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　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
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　◎　　・セイヨウオオマルハナバチ等の特定外来生物指定について　　◎
　◎　　・農業改良資金 新貸付事例紹介　　　　　　　　　　　　　　◎
　◎　　◇農産振興課からのお知らせ　　　　　　　　　　　　　　　　◎
  ◎    §ＩＮＦＯＭＡＩＴＩＯＮ　　　　　　　　　　　　　　　　　◎
　◎　　・普及指導員研修のお知らせ　　　　　　　　　　　　　　　　◎
　◎　　・生活技術研修館からのお知らせ　　　　　　　　　　　　　　◎
　◎　　・生研センターからのお知らせ　　　　　　　　　　　　　　　◎
　◎　　★編集後記　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　◎
　◎　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　◎
　◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

　　　　　　　　　　☆普及・女性課からのお知らせ☆
　　　　　　　　　
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　　　【平成１９年度普及・女性課関係予算概算要求の概要】
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　平成１９年度予算の概算要求の内容についてお知らせいたします。
                                    
                      平成１９年度予算概算要求の概要
                                    
                                                      平成１８年８月
                                                        経営局普及・女性課

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 19　年　度　　18　年　度
                                                概算要求額    予　算　額
                                                                   百万円

１．若者・女性・団塊世代の再チャレンジ支援

　・スローじんせい二毛作再チャレンジ支援事業          　８０（　　　　０）
 ┌─────────────────────────────────────┐
 │　「スローライフ＆ジョブ」や「人生二毛作」を広く若者、団塊世代等に紹介する│
 │キャンペーンの実施および関心を持った若者、団塊世代等が経験ゼロから始めても│
 │農林漁業に就けるトータルサポートの情報提供を実施。　                      │
 └─────────────────────────────────────┘

　・農業再チャレンジ支援事業                     　　６４１（　　　　０）
 ┌─────────────────────────────────────┐
 │　次代の農業を担う人材を農業の内外から確保するため、情報提供・相談段階、体│
 │験・研修段階、参入準備段階、定着段階の各ステージに対応した、団塊世代、若者│
 │等の体系的な就農支援体制を整備。　                                        │
 └─────────────────────────────────────┘

　・若者・女性就農チャレンジ支援
                                    金額は強い農業づくり交付金42,678(40,566)の内数
 ┌─────────────────────────────────────┐
 │  新規就農者の就農定着に向け、技術・知識の修得度に応じたきめ細かな技術･経 │
 │営指導にかかる普及活動を実施。                                            │
 └─────────────────────────────────────┘
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　・農業・農村男女共同参画チャレンジ総合推進事業　　　１４１（　　１２６）
 ┌─────────────────────────────────────┐
 │　女性農業者の農業経営・地域社会への参画促進に向け、普及啓発活動、女性農業│
 │者の資質向上のための研修、女性が活躍しやすい環境整備のためのシンポジウム、│
 │女性支援体制の強化等を実施。　　                                          │
 └─────────────────────────────────────┘
�

２．新たな発想に立った担い手支援策の創設

　・担い手アクションサポート事業のうち新たな人材の育成・確保活動
                                            ３，５００の内数（　　　　０）
 ┌─────────────────────────────────────┐
 │　若年者の雇用問題や定年期を迎える「団塊の世代」の動きに対応して、農業の新│
 │たな担い手を確保するとともに、女性の認定農業者等の拡大や高齢者を活用した担│
 │い手育成・確保を図る。　                                                  │
 └─────────────────────────────────────┘

　・担い手アクションサポート事業のうち集中的な技術・営農支援
                                          ３，５００の内数（　　 　　０）
　・集落営農緊急育成サポートツール開発事業　　　　　　５０（ 　　　５６）
 ┌─────────────────────────────────────┐
 │　認定農業者や集落営農等の担い手の育成支援対策として、普及組織による作付体│
 │系の改善や新技術の導入等への支援活動を集中的に実施するとともに、普及組織が│
 │有する集落営農の育成事例やノウハウを基に「集落営農緊急育成サポートツール」│
 │を開発・普及。                                                            │
 └─────────────────────────────────────┘

３．協同農業普及事業関係

（１）協同農業普及事業交付金　　　　　　　　　　　３，５９７（ ３，５９７）

（２）普及事業関係新規・拡充等主要事業予算

　　①重点施策の推進

　・担い手アクションサポート事業のうち集中的な技術・営農支援(再掲）
                                          ３，５００の内数（　　 　　０）

