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　　　　　　★【平成２０年度農業者大学校入学試験のご案内】
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

　平成２０年４月に茨城県つくば市に開校する新農者大学校については現在
学生募集中です。前期試験日が平成１９年７月３１日（火）に実施されます
が、推薦制度による受付が５月１１日(金)より開始されます。
　都道府県知事推薦の出願については、５月１１日～６月１１日まで、地域
の普及指導センターが出願先となっております。
　本校に入学し、本気で農業をやってみたいと思っている方がいらっしゃい
ましたら、ご紹介いただき、また、推薦制度等活用いただきますようご協力
よろしくお願いいたします。

○お問い合わせ先

独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構　農業者大学校　体制準備室
担当：荻野　電話　０４２－３７５－８５１１　　
　　　　　　 FAX　０４２－３７４－０６１５

農林水産省　経営局　普及・女性課　
担当：桑名　電話　０３－３５０２－６４６９

「新」農業者大学校の詳細や学生募集等については、以下のサイトをご覧下さい。
  
             http://farmers-ac.naro.affrc.go.jp/

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－                      
　　　　　　　　【２１世紀新農政２００７について】
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　農政については、「食料・農業・農村基本計画」の方向付けの下で、「２１
世紀新農政２００６」により明確にされた重点課題に対し、政府一体となって
我が国の食料・農業・農村に係る新たな国家戦略を確立するとの考え方の下、
４月４日の食料・農業・農村政策推進本部において「２１世紀新農政２００７」
が決定され、これを推進することとしております。（下記ＨＰ参照）
　「新農政２００７」の重要課題の一つである国内農業の体質強化については、
担い手への施策の集中化・重点化を進めるため、今年より本格的な導入が始ま
っている品目横断的経営安定対策の着実な実施、認定農業者、集落営農組織に
対し経営発展に向けた支援を行うことにより、「効率的かつ安定的な農業経営」
への経営発展を加速化し、我が国農業の食料供給力を強化することが掲げられ
ております。
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http://www.maff.go.jp/shin_nousei/index.html

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－                      
　　　　　　　　【Ｈ１９農業技術の基本指針について】
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

　「平成１９年農業技術の基本指針」については、農業技術の関連施策の企画、
立案、実施等の参考として、農政の重要課題に即した技術的対応について、農
林水産省の基本的方向、営農類型毎等の方向及び特に留意すべき事項を取りま
とめ、関係機関に通知されております。
　基本指針は、
１．食品の安全の確保等 
２．担い手を中心とした国内農業の体質強化 
３．農業の自然循環機能の維持増進
の３つの柱で構成されており、普及組織に関しては、担い手に対する技術力向
上への支援のほか、ＧＡＰ手法の活用や、鳥獣害防除対策、輸出促進に資する
新技術や新品種の導入支援、知的財産の保護・活用、環境と調和した農業の推
進などが盛り込まれています。

□関連ＵＲＬ
・プレスリリース
　http://www.maff.go.jp/www/press/2007/20070426press_7.html
・技調室ホームページ
　http://www.kanbou.maff.go.jp/www/gichou/
    
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－                      
　　　　　　　　【農業新技術２００７について】
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

　農林水産省では、研究成果の普及・実用化の加速を図るため、農林水産研究
施策の見直し検討を、農林水産技術会議事務局が中心となり省内で進めて参り
ました。
　その一環として、近年の独立行政法人研究期間等の研究成果のうち、農政上
の課題に対応した有用な新技術を「農業新技術200X」として選定することとし、
初年度の取組として以下の２００７版が４月に策定されました
　本技術の活用により、各作物や地域が抱える高度な技術的の課題の解決につ
ながり、喫緊の農政の推進に寄与すことが期待されています。
　農業新技術２００７については、協同農業普及事業ガイドライン（４月１２
日改正）にも追加しましたが、地域の条件に即して、今後の普及指導活動や普
及指導計画への反映など普及事業の推進にご活用下さるよう、積極的な取組を
お願いいたします。

http://www.maff.go.jp/www/press/2007/20070409press_3.html

○技術の項目
〈生産性が高く、高品質な農産物精算に向けた技術〉
・不耕起汎用播種機
・大豆の安定他州精算「３００Ａ技術」　
・超低コスト耐候性ハウス
〈飼料自給率の向上に向けた技術〉
・稲発酵粗飼料を全期間給与した肉用牛肥育
・〈中山間地域等の振興に向けた技術〉
・イノシシ、サルの侵入防止効果の高い防護策

