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ｅ‐普及だより　　　　　　　 　　　  第１５５号（通算９１６号）

　　　　　　　　　　　　　平成２９年４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。
∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽

　農業競争力強化プログラムに関する情報はこちらをご覧下さい。
　http://www.maff.go.jp/j/kanbo/nougyo_kyousou_ryoku/index.html

　　　　　　　　　【　本　号　の　内　容　】
  
【技術普及課からのお知らせ】
　☆平成29年普及指導員資格試験の実施について（計画）を公表しました
　☆農林水産省ホームページに農業技術・研究の見える化サイトを開設！！
【病害虫発生予報情報】
「☆平成29年度 病害虫発生予報第１号」の発表について
【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
【新技術情報】
　☆水田のあぜ道で使えるリモコン式草刈機を開発
【施策情報】
　☆農産物直売所等における有毒植物の誤販売の防止の徹底について
　☆麦のかび毒汚染の防止・低減対策について
　☆米政策改革の説明動画について
【研修・事業公募等のお知らせ】
　☆農作業安全研修２コースのご案内
　☆農の雇用事業（平成29年度第2回）の募集を行っています　　　　　 　 

　　　　╋╋・‥…　技術普及課からのお知らせ　…‥・╋╋
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
◆平成29年普及指導員資格試験の実施について（計画）を公表しました
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【生産局技術普及課】
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　本年の普及指導員資格試験のスケジュール等をホームページ上に公表しまし
た。本年試験の受験を予定している方は、ご確認下さい。
　本年試験は昨年とほぼ同様のスケジュールを予定しており、受験案内を５月
８日（月）にホームページ上に公表予定です。受験手続等の詳細については受
験案内をご確認下さい。
　
※詳細は以下のホームページをご覧ください。
　http://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：資格係）（０３－３５０２－６４６０）

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
◆農林水産省ホームページに農業技術・研究の見える化サイトを開設！！
　～農業技術総合ポータルサイトのご案内～
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　　　　　　　　　　　　　　【大臣官房技術政策室】【生産局技術普及課】
　　　　　　　　　　　　　　　　　【農林水産技術会議事務局研究企画課】
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　農林水産省では、農業現場における技術的問題の解決に向けて、最新の技術
や研究成果について普及指導員の皆様や農業者の方々が活用しやすい環境を整
備するため、当省ホームページ等に分散していた農業技術に関する情報を１か
所で確認・検索できる「農業技術総合ポータルサイト」を開設しました。

※ぜひ一度、実際のサイトを御覧ください。
http://www.maff.go.jp/j/kanbo/kihyo03/gityo/gijutsu_portal/top.html

　日頃より普及指導活動に携わっている皆様方におかれては、農業者の方々へ
当ポータルサイトの開設をお知らせいただくとともに、日々の普及指導活動に
御活用いただけましたら幸いです。

　当ポータルサイトのポイントを紹介いたします。
（１）基本的な栽培技術を見る！
　各品目について、生産性を高める上で基本となる栽培技術を紹介し、農業者
が新たに生産を始める際や、既に生産している農業者が自らの管理方法を見直
す際の参考とできるように、栽培技術のうち主要な作型における基本的な栽培
技術を取りまとめて掲載しました。
　なお、事情や環境が異なる様々な地域があるうえで一つの技術資料を作成し
ていることから、「実際の栽培にあたっては、地域のＪＡや普及指導センター
等に問合せいただき、ほ場条件や栽培品種に適した施肥設計、栽培方法等に基
づき栽培してください」との注意書きを「作業別の留意事項」に記載しており
ます。
　普及指導員の皆様におかれましては、普及活動でのご活用を何卒よろしくお
願いいたします。

（２）実用化された技術を探す！
　既に栽培を始めている農業者の方々に向けて、各品目の実用化された技術や
マニュアルなどをリスト化し、まとめて掲載しました。

（３）研究成果・研究者を探す！
　既に栽培を始めている農業者や研究者の方々に向けて、各品目の研究成果や
研究者を絞り込み検索で閲覧できる「まるみえアグリ」へのリンクを設置しま
した。