　・集落営農緊急育成サポートツール開発事業(再掲）　　　５０（ 　　　５６）
  
　・若者・女性就農チャレンジ支援(再掲）
                                    金額は強い農業づくり交付金42,678(40,566)の内数
�

　・新技術活用優良農地利用高度化支援
                                    金額は強い農業づくり交付金42,678(40,566)の内数
　・新技術活用農地利用高度化特別事業　　　　　　　　　　２６（　　　２８）
 ┌─────────────────────────────────────┐
 │  遊休農地の解消と併せ、作期競合の回避のための新技術の導入等による耕地利用│
 │率の向上等のための普及活動を緊急的・集中的に実施するとともに、企業等農業参│
 │入法人に対する濃密な技術･経営指導にかかる普及活動を実施。                 │
 │　また、農地の効率的利用技術導入のための事例分析や普及活動に資する新技術情│
 │報の提供等を実施。                                                        │
 └─────────────────────────────────────┘

  ・農薬飛散防止等普及活動緊急支援
                                    金額は強い農業づくり交付金42,678(40,566)の内数
 ┌─────────────────────────────────────┐
 │  農業者が残留農薬基準のポジティブリスト制度の導入に的確に対応できるよう、│
 │農薬飛散防止技術の普及活動を緊急的・集中的に実施。                        │
 │　また、環境保全型農業への転換やGAP、IPMへの取組み等の支援活動を実施。    │
 └─────────────────────────────────────┘

  　②普及事業の高度化

　・産学官連携経営革新技術普及強化促進事業　　　　    ２３０（　　　　０）
 ┌─────────────────────────────────────┐
 │  普及組織を中核とした産学官連携による、革新技術の導入による先進的な農業経│
 │営の実現と農政課題への迅速な解決を図り、競争力のある担い手の育成や産地の活│
 │性化を図る。                                                              │
 └─────────────────────────────────────┘
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　・知的財産権の啓発普及体制整備委託事業　　　　　　   １５（　　　　０）
 ┌─────────────────────────────────────┐
 │　普及指導員を対象に、知的財産権の概念やこれを活用した産地作りのノウハウ、│
 │権利取得や権利侵害に関するスキル等に関する専門研修を実施するとともに、知的│
 │財産権に関する普及指導員等に対する支援窓口を設置する。                    │
 └─────────────────────────────────────┘
�

（３）農業改良資金の貸付条件の拡充                　　８１３（１，０１８）

　・都道府県及び市町村の単独補助事業に係る補助残分を貸付対象に追加
 ┌─────────────────────────────────────┐
 │　普及事業・補助事業・農業改良資金の連携により、担い手の育成・確保を一層加│
 │速化させるため、補助事業に係る補助残分を本資金の貸付対象に追加し、普及事業│
 │と緊密に連携した取組みを支援。                                            │
 └─────────────────────────────────────┘
　
  ・農畜産物の輸出促進に対する支援（必要経費の追加及び２年目以降の貸付）
 ┌─────────────────────────────────────┐
 │　農畜産物の輸出を取り組もうとする農業者が、自主性と創意性を発揮し、市場開│
 │拓等に向けた取組みが円滑にできるよう、輸出に係る必要経費（運転資金）を貸付│
 │対象に追加するとともに、２年目以降の借入れも可能となるよう見直しを実施。  │
 └─────────────────────────────────────┘

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
                    【全国普及主務課長会議を開催】
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

　８月３１日、今後の普及事業の展開に向けて、全国普及主務課長会議を開催しま
した。主な議題は、①主要施策（品目横断的経営安定対策、農地・水・環境保全向
上対策）の推進に向けて、②今後の協同農業普及事業の展開について、③平成１９
年度予算概算要求について、④研究成果の普及・実用化の促進についてです。
　特に、②今後の協同農業普及事業の展開に関しては、先般、普及関係者からなる
普及事業検討会にて取りまとめました「中間論点整理」を中心に、担い手への総合
的な技術・経営支援や消費者の信頼確保に向けた食の安全・環境保全の確保など、
今後の普及事業の展開方向について意見・情報を交わし合いました。また、各県で
の普及事業の積極的な取組状況や展開方向を広くアピールするためにも、現場を基
本に積上げ型の目標設定ができないか検討しました。目標設定は単純にはできませ
んが、各県での意欲的、特徴的な独自の目標設定の状況など情報の共有化がなされ
ました。
　いずれにしても、現場の技術専門家集団である普及指導員の積極的な活動展開が
今後より一層重要であり、その普及事業の姿を明確にして、また、効果的にＰＲし
ていくことが大事と考えています。

