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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/mail/index.htmlをご覧ください。
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　◎　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　◎
　◎　☆普及・女性課からのお知らせ☆　　　　　　　　　　　　　　　◎
　◎　・平成１９年度普及事業に関する研究協議会を開催しました　　　◎
  ◎　・普及指導員資格試験情報　　　　　　　　　　　　　　　　　　◎
　◎　・品目横断的経営安定対策の加入申請について　　　　　　　　　◎
　◎　・知的財産専門研修のお知らせ　　　　　　　　　　　　　　　　◎
　◎　・平成２０年度農業者大学校入学試験都道府県知事推薦締切迫る！◎
　◎　・農業改良資金利用促進マニュアルのバージョンアップについて　◎
　◎　・農業改良資金最新貸付事例紹介　　　　　　　　　　　　　　　◎
　◎　▽大臣官房企画評価課からのお知らせ△　　　　　　　　　　　　◎
　◎　◇構造改善課からのお知らせ◇　　　　　　　　　　　　　　　　◎
　◎　Å編集後記∮　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　◎
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　　　　　　　　　☆普及・女性課からのお知らせ☆
　　　　　　　　　
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　　　【平成１９年度普及事業に関する研究協議会の開催】
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

　５月１５日に、東京の三会堂ビルにおいて、平成１９年度普及事業に関する
研究協議会を開催いたしました。都道府県の普及主務課長や担当者、関係団体、
農林水産省の担当者等が一堂に会し、「普及組織や農政を取り巻く状況を踏ま
え、普及事業を国と県の協同事業としてどのように展開を図るか」をテーマと
して、研究討議を行いました。
 普及・女性課からは、農政改革に対応した普及活動が、行政・生産現場の双方
から期待されており、期待に応え成果を出すことが重要であること、地方分権
の方向に沿った普及事業のあり方など、普及事業をめぐる情勢について説明を
行い、その後、都道府県から、
・都道府県庁内での理解促進の活動状況と成果、
・都道府県庁内での評価を踏まえどのような考え方で普及事業を実施するのか、
・国と都道府県との協同事業としての普及事業をどのように展開していくのか、
について、都道府県内の事業実施状況等も含め発表をいただき、意見交換を行
いました。
　都道府県においては知事等に対して積極的に普及活動の成果や重要性につい
て説明をされている事例や、行財政改革の中で人員・組織が縮小傾向にある中、
関係機関や普及指導員ＯＢ等の協力員との連携により成果を上げている事例等
の報告がなされました。
　今後とも、普及活動の課題・対象の重点化や農政課題に対する迅速な対応を、
地域の関係機関との連携の下で推進し、関係者、農家、一般国民に対して普及
事業の存在価値を高めていくことが重要です。

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　　　　　　　　【普及指導員資格試験情報】
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

　　　　　　　　～普及指導員資格試験を実施します～ 

　普及指導員資格試験につきましては、本年で実施３年目となります。
　本年度の実施につきましては、６月１日付け官報にて受験案内を公告するほか、
下記農林水産省ホームページにて受験案内及び受験願書様式等を入手することが
可能です。
　試験は大きく二つに分けて実施されます。一つは「改良普及員資格試験合格者」 
の方を対象にした試験です。もう一つの試験はそれ以外の方が対象になります。 
それぞれ試験の実施時期、受験が必要な審査課題が異なりますので、試験実施公 
告や受験案内にてご確認ください。 
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　なお、出願の受付期間は６月２９日（金）までとなっていますので、受験を予 
定されている方はお早めに手続をお願いします。

※出願書類は受験案内に記載された注意事項をよく読んで、記入漏れや添付資料
不足がないよう受験案内等を熟読の上、提出してください。
　特に業績報告書及びその要約については、書類審査の審査対象となりますので、
ご注意ください。

　現に改良普及員資格試験合格の資格を有する都道府県職員の方については、事
務処理円滑化の観点から都道府県主務課において願書の取りまとめ等を頂くよう
協力要請を行っておりますので、その指示に従って申請を頂くようお願いいたし
ます。 

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

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　　　　　【品目横断的経営安定対策の加入申請について】
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

　品目横断的経営安定対策の１９年産の加入申請の提出期限については７月２日
（月）となっており、あと１ヶ月を切りました。今一度地域の加入状況をご確認
いただき、もし加入されていない農家がありましたら、加入申請の手続きを早く
していただくようご指導をよろしくお願いいたします。
　また、６月１日（金）からは、２０年産の秋まき麦を作付ける農家の加入申請
が始まりました。こちらの期限は８月３１日（金）までとなっておりますので、
あわせて農家の皆様にお知らせ下さいますようお願いいたします。
　なお、普及指導員の皆様におかれましては、品目横断的経営安定対策について
不明な点や、農家の方などからの問い合わせがありましたら、最寄りの地方農政
事務所農政推進課にご照会いただいたり、農家の方にご相談下さるようご案内を
お願いいたします。

