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　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
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               サラダほうれんそうの育苗施設導入による経営の安定

１．地域の概要
　　事例地域では高冷地の気候を活かした夏期のほうれんそう、夏秋トマトを
　中心とした高冷地野菜の栽培が盛んに行われ、近隣市場に出荷されている。
　その他畜産、りんご、桃などの果樹、バラ、トルコギキョウなどの花きも盛
　んである。

２．資金借受けの動機
  　借受者はほうれんそう、サラダほうれんそうの大規模な施設栽培を行って
　いるが、サラダほうれんそうによる周年栽培を導入し、年間の出荷量や雇用
　の継続により安定的な経営をめざすことから、育苗作業を充実するため農業
　改良資金を利用して苗テラスや発芽室などの育苗施設を導入した。

３．導入した機械、施設等
        　区　　　分         　 　　　事　業　費 　     借　受　額
    苗テラス、発芽室、育苗施設、　　３４,１２８千円　　３４,０００千円
    工事等一式

４．事業実施の状況及び今後の目標
    苗テラスなどの育苗施設を導入することで栽培施設と別に温湿度管理が可
　能となり、苗揃いが向上するため苗ロスが減少し、病害虫対策が十分できる
　など生産コストの低減が見込める。これにより一年を通じて安定した苗管理
　ができ、計画的な施設利用、回転数の増加による単収の向上やサラダほうれ
　んそうの安定的な経営を目指す。

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
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　　　　　　　　◇◆◇企画評価課からのお知らせ◇◆◇
      　　　　　平成１８年農業生産の技術指導について
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

  　平成１８年の農業生産の技術指導を的確に推進するため、農政の基本方針、
　気象の変動、試験研究の成果等、技術指導をめぐる諸情勢の変化を踏まえ、
　普及指導員をはじめとした都道府県の指導者向けに、農業生産の技術指導に
　おける基本的な考え方及び具体的な留意事項を示した「平成１８年農業生産
　の技術指導について」を取りまとめましたので、お知らせいたします。
　　当該資料については、農林水産省の「農林水産技術のホームページ」に掲
　載されておりますので、現場での技術指導活動において積極的にご活用くだ
　さい。

【農林水産技術のホームページ】
  　http://www.kanbou.maff.go.jp/www/gichou

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
　　　　　　　◇◆◇農産振興課からのお知らせ◇◆◇
      　　　　平成１８年度新技術機械化体系導入研修の実施について
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
　
　　農林水産省の研修機関である農業技術研修館では、国、都道府県、市町村、
　農業団体の職員等を対象に、新たに緊プロ機を中心とした革新的機械化体系
　導入のための『新技術機械化体系導入研修』として、以下の4コースを実施し
　ます。

　①水稲の直播・移植技術導入コース：6月12日(月)～14日(水)、20人
　《概要》
　　低コスト・省力化・作期分散等に資する多様な直播・移植技術が近年開発さ
　れており、今後、地域に適した技術導入を進めるために、最新の直播・移植技
　術に係る機械化体系や機械開発の現状等に係る講義、先進地事例紹介、産地の
　課題検討、多目的田植機等の機械操作実習
　
　②ねぎの収穫・調製機械化体系導入コース：7月18日(火)～20日(木)、20人
　《概要》
　　現在、普及しつつあるねぎ収穫機の稼働面積を拡大するため、最適な運搬・
　調製システムの選択を含めた機械化体系の導入効果に係る講義、大規模法人に
　おける合理的な利用事例紹介及び追従型運搬車等機械操作実習

　③環境保全型農業推進のための水稲精密農業技術コース：9月20日(水)～21日
　(木)、20人
　《概要》
　　現在、日本型水稲精密農業技術の確立に向け、無人ヘリ搭載型生育情報測定
　装置、生体情報測定コンバイン等の開発・実用化に向けた研究が進められてい
　る。これら最新の研究状況や既に開発された作物生育情報測定装置・可変施肥
　装置の導入効果に係る講義、携帯式作物生育情報測定装置による測定及びコン
　ピューター解析実習

