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ｅ‐普及だより　　　　　　　 　　　  　　　第１４３号（通算８９５号）

　　　　　　　　　　　　　平成２８年４月２０日
　　　　　　　編集・発行　農林水産省生産局技術普及課

☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆
∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽
　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。
∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽

　このたびの熊本地震により、熊本県、大分県をはじめとする九州地方でさま
ざまな被害が発生しましたことに、心からお見舞いを申し上げます。不幸にも
亡くなられた方々のご冥福をお祈り申し上げますとともに被害に遭われた方々
に心よりお見舞い申し上げます。

　平成28年熊本地震により、農林水産省では、今般の熊本県熊本地方を震源と
する地震による農林水産関係の被害状況を把握するとともに必要な対策を講ず
る必要があることから、農林水産大臣を本部長とする「熊本県熊本地方を震源
とする地震に関する農林水産省緊急自然災害対策本部」を設置し、対応してお
ります。被害と対応の状況につきましては、
「平成28年（2016年）熊本地震」に関する情報」
　http://mailmag.maff.go.jp/c?c=19099&m=92620&v=0dc8ff2e
に随時掲載しておりますので、ご覧下さい。

　◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎【　本　号　の　内　容　】◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎
　◎　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　◎
　◎【技術普及課からのお知らせ】　　　　　　　　　　　　　　　　  ◎
  ◎　☆農業労働力最適活用支援総合対策事業がはじまりました！　　　◎
　◎　☆水稲向け肥効調節型肥料の効果的かつ適正な使用と追肥手法に　◎
　◎　　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】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　◎
　◎　☆稲発酵粗飼料用稲に係る農薬使用について　　　　　　　　　　◎
　◎　☆麦のかび毒汚染の防止・低減対策について　　　　　　　　　　◎
　◎　☆産地リスク軽減技術総合対策事業のうち地力強化対策推進事業　◎
　◎　　・大区画化　ほ場対応型土壌管理技術導入支援事業の追加公募　◎
　◎　　について　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　◎
　◎　☆日本農業遺産の認定及び世界農業遺産の認定申請に係る承認に　◎
　◎　　関する公募を開始しました　　　　　　　　　　　　　　　　　◎
　◎　☆「飼料用米多収日本一」の公募について　　　　　　　　　　　◎
　◎　☆第３期「女性農業次世代リーダー育成塾」について　　　　　　◎
　◎　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　◎
　◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎

　　　　╋╋・‥…　技術普及課からのお知らせ　…‥・╋╋

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
◆地域で必要となる労働力を安定的に確保する仕組みの構築を支援します！
　　　～農業労働力最適活用支援総合対策事業がはじまりました～
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【生産局技術普及課】
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
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　農業就業者の減少や高齢化等により労働力不足が進行する中で、農業生産に
の現場においては年間を通じた作業量が平準化していないことから通年雇用が
難しいなど、必要な労働力を確保する上で多くの課題が生じています。
　そこで、農林水産省では、産地で必要となる労働力を安定的に確保する仕組
みの構築を支援するものとして、農業労働力最適活用支援総合対策事業をはじ
めました。
　普及指導員の皆様におかれましては、ＪＡや市町村はじめ地域の農業者や農
業生産法人等農業に関わる皆様に広く情報提供していただきますとともに、
引き続き、労働力確保に向けた産地での取組を支援いただきますようお願いい
たします。

なお、支援内容は次のとおりです（補助率：１／２以内）
１．労働力確保に取り組む推進体制の構築支援
　　産地で取り組む内容の検討や産地の状況の把握等の取組を支援します。
２．労働力の確保・育成
　　求人イベントの開催や、確保した者に対する研修等の取組を支援します。
３．労働力のデータベース化及び地域内外でのマッチング支援
　　労働力のデータベース作成や、農繁期の異なる他産地と労働力や機械等を
　　融通する取組等を支援します。
４．労働負荷軽減のための環境整備
　　労働負荷軽減のために必要な農業機械等を共同利用するための取組等を支
　　援します。

http://www.maff.go.jp/j/seisan/gizyutu/hukyu/ennotai.html

※お問い合わせ先
　　最寄りの地方農政局生産技術環境課　
　　農林水産省　生産局　技術普及課　
　　　　　　　　　　（担当：谷、野中、平井）（０３－６７４４ー２１１１）

