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　　　　　　　「平成１９年度普及・女性課関係予算について」

　平成１９年度普及・女性課関係予算の概要についてお知らせいたします。
なお、普及事業関係予算の詳細については普及事業ホームページをご覧下さい。
http://www.maff.go.jp/soshiki/nousan/fukyuuka/newsite/h-19kettei.html

　　　　　　　　【平成１９年度予算概算決定の概要】
                                    
                                                      平成18年12月24日
                                                      経営局普及・女性課

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 19　年　度　　18　年　度
                                                概算決定額    予　算　額
                                                                   百万円
┌─────────────────────┐                           
│１　団塊世代・若者・女性の再チャレンジ支援│                           
└─────────────────────┘                           
　人生二毛作やスローライフ＆ジョブの仕組みを構築し、団塊世代や若者・女性が、
新しい暮らし方を求めて、農山漁村の場で再チャレンジすることを支援します。

１．スローじんせい二毛作再チャレンジ支援事業          　８０（　　　　０）
    「人生二毛作」や「スローライフ＆ジョブ」を紹介するキャンペーンの実施、
　 ホームページの開設により、団塊世代、若者等が農山漁村の場で活躍するための
   情報を提供します。　

２．農業再チャレンジ支援事業                     　　６４１（　　　　０）
    団塊世代、若者等が経験がなくても農業に就けるよう、情報提供・相談段階、
  体験・研修段階、参入準備段階、定着段階の各段階に対応した、きめ細かな支援
　を実施します。　

３．県農大等再チャレンジ活用推進　　再チャレンジ優先枠５００（　　　　０）
                                (強い農業づくり交付金34,067(40,506)の内数)
    道府県農業大学校等が実施する再チャレンジを行う者に対する就農に向けた実
　践的な研修機会を充実するに当たって、体制整備を支援します。

４．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34,067(40,506)の内数
    若者・女性の新規就農者の就農定着に向け、普及指導センターが市町村、農協
　等と連携し、技術、知識の習熟度に応じた濃密な技術・営農指導により、経営安
　定及び就農継続・定着化を支援します。
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５．農業・農村男女共同参画チャレンジ総合推進事業　　　１４１（　　１２６）
    農業生産や農村社会で重要な役割を果たしている女性の、農業経営・地域社会
　への参画促進に向けた資質向上や女性が参画・活躍しやすい環境の整備を進めま
　す。
６．人生二毛作の実現に向けた
　　他産業従事者による農林漁業経営体発展支援研修事業　２０７（　　　　０）
    団塊世代等が持つ他産業で培った経験・能力を活用して農林漁業の経営体にお
　いて研修を実施することにより、団塊世代等の持つ能力を農林漁業の経営発展に
　発揮できる環境を整備します。

┌────────────────────┐                             
│２　新たな発想に立った担い手支援策の創設│                             
└────────────────────┘                             
　農政の抜本的改革に当たり、担い手の育成・確保へ向けた新たな取組を従来の発想
を超えた斬新な手法で、担い手のニーズに即した支援を集中的・重点的に実施します。

１．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）
    地域が行う就農希望者に対する就農相談、認定農業者や起業を志向する女性、
　担い手支援を行う高齢者に対する研修や情報提供を支援します。

２．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）
    担い手の育成・確保の加速化を図るため、普及組織が詳細な営農分析や先進
　技術、新規作物の導入等の技術・営農支援活動を集中的に支援します。
                                                                          
３．集落営農緊急育成サポートツール開発事業　　　　　　４７（ 　　　５６）
    普及組織や農協等の集落営農育成活動において簡単に利用できる「集落営農
　緊急育成サポートツール」を開発し、これを幅広く提供するとともに、サポート
　ツールを活用した育成活動を推進し、集落営農組織を緊急に育成します。
┌────────────┐                                             
│３　協同農業普及事業関係│                                             
└────────────┘                                             
　担い手への総合的な技術・経営支援をはじめ、消費者の信頼確保に向けた食の安全
確保、環境と調和した農業生産の推進など重要施策の推進に向けて、普及事業の重点
化・高度化を図るとともに、農業改良資金による効果的な支援を実施します。

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

①　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）

②　集落営農緊急育成サポートツール開発事業(再掲）　　　４７（ 　　　５６）
  
③　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34,067(40,506)の内数

④　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34,067(40,506)の内数
    優良農地利用高度化のための新技術の導入を推進する普及組織の活動を支援し
　ます。