　④自給飼料増産のための収穫機械化体系導入コース：10月26日(木)～27日(金)、
　　20人
　《概要》
　　稲発酵粗飼料を中心とした自給飼料増産のための収穫機械化体系及びその導
　入効果に係る講義、先進地事例紹介、各産地の課題検討並びに飼料用コンバイ
　ンベーラやラッピングマシーン等の機械操作実習
　　研修の詳細についての問い合わせや参加申し込みは、下記の連絡先までお願
　いします。なお、申込締め切りは研修開始日の2週間前です。

　　連絡先→農林水産省農林水産研修所農業技術研修館
        （担当：研修指導官　杉山、機械教務係　中井）
    電話：029-259-2321　FAX：029-259-2589
    ホームページ：http://www.kanbou.maff.go.jp/atti-kensyukan/
    住所：〒319-0323茨城県水戸市鯉淵町5930-1
    交通：JR常磐線友部駅下車、駅前から茨城オートバス旭台団地経由JR水戸
　　　　　駅北口行で鯉渕学園下車徒歩約５分または駅前からタクシーで約10分
            （特急停車、ただし、一部特急は通過）

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
　　　　　　　　◇◆◇構造改善課からのお知らせ◇◆◇
　　　人権問題啓発推進事業委託での女性・高齢者対策の推進について
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

　　農林水産省では、農林漁業関係団体等職員を対象として、同和問題をはじめ、
　女性や高齢者、子ども、外国人など幅広い人権問題についての理解の促進及び
　人権意識の向上を図るため、人権問題啓発推進事業委託を推進しているところ
　です。
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　　各地方農政局等からの委託を受けて都道府県が実施する本事業では、農協、
　漁協、森林組合及び土地改良区の職員等の参加が見込まれる人権問題の教育・
　啓発に係る研修会等の開催のほか、彼らに対する教育・啓発資料等の作成・配
　布などを行うことができます。
　　農山漁村地域の女性対策や高齢者対策を推進している都道府県にとって、非
　常に使い勝手の良い事業だと思いますので、ご関心のある方は、都道府県の経
　営構造対策担当係又は各地方農政局等構造改善課までお問い合わせ下さい。

【農林水産省の問い合わせ先】
　農林水産省 経営局 構造改善課 調整係　大島
　電　話：０３－３５０２－８１１１（代）　内線４１９８

　東北農政局 生産経営流通部 構造改善課 計画推進係　田口
　電　話：０２２－２６３－１１１１（代）　内線４０８４

　関東農政局 生産経営流通部 構造改善課 課長補佐（地域）　小船
　電　話：０４８－６００－０６００（代）　内線３３７６

　北陸農政局 生産経営流通部 構造改善課 課長補佐（地域）　上田
　電　話：０７６－２６３－２１６１（代）　内線３３７４

　東海農政局 生産経営流通部 構造改善課 課長補佐（地域）　藤田
　電　話：０５２－２０１－７２７１（代）　内線２４５３

　近畿農政局 生産経営流通部 構造改善課 課長補佐（地域）　田嶋
　電　話：０７５－４５１－９１６１（代）　内線２３５３

　中国四国農政局 生産経営流通部 構造改善課 課長補佐（地域）　葎迫　　　
　電　話：０８６－２２４－４５１１（代）　内線２４８４

　九州農政局 生産経営流通部 構造改善課 課長補佐（地域）　荒木
　電　話：０９６－３５３－３５６１（代）　内線４２６２
 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
　　　　　　◇◆◇消費・安全局消費者情報官からのお知らせ◇◆◇
      食品に関するリスクコミュニケーション（残留農薬等のポジティブリスト
　　制度の導入に際しての生産から消費まで食品の安全確保の取組に関する意見
　　交換会）について
      （主催：食品安全委員会　厚生労働省　農林水産省）
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

