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ｅ‐普及だより　　　　　　　 　　　  　　　第１１３号（通算８３２号）

　　　　　　　　　　　　　平成２５年１０月２５日
　　　　　　　編集・発行　農林水産省生産局農産部技術普及課

☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆
∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽
　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　】◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎
　◎　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　◎
　◎ ☆【普及活動お役立ち情報】土地利用型農業分野全国　　　　　　 ◎
　◎ 　　　　　　　　　　　　　　ネットワーク会議を開催しました　 ◎
　◎ ☆【普及活動お役立ち情報】「第１回農業普及活動　　　　　　　 ◎
　◎ 　　　　高度化発表会」、「第１回農業普及活動高度化全国　　　 ◎
　◎ 　　　　　　　　　　　　　　　　　研究大会」の開催について　 ◎
　◎ ☆農作業安全の啓発ＤＶＤを作成しました　　　　　　　　　　　 ◎
　◎ ☆農作業安全が政府インターネットテレビに取り上げられました　 ◎
　◎ ☆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　　 　　◎
　◎ ☆研究成果を農業現場等へ普及するための意見・情報交換を 　　　◎
　◎ 　　　　　　　　行う地域マッチングフォーラムの開催について 　◎
　◎ ☆「 近の有用な農業技術」及び「被災地域の復旧・復興の　　　 ◎
　◎ 　　　ための農業関係の技術情報」のホームページ更新について　 ◎
　◎ ☆「農の雇用事業（次世代経営者育成派遣研修）」の 　　　　　　◎
　◎　　　　　　　　　　　　　　　　　　 参加者を募集しています 　◎
　◎ ☆平成２５年度エコファーマー全国交流会 　　　　　　　　　　　◎
　◎ ☆環境保全に貢献するエコファーマーの活動　　　　　　　　　　 ◎
　◎ 　　　　　　　　　～環境にやさしい農業を目指して～　　　　　 ◎
　◎ 　　　　　　　　　　　　農林水産省「消費者の部屋」特別展示　 ◎
　◎　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　◎
　◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
◆【普及活動お役立ち情報】土地利用型農業分野全国ネットワーク会議を開催
　しました　　　　　　　　　　　　　　　　　【生産局農産部技術普及課】
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　農業革新支援専門員（以下、「支援専門員」という。）は、土地利用型作物、
園芸、畜産等、分野別に各都道府県に配置されていますが、農林水産省では、
支援専門員と国の研究独法、行政担当者間の連携強化を図ること等を目的に、
分野別に全国ネットワーク会議を開催していくととしました。
　第１弾は、土地利用型作物分野（稲・麦・大豆）です。
　本会議は１０月２３日～２４日の２日間に渡って開催し、今後、全国で「強
み」のある産地形成活動に取り組んでいくに当たっての課題や、その解決方策
についての情報・意見交換を行い、行政・研究・普及が連携して活動していく
ために必要な情報についての共有を図る、ということを議題の中心としました。
　会議初日は、年内に策定予定となっている「新品種・新技術の開発・保護・
普及」の 新の検討状況のほか、産地と実需者が結びついた先行事例の紹介や、
参加各県における産地と実需者との連携の状況、苦労点、反省点等の意見交換
を行いました。
　２日目は、初日の議論を深めるために品目別の分科会形式とし、参加県から、
課題、展望、国・研究機関に期待すること等、今後、土地利用型作物において
の「強み」づくりに向けた取組方策等についてより具体的な内容での議論を行
い、まさに現場の「声」を届けていただきました。２日間の会議を通じて、相
互理解・相互信頼の重要性を改めて認識した次第です。
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　今後は園芸分野などでもネットワーク会議を開催していきたいと考えており
ますので、支援専門員をはじめとする関係者間の連携強化だけでなく、産地の
「強み」づくりに向けた前向きな議論が行えればと考えております。
　 後に、業務ご多忙の中参加いただきました皆様、大変お疲れ様でした。

※お問い合わせ先　
　　農林水産省　生産局　農産部　技術普及課（担当：横田）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（０３－３５９３－６４９７）

