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ｅ‐普及だより　　　　　　　 　　　  　　　第１１４号（通算８３４号）

　　　　　　　　　　　　　平成２５年１１月２２日
　　　　　　　編集・発行　農林水産省生産局農産部技術普及課
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∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽
　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】「第１回農業普及活動　　　　　　　 ◎
　◎ 　　　　　　　　　　高度化全国研究大会」の開催結果について　 ◎
　◎ ☆【普及活動お役立ち情報】農業革新支援専門員　　　　　　　　 ◎
　◎ 　　　　　　全国ネットワーク会議（花き分野）の取組について　 ◎
　◎ ☆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　　　　 ◎
　◎ ☆平成２６年度委託プロジェクト研究　　　　 　　　　　　　　　◎
　◎ 　　　　　　　　　　　概算要求の内容(新規課題関係)について　 ◎
　◎ ☆平成２５年度鳥獣被害対策に関する研修への参加者募集について ◎
　◎ ☆農の雇用事業（平成２５年第３回募集）」の　　　　　　　　　 ◎
　◎ 　　　　　　　　　　　　　　　　事業参加者の募集を行います 　◎
　◎ ☆女性等を対象とした起業・創業支援補助金　　　　　　　　　 　◎
　◎ 　　　　　　　　　　　　（経済産業省補助金）の公募について　 ◎
　◎ ☆農業女子プロジェクトがスタートしました！　　　　　　　　 　◎
　◎ ☆新規就農者向けの融資制度（就農支援資金）が変わります 　　　◎
　◎ ☆「堆肥マップ」を利用して自分にあった堆肥を手に入れよう！！ ◎
　◎　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　◎
　◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
◆【普及活動お役立ち情報】「第１回農業普及活動高度化全国研究大会」の開
　催結果について　　　　　　　　　　　　　　【生産局農産部技術普及課】
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
  去る１１月２０～２１日、東京都港区虎ノ門の日本消防会館ニッショーホー
ルにおいて、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、全国農業改良普及職員協議会、全国農業改良主務課長協
議会、（一社）全国農業改良普及支援協会の主催により、「第１回農業普及活
動高度化全国研究大会」が開催されました。
　大会では、全国から選ばれた、農業普及活動の創意工夫・改善や独創性に富
む７つの普及活動事例が発表され、東京大学大学院中嶋康博教授ほか５名の審
査員による審査の結果、各事例を発表した普及センターに、以下のとおり賞が
授与されました。

○農林水産大臣賞
　◆鹿児島県  曽於畑地かんがい農業推進センター
　　　　　　　　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～
○生産局長賞
　◆兵庫県　　淡路県民局北淡路農業改良普及センター
　　　　　　　　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
　◆大分県  　豊肥振興局生産流通部
　　　　　　　　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
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○全国農業改良普及職員協議会会長賞
　◆島根県  　農業技術センター技術普及部
　　　　　　　　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～
○全国農業改良主務課長協議会会長賞
　◆北海道  　上川農業改良普及センター
　　　　　　　　上川におけるＧＡＰ普及推進の取組み
○一般社団法人　全国農業改良普及支援協会会長賞
　◆宮城県  　仙台農業改良普及センター
　　　　　　　　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  　県西農林事務所経営・普及部門
　　　　　　　　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～