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－　 
        　   　【地方分権改革委員会の設置について】
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

　平成１８年１２月８日に成立した「地方分権改革推進法」が１９年４月１日
に施行されたことに伴い、「地方分権推進委員会」（委員長：丹羽伊藤忠商事
㈱取締役会長）が４月２日内閣府に設置され、第二期地方分権改革がスタート
しております。
　４月２日の第１回では、阿部内閣総理大臣より、本年５月末頃までに基本的
な考え方を、秋には中間的取りまとめを願う旨の挨拶がなされ、第２回（４月
１７日）には増田委員長代理（前岩手県知事）、横尾佐賀県多久市長等からの
意見発表、第３回（４月２４日）には西尾元地方分権推進委員等からのヒアリ
ングがなされています。
　今後、本格的な検討が進められていきますので、普及事業に関しても、第二
期地方分権改革への対応の観点から必要な検討を行いたいと思っております。
ます。 

　　http://www.cao.go.jp/bunken-kaikaku/index.html
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－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　　          【有機農業の基本的な方針について】　　
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
  ｅ－普及だより３５号でもお知らせしましたが、有機農業推進に関する基本
方針については、３月２７日に開催された、食料・農業・農村政策審議会第６
回生産分科会においての審議・答申を踏まえ、４月２７日に公表されたところ
です。（以下ＨＰ参照）
　今後、基本方針に沿って国、都道府県が協力して有機農業を推進していくに
あたって、地方ブロック会議等も開催されますので、普及組織におかれまして
も積極的に会議にご参加下さいますようご検討をお願いいたします。

http://www.maff.go.jp/www/press/2007/20070427press_5.html

　
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　　　　　　　　　【普及指導員資格試験情報】　　
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
ｅ－普及だより３５号でもお知らせしましたが、平成１９年度資格試験情報に
つきまして、更新しておりますのでお知らせいたします。なお、試験実施の官
報公告は６月１日、受験願書の受付は６月１日～２９日となります。
　
http://www.maff.go.jp/soshiki/nousan/fukyuuka/newsite/siken.htm

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－                      
　　　　　　　　　　　【普及指導員研修情報】
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

「平成１９年度普及指導員研修について」

①　知的財産専門研修の実施
  　全国４箇所（仙台、つくば、笠岡、宮崎）で、（独）種苗管理センターが
　実施機関となって、知的財産専門研修を実施します。農林水産省においては、
　今年３月に農林水産省知的財産戦略を策定し、「育成者権等の権利取得や侵
　害対応、地域資源を活かしたブランド化支援のための専門的知識を有し、相
　談に対応できる農林水産業の普及指導員を３年間で５００人程度育成する」
　等が盛り込まれたところです。現場においては、既に、生産者育種の支援や、
　地域団体商標を活用した地域振興等の取組が行われているところですが、戦
　略で示された普及指導員の知的財産に関する人材育成を支援するため、知的
　財産権の概念や、育成者権の権利化方策と権利侵害への対応に関する講義、
　品種登録出願書類の作成、植物の特性調査に関する実習等を内容とした研修
　を実施することとしております。

②　有機農業普及支援研修の実施
  　７月１０日～１３日に農業技術研修館において有機農業普及支援研修を実
　施します。有機農業につきましては、平成１８年１２月に「有機農業の推進
　に関する法律」が成立、公布され、これを受け、今年３月に、有機農業の推
　進及び普及の目標、推進施策等を内容とする「有機農業の推進に関する基本
　的な方針」が答申（決定・公表）されました。この中で、有機農業の推進及
　び普及の目標の一つとして、有機農業に取り組む先進的な農業者との連携を
　強化しつつ、意欲的な農業者への支援を行うことができるよう都道府県の普
　及指導センターや試験研究機関等に普及指導員を配置する等普及指導員によ
　る有機農業の指導体制を整備した都道府県の割合を１００％とすることを目
　指すとされたところです。今年度実施する研修内容では、こうした都道府県
　での有機農業の指導体制の整備を支援するため、試験研究機関での取組や有
　機農業実践農業者の取組等の講義や現地研修等を実施することとしておりま
　す。
  
