
e-普及だよりメルマガ版２２号.txt
☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆

 　　 ｅ‐普及だより　　　　　　　　　　　　 　　第２２号（通算653号）

  　  　　 　　　　　　 平成１８年２月
  　   　　編集・発行　農林水産省経営局普及・女性課

☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆

∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽
  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/mail/index.html
　をご覧ください。
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　　　　　　　　　　普　及　指　導　員　だ　よ　り　　
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　台風１４号による激甚災害時の対応状況について

                                宮崎県児湯農業改良普及センター
                                  園芸経営課果樹花き係長  戸敷  正浩

  平成１７年９月５日～６日にかけて、台風１４号が宮崎県を襲いました。こ
の台風は、強風ばかりでなく近年希にない豪雨をもたらしたことから、西都市
三財川、三納川が交差する鹿野田地区において堤防が決壊し、５０年に１度あ
るかないかという水害を引き起こしました。
  ６日の午後、風雨が弱まった時に、災害調査に出かけましたが、市内主要道
路は冠水し交通遮断されておりました。

  マンゴーハウスは、高さが５ｍ位ある耐候性ハウス等で整備されいますが、
農家の話では被害が出たハウスは頂上部がやっと見えるくらいまで浸水してい
たとのことです。（当然、相当数の住居で床上浸水の被害が出ました）。 　　　　　　　　　　　    
  ７日からの被害調査で、被害の全容が次第に明らかになってきました。通常
の強風によるビニル等への被害だけでなく、浸水による被害、堤防決壊に伴う
鉄砲水による被害が加わっておりました。
　特に、鉄砲水の進路にあたったハウスは、全面倒壊あるいは半倒壊しており、
ハウスを目の前にされた農家は、「目の前が真っ暗になった。」とのことでし
た。
　また、農家の住居も床上浸水の被害を蒙ったことから、マンゴーハウスの後
かたづけまで手が回らない農家もおりました。   

  この時、リーダーシップを発揮したのがＪＡ西都マンゴー部会長Ｓ氏でした。
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  自分のハウスが全面倒壊しているにも関わらず、「全面倒壊したハウスは、
後かたづけをしても直ぐに終わらないし、マンゴーを助けることもできない。
直ぐに後かたづけをすればマンゴーが助かる他の部会員のハウスを優先して、
部会一体となって先に助けよう。」と判断され部会全体で実施されました。
　今考えると、この判断が被災したマンゴーの回復を早め、加温できるまでに
なったと、その判断力に敬服をしております。

  さて、この時の児湯農業改良普及センターにおける活動状況について述べま
す。
  組織的な活動としては、農協、市役所、普及センターからなる対策会議にお
いて、災害程度の把握及び事後指導の検討を行い、普及センターで１０本の指
導資料を作成し災害復旧指導に当たりました。
  私は、農家巡回を行う度に被害程度の大きさに圧倒され、どうにかしなけれ
ばとの焦燥感に駆られ、巡回時についつい復旧支援をしていることもありまし
た（ちなみに農協は、全職員を動員し、交代で災害復旧支援のボランティアと
して派遣しておりました）。
  ようやく、土曜日になり職務を離れて災害復旧支援に入ることができました。
作業内容は、流木、ゴミ、破損したビニルの後かたづけ等、後から後からやら
ねばならないことは山ほどありました。
  翌週からは、マンゴー農家の巡回指導という立場で、本格的にマンゴーの災
害復旧に取り組みました。マンゴーの樹どころかハウスの上まで泥を被った状
態から、マンゴーの樹勢回復対策や冬も迫ってくる時期であるので、再度、施
設に被覆ができるようにと、１年分の指導を１ヶ月でまとめてやったような感
じでした。

　このような突発的な活動に十分に取り組めたのは、普及センターの係員と上
司の理解の賜物だと感謝しております。
  また、休日には、県内の果樹普及指導員や若手普及指導員、また、県庁本課
の当普及センター出身者などが駆けつけてくれました。
  なお、当普及センターの若手女性普及指導員が参加したとき、農協の組合長
等の幹部も同じ場所で災害復旧支援を行われており、彼女の黙々と働く姿、は
きはきした態度、旺盛な食欲に大変感服され、「こういう若い人がいるという
のは、普及は頼りになる。」とのお褒めの言葉をいただきました。
  なお、災害は果樹だけでなく、定植前であった施設野菜、貯蔵していた種籾、
水死した牛等多方面にわたっており、担当普及指導員はそれぞれの分野で昼夜
を問わぬ素晴らしい普及指導活動を行っていました。

  災害はいつ起こるともわかりませんし、どんな被害が発生するのか予測もつ
きません。そのような時だからこそ、現場ではマニュアルにもない臨機応変な
対応が求められます。
  近年は、地震、熱暑、大雨、大寒波、大雪等の異常気象による災害が頻発し
ておりますが、テレビでその現場を見るに付け、今回の災害支援のあり方が果
たして十分だったのか、もっと他にいい方法があったのではないか、と考えて
しまうこの頃です。