※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）

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
◆農業革新支援専門員全国ネットワーク会議（花き分野）の取組について
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【生産局農産部技術普及課】
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　協同農業普及事業の高度化を牽引する農業革新支援専門員（以下「支援専門
員」という。）の活動を支援するため、農林水産省では分野ごとの支援専門員
を対象に、国の独法研究・施策担当との連携や支援専門員間の情報・意見交換
を行う全国ネットワーク会議の取組を進めています。
　第１回は、１０月２３日～２４日に「土地利用型作物」分野で開催しました。
　今般、第２回となる「花き」分野のネットワーク会議は、１０月３０日に茨
城県つくば市で開催された『全国花き担当普及指導員調査研究会』の既存スキー
ムを活用することとし、この研究会に農林水産省園芸作物課・技術普及課及び
農研機構花き研究所の関係者が出席し最新情報を提供するとともに、意見交換
を行いました。
　研究会では、国から花きの情勢・２６年度予算・花き振興法等の情報が提供
されるとともに、攻めの農政を担う普及活動の展開について説明し認識を共有
しました。
　支援専門員からは、新品種・新技術に係る２６年度関連予算に対する質問が
出され、都道府県の関心が高いと感じられました。国ではより高い成果を上げ
るプロジェクト型普及活動を推進しており、関連予算を活用した取組は正に重
点プロジェクトにつながるものです。積極的な活用を期待しています。
　研究会は全体会議後、二つの分散会に分かれ、花きの病害虫防除の取組と課
題等をテーマに活発なディスカッションが行われました。普及現場で共通・類
似の課題を抱える支援専門員にとって、改めて都道府県を越えた情報・意見交
換の場は重要であると感じた次第です。
　なお、１２月４日には加工・業務需要への安定供給をテーマに「野菜」分野
のネットワーク会議を開催し、情報の共有と具体的な対応方策の検討を行う予
定です。
　今後もネットワーク会議に対する皆様方の御協力をお願いします。

※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：加藤）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（０３－３５９３－６４９７）

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
◆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】
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＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　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。

●様々な原料を変換できる簡素で環境に優しい「ＣａＣＣＯ（かっこ）プロセ
　ス」を開発－「稲わら」が「高濃度糖液」に変わる！－
　「ＣａＣＣＯプロセス」では、多様な草本茎葉や澱粉・ショ糖を含む繊維質
原料などから、酵素を使って糖液を製造します。
　稲わらやエリアンサスを用いて投入原料キログラム規模の変換試験を行った
結果、１５％（ｗ／ｖを超える高濃度糖液の製造に成功しました。
　簡素なプロセスのため、小規模な装置として、地域の原料を使って糖液を製
造するのに適しています。
　地域産糖液の確保によって、バイオエタノールや工業用製品の製造に向けた、
多様な研究・技術開発が加速されるものと期待されます。
［農研機構 食品総合研究所］
http://www.naro.affrc.go.jp/publicity_report/press/laboratory/nfri/048872.html

●驚きの食感！米原料の新規ゲル状食品素材の製造法を開発
　高アミロース米を原料として、やわらかいゼリー状から高弾性のゴム状まで
多様な物性のゲル状食品素材が製造できる技術を開発しました。
　米を原料とした洋菓子やもちもち感のある米麺、餅等の製造に活用できます。
油脂を使用しない低カロリー食品、小麦、卵、ゼラチンを加えない菓子等の製
造が可能になります。
　例えば、シュークリームのシューとクリームの両方の原料を小麦粉から米に
置き換えることができます。
［農研機構 食品総合研究所］
http://www.naro.affrc.go.jp/publicity_report/press/laboratory/nfri/048823.html

●寒冷地向けの大豆新品種「シュウリュウ」
　－収量が安定して多く、大粒で豆腐加工に適する－
　農研機構は、収量が安定して多く、ダイズモザイク病に強い、白目の大粒で、
豆腐などの加工に適する大豆品種「シュウリュウ」を育成しました。本品種は、
東北地域における成熟期が中生の早で、東北地域北部向けです。
　現在、東北地域北部で作付けされている「ナンブシロメ」は収量が低く、年
次変動も大きくて不安定であり、また、「スズカリ」は豆腐などの加工適性が
劣ることが問題となっています。「シュウリュウ」はこれらの問題が改良され
ました。
　「シュウリュウ」は、収量が安定して多く、しかも倒れにくいため、コンバ
イン収穫に向いています。また、ダイズモザイク病などに強く、白目の大粒で、
豆腐などの加工に適しています。岩手県において、主力品種の「ナンブシロメ」
の一部と「スズカリ」のすべてに置き換える奨励品種として採用される予定で
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/048885.html

