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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/j/pr/e-mag/index.htmlをご覧ください。
∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽

　◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎【　本　号　の　内　容　】◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎
　◎　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　◎
　◎【農林水産技術会議事務局からのお知らせ】　　　　　　　　　　  ◎
　◎　☆農林水産技術会議事務局から研究成果情報等のお知らせ　　　　◎
　◎　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　◎
　◎【施策情報等】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　◎
　◎　☆向こう１か月の病害虫の発生予察情報について　　　　　　　　◎
　◎　☆食品に含まれる有害化学物質・微生物から消費者の健康を守る　◎
　◎　　ための「主な取組と成果」を紹介します。　　　　　　　　　　◎
　◎　☆「食品安全に関する有害微生物の実態調査の結果集（畜産物）」◎
　◎　　を公表しました。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　◎
　◎　☆「鶏卵の生産衛生管理ハンドブック―採卵鶏農場・指導者編―」◎
　◎　　を改訂しました。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　◎
　◎　☆平成27年度契約野菜収入確保モデル事業の参加者の募集について◎
　◎　　（野菜の契約取引に関するセーフティネットのお知らせ）　　　◎
　◎　☆「農の雇用事業」について　　　　　　　　　　　　　　　　　◎
　◎　☆フード・アクション・ニッポン アワード2015募集開始のお知ら ◎
　◎　　せ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　◎
　◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎

　　╋╋・‥…　農林水産技術会議事務局からのお知らせ　…‥・╋╋

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
◆農林水産技術会議事務局から研究成果情報等のお知らせ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【農林水産技術会議事務局総務課】
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　農林水産技術会議事務局では、生産現場を革新する可能性のある成果等を
「食と農の研究メールマガジン」で月2回配信しています。
　その中から、普及指導員の皆様に産地の課題解決にご活用いただける情報を
以下のとおりご紹介します。

●平成27年度「農業技術功労者表彰」における候補者の募集開始について
　農業その他関連産業に関する研究開発の一層の発展及び農業技術者の意欲向
上に資するため、公益社団法人農林水産・食品産業技術振興協会との共催によ
り、農業技術の研究や普及指導などに顕著な功績があった者の表彰を実施して
おります。この度、候補者募集を開始しましたので皆様からの多数のご応募を
お待ちしています。
　応募期限：平成27年9月1日(火曜日)
[農林水産技術会議事務局]
http://www.s.affrc.go.jp/docs/press/150630.htm
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●地域マッチングフォーラムの開催について 
　農林水産省では、研究成果の農業現場等への迅速な普及・実用化を促進する
ため、地域マッチングフォーラムを全国8ブロックで開催しています。
　このたび九州沖縄地域において以下のとおり開催しますので、生産者、普及
指導員の皆様をはじめ、多数のご参加をお待ちしております。
 
・九州沖縄地域マッチングフォーラム
 日時：8月26日(水曜日)10時～16時
 場所：ジェイドガーデンパレス(鹿児島県鹿児島市)
 テーマ：「革新的な技術による地域農業の創生」
 講演内容
 1) 日本茶の海外輸出を支援する新しい栽培・加工技術の現地実証
 2) 新規カンショ「こなみずき」のでん粉特性とでん粉の食品への利用
 3) ICTを活用した効率的な肉用牛繁殖管理
 4) 酪農における搾乳ロボットを活用した省力・精密飼養管理技術
 ※総合討論、技術相談あり
 参加費無料
 事前申込締切：8月10日(月曜日)
 [農研機構 九州沖縄農業研究センター]
http://www.naro.affrc.go.jp/event/list/2015/07/058767.html

●農業機械安全鑑定適合機6月分(平成27年度第2回目)を公表
　-安全な農業機械の普及に向けて-
　農研機構生研センターでは「農業機械安全鑑定要領」に基づいた「農業機械
安全鑑定」を実施しています。平成27年6月の安全鑑定審議委員会で安全鑑定
基準適合と判定された農業機械を公表します。
[農研機構 生物系特定産業技術研究支援センター]
http://www.naro.affrc.go.jp/publicity_report/press/laboratory/brain/058709.html

●タイで共同育成したサトウキビ新品種の登録
　-サトウキビ野生種を利用して、多用途利用可能な新品種を育成-
　JIRCASがタイ農業局と共同で育成し登録した初めての品種になります。
　サトウキビ野生種と従来の製糖用品種を交配した種間雑種の後代です。
　砂糖だけでなくエタノール生産やバガス利用等の多用途利用に適した、株出
し栽培における収量の減少が少ないサトウキビ新品種です。
[国際農林水産業研究センター]
http://www.jircas.affrc.go.jp/press/2015/press04.html

