
臨時増刊号260425.txt
ｅ‐普及だより　　　　　　　 　　　  　　　     臨時増刊号（８４７号）

　　　　　　　　　　　　　平成２６年４月２５日
　　　　　　　編集・発行　農林水産省生産局農産部技術普及課
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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。
∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽
　◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎【　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　　 　 ◎
　◎　☆「新品種・新技術の開発・保護・普及の方針」に基づき導入が　◎
　◎　　期待される技術リストについて                              ◎
  ◎　☆農林水産省委託プロジェクト研究「生産・流通・加工工程にお　◎
　◎　　ける体系的な危害要因の特性解明とリスク低減技術の開発」の　◎
　◎　　成果を紹介するパンフレット等をホームページに公開しました　◎
  ◎ 　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　◎
　◎【施策情報・補助事業等のお知らせ】　　　　　　　　　　　　　　◎
　◎　☆燃油価格高騰緊急対策の申込期限が近づいてきました　　　　　◎
  ◎　☆農林漁業体験を通じて食や農林水産業のことを　　　　　　　　◎
　◎　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　考えてみませんか　◎
　◎　☆「農観連携の推進協定」の締結について　　　　　　　　　　　◎
　◎　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　◎
　◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎

●------------------------------------------------------------------●

　　╋╋・‥…　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総務課】
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　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。

●「農業新技術2014」の選定について
　　農林水産省は、農業関係の試験研究機関による近年の研究成果のうち、早
　急に生産現場への普及を推進する重要な新技術を「農業新技術2014」として
　選定しました。
　　特に、本年は、昨年12月に「攻めの農林水産業」の実現に向け「新品種・
　新技術の開発・保護・普及の方針」がとりまとめられたことから、本方針に
　基づき普及が期待される新技術を選定しています。
　　農業生産者の皆様、生産現場で普及指導に取り組む農業指導者の皆様にお
　かれましては、これら技術を是非、農業生産における経営改善等にご活用く
　ださい。
　[農林水産技術会議事務局]
　　http://www.s.affrc.go.jp/docs/press/140327.htm
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●茶葉中健康機能性成分を効率よく抽出する給茶機の開発
　-メチル化カテキン、EGC、テアニンを短時間に抽出できます-
　　本給茶機(リッチプラス)は、茶葉量、抽出温度、攪拌時間を変えることが
　できます。
　　使用する茶の品種、生育時期(茶期)を選ぶことで、茶葉に含まれる健康機
　能性成分を短時間に最適な条件で抽出することができます。
　[農研機構 野菜茶業研究所、食品総合研究所]
　　http://www.naro.affrc.go.jp/publicity_report/press/laboratory/nfri/051374.ht
ml

●安全・簡便な畑土壌中リン酸の現場型評価法に基づく施設キュウリ栽培での
　リン酸減肥マニュアルの公開について
　　農業現場で利用できる安全で簡便な畑土壌中リン酸の測定法を開発し、施
　設キュウリ栽培を対象としたリン酸肥料を削減する指標を策定しました。
　　測定法の詳細や施設キュウリ栽培でリン酸肥料削減に本測定法を応用する
　方法などを解説したマニュアルを作成し、公開しました。
　[農研機構 中央農業総合研究センター]
　　http://www.naro.affrc.go.jp/publicity_report/press/laboratory/narc/051246.ht
ml

●露地野菜作において施肥量を大幅に削減できる「うね内部分施用機」のライ
　ンアップが完成
　-「うね内部分施用技術」のさらなる普及促進のために-
　　露地野菜経営の規模や様々な「うね形状」に対応した5機種の「うね内部
　分施用機」が開発・市販化され、うね立ての際に肥料をうねの中央部にだけ
　線状に土壌と混合して施用することができる機械のラインアップが出揃いま
　した。
　　全国22道県40カ所以上の農家圃場で「うね内部分施用技術」の現地実証を
　行い、本技術は葉菜類だけでなく、根菜類、果菜類、花き類等多くの作物栽
　培において30～50％の施肥量削減効果があることが確認されました。
　[農研機構、井関農機株式会社]
　　http://www.naro.affrc.go.jp/publicity_report/press/laboratory/narc/051447.ht
ml
  　
●潤滑油やグリースの劣化度を簡易に評価する携帯型測定装置を開発
　-ポンプ設備の劣化度の評価に活用-
　　潤滑油やグリースの劣化度を、簡易に評価する携帯型測定装置を開発しま
　した。
　　小型軽量であり取扱いが容易なため、専門知識がなくても潤滑油やグリー
　スの劣化度を評価することができます。
　　施設の管理者自らが現地で瞬時に評価することができるため、潤滑油など
　の分析に掛かる時間とコストを考える必要がありません。
　　潤滑油やグリースを用いる機械設備は全て対象となるので、幅広い分野で
　の利用が期待されます。
　[農研機構 農村工学研究所]
　　http://www.naro.affrc.go.jp/publicity_report/press/laboratory/nkk/051504.htm
l

