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ｅ‐普及だより　　　　　　　 　　　  第１６０号（通算９２６号）

　　　　　　　　　　　　　平成２９年８月２２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　】

【技術普及課からのお知らせ】
　☆地域で必要となる労働力を安定的に確保する仕組みの構築を支援します。
    ～農業労働力最適活用支援総合対策事業の追加公募について～
【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
【施策情報】
　☆「レギュラトリーサイエンス研究推進計画」別表（案）についての意見・
　　情報の募集（パブリックコメント）について
　☆生産者と市場・バイヤーをつなぐマッチングサイト「agreach（アグリー
　　チ）」の活用のお願いについて　
　☆「ヒートポンプを活用した営農改善事例集」を作成しました！
【研修・事業公募等のお知らせ】
　☆農作業安全指導・現地指導者啓発コース（連携開催型）のご案内
　☆野菜の衛生管理の取組を後押しする事業、あります！
　☆平成29年度二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金「ヒートポンプ等を活
　　用した低炭素型農業推進事業（農林水産省連携事業）」の追加公募のお知
　　らせ
　☆「フード・アクション・ニッポン アワード2017」に応募してみませんか？
　　８月31日まで募集中です！　
　☆【締切間近！８月２５日（金）まで】「平成29年度 地産地消等優良活動表
　　彰」の募集のお知らせ
　☆【締切間近！８月２５日（金）まで】「第10回 地産地消給食等メニューコ
　　ンテスト」の募集のお知らせ
　☆「飼料用米活用畜産物ブランド日本一コンテスト」の募集について
　☆「国産野菜の契約取引マッチング・フェアin大阪」の開催について

　　　　╋╋・‥…　技術普及課からのお知らせ　…‥・╋╋
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
◆地域で必要となる労働力を安定的に確保する仕組みの構築を支援します。
～農業労働力最適活用支援総合対策事業の追加公募について～
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【生産局技術普及課】
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　農林水産省では、農業労働力不足にお困りの産地に対して、安定的な労働
力確保に向けた仕組み作りを支援する事業（「農業労働力最適活用支援総合
対策事業」）を設けております。
　５月30日から６月30日までの間に第２次公募を行ったところ、新たに複数
の産地が事業に参加することになりましたが、まだ本事業には予算に余裕が
あります。農業労業労働力不足に困っている産地はまだまだある筈です。近
く第３次公募を実施しますので、この機会に、事業費の１／２を支援する本
事業を是非活用してください！
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　普及指導員の皆様におかれましては、労働力の確保にお困りの地域の農業
者、農業法人、市町村、JA等農業に関わる皆様に広く情報提供して頂きます
とともに、労働力確保に向けた産地での取り組みを支援頂きますようお願い
いたします。
【支援内容】（補助率：1/2以内）
１．労働力確保に向けた推進体制の構築支援
　取組内容の検討に係る経費や地域の状況把握調査費等を支援します。
２．労働力の確保・育成支援
　労働力の募集にかかる費用や研修費等を支援します。
３．労働力のデータベース化及び地域内外でのマッチング支援
　確保した労働力のデータベース化や農繁期の異なる他産地との連携調査費
　等を支援します。
４．労働負荷軽減のための環境整備
　労働負荷軽減のために必要な農業機械等を共同利用するための取組等を支
　援します。

※詳細は以下のページをご参照下さい。追加公募に係る情報も掲載する予定
　です。
　http://www.maff.go.jp/j/seisan/gizyutu/hukyu/ennotai.html

※お問い合わせ先
　生産局　技術普及課（担当：谷、高橋、千明）
　　　　　　　　　　（０３－３５９３－６４９７）

　　╋╋・‥…　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。

◇セシウムの吸収を大幅に低減できるイネの開発に成功
秋田県立大学、筑波大学及び農業・食品産業技術総合研究機構の共同研究グ
ループはセシウムの吸収を大幅に低減できるイネの開発に成功しました。
[秋田県立大学][筑波大学][農研機構]
http://www.akita-pu.ac.jp/newsitem2.htm?serial_no=1189

◇ひずみを測定して強化プラスチック複合管の安全性を診断- 農業用水パイ
プラインの漏水事故を未然に防止 ―
農業用水のパイプラインに多く使われている「強化プラスチック複合管(FRP
M管)」のひずみを測定して、安全性を診断する手法を開発しました。破壊に
対する安全性を定量的に診断できます。また、これまで見逃していた局所的
に変形した箇所を、ひび割れが発生して漏水する前に発見できます。
[農研機構]ほか
http://www.naro.affrc.go.jp/publicity_report/press/laboratory/nire/076253.html