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
◆「第１回農業普及活動高度化発表会」、「第１回農業普及活動高度化全国研
　究大会」の開催について　　　　　　　　　　【生産局農産部技術普及課】
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
  攻めの農林水産業を展開していくことが重要な農政課題となる中、農業現場
において技術を核として直接農業者と接しながら農業施策を一体的に展開して
いる普及組織への期待はますます高まっています。
　このため、普及の機能強化を図り、農業普及活動の高度化に向けた研究を行
うことを目的として、今年度から全国農業改良普及職員協議会、（一社）全国
農業改良普及支援協会、全国農業改良主務課長協議会の主催により、「農業普
及活動高度化発表会」「農業普及活動高度化全国研究大会」が開催されること
となりました。
　去る９月１９～２０日、東京都渋谷区代々木の国立オリンピック記念青少年
総合センターにおいて、「第１回農業普及活動高度化発表会」が開催され、全
国４７都道府県から農業普及活動の創意工夫・改善や独創性に富む４８の普及
活動事例が発表され、審査の結果、１４の優良事例が選出されました。
  さらに、これらの事例から、学識経験者や農業者、マスコミ等で構成される
外部審査委員会の書類審査を経て、７事例が選出され、１１月に開催される
「第１回農業普及活動高度化全国研究大会」において、事例発表・表彰が行わ
れるはこびとなっています。
  「第１回農業普及活動高度化全国研究大会」の概要は、以下のとおりです。

日時：平成２５年１１月２０日（水）１０：３０～２１日（木）１１：３０
場所：日本消防会館ニッショーホール（東京都港区）
大会スローガン：『活かそう”普及の創造力”　示そう”普及の現場力”』
　　　　　　　　　　　－普及活動の高度化で　拓く攻めの農業－
発表事例：
○北海道　　上川におけるＧＡＰ普及推進の取組み
○島根県　　集落営農組織の次世代後継者育成　～寄添型普及活動による内発
　　　　　　的ビジョンづくりと就農者の受け皿づくり～
○宮城県　　津波被災地（仙台東部地区）における担い手組織経営体の体制強
　　　　　　化　～経営発展による力強い復興に向けた支援活動～
○茨城県　　伝統産地に新たな風を起こす若手の先駆的実践活動の支援
　　　　　　～甘熟梨で産地ＰＲ活動～
○鹿児島県　水で切り拓く大規模茶産地の育成
　　　　　　～茶生産者と歩み続ける四半世紀の普及活動～
○大分県　　トレーニングファーム｢一般社団法人　とまと学校｣による新規就
　　　　　　農者確保の取組
○兵庫県　　タマネギから始まる参入企業（新たな担い手）の経営安定と地域
　　　　　　農業の活性化

※お問い合わせ先
　　農林水産省　生産局　農産部　技術普及課（担当：山田）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（０３－３５０１－３７６９）

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
◆農作業安全の啓発ＤＶＤを作成しました
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　　　　　　　　　　　　　　　【生産局農産部技術普及課生産資材対策室】
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　農林水産省では、農作業事故の根本原因をつきとめるため、農作業安全推進
体制緊急整備事業（農作業事故の対面調査事業）により、事故を経験された方
々からの聞き取りによる詳細な調査及び分析を行っています。平成２４年度は
日本農村医学会が実施し、報告書に加えてＤＶＤ「農作業事故　ここがポイン
ト！」を作成しました。
　特にＤＶＤはわかりやすく説明されていますので、普及指導員の皆様におか
れましても研修会等でお使い下さい。

http://www.youtube.com/watch?v=cCyS2svcep4&feature=youtu.be 

※ＤＶＤ本体は都道府県にお配りしておりますので、上記動画アップサイト上
　のものでは使いづらい場合は都道府県へお問い合わせ下さい。

※お問い合わせ先
　　農林水産省　生産局　農産部　技術普及課　生産資材対策室
　　　　　　　　　　　　　　（担当：神田）（０３－６７４４－２１１１）

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
◆農作業安全が政府インターネットテレビに取り上げられました
　　　　　　　　　　　　　　　【生産局農産部技術普及課生産資材対策室】
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　内閣府が制作している政府インターネットテレビに農作業安全が取り上げら
れました。「農作業の安全のために～心に刻もう！使い慣れた農機具に潜む危
険」と題し、事故事例が数多く紹介されています。一見平坦に見える道路で走
り出してしまうトラクター、路肩を踏み外してコンバインごと転倒、脚立の足
がひらいてしまい転落など。油断すると起こりうる身近な例がわかりやすく説
明されています。
　普及指導員の皆様におかれましても、番組の周知や研修会等での活用をよろ
しくお願いします。

　　http://nettv.gov-online.go.jp/prg/prg8565.html 

※お問い合わせ先
　　農林水産省　生産局　農産部　技術普及課　生産資材対策室
　　　　　　　　　　　　　　（担当：神田）（０３－６７４４－２１１１）

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
◆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総務課】
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　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。