●農村減災技術研究センターの設置について
　農研機構は、災害に強い農村づくりに必要な研究を行う「農村減災技術研究
センター」を設置しました。
　本施設での研究成果は、沿岸地域の減災計画などへの活用や、ダムやパイプ
ラインなどの耐震・豪雨対策などの技術開発に繋げていきます。
[農研機構 農村工学研究所]
http://www.naro.affrc.go.jp/publicity_report/press/laboratory/nkk/058630.html

●アマモ場の生態系はヨコエビや巻貝などが支えていることを世界規模で証明
　北半球を対象とした国際的な研究により、アマモ場の保全に小型無脊椎動物
の多様性が大きくかかわっていることを初めて証明しました。
　小型無脊椎動物も含めたアマモ場全体の生態系を管理することにより、アマ
モ場の保全・再生計画への寄与が期待できます。
[水産総合研究センター]
http://www.fra.affrc.go.jp/pressrelease/pr27/20150709/index.html

●マガキ浮遊幼生の簡易種判別方法を開発
　海水中に分布する二枚貝幼生のうちマガキ浮遊幼生がどれぐらい出現してい
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るかを、すばやく簡単に調べることができる方法を開発しました。これにより、
採苗器を設置する時期を逃すことなく、養殖用種ガキを効率よく確保できます。
[水産総合研究センター]
http://www.fra.affrc.go.jp/pressrelease/pr27/20150706/index.html

●異なる耕うん方法での草地除染効果
　-深く、土を細かくする耕うんの効果が高い-
　除染のための草地更新の際に行う耕うん作業において、より深くまで耕うん
することや、より砕土率を高くすることが、牧草中の放射性セシウム濃度の低
減に効果が高いことを明らかにしました。
[農研機構 畜産草地研究所]
http://www.naro.affrc.go.jp/publicity_report/press/laboratory/nilgs/058600.html

●ニホングリ在来品種の遺伝的関係をDNA解析により検証
　-丹波地域から地方へ在来品種が伝搬-
　ニホングリ在来品種は、丹波地域の品種と丹波地域以外の品種の大きく二つ
のグループに遺伝的に分類されました。
　在来品種の親子関係が明らかになり、丹波地域の品種が他の地方品種の成立
において重要な役割を担っていたという仮説を分子遺伝学的に検証することが
できました。
[農研機構 果樹研究所]
http://www.naro.affrc.go.jp/publicity_report/press/laboratory/fruit/058585.html

●ブドウ果皮の色調を制御する二つの遺伝子座を発見
　-温暖化に対応した優良着色品種の効率的な育成が可能に-
　赤～紫黒色のブドウ果皮の色調を制御する二つの遺伝子の位置(遺伝子座)を
特定しました。
　二つの遺伝子座における遺伝子タイプの組合せが果皮の色調を主に決定する
ことが明らかになりました。
　今回得られた成果を活用することにより、生産者から要望の強い、温暖化に
対応した優良着色品種の育成を加速することが出来ます。
[農研機構 果樹研究所]
http://www.naro.affrc.go.jp/publicity_report/press/laboratory/fruit/058581.html

●中山間地域対応型栽培管理ビークル (中山間地水田作向けの多用途小型作業
車)を開発
　-耕うんから管理作業までを1台でカバー-
　各種作業機の付け替えにより、耕うん・代かき、田植え、管理作業(溝切り
・薬剤散布・施肥)に幅広く利用できる乗用の多用途小型作業車です。
　ほ場出入口の段差乗越えが安全にできるよう、機体前後方向の水平維持機能
を装備しています。
　機体下部の空間を確保しつつ低重心化を図ることで左右方向の耐転倒性を高
め、中山間地域でも安全にほ場間移動ができます。
[農研機構 生物系特定産業技術研究支援センター]
http://www.naro.affrc.go.jp/publicity_report/press/laboratory/brain/058513.html

●樹木種子の発芽率を飛躍的に向上させる選別技術を開発
  -コスト削減で林業の成長産業化に貢献-
　九州大学大学院理学研究院と、住友林業株式会社、森林総合研究所らは共同
で、赤外波長域(可視光に近接する長波長側の光域)における反射率に基づいて、
発芽が期待される樹木の充実種子を効率的に選別する技術を開発しました。本
技術は、主要な造林樹種において発芽する種を高い確率で選別でき、苗木生産
のコスト低減につながるため、新たな森づくりの推進力となります。農山村地
域においては、林業の成長産業化に大きく貢献することが期待されます。
[森林総合研究所]
http://www.ffpri.affrc.go.jp/press/2015/20150617/index.html
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○「食と農の研究メールマガジン」についてのお問い合わせ先
農林水産技術会議事務局　総務課（担当：吉田）（03-3502-7407）
　※上記の品種・技術についての内容は、各機関に直接お問い合わせ願います。

