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　◎　☆「農政新時代キャラバン都道府県別説明会」の開催について　　◎
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＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
◆技術普及課長の新年のご挨拶
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　明けましておめでとうございます。 本年も普及組織のご発展と普及指導員
の皆様のご健勝とご多幸を心からお祈り致します。
　平成２７年は農政が大きく動いた年でした。３月には、新たな食料・農業・
農村基本計画を閣議決定し、産業政策と地域政策を車の両輪として施策を展開
するとして、今後１０年先までの農政の方向を示しました。１０月には、環太
平洋パートナーシップ（ＴＰＰ）協定交渉が大筋合意に至りました。農林水産
省としてもこれまで地方説明会を開催し、交渉結果や国内への影響について丁
寧な説明を行うよう努め、１１月末に「総合的なＴＰＰ関連政策大綱」をとり
まとめたところですが、現場の声や不安を汲み取り、生産現場を強化していく
ためには、産地からの信頼と豊かな知識を持つ普及指導員が果たす役割が大き
く期待されるところです。
　普及事業においても、基本計画を踏まえ、新たな「協同農業普及事業の運営
に関する指針」を５月に策定し、その中で、直接農業者に接して支援を行う普
及指導員が、農業者と地域の関係者等との結びつきの構築等を通じて、農業者
の所得向上と地域農業の生産面・流通面等における革新を総合的に支援する役
割を果たすよう、今後の協同農業普及事業の運営を行うものとしました。
　昨年末に閣議決定された平成２８年度予算では、普及指導員にかかわる予算
も多く含まれています。前年度と同額を確保した協同農業普及事業交付金をは
じめとして、大豆、麦、飼料用米等の栽培技術指導、産地における労働力確保
支援、開発技術の地域実証等多分野に渡り関連予算が盛り込まれています。
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　普及指導員の皆様におかれては、これら予算を積極的にご活用頂き、長年に
わたり連綿と蓄積してこられたノウハウを積極的に活かして、農政の新たなス
テージを切り拓いて頂くことを期待します。
　技術普及課と全国の普及指導員の皆様が一丸となって普及事業に取り組み、
実り豊かな一年とすることを決意し、私からのご挨拶とさせて頂きます。本年
もよろしくお願いいたします。

　　　　　　　　　　　　　　　農林水産省生産局技術普及課長　真鍋　郁夫

　　╋╋・‥…　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。

●平成27年度補正予算「『革新的技術開発・緊急展開事業』に係るブロック技
術提案会」を開催します
　農林水産省では、「総合的なTPP関連対策大綱」を踏まえ、国際競争力のあ
る産地のイノベーションの促進を図るため、平成27年度補正予算により「革新
的技術開発・緊急展開事業」を実施する予定です。
　本事業の推進のため、現場ニーズ及び研究機関が有する技術シーズを聴取す
ることを目的としたブロック技術提案会を全国9ブロックで順次開催いたします。
　日時：1月21日(木曜日)～29日(金曜日)
　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/kk27/index.htm

●平成28年度の新規委託プロジェクト研究について
　農林水産政策上重要な研究のうち、農林水産分野及び関連分野の研究総力を
あげて取り組むべき課題について委託プロジェクト研究を実施しています。
　平成28年度は、以下の委託プロジェクト研究を新規に実施する予定です。
　(1)市場開拓に向けた取組を支える研究開発
　(2)農林水産分野における気候変動対応のための研究開発
　これら研究の方向性を示す「推進方針」の検討の過程を以下のURLに掲載し
ていますので御参照ください。
　なお、検討された課題の全てが公募の対象となるわけではありませんので御
了承ください。
http://www.s.affrc.go.jp/docs/project/suisin/index.htm
　公募要領は、現在作成中であり、公募を開始する際には以下のURLに掲載し
ます。
http://www.s.affrc.go.jp/docs/project/2016/project_2016_1.htm
[農林水産技術会議事務局]
http://www.s.affrc.go.jp/docs/project/information/index.htm

●食品トレーサビリティへの取組の促進に向けて、「実践的なマニュアル」(案)
に対する意見を募集中
　食品トレーサビリティの取組促進に向けて、「実践的なマニュアル」各論
「農業編(案)」及び「畜産業編(案)」を公開し、2月1日(月曜日)までの間、こ
れらに対する御意見を募集します。
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[農林水産省]
http://www.maff.go.jp/j/press/syouan/hyoji/160105.html

