
 

ｅ‐普及だより                 第１９２号（通算９８５号） 

 

令和元年１２月２０日 
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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、 https://www.maff.go.jp/j/pr/e-mag/index.html を御覧くださ

い。 

∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽ 

 

            【 本 号 の 内 容 】 

 

【技術普及課からのお知らせ】 

☆令和元年普及指導員資格試験の合格者及び結果を公表しました 

☆スマート農業推進イベントのお知らせ（１月 30 日（木）＠熊本県） 

 

【施策情報】 

☆都内にいながら旅行気分を味わえる アンテナショップめぐり＆6 次化商品

を探索してみよう！ 

☆農産物の機能性成分を測定して商品をアピールしませんか？ 

 

【各種シンポジウム、セミナー等の開催情報】 

☆国際水準 GAP の理解を深める研修会開催のお知らせ（GAP 関連運動推進事業） 

 

【新品種・新技術等のお知らせ】 

☆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 …‥・╋╋ 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

◆令和元年普及指導員資格試験の合格者及び結果を公表しました 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

 本年の普及指導員資格試験の合格発表を１２月２０日（金）に行い、合格者

の受験番号及び本年試験の結果概要をホームページ上に公表しました。本年試

験の合格率は６２．３％でした。 

 本年試験の詳細や過去問題については、以下のホームページを御覧くださ

い。 

 

※普及指導員資格試験情報について 

 https://www.maff.go.jp/j/seisan/gizyutu/hukyu/h_siken/index.html 

 

※お問い合わせ先 



 

 普及指導員資格試験事務局 

（農林水産省 生産局 技術普及課（担当：金井））（03-3502-6460） 

 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

◆スマート農業推進イベントのお知らせ（１月 30 日（木）＠熊本県） 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

農林水産省は、今年度スマート農業マッチングイベント（様々な農業新技術や

スマート農業実証プロジェクトの実施状況についての農業者等への情報発信、

農業者と ICT ベンダー等の意見交換を実施）を各地方ブロックにおいて開催し

ています。 

その第 10 弾を、１月 30 日（木）に熊本県（九州農政局）にて開催しますの

で、御案内いたします。 

ドローン、水管理システム、環境制御システム等の先端機器について、民間企

業等による技術情報提供（26 社）が行われます。 

様々な技術を一度に見られる機会となりますので、普及指導員の皆様におか

れましてもぜひ御参加ください。 

本イベントは、入場無料、入退場自由です。 

当日参加も可能ですが、事前登録いただくことによりスムーズに御入場いた

だけますので、以下 URL を御参照の上、お申込みいただけますと幸いです（締

切：１月 23 日（木））。 

 

▼詳細はこちら 

https://www.maff.go.jp/kyusyu/press/kankyo/191209.html 

 

※お問い合わせ先  

  農林水産省 生産局 技術普及課（担当：田中）（03-6744-2218） 

 

╋╋・‥… 施策情報 …‥・╋╋ 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

◆都内にいながら旅行気分を味わえる アンテナショップめぐり＆6 次化商品

を探索してみよう！ 

【食料産業局産業連携課】 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

６次産業化情報誌「We are ６次化生活！」の動画特集を公開いたしまし

た！ 

今回のテーマは「６次産業化×都道府県のアンテナショップ＆レストラン」

です。 

撮影に御協力いただいたのは、滋賀県の「ここ滋賀」、三重県の「三重テラ

ス」、福岡県の「福扇華」の三店舗です。 

都道府県のアンテナショップには、それぞれ特色があり、ご当地の特産品や

名産が並び、都内にいながらも気軽に日本各地の魅力に触れることができま

す。 

皆さんも旅行気分でアンテナショップをめぐって、6次化商品を探してみま

せんか？ 

 

▼「We are ６次化生活！動画特集」は、以下の URL で御覧いただけます。▼ 



 

 

maffchannel（YouTube 動画ページ） 

https://www.youtube.com/watch?v=YDhperhG15s&feature=emb_title 

 

We are 6 次化生活！Web 記事・動画特集（農林水産省ホームページ） 

https://www.maff.go.jp/j/shokusan/sanki/6jika/6channel/web-top.html 

 

普及指導員の皆様におかれましては、６次産業化の普及・推進のため、本内

容を関係者等に広く周知していただければ幸いです。 

お忙しいところ大変恐縮ですが、何卒よろしくお願いいたします。 

 