●------------------------------------------------------------------●

　　　　　　　　　╋╋・‥…　施策情報等　…‥・╋╋

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
◆向こう１か月の病害虫の発生予察情報について
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【消費・安全局植物防疫課】
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
  気象庁の発表では、向こう１か月、全国的に降雨が多く、日照時間が少ない
状態が続くと予想されているため、イネいもち病、なし黒星病、ブドウべと病、
モモせん孔細菌病、キウイフルーツかいよう病等の病害の発生が懸念されます。
　これらの病害虫の発生については、天候の推移に留意するとともに、ほ場の
観察をきめ細かく行い、病害虫の早期発見に努め、適時適切な防除に努めるこ
とが重要です。
　普及指導員の皆様におかれましては、病害虫防除所との連携を密にしながら、
気象情報及び地域の病害虫の発生動向を把握し、各ほ場での防除が確実に実施
されるよう指導をお願いします。
　このほか、病害虫の発生動向や防除方法に関する情報については、病害虫発
生予報４号(7月14日農林水産省プレスリリース)に掲載していますので、各県
の発表する病害虫発生予察情報と併せて御確認ください。
　また、平成27年7月13日に農林水産省は、「日照不足及び長雨並びに夏台風
の接近及び通過に伴う農作物等の被害の防止に向けた技術指導の徹底について」
を発出し、天候不順による農作物等の被害の防止を呼びかけたところです。
下記URLから、ご参照ください。

※ 「平成27年度病害虫発生予報第４号」の発表について（７月14日付け農林
水産省プレスリリース）
　http://www.maff.go.jp/j/press/syouan/syokubo/150714.html
※ 過去の病害虫発生予報についてはこちら
  http://www.maff.go.jp/j/syouan/syokubo/boujyo/120104_yoho.html
※ 「日照不足及び長雨並びに夏台風の接近及び通過に伴う農作物等の被害の
防止に向けた技術指導の徹底について」(７月13日付け農林水産省プレスリリ
ース)
  http://www.maff.go.jp/j/press/seisan/saigai/150713.html

※お問い合わせ先　消費・安全局　植物防疫課（担当：春日井、石部）
                                       （０３－３５０２－３３８２）

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
◆食品に含まれる有害化学物質・微生物から消費者の健康を守るための「主な
取組と成果」を紹介します。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【消費・安全局消費・安全政策課】
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
  安全な食料を安定的に供給するため、農林水産省は、食品を通じて人の健康
に悪影響を及ぼす可能性のある有害化学物質や微生物について、リスク管理を
進めています。
　具体的には、国内で流通する食品が安全であるかどうか、安全性を向上させ
る措置をとる必要があるかどうかを知るために、食品中の有害な化学物質や微
生物の含有実態を調査しています。調査の結果、生産方法を改善することによ
り食品の安全性の向上が期待できる場合、生産者、指導者や食品事業者向けに、
安全性向上のための対策をまとめた指針等を作成・普及しています。
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　このたび、これまでの主なリスク管理の取組と成果をウェブページに掲載し
ましたので、ご紹介いたします。有害化学物質・微生物について、これまでの
実態調査の結果や各種指針を一覧できます。
　普及指導員の皆様におかれましては、生産現場で農産物の安全性や品質の向
上に向けて指導を行う上での参考情報として、活用していただれば幸いです。

※食品安全に関するリスク管理の主な取組と成果のウェブページをご参照くだ
さい。
　http://www.maff.go.jp/j/syouan/seisaku/risk_manage_outcome.html
※個別の有害化学物質及び有害微生物の情報（毒性、含有する主な食品等）に
ついては、以下ページをご参照ください。
　http://www.maff.go.jp/j/syouan/seisaku/risk_analysis/priority/hazard-info.html

※お問い合わせ先　
　　農林水産省消費・安全局消費・安全政策課（担当：浮穴（うけな）、高岸）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（０３－３５０２－８７３１）

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
◆「食品安全に関する有害微生物の実態調査の結果集（畜産物）」を公表しま
した。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【消費・安全局消費・安全政策課】
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
  より安全な畜産物の生産・製造に取り組まれている指導者・事業者の方に使
っていただくため、「食品安全に関する有害微生物の実態調査の結果集（畜産
物）」をホームページに公表しました。今回は、鶏肉のカンピロバクターに関
する調査の解析結果を掲載しました。他の畜産物や有害微生物に関する調査の
結果については、解析が終わりしだい掲載します（次回掲載：来月予定）。
　厚生労働省の食中毒統計によると、わが国では、毎年２～４万人が食中毒に
かかっていると報告されており、そのほとんどの原因は有害微生物です。食中
毒を防ぐための対策をとることは、消費者の健康を守るだけでなく、事業者の
損失を防ぐことにもつながります。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　農林水産省は、畜産物の生産、加工段階等における有害微生物の汚染状況や
汚染経路等の実態を調査し、得られたデータの解析結果を「結果集」で提供す
るとともに、生産段階において有効と考えられる衛生対策を「生産衛生管理ハ
ンドブック」で紹介しています。普及指導員の皆様におかれましては、「結果
集」を、「ハンドブック」とともに衛生対策等の指導にぜひご活用ください。