（４）皆さんの声を募集します！
　技術に関する現場ニーズを取りまとめるとともに、農業現場における技術的
課題や当ポータルサイトに対する御意見を書き込んでいただけるよう「意見・
技術課題ポスト」を設置しました。

　当ポータルサイトの開設にあたっては、多くの道府県や関係機関の皆様に御
協力をいただきましたこと、深く感謝しております。今後も皆様からの御意見
をいただきつつ、ポータルサイトがより良いものとなるよう管理を続けたいと
考えております。

※お問い合わせ先
ポータルサイト全体及び（４）について
　　　　　　　　　　　　大臣官房政策課技術政策室（担当：小宮、向井）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（０３－６７４４－０４１５）
（１）及び（２）について　　　生産局技術普及課（担当：大塚、我部山）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（０３－３５０１－３７６９）
（３）について　農林水産技術会議事務局研究企画課（担当：森田、佐藤）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（０３－３５０１－９８８６）
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　　　　╋╋・‥…　病害虫発生予報　…‥・╋╋
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
◆「平成29年度 病害虫発生予報第１号」の発表について
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【消費･安全局植物防疫課】
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
  農林水産省は、平成29年４月19日(水)付けで、向こう１か月の農作物の病害
虫発生動向や防除について「病害虫発生予報第１号」を発表しました。
　普及指導員の皆様におかれましては、病害虫防除所との連携を密にしながら、
地域での防除が確実に実施されるよう御指導をお願いします。

『向こう１か月の主要な病害虫の発生予察情報について』
１　水稲では、種子伝染性病害の抑制のために、種子消毒等を的確に実施し、
　健全な苗の育成に努めてください。
　　また、麦類の赤かび病については、今後、全国的に気温は高く降水量も多
　くなると予想されていることから、本病に感染しやすい時期になります。都
　道府県の発表する予察情報等を参考に、適期に防除を実施してください。
２　タマネギべと病については、前回の予報発表以降、６県から注意報が発表
　されています。本病は、降雨により感染が助長されるので、前年の発生が多
　かった地域では特に、り病株の抜き取りや薬剤による防除を徹底してください。
    施設栽培ではアザミウマ類やハダニ類等の微小害虫の発生が多くなると予
　想されているため、早期発見に努め、発生初期に防除を実施してください。
３　果樹では、ナシ・リンゴ黒星病やモモせん孔細菌病の前年の発生が多かった
　地域において、本年も発生が多くなることが懸念されるので、り病部の除去
　や薬剤散布等の防除対策を徹底してください。

　詳細な情報については、下記ＵＲＬから御確認いただき、各県の発表する病
害虫発生予察情報と併せて御利用ください。
※「平成29年度 病害虫発生予報第１号」の発表について
　（４月19日付け農林水産省プレスリリース）
　http://www.maff.go.jp/j/press/syouan/syokubo/170419.html
※過去の病害虫発生予報についてはこちら
　http://www.maff.go.jp/j/syouan/syokubo/boujyo/120104_yoho.html
※お問い合わせ先　消費･安全局　植物防疫課（担当：白石、渡邉）
　                                       （０３－３５０２－３３８２）

　╋╋・‥…　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。

◇農業機械安全鑑定適合機3月分(平成28年度第11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29年3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公表します。

[農研機構]
http://www.naro.affrc.go.jp/publicity_report/press/laboratory/iam/074332.html

◇長期間断片化した熱帯雨林でフタバガキ樹木の珍しい雑種を確認
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　―雑種化による親種消滅の危機―
　国立研究開発法人森林総合研究所は、高知大学、愛媛大学、大阪市立大学、
国際農林水産業研究センター、シンガポール国立南洋理工大学と共同で、シン
ガポールにほぼ唯一残された貴重な熱帯雨林（ブキティマ自然保護区）に優占
するフタバガキ科数種で雑種化が起こっている事実を発見し、初めてその実態
を詳細に解明しました。