③　ＧＡＰ導入支援研修の実施
  　６月、１２月に生活技術研修館において、ＧＡＰ導入支援研修を実施しま
　す。ＧＡＰ手法（農業生産行程管理手法）については、農産物の安全確保の
　みならず、環境保全、農産物の品質向上、労働安全の確保等に有効な手法で
　あり、このような生産工程の管理手法を多くの産地、農業者が取り入れ、自
　らの営農、生産条件や実力に応じて取り組むことが、安全な農産物の安定的
　な供給、環境保全、農業経営の改善、効率化の実現につながるとともに、生
　産された農産物の安全性や品質の確保等について消費者・食品事業者等の信
　頼を確保する上でも有効な手法であり、生産現場における普及を推進してい
　るところです。地域におけるＧＡＰの導入を支援していくためには、栽培技
　術、営農技術等の知識を持った普及指導員の果たす役割は大きいと考えてお
　ります。本研修では、ＧＡＰ導入の実施指導に資するため、管理点ごとの具
　体内容と指導に当たっての視点やポイントについての講義、演習等により実
　践的な指導技術の習得を目的として実施します。

　この他の国段階で実施する研修につきましては、下記ホームページに記載し
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　ておりますので、ご活用頂きますようご案内いたします。

http://www.maff.go.jp/soshiki/nousan/fukyuuka/newsite/siryo.htm

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

               「全員参加型の協業経営方式による集落営農組織の育成支援」
          (集落営農組織に対する農業改良資金貸付の事例（１８年度）)

     １．借受農家の経営概要と資金借受の動機
　　借受農家の地区では、農業者の高齢化や後継者不足の中で、大規模経営に
  よる作業効率や収益性の改善を目的に、圃場整備事業を実施中である。これ
  を契機に、地区内の全農家を構成員とする集落営農組織を立ち上げ集落ぐる
  みの協業経営を行うため、農業改良資金を利用して育苗から収穫、乾燥・調
  整までの作業を共同で行う機械・機具類を整備し、効率的で安定的な農業経

      営の実現を図る。
     
     

      ２．導入した機械、施設等                 　　　　　　　　   

               区　　分 　　　　　　 事　業　費　　 　借　受　額
      育苗機械、乾燥・調整機械等一式 　    4,753千円　 　3,800千円

       
３．新部門の内容

       　【農業改良措置の種類と認定の考え方】
    　　　農畜産物の生産方式の導入；米　→　米、大豆

       
       　【農業改良措置の認定についての考え方】

　　　これまで、農家個々に農業用機械を所有し営農してきたが、集落営農組
    織を立ち上げ、集落の構成員全員参加型の協業経営に取り組むことで、農
    用地の利用集積による規模拡大や生産性の向上が実現され、農業経営の改

           善と安定化に寄与するものと認められる。
       
       

       ４．普及指導センターの支援内容
　　借受者のグループを担い手組織として位置づけ、集落営農組織の立ち上げ
  や資金借入れのための経営改善資金計画書の作成等の支援を行った。今後は
  法人化組織への移行に向けた支援や経営改善、栽培管理技術向上等の指導を
  行う。今回の取り組みは、集落営農の組織化に取り組もうとする地域の参考

         になると思われる。
       
          
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
　　　　　　
　　　　　　◇◆◇生研センターからのおしらせ◇◆◇
  
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

　　　　　　　　　「微生物農薬の利活用について」　

１．土壌病害防除用の微生物農薬
　土壌病害は、作物を連作する事から生じ、難防除病害として知られている。
一般的な防除法として、臭化メチルに代表される土壌消毒剤が使用されてきた。
しかし、この臭化メチルは、オゾン層に悪影響を及ぼすため、全廃となった。
さらに、地球環境に対する意識の高まりもあり、土壌病害防除に微生物農薬の
利用が期待されている。現在、日本国内で土壌病害用に登録され、使用されて
いる微生物農薬の一つとして、トマトの青枯病防除にPseudomonas fluorescens
剤（シュードモナス フルオレッセンス剤）(商品名：セル苗元気)がある。
P. fluorescens は植物体の根内部に定着することにより、病原菌の感染に対し
て植物体の抵抗性を誘導し、病気にかかりにくくする。本菌は根内で生息できる
内生細菌であるため、複雑な環境要因である土壌環境に左右されず、防除効果が
安定している。
　本細菌を含有した培土で育苗することにより、防除効果を発揮する。