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
◆水稲向け肥効調節型肥料の効果的かつ適正な使用と追肥手法について
　　　　　　　　　　　　　　　　　　【生産局技術普及課生産資材対策室】
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　米の食味向上のために窒素施用量を抑制する傾向が強い中、近年、高温障害
による品質低下が見られることや、業務用米や飼料用米といった多収性品種の
作付拡大等により、改めて稲作の追肥技術への関心が高まっています。
　また、平成26年に策定・公表した政府方針（「日本再興戦略」及び「農林水
産業・地域の活力創造プラン」）では、具体的な数値目標を設定し、農業構造
の改革や生産コストの低減を推進していくこととしています。
　このような状況を踏まえ、コスト低減の視点を持ちつつ、稲作における追肥
技術等について有識者（稲作農家、県の普及組織、肥料製造・流通業者、研究
機関、大学等）から意見を聴取し、肥効調節型肥料の効果的かつ適正な使用と
追肥手法について整理しましたので、現場おける施肥指導にご活用ください。

http://www.maff.go.jp/j/seisan/sizai/tsuihi.html

※お問い合わせ先　
　　農林水産省　生産局　技術普及課　生産資材対策室
　　　　　　　　　　　（担当：中村、本宮）（０３－６７４４－２４３５）

　　╋╋・‥…　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】
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＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　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。

●「知」の集積と活用の場 産学官連携協議会設立総会
  農林水産省は、新たな産学官連携研究の仕組みである「「知」の集積と活用
の場」の平成28年度からの本格稼働に向けて、平成27年12月に「産学官連携協
議会（準備会）」を立ち上げ、新たな商品化・事業化に向けて共通課題に取り
組む「研究開発プラットフォーム」の形成を促進するため、試行的にセミナー
・ワークショップ等を開催してきました。平成28年度を迎え、本格稼働の第一
歩として、今般、「知」の集積と活用の場「産学官連携協議会」の設立総会を
開催します。
日時：4月21日（木曜日）15時～17時　
場所：日本消防会館 2・3階 ニッショーホール
概要：（１）産学官連携協議会の会長、副会長選任及び運営委員
　　　　　等の選任について
 　 　（２）「知」の集積と活用の場の当面の活動内容について
[農林水産技術会議事務局]
http://www.s.affrc.go.jp/docs/press/160415_1.htm

●「大学は美味しい！！」in 農林水産省
農林水産省「消費者の部屋」にて全国各地の大学の食品に関する研究成果の展
示を行います。また、それらの「美味しい」研究成果である商品の試食や、販
売も行います。是非足をお運び下さい。
日時：5月9日（月曜日）12時～13日（金曜日）13時
場所：農林水産省「消費者の部屋」
参加費：無料
事前申込：不要
[農林水産技術会議事務局]
http://www.s.affrc.go.jp/docs/press/160419_2.htm

○「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：小林）（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　…‥・╋╋

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
◆稲発酵粗飼料用稲に係る農薬使用について　　　　【生産局畜産部飼料課】
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
  稲発酵粗飼料用稲に係る農薬使用については、「稲発酵粗飼料生産・給与技
術マニュアル」に掲載された農薬の種類・使用方法による対応をお願いしてい
るところです。
  今般、本マニュアルに掲載される農薬の追加及び削除に関する通知を発出し
ましたので、地域の生産実態に応じた適正な農薬の選定と使用について、指導
をお願いします。

  詳細については、畜産部飼料課ホームページをご確認ください。
  http://www.maff.go.jp/j/chikusan/sinko/lin/l_siryo/index.html

