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ｅ‐普及だより　　　　　　　 　　　  臨時増刊号（通算９３５号）

　　　　　　　　　　　　　平成３０年２月２１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。
∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽

　　　　　【　本　号　の　内　容　】

【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
【施策情報】
☆輸出を考える産地への技術支援を積極的に行います
☆再生可能エネルギー活用による農山漁村活性化に向けた取組への支援
☆個性的な野菜の消費者への普及が見込める料理（利用方法）が見つかるマニュアルを作
成しました
【シンポジウム等のお知らせ】
☆農林水産業イノベーションシンポジウムを開催いたします　　
☆セミナー(３月１日)「英語圏西アフリカの社会と経済」
☆研究成果報告会(３月２日)「農村地域内外の企業やNPO等との連携による持続性の高い
生物多様性保全活動に関する分析及び政策支援のあり方に関する研究」

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

◆香川県で発生した高病原性鳥インフルエンザの原因ウイルスの由来について- 大陸を渡
る高病原性鳥インフルエンザウイルス -

　農研機構動物衛生研究部門は、今年1月に香川県で発生した高病原性鳥インフルエンザ
の原因ウイルスの全ゲノム解析を行い、このウイルスが昨冬にヨーロッパで流行したH5N8
亜型高病原性鳥インフルエンザウイルスとHxN6亜型鳥インフルエンザウイルスの遺伝子再
集合ウイルスであることを明らかにしました。野鳥が運ぶ高病原性鳥インフルエンザウイ
ルスが養鶏場内に侵入しない様に警戒が必要です。

[農研機構]
http://www.naro.affrc.go.jp/publicity_report/press/laboratory/niah-neo/079281.ht
ml

◆酸味の少ないニホンスモモ新品種「ハニービート」- 既存の良食味品種よりも早い時期
に収穫できる品種 -

　「ハニービート」は中生の主力品種である「ソルダム」や酸味の少ない品種である「サ

ページ(1)



e-普及だより臨時増刊号300221.txt
マーエンジェル」より約10日早く収穫可能です。
　このため従来よりも早い時期から、高品質ニホンスモモが流通可能となります。果実の
大きさは、「ソルダム」と同等で、甘味が多く酸味が少なく食味良好です。苗木は平成30
年秋より販売される予定です。

[農研機構]
http://www.naro.affrc.go.jp/publicity_report/press/laboratory/nifts/079312.html

◆ミルキークイーン3姉妹で作期分散- 早生の「ミルキーサマー」と晩生の「ミルキーオ
ータム」 -

農研機構次世代作物開発研究センターは、新品種「ミルキーオータム」を育成しました。
今回育成した晩生種「ミルキーオータム」と平成21年に育成した極早生種「ミルキーサマ
ー」により、これまで「コシヒカリ」と重なっていた「ミルキークイーン」型低アミロー
ス米品種の作期分散が可能になります。

[農研機構]
http://www.naro.affrc.go.jp/publicity_report/press/laboratory/nics-neo/079175.ht
ml

◆ダッタンソバ新品種「満天きらり」への他品種の混入防止マニュアルを作成- 「苦くな
い」製品生産のための、栽培から製造までの注意点 -

農研機構が開発したダッタンソバ新品種「満天きらり」は健康に良いとされるルチンを多
く含み、また「苦みがほとんどない」品種です。今回、「満天きらり」の特長を保った製
品を安定生産するための、他のダッタンソバの混入防止マニュアルを作成しました。

[農研機構]
http://www.naro.affrc.go.jp/publicity_report/press/laboratory/harc/079199.html

◆農業機械安全鑑定適合機1月分(平成29年度第９回目)を公表- 安全な農業機械の普及に
向けて -

農研機構農業技術革新工学研究センターでは「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30年１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別紙のとおり公表しました。

[農研機構]
http://www.naro.affrc.go.jp/publicity_report/press/laboratory/iam/079564.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：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願います。

