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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。
∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽
　【本号の内容】
　◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎＠◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎
　◎　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　◎
　◎　☆普及・女性課からのお知らせ☆　　　　　　　　　　　　　　　◎
　◎　・都道府県農業改良主務課長会議を開催しました　　　　　　　　◎
　◎　・全国普及活動調査研究会を開催しました　　　　　　　　　　　◎
　◎　・Ｈ２０農業技術の基本指針の公表について　　　　　　　　　　◎
　◎　・農業新技術２００８の公表について　　　　　　　　　　　　　◎
　◎　・平成１９年度普及職員資格試験の結果について　　　　　　　　◎
　◎　・農業改良資金の活用事例　　　　　　　　　　　　　　　　　　◎
　◎　□経営政策課からのお知らせ□　　　　　　　　　　　　　　　　◎
　◎　・水田・畑作経営所得安定対策（品目横断的経営安定対策）の　　◎
　◎　　見直しについて　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　◎
　◎　◇生産局生産技術課からのお知らせ◇ 　　　　　　　　　　　　 ◎
　◎　・「品目別生産コスト縮減戦略」について　          　　　　　◎
　◎　◆全国農業改良普及支援協会からのお知らせ◆　　　　　　　　　◎
　◎　・「農村と都市の交流－女性が果たす役割」の開催について　　　◎
　◎　∮編集後記♪　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　◎
　◎　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　◎
　◎◎㊥◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎＠◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

　　　　　　　　　☆　普及・女性課からのお知らせ　☆
　　　　　　　　　
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　　　【都道府県農業改良主務課長会議を開催しました】
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

　２月４日（月）に、経済産業省別館会議室において、都道府県農業改良主
務課長会議を開催いたしました。
　主な議題は、①２０年度普及事業関係予算、②普及事業関係課題について
です。
　 普及事業関係課題については、地方分権改革推進委員会や規制改革会議で
の議論を踏まえた普及事業のあり方について情報・意見の交換を行い、また、
水田・畑作経営所得安定対策（品目横断的経営安定対策）の見直しや、当面
の生産調整の進め方、品目別生産コスト縮減戦略、農地・水・環境保全向上
対策、研究成果の普及・実用化、昨年１２月に成立した鳥獣被害防止特措法
への対応などの各種施策についても情報提供し、意見交換を行いました。
　これら諸課題への対応も含め、多様化する農業現場の農業技術や知識のニ
ーズに即した普及活動が展開できるよう、今後もこのような機会を通じ、国
と都道府県間のみならず、都道府県間の情報交換も図っていきたいと考えて
おります。

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　　　　【全国普及活動調査研究会を開催しました】
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

　２月２７日（水）、２８日（木）に国立オリンピック記念青少年総合センタ
ーにおいて、平成１９年度全国普及活動調査研究会が開催され、各ブロックが
取り組んだ普及活動に係る調査研究成果について発表及び討論を行いました。
　併せて、普及指導員が取り組んだ調査研究や普及活動に関するポスターやパ
ンフレットの展示も行いました。

（発表された調査研究成果）
北海道　　若手パワーによる土地利用型地域農業の振興を支えて　　　　　
東　北　　普及指導計画における目標設定と成果把握のあり方～より効率的な
　　　　　ＳＰＤＣサイクルを目指して～　
関　東　　効率的、効果的な普及活動推進のための関係機関(農業協同組合)と
　　　　　の連携
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北　陸　　北陸の農村女性起業（加工組織）の現状と普及活動の課題
東　海　　失敗学を応用した普及指導活動の高度化に関する調査研究
近　畿　　効果的な普及指導員の調査研究活動
中国四国　普及指導活動における望ましい成果指標のあり方
九　州　　ＣＳ評価を用いた展示ほの評価について

　研究会では、普及活動成果を評価し高度化していくためのより良い指標作り
に向けた検討など、普及活動の高度化に向けて多くの意見交換がなされました。
また、以前には主に専門技術員が行っていた普及活動方法に係る調査研究につ
いてさらに充実させるべきである等の意見も出されました。
　なお、発表された成果等については、EK-SYSTEMにも掲載される予定です。

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 
　　　　　　 【Ｈ２０農業技術の基本指針の公表について】
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　「平成２０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、普及組織については、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、病虫害、鳥獣害対策、輸出促進に資
する技術等の導入支援、新品種や育成者権等知的財産の保護・活用、環境と調
和した農業の推進などについて位置づけられています。

□関連ＵＲＬ
・プレスリリース
http://www.maff.go.jp/j/press/kanbo/kihyo03/080229_2.html　
・技術調整室ホームページ
http://www.kanbou.maff.go.jp/www/gichou/
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 
　　　　　　 【農業新技術２００８の公表について】
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－　

　農林水産省では、農業試験研究独法等による農業技術に関する近年の研究成
果のうち、早急に現場への普及を推進する重要なものを毎年選定しています。
　今年は、「農業新技術2008」として、土地利用型作物や園芸作物の生産、地
球温暖化への適応などに関する５つの研究成果を新たに選定し、関係機関相互
の緊密な連携の下、現場への迅速な普及に取り組むこととしています。
　「農業新技術2008」については、３月改正予定の協同農業普及事業ガイドラ
インにも反映させることとしており、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。