⑤　新技術活用農地利用高度化特別事業　　　　　　　　　　２３（　　　２８）
    遊休農地の解消や新技術を活用した農地の利用高度化に関する普及組織の取組
　を支援します。

（２）普及事業の高度化

①　産学官連携経営革新技術普及強化促進事業　　　　    ２３０（　　　　０）
    革新技術の導入による担い手の経営発展を図るため、普及組織を中核とした産
　学官連携プロジェクトによる生産現場での新技術の確立から、総合的な技術普及
　支援までの一貫した取組を支援します。

②　知的財産権の啓発普及体制整備委託事業　　　　　　   １４（　　　　０）
    地域における知的財産の概念の啓発普及や利活用を促進するため、普及指導員
　に対する知的財産権の概念や利活用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活動の支援窓口を設置します。

（３）農業改良資金の貸付条件の拡充                　　３３１（１，０１８）
　・地方公共団体の補助事業に係る補助残分を貸付対象に追加
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    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します。

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　　　　【有機農業推進法と地方分権改革推進法について】
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

　　　　　　　　　「有機農業推進法成立、施行」

　農業の持続的な発展や環境と調和した農業生産に向けた有機農業の重要性など
有機農業の推進に向けた基本理念のほか、国と地方公共団体における有機農業に
関する推進施策の基本方向を定めた有機農業推進法案が先の臨時国会に議員立法
として提出され、１２月８日に成立、同月１５日に公布とともに施行されました。
　特に、普及事業の関係では、有機農業に関する技術指導や研究成果の普及指導、
消費者への理解の増進や交流の促進など、多岐に渡って活動の取組が大事になっ
てきます。
　都道府県や普及指導センターによっては、有機農業の推進を重要な普及課題と
して取り上げ取組を推進されていますが、新たな法律の成立を機に、地域の実情
や消費ニーズに応じて有機農業の更なる推進が求められております。

　　　　　　　　　「地方分権改革推進法成立」

　地方分権第二期改革として、国と地方公共団体での役割分担の明確化や地方公
共団体の自主性・自立性の向上により、地方公共団体自らの判断と責任をもった
行政運営を促進することを基本理念とした地方分権改革推進法案が３年間の時限
立法として先の臨時国会に提出され、１２月８日に成立、同月１５日に公布され
ました（１９年４月に施行される見通し）。
　地方分権改革の検討にあたっては、法施行後、地方分権改革推進委員会が新た
に設置され、地方公共団体への権限移譲の推進や法制度的な義務付けの整理・合
理化、国庫補助負担金や地方交付税、税源配分の在り方などについて検討がなさ
れることになります。

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　【平成１８年度経営体育成普及活動全国コンクールについて】
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

　平成１８年１２月１日（金）に平成１８年度経営体育成普及活動全国コンクール
（主催：(社)全国農業改良普及支援協会　後援：農林水産省）の審査委員会が開催
され、５１事例の応募の中から、個別経営体部門、組織経営体部門それぞれで農林
水産大臣賞１点、農林水産省経営局長２点、（社）全国農業改良普及支援協会会長
賞４点が選出されました。

（個別経営体部門）
農林水産大臣賞：
　　　　　　　　北海道宗谷支庁宗谷農業改良普及センター
　　　　　　　　多様な経営改善ニーズに即した環境調和型経営体の育成
　　　　　　　　－個別経営体の育成が集落振興に結びついた事例－

経営局長賞：
　　　　　　　　栃木県那須農業振興事務所
　　　　　　　　沖縄県八重山農政・農業改良普及センター

（社）全国農業改良普及支援協会会長賞：
　　　　　　　　茨城県坂東地域農業改良普及センター
　　　　　　　　新潟県村上農業普及指導センター
　　　　　　　　島根県東部農林振興センター出雲事務所農業普及部
　　　　　　　　鹿児島県沖永良部農業改良普及センター

（組織経営体部門）
農林水産大臣賞：
　　　　　　　　兵庫県西播磨県民局地域振興部龍野農業改良普及センター
　　　　　　　　モデル的集落営農型農業生産法人の育成
　　　　　　　　－県内初の株式会社の集落営農型農業生産法人設立・運営支援－
経営局長賞：　
　　　　　　　　富山県高岡農業普及指導センター
　　　　　　　　愛知県海部農林水産事務所農業改良普及課

