の多様化を推進しています。これにより、酪農家が
自ら牛乳・乳製品の製造に取り組むことや乳業と連携することが、これまで以
上にしやすくなります。
　普及指導員の皆様におかれましても、６次産業化に取り組んでいる、あるい
は取り組もうとしている酪農家への情報提供等について、ご協力をお願いいた
します。

※詳細は下記URLをご覧ください。 
　http://www.maff.go.jp/j/chikusan/gyunyu/lin/index.html 

※お問い合わせ先
　　農林水産省　生産局　畜産部　牛乳乳製品課（担当：平田）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （０３－３５０２‐５９８８）

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
◆平成２５年度農薬の使用に伴う事故及び被害の発生状況について
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【消費・安全局農薬対策室】
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　農林水産省は、より効果的な再発防止策の策定を目的として、農薬の使用に
伴う事故及び被害の発生状況について、平成２５年度の調査結果をとりまとめ、
公表しました。
　調査の結果、農薬を飲料の空容器等に移し替えたために誤って飲んでしまっ
たり、農薬散布時の飛散防止対策等が不十分だったこと等が原因で発生した人
の中毒事故は28件でした。
これらの事故を防止するには
・農薬を飲料の空容器等に移し替えない
・農薬を飲料と分けて保管・管理する
・農薬が飛散しないよう風向等に注意し、強風時の散布は控える
などの取組が重要です。
　普及指導員の皆様方におかれましても、農薬の安全使用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。
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※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_topics/h20higai_zyokyo.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）

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
◆「担い手農家の経営革新に資する稲作技術カタログに係るワークショップ」
　の開催について　　　　　　　　　　　　　　　　【生産局農産部穀物課】
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　農林水産省では、担い手農家が、米の生産コスト低減や高収益化に向けて、
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進める一助とするため、
本年3月に「担い手農家の経営革新に資する稲作技術カタログ」を作成しました。
　稲作技術カタログに掲載した技術（掲載予定を含む）について、技術の提案
者と担い手農家のマッチングを推進し、これらの技術を早期に普及するため、
ワークショップを開催します。
　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。

※今後の開催日程等はこちらをご覧ください。
　→　http://www.maff.go.jp/j/seisan/ryutu/info/inasaku_workshop.html

※お問い合わせ先
  農林水産省　生産局　農産部　穀物課（担当：坂田、米田）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（０３－６７４４－２１０８）
（公社）農林水産・食品産業技術振興協会（JATAFF）（担当：吉田）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（０３－３５８６－８６４４）

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
　　　　　　　　　　　　　 　編集後記
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
　本年 後のe-普及だよりです。今年は配信開始１０周年、配信登録者数１万
人突破と記念すべき年となりました。ありがとうございました。
　来年も皆様のお役に立つ情報をお届けしていきたいと思いますので、本年同
様よろしくお願いいたします。良いお年をお迎え下さい。　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　◎　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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