[森林研究・整備機構]
https://www.ffpri.affrc.go.jp/press/2017/20170322/index.html

◇(研究成果) ウェブで使える「全国デジタル土壌図」
　日本全国の土壌の種類や分布がわかる「全国デジタル土壌図(縮尺20万分の1
相当)」を作成しました。ウェブ配信サイトを通じ、本日提供を開始します。
　このほか、農耕地のみ対象の「農耕地土壌図(縮尺5万分の1相当;今回、従来
版を改良)」と併せて、オープンデータ化し、2次利用が可能な形で無償配布し
ます。
　農作物の施肥管理や水管理など農業への利用に加え、環境に関する行政施策
への貢献が期待されます。

[農研機構]
http://www.naro.affrc.go.jp/publicity_report/press/laboratory/niaes/074982.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：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。

　　　　　　╋╋・‥…　新技術情報　…‥・╋╋
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
◆水田のあぜ道で使えるリモコン式草刈機を開発
　　―　一定条件下では自動走行も可能、作業環境を大きく改善　―
          　　　　　　　　　　【農研機構農業技術革新工学研究センター】
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝　　 
　農研機構と株式会社ササキコーポレーションは共同で、水田のあぜ道などで
使える、リモコン式の電動式草刈機を開発しました。
遠隔操作により、水田のあぜ道や路肩の斜面の草刈り作業が行え、さらに、障
害物がない、比較的平坦など一定条件を満たすあぜ道では、自動走行が可能で
す。作業の大幅な軽労化、および安全性の向上が期待できます。

詳細情報：
http://www.naro.affrc.go.jp/publicity_report/press/laboratory/iam/074054.html

※本記事は、国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構が発行してい
る、「農研機構産学連携ネットワークマガジン第120号（2017年4月14日発行）」
から転載したものです。

　　　　　　╋╋・‥…　施策情報　…‥・╋╋
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
◆農産物直売所等における有毒植物の誤販売の防止の徹底について
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【消費・安全局農産安全管理課】
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　毎年、特に春先から初夏にかけて、有毒植物を食用の植物と誤って食べたこ
とによる食中毒が多く発生します。
　近年は、農産物直売所等で野菜、山菜と誤って有毒植物が販売され、その有
毒植物を食べた消費者に食中毒が発生するという事件も起きています。
　このため、普及指導員の皆様におかれましても、農産物直売所の管理者や農
産物直売所に野菜、山菜等を出荷する生産者の皆様に対して、食用と確実に判
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断できない野菜や山菜を採取したり、出荷したり、販売したりしないように周
知をお願いします。
　農林水産省では、「野菜・山菜とそれに似た有毒植物」に関するリーフレッ
トを作成していますので、注意喚起や情報提供に活用いただければ幸いです。

※知らない野草、山菜は採らない、食べない！
（リーフレットもこちらのウェブサイトからダウンロードできます。）
http://www.maff.go.jp/j/syouan/nouan/rinsanbutsu/natural_toxins.html

※お問い合わせ先　
　消費・安全局　農産安全管理課（担当：漆山、尾松）
　　　　　　　　　　　　　　　（０３－３５９２－０３０６）

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
◆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、小麦、大麦の生育後期に雨が多く気温が高くなることが多いため、
ムギ類赤かび病が発生しやすく、麦類の品質や収量低下の一因となります。
　赤かび病の病原菌のフザリウムは、デオキシニバレノールやニバレノール等
のかび毒を作り、麦類に著しい汚染が生じた場合には、消費者に食中毒が発生
する可能性があります。
　農林水産省による国産麦類中のかび毒含有実態調査では、赤かび病の多発年
には、乾燥調製後の麦類のかび毒濃度が高いことが確認されています。
　農林水産省は、麦類の生産段階で赤かび病の発生を防止し、麦類中のかび毒
汚染を防止、抑制するため、「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。具体的には、
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も、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ますようお願いします。
　
※指針の内容やかび毒に関する情報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　
　消費・安全局　農産安全管理課（担当：漆山、尾松）
　　　　　　　　　　　　　　　（０３－３５９２－０３０６）