╋╋・‥…　施策情報　…‥・╋╋
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
◆輸出を考える産地への技術支援を積極的に行います
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【消費・安全局植物防疫課国際室】
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　農産物の輸出を行うときには、植物検疫や残留農薬など輸出先国の規制に沿った生産を
行うことが重要ですが、これらの規制は相手国や品目によって様々であり、現場での指導
をどのように行うべきか苦労されるのではないかと思います。
　農林水産省では、「輸出先国の規制に対応するためのサポート体制整備事業」により、
産地の要望に応じて専門家を派遣し、防除の方法や植物検疫をクリアするための取り組み
を支援しています。
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　以下のような疑問をはじめどのようなことでもまずはお気軽に下記事務局までご相談下
さい（産地等に一切の費用負担はありません）。

・生産者の輸出に関する意向に適合した輸出先としてどんな国があるか。
・現在の栽培管理で希望する輸出国・品目の規制をクリアできるか。
・輸出先国の規則をクリアするため、どのような栽培管理を導入する必要があるのか。ど
のような農業資材を使えばよいか。
・実際にほ場や選果こん包施設などで技術的助言をしてほしい。
・輸出に成功した先行事例を教えてほしい。

輸出先国の規制に対応するためのサポート事務局
一般社団法人全国植物検疫協会内
（TEL：０７０－１１８７－１５２０）
（FAX：０３－５２９４－１５２５）
（サポート事務局ホームページ）
　http://www.zenshoku-kyo.or.jp/consultation/

※お問い合わせ先　
　　消費・安全局植物防疫課国際室
　　（担当：森本、野田）（０３－６７４４－７１６８）

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
◆再生可能エネルギー活用による農山漁村活性化に向けた取組への支援
　　　　　　　　【食料産業局バイオマス循環資源課再生可能エネルギー室】
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　農林水産省が実施する「平成29年度農山漁村活性化再生可能エネルギー事業化サポート
事業」において、株式会社日本能率協会コンサルティング（JMAC）が、再生可能エネルギ
ーの活用による農山漁村活性化に向けた農林漁業者等の取組をサポートしています。普及
指導員の皆様におかれましては、再生可能エネルギーを導入・利用しようとする農業関係
者の方々に対し、本事業の活用について、情報提供をお願いします。
［JMACにおける活動の詳細はこちら］
　http://www.jmac.co.jp/column/industry/energy/energy_consulting20170831.html

◇相談窓口のご案内
　農林漁業の現場で抱える課題について、再生可能エネルギーの導入・利用により解決し
ようとする農林漁業者等を対象として個別相談窓口を開設しています。
［詳細はこちら］
　https://www.jmac.co.jp/column/energy_consulting.pdf

◇事業活動報告会のご案内
　再生可能エネルギーの導入を通じた農山漁村活性化と農林漁業振興への取組として、平
成29年度にJMACが実施した活動の報告、農林漁業における先導的な取組事例の紹介を行い
ます。
　日時：平成30年３月12日（月）　14:00～16:45
　場所：AP新橋虎ノ門（東京都港区西新橋1-6-15　NS虎ノ門ビル）
　定員：60名
　参加費：無料
［詳細はこちら］
　https://www.jmac.co.jp/column/industry/energy/report_jmac_20180312.html

※相談窓口、事業活動報告会に関するお問い合わせ先
　　株式会社日本能率協会コンサルティング　企画営業本部　農エネプロジェクト
　　TEL：０８０－３２５８－０６９６　　E-mail：energy_jmac@jmac.co.jp

※お問い合わせ先　
　　農林水産省　食料産業局　バイオマス循環資源課　再生可能エネルギー室
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　　（担当：川島、谷口）（０３－６７４４－１５０８）

