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　　　　　　　        【赤城大臣記者会見概要】
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

　６月１日に就任されました赤木農林水産大臣の、６月８日の記者会見において、
以下の内容のご発言がありました。
　農政推進のポイントとして、
・地球環境への貢献
・土づくり等農業の基本に立ち返り、また、現場技術を活用する
・知的財産の活用も含め技術を活かしたブランド化
という、普及活動の推進方向としても重要な内容を挙げられていますのでご参考
に該当部分を掲載いたします。

　　　　　　　　　　　　　　　　～略～

　省内会議の場で副大臣、政務官、事務次官以下各局長・長官に対して、指示を
しましたことについてご報告いたします。

　農林水産行政においては、これまでも施策全般にわたり、「攻め」「改革」に
取り組んでいるところでありますが、私としては、この路線を継承しつつ、特に
『未来に明るい展望を見通せる政策』と『農林水産業の基本を重視した革新』を
訴えていきたいと考えております。
　そのような考えに立って、私から３つのポイントを指示いたしました。

　１点目は、「地球環境問題への貢献」であります。農林水産省としても、来年
の北海道洞爺湖サミットに向け、大きな切り口として次の５点を中心に取り組み
たいと考えています。一つ、地球温暖化、これは環境変動、ＣＯ２の問題だけで
なく広く環境変動の防止策、二つ、地球温暖化、環境変動の適応策、三つ、温暖
化、環境変動に関する我が国の知見でもって世界に貢献すること、四つ、生物多
様性の保全策、五つ、消費者の主体的な取り組みによる環境問題への貢献策であ
ります。

　大きな２点目のポイントは、「農林水産業の現場全てにおいて基本に立ち帰る」
ということであります。生産、販売、加工、流通といった一連の流れについて、
農林水産業の基本を重視した見直しを行うことにより、国際化時代に対応できる
競争力ある農林水産業の確立に向け取り組むことであります。
　例えば、農業においては『土づくり』の励行と農薬・肥料の扱いを含め、本来
の農産物の持っている「うまみ」と言いますか、「持ち味」といったものを活か
した農業のあり方というものが考えられると思います。基本に立ち返るという農
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業でありますけれども、その際、農林水産のそれぞれの現場に受け継がれてきて
いる『伝統的な匠（たくみ）の技』や、一方『先進的なノウハウ』を関係者が共
有することによって、その地域全体が、世界に誇れる比類なき高いレベルの生産
や販売、加工を実現できるように取り組んでもらいたいと考えております。

　大きな３点目のポイントですが、「技術を最大限活かしたブランド化」であり
ます。農林水産業が持っている潜在能力を最大限に生かして、また知的財産とし
て戦略的に活用できるように、例えば、高品質あるいは低コスト化をねらった技
術開発、ブランド化の推進とマ－ケティング力の強化を進めるということであり
ます。

　以上、大きな３点を提示いたしましたが、現在、省内において平成２０年度施
策の構築に向けて、予算、税制・金融、そして組織体制について検討に入ってい
る段階ですので、このような私の考えも十分踏まえて、今いろいろありましたの
で、省内の閉塞感を打破できるような、明るく前向きな、また現場の皆さんに理
解される、そういうふうな施策を、特に省内の若手の柔軟な考え方も取り入れな
がら検討するように、私から指示を行ったところであります。

　　　　　　　　　　　　　　　～略～

（６／８赤城農林水産大臣記者会見概要）　
http://www.kanbou.maff.go.jp/kouhou/daijin/070608daijin.htm

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
 　　　　　【担い手アクションサポート事業について】
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

