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　　ｅ‐普及だより　　　　　　　　　　　　　　第５３号（通算６８５号）

　　　　　　　　　　　　　　平成２０年９月
　　　　　　　　編集・発行　農林水産省生産局技術普及課

☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★

∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽
　　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　】◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎
　◎┌────────────────────────────┐　　◎
　◎│燃油・肥料価格高騰対策に関する補正予算と緊急対策について│　　◎
　◎└────────────────────────────┘　　◎
　◎  ☆燃油・肥料価格高騰対策に係る補正予算案について　　　　　　　◎
　◎　☆平成２０年度の既存予算や資金を活用した緊急対策の実施　　　　◎
　◎　　について【農業環境対策課、農業生産支援課】　　　　　　　　　◎
　◎┌────────────────────────────┐　　◎
　◎│「農業技術の匠」の募集を行います！　　　　　　　　　　　│　　◎
　◎└────────────────────────────┘　　◎
　◎　☆「農業技術の匠」の募集について【技術普及課】　　　　　　　　◎
　◎┌────────────────────────────┐　　◎
　◎│自給飼料増産のための研修が開催されます　　　　　　　　　│　　◎
　◎└────────────────────────────┘　　◎
　◎　☆「自給飼料増産のための高品質飼料収穫機械化体系導入コース」　◎
　◎　　のご案内【農業技術研修館】　　　　　　　　　　　　　　　　　◎
　◎┌────────────────────────────┐　　◎
　◎│重要農政課題に関するコーナーがEK-SYSTEMに設けられました │　　◎
　◎└────────────────────────────┘　　◎
　◎　☆資材高騰、飼料高騰に関する普及現地事例情報一覧を作成しま　　◎
　◎　　した【（社）全国農業改良普及支援協会】　　　　　　　　　　　◎
　◎　☆新着記事をあなたのメールにお知らせします!!　　　　　　　　　◎
　◎　　【（社）全国農業改良普及支援協会】　　　　　　　　　　　　　◎
　◎┌────────────────────────────┐　　◎
　◎│その他の関連情報　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　◎
　◎└────────────────────────────┘　　◎
　◎　☆「配合飼料価格上昇対応生産性向上推進会議」が開催されました　◎
　◎　　【畜産振興課】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　◎
  ◎  ☆委託プロジェクト研究の２１年度概算要求（新規・拡充）の　　　◎
　◎　　お知らせ【農林水産技術会議事務局】                          ◎
　◎　☆「関東東海北陸地域マッチングフォーラム」の開催！　　　　　　◎
　◎　　【農林水産技術会議事務局】　　　　　　　　　　　　　　　　　◎
　◎　☆「アグリビジネス創出フェア２００８」の開催！　　　　　　　　◎
　◎　　【農林水産技術会議事務局】　　　　　　　　　　　　　　　　　◎
　◎　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　◎
　◎　♪　編集後記　♪　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　◎
　◎　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　◎
　◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　　　　燃油・肥料価格高騰対策に関する補正予算と緊急対策について
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
┌－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－┐
│　農林水産省では、緊急にコスト低減体系への転換を図り、資材価格高騰に│
│耐えうる生産体制づくりを進めるために、燃油、肥料価格高騰対策を、９月│
│２９日に国会へ提出した平成２０年度補正予算案に盛り込みました。　　　│
│　補正予算案については、予算が成立し次第、臨時増刊号により詳しくお知│
│らせしたいと思います。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
│　また、こうした補正予算の他に、平成２０年度の既存予算や資金を活用し│
│た緊急対策を講じて、現在、申請者を募集しています。　　　　　　　　　│
│　燃油、肥料高騰対策は、喫緊の重要課題でありますので、普及指導員の皆│
│様におかれましても、農業者の方へ周知いただき、積極的な活用をお願いし│
│ます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
└－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－┘

☆燃油・肥料価格高騰対策に係る補正予算案について
　
　○事業の概要（対策のポイント）
　　燃油消費量や化学肥料の施用量を低減する取組の実証に対する燃料費や肥料
　費の増加分に着目した支援、省エネルギー型の機械・設備、効率的施肥技術等
　の導入に対する支援等により、コスト低減体系への転換を促進します。
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※詳しくは農林水産省ホームページをご覧ください。
　http://www.maff.go.jp/j/press/kanbo/yosan/080929_2.html