２．「セル苗元気」（シュードモナス フルオレッセンス剤）の特徴
　セル苗元気は多木化学株式会社、兵庫県、神戸大学の産・官・学共同研究で
検索した有用な内生細菌を生研機構（現：生研センター）のガット・ウルグアイ
ラウンド（UR）対策研究開発事業の中で、多木化学株式会社が商品開発した生物
農薬である。本剤はトマト、ミニトマト、ナス、ピーマンおよびトウガラシ類の
青枯病に対する生物農薬として、また、トマトおよびミニトマトの根腐萎凋病の
防除剤として登録された。さらに、トマトセル育苗時の伸長抑制剤としても農薬
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登録されている。有効成分はPseudomonas fluorescens FPH-9601, P. fluorescens
FPT-9601 の２種類の蛍光性細菌がそれぞれ１０７cfu/g含有されている。

３．使用方法
　本剤はセル成型育苗用培土としてそのまま播種や挿木前に使う。

（播種前に使用するとき）　　
二重包装されている外包を開封し、真空パックされた資材に空気を入れ、内包の
まま良くほぐす。水を加えないでそのまま本剤をセル成型トレイに均一に充填し、
ローラあるいは同型のセル成型トレイで鎮圧する。播種後、バーミキュライト等
で覆土した後、潅水により覆土資材に十分に保水させる。播種後は２５?２８℃、
湿度１００％で発芽させ、発芽後は３０℃以下、潅水は控えめで管理する。発根
と同時に本剤含有細菌株２種が根の内部に侵入し、安定して定着する。セルトレ
イの段階では根鉢が形成されるまで育苗する。

（挿し木前に使用するとき）
　 慣行の方法で本葉2枚程度まで育苗する。挿し木前に慣行培土をセルトレイま
たはポットに充填し、十分灌水しておく。セルまたはポットの中央に深さ３～５
ｃｍの穴をあけ、セル苗元気を充填する。本葉2枚程度苗の胚軸を切断し、セル苗
元気の充填部に深めに挿した後、株元の土を軽く寄せる。挿し木後は蒸散を防ぐ
ため、半透明のビニールや寒冷紗で覆う。　

４．効果
　植物自身に抵抗性を誘導する新しいタイプの微生物農薬・植物生長調節剤であ
り、人に対する安全性は勿論土壌生物や環境にもやさしく、安心して使用できる。
また、本剤でセル成型育苗した苗は鉢上げせずにそのまま圃場に定植することも
可能で、資材コストの軽減と育苗の省力化ができる。

５．おわりに
　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
「研究開発の成果の普及」を御覧下さい。
http://brain.naro.affrc.go.jp/tokyo/seika/gijutu/index.html
　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

 ○ 多木化学株式会社　研究所　微生物資材グループ
 http://www.takichem.co.jp/
 TEL：079-436-0284
　　　　　　　
　　　　　　
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

　　　　　　　　　　　　∮・編集後記・Å

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

　連休もあっという間に過ぎ、早くも蒸し暑い日が続いています。
上記の通り、新農業者大学校の入学募集が始まっています。多くの応募がある
ことを願っておりますが、現在の、特に若い世代の農業への関心はどのような
ものでしょう。自然志向、スローライフ志向で企業勤めをやめＵ・Ｉターンし
て地域の農業法人に就農する若者が増えているという記事や、一方で景気回復
により就職活動は売り手市場、初任給も上昇というニュースも見受けます。
　意識は多様化しているのでしょうが、農業も経営努力次第で他産業並の所得
が得られるという可能性が高まることが、意欲の向上、担い手の確保に結びつ
くと思いますが、難しい課題です。

　　　　　　　　　　＠　　　　　　　　　　　　◎

　
　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。
　　　
　　　０３－３５０１－３７６９

　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。　

ページ(5)



メルマガ３６号.txt
　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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