（社）全国農業改良普及支援協会会長賞：
　　　　　　　　北海道空知支庁空知農業改良普及センター空知南西部支所
　　　　　　　　茨城県結城地域農業改良普及センター
　　　　　　　　新潟県柏崎農業普及指導センター
　　　　　　　　鹿児島県種子島農業改良普及センター
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　なお、普及活動の内容等については、(社)全国農業改良普及支援協会のホーム
ページに掲載されております。

普及支援協会ホーム ＞ お知らせ ＞ 協会のお知らせ＞おめでとう大臣賞兵庫県・
龍野、北海道・宗谷普及センター 

https://www.ek-system.ne.jp/icity/browser?ActionCode=content&ContentID=
1166501051638&SiteID=0&ParentGenre=1150888509111
　
　また、平成１９年２月１日（木）に国立オリンピック記念青少年総合センター
（東京都渋谷区代々木神園町３番１号）で開催される平成１８年度革新的技術導入
支援活動全国協議会において、表彰式が行われます。

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　　【ＧＡＰ等の食の安全・安心に関する調査研究会について】
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

　１２月８日（金）、平成１８年度関東甲信静ブロック現地活動調査研究会が、
「普及におけるＧＡＰ等、食の安全・安心の取り組みについて」をテーマに、国立
オリンピック記念青少年センターにおいて開催されました。
　特に、ＧＡＰについては、食料・農業・農村基本計画において、各地域や作物の
特性等に応じたＧＡＰの策定と、農業者・農業者団体等による自主的な取組を促進
するものとされてますが、生産現場へのＧＡＰの普及を一層推進していく必要があ
ります。
　第１部では、農林水産省消費・安全局農産安全管理課の担当官から、「ＧＡＰの
推進について」と題して講演が行われました。
  第２部の分科会では、３県からＧＡＰの取組事例について報告があったほか、環
境保全型農業の推進や農薬飛散低減の取組み等について報告が行われました。
  第３部の総合討議では、農産物の安全等に対する取組みとして、第一段階は環境
保全型農業の推進、エコファーマー認定の推進、特別栽培農産物制度の推進、第二
段階はポジティブリスト制度の周知徹底や農薬飛散低減対策の推進等が各県で着実
に進んでいることが確認されましたが、次の段階であるＧＡＰやＨＡＣＣＰの取組
については、多くの県で今後普及組織として取り組むべき課題であることが確認さ
れました。

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　　　　　　　【農業改良資金についてのお知らせ】
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

１．地方公共団体の補助事業への補助残に対する農業改良資金の貸付について

（１）この件につきましては、今般、農水省と財務省において協議を行った結果、
　　条件付きで補助事業の補助残に対する農業改良資金の貸付けが可能となりま
　　した。
　　　これらの措置に伴う農業改良措置の取扱いは、補助事業の性格上、本質的
　　にはモデル性・リスク性を有しているので、補助残に対する本資金の貸付は
　　全て農業改良措置として取扱うこととしています。
（２）このような中で、当班においては、現在、都道府県の資金担当者に対し、
　　地方公共団体の補助事業への補助残に対する農業改良資金の貸付の意向や条
　　件整備等について状況の把握をお願いしているところです。
（３）今後、都道府県の状況をみながら、条件等が整っている都道府県から利用
　　推進に向けた取組を要請して参りたいと考えていますので、皆様におかれま
　　してはご理解とご協力の程よろしくお願いいたします。

