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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。
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　◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎【　本　号　の　内　容　】◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎
　◎　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　◎
　◎【技術普及課からのお知らせ】　　　　　　　　　　　　　　　　　◎
　◎　☆農業改良助長法施行令の一部を改正する政令案等のパブリック　◎
　◎　　コメントについて　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　◎
　◎　☆「第３回農業普及活動高度化全国研究大会」の開催について　　◎
　◎　☆生産現場の夢トークinアグリビジネス創出フェア２０１５の　　◎
　◎　　開催について　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　◎
　◎　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　◎
　◎【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　　　　◎
　◎　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　◎
　◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎

　　 　　╋╋・‥…　技術普及課からのお知らせ　…‥・╋╋

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
◆農業改良助長法施行令の一部を改正する政令案等のパブリックコメントにつ
いて　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【生産局技術普及課】
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　普及指導員の任用資格については、構造改革特区制度において、農産物の加
工又は販売の事業等に識見を有する中小企業診断士等、一定の資格・経験を有
する者も都道府県知事の判断により任用可能となるように範囲を拡大する特例
を設けています。この特例を全国展開するため、現在、農業改良助長法施行令
等の一部改正を進めているところです。
　この度、本案について広く国民等から意見・情報を募集するパブリックコメ
ントを開始しましたので、詳細は以下のURLよりご覧ください。

※農業改良助長法施行令の一部を改正する政令案等についての意見・情報の募
集について
　http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=550002227&M
ode=0

※お問い合わせ先
　　農林水産省　生産局　技術普及課　組織班（担当：石原）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（０３－３５０１－３７６９）

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
◆「第３回農業普及活動高度化全国研究大会」の開催について
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【生産局技術普及課】
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　来る１１月１８日～１９日、事例研究による農業普及活動の充実・強化を図
ることを目的として、全国農業改良普及職員協議会、全国農業改良主務課長協
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議会、（一社）全国農業改良普及支援協会の主催により、「第３回農業普及活
動高度化全国研究大会」が開催されます。
　大会では、全国の普及指導員が一堂に会し、全国から選抜された７つの普及
事例の発表を通して、農業普及活動の高度化の研究が行われます。
　また、学識経験者や農業関係者、マスコミ等で構成される審査委員会の審査
により、農林水産大臣賞をはじめとした各賞が選ばれ、表彰が行われるはこび
となっています。
  大会の概要は、以下のとおりです。

日時：平成２７年１１月１８日（水）１０：３０～１６：３０
　　　　　　　　１１月１９日（木）　９：３０～１１：３０
場所：日本消防会館ニッショーホール（東京都港区）
大会スローガン：『活かそう”普及の創造力”　示そう”普及の現場力”』
　　　　　　　　　　　－普及活動の高度化で　拓く攻めの農業－
発表事例：
○北海道　　ムギの根系に合わせた施肥改善で、めざせ！１トン穫り
　　　　　　作物の「根」は訴える！－激しい気象変化に対応した栽培管理の
            提示－
○高知県　　安芸地域における飛躍への挑戦！限界収量突破を目指す農家グル
            ープの育成と支援
　　　　　　－ナスでの取組成果を中心として－
○茨城県　　先進農家と築く坂東型大規模経営の確立を目指して
　　　　　　～普及の現場力で価値を訴求できるソバ・コムギ産地づくり～
○静岡県　　「うなぎいも」を浜松発の全国ブランドに！
　　　　　　～うなぎいもの産地化の支援
○福岡県　　長期に発展し続けるアスパラガス産地の育成
　　　　　　～若い力こそが野菜産地の未来を拓く～
○愛媛県　　サトイモ「伊予美人」の安定生産で産地活性化
　　　　　　～県オリジナル品種の導入と普及が開発した全期マルチ栽培法が
            産地の未来を拓いた～
○北海道　　「真っ赤な肢蹄はＳＯＳ」
　　　　　　～肢蹄改善プロジェクト活動による地域連携体制の構築～

※問い合わせ先
　　全国農業改良普及職員協議会（担当：太田、舟田）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（０３－５５６１－９６４６）
　　農林水産省　生産局　技術普及課（担当：喜友名）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（０３－３５０１－３７６９）

