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　既に皆さんもご存知のとおり、三位一体改革に伴う税源移譲として協同農業
普及事業交付金のうち人件費の一部について移譲を行うということになりまし
た。この件については、全国知事会をはじめとする地方六団体の提案と、わが
国の農業振興上の協同農業普及事業の制度の維持、必要性との議論の中で、ぎ
りぎりの調整を経て決定したものです。

　この結果、交付金が大幅に減額されることとなりましたが、普及事業を実施
していく上で必要な人件費のうち、税源移譲を行った部分については、各都道
府県において必要な財源措置がとられることとなるため、現在取り組んでいる
改革の方向に沿って今後も引き続き、普及事業が実施されることとなります。
従って、普及員の皆さんにおかれては、無用な不安や混乱を持たずにこれまで
どおり普及活動に専念していただくことをお願いします。

　また、今回、人件費の一部と活動費については税源移譲は行いませんでした
ので、普及活動や資質向上策は従前どおり実施されることとなります。さらに、
税源移譲後は、交付金の配分については、担い手農家に対する普及活動や普及
員の資質向上をしっかりやっている都道府県に対して重点的に配分するなど、
残された交付金の持つ意味を十分踏まえた配分方法とし、交付金が真に活かさ
れた使い方がなされるよう検討していきたいと考えています。

　今後の普及事業には、担い手農家や地域などの技術ニーズ等にも十分対応で
きうる普及員の資質の高度化や試験研究機関と担い手農家の橋渡し役としての
これまで以上の役割が求められているところです。普及員の皆さんにおかれて
は、普及事業や普及員に課せられている状況を良く理解され、更なる研鑽を積
まれ、これまで以上の普及活動を実践されることをお願いします。
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　なお、税源移譲の年度につきましては、１８年度に行うよう折衝していくこ
ととしています。
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　　　農業改良助長法における交付金と普及事業・制度との関係
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　普及課組織班　松本課長補佐

　普及課では、現在、農業改良助長法（以下「助長法」という。）の一部改正
に基づく関係政省令の改正作業を進めています。助長法は、普及事業について、
国の役割及び都道府県の役割を定め、国と都道府県との協同事業として実施す
ることを規定したものであり、国及び都道府県が普及組織を置くことの根拠と
なっています。昨今の地方分権改革や行政改革の議論では、国と地方のあり方
の見直しが大きなテーマとなっており、今回の助長法の改正においても、普及
センターの設置の弾力化など地方分権の観点からの改正を行っています。そこ
で、国の交付金と都道府県の事務事業の関係という視点から、助長法の仕組み
をあらためて概観してみたいと思います。

　昭和23年の制度創設以来、我が国の農業等に関する普及事業は、助長法に基
づき実施されていますが、もともと協同農業普及事業はアメリカ合衆国の普及
制度を参考として導入されたものであり、助長法の形式は、アメリカの普及法
であるスミス・レーバー法とよく似たものとなっています。当時を知る渡辺正
三さん（執筆当時普及協会理事）の回顧録では、「ドイツ型」、「アメリカ型」
と対比して説明されていますが、一般に日本の法律は大陸法系といわれ、法律
（制定法）に事務事業の執行方法等について、きめ細かく規定を置く形式のも
のが多いのですが、制度の実施方法等を制定法に細かく規定しない英米法系の
法律を参考とした助長法では、国が都道府県に対して交付金（法制定時は補助
金）を交付する義務を負うことで協同農業普及事業が成立することが規定され
ていただけで、法制定当初は、普及職員やセンターの設置等については、なん
ら規定されていませんでした。

　しかしながら、助長法の施行に当たっては、他の行政事務等と同様に、専門
技術員や改良普及員を置くこと等の具体的な執行方法について農林省の通達が
出されていたため、実態上は、全ての都道府県において同じ仕組みで事業が実
施されることとなりました（因みに、アメリカの仕組みでは、法律で受給資格
を持つ州立大学等が普及助成を受け始める際に、連邦政府と個別の契約（メモ
ランダム）を締結することで、具体的な事業の執行方法が合意されるそうです。）
その後、助長法は数次にわたって改正され、普及職員の設置や任用資格（昭和
27年）、普及所（センター）の設置（昭和33年）、普及手当の支給（昭和38年）
等が規定され、これに伴って都道府県の役割が次第に法定されていきました。