【技術の項目】
○土地利用型作物の生産のための技術
・選ばれる産地づくりに向けた麦の高品質栽培技術
○園芸作物の生産のための技術
・高品質果実・野菜の栽培技術
○地球温暖化への適応のための技術
・水稲栽培における地球温暖化への適応策
○循環型社会の形成のための技術
・食品残さを活用した発酵リキッドフィーディング技術
○作物生産を支える共通基盤技術
・湿害や干ばつを防止する新地下水位制御システム「FOEAS（フォアス）」

（農業新技術２００Ｘ）
http://www.s.affrc.go.jp/docs/new_technology.htm
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　　　　【平成１９年度普及職員資格試験の結果について】
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

　平成１９年度における普及指導員資格試験の試験結果状況について掲載いた
しましたのでご確認下さい。
　なお、平成２０年普及指導員資格試験実施スケジュールは、４月上旬に当該
ホームページにてご案内いたします。

（資格試験情報）
http://www.maff.go.jp/soshiki/nousan/fukyuuka/newsite/siken.htm

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　　　　　　　【農業改良資金の活用事例】
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－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

　　　「農業改良資金の集落営農組織に対する補助残融資の事例」
　　　　　（新型コンバインの導入による作業効率化の推進）

１．借受者の経営概要と借入の動機
　　借受者は平成１８年１２月に大豆の作業受託組織から発展した任意組織を
　設立したことに伴い、個人所有の農業機械を共有化・共同利用することにな
　った。
　　集落営農組合全体で検討した結果、県単事業及び農業改良資金を活用して
　新型コンバインを導入し、それによって作業効率を上げ、労働力の削減を図
　ることとした。

２．貸付資格の認定を行った判断理由・内容
　　新型コンバインを導入することで作業効率の向上やコスト低減等を図るこ
　とにより、農業経営の改善に寄与する。

３．普及指導センターの対応
　　集落営農の推進に伴う農作業機械の整理・統合を検討する中で、県単事業
　を利用して高性能機械を利用することが決定した。併せて、農業機械の共同
　利用による作業効率化が図られることから、補助残分について農業改良資金
　を利用することとした。
　　県普及指導課では、直播栽培技術研修会等に誘導し稲作栽培の低コスト化が
　図られるよう集落営農を支援するとともに、各種の情報提供を行っている。

４．導入した機械、施設等
　　　　区　分　　　　　事　業　費　　　　　借　受　額
　　　コンバイン　　　５，７４４千円　　　２，４００千円

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

　○具体的作物名(生産・販売方式) 
　　　水稲・大豆　　→　　水稲・大豆（規模拡大及び作業の効率化）

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

　　　　　　　　□　経営政策課からのお知らせ　□
　　　　　　　　　
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

「水田・畑作経営所得安定対策（品目横断的経営安定対策）の見直しについて」

　昨年より新たに導入した水田・畑作経営所得安定対策については、昨年末に
生産現場の声を踏まえて見直しを行いました。
　見直しのポイントは、以下のとおりです。

１　要件関係
（１）面積要件の見直し（市町村特認制度の創設）
（２）認定農業者の年齢制限の廃止・弾力化
（３）集落営農組織に対する法人化等の指導の弾力化
２　予算措置関係
（１）先進的な小麦等産地の振興
（２）収入減少影響緩和対策の充実
（３）集落営農への支援
３　手続等関係
（１）農家への交付金の交付時期の一本化、申請手続の簡素化等
（２）用語の変更による誤解の解消
（３）農業資材費等の低減対策についての農協系統への要請
（参考：http://www.maff.go.jp/j/kanbo/kihyo02/nousei_kaikaku/index.html）

  また、上記の見直し内容を反映した実施要領の改正を行い、２月２０日に施行
しました。また、今回の改正では、できるだけ読みやすいものとするよう、農業
者が行う手続及びその書類を体系的に整理するなど、全体的な見直しとなってい
ます。
　なお、実施要領については今後農林水産省ＨＰに掲載する予定です。

　今回の見直しについては、新たに加入される方のほか、既に対策に加入してい
る方にも収入減少影響緩和対策の充実、農家等への交付金の交付時期の一本化
（申請時期の変更）、申請手続の簡素化（様式の見直し）等の内容について周知
する必要があります。このため、国、都道府県、市町村、農業団体等関係機関が
連携して農業者等に分かりやすく丁寧に説明を行ってまいります。
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　また、水田・畑作経営所得安定対策（品目横断的経営安定対策）や米政策改革
に関する統一的な相談窓口として「農政安心ダイヤル」を設置しましたのでご紹
介いたします。
（参考：http://www.maff.go.jp/j/keiei/farmers/ansin_dial/index.html）

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
　
　　　　　　　◆　生産局生産技術課からのお知らせ　◆
      