●寒冷地向けの大豆新品種「あきみやび」
　－コンバイン収穫に適し、子実の着色粒が少ない－
　農研機構は、コンバイン収穫に向き、ダイズモザイク病などの病害に強いた
め子実の着色粒が少なく、豆腐などの加工に適する大豆品種「あきみやび」を
育成しました。本品種は、東北地域における成熟期が中生で、東北地域中南部
向けです。
　現在、東北地域中南部で主に作付けられている「タンレイ」は、ダイズモザ
イク病、紫斑病に罹りやすいため着色粒が発生するなど品質の変動が大きな問
題となっています。「あきみやび」はこれらの問題が改良されました。「あき
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みやび」は倒れにくく、コンバイン収穫に向いています。また、白目の大粒で
蛋白質含有率が高く、着色粒が少ないため、豆腐などの加工に適しています。
　宮城県で主力品種の「タンレイ」の一部に置き換える奨励品種として採用さ
れ、１，０００ｈａ程度の普及面積が見込まれます。
［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/048883.html

●飼料用米の生産に適する水稲新品種「いわいだわら」
　－東北地域中南部において早生・多収－
　農研機構は、家畜への給与に適した籾あるいは玄米を生産できる飼料用米の
水稲品種「いわいだわら」を育成しました。「いわいだわら」は、東北地域中
部において早生の品種です。育成地（秋田県大仙市）においては、多収品種
「ふくひびき」と同等の収量であり、普及が期待される岩手県一関市において
は、「ふくひびき」より多収です。玄米は大粒で外観が食用品種と異なるため、
容易に識別することができます。岩手県一関市において平成２５年より栽培が
開始されており、平成２６年度以降は３０ｈａの作付を見込んでいます。
［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/048878.html

●作物気象データベース『ＭｅｔｅｏＣｒｏｐ ＤＢ』改訂版を公開
　－最新データの提供でイネの生育診断や高温対策への利用が可能に－
　農業環境技術研究所は、「モデル結合型作物気象データベース改訂版
（ＭｅｔｅｏＣｒｏｐ ＤＢ Ｖｅｒ．２）」を公開しました。
　ＭｅｔｅｏＣｒｏｐ ＤＢは、地球温暖化などの気候変動が日本各地のイネ
生産にどのように影響するかを解析するために開発された気象データベースで
す。気温や日射量など基本気象要素に加え、イネの収量や品質に大きな影響を
及ぼす水田水温や穂温など、一般の気象観測では得られない水田の微気象デー
タの推定値を提供します。
　改訂版では、データ更新をこれまでの月１回から毎日に変更し、全国のアメ
ダス地点と地上気象観測所における２日前までの作物気象データを提供します。
試験研究機関や普及・指導機関がイネの生育診断や高温被害回避策の策定など
を行う際に活用できます。
［農業環境技術研究所］
http://www.niaes.affrc.go.jp/techdoc/press/131113/

●高濃度有機性汚水を低コストで浄化できるハイブリッド伏流式人工湿地ろ過
　システムを開発
　－畜産や食品工場など様々な汚水の浄化処理が可能に－
　農研機構は、北海道大学、株式会社たすく、株式会社中山組、環境エンジニ
アリング株式会社と共同で、酪農場、養豚尿液やバレイショデンプン工場など
からの高濃度の有機性汚水を好気的・嫌気的な両ろ過方式を組み合わせたハイ
ブリッド構造により浄化する、多段式のハイブリッド伏流式人工湿地ろ過シス
テムを開発しました。
　安全バイパス構造や軽量浮遊資材の表面敷設などの仕組みにより、ろ床の目
詰まりや冬季の凍結を回避しながら、ヨシやミミズ、微生物などからなる浄化
機能を支える生態系を作りつつ、竣工直後から汚水を浄化できます。既存の伏
流式人工湿地システムよりも省スペースで設置でき、同じ処理能力を有する従
来の機械的処理法に比べ、初期費用は３分の２程度、電気使用料などの運転費
用は２０分の１程度です。
　酪農、養豚、食品工場など、国内・国外１４箇所の事業所に導入されていま
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/049081.html

●「無資材・迅速・簡単」な穿孔暗渠施工機を開発
　トラクターに装着する穿孔暗渠施工機「カットドレーン」を開発しました。
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　「カットドレーン」は、圃場の土をブロック状に切断して動かすことで、約
７０ｃｍまでの任意の深さに四角形の空洞を成形します。
　畦を超えて圃場外へ通じる排水口も成形でき、暗渠と同様の構造を作れます。
　この施工機により、農家が自分で穿孔暗渠を作ることができます。
［農研機構 農村工学研究所］
http://www.naro.affrc.go.jp/publicity_report/press/laboratory/nkk/049123.html