  注）三財（さんざい）川、三納（みのう）川、鹿野田（かのだ）地区と読み
ます。

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

　　　　　　　　　　　　普及・女性課からのお知らせ

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

【雪害・寒害に伴う農作物等被害に対する技術指導対策について】　　

　今冬は、日本海側や山沿いを中心に日本各地で記録的な大雪となっており、
果樹等の農作物やビニールハウス等の営農施設に被害が発生しています。
　雪害・寒害による農作物等被害防止の観点から、普及指導センターにおいて、
雪害・寒害対策の周知及び的確かつきめ細かい対策の実施・指導をよろしくお
願いします。
　また、これらの活動状況について、積極的な情報提供をお願いします。
　なお、農林水産省ホームページでは、「降雪等による農林水産業被害と対応
について」情報を掲載していますので、参考にして下さい。

【農林水産省ホームページ】
http://www.maff.go.jp/soshiki/keiei/keiei-seisaku/saigai-kanren/h17ooyuki.html
 【情報提供先】
　農林水産省 経営局 普及・女性課 技術指導係
　電　話：０３－３５０２－８１１１（代）　内線４２９２
　ＦＡＸ：０３－３５９３－２６１３

　　　　　　　　　　　　◆　　　　　　　　　　　　◆

【担い手・集落営農育成に係る情報提供のお願い】　　
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　農林水産省では、平成１９年産からの新たな経営所得安定対策の導入に向け
て、集落営農の組織化を含めた担い手の育成運動を、関係団体と一丸となって
推進しているところです。
　担い手の育成確保の取組において、普及組織が大きな役割を果たしておりま
すが、これまで蓄積したノウハウ等を活かして、これまで以上に、総力を挙げ
て取り組んで頂きますよう、よろしくお願いします。
　担い手・集落営農の育成推進に当たっては、農林水産省と普及指導員、農村
現場とのパイプを太くするため、現場での話題、課題解決のアイデア、疑問、
意見、現場で困っていることなど、普及指導活動における様々な話題を、電話
やメール、ＦＡＸ等で積極的に情報提供して頂きたいと思います。

 【情報提供先】
　農林水産省 経営局 普及・女性課 普及活動推進班
　電　話：０３－３５０２－８１１１（代）　内線４２８８
　ＦＡＸ：０３－３５９３－２６１３
  メールアドレス：e-fukyu@nm.maff.go.jp

　　　　　　　　　　　　◆　　　　　　　　　　　　◆

【「集落営農簿記（ソフト）」が掲載されています】　　

　農林水産省の普及事業ホームページでは、集落営農の組織化に係る普及組織
の活動に資するため、兵庫県淡路県民局南淡路農業改良普及センターが実施し
た集落営農簿記講座において使用された「集落営農簿記（ソフト）」の情報を
掲載しています。集落営農の組織化・法人化の取組において、参考にして下さ
い。
　
【普及事業ホームページ】
  http://www.maff.go.jp/soshiki/nousan/fukyuuka/newsite/torikumi.html

　　　　　　　　　　　　◆　　　　　　　　　　　　◆

【平成１７年度全国遊休農地解消普及活動シンポジウムが開催されます】　

　平成１８年３月９日（木）午後１時から、日本自転車会館３号館ホール（東
京都港区赤坂１ー９ー１５）において、平成１７年度全国遊休農地解消普及活
動シンポジウム（主催：(社)全国農業改良普及支援協会）が開催され、基調講
演、各ブロックからの事例報告及びパネルディスカッションが行われます。

　連絡先：（社）全国農業改良普及支援協会
　　　　　ＴＥＬ：０３－５５６１－９５６４　

　　　　　　　　　　　　◆　　　　　　　　　　　　◆

【平成１８年度に国段階で実施する普及指導員等研修計画について】

　国（中央）段階で実施する普及指導員等研修計画（案）について、普及事業
ホームページに掲載いたしました。積極的な参加をお願いいたします。
　平成１８年度の研修については、喫緊の農政課題である担い手育成や食の安
全・安心、普及活動の高度化と普及指導員の資質向上を図るための人材育成に
関する研修等、多様なテーマを設定しております。
　研修方法については、演習やディスカッションを充実していきたいと考えて
おります。また、生活技術研修館がつくば市に移転することに伴い、試験研究
機関と連携した研修の実施を検討しているところです。

【普及事業ホームページ】
　http://www.maff.go.jp/soshiki/nousan/fukyuuka/newsite/index.htm

　　　　　　　　　　　　◆　　　　　　　　　　　　◆

【農業改良資金最新貸付事例紹介】

                    経営規模拡大に伴う糞尿処理作業の省力化

１　地域の概要
　　当該地域は県中南部に位置し、山々に囲まれた盆地である。
  　農業は米、畜産（大家畜）、園芸（野菜、果樹、花き）、工芸作物（葉た
　　ばこ、ホップ）の４本柱で農業産出額の約９割を占めている。

