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　　　【平成２０年度普及・女性課関係予概算要求の概要】
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

  平成２０年度普及・女性課関係予算の概算要求の概要についてお知らせいた
します。                                  
                      
------------------------------------------------------------------------　　　　　
　　　　　　　　　平成２０年度予算概算要求の概要

　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　平成１９年８月３１日
　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　経営局普及・女性課

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 20　年　度　　19　年　度
                                                概算要求額    予　算　額
                                                                   百万円
┌─────────────────────┐                           
│１　多様な人材の育成・確保                │                           
└─────────────────────┘                           
　農業再チャレンジ支援策の推進等を通じて、団塊世代や若者等、就農希望者の円
滑な参入・定着を支援します。また、農業高校生に対する就農に向けた農業者育成
教育プログラムづくりを支援し、将来の担い手育成に向けた下地づくり等を推進し
ます。

１．農業再チャレンジ支援事業                   　 　　６８７（　　６４１）
　　農業に再チャレンジした者、しようとする者の円滑かつ着実な農業参入・定着　
  を後押しするため、法人就農に役立つ農業知識・技術レベルを客観的に評価する　
  農業技術試験、新たな発想・アイデアに基づく新分野進出を支援します。

２．就農支援資金の貸付条件の拡充  　          　  １，９９０（１，９９０）
　　就農に必要な資金を長期・無利子で貸し付けることにより、新規就農者の育成
  ・確保に努めます。また、多様な人材の育成・確保を促す一環として、既に農業　
  法人等の従業員であっても独立して就農する際には、資金を借受けることができ
  るようにします。

３．地域連携農業高校実践教育推進事業           　　 　　６９（　　　　０）
　　農業高校生に新規就農や農業者大学校・道府県農業大学校への進学に向けた動　
  機付け及び農業技術の向上を促す、農業高校における農業者育成教育プログラム
　づくりを支援します。
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４．望ましい農業構造の実現に関する委託調査     　　 　　１７（　　　　０）
    　　　　　　うち農業労働力実態分析調査
　　今後の農業労働力を適切に見通すため、労働力の需給を左右する要因及びその　
　寄与度について、農業のみならず社会経済全体の動向を踏まえた調査・分析を行　
　います。

┌───────────────────────┐                       
│２　多様な人材の活動支援                      │                       
└───────────────────────┘                       
　農村における女性等の担い手への成長支援、農業法人等への障害者雇用を助長
します。また、若者によるアジア農業青年に対する技術移転を支援します。

１．農業・農村男女共同参画チャレンジ総合推進事業　　　１４１（　　１４１）
　　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普及啓発や資質向上等を支援します。また、女性の担い手　
  ・認定農業者の育成確保を促すため、若手女性農業者の経営参画を地域全体で支　
  援するモデルを確立します。

２．農村生活総合調査研究事業委託費     　　　　　　 　　５２（　　　４１）
　　女性の参画促進や高齢者対策等の政策上の課題に、普及現場が的確に対応して
　いくため、普及活動手法について提示します。また、障害者を雇用する際に必要
　な労働環境の整備手法などを具体的に示し、農業法人等への障害者雇用を助長し
　ます。

３．海外農業青年日本型農業技術移転・人材育成事業　　　　５７（　　　　０）
　　アジアの開発途上国の農業青年を対象に、環境にも配慮した日本の農業生産技　
  術等の移転することを通じて、地域リーダーとしての人材育成を図ります。

┌────────────┐                                             
│３　協同農業普及事業関係│                                             
└────────────┘                                             
  担い手の育成・確保、地域農業の活性化など重要施策を推進するため、普及事業
の重点化・高度化を促進します。

１．協同農業普及事業交付金　　　　　　　　　　　３，５９７（ ３，５９７）
　　高度な技術・知識をもつ普及指導員が、認定農業者や集落営農等の担い手の育
　成・確保とともに、担い手が取り組む食の安全の確保、環境と調和した農業生産　
  等に対する支援を強力に推進します。

２．普及事業関係新規・拡充予算
（１）現場創造型技術（匠の技）活用・普及支援事業　　　１５０（　　　　０）
　　　篤農家等が生み出した技術やノウハウを地域で活用可能な「匠の技」として　　
    確立するとともに、優れた技能を有する農業者を「農業の匠」（仮称）に選定　　
    し、その技能の伝承・普及を図ります。