　我が国の地方自治制度では、都道府県の事務は、大きく自治事務と法定受託
事務に分類されますが、助長法に基づく都道府県の事務（普及職員を設置して
活動を行うこと等）は、地方自治法上、都道府県の自治事務であると整理され
ています。つまり、都道府県が固有に行う事務であると解されている訳ですが、
この自治事務の規定について、助長法の条文・構成をみてみると、通常の地方
固有の自治事務を規定する法律とは違いがあることに気付かれると思います。

　通常の我が国の自治事務を規定する法律では、「都道府県は○○の事務を行
う（行わなければならない）」等○○が自治事務であることを規定したうえで、
そこに補助金等が投入される場合、法律、予算要綱等において「国は、○○の
事務を行う都道府県に￥￥を助成（交付）する」等事務に必要な資金の規定に
ついては、自治事務の規定とは別に置かれています。例えば、農業委員会等に
関する法律、青年等の就農促進のための資金の貸付け等に関する特別措置法、
森林法をみると、いずれの法律にも事務の責任に関する規定と、それに対する
補助（お金）の規定の双方が置かれていますが、補助の規定は、事務の規定と
は独立して置かれていることが判ります。

　一方、アメリカの法律を参考として創設された助長法では、前述のとおり、
政府が特別な事業を行うための交付金を用意すべきことが、その立法の基点に
なっています。そして、この交付金による事業として協同農業普及事業が規定
された後に、協同事業を行う都道府県については、「普及職員を設置すること」、
「普及指導活動を行うこと」、「普及センターを運営すること」等の事務を行
わなければならないという仕組みになっているのです。

　お金が先か、事務事業が先かという「鶏・たまご」のような問題ですが、「国
は都道府県に助成する」という核となる相対契約を法律で規定し、その他の細
則は基本的に当事者に任せるというスタイルが、アメリカ型のこの法律の特徴
ともいえます。その意味で、法改正により追加された、普及職員や普及センタ
ーの設置規定、普及手当の支給規定等は、核となる交付金の規定とは性格が異
なり、全ての都道府県において同じ仕組みで事業が実施されていることにかん
がみ、日本の他の制度で一般的な「大陸法」的な思想に基づき、「入念的に」
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規定されたものとも理解することができます。

　このように、助長法は、他の法制度と異なり、都道府県の自治事務を直接規
定しているものではなく、交付金の交付による協同事業の設立を核として法律
が成り立っているため、交付金が廃止された場合（交付金の交付規定が廃止さ
れた場合）、協同事業が成立しなくなる構成となっています。すなわち、協同
農業普及事業について、国と地方のあり方を考える際には、補助金としての協
同農業普及事業交付金の規定と、都道府県の事務の実施規定とを一体として捉
える必要があるのです。

　この夏からの三位一体の改革の議論においては、地方六団体からの提案によ
り協同農業普及事業交付金も税源移譲の対象となりました。交付金の廃止は、
助長法の存廃に直結する問題であり、普及課内でも普及制度の在り方について
様々な議論が行われました。この間、政府・与党間では、極めて短期間の検討
・調整の中で、地方の意見を尊重し政府として税源移譲額を計上することと、
交付金があることにより始めて都道府県の普及事業が規定される協同事業制度
を維持することとの狭間で、関係者の真摯な御尽力により交付金の全廃を回避
する結論が得られたものと考えています。

　今回の整理は、個別制度論ではなく政府補助金全体の削減が論点となる中で、
現行の普及制度が交付金を必要とすることとの折衷が図られたものであり、今
後も、国と地方（或いは官と民）の役割分担が様々な場面で議論されていくこ
とは確実です。私ども普及事業の当事者としては、ここに述べました協同農業
普及事業の仕組みの効果と限界を理解し、市町村、農業者、農協、農業委員会
等の受益者、他の支援機関との関係の在り方も視野に入れながら、安定的な事
業基盤（技術者と事業資金）を確保していくため、不断の経営努力を続けてい
く必要があるのではないでしょうか。
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　　　　千葉県山武農林振興センター振興普及部改良普及課　松若　真由美

行動しつづけること・・・

　私は、千葉県の北部地域で花き担当の普及員（普及員歴１３年＋？）です。
５年前に県の研修制度で情報処理の専門学校に通い、簿記や中小企業診断士の
試験科目などの授業を受ける機会を得ました。そこで専門学校の副校長先生に
まず言われたことは、この４ヶ月は日ごろかかわる農業以外のことにたくさん
接して、勉強してほしいということでした。
　専門学校の通学に片道２時間かかったので、ビジネス書や日経新聞や日経ビ
ジネス、それからビジネスに関係するメールマガジンなど、今までしみじみ読
んだことのない分野の本や文書をいろいろ読みました（今どれだけ頭に残って
いるかは？ですが）。自分の関心や知識の幅はあまりにも狭かったとか、他産
業の問題解決手法が、農業でも使えそうだとか、新鮮で面白かったです。が職
場にもどって、知識は入ってきたけれど実際自分の仕事にどう生かしたらいい
かわからず、焦りだけを感じていました。

