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ｅ‐普及だより　　　　　　　 　　　  　　　第１４１号（通算８９２号）

　　　　　　　　　　　　　平成２８年２月１５日
　　　　　　　編集・発行　農林水産省生産局技術普及課

【配信アドレス変更のお知らせ】
  日ごろから、御講読いただきありがとうございます。本メールマガジンは、
２月２９日以降配信するメールマガジンからアドレスを変更いたします。
      ------------------------------------------------
      ☆新しいアドレスはこちら→e-hukyu@maff.go.jp
      ------------------------------------------------
  迷惑メール対策等でメールソフトの設定をされている方は、御注意ください。

☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆
∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽
　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　】◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎
　◎　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　◎
　◎【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】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　◎
　◎　☆「補助金等の逆引き事典」の公開について　　　　　　　　　　◎
　◎　☆生産現場が抱える技術開発が必要な課題を登録・共有できる　　◎
　◎　　ホームページサイト「現場ニーズに対応した研究開発の推進」　◎
　◎　　を開設しました　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　◎
　◎　☆平成２８年度「委託プロジェクト研究」の公募について　　　　◎
　◎　☆生鮮野菜を衛生的に生産するための取組について　　　　　　　◎
　◎　☆「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）に基づく登録が行われました　　　　　　　　　　　　　　◎
　◎　☆農山漁村再エネ法の活用に関するアンケート結果及び改善策に　◎
　◎　　ついて　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　◎
　◎【会議情報】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　◎
　◎　☆稲作コスト低減革新技術ワークショップの開催について　　　　◎
　◎　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　◎
　◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎

　　╋╋・‥…　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
　　　　　　　　　　　　　　　　　【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。

●加工時に臭わず黄変しないダイコン新品種「悠白(ゆうはく)」と「サラホワ
イト」
　-たくあん漬やおろしなどの新たな大根加工品の創出が可能に-
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　たくあん漬に適した「悠白」とおろし・つま等の生食加工や切り干しに適し
た「サラホワイト」を育成しました。
　いずれも臭気や黄変の元となる成分(4MTB-GSL)を含まないことから、今まで
に無いフレッシュ感のある大根加工品を製造することが可能です。
[農研機構 野菜茶業研究所]
http://www.naro.affrc.go.jp/publicity_report/press/laboratory/vegetea/061420.htm
l

●DNA情報からトマトの甘さや収量を高精度に予測する手法を開発
　-品種育成の効率化・加速化に期待-
　トマトの甘さや収量を、DNA情報から高精度に予測する手法を開発しました。
　この予測手法を応用したコンピューターシミュレーションから、甘くて収量
も多いトマトの育成が可能なことが予測されました。
　これらの手法を用いて、甘くて収量も多いトマト品種を、効率的かつ短期間
に育成することが可能になります。
[農研機構 野菜茶業研究所]
http://www.naro.affrc.go.jp/publicity_report/press/laboratory/vegetea/061281.htm
l

●「土壌攪拌(代かき)による放射性物質低減技術の実施作業の手引き」を公表
　-表土削り取りや反転耕が適用できないほ場に効果的!-
　水田ほ場の土壌中の放射性物質を低減させる除染方法として土壌攪拌(代かき)
による放射性物質低減技術を改良し、実務的な作業手引きを作成しました。
　この技術は、表土削り取りや反転耕による除染が適用できないほ場に効果的
です。
　この手引きでは、具体的な除染作業内容と手順、除染後の水稲栽培の留意点
について解説しています。
[農研機構、農業環境技術研究所]
http://www.naro.affrc.go.jp/publicity_report/press/laboratory/nkk/061219.html

●クロマグロの養殖技術の向上につながるDNA チップを開発
　クロマグロの全遺伝子を解析可能なDNA チップを開発しました。
　このチップにより、クロマグロの生命現象を迅速に解析できます。
[水産総合研究センター]
http://www.fra.affrc.go.jp/pressrelease/pr27/20160128/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。

　　　　　　　　　╋╋・‥…　施策情報等　…‥・╋╋

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
◆「補助金等の逆引き事典」の公開について　　　　【大臣官房広報評価課】
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　農林水産省では、補助事業の情報をホームページで公開していますが、事業
の名前だけでは施策を利用される方にとって、どの事業が何に使えるのかが分
かりにくいという課題がありました。このため「誰が」、「何をしたい」から、
利用者が必要とする事業の情報を検索できる「補助金等の逆引き事典」をホー
ムページ上で公開しています。
　当ページでは、以下の情報が表示されます。
1）該当する事業の一覧 
2）各事業の概要 
3）農林水産省（本省及び地方農政局等）の問い合わせ先 
4）最寄りの相談窓口 （地方参事官）の連絡先 
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「補助金等の逆引き事典」は以下のURLから御覧になれます。
http://www.maff.go.jp/j/g_biki/index.html