（２）普及活動情報基盤整備事業　　　　 　　　　      １１０（　　　８７）
　　　蓄積された豊富な普及情報を用いた効率的・効果的な普及指導活動を助長す
　　る普及情報ネットワークに、新技術の現地実証データ等や農業現場における創
　　意工夫された優良技術を活用できるデータベースを構築します。

（３）革新的農業技術習得支援事業委託費　　　　　　　　　２４（　　　　０）
　　　普及指導員に対し独法研究機関で開発された革新的な新技術、遺伝子分析等
　　の分析技術、有機農業等民間が開発した先導的な農業技術に関する研修を行い
　　ます。
--------------------------------------------------------------------------
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　【１９年産品目横断的経営安定対策の加入申請状況について】
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

　去る８月３日に１９年産の品目横断的経営安定対策の加入申請状況が公表さ
れました。
　申請経営体数は、全国で72,431経営体であり、そのうち認定農業者が67,045
経営体、集落営農組織が5,386経営体となりました。
　申請者の１９年産作付計画面積を作物別にみると、米については、１８年産
稲作所得基盤確保対策対象面積の１／２とする当初の目標を上回り、麦、大豆、
てん菜及びでん粉原料用ばれいしょの４品目については、これまでの品目別の
対策で支援の対象としてきた面積とほぼ同程度の水準となりました。
　これまで、普及指導員の皆様におかれましては、農業経営改善計画の作成、
集落営農の組織化への助言に加え、品目横断的経営安定対策の普及・浸透、加
入の促進にご努力いただきありがとうございました。
　なお、１９年産に加入していなくても、２０年産以降の対策に加入すること
が可能ですので、普及指導員の皆様におかれましては、あらためて農家への周
知をお願いいたします。
　農家等から品目横断的経営安定対策について問い合わせ等がありまし
たら、最寄りの地方農政事務所農政推進課（地方農政局所在府県においては、
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生産経営流通部担い手育成課）に相談いただきますようご案内ください。

　１９年産品目横断的経営安定対策の加入申請状況の詳細は以下のサイトをご
覧ください。

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

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　　　  【知的財産に関する支援窓口の開設のお知らせ】
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

　知的財産に関して、普及指導活動に必要な各種情報を提供するポータルサイト
を開設いたしました。本窓口では、普及指導活動の際に生じた質問等に対して、
弁理士や品種保護Ｇメン等の専門家からの回答や、普及組織による取組事例、知
的財産関連情報の提供等を行っております。お寄せ頂いた質問に対する回答等、
順次内容を更新していきますので、ぜひご活用下さい。

＜知的財産支援窓口＞
（社）全国農業改良普及支援協会ＨＰ内　　　https://www.ek-system.ne.jp

　また、下記のとおり知的財産専門研修を実施しますので、多くの普及指導員の
方々にご参加頂きますようご案内いたします。

○　笠岡会場
　　　日時：１０月９日（火）～１２日（金）
　　　場所：（独）種苗管理センター西日本農場（１日目）
　　　　　　笠岡市民会館（２日～４日目）

○　熊本会場
　　　日時：１１月２７日（火）～３０日（金）
　　　場所：ホテル熊本テルサ

＜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）
※　一部の講義のみの受講も可能ですので、希望される方はお問い合わせください。
※　都道府県関係職員の方々も受講頂けます。

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　【 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について】
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

　輸出促進等の攻めの経営を展開する農業経営体を確保・育成していくためには、
商社、食品会社等、他産業での従事経験を持つ人材のノウハウを活用していくこ
とも有効な方法です。
　一方、定年期を迎えた団塊世代の中には、農林漁業への就業ではなく、仕事で
培った経験や能力等を活かしながら農村で生活することを希望するケースも多く
見られるところです。
　農林水産省では、団塊世代が持つ他産業で培った経験・能力を、農業の経営体
の経営発展のためのアドバイザーとして活用することにより、従来の農業への就
業支援と併せて人生二毛作の実現を支援しているところです。
　具体的には、経営発展を目指す農業法人に対し、次のような支援を行います。

① 経営発展のためのセミナー開催
② 経営発展に関する悩み等についての個別相談会の実施
③ アドバイスを求める事項についての知識やノウハウを有する団塊世代をアドバ
 イザーとして派遣

　なお、③の支援内容については、次のような事例を想定しています。

・ 一元経理を行い法人化を目指している集落営農組織
 →　大手企業で経理を担当していた団塊世代がアドバイザーとして経理に関する
   基礎的な研修や助言を行う。

・生産物の輸出を目指している農業法人
 → 食品メーカー海外事業部門に従事していた団塊世代がアドバイザーとして、海
  外市場のマーケティング調査や販路確保に関する基礎的な研修や実践的な研修を
  行う。

