
 

ｅ‐普及だより                 第１８７号（通算９７３号） 

 

             令和元年７月２６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
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            【 本 号 の 内 容 】 

 

【技術普及課からのお知らせ】 

☆農業技術総合ポータルサイトは、新たな「実用化技術情報」を追加して、７月

19 日（金）に更新しました。 

 

【病害虫発生予報情報】 

☆「令和元年度 病害虫発生予報第５号（水稲特集）」の発表について 

 

【公募情報】 

☆「農の雇用事業（令和元年度第 3回）」の募集について 

☆輸出課題の解決に取り組む産地を支援します。 

「青果物グローバル産地緊急対策事業」の公募について 

 

【施策情報】 

☆農作物の盗難に気をつけて！！ 

☆「第４回食育活動表彰」の募集を開始しました！ 

☆「農山漁村女性活躍表彰」、自薦も始まります！ 

☆農業を始めたい方向け情報サイト「新・農業人ポータル」 

☆令和元年 薬用作物に係る技術アドバイザー派遣の実施について 

 

【各種シンポジウム、セミナー等の開催情報】 

☆スマート農業関連イベントのご連絡（８月 23 日（金）＠関東農政局内） 

 

【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 …‥・╋╋ 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

◆農業技術総合ポータルサイトは、新たな「実用化技術情報」を追加して、７月

19 日（金）に更新しました。 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

農業技術総合ポータルサイトでは、民間企業及び試験研究機関が開発し、現場



 

で実 用化されている施設野菜・果樹に係る技術情報を８件追加し、７月 19 日

（金）に更新しましたので、是非、ご覧いただき、農業者の皆様方にもお知らせ

下さい。 

 

▼詳細はこちら 

http://www.maff.go.jp/j/kanbo/kihyo03/gityo/gijutsu_portal/top.html 

 

※お問い合わせ先  

 農林水産省 生産局 技術普及課（担当：安久）（03-3501-3769） 

 

╋╋・‥… 病害虫発生予報情報 …‥・╋╋ 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

◆「令和元年度 病害虫発生予報第５号（水稲特集）」の発表について 

【消費･安全局植物防疫課】 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

  農林水産省は、令和元年７月 24 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５号（水稲特集）」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。 

 

〇 向こう１か月の主要な病害虫の発生予察情報については次のとおりです。 

１ トビイロウンカの発生が、中国及び南九州の一部の地域で多くなると予想

されています。水田の見回りの際には株元を注意深く観察し、株元に成虫ま

たは幼虫を確認した場合には、都道府県の発表する発生予察情報等を参考に

適期に防除を実施してください。 

 

２ 斑点米カメムシ類の発生が北海道及び北陸の一部の地域で多くなると予想

されています。本虫は水田周辺の雑草に生息し、出穂期になると水田に侵入

し穂を加害します。水田の観察を行い、都道府県の発表する発生予察情報等

を参考に適期に防除を実施してください。 

  また、水田周辺雑草の除草は本虫の発生量の抑制に効果的ですが、出穂期直

前の除草は、本虫の水田への侵入を助長し被害を増加させるおそれがあるた

め、出穂期の 10 日前までに完了してください。 

 

＜参照＞ 

  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。 

〇「令和元年度 病害虫発生予報第５号（水稲特集）」の発表について（７月 24

日付け農林水産省プレスリリース） 

    http://www.maff.go.jp/j/press/syouan/syokubo/190724.html 

〇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、宮木） 

（03-3502-3382） 

 



 

╋╋・‥… 公募情報 …‥・╋╋ 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

◆「農の雇用事業（令和元年度第 3回）」の募集について 

【経営局就農・女性課】 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

青年の農業法人等への雇用就農を促進するため、法人等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」の令和元年度第 3 回募集を