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
         　　【ポジティブリスト制度に係る情報提供について】
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

　普及指導員の方々におかれましては、残留農薬基準のポジティブリスト制の導入
に伴い、現場の指導活動にご尽力頂き、ありがとうございます。
　ポジティブリスト制度施行後においては、国、都道府県が協力して、関係機関、
団体等のネットワークを活用して、地域における効果的な取組、技術実証の成果等
に関する情報の集約及び提供に努めることが重要です。
　（社）全国農業改良普及支援協会では、ＥＩ－ＮＥＴ内に、ポジティブリスト制
度やドリフト低減技術等に関する農林水産省や関係機関、都道府県等からの情報コ
ーナー「ポジティブリスト会議室」を開設しております。
　同コーナーには、現在、複数の県や普及指導センターから、飛散防止対策の実証
活動やポジティブリスト・農薬登録情報検索システムの開発状況等について、有用
な情報が提供されております。
　今後とも、都道府県でのドリフト低減技術や実証試験の結果、現場での課題や問
題点など情報提供をお願いします。

 ＥＩ－ＮＥＴ（会員専用、ＩＤとパスワードが必要です。ＩＤ等のお問い合わせは
（社）全国農業改良普及支援協会情報ネットワーク部：０３－５５６１－９５６６まで）
  http://www.ei-net.ne.jp/menu/einet/?TD=1156305870
【情報提供先】
　経営局　普及･女性課　普及活動推進班
　電　話：０３－３５０２－８１１１（代）　内線４２８８、４２９２
　ＦＡＸ：０３－３５９３－２６１３
　普及･女性課メールアドレス：e-fukyu@nm.maff.go.jp

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　　　【「現場に役立つ情報技術」の情報提供について】
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－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

　（社）全国農業改良普及支援協会では、ＥＩ－ＮＥＴ（「普及と試験研究の広場」）
において、（独）農業・食品産業技術総合研究機構の研究員より「現場に役立つ情報技術」
に関する内容で、８月から情報提供していただいています。
　８月は、農薬の適正使用支援を目的とした「農薬ナビ－研究動向と実用化－」の情
報を掲載しております。今後は、適地適作、フィールドサーバ、ウンカ飛来、天敵カ
ルテ等のテーマについて掲載する予定です。

ＥＩ－ＮＥＴ（会員専用、ＩＤとパスワードが必要です。ＩＤ等のお問い合わせは
（社）全国農業改良普及支援協会情報ネットワーク部：０３－５５６１－９５６６まで）
  http://www.ei-net.ne.jp/menu/einet/?TD=1156305870

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　【セイヨウオオマルハナバチ等の特定外来生物指定について】
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

　「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律（外来生物法）」に
基づくセイヨウオオマルハナバチ等の特定外来生物への指定等に伴い、特定外来生物
ごとに定める飼養等の取扱細目（告示事項）及び同法施行規則が一部改正され、８月
２２日（火）の官報にて公布されました。
　また、飼養等の取扱細目及び同法施行規則の一部改正について、７月20日（木）か
ら８月１８日（金）にかけて実施した意見募集（パブリックコメント）の結果につい
て、寄せられたコメントと、それぞれについての対応の考え方を整理したので併せて
お知らせします。
　平成１８年９月１日より、特定外来生物、未判定外来生物及び種類名証明書添付生
物の規制が開始されます。飼養等許可申請は、飼養等の取扱細目が公布される８月２２
日より全国7箇所の地方環境事務所並びに釧路自然環境事務所、長野自然環境事務所、
高松事務所及び那覇自然環境事務所にて受け付けます。現在、クモテナガコガネ属全種、
ヒメテナガコガネ属全種又はセイヨウオオマルハナバチを飼養等している場合、平成
１９年３月１日までに飼養等許可申請を行ってください。今後、特定外来生物の輸入
を御予定の方は、輸入に先立ち許可を得ておくことが必要になります。