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
◆個性的な野菜の消費者への普及が見込める料理（利用方法）が見つかるマニュアルを作
成しました
　　　　　　　　　　　　　　　　　【農研機構食農ビジネス推進センター】
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　個性的な野菜新品種、海外の野菜、伝統野菜を新たに販売するために、珍しさや個性の
強さをアピールしたが、消費者の購入と結びつかない失敗がこれまで野菜生産者の間で繰
り返されてきました。
　流通関係者の間では、このような失敗の原因は消費者がどのような料理に使えるかを知
らない野菜を買わないためだと言われてきました。現に、水菜についてはサラダへの利用
をすすめることで普及し、また、野菜ソムリエが料理を紹介する直売所では、個性的な野
菜の販売が盛況である例もあります。
　しかし、どんな野菜でも消費者にサラダをすすめれば普及するわけではなく、各生産者
が普及させたい野菜に対しての料理の正解はわかりません。
　そこで、それぞれの野菜に対してどのような料理を選べば普及が見込めそうかを調査・
判定する方法をまとめたマニュアルを作成しました。
　普及指導員のみなさまにおかれましては、個性的な野菜の販売が不調で困っている農業
生産者、直売所、JAの課題に対して本マニュアルを活用して、販売促進活動の見直しに役
立てていただけますようお願いいたします。

※詳細は下記のページをご参照下さい。
　https://www.naro.affrc.go.jp/publicity_report/pub2016_or_later/pamphlet/tech-p
amph/078466.html URL
（マニュアル全文のPDFをダウンロードできます）

※お問い合わせ先　
　農研機構　食農ビジネス推進センター（担当：森尾昭文）
（０２９－８３８－６５６７）

╋╋・‥…　シンポジウム等のお知らせ　…‥・╋╋
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
◆農林水産業イノベーションシンポジウムを開催いたします
　　　　　　　　　　　　　　　　【農林水産技術会議事務局研究調整課】
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　農林水産省では3月20日(火)に本省７階講堂にて、「農林水産業イノベーションシンポ
ジウム」を開催いたします。
　本シンポジウムでは、ゲノム編集やロボット・AI等を活用した現場での技術革新につい
て、最先端の研究成果や、すでに現場で活用されている最新技術について、幅広い切り口
から講演を行います。現場で活用される最新技術について、実際に使用されている方々の
声を直接聞くことのできる絶好の機会となっております。
　参加者は500名先着順（参加費無料）となっておりますので、ご希望の場合はお早めに
以下のURLの申込方法に沿ってご登録をよろしくお願いします。
　普及指導員の皆様におかれましては、ぜひ農業者の皆様にも情報提供してくださいます
ようよろしくお願いいたします。

◯「農林水産業イノベーションシンポジウム」の開催等について
http://www.affrc.maff.go.jp/docs/press/180125.html

◯次第
「ゲノム編集で世界の胃袋を満たす」（京都大学　木下助教）
「ドラえもんの世界が農業にやってくる」（慶應義塾大学　野崎助教）
「森林（もり）と共に。革新的林業機械で支える林業生産」（イワフジ工業（株）　川崎
取締役）
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「ロボット×ICTで切り拓く未来の水田農業」（水留農場　水留代表）
「地域を守る！先端技術と地域の力を合わせた鳥獣害対策」（兵庫県立大学　山端教授）

※お問い合わせ先
　農林水産省　農林水産技術会議事務局　研究調整課（担当：内田、園田）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（０３－３５０２－７３９９）

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
◆セミナー(３月１日)「英語圏西アフリカの社会と経済」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【農林水産政策研究所】
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　農林水産政策研究所では、以下のとおりセミナーを開催します。
　普及指導員の皆様におかれましては、関係者の皆様に広く周知いただければ幸いです。

日時：平成30年３月１日（木曜日）15時00分～17時00分（14時30分受付開始）
場所：農林水産政策研究所 セミナー室
    （東京都千代田区霞が関3-1-1 中央合同庁舎第4号館9階）
報告者：吉村 馨 氏（前 駐ガーナ日本国特命全権大使）

報告内容：
　西アフリカで英語圏に属するガーナ、シエラレオネ、リベリアの3か国。それぞれに異
なる歴史的背景があり、また、現在の発展段階には差があり、日本との関係の深さと長さ
も異なっています。
　報告者は3年強駐ガーナ大使を務め、その間兼轄国のシエラレオネ、リベリアにはそれ
ぞれ9回、14回出張しました。ほとんどの日本人が行ったことがなく、また、おそらく今
後も行くことはないであろうシエラレオネとリベリアの社会や経済についてガーナとの比
較も交えながら御報告いただきます。