●農業機械安全鑑定適合機12月分(平成27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27年12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/061177.html

●塩害に負けない大豆の遺伝子を発見 -分子育種により耐塩性大豆品種の開発
が可能に- 
　ブラジルの大豆品種FT-Abyaraから耐塩性遺伝子(Ncl遺伝子)を発見し、この
遺伝子はNa+、K+、Cl−を同時に調節することを明らかにしました。
　Ncl遺伝子は塩害畑でも高い大豆収量を維持できます。
　Ncl遺伝子を従来の交配による手法で既存の大豆品種に効率的に導入するこ
とにより、耐塩性大豆品種の開発ができます。
　塩類土壌が問題になっている世界の多くの地域での大豆の安定的な生産に貢
献することが期待されます。
[国際農林水産業研究センター]
http://www.jircas.affrc.go.jp/press/2015/press11.html

●寒冷地向きナタネ新品種「きらきら銀河」
　-ミールを飼料として利用できます-
　寒冷地での栽培に適している多収のナタネ品種です。
　油は食用油に適しており、種子中に家畜に有害な成分をほとんど含んでいな
いために搾り粕を飼料として利用できます。
[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/061188.html

●自家受粉が可能なニホンナシ新品種「なるみ」
　ニホンナシの主要品種では、自らの花粉では結実しない自家不和合性という
性質があり、他の品種の花粉を用いた人工受粉が必要です。そこで、自らの花
粉で結実する自家和合性のニホンナシ新品種「なるみ」を育成しました。
　「なるみ」は「豊水」と同時期に成熟する中生の良食味品種であり、人工受
粉の省力化が可能な品種として全国的に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/060153.html

●ホウレンソウは寒締め栽培で抗酸化能が高まる
　-良食味で機能性の高いホウレンソウ栽培が可能-
　ホウレンソウは、冬の寒さに当てる寒締め栽培でフラボノイド含量が増加し、
抗酸化能(H-ORAC値)が高まることを明らかにしました。
　寒締め栽培により、ホウレンソウの食味や栄養性が向上するばかりでなく、
機能性が高まることも期待できます。
[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/060857.html

●マイワシの資源量の増加傾向がさらに強まる可能性が高い状況です
　2015年の秋の調査で、今年生まれの0歳魚がたくさん生き残っており、これ
は2010～2014年の各年の生まれを大きく上回る数であることがわかりました。
このため、今後マイワシ資源量の増加傾向がさらに強まる可能性が高いと考え
られます。
　マイワシは多獲性魚類であることから、その資源動向は漁業のみならず、流
通・加工など多くの産業に影響を与えます。当センターは、今後も調査を継続
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し、その結果を速やかに発信します。
[水産総合研究センター]
http://www.fra.affrc.go.jp/pressrelease/pr27/20151214/index.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。

　　　　　　　　　╋╋・‥…　施策情報　…‥・╋╋

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
◆「農政新時代キャラバン都道府県別説明会」の開催について
                　　　　　　　　　　　　　　　　　　【大臣官房地方課】
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　農林水産省では、「総合的なＴＰＰ関連政策大綱」を踏まえた農林水産分野
の対策と予算について、全国各地域の地方公共団体及び関係団体、関係者等に
ご説明するため、１月中旬から、「農政新時代キャラバン」として、都道府県
別説明会を開催しております。
　説明会では、はじめに総論の説明を行い、引き続き「水田・畑作」、「園芸」
、「畜産」といった品目別に、それぞれ別会場で分科会を開催し、より詳細な
説明を行います。一般の方にもご参加いただけます。
　既に説明会を終了している都道府県（地域）もございますが、２月上旬まで
全国各地で開催を予定しています。
　詳しい開催日程及びお申込み方法等は、以下のホームページでご覧いただけ
ます。

※都道府県説明会の開催予定
　　http://www.maff.go.jp/j/press/kanbo/tiho/160107_1.html

※お問い合わせ先
　　農林水産省　大臣官房　地方課（担当：西村、斉藤、藤田、今井、千代）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（０３－６７４４－０３９６）