　翌年には、大田市場での１ヶ月の研修に行きました。この研修、はじめは結
構つらかったです。研修といっても卸売会社は、まずは物を動かしてなんぼの
ところです。当然自分の机もありません。セリの表日は夜中の２時から昼すぎ
まで分荷作業とセリの荷物出しで、段ボールを運んで見ているばかりの日が続
いて、自分はここで何が研修できるのかと不安になりました。
　でも自分よりも年下の若い人たちが、夜中から黙々と荷物の荷下ろしをして、
分荷用のシールを箱１つ１つにはっていく作業をやっている姿は、こういう仕
事をしてくれる人がいて始めて花は動いているのだなーと実感しました。

　仲卸さんをまわって千葉の花をどう思いますか？と聞いて歩いたりしました
が、思いのほか、現場で働く人の花農家さんにたいする目は温かかったです。
すでに買い手市場といわれていましたが、作ってくれる人がいて始めて自分た
ちも商売ができるからお互い様の言葉をずいぶんかけていただきました。それ
だけ千葉の生産者さんががんばってきたからだと思います。千葉の花は共選共
販率が低いから新興産地に追い越されるのだとか、古い産地だから殿様が多く
てとか、知ったふりして評論家の立場で話していたことが恥ずかしくなりまし
た。
　自然を相手に植物を育て商品にして、運んで、箱を一つ一つ動かして１件１
件の花屋の店先に届いて、花を売って、買った人が満足するという、人がつな
ぐシステムが継続していくことは、すごいことです。最終消費者が満足して次
ぎにつながる価値が生まれるのですが、私はそのシステムをよりよくするため
にどう貢献できるのだろうか？と本当に思いました。実際に行動している人に
はその苦労がわかるから、行動実践している農家さんに対する目は温かいのだ
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と思います。

　あれから月日がたちましたが、外から自分の仕事や職場を見る機会を得て、
今の私の基準は自分ならどうするか？です。自分がやりたくないことはたぶん
人もやりたくないし、自分がほしいものは何だろうか？私も消費者なので、健
康によくておいしい食べ物や心和む美しい花をいつまでも享受したいし、豊か
な水田の風景をいつでも見ていたい。地震や台風などの被災を受けた方のこと
を考えると、普通に生活して仕事ができることのありがたさや大切さを感じま
す。そのためには自分は何をするのか、他の人ともその思いを共有したいと思
います。
　その次には、まずはやってみること。できないとか難しいという言葉が先行
するとまずできない。（言霊というのは本当だと思います）行動したことは失
敗しても無駄にはならない、勉強させてもらっているのだと言い聞かせるよう
にしています。

　お手本は、身近にいる生産者さんです。ままならない天気をどう味方につけ
るのか、家族やパートさんに気持ちよく働いてもらうためにどうするのか、意
見の違う人の集まりである出荷組織をどう意識統一していくのか、安売り競争
の中でより価値を認めてくれる客をどう見つけるかなど、ビジネス書にかいて
あるマーケッティングやマネージメント、コーチングがそこにあります。農家
の人は、言葉（理論）で説明できなくても、生産物を商品として送り出して生
活の糧を得ることを続けていけることが、実践している証明です。
　今私たちの仕事も、本当の成果を問われているのかもしれません。変わって
いく社会の中で自分に何ができるのか、そのために自分がどう変わっていける
のか。やりたい、必要だと思った人から行動するしかないのだろうと。すぐ思
ったような結果がでなくても、行動を続けていくためには、目的を共有できる
お客さんや仲間が必要です。
　私は、現場で生産者さんと一緒に、経営者の視点で考え・試し、行動する機
会を与えられたことを大事にしていきたいと思います。　　　　

ｍ.mtswk@mc.pref.chiba.jp

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

　　　　　　　　　　　　　普及課からのお知らせ　　　　　　　　　　　　

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

【第53回全国改良普及職員研修大会における「励ましのことば」要約】

　１１月１７日（水）明治神宮会館で開催された第５３回全国改良普及職員研
修大会において伊藤普及課長の「励ましのことば」の要約です。

○はじめに
・今年は梅雨時の大雨、相次ぐ台風の上陸、中越地震など災害が非常に多かっ
た年で、特に災害時における被害状況把握、事後の技術指導など普及の力が大
いに必要とされる時である。