【農林水産省ホームページ】
　http://www.maff.go.jp/www/press/2006/20060822press_4.html
【環境省ホームページ】
　http://www.env.go.jp/nature/intro/

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　　　　　　　【農業改良資金 新貸付事例紹介】
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

    　　　　　「イチゴ高設養液栽培施設の導入による生産性の向上」

     １．借受農家の経営概要と資金借受の動機
    借受者は、イチゴ生産者として当該地域の中核となる担い手である。今回、
　農業改良資金を利用して、イチゴの栽培面積の約半分を高設栽培施設に移行し
　栽培管理の省力化・労働時間の短縮等作業労力の軽減、高品質化を目指すこと

     　とした。

       ２．導入した機械、施設等

    　　区　　分　　　   　　　　　事　業　費　　 借　受　額

   　　イチゴ高設栽培システム一式　　　　　6,825千円　　　6,820千円

３．農業改良措置の種類と認定の考え方

       　【農業改良措置の種類】
    　　農畜産物の生産方式の導入；イチゴ（土耕栽培）→イチゴ（高設栽培）

           
       　【農業改良措置の認定についての考え方】

　　イチゴの高設養液栽培施設を導入することにより、作業労力の軽減と作業環境
　の向上が期待できるとともに、栽培管理もしやすくなるため、良品質なイチゴを
　安定生産することで農業経営としても改善が期待できる。また、この地域の高設
　栽培施設の導入はまだ少ないことから、将来的にも高設栽培施設の導入を推進し

       　ていく必要があると考えている。

       
       ４．普及指導センターの支援内容

　　この地域はイチゴの栽培が盛んな地域であり、借受者は栽培技術や経営規模の
　点で地域を代表する一人である。しかし、地域での高設栽培施設の導入はまだ少

     　ないため、導入後の栽培に当たり技術的な指導や助言を行っていく。

ページ(4)



メルマガ２８号.txt
 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

　　　　　　　　　◇◆◇農産振興課からのお知らせ◇◆◇
      
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　【水稲の高温障害の克服に向けて】（高温障害対策レポート）について
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－  

　 近、水稲生育期間における高温化傾向が顕著になっており、このことが白未熟
粒等の多発をもたらし米の品質を大きく低下させる原因となっています。
  このため、平成１５年４月に省内に「水稲高温対策連絡会議」を設置し、水稲の
高温障害に関する情報の収集や必要な対策技術の検討等を進めてきたところです。
これまで３年間に得られた高温障害の発生メカニズムに関する知見や生産現場での
技術対策の実施状況等について、このたび「水稲の高温障害の克服に向けて（高温
障害対策レポート）」としてとりまとめ、当面の技術対策とあわせ、都道府県、農
業団体等に対して通知・指導することとしましたので、お知らせいたします。

【農林水産省ホームページ】
　http://www.kanbou.maff.go.jp/www/gichou/kouon/index.htm
【問い合わせ先】
　農林水産省生産局農産振興課
 　電話　03-3502-8111(内線3526、3527)
      　 03-3502-0869(夜間直通)

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　§ＩＮＦＯＭＡＴＩＯＮ§
      
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　　　　　　　　☆普及指導員等研修のお知らせ☆
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

　普及指導員等研修につきましては、４月に研修計画をお知らせし、募集を行った
ところですが、まだ、若干受け入れが可能な研修がありますので、受講を希望され
る方はお問い合わせ下さい。

○鳥獣害防止対策支援研修
  日時：１１月７日～１０日
  於　：農林水産研修所農業技術研修館
  内容：鳥獣害の状況と対策の現状、特定鳥獣保護管理計画と課題及び 近の動向
　　　についての講義、鳥獣害防止対策の事例研究、鳥獣害防止施設・機器の展示
      ・実習等

○知的財産活用研修
  日時：１１月２９日～１２月１日
  於　：農林水産研修所生活技術研修館
  内容：知的財産権に関する各種制度の概要、農林水産分野における知的財産活用
      方法に関する講義、事例研究等

※１　「知的財産活用研修」につきましては、１０月に地方農政局等を通じて改めて
     募集する予定です。
※２　研修の概要につきましては、ＥＩ－ＮＥＴに掲載してありますので、ご覧下さい。