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
◆生産現場の夢トークinアグリビジネス創出フェア２０１５の開催について
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【生産局技術普及課】
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　本年も、農林水産・食品分野などの最新技術や研究成果が集積する「アグリ
ビジネス創出フェア２０１５」が開催されます。（詳細は、農林水産技術会議
事務局からのお知らせをご覧ください。）
　全国の研究機関、民間企業等が多数来場するこの機会を利用して、平成２７
年１１月２０日（金）に、都道府県の普及組織が構想する生産現場の課題解決
に向けた取組を紹介し、取組に協力いただける企業・研究機関等との関係構築
を図る「生産現場の夢トークinアグリビジネス創出フェア２０１５」を開催し
ます。
　今回は、以下のテーマについて、取組に協力いただける企業・研究機関等を
募集します。

１　課題発表道県及び発表テーマ
　（１）北海道「農業者が喜ぶ、施設園芸省力化体系の確立に向けた普及活動
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　　　　の展開」
　（２）鹿児島県「牛は放して地域を繋ぐ！地域内一貫体制で生産力アップ！」
　（３）宮崎県「低コストでできる科学的な有機農業技術の開発と普及」
　（４）長崎県「２０２０年東京オリンピックに向けた日本茶コンビニカフェ
　　　　　　　の普及」
　（５）愛媛県「未開発分野に知恵を！有害鳥獣捕獲を安全で快適に！」
　（６）香川県「自家採種で成立する特産野菜の種子用高性能色彩選別装置の
　　　　　　　実用化」
　（７）徳島県「きゅうりタウン構想～移住就農者募集で産地拡大による地域
　　　　　　　活性化へ～」
　（８）滋賀県「イチゴ難防除病害虫対策の省力・軽作業・低コスト化のため
　　　　　　　に」
　（９）兵庫県「新たな価値の創出による都市近郊型葉物野菜産地の育成」
　（10）青森県「国民の健康づくりに向けた「アピオス」の作付振興」
　（11）長野県「効果的・省力的な鳥獣害対策技術の開発と普及」
　（12）埼玉県「ご当地エダマメでおもてなし～暑い埼玉だから枝豆がうまい
　　　　　　　～」
２　開催日時
　平成２７年１１月２０日（金）１０：１０～１７：００
　　※平成２７年１１月１８日（水）～２０日（金）に開催される「アグリ
　　　ビジネス創出フェア２０１５」のイベントの一つとして開催。
３　開催場所
　東京ビックサイト東６ホール（東京都江東区有明３－１０－１）
　（１）課題発表
　　　メインステージ（１０：１０～１２：２０）
　（２）個別情報交換
　　　メインステージ後方（発表終了後～１２：２０）
　　　メインステージ脇の「主１５（農業界と経済界の連携による先端モデル
　　　農業確立実証事業）」のブース（発表終了後～１７：００）

※お問い合わせ先
　　農林水産省　生産局　技術普及課　組織班（担当：須藤）　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（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研究調整課】
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　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。

●「アグリビジネス創出フェア２０１５」の開催について 
　農林水産省は、１１月１８日(水曜日)～１１月２０日(金曜日)の３日間、東
京国際展示場(東京ビッグサイト)において、「アグリビジネス創出フェア２０１５」
を開催いたします。
　本フェアは、全国の産学の各機関が有する、農林水産・食品分野などの最新
技術や研究成果を展示やプレゼンテーションなどで分かりやすく紹介し、研究
機関間や研究機関と事業者との連携を促す場として開催する「技術・交流展示
会」です。
　詳細は以下のフェアホームページをご覧ください。
[農林水産技術会議事務局]
http://agribiz-fair.jp/
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●ナスの受粉作業を省くことができる新しい遺伝子を発見
　-ナス科野菜の省力・安定生産に貢献が期待-
　ナス系統「PCSS」から、受粉なしで果実生産を可能とする遺伝子を特定しま
した。
　この遺伝子は、突然変異でできた遺伝子であり、受粉しなくても果実の成長
に必要な植物ホルモンであるオーキシンを増やす働きを持っています。
　この遺伝子は、トマトやピーマンにも有効であり、生産性向上や省力化等、
幅広い応用が期待されます。
[農研機構 野菜茶業研究所]
http://www.naro.affrc.go.jp/publicity_report/press/laboratory/vegetea/060180.htm
l