●米菓用に適した多収の水稲モチ新品種「ゆきみのり」を育成
　－国産米を原料とした米菓の安定生産に向けて－
　農研機構は、米菓加工適性があり、安定して収量性が高い水稲モチ新品種
「ゆきみのり」を育成しました。
　収量性は一般的なモチ品種である「ヒメノモチ」よりも高く、標肥栽培で
１３％、多肥栽培で８％多収です。
　モチの硬化性が「ヒメノモチ」よりも高く、また「ゆきみのり」を加工した
米菓（かきもち）は歯ごたえ、歯ごなれが良く、食感の良さが認められたこと
から、米菓加工適性が高いといえます。
　新潟県内の米菓業界で原料用として利用できる可能性が高いと評価され、平
成２６年度からの作付けが計画されています。
［農研機構 中央農業総合研究センター］
http://www.naro.affrc.go.jp/publicity_report/press/laboratory/narc/049097.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　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。

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
◆平成２６年度委託プロジェクト研究概算要求の内容(新規課題関係)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、農林水産政策上重要な研究のうち、
（１）我が国研究勢力を結集して総合的・体系的に推進すべき課題
（２）多大な研究資源と長期的視点が求められ個別の研究機関では担えない課
　　　題
について、委託プロジェクト研究として実施しており、農林水産省が具体的な
試験研究課題を設定の上、委託プロジェクト研究の実施を希望する研究機関等
を公募します。
　平成２６年度予算で概算要求を行っている新規課題は以下のホームページに
掲載しています。
　研究成果を生産現場等へ迅速に普及・実用化させる観点から、「広域・大規
模生産に対応する業務・加工用作物品種の開発」に関する課題については、普
及組織等の参画を要件とする見込みであり、研究機関を代表機関とする研究グ
ループに参画し、応募していただくことを想定しています。
　なお、公募開始は１月上旬を予定していますが、予算の成立が前提となりま
す。予算成立までの過程で、内容やスケジュール等に変更があり得ることをあ
らかじめご承知おきください。

［農林水産技術会議事務局］
　　http://www.s.affrc.go.jp/docs/project/2014/project_2014_1.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：入山）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（０３－３５０２－７４３８）

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
◆平成２５年度鳥獣被害対策に関する研修への参加者募集について
　　　　　　　　　　　　　【生産局農産部農業環境対策課鳥獣災害対策室】
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＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　農林水産省では、野生鳥獣による農作物等の被害が依然として深刻な状況の
中、鳥獣被害対策を推進する人材育成の一環として、各種研修事業を行ってい
ます。
（１）地域リーダー育成研修（被害防止対策を的確かつ効果的に実施する鳥獣
　　　被害の防止対策を担う地域リーダーの育成）
　【フィールド実習研修】
　　　平成２５年１２月６日（金）～８日（日）　　《山梨県上野原市》
      平成２６年１月１１日（土）～１３日（月）　《和歌山県那智勝浦町》
　【座学研修】
　　　平成２６年１月２５日（土）　　　　　　　　《東京都新宿区》
　 　 平成２６年２月１５日（土）　　　　　　　　《大阪府大阪市》
（２）利活用技術指導者育成研修（捕獲技術及び肉等の有効活用に係る知識及
　　　び技術を有する技術指導者の育成）
　　　平成２５年１２月５日（木）～１２月６日（金）《滋賀県高島市》
　　　平成２６年１月２２日（水）～１月２３日（木）《佐賀県武雄市》
　　　　 
　普及指導員の皆様におかれましては、研修会への積極的なご参加と、鳥獣被
害対策に携わる関係者の方々への、情報提供にご協力いただきますよう、よろ
しくお願いします。

※研修会等の詳しい案内や申込み方法については、以下のページをご覧ください。
　　鳥獣被害対策コーナー「１１．鳥獣被害対策関係研修について」
　　http://www.maff.go.jp/j/seisan/tyozyu/higai/