　現在、農林水産省は、品目横断的経営安定対策をはじめとした、認定農業者
や集落営農組織に集中化・重点化した各種施策を推進することで、農業構造の
強化を図っています。
　この施策の一つである「担い手アクションサポート事業」は、担い手向け活
動支援体系を一体化し、担い手のニーズに即し、新しい政策支援体系を構築す
ること等により、担い手の経営改善の促進を図ることを目的としています。
　
  具体的には、担い手の方々が、個々の経営状況に応じて必要な支援を受ける
ことができるよう、次のような取組に対して助成します。
  (1)「ワンストップ支援窓口」や「担い手アクションサポートチーム」の設置
　　等の担い手への一元的・総合的な支援体制の整備。
  (2)経営相談・技術指導・法人化支援・農地の利用調整活動・担い手の組織化
　　支援・再スタート支援などのあらゆる担い手向けのサポート活動の支援。

　特に、(2)の中には「集中的な技術・営農支援」という普及指導センターが中
心となって営農・技術診断、先進技術や新規作物の導入、農産加工、ブランド化
などの技術や経営の指導を行うメニューがあります。認定農業者の経営能力向上
や集落営農組織の５年以内の法人化などの担い手確保及び経営安定対策の推進を
図るためには、有効な事業であります。
　普及指導員の皆様におかれましては、都道府県及び地域の担い手育成総合支援
協議会と連携しつつ、この「担い手アクションサポート事業」の積極的な活用に
向け、ご検討いただきますようお願いいたします。

　なお、取組事例をいくつかご紹介いたします。

・新技術普及支援活動：土壌分析結果に基づく施肥改善指導や病害虫防除対策指
導及び生産性向上の検討会開催。

・集中的な経営改善支援活動：
　①土壌診断を行い、土づくり及び減農薬・減化学肥料農業を検討し、施肥設計
　を助言。
　②粗飼料・土壌分析や経営分析を行い、飼養管理技術及び経営改善方針を検討
　し経営改善処方箋を作成、指導。

・集中的な経営発展支援活動：新規作物導入の現地実証調査及びその生育・収量・
品質調査の結果などの検討会開催

※「担い手アクションサポート事業」についての詳細は、こちらを御参照ください。

  http://www.maff.go.jp/ninaite/menu1/support/index.html
　
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
   【品目横断的経営安定対策の加入申請状況（19年5月末現在速報値)】
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

　前号でもご案内の通り、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）となっておりますので、加入申請手続きを予定さ
れている農家の方がおられる地域の普及組織におかれましては、最終的なご確認
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・ご指導をよろしくお願いいたします。
　
　また、５月３１日現在における、１９年産の品目横断的経営安定対策への加入
申請状況については以下の通りです。

  http://www.maff.go.jp/ninaite/menu8/state.pdf

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　　【農産物の輸出促進に係る普及組織の取組の推進について】
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

　農林水産物等の輸出については、平成１９年５月２５日、農林水産物等の輸出
額を平成２５年までに１兆円規模とするという目標の実現に向けた「我が国農林
水産物・食品の総合的な輸出戦略」が農林水産物等輸出促進全国協議会総会にお
いて了承され、関係者が一体となり輸出の拡大に向けた取組を強力に推進してい
くこととなりました。
　このようなことを踏まえ、普及組織の関係者におかれましては、農産物の輸出
拡大に向けた都道府県や地域の戦略的な取組に積極的に参画し、今後輸出が期待
される重点国向けの取組を中心に、産地に対し、ＧＡＰ（農業生産工程管理手法）
の普及・実践支援をはじめ、輸出相手国のニーズに応じた品質・規格や輸出相手国
の検疫条件を適合させるための情報提供、栽培技術の確立及び技術指導の技術的
支援を一層推進していただきますようよろしくお願いします。
　なお、輸出促進に係る普及組織の取組推進については、別途、地方農政局等に
対して通知を発出しております。

【農林水産省ホームページ】
○「我が国農林水産物・食品の総合的な輸出戦略」について
　http://www.maff.go.jp/sogo_shokuryo/yusyutu/sogo_senryaku/0525index.html
○農林水産物等の輸出促進対策
　http://www.maff.go.jp/sogo_shokuryo/yusyutu.html
　　　　　　　
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　　　　　　　【知的財産専門研修を実施します】
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