○新たな食料・農業・農村基本計画の策定について
・農林水産省では、現在、「食料・農業・農村基本計画」の見直しを行ってお
り、
　（１）やる気と能力のある農業経営に対する施策の集中化・重点化
　（２）担い手の経営に着目した経営安定対策への転換
　（３）優良農地の確保とその有効利用を図るための農地制度の見直し
　（４）環境保全を重視した施策の一層の推進、農地や水等の資源保全のため
　　　　の施策の確立
　などを重点課題とし、来年３月までにとりまとめを行うため、企画部会を中
心に鋭意活発な議論がなされているところである。

・農業の国際化にも対応して、力強い担い手を育成していくためには、農業技
術の革新を図っていくことがこれまで以上に求められている。
  これからの農政の展開方法に即して、普及事業に期待される役割はこれまで
にも増して大きくなっていくものと考えており、そのような期待に応えられる
普及員に是非なってもらいたい。

○農業改良助長法の改正と普及事業の展開方向について
・農業改良助長法の一部改正を行い、来年４月から施行するにあたり、現在、
政省令の施行や運営指針の告示に係る準備等を進めているところである。
  普及に対する基本的な考え方は、先の７月に示したビジョン研究会「新制度
下における望ましい普及体制のあり方に関する研究会報告」に十分取り入れら
れているので、是非もう一度報告書を見ていただきたい。

・これからの普及事業の「基本認識」として
　（１）普及事業は普及職員という人が支えるもの
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　（２）普及事業は技術力で農業者に貢献するもの
　（３）普及事業はコーディネート力で地域農業に貢献すること
　（４）現場主義に基づく普及事業であること
　があり、当たり前のことだが、本当に現場でできるようになっているのかが
重要である。

・普及活動が見えないとか、普及員がなかなか現場に出ていないなどの批判が
あるということは、それだけ普及員が期待されている裏返しではないのかと思
う。

・現在、各都道府県で普及体制の見直しが進められているが、普及事業の「基
本認識」にたって、普及員の活動が活かされる体制を考えていただきたい。

○おわりに
・我が国農業の実情から、農業分野の技術革新は農業者の自助努力のみでは困
難であり、試験研究機関等で開発された革新的な技術・経営方式を現場にあっ
た形で普及する事業は今後も必要である。
  「自信」と「意欲」、「誇り」と「使命感」をもって、今後の普及活動にあ
たっていただき、改革の成果を明確に示せるよう関係者一丸となって取り組ん
でもらいたい。

　　　　　　◆　　　　　　　　　　◆　　　　　　　　　　◆　　　　　　

【協同農業普及事業の運営に関する指針の制定について】

　協同農業普及事業の運営に関する指針（以下「運営指針」といいます。）は、
協同農業普及事業の基本的な推進方向を示すものとして、農業改良助長法及び
同法施行令に基づき、農林水産大臣がおおむね５年ごとに定めることとなって
います。（現行の運営指針は平成１２年に定められています。）

　先の通常国会において農業改良助長法が改正され、新しい制度の下で事業の
重点化や高度化・効率化を図り、協同農業普及事業の改革を進めていくことと
していますが、こうした改正法の趣旨にのっとり、協同農業普及事業の中期的
な指針となる運営指針をこのたび改定し、１１月３０日付けで官報に告示しま
したのでお知らせします。普及職員の皆様にはぜひ内容をご覧いただき、今後
の普及指導活動の参考として下さい。

　なお、各都道府県においては、運営指針を基本として、協同農業普及事業の
実施に関する方針（以下「実施方針」といいます。）を改正法の施行日（平成
１７年４月１日）までに定めることとなっており、各都道府県の普及職員は、
実施方針に即して作成される普及指導計画に沿ってそれぞれの活動に取り組む
こととなります。

　新しい運営指針の内容については下記をご覧ください。
　　http://www.ei-net.ne.jp/bbs-data/341792

　　　　　　◆　　　　　　　　　　◆　　　　　　　　　　◆

【普及職員資格試験情報（専門技術員資格試験事務局）】

　改正農業改良助長法（以下「改正法」という。）の成立により、来年度より
普及職員の資格が新しくなるため、専門技術員資格試験は本年度が最後となり
ます。専門技術員の資格は今年度限りで廃止されますが、改正法附則において
専門技術員資格試験合格者は普及指導員資格試験合格者とみなすこととされて
いることから、本年度の専門技術員資格試験は、実質的には、新たな普及指導
員の任用資格を取得しようとする方々が対象となります。去る８月に実施され
た１次試験では、こうした将来的な任用資格の取得も見据えて、例年の倍近い
1,930名の方々が受験されました。