●米粉パン用水稲新品種「ゆめふわり」
　－やわらかく、しっとり、もっちりとしたパンを製造できます－
　農研機構東北農業研究センターは、米粉パン用水稲品種「ゆめふわり」を育
成しました。「ゆめふわり」は、損傷デンプンの割合が少なく、粒径の小さい
米粉に製粉でき、やわらかく、しっとり、もっちりとした食感のおいしい米粉
混成パンを製造できます。出穂期・成熟期、収量性は「あきたこまち」とほぼ
同じで、「あきたこまち」より稈長が短く倒れにくい品種です。平成２６年に
米粉混成パンの販売が計画されており、現在、秋田県の一部産地で試験栽培が
行われています。今後、米粉利用の普及に貢献することが期待されます。
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［農研機構 東北農業研究センター］
http://www.naro.affrc.go.jp/publicity_report/press/laboratory/tarc/048673.html

●いもち病に強く直播栽培に適する良食味水稲新品種「えみのあき」
　農研機構東北農業研究センターは、いもち病に強く直播栽培に適した低コス
ト栽培向け良食味水稲品種「えみのあき」を育成しました。
　いもち病に強く、葉いもち・穂いもちのいずれに対しても抵抗性は“極強”
です。食味は、東北地域の主要品種である「あきたこまち」、「ひとめぼれ」
と同じレベルの良食味品種です。短稈で倒れにくく、直播栽培では「ひとめぼ
れ」よりも多収で、東北・北陸地域での直播栽培に適しているほか、いもち病
常発地域での移植栽培にも適しています。
　新潟県では平成２６年に５ｈａの作付けが見込まれており、今後は、新潟県
や秋田県等の産地における低コスト良食味米の安定生産に貢献することが期待
されます。
［農研機構 東北農業研究センター］
http://www.naro.affrc.go.jp/publicity_report/press/laboratory/tarc/048674.html

●土壌のＣＯ２吸収量「見える化」サイトを公開
　－農地の土壌炭素量の増減を予測－
　農地の土壌に蓄積する炭素量の増減を計算（予測）するウェブサイトを公開
しました。
　地図上で農地の場所を指定し、作物や管理方法をメニューから選ぶだけで、
土壌炭素の増減を予測できます。
　農地土壌炭素蓄積は、生産力の向上や温室効果ガスの削減につながります。
［農業環境技術研究所］
http://www.niaes.affrc.go.jp/techdoc/press/131002/press131002.html?1009a

○「食と農の研究メールマガジン」については以下のページをご覧ください
　　http://www.s.affrc.go.jp/docs/mg/mg_top.htm

○「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　総務課（担当：吉田）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（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。

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
◆研究成果を農業現場等へ普及するための意見・情報交換を行う地域マッチン
　グフォーラムの開催について　　　【農林水産技術会議事務局研究推進課】
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　農林水産省では、研究成果の農業現場等への迅速な普及・実用化を促進する
ため、地域マッチングフォーラムを全国８ブロックで開催しています。
　このたび近畿地域、東海地域及び北海道地域において以下のとおり開催しま
すので、多数の皆様のご参加をお待ちしております。

○近畿地域マッチングフォーラム
　日時：１１月１９日（火）１３：００～１７：１０
　場所：エル・おおさか　７階７０８会議室（講演）、７０１会議室（デモ）
　　　　（大阪府大阪市）
　テーマ：「生産者と消費者の双方の利益を結びつける農産物直売システム」
〈講演内容〉
　１．直売所の切り花需要に対応する特定日開花・品質管理の技術と支援ソフ
　　　ト
　　１）需要量を予測して出荷量を調節する技術と支援ソフト
　　２）切り花の特定日開花技術と品質管理
　２．地元農産物の集荷・加工・販売・配達を支援する直売所向けの情報シス
　　　テム
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　　１）集荷・加工・販売・配達を支援する情報システムの概要
　　２）直売所運営の立場から見た情報システムの活用
〈支援ソフト・情報システムのデモンストレーション〉
　１．直売所での切り花の需要を予測するソフト
　　　開花調節を支援するソフト 
　２．集荷・加工・販売・配達を支援する情報システム
※総合討論、技術相談あり