インターネットによる詳しい御案内、お申し込み
http://www.maff.go.jp/primaff/koho/seminar/2017/20180301.html

※お問い合わせ先　
　　農林水産省農林水産政策研究所　広報資料課（担当：吉田、根本）
（０３－６７３７－９０１２）

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
◆研究成果報告会(３月２日)「農村地域内外の企業やNPO等との連携による持続性の高い
生物多様性保全活動に関する分析及び政策支援のあり方に関する研究」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【農林水産政策研究所】
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　農林水産政策研究所では、以下のとおり研究成果報告会を開催します。普及指導員の皆
様におかれましては、関係者の皆様に広く周知いただければ幸いです。

日時：平成30年３月２日（金曜日）13時30分～16時30分（13時00分受付開始）
 
場所：農林水産政策研究所 セミナー室
　　（東京都千代田区霞が関3-1-1 中央合同庁舎第4号館9階） 

報告者及び報告内容：
（１） 農村地域内外の多様な主体の連携による生物多様性の保全・活用活動のモニタニ
ング・評価手法の開発 
　  武内 和彦 氏（国際連合大学 上級客員教授） 
  
  農村地域の高齢化や人口減少が進む中、生物多様性を保全すると同時に、その活動を農
産物の付加価値の向上に持続的に活用することで、地域を活性化させる取組が注目されて
います。本報告会では、農村地域内外の多様な主体の重層的な連携に基づく自然資本の共

ページ(5)



e-普及だより臨時増刊号300221.txt
同管理を通じた生物多様性の保全・活用の仕組みづくり、保全・活用活動に関する生態
的、社会的、経済的効果を定量的、定性的に評価する手法、成果を重視した定期的なモニ
タリングと総合的な評価手法の開発についての研究成果を御報告いただきます。 
  
（２） 農山村地域における生物多様性保全活動の価値評価および企業やNPO等との連携に
よる経済効果の分析手法開発に関する研究 
  　栗山 浩一 氏（国立大学法人 京都大学農学研究科 教授） 
  
  農林水産業は、生産活動を通して多様な生物の生息場所を提供することで、生物多様性
と密接な関わりをもっています。しかし、過疎・高齢化などにより農林漁業者が生物多様
性の保全を維持することが困難になりつつあります。本報告会では、農山漁村地域におけ
る生物多様性保全活動によって得られる自然資本としての価値を評価する手法の開発と、
農山漁村地域が企業やNPO等と連携して生物多様性保全活動に取り組むことの経済効果の
分析に関する研究成果を御報告いただきます。 
  
（３） PDCAサイクルと多様な主体の参画・連携による生物多様性保全活動促進のための
政策的支援に関する研究 
  　矢部 光保 氏（国立大学法人 九州大学大学院農学研究院 教授） 
  
  環境保全型農業の実施が、生物多様性の保全や向上に繋がることが明らかとなってお
り、農林水産省生物多様性戦略においても、生物多様性をより重視した農林水産業と、そ
れを支える農山漁村の更なる活性化を求めています。本報告会では、農村地域内外の多様
な主体の協働のもとで行われている環境保全型農業を通じて、生物多様性保全が図られて
いる事例の調査結果及びPDCAサイクルの視点から国内外の取組事例や支援策を、経済的支
援・非経済的支援・融合的支援に分類整理した内容等について御報告いただきます。 

インターネットによる詳しい御案内、お申し込み
http://www.maff.go.jp/primaff/koho/seminar/2017/20180302.html

※お問い合わせ先　
　　農林水産省農林水産政策研究所　広報資料課（担当：吉田、根本）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（０３－６７３７－９０１２）

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
　　　　　　　　　　　　編集後記
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
　　臨時増刊号の配信です。昨日配信しきれなかった分を掲載しております。◎編集担当
Ｔ◎
∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽

※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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