　その他の研修につきましても、受講を希望される方はご連絡下さい。

（参考）平成１８年度普及指導員計画一覧
http://www.maff.go.jp/soshiki/nousan/fukyuuka/newsite/siryo.htm

お問い合わせ先
　農林水産省経営局普及・女性課研修指導班

       　ＴＥＬ：０３（３５０２）８１１１　内線（４２８６）
　
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－　　　　　　　　　
　　　　　　　　◇◆◇生活技術研修館からのお知らせ◇◆◇      
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

　　　　　　　【生活技術研修館のつくばへの移転について】
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　農林水産省本省をはじめ、国土交通省関東地方整備局営繕部筑波分室ほか多数
の関係者の皆様のご尽力・ご協力により、茨城県つくば市の農林団地に隣接する
地域に４階建ての新しい研修施設を建設し、平成１８年３月末日に東京都六本木
からの移転を無事に完了することができました。
　顧みますれば、昭和３３年、社団法人農山漁家生活改善研究会が東京都港区六
本木（当時は麻布市兵衛町と呼ばれていました）において、国内外の篤志家から
の寄付を受けて、「生活改善技術館」を建設し、翌年昭和３４年に農林省に寄付
されて以来、生活技術研修館は半世紀に近い歴史を歩んで参りました。
  その間、「農業改良助長法」に基づき、国と都道府県とが協同して行う農村生
活に関する「協同普及事業」についての研修や農林水産省の職員等に対して職務
遂行に必要な知識や技術を付与する研修を実施して参りました。
　このように、生活技術研修館は、農林漁業従事者や農山漁村地域の生活に関す
る研修を行う国の唯一の機関として、全国の普及の現場における生活改善活動を
支援して参りました。
　このつくば地区においては、独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構を
はじめ試験研究機関が多く存在し、試験研究と普及職員研修との連携の強化を図
る上で極めて恵まれた立地条件にございます。また、図書資料室をはじめ研修施
設も従前よりも規模を拡大し、 新の研修機材も整備されました。
　このような立派な施設を整備していただきましたので、立地条件や施設等の利
点を活かすとともに、研修の内容が更に魅力あるものとなるように職員とともに
努力していく所存であります。
  現代社会では、情報通信技術等の科学技術の著しい進展や人々の価値観の多様
化等により、パソコンや機械・ロボットを相手にする仕事や生活が益々増えてき
て、人との対話が希薄になりつつあります。生活技術は人とのつながりが何より
も重要であります。生活者や生産現場の要望も踏まえた研修を行うことにより、
農業経営と生活の改善向上を通じて安全で、安定した農業生産と暮らしやすい地
域づくりに貢献したいと思います。
   東京都六本木にあった思い出のものは全ては筑波に持ってくることはできませ
んでしたが、生活改善活動の歴史を学びつつ、人的ネットワークの構築を更に進
めるとともに、試験研究機関を始め関連分野との連携を深めて、生活技術の視点か
ら、新たな農政の課題に対応した研修に取り組んで参りたいと考えております。
　今後とも生活技術研修館に対するご指導・ご協力をよろしくお願い申し上げます。

         農林水産省農林水産研修所生活技術研修館長　　　　波川　鎮男

         住所  〒305-0853　茨城県つくば市榎戸７４８－１
　       TEL   ０２９－８３９－９４８１
         FAX   ０２９－８３６－７３８１　

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　　　　　　　□生研センターからのお知らせ□
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

　　　　　　　　　　【高品質な堆肥製造技術について】

１．堆肥化原料の調製技術
　　家畜ふん尿等の廃棄系バイオマスの永続的かつ持続的な堆肥化は、良品質で
　商品性のある堆肥作りが必須条件です。堆肥化進行条件には、微生物、栄養分、
　空気（酸素）、水分、温度、時間などが挙げられます。家畜ふん尿では、もと
　もと含まれる微生物が発酵に活用でき、栄養分も十分含まれています。時間は
　堆肥化に必要な発酵期間です。このため、人為的に原料の調製が必要なのは、
　空気と水分、温度です。UR対策委託研究などにより、原料に空気が通り易くし、
　発酵に適した水分と温度に調製する加圧混練機（商品名：エコハーズ）を開発
　し普及に移しています。この機械は、高水分の家畜ふん尿が適正水分になるよ
　うにオガ屑などの副資材を添加し、均一な混合とせん断・圧密、昇温を同時並
　行的に行える独特な構造（特許登録）で調製された原料を発酵・堆肥化します。
　この過程を良品質堆肥製造の原点としています。