　　平成１８年５月２９日より、すべての農薬等について、一定の量を超えて農
　薬等が残留する食品の販売等を原則禁止する新たな制度（ポジティブリスト制
　度）が施行されます。
　　本制度の施行にあたり、生産から消費まで（フードチェーン）の各段階にお
　ける取組みを各関係者から紹介いただき、それぞれの抱える問題意識を共有し、
　相互理解を推し進めることを目的として、下記のとおり消費者、事業者などの
　関係者の方々が意見交換を行う機会を設けましたのでお知らせします。
  　これまでに開催したポジティブリスト制度に関する意見交換会などに関する
　情報は、以下のホームページに掲載しています。
【農林水産省ホームページ：リスクコミュニケーション】
　http://www.maff.go.jp/syoku_anzen/index6.htm
【厚生労働省ホームページ：意見交換会開催状況】
　http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/iyaku/syoku-anzen/iken/index.html

            開催日   　  締切日       申込先              　   ＦＡＸ番号
京都会場　５/11（木）　５/９（火）　近畿農政局消費生活課　　　075－417－2149
仙台会場　５/12（金）  ５/９（火）　厚生労働省基準審査課　　　03－3501－4868
米子会場　５/15（月）　５/11（木）　中国四国農政局消費生活課　086－224－4530
高松会場　５/16（火）  ５/12（金）　厚生労働省企画情報課　　　03－3503－7965
富山会場　５/17（水）  ５/15（月）　北陸農政局消費生活課　　　076－261－9523
岐阜会場　５/18（木）  ５/16（火）　東海農政局消費生活課　　　052－220－1362
札幌会場　５/19（金）  ５/16（火）　厚生労働省基準審査課　　　03－3501－4868
那覇会場　５/22（月）　５/18（木）　沖縄総合事務局消費・安全課098－866－0671
福岡会場　５/23（火）  ５/19（金）　厚生労働省企画情報課　　　03－3503－7965

申込方法：上記締切日の17時前までに①氏名、②住所、③電話番号、④ＦＡＸ番号、
⑤（差し支えなければ）勤務先、所属団体を記載の上、ＦＡＸにより上記宛にお申
　し込みください。

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

　　　　　　　Ｉ　Ｎ　Ｆ　Ｏ　Ｒ　Ｍ　Ａ　Ｔ　Ｉ　Ｏ　Ｎ
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＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　生研センター

《１人でもらくらく田植え　ロングマット苗の移植技術》　
１．今の田植えは苗運びの省力化が課題
　　もうすぐ田植えのシーズンですが、今の田植えでは、苗箱を何回も運ぶこ
　とが必要で、１ヘクタールの田んぼには、４トンも土を動かします。苗箱の
　運搬や田植えの補助は、主に高齢者や女性が担っており、きつい仕事となっ
　ています。

２．ロングマット苗による田植えの効果
　　この作業を軽労化・省力化するために開発したのが、ロングマット苗によ
　る田植え技術です。今までの田植え方法に比べて、以下のような効果が期待
　できます。
　
　①省力化効果
　　苗マットの長さが土付苗の１０倍、約６メートルあり、田植機への苗補給
　回数が１０分の１に減ります。１人でも田植えでき、空いた人員を代かきな
　ど他の作業に回せるので、作業能率が向上します。田植えまでの作業時間は
　半分以下です。
　
　②軽労化効果
　　土を使わず、ずっと同じ水耕ベンチで育てるため苗が軽く、資材の運搬回
　数も少なくなります。作業負担は、今の田植えに比べて半分以下です。また、
　腰に負担の掛かる作業はほとんどなく、楽な姿勢で田植えが可能となりまし
　た。このため技術を導入した農家、とくに高齢者や女性から絶賛されていま
　す。
　
　③環境に配慮した技術
　　ロングマット苗では、水耕で育て農薬も使わないので、環境に優しい技術
　です。肥料分は、育苗中にイネが殆ど吸収するので、廃液処理も不要です。
　
　④低コストでスマートな技術
　　ロングマット苗は、２週間で育ち低温で貯蔵もできます。このため、計画
　的な苗生産が可能です。施設導入には農機購入のようにまとまった経費がか
　かりますが、使うのは水と不織布だけで、ランニングコストは安価です。同
　じベンチを１シーズンに２回か、または、野菜などに汎用利用すれば、育苗
　コストは今までと同じです。