「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」
についての詳細は事業実施主体である株式会社パソナまでお問い合わせ下さい。

《連絡先》株式会社パソナ　営業総本部　雇用開発農業派遣チーム
住　所：東京都千代田区大手町２－１－１
電　話：０３－６７３４－１０７０

ページ(3)



メルマガ40号.txt
ＦＡＸ：０３－６７３４―１１８４
　
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　　　　　　【農業改良資金最新貸付事例紹介】
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　 　　　
　　　　　「集落営農組織に対する農業改良資金貸付事例」
         ～集落営農組織化による大規模経営・協業化の実施～

１．借受者の経営概要と借入の動機
　　借受者が所属する集落営農組織は、集落内外の農用地と農業機械・施設等
　の有効利用を図り、農用地の保全、農業生産性の向上、農家経営の安定と地
　域農業の振興を促進することを目的に平成１８年度に設立され、水稲、麦、
　大豆の協業経営を行っている。
　　今回、麦・大豆の防除・管理作業の省力化を図るとともに安全・安心で良
　品質な農産物を生産するため、県単補助事業を利用して乗用管理機を導入す
　ることとし、その補助残について農業改良資金を一体的に活用することとした。

２．貸付資格の認定を行った判断理由・内容
　　本事例は、米・麦・大豆について、従来は零細的な個人経営であったものを、
　効率的で安定的な経営に移行するため、集落営農組織による大規模経営・協業
　化を図っていくものである。これに対応した共同機械の整備は新たな生産方式
　の導入に位置づけられ、よって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。

３．普及指導センターの対応
　　普及指導センターでは、平成１６年度よりＪＡ等関係機関・団体と連携して
　集落営農の推進を行い、品目横断的経営安定対策に対応した集落営農組織が多
　数誕生しており、本組織もその１つである。
　　今回、県単補助事業を利用し乗用管理機を導入するに当たり、その補助残に
　おける農業改良資金の適用拡大について情報提供を行ったところ、組織内の同
　意が得られたことから、事業計画と並行して資金利用計画の作成支援を行った。
  　なお、この間、資金担当及び補助事業担当との間で、補助事業と農業改良資
　金の一体的活用についての情報交換を十分に行い、事務手続きについても連携
　して取り組んだ。
　　今後は本組織を集落営農組織の法人化モデル地区として位置づけ、法人化へ
　の支援、推進を行っていく。

４．導入した機械、施設等
　　　区　分　　　　　事業費　　　　借受額
　　乗用管理機　　　4,879千円　　　2,602千円

５．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）
   　 米・麦・大豆　　 →　　　米・麦・大豆
    　（個別経営）　　  （協業経営、共同機械利用）
　　　　
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

　　　　　　　【全国農業改良普及支援協会からのお知らせ】

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

　　　　　　「集落営農組織運営のポイント１～１０について」

　現在、全国農業改良普及支援協会では、ＥＫ－ＳＹＳＴＥＭの情報交換・相談
のコーナー、土地利用型会議室において、滋賀県農業技術振興センター普及部で
の経験に基づいた集落営農育成のポイント①～⑩を掲載していますのでご案内い
たします。
（協会ＨＰのトップページ「あぐりｅランド」の「注目トピックス」でも紹介し
ております。）

https://www.ek-system.ne.jp/www/toppage/0000000000000/APM03000.html

　このような情報を含め、普及活動の参考となる各種情報を掲載しておりますので、
全国の普及組織の皆様におかれましては、ＥＫ－ＳＹＳＴＥＭの積極的なご活用を
お願いいたします。　　　　　　

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
　
　　　　　　　◇◆◇農業技術研修館からのお知らせ◇◆◇
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＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

　「 自給飼料増産のための収穫機械化体系導入コースのご案内について」

　農林水産省農林水産研修所農業技術研修館では、稲発酵粗飼料による自給飼料
増産のための収穫機械化体系及びその導入効果に係る講義や先進地事例紹介、各
産地の現状と課題の討議、コンバインベーラー等の機械操作実習を内容とする研
修「自給飼料増産のための収穫機械化体系導入コース」を実施します。多数の普
及指導員の皆様に御参加頂きますようご案内致します。