●南西諸島の地域バイオマス利活用により減化学肥料栽培を実現
　-地域バイオマス利活用マニュアルの作成-
　サトウキビ栽培用の低価格堆肥製造、普及が期待される家畜ふん尿のメタン
発酵から排出されるメタン発酵消化液の施肥技術開発、これらを利用した作物
栽培実証研究を沖縄県で実施し耕畜連携モデルとなるマニュアルを作成しまし
た。
　これらの堆肥やメタン発酵消化液を利用することで、化学肥料を70％以上削
減したサトウキビ栽培が可能となるだけでなく、ソルガムやソバ、野菜等の減
化学肥料栽培も可能となります。
[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/060202.html

●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。
　このたび北陸地域及び東海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。

・北陸地域マッチングフォーラム
　日時：１２月２日(水曜日) １３時１０分～１７時３０分
　場所：ホテル センチュリー イカヤ (新潟県上越市)
  テーマ：「北陸大豆の変革!～新品種と新技術で安定多収～」
  講演内容
　１) 北陸地域における大豆生産の現状と展開方向～低収要因の解析、新品種
導入、作業技術体系～
　２) 実需者からみた国産大豆への期待～上越産大豆による豆腐生産の取り組
み～
　３) 福井県における新品種「里のほほえみ」の導入・普及
　４) 富山県における新品種「シュウレイ」の導入と高品質・安定生産のポイ
ント
　５) 石川県における大豆栽培の機械化対応技術
　６) 優良生産事例の紹介と新潟県の大豆生産振興の取り組み～平成26年度全
国豆類経営改善共励会・農林水産大臣賞受賞～
　＊技術相談あり
　参加費無料
　定員：１５０名(先着順)
　事前申込締切：１１月２０日(金曜日) 
[農研機構 中央農業総合研究センター 北陸研究センター ]
http://www.naro.affrc.go.jp/event/list/2015/10/060354.html

・東海地域マッチングフォーラム
　日時：１２月１８日(金曜日) １３時～１７時３０分
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　場所：ウインクあいち (愛知県名古屋市)
  テーマ：「水田作における有機栽培の現状と技術の開発・普及」
  講演内容
　1) 東海地域における有機農業の現状と課題
　2) 水稲有機栽培で使える除草技術～抑草効果とメカニズム～
　3) 水田用小型除草ロボット(アイガモロボット)の開発と現地実証
　4) 有機農業に対応した機械の開発と米づくり実証
　5) 消費者の関心を呼び起こしながら有機米をつくる
　6) 朝市村の活動からみた有機米の生産・販売の現状と課題
　＊技術相談あり
　参加費無料
　定員：１５０名(先着順)
　事前申込締切：１２月１０日(木曜日) 
[農研機構 中央農業総合研究センター]
http://www.naro.affrc.go.jp/event/list/2015/10/060226.html

●「クエルゴールド」健康機能性を持つケルセチンを高含有するタマネギ新品
種紹介
　高ケルセチン含有タマネギ「クエルゴールド」および分析法の普及を図るた
めに、本品種の特徴とケルセチンの健康機能性に関わる講演会を札幌および東
京において開催し、同時に食品総合研究所で作成したケルセチンをたくさん摂
取可能なタマネギ料理レシピに基づく料理をご試食いただきます。
・札幌
　日時：１２月１日(火曜日) １３時３０分～１６時
　場所：TKPガーデンシティー アパホテル札幌(北海道札幌市)
・東京
　日時：１２月３日(木曜日) １３時３０分～１６時
　場所：TKPガーデンシティー 品川 (東京都港区)
　参加費無料
　事前登録不要
[農研機構 食品総合研究所]
http://www.naro.affrc.go.jp/event/list/2015/10/060289.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　研究調整課（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。

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
　　　　　　　　　　　　　 　編集後記
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
　今月号は、技術普及課からのお知らせを多く掲載しております。農業改良助
長法施行令等の一部改正に関するパブリックコメントの募集や、農業普及活動
高度化全国研究大会やアグリビジネス創出フェアの開催についてなど。冬の到
来を目前に控え、普及指導員の皆様におかれてはご多忙のことと思いますが、
普及事業の更なる発展に向けて、ご協力いただきますようお願いいたします。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　◎　編集担当Ｈ　◎

∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽
※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
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e-普及だより第138号271116.txt
  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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