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

☆平成２０年度の既存予算や資金を活用した緊急対策の実施について
　【農業環境対策課、農業生産支援課】

【事業の概要】
（１）燃油高騰緊急対策「省エネ技術緊急導入促進事業」
　　既に燃油消費量を２割以上低減した３戸以上の農業者グループに対し、一層
　の省エネルギー化を促進（22年度までに10％以上）するため、省エネルギー化
　に効果がある被覆資材の購入に対して補助します。 

（２）肥料高騰緊急対策「施肥低減体系緊急導入促進事業」
　　地域として効率的な施肥体系への転換に取り組むため、土壌診断に基づく施
　肥設計の見直しを行うモデル地区に対して、土壌診断経費等を定額で補助しま
　す。

（３）肥料高騰緊急対策「施肥低減体系緊急導入促進整備事業」
　　地域として効率的な施肥体系への転換に取り組むため、土壌診断に基づく施
　肥設計の見直しを行うモデル地区における土壌診断装置の整備に対して補助し
　ます。

【事業の募集及び応募先等】
　詳しくは以下のホームページをご覧ください。
　○緊急対策に関するプレスリリース（事業の概要、応募方法等）
　　http://www.maff.go.jp/j/press/seisan/kankyo/080926.html
　○緊急対策に関するホームページ（事業要領等）
　　http://www.maff.go.jp/j/seisan/kankyo/kinkyu_taisaku/index.html

【問い合わせ先】
　生産局農業環境対策課　
　　TEL:03-3502-5956
　生産局農業生産支援課
　　TEL:03-6744-2111

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
 　　　　　　　　「農業技術の匠」の募集を行います！
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
┌－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－┐
│　農林水産省技術普及課では、地域における広範な利用や高品質・高収量な│
│どの高い導入効果が期待される技術を、農業現場での生産活動の実践を通じ│
│て自ら生み出した農業者について、「農業技術の匠」として選定することに│
│より、技術の継承・普及を通じて地域の活性化を図ることとしています。　│
│　普及指導員の皆様の担当地域でも、「この人は！」という農家の方がおら│
│れましたら積極的に応募を促して頂くようよろしくお願いします。　　　　│
└－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－┘

☆「農業技術の匠」の募集について【技術普及課】

　１０月１日（水）から「農業技術の匠」の募集を行います。
　これは、地域において生産性の向上など導入効果が認められ、地域に普及し、
地域活性化等貢献することが期待できる農業技術を自ら開発・改良した農業者を
「農業技術の匠」として選定するために募集を行うものです。
　募集期間は１１月１５日（土）までとなっております。

※詳細については、下記のホームページを御覧ください。
　http://www.maff.go.jp/j/press/seisan/gizyutu/080930.html

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
 　　　　　　自給飼料増産のための研修が開催されます！
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
┌－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－┐
│　農林水産省農林水産研修所農業技術研修館では、都道府県職員等を対象と│
│した新技術機械化体系導入研修「自給飼料増産のための高品質飼料収穫機械│
│化体系導入コース」を実施しますので、多数の普及指導員の皆様に御参加い│
│ただきますようご案内いたします。　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
└－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－┘

☆「自給飼料増産のための高品質飼料収穫機械化体系導入コース」のご案内
　【農業技術研修館】
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〔研修日程〕平成２０年１１月１３日（木）～１４日（金）
〔予定人数〕２０名
〔カリキュラム〕
　（１）飼料をめぐる事情と対策（講義：農林水産省生産局）
　（２）自走細断型飼料稲専用収穫機と高品質稲発酵粗飼料の特徴について
　　　（講義：中央農業総合研究センター）
　（３）稲発酵粗飼料収穫機械化体系の実演、実習
　　　（自走細断型飼料稲専用収穫機）
　（４）課題検討（各産地の現状と課題）（討議）
　　
〔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
　　　　　　　　　　　バスで約１５分又はタクシーで約１０分
〔申込締切日〕原則として、研修開始日の２週間前
〔お問い合わせ先〕
　担当：飯田又は西村
  　　  TEL:029－259－2321 FAX:029－259－2589
　農業技術研修館ホームページ
　　http://www.kanbou.maff.go.jp/atti-kensyukan/

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　　重要農政課題に関するコーナーがＥＫ－ＳＹＳＴＥＭに設けられました
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
┌－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－┐
│　（社）全国農業改良普及支援協会が運営するＥＫ－ＳＹＳＴＥＭについて│
│は、全国の普及組織の情報共有のための有効なツールとして活用されている│
│ところです。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
│　今回、ＥＫ－ＳＹＳＴＥＭ上に、普及指導員の皆様の関心が高い、資材や│
│飼料高騰対策に関する現地事例情報のコーナーが設けられましたので、生産│
│現場における普及活動に活用していただくとともに、新たな事例情報の登録│
│についてもよろしくお願いします。　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
└－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－┘