※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　鳥獣災害対策室
　　　　　　　　　　　（担当：松下、宮崎）（０３－３５９１－４９５８）

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
◆農の雇用事業（平成２５年第３回募集）」の事業参加者の募集を行います
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【経営局就農・女性課】
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　農業分野での雇用を創出し、新規就農者の確保・育成を図るため、農業法人
等が青年の就農希望者（正社員としての採用日時点で原則４５歳未満の方）を
雇用し、農業技術等を習得させるために実施する実践的な研修（ＯＪＴ）に対
して助成を行う「農の雇用事業」を実施しています。この度、平成２６年２月
からの研修助成を対象として事業参加者の募集を行いますので、普及指導員の
皆様におかれましては、農業法人等への周知につきご協力お願いします。
＜ 助 成 額 ＞　年間最大１２０万円、最長２年間
＜お問合せ先＞　全国農業会議所、各都道府県農業会議
＜ 募集期間 ＞　平成２５年第３回募集
                  平成２５年１１月１日（金）
　　　　　　　　　　　　　　～平成２５年１２月６日（金）
　
　なお、法人等の職員を次世代の経営者として育成するために、先進的な農業
法人や異業種の法人へ派遣する研修の支援「農の雇用事業（次世代経営者育成
タイプ）」についても募集中です。

※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/original/

※お問い合わせ先
　　農林水産省　経営局　就農・女性課（担当：鈴木）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（０３－３５０２－６４６９）
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＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
◆女性等を対象とした起業・創業支援補助金（経済産業省補助金）の公募につ
　いて　　　　　　　　　【経済産業省中小企業庁経営支援部創業・技術課】
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　新たに起業・創業を行う女性等を対象に、地域のニーズに対応し、独創的な
商品やサービスを新たに提供しようとする取組を支援する「創業補助金」につ
いて、現在、第３回公募が行われています。
　農業分野でも、放牧牛乳を活かした高品質チーズの製造などの農産加工品開
発、地域の食材を活かした農家レストランの開業などに活用されています。
　公募の受付は、平成２５年１２月２４日（火）までとなっており、普及指導
員の皆様におかれましても、チャレンジする女性や若者へのお知らせ、情報提
供にご協力をお願いします。

［地域需要創造型等起業・創業促進補助金］
・地域の需要や雇用を支える事業について、個人開業や会社設立をめざす方が
　対象です（任意グループは対象外ですが、どなたかが個人として応募主体に
　なり起業すれば対象になります。）
・事業計画の実施に要する費用（店舗借入費、設備費、人件費等）に対し補助
　します。
・補助率は２／３、補助上限額は２００万円です（海外需要獲得型は７００万
　円。）。
・国が認定する支援機関（税理士、金融機関等）と一緒にとりくんでいただき
　ます。

※詳細及び受付先はこちらをご覧ください。
　　http://www.smrj.go.jp/utility/offer/075939.html

※お問い合わせ先
　　経済産業省　中小企業庁経営支援部　創業・技術課
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（０３－３５０１－７１７０）

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
◆農業女子プロジェクトがスタートしました！
　　　　　　　　　　　　　【経営局就農・女性課女性・高齢者活動推進室】
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　先般１１月６日、第１回農業女子プロジェクト推進会議を開催し、農業女子
プロジェクトがスタートしました。
　「農業女子プロジェクト」は、女性農業者が日々の生活や仕事、自然との関
わりの中で培った知恵を様々な企業のシーズと結びつけ、新たな商品やサービ
ス、情報を社会に広く発信していくことで、農業で活躍する女性の姿を広く周
知していく取組です。
　例えば「’私の’軽トラックＰｒｏｊｅｃｔ（ダイハツ工業株式会社）」で
は、自動車メーカーと農業女子が連携して、農業女子の視点も取り入れた次世
代トラックの企画・開発を進めてまいります。
　このように、農業女子の持つ「生産力」「知恵力」「市場力」という３つの
チカラと多様な業種の企業とのコラボレーションによる新たな商品やサービス、
情報等の開発を行う「個別プロジェクト」に取り組んでいきます。また、農業
女子的なユニークな取組や季節にあわせた各種イベントの開催など、どんどん
企画していきます。
　本プロジェクトの趣旨に賛同し、一緒に楽しく取り組んでいただける農業女
子メンバーを募集していますので、普及指導員の皆様におかれましても、女性
農業者の方々へのお知らせ、働きかけにご協力をお願いします。