２　資金借受の動機
　　借受者は和牛繁殖を中心とした水稲、葉たばこ、生しいたけとの複合経営
　を行っており、堆肥を水田、畑、草地に還元する耕畜連携の経営を目指して
　いる。
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    和牛繁殖部門の経営規模拡大に伴い、家畜糞尿処理作業量が増加するため、
　機械を導入し、切返し、積込み等作業の効率化、省力化を図り、きめ細かな
　飼養管理及び栽培管理を行いながら品質、技術レベルの向上を目指すことと
　した。

３　導入した機械、施設等
         区　　分　　　　　　　事　業　費    　　借　受　額
   トラクター(ローダー)　　　５，２５０千円    ５，２５０千円

４　事業実施の状況及び今後の目標
  　今回の機械導入により家畜糞尿処理作業の大幅な効率化・省力化が図られ
　ている。今後、さらなる和牛繁殖部門の規模拡大に伴う糞尿処理作業量増大
　にも対応が可能であり、牛の改良の研究及び飼養管理作業へ十分な労働力・
　時間を仕向けて技術レベルの向上等充実を図り、よりよい農業経営を目指し
　たい。

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

　◇◆◇消費・安全局農産安全管理課からのお知らせ◇◆◇
　　「食品安全のためのＧＡＰに関する情報」のホームページ掲載について

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

  農林水産省ホームページ内に「食品安全のためのＧＡＰに関する情報」のサ
イトを開設しましたので、ぜひご覧いただき、産地へのＧＡＰの導入・普及に
ご活用ください。
  なお、サイト内の「入門ＧＡＰ」については、産地で取り組みやすいよう、
生産現場の方々の意見等を反映し見直していくこととしておりますので、ご意
見・ご要望等をお願いします

【農林水産省ホームページ】
  http://www.maff.go.jp/syohi_anzen/gap/index.htm
　お問い合わせ先 ： 農林水産省 消費・安全局 農産安全管理課 生産安全班
　メールアドレス ： gap_info@nm.maff.go.jp

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

　◇◆◇生産局農産振興課からのお知らせ◇◆◇
　　　　　生研センター　研究報告会が開かれます

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

　来る３月９日（木）、大宮ソニックシティにおいて、平成１７年度独立行政
法人農業・生物系特定産業技術研究支援センター（生研センター）研究報告会
が開催されます。当報告会では、平成１７年度に実施した農業機械化のための
研究成果の報告及び意見交換を行います。興味をお持ちの方、出席ご希望の方
は下記お問い合わせまでご連絡頂ければ幸いです。

日時　　平成１８年３月９日（木）１０：００～１７：１０
場所　　大宮ソニックシティ　小ホール他
　　　　埼玉県さいたま市大宮区桜木町１丁目７番地５
　　　　（JR大宮駅西口 徒歩１分）

関連ホームページ
　詳細内容
      http://brain.naro.affrc.go.jp/iam/Iammain/iam_event060309.htm
お問い合わせ先
　　　生研センター　企画部　企画第２課　橘
　　　　　　　　　　　電　話：　０４８－６５４－７０２７
　　　　　　　　　　　ＦＡＸ：　０４８－６５４－７１３０
　　　　　　　　　    Email ：  iam-kikaku@naro.affrc.go.jp

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

　　　　　　　　　　　　　　編　集　後　記

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

　つい最近聞いたラジオで登山家が、日本人は良く現地に捨てる人種として欧
米人から見られていると言っていました。（最近、登山のゴミに関して日本人
の意識は変わっているそうです。）
　また、不法投棄の現場では、良く報道される様な事業者からのゴミの他に、
地域の住民からでると思われるようなゴミも捨てられているんだそうです。
　地域を守るとか美しくとか言われていますが、自分の住んでいる所について
興味がなく、何かあっても誰かが何とかしてくれるといった意識があるんだろ
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うと思います。
　よく言われるように意識や考えが変われば行動も変わると聞きますが、自分
も含め様々な人の意識や考え方を変えれる様な仕事をしたいなと思ったこの頃
です。
（ｅ－普及だより　編集委員Ｎ）

　　　　　　　　　　　　◆　　　　　　　　　　　　◆
　
  なお、このメールマガジンに関するご意見・ご要望などがございましたら、
下記までご連絡願います。
　  e-fukyu@nm.maff.go.jp
    ０３－３５０２－８１１１（４２７８）

　バックナンバーは、普及課ホームページ
　http://www.maff.go.jp/soshiki/nousan/fukyuuka/newsite/index.htm
から閲覧できます。 
 ----------------------------------------------------------------- 
    　　　　　　　　　　　　　*** ご注意 ***

　　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ファイルをご覧頂くためには、農林水産省ホームページにある　　　 
　「Get Acrobat Reader」のボタンでAcrobat Readerをダウンロードして 
　ください。
  -----------------------------------------------------------------

ページ(5)