　一次試験については、試験審査委員の先生方による採点作業が終了し、去る
１１月１９日に１次試験合格者の答申を頂きました（委員の先生方には通常の
倍近い答案審査を御担当頂きました。この場をお借りして御礼申し上げます。）。
この結果、１月に予定している２次試験（書類審査及び口述審査）へは、合計
403名（１次試験合格率として20.9％）の受験者が進まれることとなります。個
々の判定結果及び１次試験合格者の２次試験日程については、事務局より文書
による通知を行っておりますので、詳しくはそちらを御参照下さい。

【参考】平成１６年度専門技術員資格試験２次試験日程

日　時：平成１７年１月１２日（水）から１４日（金）
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場　所：東京都千代田区霞が関1-3-2
        日本郵政公社本社（旧郵政事業庁ビル）２階会議室
備　考：専門項目及び受験番号により、受験日・時間帯が指定されますので、
        詳細は、御本人宛の通知文書を参照して下さい。

　一方、来年度以降の普及指導員資格試験の施行につきましては、現在、現行
の専門技術員資格試験等に関する省令等を参考にしながら、その実施方法を検
討し、また、必要な事務費の予算要求を行っているところです。具体的には、
これまでの２種類の普及職員資格試験との平仄等を考慮しながら、農林水産省
令、試験実施要領等において、
　（１）試験実施は、原則として年１回とすること
　（２）試験の内容は、筆記試験、口述試験、書類審査とすること
　（３）受験資格は、普及職員資格試験制度等検討会報告のとおり、「大学院
　　　　卒後２年以上の実務経験」等とすること
　（４）改良普及員資格試験合格者にあっては、経過措置（学歴に関わらず実
　　　　務経験２年以上で受験可能、筆記試験の一部免除）を置くこと
等を規定し、毎年度の試験実施については従来どおり、官報等により公示して
実施する予定ですが、これらの諸規則については、内容が固まり次第、逐次、
情報提供をさせて頂くこととしております。

　普及指導員資格試験受験者うち、初めて普及職員の資格試験を受験する方に
つきましては、普及職員資格試験制度等検討会の報告書（平成１６年３月）に
もあるとおり、受験資格として、一定の学歴を取得後、最低でも２年以上の実
務経験が必要としていることから、１７・１８年度の新規受験者は、極めて少
数になると予想されます。他方、特にこの期間には、旧法からの経過措置が置
かれている改良普及員資格試験合格者の受験対応を円滑に行う必要があります。

　先月時点で各都道府県にお聞きした状況では、改良普及員資格試験合格者の
うち、普及指導員資格試験の受験を検討している方は、全国で９千人程度とも
見られています。これは、今年度の専門技術員資格試験受験者数（約２千人）
と比較しても相当程度の増加となりますので、試験自体も効率化して実施しな
ければならないと考えております。

　事務局としても、今後とも各都道府県の現職、有資格者の方々の受験意向を
把握しながら、円滑に新しい試験制度に移行できるよう、関係者との御相談を
進めさせていただきたいと考えておりますので、各都道府県の皆様方におかれ
ましても、御理解、御協力のほどよろしくお願いします。

※次号以降、「資格試験情報」を定期的に掲載していきたいと考えております。

　　　　　　◆　　　　　　　　　　◆　　　　　　　　　　◆

【農業改良資金最新貸付事例紹介】

  普及員の方々から、他の地域での農業改良資金の貸付事例を参考にしたいの
で、教えて欲しいという意見が多く寄せられます。
　前号に引き続き、資金の最新貸付事例を紹介することとしました。
　特に、農業改良措置を行う理由に注目して農家の貸付相談等、参考にしてい
ただければと思います。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
『洗浄機の導入によるコスト削減』