  ７月に下記のとおり、普及指導員及び普及組織と連携して知的財産の啓発普及
に取り組む都道府県担当者を対象に知的財産専門研修を実施します。まだ、受け
入れが可能ですので、随時受講申込を受け付けております。
　なお、一部の講義のみの受講も可能ですので、希望される方は、問い合わせ先
までご連絡ください。

 １．実施期間 平成１９年７月１７日（火）～２０日（金）

 ２．場　　所 農林水産技術会議事務局筑波事務所（茨城県つくば市観音台2-1-9）

３．日　　程
 

        １日目 13:00～13:30 開講式・オリエンテーション
         13:30～14:45 農林水産省における知的財産戦略（農林水産省担当者）
         15:00～16:45 地域ブランド作りと地域の知的財産の利用戦略
          （株式会社ブランド総合研究所　田中章雄氏）

      
        ２日目　 10:00～12:00 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　牧　哲郎氏）
         13:00～14:30 民間育種の取組事例
          （全国新品種育成者の会顧問　西村　昌巳氏）
         14:45～16:45 種苗法の解説（品種保護Ｇメン）

      
        ３日目　  9:30～10:30 育成者権の権利化支援方策と権利侵害

          （品種保護Ｇメン）
          　　　  9:45～12:00 品種登録出願書の作成及び提出の勘所
          （品種登録コンサルタント　金澤　浩司氏）

        　　　　 13:00～16:45 品種特性調査の勘所
          （品種登録コンサルタント　金澤　浩司氏）

      
        ４日目　  9:30～11:00 育成者権の権利侵害に関するケーススタディ

          （弁護士　松本　好史氏）
        　　　 11:00～12:00 総合討議・研修評価会  

＜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。
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－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　　【平成２０年度農業者大学校入学試験、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、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、ご紹介いただきますようご協力を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/

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

　　　　　「パイン選果機の導入による品質向上と省力化の推進」

＜＜借受者の経営概要と借入の動機＞＞
　　借受者は、パインアップルを中心とした営農を行っており、生果用として
　出荷している。近年の国内産の需要の高まり等から規模拡大を考えていたが、
　選別を手作業で行うため正確性を欠くこと、作業に時間を要することがネッ
　クとなっていた。このため、農業改良資金を利用してパイン選果機を導入す
　ることとした。

＜＜貸付資格の認定を行った判断理由・内容＞＞
　　本機械を導入することにより、正確な規格選別による品質の向上及び選別
　作業にかかる人件費の圧縮を図ることが可能となり、よって農業経営の改善
　に寄与する。

＜＜普及指導センターの対応＞＞
　　借受者からの相談を受け、農業改良資金に適していると考えられたため、
　本資金の活用を勧め、経営改善計画書の作成支援を行った。

＜＜導入した機械、施設等＞＞
    　区　　分    　  　　事　業　費    　　   借　受　額
　　パイン選果機　　　　１，８３７千円　　　　１，８３７千円

＜＜農業改良措置の内容＞＞
　　○認定基準
　　　　農畜産物の生産方式の導入

　　○具体的作物・家畜名（生産・販売方式）
　　　　パインアップル　　　　→　　パインアップル
　　　（手作業による選別） 　　　　（機械選別）

               
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
　　　　　　
　　　　　　◇◆◇農業技術研修館からのお知らせ◇◆◇
  
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
　　
　　　「ねぎの収穫・調製機械化体系導入研修のご案内について」