※お問い合わせ先：（独）農研機構 近畿中国四国農業研究センター
　　　　　　　　　情報広報課（担当：十鳥）（０８４－９２３－５３８５）
　http://www.naro.affrc.go.jp/event/list/2013/08/048410.html

○東海地域マッチングフォーラム
　日時：１１月１９日（火）１２：４５～１７：００
　場所：電気文化会館 イベントホール（愛知県名古屋市）
　テーマ：「新技術の導入による化学肥料削減の推進」
  講演内容
　１．低コスト養水分管理システムによる化学肥料削減
　　１）日射式拍動灌水装置による露地野菜での減肥栽培
　　２）岐阜県東濃地域におけるナス独立袋栽培での拍動灌水装置の利用
　　３）日射式拍動灌水装置を利用した傾斜地茶園での水管理と減肥
　　４）てん茶園における点滴施肥の長期継続栽培
　２．家畜ふん堆肥中成分の活用による減化学肥料栽培
　　１）堆肥を原料とした複合肥料の開発経過
　　２）高窒素鶏ふん堆肥の製造技術
　　３）さらなる窒素付加と微小ペレット化による利用しやすい肥料の開発
　　４）窒素付加鶏ふん微小ペレットによる水稲栽培
※パネルディスカッション、技術相談あり

※お問い合わせ先：（独）農研機構 中央農業研究センター　企画管理部
　　　　　　　　　業務推進室 交流チーム（担当：三枝）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（０２９－８３８－７１５８）
  http://www.naro.affrc.go.jp/event/list/2013/10/048799.html

○北海道地域マッチングフォーラム
　日時：１１月２２日（金）１３：１５～１７：１５
　場所：とかちプラザ レインボーホール（北海道帯広市）
　テーマ：「北海道の農畜産業強化に向けたイアコーンサイレージ生産利用技
　　　　　　術の新たな展開～国産イアコーンを地域資源として利用するため
　　　　　　に～」
　講演内容
　１．ＴＭＲセンターにおけるイアコーンサイレージ生産利用技術の導入効果
　　　と今後の展望
　２．プレミアムイアコーン利用による農業高校ブランド畜産物創出への挑戦
　　　～資源循環型畜産を目指した帯広農業高校の取り組み
　３．イアコーンサイレージを取り入れた肉用牛向け飼料メニューの開発
　４．イアコーンサイレージの生産利用技術の開発研究の現状と課題
　５．イアコーン生産・利用による耕畜連携の経済性評価と普及・定着にあたっ
　　　ての課題
※パネルディスカッション、技術相談あり

※お問い合わせ先：（独）農研機構 北海道農業研究センター　企画管理部
　　　　　　　　　　情報広報課（担当：関谷）（０１１－８５７－９２６０）
　http://www.naro.affrc.go.jp/event/list/2013/10/048868.html

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
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◆「 近の有用な農業技術」及び「被災地域の復旧・復興のための農業関係の
　技術情報」のホームページ更新について
　　　　　　　　　　　　　　　　　【農林水産技術会議事務局研究推進課】
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　全国の農業関係の研究機関が近年開発した、生産現場で活用が期待される主
要な研究成果について、開発機関の地域別、対応する作物別等に整理し、以下
のホームページで紹介しています。このたび、新たに掲載成果を追加しました
ので、普及指導員の皆様におかれましては、普及指導活動等にご活用ください。
［ 近の有用な農業技術～農業関係の研究機関の研究成果～］
　　http://www.s.affrc.go.jp/docs/useful_recent/useful_recent.htm