　１．地域の概要
　　この地域は、周りを山々に囲まれ、面積の約８６％は山林が占めている。
　主要農産物はニラ・オクラ・ショウガ・ネギで、良質米の産地でもある。

　２．借受の動機
　　借受者夫婦（４０歳代）と母（７０歳代）が農業に従事し、やっこねぎ約
　４０ａの経営を行っている。やっこねぎの洗浄作業を自動化することにより
　洗浄作業時間の短縮・出荷ロスの低減を行い、作業負担の軽減・コスト削減
　を図る。
　
　３．導入した機械、施設等 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　事業費　　　　　　　借受額　
　　水圧式小ネギ洗浄機　１台　　　　３，４５０千円　　　３，０００千円
 
　４．事業実施の状況及び今後の目標
　　ねぎ栽培において洗浄作業を自動化することにより、調整作業の省力化及
　び生産性の向上を図り、併せて作業時間の短縮・作業負担の軽減をめざす。

『簡易夜冷施設の導入によるいちご育苗管理の向上』
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　１．地域の概要
　　この地域は気候的には比較的温暖な気候であり、県内でも有数のいちごの
　産地である。

　２．借受の動機
　　借受者は、いちご＋水稲の複合経営を営んでおり、いちごの生産について
　は地域においてトップクラスの栽培技術をもっている。
　　しかし、近年、いちごの平均単価が下降傾向にあることから、収益の向上
　を図るため、比較的単価が高い１１月中の出荷を可能とするため簡易夜冷施
　設による育苗を行う必要があった。
　　さらに、この育苗方法は花芽形成の前進化と均一化が図られることから労
　働力の省力・分散、品質及び収量の向上が図られる。
　　以上の理由から簡易夜冷施設を導入することとした。

　３．導入した機械、施設等
　　　　　　　　　　　　　　　事業費　　　　　　借受額
　　簡易夜冷施設　　１式　　１，４２７千円　　１，４２７千円　　
　　 
　４．事業実施の状況及び今後の目標
　　普通ポットによる育苗から夜冷による育苗を行うため簡易夜冷施設を導入
　した。今後は，簡易夜冷育苗に対応した栽培管理の技術向上に努め，品質の
　向上，安定生産により所得の向上を図る。　　　　　　
                   

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

　◇◆◇総合食料局から◇◆◇
　　　　　　１７年産米の生産目標数量が決定しました

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

　１１月２２日に開催された「食料・農業・農村政策審議会食糧部会」の審議
を経て「米穀の需給及び価格の安定に関する基本指針」が公表され、１７年産
米の全国の生産目標数量は１７年の需要見通しと同程度の８５１万トンと決定
しました。
　また、都道府県別の生産目標数量については、遅くとも平成２０年度までに
農業者・農業者団体による自主的・主体的需給調整システムに移行する上で、
客観的な需要予測に基づく透明性の高い算定方法により定めることが重要な課
題です。
　１７年産米の生産目標数量の算定に当たっては、１１年から１５年の各都道
府県の需要実績について、作況及び生産調整達成・未達成の補正を行ったデー
タの最高値と最低値を除外したデータの単純平均（５中３）により算定した需
要見通しを基礎とし、また、生産現場の営農の継続性に配慮し、１６年産米の
生産目標数量の配分実績を勘案することとしました。
　
具体的には、

　ア　需要見通しの算定値を６割
　イ　１６年産米の生産目標数量の配分実績を４割

勘案することにより算定した各都道府県別のシェアを基に、全国の生産目標数
量８５１万トンを按分し、設定しました。

　さらに具体的な算定方法と各都道府県の生産目標数量については、以下のア
ドレスをご参照ください。
　
　 http://www.maff.go.jp/www/press/cont2/20041122press_3.htm

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　編　集　後　記　　　　　　　　　　　　　

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

　最近、テレビを見ていて、情報に偏りがあるように感じるのは私だけでしょ
うか？
　なぜ、情報に偏りがあると感じるのか理由を自分なりに考えて見ると、イン
ターネットなどを通じ、いろいろな人が簡単に情報を発信でき、かつ、簡単に
入手できるようになったからではないかと思います。
　それにしても現在あるインターネットにある情報は多いですね。また、将来、
今にも増して様々な情報が大量に飛び交う社会になり、情報をいかに選択しな
がら収集することが重要になってくるといわれています。この情報の選択の心
得は、情報が正しいものか「冷静に分析する」ことだと自分は思います。
　さて、これから大量の情報をどのように扱っていくか、少し足を止めて考え
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る必要があるなと思ったところです。（ ｅ－普及だより編集員 Ｎ ）
　
  なお、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。
　  e-fukyu@nm.maff.go.jp
    ０３－３５０２－８１１１（４２７８）
 
 ----------------------------------------------------------------- 
    　　　　　　　　　　　　　*** 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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