行っております。 

 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） 

（本年度から研修生の対象年齢、働き方改革等、採択者上限等の事業要件を見直

しています。） 

⇒https://www.be-farmer.jp/nounokoyou/original/（外部リンク） 

 また、周囲でご希望される方がいらっしゃいましたら、この情報をお知らせく

ださいますようお願いします。 

【助成額】年間最大 120 万円、最長 2 年間 

【募集期間】令和元年 6 月 24 日（月）～令和元年 8 月 30 日（金） （土日祝

は除く） 

【研修期間】令和元年 11 月から最長 2年間 

【今後の募集予定】 第 4回（９月～10 月） 

 

▼その他、下記の２つのタイプは令和2年1月31日まで随時募集しております。

詳細は各リンク先を御確認ください。 

「農の雇用事業（次世代経営者育成タイプ）」 

⇒https://www.be-farmer.jp/nounokoyou/next/ （外部リンク） 

「被災農業者向け農の雇用事業」 

⇒https://www.be-farmer.jp/nounokoyou/emergency/ （外部リンク） 

 

※お問い合わせ先 

農林水産省 経営局 就農・女性課 雇用・労働グループ（03-6744-2162） 

 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

◆輸出課題の解決に取り組む産地を支援します。 

 「青果物グローバル産地緊急対策事業」の公募について 

（公募期間：７月 17 日（水）～８月９日（金）※以降、随時実施予定） 

【生産局園芸作物課】 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

 野菜や果実の輸出に取り組みたい生産者に対し、輸出先の規制に対応した栽

培技術や輸送技術の導入・実証と、これらの取組と一体的に行う施設・機械のリ

ース導入等、生産・流通・販売段階の様々な取組を支援します。 

◯対象者：生産者、複数生産者や生産者と輸出事業者等構成する協議会 

◯補助率：１／２（検討会は定額） 

普及指導員の皆様におかれましても、青果物の輸出に関心のある生産者に対

し、本事業の活用も念頭に、輸出拡大の実現に向けた支援をお願いいたします。 

 

▼詳細はこちら 

http://www.maff.go.jp/j/supply/hozyo/seisan/190717_1.html 



 

 

※お問い合わせ先  

  農林水産省 生産局 園芸作物課（担当：横田、柴山）（03-3502-5958） 

 

╋╋・‥… 施策情報 …‥・╋╋ 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

◆農作物の盗難に気をつけて！！ 

【生産局園芸作物課】 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

近年、生産者の方々が丹精込めて作られた農作物が盗まれる被害が全国各地

で起きています。生産者の皆様にとっては、営農意欲を失わせる深刻な事態です。 

そこで、農作物の盗難を防ぐ際の参考となる対応策をまとめたパンフレット

を作成しました。 

普及指導員の皆様におかれましても、盗難被害を防止するため、生産者への注

意喚起や地域の警察署、ＪＡ等と連携した盗難防止対策の取組へのご協力をよ

ろしくお願いします。 

 

▼詳細はこちら 

 http://www.maff.go.jp/j/seisan/ryutu/engei/tounan.html 

 

※お問い合わせ先  

 農林水産省 生産局 園芸作物課（担当：岸本、後藤）（03-6738-7423） 

 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

◆「第４回食育活動表彰」の募集を開始しました！ 

【消費・安全局消費者行政・食育課】 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

 農林水産省では、ボランティア活動、教育活動又は農林漁業、食品製造・販売

等その他の事業活動を通じて食育を推進する優れた取組を募集しています。 

例えば、農林漁業体験を通じて「食の大切さ」を伝えている活動、地元食材を

活用して地産地消を推進する活動など、様々な食育を実践されている皆様の取

組について、是非、ご応募ください。多数のご応募をお待ちしております。 

 普及指導員の皆様におかれましては、食育を実践されている地域の農業者、農

業法人、ＪＡ等の皆様に広く情報提供いただきますよう、よろしくお願いいたし

ます。 

 

■募集締切 

令和元年 10 月 31 日（木）必着 

 

▼詳しくはこちら 

http://www.maff.go.jp/j/syokuiku/hyousyo/161102.html 

 

※お問い合わせ先 

農林水産省消費・安全局消費者行政・食育課（担当：佐竹）（03-6744-1971） 

 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 



 