●田畑輪換により大豆を作付けた水田の地力低下の実態と維持改善法を公表
　　田畑輪換により、大豆を作付けた水田で土壌の作物生産能力である地力が
　低下している実態と、地力維持改善方法のポイントをまとめたリーフレット
　を作成しました。堆肥施用と適切な大豆の作付頻度で地力を維持するための
　ポイントを解説しています。
　　本リーフレットの利用により、東北日本海側(積雪寒冷地)の灰色低地土水
　田の地力を適正レベルに維持することができます。
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　[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/051861.ht
ml

●西日本向きの低アミロース米「ぴかまる」を開発
　-ご飯の粘りが強く、多収で病気にも強い-
　「ぴかまる」は、「ヒノヒカリ」等の一般のうるち米品種よりも、デンプン
　の一種であるアミロースの含有率が低いため、ご飯の粘りが強い特性があり
　ます。
　　「ヒノヒカリ」に比べ、収量が約10％多く、食味は同等以上です。また直
　播適性に優れ、いもち病と縞葉枯(しまはがれ)病にも強くなっています。
　家庭用の他、ブレンド用・業務用の利用が期待され、九州の3県で試作が開
　始されています。
　[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/051688.ht
ml
  　
●すす紋病抵抗性の強いサイレージ用トウモロコシ新品種「きよら」を育成
　　すす紋病に対する抵抗性が強いサイレージ用トウモロコシ品種「きよら」
　を育成しました。
　　低温での生育が良く、北海道の道央北部、十勝中部および北見・網走内
　陸部が栽培適地です。
　[農研機構 北海道農業研究センター]
　　http://www.naro.affrc.go.jp/publicity_report/press/laboratory/harc/051674.ht
ml

●森林内の放射性物質の分布状況調査結果について(事故後2年半までの変化)
　　森林総合研究所では、林野庁の委託事業により、福島県内の3町村の試験地
　において森林の土壌や落葉層、樹木の葉や幹などの放射性セシウムの濃度とそ
　の蓄積量を毎年調べています。事故後、2年半までの調査概要が林野庁からプ
　レスリリースされました。 
　[森林総合研究所]
　　http://www.ffpri.affrc.go.jp/press/2014/20140401/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　総務課（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。

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
◆「新品種・新技術の開発・保護・普及の方針」に基づき導入が期待される
　技術リストについて
                                   【農林水産技術会議事務局研究推進課】
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　今後、地域において栽培・品質管理の徹底等による「強み」をもたらす産地
形成に向けた取組が速やかに進められるよう、全国の農業関係の研究機関が近
年開発した技術（「農業新技術200X」の候補としてこれまでに収集したもの）
のうち、平成25年12月にまとめられた「新品種・新技術の開発・保護・普及の
方針」に基づき生産現場への普及が期待されるものを品目別にリストアップし
ました。
　地域における産地形成の取組等のツールとしてご活用ください。

※詳細は以下のページをご覧ください。
  　http://www.s.affrc.go.jp/docs/gizyutu/gaiyo.htm
※お問い合わせ先
　　農林水産省　農林水産技術会議事務局　研究推進課（担当：津田、高橋）
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                                          （０３－３５０２－７４６２）

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
◆農林水産省委託プロジェクト研究「生産・流通・加工工程における体系的な
　危害要因の特性解明とリスク低減技術の開発」の成果を紹介するパンフレッ
　ト等をホームページに公開しました
         【農林水産技術会議事務局研究開発官（食の安全、基礎・基盤）室】
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　農林水産技術会議事務局研究開発官（食の安全、基礎・基盤）室では、平成
20～24年度（5年間）に実施しました農林水産省委託プロジェクト研究「生産
・流通・加工工程における体系的な危害要因の特性解明とリスク低減技術の開
発（略称：生産工程）」の成果をパンフレットと技術情報集に取りまとめて、
以下のHPに掲載しました。
　農畜水産物の生産から流通・加工工程において重要度の高い危害要因のうち、
カドミウム、ヒ素、残留性有機汚染物質（POPs）、かび毒（DON、NIV）、病原
微生物（サルモネラ、リステリア、腸炎ビブリオ、腸管出血性大腸菌O157）を
対象として、危害要因のリスク低減技術を紹介しています。
普及指導員の皆様におかれましては、生産現場の課題解決にご活用いただけま
すよう、お願いいたします。

＜特徴＞
　1．パンフレット：研究成果の概要を、トピックとともにわかりやすく紹介
　　　　　　　　　 しています。
　2．技術情報集：個別の研究成果の内容を、農畜水産物の生産・流通・加工
　　　　　　　　 の各現場においてすぐに使えるものを中心に、主要成果（
　　　　　　　　 20件）とその他の技術紹介（27件）に分けてより詳しく解
　　　　　　　　 説しています。

※詳細は以下のホームページをご覧ください。
　　http://www.s.affrc.go.jp/docs/project/information/seisankoutei.htm 

※お問い合わせ先
　　農林水産省　農林水産技術会議事務局　
　　　　　　　　　研究開発官（食の安全、基礎・基盤）室　（担当：小堀）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（０３－３５０２－７４３０）