　実習予定機械：コンバインベーラー、ラッピングマシーン（クローラ型トラク
              ターに装着）、ベールグリッパー（ホイル型トラクターに装着）

【研修日程】１０月１８日（木）１４：００～１９日（金）１６：００（閉講式）
【研修対象者】国、都道府県、市町村、ＪＡ、地域営農リーダー等
【研修人数】２０名
【研修場所】農業技術研修館
　　　　　　茨城県水戸市鯉淵町５９３０－１
        　　最寄り駅：ＪＲ常磐線友部駅下車、バス約１５分又はタクシー約１０分
【申込締切日】１０月４日（木）

　研修申込方法等詳しくは、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：川端
　ＴＥＬ：029－259－2321　
　ＦＡＸ：029－259－2589　
    
※独立行政法人家畜改良センター（福島県西白河郡西郷村）で行われる中央畜産
技術研修「自給飼料Ａ（ＷＣＳ）」（10/16(火)～18(木)午前）
　（http://www.nlbc.go.jp/chikusan-kensyu/）を受講後に本研修を受講するこ
とも、時間的には可能です。
　　東北新幹線「なすの270号」新白河駅発（11:15）→小山駅着（12:01）
　　水戸線　小山駅発（12:36）→友部駅着（13:40）友部駅からタクシーで農業
  技術研修館へ

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

        　　　◇◆◇生研センターからのおしらせ◇◆◇
  
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

①　現地検討会「環境に配慮した土づくりと土壌分析技術」開催のご案内

　生研センターでは、ＵＲ対策委託研究開発事業で、企業への委託研究により
環境保全的な高付加価値畑作物栽培に関する研究を行い、現在、その成果の普
及促進活動を実施しています。　そこで、エコ農産物の認証、栽培を積極的に
推奨している農業組合法人和郷園の環境保全的な高付加価値畑作物栽培技術等
を中心とした見学と併せ、環境に配慮した土づくりと土壌分析技術についてご
検討いただくため、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。

　平成19年10月19日（金）までに、必要事項（連絡先、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１９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。
　なお、定員８０名となっており、参加登録番号をお知らせ致しますので、必
ず連絡先を明記いただきますようお願い申し上げます。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　記
　　　　　　平成１９年度　生研センターＵＲ対策現地検討会
　　　　　　環境に配慮した土づくりと土壌分析技術

　　　　　　　　　　　　　　　　開催案内
主　催：  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
後　援：  独立行政法人 農業・食品産業技術総合研究機構 
　　　　  中央農業総合研究センター　
協　力：  農事組合法人　和郷園、　関東化学（株）、（株）島津製作所、

ページ(5)



メルマガ40号.txt
　　　　（株）島津理化、（株）藤原製作所
開催日時：　平成19年11月９日（金）   午前11時～16時

 開催場所：　農事組合法人　和郷園　　　 TEL:0478-78-5501
     http://www.wagoen.com/main.html
集合時間・場所
 (1) 貸切バス利用の場合
     貸切バス出発時間： 午前９時00分
     集合・出発場所：　東京駅鍛冶橋駐車場　
 (2)　自家用車等利用の場合（現地は駐車不可のため、貸切バスに乗り換えて
　　頂きます。）
     貸切バス出発時間： 午前11時00分
     集合・出発場所：　風土村駐車場（高速バス「山田バス停」と同所））
   千葉県香取市鳩山344-4　TEL:0478-78-5733
参加費：　無料　（昼食代：８００円、申込み時にご予約下さい）
参加申込み締め切り日：平成１９年１０月１９日（ただし、定員８０名にて
　　　　　　　　　　　締め切ります）
 
開催内容：

 Ⅰ．現地見学会 　　　　 ----------------------- 11時00分～12時10分
　　  　場所：農事組合法人和郷園　小見川農場

 Ⅱ．技術検討会 　　　　　---------------------- 13時00分～16時00分　
　１．和郷園におけるエコ農産物への取り組み

    　　　　　　 農事組合法人　和郷園　 代表理事　　木内博一　
　２．環境に配慮した土づくり 
  中央農業総合研究センター　研究管理監　　木村　武
　３．環境に配慮した土壌診断・土壌分析技術
   全国農業協同組合連合会　 営農総合対策部　
  営農・技術センター　肥料研究室室長　　森國博全
　４．健康な土づくりと土壌分析機器（ＵＲ研究成果含む）
  （株）島津製作所・島津理化、（株）藤原製作所、関東化学（株）
（終了後、貸し切りバスにて風土村駐車場経由、東京駅へ）

Ⅲ．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
　　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）
  ガット・ウルグアイランド（ＵＲ）対策委託研究開発事業
http://brain.naro.affrc.go.jp/tokyo/seika/gijutu/index.html