※お問い合わせ先　
　　農林水産省　生産局畜産部飼料課
　　　　　　　　　（担当：飼料生産計画班）（０３－３５０２－５９９３）
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＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
◆麦のかび毒汚染の防止・低減対策について【消費・安全局農産安全管理課】
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
  日本は、麦（小麦、大麦）の生育後期に雨が多く、ムギ類赤かび病が発生し
やすい気候にあるため、赤かび病の病原菌が作るかび毒、デオキシニバレノー
ルやニバレノールの汚染が起こる可能性があります。農林水産省が継続して実
施している国産麦類中のかび毒含有実態調査において、これらのかび毒の汚染
が全国的に認められています。
　農林水産省は、麦に含まれるかび毒の摂取による消費者の健康への悪影響を
防止するため、平成20年に、麦類のかび毒汚染を防止、低減する取組をまとめ
た「麦類のデオキシニバレノール・ニバレノール汚染低減のための指針」を作
り、その取組の実践を進めています。
　麦類のかび毒汚染を防止・低減するためには、今後の気象情報や麦類の生育
状況を的確に把握して、麦類の種類に応じた赤かび病の適期防除、適期収穫、
適切な乾燥調製を実施することが特に重要です。
　普及指導員の皆様におかれましては、麦類の生産者や関係団体へ、本指針に
基づく生産工程管理の実施をご指導いただき、麦類のかび毒汚染の防止・低減
するための取組の推進にご協力いただきますようお願いします。
　
※ガイドラインの詳細は以下のウェブサイトをご覧下さい。
http://www.maff.go.jp/j/syouan/seisaku/risk_analysis/priority/kabidoku/

【お問い合わせ先】
農林水産省　消費・安全局　農産安全管理課　生産安全班
 　　　　　　　　　　　　　　（担当：須永）（０３－３５９２－０３０６）

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
◆産地リスク軽減技術総合対策事業のうち地力強化対策推進事業・大区画化
　ほ場対応型土壌管理技術導入支援事業の追加公募について
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【生産局農業環境対策課】
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　農林水産省では、地力強化のための土壌改良資材や精密可変施肥技術の導入
により農地生産力の最大化を目指す産地のモデル的な取組に対する支援を行っ
ています。
　「地力強化対策推進事業」では、地力の低下が原因で収穫物の単収・品質の
低下が認められる場合（例：水回転換畑土壌の酸性化による大豆の減収等）、
土壌改良資材の購入等に要する経費を補助します。【補助率：1/2以内】
　また、「大区画化ほ場対応型土壌管理技術導入支援事業」では、1筆のほ場
内での土壌の肥沃度のばらつきを原因とする作物の生育のばらつきが見られる
場合（例：水稲の登熟期の倒伏等）、土壌・葉色センサー技術等を活用した高
精度な土壌・施肥管理技術の生産現場への導入に要する経費（農業機械に搭載
する精密可変施肥機能を有する部分に相当する価額）等を補助します。
【補助率：定額、1/2以内】
　補助対象者は、農業者、農業者団体等を基本的な構成員とし、都道府県試験
研究機関、普及組織、市町村等を含む2以上の構成員をもって構成される協議
会（任意団体）です。
　以上の2事業については、近々、追加公募を実施する予定ですので、普及指
導員の皆様におかれましては、地力の低下に起因する生産力の低下の回復や大
区画ほ場における収量・品質のばらつきの解消に向けた取組を進めるに当たり、
本事業を活用することについてご検討いただければ幸いです。
　なお、ご質問等がございましたら、下記又は地方農政局生産部生産技術環境
課（北海道農政事務所生産経営産業部生産支援課、内閣府沖縄総合事務局農林
水産部生産振興課）の担当までお問い合わせください。

※お問い合わせ先　
　　農林水産省　生産局　農業環境対策課　土壌環境保全班
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　　　　　　　　　　　（担当：相原、高田）（０３－３５０２－５９５６）

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
◆日本農業遺産の認定及び世界農業遺産の認定申請に係る承認に関する公募を
開始しました                         【農村振興局農村政策部農村環境課】
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　世界農業遺産は、社会や環境に適応しながら何世代にもわたり形作られてき
た農業上の土地利用、伝統的な農業と、それに関わって育まれた文化、ランド
スケープ、生物多様性などが一体となった世界的に重要な農業システムを国連
食糧農業機関（FAO）が認定する仕組みであり、農林水産省ではこうした取り
組みを支持するため、認定申請に必要な国内承認を行っています。また、今般、
我が国において将来に受け継がれるべき伝統的な農林水産業システムを広く発
掘し、その価値を評価するため、日本農業遺産を創設しました。
　これら農業遺産は、伝統的な農林水産業の継承にとどまらず、農村地域の自
信と誇りを醸成し、地域産業を活性化させ、農村振興における課題に貢献し得
るものであり、農林水産省は、平成２８年４月１２日（火）から平成２８年９
月３０日（金）までの間、日本農業遺産及び世界農業遺産の認定に関する公募
を行っています。
　普及指導員の皆様におかれましては、本取組にご理解を頂くとともに、こう
した取組を必要とされている地域の皆様に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。