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
◆第３回加工・業務用野菜生産基盤強化推進事業の公募について
　（加工・業務用野菜の安定供給に関する事業のお知らせ）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【独立行政法人農畜産業振興機構】
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　（独）農畜産業振興機構では、加工・業務用野菜生産基盤強化推進事業の参
加者を募集しています。
　普及指導員の皆様におかれましては、ご担当の地域の生産者他、加工・業務
用野菜取引に関心を持たれている皆様に対しまして、是非紹介いただきますよ
う、よろしくお願いします。

○事業概要：
　　契約取引により加工・業務用野菜への転換を推進する産地を対象に、安定
　生産に必要な土壌・土層改良、被覆資材の使用等の作柄安定技術を導入する
　産地に３年間面積払により支援します。
○対象野菜：
　　えだまめ、かぼちゃ、キャベツ、スイートコーン、たまねぎ、にんじん、
　ねぎ、ほうれんそう及びレタス
○事業対象者：
　　農協連合会、農協、農事組合法人、農業生産法人等
○助成単価等【事業対象面積当たり単価：10a当たり】
　７万円（１年目）、５万円（２年目）、３万円（３年目）
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※詳細は以下のページをご覧ください。
　http://www.alic.go.jp/y-josei/yajukyu03_000026.html
（応募の締切：平成28年２月３日（水）正午）

※お問い合わせ先　
　(独)農畜産業振興機構　野菜業務部助成業務課（担当：山﨑、森下）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（０３－３５８３－９７９７）
　農林水産省　生産局園芸作物課（担当：唐沢、仁久丸）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（０３－６７３８－７４２３）

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
◆平成２８年度契約野菜収入確保モデル事業の参加者の募集について
　　　　　　（野菜の契約取引に関するセーフティネットのお知らせ）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【独立行政法人農畜産業振興機構】
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
（独）農畜産業振興機構では、契約野菜収入確保モデル事業の参加者を募集し
ます（応募の締切：平成２８年２月２９日（月）正午）。
　普及指導員の皆様におかれましては、ご担当の地域に参加が見込まれる生産
者等がおられましたら、是非紹介いただきますよう、よろしくお願いします。

○事業概要：
１収入補填タイプ：生産者等が、実需者等と契約締結後に、やむを得ない事由
　　　　　　　　　で当初見込んでいた収入を得られなかった場合に、減収分
　　　　　　　　　の一部を補填。
２出荷促進タイプ：生産者等が、実需者等と契約締結後に、卸売市場で価格が
　　　　　　　　　高騰した際、契約に沿い出荷した場合に、市場価格との差
　　　　　　　　　の一部を補填。
３数量確保タイプ：中間事業者が、実需者等と契約締結後に、生産者等からの
　　　　　　　　　仕入が減少した場合に、市場等から確保する掛り増し分の
　　　　　　　　　一部を補填。
○対象野菜：指定野菜の１４品目
○事業対象者：
１及び２のタイプは、生産者、農協、事業協同組合、団体等。
３のタイプは、中間事業者（流通業者、加工業者等）。

※詳細は以下のページをご覧ください。
　http://www.alic.go.jp/y-keiyaku/yagyomu03_000105.html　
※お問い合わせ先
　(独)農畜産業振興機構　野菜業務部直接契約課（担当：大西、中野）　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 (０３－３５８３－９８１８)
　農林水産省　生産局園芸作物課（担当：児玉、熊谷）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（０３－３５０２－５９６１）