　今後は利用者の方々からのご意見をお聞きしながら、順次、機能を改良して
いく予定です。普及指導員の皆様におかれましても、ぜひ活用いただければ幸
いです。

※お問い合わせ先
　大臣官房広報評価課広報室（担当：溝口、仲村）（０３－３５０２－５５９４）

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
◆生産現場が抱える技術開発が必要な課題を登録・共有できるホームページサ
イト「現場ニーズに対応した研究開発の推進」を開設しました
                                          【大臣官房政策課技術政策室】
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　温暖化等の環境の変化や輸出をはじめとした新たな取組の本格化など、生産
・加工現場は新たな課題に直面しており、こうした課題に対応して現場のニー
ズや問題に応える研究を速やかに進めることが重要です。
　農林水産省は、生産現場が抱える課題を登録・共有できるホームページサイ
トを開設しました。当サイトでは、研究開発が必要な課題を登録できる「技術
課題ポスト」を設け、現場のニーズを広く収集し、整理・分析した上で公表す
ることとしました。今後は収集したニーズの研究課題設定への反映や、既存技
術を活かした情報提供を進めるなどして、関係者が一体となって現場ニーズに
対応した研究開発の取組を進めていきたいと考えています。
　普及指導員の皆様におかれましては、本取組にご理解いただき、生産現場に
おける技術的な問題や課題を「技術課題ポスト」へご登録いただくとともに、
生産者をはじめとする関係者の皆様に広くお知らせ下さいますよう、ご協力の
ほどよろしくお願いいたします。

現場ニーズに対応した研究開発の推進
 http://www.maff.go.jp/j/kanbo/kihyo03/gityo/g_needs/index.html
※お問い合わせ先　　
　農林水産省　大臣官房政策課技術政策室　推進班（担当：津田、北谷、南條）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（０３－６７４４－０４１５）

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
◆平成２８年度「委託プロジェクト研究」の公募について
　　　　　　　　　　　　　　　　　【農林水産技術会議事務局研究企画課】
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　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おり、現在、
平成２８年度より実施する以下の二つの研究事項について平成２８年３月２２
日（火曜日）まで公募を行っています。
（1）市場開拓に向けた取り組みを支える研究開発
（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
　詳細については、応募要領をご参照ください。
http://www.s.affrc.go.jp/docs/project/2016/project_2016_1.htm
　研究成果を生産現場等へ迅速に普及させる観点から、公募課題の中には普及
組織等の参画を必須としているものもあります。
　なお、本公募は、平成２８年度予算政府案に基づき行っているため、予算成
立が前提となります。今後、予算成立までの過程で内容等に変更等があり得る
ことをあらかじめご承知おきください。
※お問い合わせ先
　農林水産省　農林水産技術会議事務局　研究企画課（担当：古賀）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（０３－３５０１－４６０９）

ページ(3)



e-普及だより第141号280215.txt
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
◆生鮮野菜を衛生的に生産するための取組について
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【消費・安全局農産安全管理課】
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　農林水産省は、野菜の生産者向けに衛生管理指針をまとめ、生産現場におけ
る衛生管理の取組の実践を推進しています。
○「生鮮野菜を衛生的に保つために -栽培から出荷までの野菜の衛生管理指針-」　
http://www.maff.go.jp/j/syouan/nouan/kome/k_yasai/pdf/sisin.pdf

　生鮮野菜は、肉類と比べて微生物の栄養となるものが少ないため、食中毒を
起こす微生物が増えにくいと考えられます。それにもかかわらず、生鮮野菜が
原因と考えられる大きな食中毒事例が海外で報告されています。
野菜を十分に加熱すれば、食中毒を起こす微生物を死滅させることができます
。しかし、レタスやきゅうりなど加熱せず生で食べる野菜は水で洗うしかあり
ません。このため、生産段階から食中毒を起こす微生物を「付けない」「増や
さない」ためには、栽培から出荷までの取り扱い、栽培環境や関連施設の衛生
的な管理、生産者の健康及び衛生管理が極めて重要となります。

　普及指導員の皆様には、この指針を活用して、生産者等が野菜の衛生的な管
理に取り組んでいただけますよう、ご協力をお願い致します。
　当課にお問い合わせいただければ、Ａ５サイズの現場用の冊子をお渡し出来
ます。

※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：小倉）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（０３－３５０２－７５６９）

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
◆「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
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）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国に登録するもの
です。
　平成２８年２月２日、同法に基づき、くまもと県産い草（熊本県）、くまも
と県産い草畳表（熊本県）、伊予生糸（愛媛県）の計３産品が登録されました
のでお知らせします。
　
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）