日本農業遺産の認定及び世界農業遺産への認定申請に係る承認に関する申請手続
http://www.maff.go.jp/j/nousin/kantai/giahs_14.html
※お問い合わせ先
農林水産省 農村振興局農村政策部農村環境課農村環境対策室
　　　　　　　　（担当：森田、國井、和田）（０３－３５０２－６０９１）

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
◆「飼料用米多収日本一」の公募について　　　　　【政策統括官付穀物課】
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　平成27年3月末に閣議決定した、「食料・農業・農村基本計画」に定める110
万トンの生産努力目標に向け、現在、飼料用米の生産振興が行われているとこ
ろです。そのような中、27年産の飼料用米の生産量は42万トンとなり、26年産
の18万トンから大幅に拡大したところです。しかし、今後これらの飼料用米作
付が定着し、本作化するかが重要な課題となっています。
　飼料用米の本作化のためには、適切な品種選択、適切な肥培管理によって十
分な収量を確保し生産コストを下げていくことが重要です。しかしながら、食
味を重視し施肥量を抑制する主食用米の栽培方法が普及している現在、多収の
ための技術体系が現場に浸透していない状況です。
　このため農林水産省では一般社団法人日本飼料用米振興協会と共催し、飼料
用米の多収に取り組む方の技術を全国で競い、その技術の横展開を図るため
「飼料用米多収日本一」を企画しました。
　５月２日から公募が開始されますので普及指導員の皆様におかれましても、
公募にかかる周知等ご協力の程、よろしくお願いします。
（詳細はこちらのホームページをご覧ください）
　http://www.maff.go.jp/j/seisan/kokumotu/siryouqa.html

※お問い合わせ先
  農林水産省政策統括官付穀物課
　　　　　　　　（担当：小口、米田、香川）（０３－３５０２－５９６５） 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
◆第３期「女性農業次世代リーダー育成塾」について（経営局就農・女性課）
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　農林水産省経営局では、女性農業者の活躍推進のため、平成２６年度から補
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助事業により、地域農業の次世代リーダーとなり得る女性農業経営者の育成に
取り組んでいます。
　今年度も、（一社）日本能率協会が事業実施主体となり、第３期「女性農業
次世代リーダー育成塾」による実践型研修等を実施することなりましたので、
お知らせします。
　第１期生、２期生の様子等、詳細は、以下のＨＰをご覧ください。
　今年度の実施内容の詳細は、決まり次第ＨＰに掲載されます。普及指導員の
皆さまにおかれましては、ご担当の地域の農業者等への周知等、ご協力をお願
いいたします。
(輝く農女新聞）http://www.jma.or.jp/kagayaku-nj/news/ikuseijuku/info_03.html
※お問い合わせ先：
（一社）日本能率協会　女性農業次世代リーダー育成塾事務局 
　　　　　　　　　　　　　　（担当：箱崎）（０３－３４３４－１４４６）
農林水産省　経営局　就農・女性課　女性活躍推進室
　　　　　　　　　　　　　　（担当：関）　（０３－３５０２－６６００）

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
　　　　　　　　　　　　　 　編集後記
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
　このたびの熊本地震により、熊本県、大分県をはじめとする九州地方でさま
ざまな被害が発生しましたことに、心からお見舞いを申し上げます。不幸にも
亡くなられた方々のご冥福をお祈り申し上げますとともに被害に遭われた方々
に心よりお見舞い申し上げます。
　九州地方には親しい方も多くおり、被災地の皆様の負われているご苦労を思
うと、本当に胸が苦しくなります。地域の一日も早い復旧・復興を心よりお祈
り申し上げます。　　　　　　　　　　　　　　　　　◎　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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