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
◆「特定農林水産物等の名称の保護に関する法律」（地理的表示法）に基づく
初めての登録が行われました　　　　　　　　　　【食料産業局知的財産課】
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　「特定農林水産物等の名称の保護に関する法律」（地理的表示法）が平成
２７年６月１日に施行され、地理的表示保護制度の運用がスタートしています。
　平成２７年１２月２２日、同法に基づく初めての登録が行われ、あおもりカ
シス（青森県）、但馬牛（兵庫県）、神戸ビーフ（兵庫県）、夕張メロン（北
海道）、八女伝統本玉露（福岡県）、江戸崎かぼちゃ（茨城県）、鹿児島の壺
造り黒酢（鹿児島県）の計７産品が登録されましたのでお知らせします。
　本制度は、地域で育まれた伝統と特性を有する農林水産物・食品のうち、品
質等の特性が産地と結び付いており、その結び付きを特定できるような名称（
地理的表示）が付されているものについて、その地理的表示を知的財産として
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国に登録することができるものです。
　また、本制度のポイントと、期待される効果について御紹介します。
１）地理的表示を生産地や品質等の基準とともに登録することで、産品の品質
　　について国がお墨付きを与えます。
２）基準を満たすものに「地理的表示」の使用を認め、登録標章（GIマーク）
　　を付します。また、GIマークにより他の産品との差別化が図られます。
３）不正な地理的表示の使用は行政が取り締まります。このため、訴訟等の費
　　用の負担なく、地域のブランドを守ることが可能となります。
４）生産者は登録された団体への加入等により「地理的表示」を使用可能とな
　　ります。登録された産品の地理的表示は、地域共有の財産として地域の生
　　産者全体で使用可能となります。

制度の詳細、申請の仕方などは、こちらのホームページを御覧下さい。
制度トップ http://www.maff.go.jp/j/shokusan/gi_act/index.html
登録産品　 http://www.maff.go.jp/j/shokusan/gi_act/register/index.html

　普及指導員の皆様におかれましても、本制度の周知・活用に御協力頂けます
と幸いです。

※お問い合わせ先　
　　農林水産省　食料産業局　知的財産課（担当：関口、沼田）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（０３－６７４４－２０６２）

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
◆「新たな農業経営指標」を活用ください！　　　　　【経営局経営政策課】
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　農林水産省では農業者の皆さまが経営状況を自らの手でチェックし、経営発
展を実現するためのツールとして、インターネット上で無料で利用できる「新
たな農業経営指標」を公開しています。
　この「新たな農業経営指標」は、農業者の皆さまが経営改善に必要な取組の
実施状況をチェックするとともに、経営に関する様々なデータを入力すること
により、自らの農業経営の技術水準や財務状況などについて、主業農家の標準
的な水準やトップクラスの主業農家の水準と比較することができます。
　なお、認定農業者の方は、農業経営改善計画に沿った経営改善を着実に進め
るため、この指標を活用した取組を毎年行うこととしております。これから確
定申告などに併せて、経営を振り返る時期となりますが、この機会に、「新た
な農業経営指標」にもぜひ取り組んでいただきたいと考えております。
　つきましては、普及指導員の皆さまにおかれましても、本システムについて
ご理解頂くとともに、農業者の皆さまへの推進につき、特段のご協力をよろし
くお願いします。

HPのリンク先：http://www.maff.go.jp/j/ninaite/shihyo.html

問い合わせ先：農林水産省経営局経営政策課（担当：宇治・加来）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（０３－６７４４－０５７６）

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
◆第２回｢GAP戦略協議会｣の概要について　　　　　【生産局農業環境対策課】
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　農林水産省では、GAPの普及推進のための課題解決に向けた議論を展開する
場として、平成27年3月にGAP戦略協議会を設置しました。日本再興戦略に盛り
込まれた「GLOBALG.A.P.の認証取得などの輸出環境整備」、「国際的に通用す
る規格の策定」に取り組むため、本協議会の下に設置された2つの作業部会に
より議論しているところです。
　平成27年12月18日に第2回GAP戦略協議会を開催し、これら2つの作業部会か
ら中間報告を実施するとともに、ガイドラインに則したGAPの普及をどのよう
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に行うべきかについても、議論されたところです。
　本協議会の資料及び議事要旨をHPに掲載しておりますので、是非ご覧頂くと
ともに、ご意見をお寄せ下さい。
　普及指導員の皆様におかれましても、GAPの更なる推進についてご協力のほ
ど、よろしくお願いします。

掲載アドレス
http://www.maff.go.jp/j/seisan/gizyutu/gap/g_kaigi/index.html

※お問い合わせ先　
　　農林水産省　生産局　農業環境対策課（担当：渡邊）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（０３－６７４４－７１８８）

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
　　　　　　　　　　　　　 　編集後記
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
　新年最初のe-普及だよりです。本年も昨年に引き続き編集担当「Ｈ」が担当
します。普及関係者の皆様に充実した情報をお送りできるよう努力して参りま
すのでよろしくお願いいたします。　　　　　　　　　　◎　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
  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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