☆資材高騰、飼料高騰に関する普及現地事例情報一覧を作成しました
　【（社）全国農業改良普及支援協会】

　「技術と普及」では、１０月号（9/26発刊）及び１２月号（11/25発刊予定）
において、資材高騰や飼料高騰へ対処について、特集記事を組むこととしてい
ます。
　また、今回、特集で紹介できなかった事例も含め、普及現地事例等のデータ
ベースを、「原油高騰」や「省エネ」、「飼料高騰」などの課題別に分類し、
一覧表にまとめました。
　ぜひご活用いただき、皆様の活動に役立てていただけますと幸いです。

【掲載場所】
○資材高騰に関する事例（EK-SYSTEM　園芸会議室）
　https://www.ek-system.ne.jp/nbweb/showbbs?bbsno=93&contrno=888&type=4&fp=1&selcls1=70400000&selcls2=

○飼料高騰に関する事例（EK-SYSTEM　畜産会議室）
　https://www.ek-system.ne.jp/nbweb/showbbs?bbsno=99&contrno=341&type=4&fp=1&selcls1=70400000&selcls2=

※会員専用のため、閲覧にはIDとパスワードが必要になります。
　ID・パスワードがご不明な際には、情報部サポート係までご連絡ください。
　（TEL：03-5561-9566　MAIL：support@ei-net.ne.jp）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

☆新着記事をあなたのメールにお知らせします!!
　【（社）全国農業改良普及支援協会】

　EK-SYSTEMでは、「お知らせ」や「情報交換・相談」、「あぜみちネット」など
主要な掲示板の新着記事について、登録者のメールアドレスに配信します。
　メールアドレスを登録すると、前日に新規掲載された記事について、翌朝早朝
に、記事タイトル、ＵＲＬ、本文の先頭１２０文字が配信されます。
　記事の読み忘れもなく、とても便利な機能ですので登録することをお勧めしま
す。

○登録はこちらから
　https://www.ek-system.ne.jp/nbweb/serchbbs?itype=30&selcls1=&selcls2=
　（会員専用のため、閲覧にはIDとパスワードが必要になります。）

※詳しくは、EK-SYSTEM「サービスのお知らせ」をご覧ください。
　https://www.ek-system.ne.jp/nbweb/showbbs?bbsno=41&contrno=63&type=4&fp=1&selcls1=70900000&selcls2=
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＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　　　　　　　　　　　　　その他の関連情報
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

☆「配合飼料価格上昇対応生産性向上推進会議」が開催されました
　【畜産振興課】

　去る９月２５日、「配合飼料価格上昇対応生産性向上推進会議」（会長：農林
水産省生産局畜産部長)が開催されました。
　この会議は、配合飼料価格の上昇に対し、飼養技術の普及等による家畜の生産
性向上を図るため、昨年４月に設置されたもので、本年度は、平成２０年度行動
計画に基づき、関係機関・団体等の適切な役割分担の下、一体となって取り組ん
でいるところです。
　今回の会議では、その取組を一層強化することが決定され、道府県畜産協会等
における相談窓口機能及び生産者への巡回点検の強化、地域勉強会等の集中開催
等を行うとともに、関係機関・団体等の取組及び連携の強化を図ることとなりま
した。
　今後、本会議で決定された取組の強化について、普及組織におかれましても家
畜の生産性向上に向けて、地域の生産者等に対する普及・指導、地元畜産協会等
との連携等ご協力をよろしくお願いします。

　資料につきましては、下記を参照してください。
　　http://www.maff.go.jp/lin/06-siryou.html

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

☆委託プロジェクト研究の２１年度概算要求（新規・拡充）のお知らせ
　【農林水産技術会議事務局】

　農林水産省農林水産技術会議事務局では、農林水産政策上重要な研究のうち、
　（１）我が国研究勢力を結集して総合的・体系的に推進すべき課題　または
　（２）多大な研究資源と長期的視点が求められ個別の研究機関では担えない課題
について、委託プロジェクト研究として実施しています。
　現在２１年度予算において、以下の３課題について新規・拡充要求していると
ころです。
　年末に予定されている概算決定後、速やかに研究実施機関の公募手続きを開始
することとしています。なお、本委託プロジェクト研究には、一定の条件を満た
す企業、公益法人、独立行政法人、大学、地方公共団体等の法人格を有する研究
機関が応募することができます。