◆「農山漁村女性活躍表彰」、自薦も始まります！ 

【経営局就農・女性課】 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

令和元年度の「農山漁村女性活躍表彰」の応募受付が始まりました。 

農林水産業及び農山漁村の活性化、農林水産業経営や政策・方針決定への女性の

参画推進、次世代リーダーとなりうる若手女性の農林水産業への参入など優れ

た活動を行っている個人や団体の方々について、ぜひ、ご推薦をお願いします 

また、今年度から、個人や団体による自薦も受け付けます。普及指導員の皆様

におかれましては、地域の農業者、農業法人、ＪＡ等の皆さまにも情報提供いた

だきますよう、お願いいたします。 

 

▼詳細はこちら 

農山漁村男女共同参画推進協議会ＨＰ 

https://www.nca.or.jp/support/farmers/common/ 

 

※お問い合わせ先  

 農山漁村男女共同参画推進協議会事務局（担当：村上）（03-6910-1124） 

 農林水産省 経営局 就農・女性課（担当：柚木、村本）（03-3591-5831） 

 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

◆農業を始めたい方向け情報サイト「新・農業人ポータル」 

【経営局就農・女性課】 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

農林水産省では 6/21 より新たに農林水産業、食品産業を始める方向けの情報

サイト、「あふてらす」をスタートしています。 

その中の「新・農業人ポータル」の御紹介です。 

このページでは、「農業に興味があるけど、どうやって始めたらいいんだろう」

という方向けに、未経験から起業して農業を始めた方の実体験を聞いて学べる

セミナー等の情報や、就農相談窓口の情報、支援施策の情報について、「調べる」、

「体験する」、「学ぶ」、といったアクション別に探すことができます。 

また、農業法人・農家の働き方の事例や、農業大学校・農業高校の事例等も見

ることができます。 

普及指導員の皆様におかれましても、お近くの農業者の方、就農希望者の方へ

「新・農業人ポータル」をお知らせいただけますと幸いです。 

 

▼詳細はこちら 

 http://www.maff.go.jp/j/new_farmer/    

 

※お問い合わせ先  

 農林水産省 経営局 就農・女性課（担当：佐藤、藤井）（03-3501-1962） 

 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

◆令和元年 薬用作物に係る技術アドバイザー派遣の実施について 

【生産局地域対策官付】 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

薬用作物産地支援協議会では、生産者団体からの要請に応じて、医薬品の原料



 

生薬となる薬用作物の栽培や加工調製段階における課題に対し、アドバイスを

行う人材を派遣しています。 

 

派遣する者）協議会の定めた、薬用作物に関する専門技術指導者 

支援の対象）薬用作物を既に栽培、あるいは試作栽培を行っている生産団体 

事 務 局）薬用作物産地支援協議会  担当者：髙原・小林 

       TEL：03－6264－8087  

▼詳細はこちら 

 http://www.yakusankyo-n.org/cultivation.htm 

 

普及指導員の皆様におかれましても、お近くに薬用作物の栽培等でお困りの

方がいらっしゃれば、本件について情報提供をお願いします。 

 

※お問い合わせ先 

農林水産省 生産局 地域対策官（担当：井上、中村）（03-6744-2117） 
 

╋╋・‥… 各種シンポジウム、セミナー等の開催情報 …‥・╋╋ 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

◆スマート農業関連イベントのご連絡（８月 23 日（金）＠関東農政局内） 

【大臣官房政策課・生産局技術普及課・技術会議事務局研究推進課】 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

今年度は、スマート農業関連イベント（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いたします。 

その第１弾として、関東ブロックで８月 23 日（金）に開催されることとなり

ましたので、参加を希望される場合は、以下 URL の「申込みフォーム」からご登

録をお願いいたします（定員 200 名）。 

スマート農業実証プロジェクト関係企業の他、全品目に係る農業新技術関係

企業が出展予定ですので（計 25 社程度）、普及指導員の皆様におかれましても

ぜひご参加ください。 

 

▼詳細はこちら 

 （参考 URL）http://www.maff.go.jp/kanto/press/kankyo/190718.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） 

 