　農林水産省農林水産研修所農業技術研修館では、緊プロ事業で開発された、
ねぎ収穫機や追従型野菜運搬車、ねぎ調製機を組み合わせることにより更なる
収穫作業の効率化が図られる可能性のある機械化体系の普及に資する研修を開
催します。
　研修は、ねぎをめぐる情勢と経営展望やねぎの収穫・調製機械化体系の導入
効果等の講義、ほ場での機械（ねぎ収穫機、追従型野菜運搬車、ねぎ調製機）
の実演・実習、機械化体系を導入した産地の見学など、幅広い内容となって
おりますので、奮って参加いただきますようお願いいたします。
　【実施日】７月２５日～２７日
  【人　数】２０名
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　【場　所】農業技術研修館
　　　　　　茨城県水戸市鯉淵町５９３０－１
        　　最寄り駅：常磐線友部駅下車　バスで約１５分又はタクシーで約
　　　　　　１０分
  【申込締切日】７月１１日

　詳しくは、農業技術研修館ホームページをご覧下さい。
     http://www.kanbou.maff.go.jp/atti-kensyukan/

〔お問い合わせ先〕
　担当：飯田又は杉山
　ＴＥＬ：029－259－2321　
　ＦＡＸ：029－259－2589　
              
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

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

「平成１９年度地域担い手経営基盤強化総合対策実験事業(第２次募集)について」

　農林水産省では、本年度から、認定農業者など担い手の方々が、農業用機械・
施設の導入などを行う場合に、融資を主体とした担い手の経営責任と創意工夫に
よる主体的な経営展開を補完的に支援する「地域担い手経営基盤強化総合対策実
験事業」を実施しております。
　本事業の実施に当たっては、事業実施主体（地域担い手育成総合支援協議会）
を中心として、地域農業の構造改革の方向や担い手の育成・確保及び農地利用集
積の目標設定等に関する合意形成を図り、「地域構造改革プロジェクト整備計画
書」を作成していただきます。
　助成を希望される担い手の方々は、本整備計画に機械施設等の整備内容及び経
営改善に関する目標等を位置付けることが必要となります。

　第２次募集の内容については、以下のサイトをご覧下さい。

http://www.maff.go.jp/soshiki/koukai/kaizenzigyou/management/ninaite_jigyo/index.html

  また、本事業の詳しい内容については、サイト内「“早わかり”地域担い手経
営基盤強化総合対策実験事業Ver.1 H19.4.1」11ページの「お問い合わせ先」に掲
げる地方農政局等にお問い合わせ願います。

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

　 ◆◇生産局野菜課（生産局地球温暖化ＰＴ事務局）からのお知らせ◇◆
  
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

            「品目別地球温暖化適応策レポートのお知らせ」

　近年、米の高温障害をはじめ、果実の着色不良、病害虫の多発等地球温暖化
の影響と考えられる農作物生育への影響が発生している一方で、高温耐性品種
及び高温障害回避技術等適応品種・技術が開発されつつあるところです。
  今後、地球温暖化が進展することが確実視される中で、農業生産現場での地
球温暖化への適応策の取組を進めるため、農業者や農業指導者の参考とするこ
とを目的として、農林水産省生産局において本レポートを６月２１日に作成・
公表し、農林水産省ホームページ
（http://www.maff.go.jp/kankyo/honbu/04/index.html）に掲載しています。
  今後、普及指導センターにおける農業者への指導において、本レポートを是
非ご活用下さい。

【問い合わせ先】
　　　生産局野菜課生産班　担当：及川、太田
　　　電話：03-3597-0191　FAX：03-3502-4133
      ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ：seisan_ondanka@nm.maff.go.jp
　　　　　　　　　　　　
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

　　　　　　　　　　　　∮・編集後記・Å

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

　蒸し暑くなってきました。やっと梅雨らしくなってきましたがやはり雨は少
なく感じます。以前にいた四国の早明浦ダムの水量も少ないようで心配です。
　一方で局地的に大雨の被害を受けている地域もあるようです。この時期は、
災害や病虫害、また健康にも気をつけていただきたいと思います。
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　私の育てている大豆は数本芯をぷっつりと食い切られてしまいました。何者
の仕業かはっきりわかりませんががっかりです。

　普及指導員資格試験の願書提出は今月一杯が期限となっております。願書を
提出された皆様、試験に向けて頑張って下さい。

　　　　　　　　　　＠　　　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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