２．持続性の高い農業生産方式に係る技術の拡大及び追加について
（１）農業改良資金では、エコファーマーが「持続性の高い農業生産方式の導入
　　の促進に関する法律」の施行規則に定める技術を導入する場合については、
　　償還（据置）期間の特例（１０年（３年）以内→１２年（３年）以内）を講
　　じているところです。
（２）今般、「有機農業の推進に関する法律」の制定や「農地・水・環境保全向
　　上対策」の導入を受け、有機農業等の化学肥料や化学合成農薬を低減する取
　　組の認定を促進するため、施行規則を改正し、持続性の高い農業生産方式を
　　構成する技術の拡大及び追加を行うことが予定されています。
 （３）具体的な改正内容は、
     ①　肥料の施用に関する技術であって、化学的に合成された肥料の施用を
　　　 減少させる効果が高い技術（化学合成肥料低減技術）のうち、「有機質
　　　 肥料施用技術」において、有機質を原料として使用する普通肥料に加え
       て、たい肥その他の特殊肥料についても当該技術の対象に含まれること
       となるよう対象を拡大
     ②　有害動植物の防除に関する技術であって、化学的に合成された農薬の
        使用を減少させる効果が高い技術（化学合成農薬低減技術）として、
       「土壌還元消毒技術」（土壌中の酸素濃度を低下させることにより、土
        壌中の有害動植物を駆除する技術）を新たに追加
      することとしており、今後、これらの技術についても農業改良資金の償還
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     （据置）期間の特例が受けられることになります。
　　 　なお、当該技術の拡充及び追加については、本年度中に施行される予定で
     すので、これらの取扱いや本資金の活用について関係機関等への周知方よろ
     しくお願いいたします

参考：農林水産省ホームページ
http://www.maff.go.jp/www/public/cont/20061226pb_2.html

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

       
               「イモ堀取り機の改良による作業効率化と生産性向上」

     １．借受農家の経営概要と資金借受の動機
    借受者は良質の紅いもを中心に大規模経営を行っており、加工所への販売
  も好調である。今回、紅いもの需要増に応じるため、農業改良資金を利用し
  て深掘りが可能な新型の堀取り機及び高出力のトラクターを導入することで
  作業の効率化、生産量アップをめざし、相対的な雇用労賃の比率を下げ、農

       家所得の向上を図る。

     
       ２．導入した機械、施設等

    　　　区　　分　
       

   　　トラクター　　事　業　費：2,010千円     借　受　額：2,010千円
　　

   　　イモ堀取り機　事　業　費：　300千円 　　借　受　額：　300千円 
 　　───────────────────────────────

     　　　計 事　業　費：2,310千円 　借　受　額：2,310千円
                                                                              

  

       ３．新部門の内容
      　【農業改良措置の種類】

    　　　農畜産物の生産方式の導入；かんしょ　→　かんしょ

       
       　【農業改良措置の認定についての考え方】

　　　これらの機械の導入により、作業効率の向上やイモの収穫傷減少による
    商品化率の向上が見込まれる。また、当該農家はイモの生産、加工、販売
    の一貫体制を行う、地域における模範的な農家であり、周辺農家のアドバ
    イザー的役割も果たしていることから、今回の機械導入により地域の機械

           化・効率化の波及効果も図ることができる。
       
       

       ４．普及指導センターの支援内容
　　　栽培管理技術及び経営指導、流通販売戦略の支援、かんしょ栽培農家の

       　　組織化・法人化に向けた支援を実施。
                

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
　
　　　　　　　◇◆◇植物防疫課からのお知らせ◇◆◇
  
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
「キャベツ及びカンキツの総合的病害虫・雑草管理（ＩＰＭ）実践指標モデル案
の公表について」
　
　１２月８日（金）、キャベツ及びカンキツの総合的病害虫・雑草管理（ＩＰＭ）
実践指標モデルが公表されましたので、お知らせします。
　本指標モデルを参考に、地域の病害虫の発生状況等に応じたＩＰＭ実践指標を
策定し、生産現場での普及指導にご活用下さい。

【農林水産省ホームページ】　
　http://www.maff.go.jp/syohi_anzen/ipm/jissen_sisin.html
【問い合わせ先】
　消費・安全局植物防疫課　担当：福田（内線3242）、中森（内線3244）
　代表：03-3502-8111
　直通：03-3502-3383　　　　　　　　　

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
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　　　　　　　　　　　　　　★編集後記★

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

  １９年度普及事業関連予算が無事決定いたしました。各事業の積極的な活用
をお願いしたいと思います。　　　　
　２００６年の普及１０大ニュースといえば何が思い浮かぶでしょう？
品目横断対策、集落営農、ポジティブリスト制度、普及指導員資格移行試験、
有機農業推進法成立・・・全国の普及組織で様々なことがあったことと思います。
　毎日忙しく現場を回られる普及員の方もお正月休みは短いながらゆっくり過ご
していただきたいと思います。
　宴会も続きますが、お酒で失敗することのないようにしたいものです。
　良いお年をお迎え下さい。来年もよろしくお願いいたします。　

　　　
　　　　　　　　　　◆　　　　　　　　　　　　◆

　
　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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