４．普及対象の経営
　　技術の普及対象として以下の経営が考えられます。
　
　①春先の作業競合の厳しい大規模な水稲単作経営や稲麦２毛作経営。
　②水稲と施設園芸などの複合経営で、春先の育苗田植えの労力を削減し、水
　稲以外の部門を充実させたい経営。
　③育苗施設の有効利用により新しい施設園芸に取り組めるので、経営の多角
　化をはかりたい水稲単作経営。

５．おわりに
　　ロングマットは、関東地方を中心に、現在約５０経営体で取組中です。中
　央農研では技術普及のため、田植機などを貸し出す出前技術指導も行ってお
　ります。また、導入農家が技術向上と普及促進を目的にロングマットクラブ
　を結成して、導入希望者に対する巻き取り研修なども実施しております。こ
　の春には、ロングマットクラブと共催で、無人田植機によるデモンストレー
　ションを茨城と埼玉で計画中です。
　　ロングマット育苗装置は、中央農業総合研究センターの研究成果を軸とし
　て、平成７年から５年間、国が定めた基本方針に従って、生研機構（現：生
　研センター）が、 UR対策として、農業生産現場に直結する革新的な技術開
　発を目的に、企業等の民間に委託して研究開発し、実用化レベルに達した技
　術であります。
（http://brain.naro.affrc.go.jp/tokyo/seika/gijutu/index.html）。

　問合わせ先
　　１）農業・食品産業技術総合研究機構 中央農業総合研究センター
　　　（中央農研）
　　　　http://narc.naro.affrc.go.jp/kanto/pro2/mat/index.html
　　　　TEL：029-838-8822（北川　寿）

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

　　　　　　　　　　　　　　★編集後記★

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
　　桜もすっかり散り、連休に突入する時期になりました。春の気象らしく周
　期的に低気圧が通過し、朝晩で気温差が大きく体調を崩している人も多いよ
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　うです。
　　このたび４月より普及・女性課に配属され、このｅ‐普及だよりを担当す
　ることになりました。３月までは森林・林業に携わっており、初めてのこと
　ばかりですが、１ヶ月いてまず感じたのは農業と林業との違いです。林業は
　個人が自分の山を施業する、あるいは森林組合に請け負わせるというように
　点の要素が強く、農業は、地域・集落、関係団体とのつながりという面的な
　要素が強いということ、また、今後のあり方について検討が続いているとこ
　ろですが、普及組織の存在が林業に比べてはるかに大きいということです。
　　このｅ‐普及だよりを通じて私自身も勉強していきたいと思います。今号
　につきましては配信が遅くなり申し訳ありません。これからよろしくお願い
　いたします。
　
　　　　　　　　　　◆　　　　　　　　　　　　◆
　
  なお、このメールマガジンに関するご意見・ご要望などがございましたら、
下記までご連絡願います。
　  e-fukyu@nm.maff.go.jp
    ０３－３５０２－８１１１（４２７８）

　バックナンバーは、普及課ホームページ
　http://www.maff.go.jp/soshiki/nousan/fukyuuka/newsite/index.htm
から閲覧できます。 
 ----------------------------------------------------------------- 
    　　　　　　　　　　　　　*** ご注意 ***

　　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ファイルをご覧頂くためには、農林水産省ホームページにある　　　 
　「Get Acrobat Reader」のボタンでAcrobat Readerをダウンロードして 
　ください。
  -----------------------------------------------------------------
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