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

②「施肥管理用土壌養分簡易測定装置について」
  
　土の健康診断である土壌分析によって適正な施肥管理を行うことは、農業技
術の基本の一つとされています。この適正な施肥管理によって環境に配慮した
持続的農業を実現できます。ここでは簡易な土壌養分測定装置とその最近の技
術動向を紹介いたします。

１．装置の概要・特徴
　土壌の養分状態や肥料成分(硝酸態窒素、リン酸、ホウ素)の過不足を圃場で
簡単に調べることができる携帯型土壌分析計で、測定には土中採水器、パッケ
ージ試薬、携帯型土壌分析計を用います。本装置は、発色させた試料を小型分
光光度計にて測定し、濃度を判定する方式となっています。バッテリ駆動なの
で、肥料成分の測定を現場で簡便迅速に行うことができます。

２．装置の導入効果
1)土壌の肥料成分の過不足をその場ですぐに把握することができるので、欠乏
症の予防や対策に役立ちます。更に、個々の生物の育成にあわせた適切な施肥
管理により、収穫の増加と品質の向上が見込まれます。
2)過剰施肥による塩類の集積や肥料成分の周辺環境への流出が最小限になるよ
うに管理することができます。
3)圃場で測定したデータはメモリに記憶され、パソコンへ転送できます。圃場
から持ち帰り、パソコンで管理してデータの蓄積を行えば、より効果的な施肥
設計が可能となります。

３．使用方法
　測定したい土壌に土中採水器を埋設し、土中の水分をサンプリングします。
土中採水器から注水することも可能なので、乾燥土壌においても土中の養分を
測定することができます。採取したサンプル水に測定用の試薬を投入し、同時
に土壌分析計の測定を開始します。土壌分析計に表示される指示通りに操作を
行った後、硝酸態窒素とリン酸は5分、ホウ素は40分で自動的に測定が終了し、
各成分の濃度が求められます。
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４．最近の技術動向
1)土壌溶液中の硝酸態窒素、リン酸の圃場での測定データは、高精度な分析機
器と極めて高い相関関係があることを確認し、良好な結果を得ています。毎回
同じ条件で測定することにより、施肥管理を行うことができます。
2)試薬データをバーコードに変換しているため、測定時に毎回検量線を作成す
る手間がありません。また、試薬は必要量ごとにパッケージングされており、
調整が不要です。
3)ランニングコスト削減のために、専用パッケージ試薬を汎用タイプのものへ
変更を予定しています。この変更に際し、硝酸態窒素、リン酸、ホウ素に加え、
他の肥料成分の測定も行えるよう機能拡張を検討していきます。

５．おわりに
　本装置は、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、（株）島津製作所と（株）藤原製作所が商
品開発したものです。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「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
 ○ ポータブル土壌分析計PSA-1

(開発元)株式会社島津製作所　
TEL：03-3219-5869
E-mail：ymurata@shimadzu.co.jp

(販売元)株式会社島津理化
TEL：03-5626-6606
E-mail： soudan@shimadzu-rika.co.jp

○　土中採水器
株式会社藤原製作所
TEL：03-3918-8111　
E-mail：t_ishizuka@fujiwara-sc.co.jp

○　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
 
＊＊＊※＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

　　　　　　　　　　　　∮・編集後記・♪

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＃＊

　今年の８月は暑かったですね。夏季休暇を取りさあ涼みに行こうと北海道は
知床に行ったところ、その時期は俗に言う蝦夷梅雨にあたってしまい、気温・
湿度とも高く、曇り空も続き少々がっかりしましたが、羅臼岳や野生動物、海
産物など世界遺産の恵みを堪能してきました。
　今でこそ知床は観光客であふれる一方原生地域への立ち入りは制限されてい
る状況ですが、２０世紀初頭から日本各地より農林業の入植者が奥地まで入り
開拓を試みきたものの、結局は厳寒やヒグマの被害などを克服できず離農して
いったという歴史があるそうです。バスから今もかすかに残る開拓地の跡を眺
め、当時の農業者や指導者達はどんな生活をしていたのだろうかと思いました。

※８月３０日に、農林水産省ホームページは、利用者の使いやすさを向上する
観点から、全面的にリニューアルいたしました。普及事業ホームページについ
てはこれまでどおりトップページ→経営→「普及事業について」から閲覧でき
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。
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　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→報道・広報→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/j/pr/e-mag/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。
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－→

ページ(8)