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
◆米政策改革の説明動画について　 　【政策統括官付穀物課水田農業対策室】
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　米政策改革については、平成25年12月に農林水産業・地域の活力創造本部で
決定された 「農林水産業・地域の活力創造プラン」に基づき、30年産を目途
に、行政による生産数量目標の配分に頼らずとも、国が策定する需給見通し等
を踏まえつつ生産者や集荷業者・団体が中心となって円滑に需要に応じた生産
が行える状況になるよう、行政・生産者団体・現場が一体となって取り組むこ
ととされています。
　この米政策改革について、農林水産省政策統括官が、インタビュー形式で解
説する動画を以下のページに掲載していますので、是非、ご覧ください！
○米政策NEWS「米政策の見直し」
http://www.maff.go.jp/j/syouan/keikaku/soukatu/kome_seisaku_kaikaku.html
　普及指導員の皆様におかれましては、ＪＡや市町村等をはじめ、地域の農業
者や農業生産法人等農業に関わる皆様へ広く情報提供していただければ幸いです。

※お問い合わせ先　
　政策統括官付穀物課水田農業対策室（担当：伊藤、石川）
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　　　　　　　　　　　　　　　　　（０３－３５９７－０１９１）
　
　　　　　╋╋・‥…　研修・事業公募のお知らせ　…‥・╋╋
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
◆農作業安全研修２コースのご案内　　　　　　【農林水産研修所つくば館】　　　
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
  農林水産研修所つくば館では、女性農業者を受講対象とする農作業安全研修
・基本操作コース１を６月９日に当館水戸ほ場において実施します。
　研修ではトラクターの基本運転や耕耘実習を行います。トラクターの操作が
初心の方に最適な研修となっていますので、新規就農した女性農業者などへの
情報提供をお願い致します。
　また、農作業死亡事故の原因として増えつつある熱中症対策をテーマとした
熱中症及び作業環境対策コースを６月２０日に当館水戸ほ場において実施しま
す。こちらの研修は都道府県職員や農業法人経営者、従業員を雇用している農
業者等が受講対象となっていますので、農業法人等への情報提供とともに参加
のご検討をいただければ幸いです。いずれの研修も参加費用は無料となってお
ります。
　
農作業安全研修についてはこちらのページをご覧ください。
  http://www.maff.go.jp/j/kanbo/tukuba/mito/kensyu/ippan.html

※お問い合わせ先
  農林水産研修所つくば館（担当：飯田）（０２９－８３９－９４８１）

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
◆農の雇用事業（平成29年度第2回）の募集を行っています
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【経営局就農・女性課】
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝　
　青年の農業法人への雇用就農を促進するため、法人が新規就業者に対して実
施する実践研修等を支援する「農の雇用事業」の平成29年度第2回募集を行っ
ています。
　本事業は研修生の定着率向上が課題となっているため、本年度から過去に本
事業を利用した研修生の定着率を考慮して法人等の採択の可否を判断する仕組
みを導入するなど事業の要件を見直しています。
　普及指導員の皆様におかれましては、このことについて地域の農業法人や農
業者の皆様へ広く情報提供していただきますとともに、本事業の研修生の定着
率向上に向けて指導・助言を行うなど引き続きご協力をいただきますよう、よ
ろしくお願いいたします。

【助成額】　　年間最大120万円、最長2年間
【募集期間】　平成29年4月10日（月）～平成29年5月12日（金）
　　　　　　　（土日祝は除く）　
【研修期間】　平成29年8月から最長2年間
【今後の募集予定】　第3回（6～8月）、第4回（10～12月）

詳細は、こちらを御確認ください。（全国新規就農相談センターＨＰ）
　https://www.nca.or.jp/Be-farmer/nounokoyou/original/ （外部リンク）

※お問い合わせ先　
　経営局　就農・女性課　雇用・労働グループ
　　　　　　　　（担当：伊藤、中谷、戸張）（０３－６７４４－２１６２）

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
　　　　　　　　　　 　編集後記
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
　記事中でもご紹介しているとおり、この度、農林水産省では、基本的
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な技術から最新技術や研究者情報まで、様々な農業技術に関する情報を
ひとまとめにした「農業技術総合ポータルサイト」を開設しました！
作成者一同、見やすくするためにはどう工夫したらいいかを一生懸命に
考えて、ついに出来上がったサイトであります。是非、御活用下さい！
今後も、随時更新していく予定です。　　　　　　　　◎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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