╋╋・‥… 新品種・新技術等のお知らせ …‥・╋╋ 

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。 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

◆早生の西日本向けパン用小麦「はるみずき」- タンパク質含量が高く、製パン

性に優れる - 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 



 

西日本の主要なパン用小麦品種「せときらら」より子実のタンパク質含量が高

く、小麦粉の生地物性が強く、製パン性に優れる小麦品種「はるみずき」を育成

しました。「せときらら」より早生で、稈長は短く倒伏に強い品種です。 

[農研機構] 

http://www.naro.affrc.go.jp/publicity_report/press/laboratory/warc/131

072.html 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

◆温暖化に伴う、ブドウ着色不良の発生拡大を予測- 温暖化適応策の計画的な

導入に貢献 - 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

「巨峰」などブドウの黒色品種は、果実の着色が高温で阻害され、商品価値が

著しく低下します。わが国のブドウ産地では、地球温暖化に伴い着色不良の発生

が増加し、大きな問題となっています。そこで、将来、地球温暖化が進んだ場合

の着色不良発生地域を予測し、詳細なマップで示しました。さらに、施設栽培や

温暖化対応品種などの適応策の導入によって発生地域を縮小できることもマッ

プで示しました。 

[農研機構] 

http://www.naro.affrc.go.jp/publicity_report/press/laboratory/nifts/13

1026.html 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

◆トマトなどの虫害を天然物質で予防 - 薬剤抵抗性害虫が出ない防除技術の

開発に期待 - 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

農研機構は、ロリオライドと呼ばれる天然物質をトマトなどに与えると、重要

害虫であるミカンキイロアザミウマやナミハダニなどによる被害が抑えられる

ことを発見しました。 

[農研機構] 

http://www.naro.affrc.go.jp/publicity_report/press/laboratory/nias/130

563.html 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

◆ミツバチの尻振りダンスを自動解読 - 巣内のビデオ動画から餌の場所を自

動で推定 - 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

農研機構は、セイヨウミツバチの尻振り(8 の字)ダンスを自動解読することに

より餌として利用されている花の場所を推定する技術を開発しました。本成果

は、これまで手動で行われてきた解読作業を飛躍的に迅速化させ、セイヨウミツ

バチがどこで蜜や花粉を集めているのかを効率よく把握するのに役立ちます。  

[農研機構] 

http://www.naro.affrc.go.jp/publicity_report/press/laboratory/niaes/13

0830.html 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

◆平成 30 年度農業機械安全性検査合格機(第 9 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、平成 30 年



 

度第 9 次分として安全基準に適合となった 9機種 76 型式について、公表しま

した。 

[農研機構] 

http://www.naro.affrc.go.jp/publicity_report/press/laboratory/iam/1305

09.html 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

◆地域住民による農業水路や農地の保全活動が地域経済へ波及する効果を簡便

に評価する WEB ツール - 専門的知識不要で、活動経費を入力するだけで評価可

能 - 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

農業者や地域住民が農用地、水路、農道などの地域資源を保全管理する、多面

的機能支払交付金を活用した共同活動について、その活動による地域経済への

波及効果を評価できる WEB ツールを開発しました。 

[農研機構] 

http://www.naro.affrc.go.jp/publicity_report/press/laboratory/nire/130

991.html 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

◆シイタケ害虫の新たな天敵を発見 ―菌床シイタケを脅かすキノコバエをハ

チが退治する― 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

森林研究・整備機構森林総合研究所は、菌床シイタケの害虫であるナガマドキ

ノコバエ類（以下「キノコバエ」）の天敵となる寄生バチを発見し、この寄生バ

チがキノコバエの増殖を抑制する高い効果をもつことを実験的に証明しました 

[森林研究・整備機構] 

https://www.ffpri.affrc.go.jp/press/2019/20190514/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 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願います。 

 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

                編集後記 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

 梅雨明けの地域が少しずつ増えてきましたね。先日は海水浴をし、花火を見に

行き、すいかも鰻も食べて、すっかり夏らしいことを楽しんでいます。 

◎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。 