※問い合わせ先 

農林水産省食料産業局産業連携課企画班（担当：鈴木）（03-3502-8246） 

 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

◆農産物の機能性成分を測定して商品をアピールしませんか？ 

【食料産業局食品製造課】 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

うんしゅうみかん、ほうれんそう、トマト、べにふうき緑茶の機能性成分の試

験方法について、日本農林規格（ＪＡＳ）が制定されました。 

国家規格として公開されている、信頼できる試験方法です。これらの成分の含

有量を測定し、機能性をアピールして販売向上につなげたいとお考えの生産者

の方がいらっしゃいましたら、ＪＡＳ試験方法をぜひ御紹介ください。 

普及指導員の皆様におかれましても、農産物の機能性成分測定に関するＪＡ

Ｓの普及について御協力のほどよろしくお願いいたします。 

 

▼詳細はこちら 

 https://www.maff.go.jp/j/jas/jas_kikaku/attach/pdf/index-38.pdf 

 

※お問い合わせ先  

農林水産省食料産業局食品製造課（担当：坂井田）（03-6744-2096） 

 

 

╋╋・‥… 各種シンポジウム、セミナー等の開催情報 …‥・╋╋ 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

◆国際水準 GAP の理解を深める研修会開催のお知らせ（GAP 関連運動推進事業） 

【生産局農業環境対策課】 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

国際水準の GAP に取り組む農業者の拡大に向け、農業者及び GAP の指導者等

を対象に、食品安全、環境保全、労働安全、人権保護といった GAP の取組に対す

る理解の向上を目的とした研修を（一社）全国農業改良普及支援協会が行ってい

ます。 

令和２年１月 14 日（火）に行う全国研修会の募集が開始されましたので、研

修内容等詳しくは以下URLを御覧のうえ、普及指導員の皆様におかれましても、

ぜひ御参加ください。 

 



 

▼詳細・申込みはこちら 

 （参考 URL）https://www.jadea.org/news/news-20190814.htm 

 

※お問い合わせ先  

 （一社）全国農業改良普及支援協会（GAP 推進部）（03-5561-9562） 

 生産局農業環境対策課 GAP 推進グループ（担当：大森）（03-6744-7188） 

 

╋╋・‥… 新品種・新技術等のお知らせ …‥・╋╋ 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

◆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企画課】 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

 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研究成果等

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御活用いただける情報を御紹介します。 

 

◇西日本向けの多収・低アミロース水稲新品種「さとのつき」 

 

農研機構は、多収で、米のアミロース含有率が低い水稲新品種「さとのつき」

を育成しました。「ヒノヒカリ」と比較して、2 割程度多収で、米のアミロース

含有率は 11%程度です。「ヒノヒカリ」より成熟期が 4 日ほど遅く、耐倒伏性が

強く、縞葉枯（しまはがれ）病にも強い特徴があります。多収性を活かし、業務

用としての利用が期待されます。 

 

▼詳細はこちら[農研機構] 

https://www.naro.affrc.go.jp/publicity_report/press/laboratory/warc/13

2536.html 

 

◇もち性二条大麦品種「くすもち二条」の製品販売開始 

 - 消費者の国産もち麦志向に応えます - 

 

農研機構が育成した、早生で九州での栽培に適したもち性二条大麦品種「くす

もち二条」が、令和元年に品種登録されました。本品種は、うるち性品種と比べ

て水溶性食物繊維のβ-グルカンを多く含み、炊飯したときの軟らかさと粘りが

優れています。また、精麦や炊飯麦の黄色みが強い特徴があります。民間事業者

と利用許諾契約を締結して生産に必要な種子が十分に供給されたことで、本品

種を原料に用いた製品が各社から販売開始されました。 

 

▼詳細はこちら[農研機構] 

https://www.naro.affrc.go.jp/publicity_report/press/laboratory/karc/13

2718.html 

 

◇多収でβ-グルカンが多い "もち性大麦(もち麦)"新品種「きはだもち」 

 - 関東～東海地域向け、栽培しやすく食感も良好 - 

 

農研機構は、「機能性成分」である水溶性食物繊維β-グルカンを多く含むもち



 

性大麦(もち麦)の新品種「きはだもち」を育成しました。関東から東海地域向け

の皮性の六条大麦です。多収で、オオムギ縞萎縮病に強い、穂発芽しにくい、倒

伏しにくいという特徴があります。またもち性で食感も良好です。 

 

▼詳細はこちら[農研機構] 

https://www.naro.affrc.go.jp/publicity_report/press/laboratory/nics/13

2775.html 

 

◇晩春～初夏の端境期に収穫できる大粒イチゴ新品種「そよかの」 

 

農研機構は、青森県、岩手県、秋田県、山形県との共同研究により、イチゴ新

品種「そよかの」を育成しました。「そよかの」は、寒冷地や高冷地における露

地栽培、半促成栽培に向く品種です。晩春～初夏に収穫できる大粒のイチゴで、

形の揃いが良く多収であり、果皮は明るい赤色です。 

 

▼詳細はこちら[農研機構]  

https://www.naro.affrc.go.jp/publicity_report/press/laboratory/tarc/13

1316.html 

 