　また、「被災地域の復旧・復興のための農業関係の技術情報」のホームペー
ジについても、このたび掲載する技術情報を追加しましたので、併せてお知ら
せします。
［被災地域の復旧・復興のための農業関係の技術情報］
　　http://www.s.affrc.go.jp/docs/nogyo_gizyutu.htm
  　
※お問い合わせ先
　　農林水産省　農林水産技術会議事務局　研究推進課（担当：吉田、高橋）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（０３－３５０２－７４６２）

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
◆平成２５年度エコファーマー全国交流会
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【生産局農産部農業環境対策課】
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　平成２５年１１月２７日（木）から２９日（金）まで、奈良県橿原市におい
て、平成２５年度エコファーマー全国交流会が開催されます。（事務局：日本
土壌協会）
　この交流会の趣旨は、全国各地で先駆的な取組を行っているエコファーマー
認定を受けた方々が連携し、先進的な技術や経験を交流しながら研鑽を深め、
また、消費者や流通関係者との交流を図るものです。
　普及指導員の皆様におかれても、知識の習得のため参加して頂ければと思い
ます。

※詳細については以下のページをご覧ください。（日本土壌協会ホームページ）
　　http://www.eco-farmer.net/

※お問い合わせ先
　　農林水産省　生産局　農産部　農業環境対策課（担当：西脇）
  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（０３－６７４４－０４９９）

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
◆「農の雇用事業（次世代経営者育成派遣研修）」の参加者を募集しています
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【経営局就農・女性課】
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　農業法人の経営者には、農業生産の技術だけではなく、マーケティング、財
務管理、組織マネージメント等の能力が必要です。また、これからの農業経営
には、他産業の経営ノウハウを積極的に導入していくことも重要です。
　農業法人の次世代の経営者を目指す方がこのような経営ノウハウを身につけ
るための事業として、今年度から「農の雇用事業（次世代経営者育成派遣研
修）」を開始しました。
　これは、農業法人等が、職員等を先進的な農業法人や異業種の法人に派遣し、
現場実践研修（ＯＪＴ研修）を実施するのに必要な経費の助成を行うものです。
　普及指導員の皆様におかれましては、農業法人等対象となる方々への周知に
ついてご協力をお願いします。
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＜対象者＞農業法人、農業者、農業サービス事業体等
＜支援単価＞月 大１０万円（代替職員人件費及び研修に係る経費）
＜支援期間＞ 短３ヶ月～ 長２年間
＜募集期間＞平成２６年３月３１日（月）まで
＜問合せ先＞全国農業会議所、各都道府県農業会議

※詳細については、下記ホームページをご覧ください。
　　http://www.nca.or.jp/Be-farmer/nounokoyou/next/

※お問い合わせ先
　　農林水産省　経営局　就農・女性課（担当：羽子田、菱沼）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（０３－６７４４－２１６０）

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
◆環境保全に貢献するエコファーマーの活動～環境にやさしい農業を目指して～
　農林水産省「消費者の部屋」特別展示　　【生産局農産部農業環境対策課】
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　平成２５年１０月２８日（月）から１１月１日（金）まで、農林水産省「消
費者の部屋」において、環境保全に貢献するエコファーマーの活動の特別展示
を行います。
　展示内容は、（１）環境保全型農業施策として、農業生産活動と環境との関
わり、エコファーマーの認定制度、（２）エコファーマー関する活動紹介や生
き物展示、（３）農産物の展示などです。
　普及指導員の皆様におかれても、時間がありましたらお越し頂き、エコファー
マーの取組等について、再度認識を深めて頂ければと思います。

※詳細については以下のページをご覧ください。
　（農林水産省ホームページ）
　　http://www.maff.go.jp/j/heya/index.html

※お問い合わせ先
　　農林水産省　生産局　農産部　農業環境対策課（担当：西脇）
  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（０３－６７４４－０４９９）

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
　　　　　　　　　　　　　 　編集後記
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
　先々週、所属する草野球チーム今年 後の市大会がありました。準決勝でし
たが、残念ながら人数不足により棄権・・・。あっけない幕切れとなりました。
　今後は来シーズンに向けて、オフトレのスノーボード三昧です（どちらがメ
インかわかりませんが）。まずは、冬季オリンピックを見て、まずはやる気を
触発されます！！
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　◎　編集担当Ｓ　◎
∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽
※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」
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  のボタンでAdobe Readerをダウンロードしてください。
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