◇農業機械安全鑑定適合機6月分(平成29年度第2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6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した。
[農研機構]
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http://www.naro.affrc.go.jp/publicity_report/press/laboratory/iam/076251.html

◇東南アジア熱帯雨林の「一斉開花」現象の予測に成功― ラワン材の安定生
産と気候変動への林業の適応策に貢献 ―
気象条件による開花遺伝子発現の動態が明らかとなり、気温と降水量から一
斉開花の地域や時期を予測できるようになります。
［国際農林水産業研究センター］［九州大学］
 https://www.jircas.go.jp/ja/release/2017/press07

◇SH"U"N プロジェクトのスマホアプリをリリース 
水産研究・教育機構ならびに女子美術大学は（株)マイトベーシックと共同で、
SH"U"N project を広く普及させるため、消費者を対象にした「水産物に対す
る関心を高める情報発信」に焦点を当てたスマートフォンアプリケーション
を開発しました。 
[水産研究・教育機構][女子美術大学]
http://www.fra.affrc.go.jp/pressrelease/pr2017/20170713/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　…‥・╋╋
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
◆「レギュラトリーサイエンス研究推進計画」別表（案）についての意見・
情報の募集（パブリックコメント）について
　　【消費・安全局食品安全政策課、農林水産技術会議事務局研究企画課】
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　農林水産省では、平成27年６月19日、「レギュラトリーサイエンス研究推
進計画」を策定し、科学的な根拠に基づいて行政施策・措置を決定するため、
食品安全、動物衛生、植物防疫等の分野で、レギュラトリーサイエンス（※）
を充実・強化しているところです。
　同推進計画では、農林水産省が必要としているレギュラトリーサイエンス
に属する研究を別表としてリスト化し、同別表については、少なくとも１年
ごとに見直すこととしています。
　現行の別表は、昨年10月に見直したものであることから、国内外の情勢変
化、研究の進捗状況等を踏まえ、別表を更新することとし、８月10日（木）
から９月８日（金）まで、パブリックコメントにより、国民の皆様からの御
意見を募集しております。
　詳細は以下のページをご覧ください。

【電子政府の総合窓口URL】
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=550002545&Mod
e=0

※レギュラトリーサイエンスとは、科学的知見と、規制などの行政施策・措
置の間を橋渡しする科学のことで、行政施策・措置の検討に利用できる科学
的知見を得るための研究と科学的知見に基づいて施策・措置を決定する行政
の両方を含んでいます。

※お問い合わせ先　
　　農林水産省　消費・安全局　食品安全政策課　食品安全技術室
　　　　レギュラトリーサイエンス対応推進班（担当：栗山・串田）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（０３－３５０２－５７２２）
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＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
◆生産者と市場・バイヤーをつなぐマッチングサイト「agreach（アグリー
チ）」の活用のお願いについて　　　　　　　　【食料産業局食品流通課】
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　農水省では、農林漁業者が様々な流通事業者の取引条件等の情報を容易に
入手でき、多様な出荷・販売先の中から条件に合う事業者を選択できる環境
を整備するため、生産者と流通業者等のマッチングサイト「agreach（アグリ
ーチ）」の立ち上げを支援しました。
　このサイトは、生産者や流通業者等が、自らの生産・出荷情報や仕入・販
売情報等を登録することで、双方から詳細な検索条件で取引先の候補を探し
て、気になる事業者がいればサイト内で簡単にコンタクトをとることができ、
新たな販路の拡大につなげていくというものです。
　登録・利用など全て無料ですので、普及指導員の皆様におかれましても、
農林漁業者の皆様へのアグリーチのご紹介及び登録・活用の促進について、
ご協力頂けますと幸いです。

「agreach（アグリーチ）」  https://agreach.jp/
   
　○操作説明動画  https://www.youtube.com/watch?v=rM_lFLWnncY

※お問い合わせ先　
　　農林水産省　食料産業局　食品流通課（担当：朝倉、堀、松村）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（０３－３５０２－５７４１）

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
◆「ヒートポンプを活用した営農改善事例集」を作成しました！
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【生産局農業環境対策課】
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　施設園芸において省エネ設備として導入が進んでいるヒートポンプですが、
その普及率は加温温室全体の６％程度と広く普及が進んでいる状況とはなっ
ていません。
　一方で、ヒートポンプを導入した生産者の中には、燃油使用量の削減だけ
でなく、生産量や品質の向上、栽培期間の延伸、病害虫の発生抑制や農薬使
用量の削減などにも効果をあげている方々も数多く存在しています。
　このような中で、ヒートポンプを導入して、省エネだけでなく、収益力の
向上にも効果をあげている生産者の取組事例、ヒートポンプの冷房・除湿機
能を活用した試験・研究事例を紹介した事例集を作成しました。
　普及指導員の皆様におかれましては、施設園芸の省エネ化を目指す生産者
の皆様への参考情報として、広くご紹介いただきますようお願いいたします。