　　　　　　　　　☆加入申請状況（平成１９年４月末現在）

　　　　　　　　認定農業者　　　集落営農組織　　　　合計
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　経営体数　　　　29,481 　　　　　　3,280 　　　32,761

19 　　　米　　　　126,973ha 　　　　51,397ha 　　178,370ha
年
産 　　４麦　　　　180,386ha 　　　　64,355ha 　　244,741ha
作 
付　 　大豆　　　　 40,584ha         21,837ha      62,421ha
計
画　　てん菜        59,096ha             44ha      59,140ha
面
積  でん粉原料用
  　　ばれいしょ    20,715ha              2ha      20,717ha
    
注：加入申請を行った経営体の数値であり、要件等の内容に係る審査は行って
　いない。

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　　　　　　　【知的財産専門研修のお知らせ】
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

　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。
　生産現場での知的財産の利活用にあたっては、生産者育種や新品種登録の際
の指導、支援等これまでも普及指導員が大きな役割を果たしてきたところです
が、今後、生産現場での知的財産権の権利取得や権利侵害対応等の取組を加速
化するためには、普及指導員の資質向上が不可欠な状況となっています。
　こうしたことに対応するため、本年度は、品種登録の実施及び品種保護対策
等についてのノウハウを有する独立行政法人種苗管理センターを実施機関とし
て、下記のとおり全国４箇所で専門研修を実施することとなりましたので多数
の皆様にご参加頂きますようご案内いたします。

＜実施期間及び場所＞
     ①　つくば会場 平成１９年７月１７日（火）～２０日（金）

       農林水産技術会議筑波事務所
    

     ②　仙台会場 平成１９年８月２８日（火）～３１日（金）
       仙台市民会館
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     ③　笠岡会場 平成１９年１０月９日（火）～１２日（金）
       （独）種苗管理センター西日本農場

    
     ④　熊本会場 平成１９年１１月２７日（火）～３０日（金）

       ホテル熊本テルサ

＜カリキュラム（案）＞
    第１日目
        ○農林水産省における知的財産戦略（農林水産省担当者）
        ○地域ブランド作りと知的財産の利用戦略（流通アドバイザー）
        
    第２日目
        ○産業財産権における制度の概要及び権利化の支援方策（弁理士）
        ○民間育種の取組事例（民間育種家）
        ○種苗法の解説（種苗管理センター担当者）
    
    第３日目
        ○育成者権の権利化支援方策と権利侵害への対応（品種保護Ｇメン）
         ・品種保護Ｇメンの支援活動内容とこれまでの権利侵害対応につい
　　　　 ての事例を通じて、普及指導活動の際に必要な知識を習得します。

        ○品種特録出願書類の作成及び提出の勘所（品種登録コンサルタント）
         ・出願書類の作成に際しての留意点や提出資料の準備、さらに、提
　　　　 出後の補正命令や栽培試験用の試料提出等の手順を具体的に習得し
         ます。       

        ○植物の特性調査の勘所（品種登録コンサルタント）
         ・出願品種等の特性表を、切り花あるいは鉢花の実物を使用し作成
         することにより、調査の具体的な方法、手順を習得します。
    
    第４日目
        ○知的財産の権利化支援と権利侵害に関するケーススタディ（弁理士）
        ○総合討議・研修評価会（種苗管理センター担当者・品種保護Ｇメン）

＜問い合わせ・申込先＞
　農林水産省経営局普及・女性課研修指導班（TEL：03-6744-2162）
※この他の国段階で実施する研修につきましても、現在受け入れ可能な研修が
ありますので、受講を希望される方は、お問い合わせください。

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
【平成２０年度農業者大学校入学試験、都道府県知事推薦締め切り迫る！！】
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

  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。すでにご案内のとおり、前期試験日が平成１９年７月３１日（火）
に実施されますが、都道府県知事推薦の出願については６月１１日（月）までと
なっており締め切りが迫っております！！一般入試希望者の締め切りは７月９日
（月）となっています。
　是非！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－
  電話　０４２－３７５－８５１１　　FAX　０４２－３７４－０６１５
「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/

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
【農業改良資金利用促進マニュアルのバージョンアップ検討の新メンバー募集中！】
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

　農業改良資金では、資金業務の現場で活用できる、「農業改良資金利用促進
マニュアル」を全国農業改良普及支援協会への委託事業として昨年作成したと
ころですが、１９年度は一層の内容の充実を図るための検討チームを支援協会
に設けることにしています。
　今回の検討に当たっては、広く普及指導員の皆様のご意見や経験等を反映し
たいと考えており、新しく参画していただくメンバーを若干名募集することに
いたしました。
　自薦他薦は問いませんので、検討チームに参画して手伝ってやろうとお考え
の方は、是非、手を上げてください。問合せ先は以下のとおりです。

  ＜問合せ先＞
　　　農林水産省経営局普及・女性課　農業改良資金班
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　　　社団法人全国農業改良普及支援協会  資金管理部（竹下）
　　　　　電　話：０３（５５６１）９６８４
      　　メール：takeshita@ei-net.ne.jp 