２．調製原料の特徴
　　水分むらの少ない適正水分にし、長い原料、塊のある原料を調製することに
　より、原料表面積の拡大や酸素供給に必要な空隙率を確保し、好気的発酵を維
　持できるようにします。同時に、好気的微生物との接触面積を増やし、微生物
　が増殖し易い条件を作り出しています。一方、原料どうしの摩擦等により、冬
　場でも微生物活性化温度近く昇温させることができます。更には、調製原料は
　取り扱いやすく、かつ、汚物感が少なく、悪臭物質濃度を減少させることがで
　きるなどの特徴を有しています。

３．堆肥化施設の特徴と効果
　　調製原料を堆肥化袋やコンテナに詰めてそのまま発酵堆肥化することも出来
　ますが、堆肥化施設ではスクープ式発酵槽で通気･撹拌発酵を行います。調製
　原料は発酵槽での発酵温度の立ち上がりが良好で、スクープ式コンベヤで撹拌
　･搬送のために引き上げられた原料は、頂部の粉砕･ディストリビュータ（特許
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　申請中）により、粉砕しながら直下に均等に、またソフトに分散堆積させます。
　このため、調製原料では発酵過程での悪臭の発生が極力抑制され、塊の少ない
　粒度の揃った堆肥が製造されることになります。運営主体からは、良品質で商
　品性のある堆肥が製造できると高く評価していただいており、この堆肥を使っ
　ている農家でも好評と聞いています。

４．堆肥化施設導入事例
　　岩手県雫石町(H15)、島根県大東町(H16)等々に導入されており、藤沢市に導
　入された施設は、平成18年8月以降本格的な稼動に入る予定になっています。

５．おわりに
　　この研究成果は、企業に研究開発を委託して行ったガット・ウルグアイラウ
　ンド対策研究開発成果の一部です。詳しい情報を知りたい方は、下記に示す生
　研センターのホームページの「研究開発の成果の普及」をご覧下さい。また、
　製品についての詳しい情報は、下記の企業にお問い合わせ下さい。

　問い合わせ先
　　　　○生物系特定産業技術研究支援センター（生研センター）
　　　　http:／／brain.naro.affrc.go.jp／tokyo／
　　　　TEL：03-3459-6568（津賀幸之介）
　　　　○日本システム化研株式会社
　　　　TEL：0283-21-4700（井上　敏）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　　　　　　　　　【現地検討会開催のご案内】

　　　　　　　　　
　　　　　　　　　～高品質堆肥製造と環境保全への役割～

　これまで、循環型社会の形成としても、様々な対策が施されてきましたが、
堆肥を使った環境にやさしい農業への取り組みもその一つです。このような
背景のなかで、堆肥処理施設と堆肥製造装置を中心とした見学と併せ、その
普及上の課題や更なる技術の高度化に向けてご検討いただくため、下記の通
り、現地検討会を開催致しますので、ご参加下さいますようご案内申し上げ
ます。
　会場、資料等の準備の都合上、平成18年10月20日（金）までに、必要事項
（氏名、部署・役職名、貸切バス利用の有無、昼食の利用の有無）を記入し
、Ｅメール（ktsuga@affrc.go.jp宛）又はFAX（０３－３４５９－６５７７）
にてお申し込み下さい。参加申し込み等詳細は、
http://brain.naro.affrc.go.jp/tokyo/
にて、新着情報の「平成１８年度生研センターＵＲ対策現地検討会について」
をご覧下さい。

　　　　　　　　　　　　　　　　　記
　　　　　　平成１８年度　生研センターＵＲ対策現地検討会
　　　　　　高品質堆肥製造と環境保全への役割
　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　開催案内