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

                「品目別生産コスト縮減戦略」について

　生産コストの縮減に向けて、農林水産省では「食料供給コスト縮減アクショ
ンプラン」等を定め、全農、資材業界等の取組を進めているところですが、生
産者の経営環境が厳しくなる中、農業現場での生産コスト縮減に対する意識を
高め、コスト縮減に向けた具体的な取組を実践することが特に重要となってい
ます。
　今回、農林水産省では、こうした農業現場での取組を促進するため、実際の
農業現場での取組事例を調査し、主な品目の生産コスト縮減に向けた取組を取
りまとめた「品目別生産コスト縮減戦略」を作成し、２月１３日に農林水産省
ホームページに掲載しましたのでお知らせします。
　本戦略では、主な品目として、水稲・麦・大豆の水田作、てん菜・ばれいし
ょ等の畑作、茶、キャベツ、トマト、りんご、みかんを取りあげ、
　①生産コストの現状とその解決に向けた基本的考え方、
　②コスト縮減を可能とする取組事例とその縮減効果や取組上のポイント、
　③大幅なコスト縮減を実現した優良農家の事例、
　④先進的な生産システムや技術開発の状況を整理しています。
　また、本戦略では、生産者の方々に活用していただくため、取組内容を１枚
で整理した「取組チェックシート」を添付しています。これを用いて、各農業
現場で新たに導入できる生産コスト縮減の取組がないかどうか、あらためて確
認していただければ幸いです。
　今後は、①農業現場での「再発見運動」の推進、②各品目ごとの重点的な取
組の推進、③「強い農業づくり交付金」における優先配分などを通じて、農業
現場における生産コスト縮減の取組を促進することとしております。

○「品目別生産コスト縮減戦略」の入手先
　下記ホームページへアクセスいただき、入手ください。
　http://www.maff.go.jp/soshiki/seisan/shizai/cost_syukugen.html

【問い合わせ先】
農林水産省生産局生産技術課（担当：宮本、坂田、貝谷、横田）
ＴＥＬ：０３－３５０１－０９８４
ＦＡＸ：０３－３５９７－０１４２

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

        ◇◆◇全国農業改良普及支援協会からのお知らせ◇◆◇
  
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
　
「シンポジウム「農村と都市の交流－女性が果たす役割」の開催について」

　日本女子大学において、標記シンポジウムが開催されることになりましたの
でご案内いたします。
　日本女子大学家政経済学科では、2007年度より、岩手県水沢地方担い手女性
塾との交流を行っており、夏休みには学生が農家ステイをし、10月の学園祭に
は、女性塾の活動を紹介したパネル展示と農産物や郷土料理の調理販売を行い、
どれも好評を博しております。
　これらの成果を踏まえ、下記の要領でシンポジウムが開催されることになり
ました。
　本シンポジウムでは、農村が活性化するために都市住民に何ができるのか、
特に女性の果たす役割に注目し、農村と都市の交流のあり方などを探ることが
テーマとなっております。今日、消費者と生産者の距離が遠くなってしまい、
互いが相手を理解することが困難になっている中、活発な意見交換が行われる
ことが期待されております。
　普及組織の皆様からもご参加いただきますようお願いいたします。

　　　　　　　　　　　　　　　　記

日時：　2008年3月8日（土）13：00～15：30
会場：　日本女子大学目白キャンパス内　百年館低層棟　百２０７

ページ(4)



メルマガ４６号.txt
　　　　（東京都文京区目白台）

内容：　第１部　パネルディスカッション （13：00～14：30）
　　　　　　　 
        　パネラー　岩手県水沢地方女性塾メンバー　
                    神奈川県女性農業者リーダー
　　　　　　　　　　植田敬子（家政経済学科教授）
　                  本学科学生
　　　    コーディネーター　
                    安倍澄子（全国農業改良普及支援協会主任研究員）
                     
        休憩 （14：30～14：45）

        第２部　参加農家の農産物や加工品の販売と交流  （14：45～15：30）

連絡先：日本女子大学　家政経済学科　植田研究室　TEL：03-5981-3510
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　FAX：03-5981-3517
目白キャンパスまでの経路はホームページをご覧ください。　
http://www.jwu.ac.jp

　　　
＊＊＊×＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

　　　　　　　　　　　　∮・編集後記・♪

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊×＊＊＊＊＊＃＊

　先日の春一番、東京の大風も大変なものでした。私は洗濯物が飛ばされた程
度でしたが、現場の設備等は影響を受けていませんでしょうか。
　これから三寒四温で春が近づいてきます。この冬は寒かったので暖かくなっ
ていくのがことさら嬉しく感じられます。
　先日、某官庁において、雑誌記事の庁内ＬＡＮへの掲載が著作権の侵害にあ
たるとの判決を受けたという報道がありました。
　これを受けて職場でも新聞記事等の切り抜きの回覧の是非が検討されました。
　知的財産や情報の管理など、業務を進めていく上で留意しなくてはならない
ことが昔に比べてずいぶんと増えました。難しいご時世です。　
　

 　　　　　　　　　　＠　　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。
　　　
・ＴＥＬ：０３－３５０１－３７６９

・農林水産省ご意見・お問い合わせ窓口：　　
https://www.voice.maff.go.jp/maff-interactive/people/ShowWebFormAction.do?FORM_NO=4

　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→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。
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－→
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