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

           「地域の共同作業による集落営農方式への転換」
           (集落営農組織に対する農業改良資金貸付の事例)

１．借受者の経営概要と借入の動機
　　当該集落においては、従来個人による転作（レンゲ栽培）の団地化等に取り
　組んできたが、品目横断的経営安定対策へ移行することに伴い、集落での共同
　作業による小麦栽培に取り組むこととし、トラクター、コンバインは集落内の
　個人所有の機械を借上げるとともに、農業改良資金を利用して播種機と防除機
　を導入することとした。

２．貸付資格の認定を行った判断理由・内容
　　集落営農組織を設立して新たに小麦の栽培に取り組むことにより、品目横断
　的経営安定対策に対応した集落の農地の有効利用と持続的な水田農業の展開が
　図られる。　　　

３．普及指導センターの対応
　　町と連携した品目横断的経営安定対策の対応、ＪＡと連携した小麦栽培指導
　と契約栽培の推進。

４．導入した機械、施設等
    　区　　　　分      　　事　業　費　　　　借　受　額
　　播種機、防除機　　　　１，９７０千円　　 １，５７６千円
　
５．農業改良措置の内容
　　○認定基準
　　　　新農業部門の経営開始

　　○具体的作物名（生産・販売方式）
　　　　水稲、レンゲ　　→　　水稲、小麦

          　　　　
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
　　　　　　
　　　　◇◆農林水産省大臣官房企画評価課からのお知らせ◆◇
  
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

              「食料・農業・農村政策審議会委員を募集します」
                                              
　食料・農業・農村政策に一層広く国民の皆様の声を反映させ、国民の合意に
基づいた施策の推進に資するため、食料・農業・農村政策審議会の委員を広く
一般から募集します。
　これからの食料・農業・農村政策に一役買おうという意欲のある方のご応募
をお待ちしております。
　募集人員は２名以内、応募の締め切りは平成１９年６月４日（月）です。
　応募方法等詳細な内容については、
http://www.maff.go.jp/www/press/2007/20070511press_7.html
をご覧下さい。

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

　              ◇◆◇構造改善課からのお知らせ◇◆◇
  
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

「平成１９年度新商品・新技術開発プロジェクト事業の公募について(第２次募集)」

　農林水産省では、農畜産物等を活用した新商品や農業経営の新技術等に関する
研究開発アイデアについて、この実現に向けた研究開発費及び市場開拓等に必要
な経費を助成しています。この事業では次のような研究開発への助成が考えられ
ます。
　　〓研究開発の例〓
　　　・地域農産物を活用した新たな加工食品の開発・製品化
　　　・環境低負荷型の商品開発
　　　・未利用又は低利用である地域農畜産物の利活用技術開発
　　　・地域農畜産物からの機能性成分の高度分離抽出技術開発
　　　・環境に配慮した生産システムの技術開発
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　　　・食品廃棄物のエネルギーへの変換技術開発
　　　・長期間鮮度保持が可能なパッケージング技術開発
　　　・サプライチェーンマネージメントシステム開発

【応募資格】
　本事業の応募資格は「認定農業者等の組織する団体」です。
【助成額等】
　助成額は１件あたり２５０万円以内(補助率:定額)、募集件数は７件です。
　応募者の中から、農林水産省経営局に設置される第三者委員を含む選定委員会
において助成対象者が選定されます。
【募集期間】
　平成１９年５月１４日(月)から平成１９年６月１８日(月)まで
【問い合わせ先】
　経営局　構造改善課　経営構造対策室　経営構造対策班
　ＴＥＬ：０３－６７４４－２１４８(直通)
　構造改善課メールアドレス：Koukaika_koubo@nm.maff.go.jp
　応募資格や申請書等の詳細は、農林水産省ホームページをご参照下さい。
　http://www.maff.go.jp/www/supply/cont/hojo2007030702.html
　　　　　　　　　　　　　　
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

　　　　　　　　　　　　∮・編集後記・Å

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

　今年も普及指導員資格試験の願書受付が始まります。
　この時期は、東京近辺の田植えの最盛期でもあります。私は趣味で時々稲作
の体験活動に参加していますが、週末に通っている神奈川の田んぼでも田植え
間近です。移植する苗も元気に育っているので作業が楽しみです。
　作業をしていて驚いたのは、水を張っていない土の中にザリガニや沢ガニが
いることです。普及支援協会のＨＰでも、「みんなで作る田んぼの生き物図鑑」
という企画が立ち上がっております。生態系保全に配慮した農業への取組の動
きが高まっており、また、農業関係者には当たり前で目にとまりにくい小さな
生き物も、普段農業に接していない人にとっては農業や食に関心を持つきっか
けともなりますので、図鑑作りへのご協力をよろしくお願いしたいと思います。
　

　　　　　　　　　　＠　　　編集委員Ｕ　　　◎

　
　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/e-bn.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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