主催：（独）農業・食品産業技術総合研究機構 生物系特定産業技術研究支援センター
後援：（独）農業・食品産業技術総合研究機構 東北農業研究センター
協力： 岩手県雫石町、新岩手農業協同組合、日本システム化研株式会社
開催日時： 平成18年11月７日
集合時間： 午前10時10分（貸し切りバス出発）
開催場所： 集合場所：盛岡駅西口バスターミナル乗り場
見学会場：しずくいしアグリリサイクルセンター（岩手郡雫石町南畑第28地割343番地２）
検討会場：ホテル森の風　会議室（岩手郡雫石町鶯宿10-64-1）
参加申込み締切り日：平成18年10月20日（金）
開催内容：
　Ⅰ．現地見学会   ------11時00分～12時00分
　Ⅱ．技術検討会  -------13時10分～16時30分
 １．微生物を活用した堆肥化の現状と今後の方向
  東北大学大学院農学研究科教授　中井　裕　
 ２．堆肥の利用の現状と問題点
  　　　 畜産草地研究所研究管理監　羽賀　清典
 ３．堆肥化施設のあり方
  生研センター畜産工学研究部長　道宗直昭
 ４．堆肥化施設の稼働事例（ＵＲ研究成果含む） 
 　１）しずくいしアグリリサイクルセンターの稼働状況
 　　　岩手県雫石町 農林課長 櫻田 久耕
 　２）加圧混練式高品質堆肥製造装置の導入事例
 　　日本システム化研株式会社　代表取締役社長　井上　敏
 ５．総合討論  
問い合わせ先
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　　独立行政法人　農業・食品産業技術総合研究機構
　　生物系特定産業技術研究支援センター　ＵＲ対策研究開発成果普及業務担当
　　プロジェクトリーダー　津賀幸之介
   ＴＥＬ:　０３－３４５９－６５６８　FAX:　０３－３４５９－６５７７
   E-mail: ktsuga@affrc.go.jp
   〒105-0001　東京都港区虎ノ門３丁目１８番１９号（虎ノ門マリンビル１０階）
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　　　　　　　　　　　　　　★編集後記☆
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　　　　　　　　「１９年度予算概算要求について」

　農林水産省の平成１９年度予算概算要求の内容が公表されました。
予算要求の主要事項は、経営所得安定対策等の担い手対策、米政策改革、また、
農地・水・環境保全対策やバイオ燃料推進のような環境重視や知的財産の活用等
攻めの農政を展開するための予算要求となっています。
　普及事業関係では、産学官連携による新たな普及手法の確立に向け、生産現場
での技術実証から総合的技術支援までの一貫した取組が可能となる「産学官連携
経営革新技術普及強化促進事業」も要求しております。本事業は公募方式になり
ますので積極的な活用をご検討頂くともにご意見、ご質問も頂きたいと思います。
　このほか、担い手育成総合支援協議会の下での事業を新規に衣替えするととも
に、強い農業づくり交付金の事業を新規・拡充し、普及組織が担い手の育成や食
の安全・安心の確保等農政の重要課題に対応した取組が可能となるよう支援の充
実強化を図っています。
　今年度は、事業の内容等について普及現場に周知されていない状況も一部見ら
れましたので、各都道府県においては普及現場の状況を踏まえた事業の積極的な
活用をよろしくおねがいします。

　　　　　　　　　「コウノトリがよみがえる里」
　
　先日、兵庫県における環境保全型農業への転換によるコウノトリ保護の取組が
テレビ放映されました。兵庫県豊岡農業改良普及センターが積極的に取組に参加
しており、コウノトリを含む水田地域の生態系に配慮した農法への取組と、それ
に関わる普及員、農家の意気込みや葛藤、野生生物のたくましさや野生復帰の難
しさなど見応えのある内容でした。このような動きが全国に広がっていくことが
望まれます。
　絶滅に瀕する野生生物の保護については、もう個体数が少なく種の存続が不可
能な生物だけでなく、今現在種として自然に存続できるぎりぎりの個体数である
野生生物（クマや猛禽類など）がたくさんおり、それらが生きていける環境・意
識づくりにもっと注目してほしいと思います。

　　　　
　　　　　　　　　　◆　　　　　　　　　　　　◆
　
　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、普及事業ホームページ
　http://www.maff.go.jp/soshiki/nousan/fukyuuka/newsite/index.htm
　から閲覧できます。

　配信先の変更、配信停止等につきましては、農林水産省のホームページから
　手続きをお願いいたします。
　農林水産省ホームページ→メールマガジン→配信変更・配信解除（パスワード
　が不明な場合はパスワード再発行）へ進んで手続きをお願いいたします。　
　http://www.maff.go.jp/mail/index.html
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　　　　　　　　　　＊＊＊　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。
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－⇒
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