◇極早生で食味良好な白肉のモモ新品種「ひめまるこ」 

 - 露地栽培で従来の白肉品種より 9日ほど早く収穫できる - 

 

農研機構は、極早生で食味良好な白肉のモモ新品種「ひめまるこ」を育成しま

した。露地栽培での白肉モモの収穫期を従来品種より 9 日程度早められると期

待されます。「ひめまるこ」の苗木は令和 2年秋から販売される予定です。  

 

▼詳細はこちら[農研機構] 

https://www.naro.affrc.go.jp/publicity_report/press/laboratory/nifts/1

32590.html 

 

◇令和元年度農業機械安全性検査合格機(第 2次分)について 

 - 2019 年度基準に適合した段階評価上位ランクの第 1号 - 

 

農研機構は、より安全な農業機械の普及を図ることを目的に、農研機構法第 14

条に基づき農機具の安全性検査等を実施しています。このたび、令和元年度第 2

次分として安全基準に適合となった 5機種 28 型式について、公表しました。 

 

▼詳細はこちら[農研機構] 

https://www.naro.affrc.go.jp/publicity_report/press/laboratory/iam/132

046.html 

 

◇令和元年度農業機械安全性検査合格機(第 3次分)について 

  - 基準をクリアした安全性の高い農業機械 - 

 

農研機構は、より安全な農業機械の普及を図ることを目的に、農研機構法第 14

条に基づき農機具の安全性検査等を実施しています。このたび、令和元年度第 3



 

次分として安全基準に適合となった 4機種 39 型式について、公表しました。 

 

▼詳細はこちら[農研機構] 

https://www.naro.affrc.go.jp/publicity_report/press/laboratory/iam/132

444.html 

 

◇令和元年度農業機械安全性検査合格機(第 4次分) 

  - 基準をクリアした安全性の高い農業機械 - 

 

農研機構は、より安全な農業機械の普及を図ることを目的に、農研機構法第 14

条に基づき農機具の安全性検査等を実施しています。このたび、令和元年度第 4

次分として安全基準に適合となった 2機種 3型式について、公表しました。 

 

▼詳細はこちら[農研機構] 

https://www.naro.affrc.go.jp/publicity_report/press/laboratory/iam/132

721.html 

 

◇有機・農薬節減栽培と生物多様性の関係を解明 

 

農研機構は、有機・農薬節減栽培の水田では慣行栽培よりも多くの動植物(植

物、無脊椎動物、両生類および鳥類)が確認できることを全国規模の野外調査で

明らかにしました。本成果は、生物多様性に配慮した稲作によって環境への負の

影響を軽減するとともに、生物多様性を活用したブランド化等により農産物に

新たな価値を付与するために役立ちます。 

 

▼詳細はこちら[農研機構] 

https://www.naro.affrc.go.jp/publicity_report/press/laboratory/niaes/1

31974.html 

 

◇センサーを駆動できる微生物燃料電池システムの開発 

  - CO2 濃度などを測定する自立駆動型センサーの開発に利用 - 

 

水田や池に設置できる安価で実用的な微生物燃料電池、およびその電力を効

率的に回収するエナジーハーベスタを開発しました。この 2 つを組み合わせた

微生物燃料電池システムは、気温や CO2 濃度などを測定するセンサーの駆動に

利用できます。  

 

▼詳細はこちら[農研機構] 

https://www.naro.affrc.go.jp/publicity_report/press/laboratory/nilgs/1

32388.html 

 

◇食料生産～消費がもたらす窒素負荷の長期変遷 

 - 窒素フットプリントから考える食の選択 - 

 

農研機構は、日本の食料消費に伴って国内外の環境中で生じている窒素負荷

(=食の窒素フットプリント)の長期変遷を初めて明らかにしました。私たちの食



 

生活(タンパク質をどの食品から摂るか、タンパク質の摂り過ぎ、食品ロスなど)

が、食の窒素フットプリントに大きく影響しており、窒素負荷が引き起こす様々

な地球環境問題を解決する重要な鍵が、一人一人の消費行動にあることを示し

ました。  

 

▼詳細はこちら[農研機構] 

https://www.naro.affrc.go.jp/publicity_report/press/laboratory/niaes/1

32353.html 

 

※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：田丸）（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ください。 

 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

                編集後記 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

 ゆっくりこたつでみかんを食べる暇がないほど、12 月がめまぐるしく過ぎて

いき、今年もあと少しで終わってしまいますね。寒い日が続きますが、くれぐれ

も御自愛の上、晴れやかな新年を迎えられますよう、お祈り申し上げます。また、

来年も e-普及だよりの御愛読よろしくお願いいたします。 

◎編集担当Ｈ◎ 
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