※農業女子プロジェクトの詳細についてはこちら
　　http://www.maff.go.jp/j/keiei/nougyoujoshi/index.html
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※お問い合わせ先
　　農林水産省　経営局　就農・女性課　女性・高齢者活動推進室
　　共同参画推進班（０３－３５０２－６６００）

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
◆新規就農者向けの融資制度（就農支援資金）が変わります
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【経営局就農・女性課】
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　就農計画の認定を受けた新規就農者が、農業機械・施設等を導入する際に必
要な資金を無利子で融資する就農支援資金について、さらなる新規就農者の増
大に向けて見直しを行います。
　見直しの主な内容は、就農計画の認定主体を都道府県から市町村へ切り換え
るとともに、就農支援資金の貸付主体を都道府県から日本政策金融公庫に変更
することです。この見直しの狙いは、人・農地プランの推進や青年就農給付金
（経営開始型）事業との連動、さらには、認定農業者制度との一体的な運用に
より、就農段階から経営の改善・発展段階まで一貫したきめ細やかな支援を行
い、関係者皆で新規就農者を地域の担い手に育てていくことにあります。
　特に、今回の見直し後の新制度がうまく機能し、新規就農者が就農計画を達
成して、地域の担い手に育っていくためには、これまで培ってきた都道府県の
ノウハウや農業技術等に関する専門知識を持った現場の普及指導員の皆様方の
バックアップ、フォローアップが更に重要になると考えており、法律にも都道
府県をはじめとした関係機関の連携に関する規定を設けています。今後、制度
検討の進捗に併せて適宜情報提供して参りますので、引き続き新規就農者の育
成・確保に向けたご尽力よろしくお願いいたします。

※お問い合わせ先
　　農林水産省　経営局　就農・女性課（担当：今西、浅見）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（０３－３５０２－６４６９）

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
◆「堆肥マップ」を利用して自分にあった堆肥を手に入れよう！！
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【生産局畜産部畜産企画課】
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　これから、春の土づくりに向けて堆肥を使いたいとお考えの耕種農家の皆様
が多いと思われます。
　各都道府県においては、堆肥の利用を進めるため、畜産農家が生産した良質
の有機質資源である「畜産堆肥」の生産マップや堆肥の情報を都道府県、市町
村、県畜産協会等のホームページに掲載されておりますので耕種農家のの皆様
へ情報提供をお願いします。
　畜産農家では、飼われている家畜の種類や使われている敷料、水分調整資材
等の違いにより、様々な成分の堆肥が生産されますので「堆肥マップ」を活用
して、堆肥の適正な施用を推進して頂きますようお願いします。
　「堆肥マップ」の情報を利用すれば、県境を越えた近隣市町村に、各地域の
耕種農家の方々が作っている作物にピッタリの堆肥が見つかるかもしれません。
情報を入手したいときは、以下の担当までご一報下さい。
　堆肥探しのお手伝いをいたします。

※お問い合わせ先
　　農林水産省　生産局　畜産部　畜産企画課（担当：鎌田）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（０３－３５０２－０８７４）

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
　　　　　　　　　　　　　 　編集後記
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
　１１月２０、２１日に日本消防会館ニッショーホールにおいて、「第１回農
業普及活動高度化全国研究大会」が開催され、７道県の普及指導員から優良事

ページ(8)



第114号251122.txt
例について発表がありました。普及指導員が産地をより良くするため、企業、
先進的農業者、民間専門家等の関係者をコーディネートし、成果を挙げている
事例が多かったように感じます。
　出席された普及指導員の皆さまにおかれましては、他県の事例を見ることで、
今後の普及指導活動に活かせるのではないかと思います。
　私も、このような成果がたくさん出るよう、また、関係者に普及指導活動を
評価していただけるよう、都道府県の皆さまと普及活動の高度化とＰＲに取り
組んでいきたいと、改めて感じた次第です。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　◎　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」
  のボタンでAdobe Readerをダウンロードしてください。
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