※事例集の掲載場所
　http://www.maff.go.jp/j/seisan/kankyo/ondanka/attach/pdf/index-6.pdf

※お問い合わせ先　
　生産局局　農業環境対策課（担当：田井、上北）
　　　　　　　　　　　　　（０３－３５９３－６４９５）

　　　　╋╋・‥…　研修・事業公募等のお知らせ　…‥・╋╋
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
◆農作業安全指導・現地指導者啓発コース（連携開催型）のご案内
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  【農林水産研修所つくば館】
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　平成29年10月24～25日に農林水産研修所つくば館水戸ほ場において農作業
安全指導・現地指導者啓発コース（連携開催型）を開催致します。この研修
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は、普及指導員やＪＡの職員等地域の指導者の皆さんに対して農作業安全対
策の推進に必要な知識を習得する研修です。10月25～27日に当所つくば館で
開催する新任普及指導員研修と時期を合わせて開催するため連携開催型とし
ていますが、新任普及指導員研修を受講されない方やＪＡの職員等も受講対
象となっていますので、参加についてご検討いただくとともにＪＡ等に研修
の周知をお願いいたします。
　農作業安全指導・現地指導者啓発コース（連携開催型）に関する情報はこ
ちらのページをご覧ください。
http://www.maff.go.jp/j/kanbo/tukuba/mito/kensyu/ken.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）

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
◆野菜の衛生管理の取組を後押しする事業、あります！
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【消費・安全局農産安全管理課】
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　生鮮野菜による食中毒の発生を防ぐため、農林水産省では、「栽培から出
荷までの野菜の衛生管理指針」に基づく、生産段階における野菜の衛生管理
の取組を推進しています。

〇栽培から出荷までの野菜の衛生管理指針
http://www.maff.go.jp/j/syouan/nouan/kome/k_yasai/pdf/sisin.pdf
　野菜の衛生管理については、「何から手を付けたらよいのかわからない」
「衛生管理には気をつけているが、これで十分か分からない」という疑問を
持たれる生産者の方もいらっしゃるのではないでしょうか。
　この場合、「有害微生物リスク管理強化対策事業」がお役に立ちます。こ
の事業では、衛生管理の準備・実践、効果の確認等に関する支援を行ってい
ます。これまでに取り組んだ産地・施設からは、「衛生管理の効果が見え、
重要性を実感できた」との感想が多く寄せられています。
　平成30年度まで実施する予定ですので、普及指導員の皆様には、衛生管理
に意欲・不安を持っていらっしゃる野菜生産者等の方をご存じでしたら、ぜ
ひぜひご紹介くださいますようお願いします。また、ご質問等がありました
ら、お寄せいただけるとうれしいです。

※お問い合わせ先　農産安全管理課（担当：三木、小林）
　　　　　　　　　　　　　　　　（０３－３５０２－７５６９）

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
◆平成29年度二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金「ヒートポンプ等を活
用した低炭素型農業推進事業（農林水産省連携事業）」の追加公募のお知ら
せ　　　　　　　　　　　　　　　【生産局農業環境対策課、技術普及課】
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　環境省では、施設園芸用設備及び農業機械からのCO2排出削減のため、計画
的な低炭素化を図る農協・農業法人等に対し、省エネ設備（施設園芸用ヒー
トポンプ、太陽熱・地中熱等の再生可能エネルギーのパッシブ型利用技術）、
及び省エネ型農業機械（90ps以上のトラクター及びコンバイン）の導入を支
援しています。
　今般、事業執行団体の一般社団法人温室効果ガス審査協会が追加公募を行
いますのでお知らせします。
　普及指導員の皆様におかれましては、ヒートポンプや省エネ型農業機械を
導入して省エネ化に取組む意向のある産地、生産者の皆様に対し、本事業に
ついてぜひ情報提供をお願いします。

【公募期間】
  平成29年８月８日（火）～９月20日（水）
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※事業のお問い合わせ：一般社団法人　温室効果ガス審査協会
　　TEL：０３－６２６１－４３８１
　　E-mail：hpn@gaj.or.jp　事業URL：http://www.gaj.or.jp
　　※詳細な内容についてはE-mailでお問い合わせください。