●------------------------------------------------------------------●

　　　 ╋╋・‥…　施策情報・補助事業等のお知らせ　…‥・╋╋

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
◆燃油価格高騰緊急対策の申込期限が近づいてきました
　　　　　　　　　　　　　　　　　【生産局園芸作物課・農業環境対策課】
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　農林水産省では、燃油価格の高騰が施設園芸農家の経営に影響を与えている
ことから、燃油価格の影響を受けにくい経営構造への転換を図るため、
 ・リース方式によるヒートポンプ等の省エネ設備導入支援事業
 ・燃油価格上昇時のセーフティネット構築事業
を実施しています。
　平成26年度（平成26年10月以降の加温期に対応）事業の受付は6月9日（月）
まで実施しています。普及指導員の皆様におかれましては、ご担当地域の施設
園芸農家の皆様に、本事業を是非ご紹介頂きますよう、よろしくお願いいたし
ます。
　なお、全国団体（（一社）日本施設園芸協会）の提出期限は6月9日(月)です
が、各県協議会等における受付期限はその前となっていますのでご注意下さい。
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詳細はこちらから
（一社）日本施設園芸協会「燃油価格高騰緊急対策の公募について」
http://www.jgha.com/nenryoutaisaku/nenryoutaisaku.html

資料「燃油価格高騰緊急対策のご案内」もご活用下さい
http://www.maff.go.jp/j/seisan/ryutu/engei/nenyu/other/annai.doc
（注：上記チラシは、県協議会等で編集して頂いて構いませんが、その際、連
　　　絡先等は当該協議会等に変更してください）

お問い合わせ先
（リース事業に関すること）
　農林水産省生産局　農業環境対策課（担当：中河原、小池）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（０３－３５９３－６４９５）
（セーフティネット事業に関すること）
　農林水産省生産局　園芸作物課（担当：前田、豊井）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（０３－６７３８－７４２３）
（公募に関すること）
　一般社団法人　日本施設園芸協会（担当：戸谷、本多）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（０３－３６６７－１６３１）

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
◆農林漁業体験を通じて食や農林水産業のことを考えてみませんか
　　　　　　　　　　　　　　　　   　    【消費・安全局 消費者情報官】
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　農林水産省では、農林漁業を体験したい方の参考となるよう、「全国農林漁
業体験スポット一覧」を公表しましたので、御活用ください。
　詳しくは、こちらを御覧ください。
    http://www.maff.go.jp/j/syokuiku/taikenn/taikenn.html

　また、農林漁業体験に関係する方や関心がある方へ情報を提供するため、
「食と農林漁業体験メールマガジン」を創刊しましたので、ぜひ御活用くださ
い。
　詳しくは、こちらを御覧ください。
  　http://www.maff.go.jp/j/syokuiku/taikenn/merumaga.html

　さらに、農林漁業体験の取組を実施する方に活用していただくため、「基礎
から始める 教育ファーム運営の手引き」を作成し公表しましたので、御活用
ください。
　詳しくは、こちらを御覧ください。
  　http://www.maff.go.jp/j/syokuiku/taikenn/tebiki.html

お問い合わせ先
　農林水産省　消費・安全局　消費者情報官（担当：嶋﨑、滝、鷲巣）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（０３－３５０２－５７２３）

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
◆「農観連携の推進協定」の締結について
 　　　　　　　　　　　　　　    【農村振興局農村政策部都市農村交流課】
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　本年１月１７日、農林水産省と観光庁は、農山漁村の魅力と観光需要を結び
つける取組を推進し、農山漁村の活性化と観光立国の実現を図るため、「農観
連携の推進協定」を締結しました。本協定では当面の課題として、農林漁業体
験等のグリーン・ツーリズムと他の観光の組み合わせによる、新たな観光需要
の開拓、国産農林水産物・食品、木工品等を活用した観光地域の魅力の向上等
を挙げています。
　今回の協定の締結により、両省庁のみならず、都道府県、市町村及び地域の
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皆さんにも、農業分野と観光分野との連携について認識と理解を深めていただ
くことを期待しています。
　今後、本メールマガジンを通じて、事例紹介などを行っていきますので、普
及指導員の皆様におかれましても、ご理解とご協力をいただきますよう、よろ
しくお願い申し上げます。

※詳細については以下のホームページをご覧下さい。
［農林水産省］
　　http://www.maff.go.jp/j/press/nousin/kouryu/140117_3.html
［観 光 庁］
　　http://www.mlit.go.jp/kankocho/news04_000070.html

※お問い合わせ先
　農林水産省　農村振興局　農村政策部　都市農村交流課（担当：志田）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（０３－３５０２－００３０）
　観光庁　観光地域振興部　観光地域振興課（担当：菅野）
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　（０３－５２５３－８３２７）

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
　　　　　　　　　　　　　 　編集後記
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
　今月２回目の配信、臨時増刊号です。
　ＧＷが近づいてきました。私の地元では今が桜の見ごろです。この時期に地
元に帰ると、東京では散ってしまった桜を再び楽しめるので、得をした気分に
なります。日本は広いですね。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　◎　編集担当Ｋ　◎
∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽
※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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