【研究課題】
  ○ 低コストで質の良い加工・業務用農産物の安定供給技術の開発（拡充）
　　【Ｈ18～22年度】
  ○ 地域内資源を循環利用する省資源型農業確立のための研究開発（新規）
　　【Ｈ21～25年度】
  ○ 生物の光応答メカニズムの解明と高度利用技術の開発（新規）
　　【Ｈ21～25年度】
　
※なお、上記は、概算要求時点のものであるため、今後変更等があり得ますこと
　をご承知おきください。
  詳細については、農林水産省のＨＰをご参照下さい。
  　http://www.s.affrc.go.jp/docs/project/2009/project2009_guidance.htm

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

☆「関東東海北陸地域マッチングフォーラム」の開催！
【農林水産技術会議事務局】

　現場ニーズを踏まえた農業研究の推進と研究成果の周知、普及促進のため、生
産者、普及関係者、研究者等が双方向の意見・情報交換を行う地域マッチングフ
ォーラムを開催しますので、皆様ふるってご参加ください。

　テーマ：北陸稲作の新たな展開をめざして
　日　時：11月5日(水)12:40～17:00　無料
　場　所：リージョンプラザ上越（新潟県上越市下門前446－2）
　主　催：農林水産技術会議事務局、農研機構　中央農業総合研究センター
　　　　　　http://narc.naro.affrc.go.jp/inada/mf/2008mf.html

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

☆「アグリビジネス創出フェア２００８」の開催！
【農林水産技術会議事務局】

　農林水産省では、農林水産・食品分野の技術交流展示会「アグリビジネス創出

ページ(4)



メルマガ（53号）.txt
フェア２００８」を平成２０年１０月２９、３０日に、東京国際フォーラムにて
開催いたします。
　本フェアでは、全国から集まった企業、大学、団体等が農業生産をはじめ加工・
流通等に活用可能な新技術や研究成果について展示やプレゼンテーションを行う
ほか、アグリビジネスの最前線で活躍するキーマンによる基調講演やセミナー、
シンポジウムなど多彩なプログラムを用意しています。
　産学官の最新技術に関する情報収集や新たな連携パートナー探しに、アグリビ
ジネスの創出を目指す方や農林水産・食品産業に携わる方など、多くの方のご来
場をお待ちしております。

　テーマ：産学官の最新技術が大集合！新たなビジネスがここからはじまる
　日　時：平成20年10月29日（水曜日）、30日（木曜日）10時00分～17時00分
　場　所：東京国際フォーラム地下２階展示ホール
　入場料：無料(事前または当日の来場登録が必要)

※本フェアに関する詳しい情報はフェア専用ホームページにてご確認下さい。
　　http://agribiz-fair.jp/

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
　　　　　　　　　　　　　　♪　編集後記　♪
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊×＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

　気がつけば、関東地方でも朝晩は肌寒く感じる日が多くなってきました。
　こうなると勝手なもので、猛暑であった夏の日が懐かしくなったりもします。

　振り帰ってみると、今年の夏も連日高温が続く中で、マスコミでも地球温暖
化の影響を疑う報道が多くなされていました。
　その中に、以前は西日本を中心に生息していたクマゼミが最近は関東地方で
も多く発見されているというニュースがありました。
　５年以上も幼虫として土の中で過ごすセミの生態を考えると、成虫として発
見されるかなり前から、既にその土地は温暖化の傾向があったともいえるので
はないでしょうか。

　農業の分野においても、こういった温暖化の予兆となる現象を早期に発見す
ることが、後の温暖化適応策の確立に役立つ可能性があるかもしれません。
　普及指導員の皆様の担当地域でも、温暖化の影響と思われる予兆と思われる
現象がありましたら、ぜひ教えていただきたいと思います。

　今年の５月から、（社）全国農業改良普及支援協会が主体となり、地球温暖
化に対する普及指導員の取組に関する検討会を開催しています。
　「e-普及だより」では、地球温暖化に関する情報についても積極的に提供し
ていきたいと考えています。

◎　編集担当Ｎ　◎

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

　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 Ａｄｏｂｅ Ｒｅａｄｅｒ」のボタンでＡｄｏｂｅ Ｒｅａｄｅｒを
　ダウンロードしてください。
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
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