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
◆再エネで地域を活性化する取組のサポートの充実を図ります
　農山漁村再エネ法の活用に関するアンケート結果及び改善策について
　　　　　　　　　　　　　　【食料産業局　再生可能エネルギーグループ】
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
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　農山漁村再エネ法は、農山漁村に豊富に存在する森林資源などのバイオマス、
水などの資源を、再生可能エネルギーとして活用し、売電収入の一部を農業振
興等に活用することで地域活性化を図るための枠組みを提供する制度です（平
成26年５月施行）。本法の活用に関するアンケートを全国の市町村を対象に実
施（平成27年10～11月）しましたので、結果及び改善策をご紹介します。
　平成27年12月末時点で本法に基づく基本計画を策定済みの市町村が12、作成
中が13、今後法活用の可能性がある市町村が324となっています。アンケート
では、情報交換できる環境整備の支援として国と県が共催する情報交換会の要
望が多かったこと、法活用の予定が無いと回答した市町村の中には、農林地等
の利用調整や地域活性化を図るという農山漁村再エネ法の目的に合致する考え
を持つところもあること等の結果が得られました。今後、市町村に対して、国
と県の共催による情報交換会の開催、温度感に応じたきめ細かいサポート体制
の充実などの改善策を実施します。
　アンケートはHPで公表しております。普及指導員の皆様におかれましても、
ご覧いただくとともに、情報交換会への参加についてご検討頂ければ幸いです。
http://www.maff.go.jp/j/shokusan/renewable/energy/enquete.html

※お問い合わせ先：農林水産省食料産業局再生可能エネルギーグループ
　　　　　　　　　（担当：清水、篠原）　　（０３－６７４４―１５０８）

　　　　　　　　　╋╋・‥…　会議情報　…‥・╋╋

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
◆稲作コスト低減革新技術ワークショップの開催について
　　　　　　　　　　　　　　【一般社団法人　全国農業改良普及支援協会】
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
１　趣  旨
　　飼料用米を含めた稲作の生産コストの低減を確実なものとする観点から、
　稲作生産コスト低減に資する革新技術や新品種をまとめた「稲作技術カタロ
　グ」や「飼料用米生産コスト低減マニュアル」の紹介と、稲作のコスト低減
　を実践している生産者の事例発表を行うとともに、幅広い参加者による意見
　交換を通じて地域の稲作コスト低減の取組が加速されることを目的とした
　「稲作コスト低減革新技術ワークショップ～実践事例から学ぶ～」を開催し
　ます。
２　開催日時及び場所

 （１） 日　時：平成28年2月17日（水）　13:30～15:30
 （２） 場　所：アルカディア市ヶ谷（私学会館）５階

　　　　　　　「穂高」（ワークショップ会場）及び「大雪」（技術展示会場）
　　　　（東京都千代田区九段北4-2-25　Tel.03-3261-9921）
３　内　容

 （１） 情報提供
　　　「稲作技術カタログ」及び「飼料用米コスト低減マニュアル」について
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（農林水産省政策統括官付穀物課）

 （２） 稲作コスト低減実践事例発表
　　ア　「新品種と新技術を組み合わせた効率的経営の展開」
　　　　　　株式会社 あぐり三和　代表取締役　福原　弥氏（新潟県上越市）
　　イ　「都市近郊地域の条件を活かした大規模経営の展開」
　　　　　　有限会社 神扇農業機械化センター　代表取締役　船川　由孝氏
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （埼玉県幸手市）
　　ウ　「新しい集落営農法人が目指す地域コミュニティの再構築」
　　　　　　ネットワーク大津株式会社　代表取締役　徳永　浩二氏
                                                       （熊本県大津町）
（３）稲作技術カタログ掲載技術の展示
　　　ワークショップ会場に隣接する別室「大雪」において、カタログ掲載技
　　術を開発した研究機関、企業等による展示ブースを設置（12:30～16:00）
４　参集範囲
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e-普及だより第141号280215.txt
　　各都道府県農業改良普及関係職員、関係団体及び関係企業等
５　参加申込み
　　メールまたはFAXで「会社名・役職名・氏名・連絡先」を記載し、以下の
　宛先にお申し込みください。
　（事務局）一般社団法人　全国農業改良普及支援協会
　　　　　　　　　　　　　情報・調査部　根岸
　　　　　　　〒107-0052　東京都港区赤坂1－9－13　三会堂ビル
　　　　　　　　Tel.03－5561－9562　Fax.03－5561－9569
　　　　　　　　E-mail：kakushin@jadea.jp

普及指導員の皆様におかれましても、積極的なご参加をよろしくお願いします。

※お問い合わせ先
（一社）全国農業改良普及支援協会（担当：根岸）（０３－５５６１－９５６２）
　農林水産省政策統括官付穀物課（担当：米田）　（０３－３５０２－５９６５）

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
　　　　　　　　　　　　　 　編集後記
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
　昨日から今日にかけての気温の寒暖差が影響したのか、朝から体が重いです。
風邪はひき始めの対処が肝心。人それぞれの対処方法があって面白いですよね。
私の場合は、しょうが湯→かけうどん→ぐっすり寝る。近くには、にんにくを
丸ごと一つを焼いて食べるんだという人もいますが…みなさんはどうしていま
すか？体調管理にはくれぐれも気をつけてくださいね。　◎　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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