※管轄省庁：環境省地球環境局地球温暖化対策課地球温暖化対策事業室
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（０３－５５２１－８３５５）

※お問い合わせ先　
　　農林水産省　生産局　農業環境対策課（担当：上北）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（０３－３５９３－６４９５）
　　　　　　　　　　　　技術普及課（担当：伊藤）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（０３－６７４４－２１１１）

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
◆「フード・アクション・ニッポン アワード2017」に応募してみませんか？
８月31日まで募集中です！　　　　　　【食料産業局食文化・市場開拓課】
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　農林水産省は、地域の農林水産物や食文化を活かした魅力的な産品を発掘
するコンテスト「フード・アクション・ニッポン アワード」を開催します。
　「フード・アクション・ニッポン アワード」では、全国への流通販路を持
つ、大手百貨店や流通、外食事業者等が審査員となり、日本全国各地の地域
の食材や食文化の魅力を活かした産品を選定し、審査員各社の販路を通じて、
作り手の想いとともに消費者に届けます。
　１次審査を通過した100産品から受賞産品を選定する最終審査会では、審査
員企業のトップ（社長等）へ直接売り込むチャンスがあります。

【審査員企業】
　アマゾンジャパン合同会社、イオンリテール㈱、㈱イトーヨーカ堂、㈱オン
　ワードホールディングス、㈱紀ノ國屋、㈱東急百貨店、㈱トランジットジェ
　ネラルオフィス、㈱阪急阪神百貨店、㈱フォーシーズ、㈱ローソン

全国からご応募いただく自慢の産品の販路を広げる絶好のチャンスですので、
普及指導員の皆様におかれましては、ご応募の呼びかけをお願いします。

応募条件・方法等の詳細は、下記URLをご覧ください。
⇒　http://syokuryo.jp/award/

※お問い合わせ先　
　　農林水産省　食料産業局　食文化・市場開拓課（担当：平野、岡田）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（０３－６７４４－２３５２）

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
◆【締切間近！８月２５日（金）まで】「平成29年度 地産地消等優良活動表
彰」の募集のお知らせ　　　　　　　　【食料産業局食文化・市場開拓課】
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　今年度も、地産地消や国産農林水産物・食品の消費拡大に貢献する優れた
活動を表彰する「平成29年度　地産地消等優良活動表彰」を募集しておりま
す！

　皆様が取り組む、創意工夫ある活動をぜひご紹介ください。
　自薦他薦ともに、皆様のご応募をお待ちしております。

　１．応募部門：地域振興部門、交流促進部門、消費拡大部門
　２．表彰種類：農林水産大臣賞、農林水産省関係局長賞等
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　３．応募方法：応募条件・方法等の詳細は、以下URLをご覧ください。
　　　　　　　　　http://www.jc-so-ken.or.jp/seminar/170725_02.php
　
　日頃、当たり前のようにされている活動も、違う視点で見ると素晴らしい
活動が沢山あり、受賞されると、新たな動きに繋がるかもしれません。
　普及指導員の皆様におかれましては、ご応募の呼びかけをお願いします。

※お問い合わせ先　
　　農林水産省　食料産業局　食文化・市場開拓課（担当：平野、住吉）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（０３－６７４４－２３５２）

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
◆【締切間近！８月２５日（金）まで】「第10回 地産地消給食等メニューコ
ンテスト」の募集のお知らせ　　　　　【食料産業局食文化・市場開拓課】
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　今年度も、地産地消に貢献する優れた給食等メニューを表彰する「第10回　
地産地消給食等メニューコンテスト」を募集しております！

　学校給食、社員食堂、外食、弁当等において、地場産農林水産物・食品を
活用した創意工夫あふれるメニューをぜひご紹介ください。
　自薦他薦ともに、皆様のご応募をお待ちしています。

１．応募部門：学校給食・社員食堂部門、外食・弁当部門
２．表彰種類：農林水産大臣賞、文部科学大臣賞、農林水産省関係局長賞等
３．応募方法：応募条件・方法等の詳細は、下記URLをご覧ください。
　　　　　　　http://www.jc-so-ken.or.jp/seminar/170725_01.php
　
　日頃、当たり前のように提供しているメニューも、違う視点で見ると素晴
らしいメニューが沢山あり、受賞されると、新たな動きに繋がるかもしれま
せん。
　普及指導員の皆様におかれましては、ご応募の呼びかけをお願いします。

※お問い合わせ先　
　　農林水産省　食料産業局　食文化・市場開拓課（担当：平野、住吉）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（０３－６７４４－２３５２）

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
◆「飼料用米活用畜産物ブランド日本一コンテスト」の募集について
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【農研機構果樹茶業研究部門】
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　飼料用米については、輸入とうもろこしに比べて、国産であり、かつ我が
国の主食である米を原料とする付加価値の高い飼料です。現在、主食用米の
需要が毎年概ね８万トンずつ減少している中、飼料用米等の戦略作物への転
換を進めており、平成27年３月に閣議決定された「食料・農業・農村基本計
画」の下、飼料用米の生産努力目標（平成37年度）を110万トンとしており、
生産性向上とともに畜産物（牛・鶏・豚等）のブランド力強化を進めていく
こととしています。
　このブランド力強化とともに、必要な飼料としての定着化等を推進するた
め、一般社団法人日本養豚協会が農林水産省などの後援の下、飼料用米を生
産する農家と連携しながら、従来の畜産物より付加価値を向上させて飼料用
米活用畜産物を販売している畜産事業者を表彰する「飼料用米活用畜産物ブ
ランド日本一コンテスト」を開催し、その取組・成果を広く普及していくこ
ととしています。
  飼料用米を活用した畜産物をブランド化し販売している畜産事業者の皆様
にとって取組をＰＲできる良い機会ですので、普及指導員の皆様から畜産事
業者の皆様に対して、ご案内頂きますよう宜しくお願いします。
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  また、今後新たにブランド化する取組については、「平成29年度米活用畜
産物等ブランド化推進事業」による支援があり、御関心がある場合は、農林
水産省政策統括官付穀物課に御照会願います。

※「飼料用米活用畜産物ブランド日本一コンテスト」の詳細は、
　こちらのページをご覧下さい。
　http://okome-sodachi.jp/contest2017.html

※開催スケジュール
　・応募期間　：平成２９年８月１日～１１月末日
　・審査委員会：平成３０年１～２月
  ・表彰式　　：平成３０年３月上旬（東京都内）
  
※褒賞
　・農林水産大臣賞　・政策統括官賞
　・全国農業協同組合中央会会長賞・公益社団法人中央畜産会会長賞

※お問い合わせ先
　事務局：一般社団法人日本養豚協会（担当：山梨、倉本）
　　　　　　　　　　　　　　　 　   （TEL 03-3370-5473）
　農林水産省政策統括官付穀物課消費流通第１班（担当：中村、田住）
  　　　　　 　　　　　　　　　     （TEL 03-3502-7950）

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
◆「国産野菜の契約取引マッチング・フェアin大阪」の開催について
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【生産局園芸作物課】
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　野菜については、食の外部化や簡便化の進展に伴って加工・業務用の需要
が高まっているほか、外食・中食などの実需者から国産野菜の取扱を増やし
たいとの声も多く聞かれるところです。
　こうした中、独立行政法人農畜産業振興機構（alic）では、国産野菜の供
給拡大に向け、産地と実需者の皆さんが一同に会し、最新のニーズをお互い
に共有するとともに、契約取引のきっかけ作りができる場の提供を目的とし
て、平成18年度から本フェアを開催しております。
　第29回となる今回は大阪での開催を予定しており、現在、出展者を募集し
ています。
　普及指導員の皆様におかれましては、販路拡大などに関心をお持ちの法人
や農協等の皆様に本フェアの開催及び出展者募集のご案内をいただきたく、
ご協力のほど何卒宜しくお願いいたします。

　■開催日・場所：平成29年10月31日(火)　マイドームおおさか
　■出展申込締切日：平成29年９月１日(金)
　■出展者：生産者団体、生産者、商社・卸・流通業者、加工業者等　　
　■出展料：無料
　■来場者：小売業者、商社・卸・流通業者、中食・給食業者、外食業者等
　※詳しい内容や、申込書のダウンロードはこちらのページをご覧ください。
　　　http://www.alic.go.jp/y-keiyaku/yagyomu03_000041.html

※お問い合わせ先
　　独立行政法人農畜産業振興機構 野菜業務部 直接契約課（担当：土屋）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（０３－３５８３－９１７２）　
　　農林水産省　生産局　園芸作物課　園芸流通加工第１班（担当：園部）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（０３－３５０２－５９５８）

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
　　　　　　　　　　　　編集後記
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＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
　今回は、募集系の記事がやや多めです。いろいろな事業であったりコンテ
ストであったりを行っているのだなと思う一方、知らないというだけで参加
するチャンスを逃す人もいるのも事実。必要な時期、必要な人に、必要な情
報を届けるというＰＲの大切さと難しさを感じます。
　普及活動と同じですね。今後も情報ツールとして、多くの皆さんに見ても
らえるよう普及活動をしていきます。　　　　　　　　　　◎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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