※食品安全に関する有害微生物の実態調査の結果集（畜産物）
　http://www.maff.go.jp/j/syouan/seisaku/kekka/chikusan.html
※牛肉・鶏肉・鶏卵の生産衛生管理ハンドブック（生産者編・指導者編）
　http://www.maff.go.jp/j/syouan/seisaku/handbook/201108.html　

※お問い合わせ先　
　　農林水産省　消費・安全局　消費・安全政策課
　　　　　　　　（担当：五島（ごしま）、金指（かねざし））
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（０３－６７４４－０４９０）

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
◆「鶏卵の生産衛生管理ハンドブック―採卵鶏農場・指導者編―」を改訂しま
した。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【消費・安全局消費・安全政策課】
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
  牛肉、鶏肉および鶏卵の生産農場への食中毒菌の侵入やまん延を防止するた
めの対策のポイントを「ハンドブック」として公表しています。今回は、「鶏
卵の生産衛生管理ハンドブック―採卵鶏農場・指導者編―」について、研究事
業で得られた科学的データの追加等の改訂を行い、農林水産省のホームページ
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に掲載しました。
 [今回追加した科学的データ]
・サルモネラワクチンの接種によってふん便へのサルモネラの排出量が減るか
・誘導換羽の方法によってふん便へのサルモネラの排出量が変わるか
・鶏ふんの中にはどのくらいサルモネラが生き残っているか
　「ハンドブック」は、生産者編と指導者編の２つで構成されています。生産
者編は、生産農場における飼養衛生管理のポイントを、多くの写真とともに分
かりやすい表現でまとめました。指導者編には、具体的なバックデータを盛り
込みました。普及指導員の皆様におかれましては、「ハンドブック」を衛生対
策等の指導にぜひご活用ください。

※牛肉・鶏肉・鶏卵の生産衛生管理ハンドブック（生産者編・指導者編）
　http://www.maff.go.jp/j/syouan/seisaku/handbook/201108.html　

※お問い合わせ先　
　　農林水産省　消費・安全局　消費・安全政策課
　　　　　　　　（担当：春名（はるな）、五島（ごしま））
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（０３－６７４４－０４９０）

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
◆平成27年度契約野菜収入確保モデル事業の参加者の募集について
　　（野菜の契約取引に関するセーフティネットのお知らせ）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【独立行政法人農畜産業振興機構】
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
  （独）農畜産業振興機構では、契約野菜収入確保モデル事業の参加者を募集
しております（応募の締切：平成27年8月9日（金））。
　普及指導員の皆様におかれましては、ご担当の地域に参加が見込まれる生産
者等がおられましたら、是非紹介いただきますよう、よろしくお願いします。

○事業概要：
１　収入補填タイプ：生産者等が天候等の理由により契約で見込んだ収入が得
　　　　　　　　　　られなかった場合において減収分の一部を補填。
２　出荷促進タイプ：生産者等が不作時に契約に沿って出荷した場合において
　　　　　　　　　　市場価格との差の一部を補填。
３　数量確保タイプ：中間事業者が不作時に契約数量の確保のため同じ野菜を
　　　　　　　　　　市場調達等した場合において掛り増し分の一部を補填。
○対象野菜：指定野菜の１４品目
○事業対象者：
１及び２のタイプは、生産者、農協、連合会等、
３のタイプは、中間事業者（流通業者、加工業者等）。

※詳細は機構ホームページをご覧ください。
　http://www.alic.go.jp/y-keiyaku/yagyomu03_000105.html

 ※お問い合わせ先
・(独)農畜産業振興機構　野菜業務部直接契約課（担当：中野）　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　TEL:03-3583-9817
・農林水産省　生産局園芸作物課（担当：児玉、熊谷）TEL:03-3502-5961

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
◆☆「農の雇用事業」について
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【経営局就農・女性課】
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　「農の雇用事業」は、新規就農者を雇用した農業法人（個人農業者でも可）
が、その新規就農者の研修費を年間 大120万円、 長2年間助成する事業です。
　本事業の助成額の年間 大120万円には、指導者研修費として、経営者や指導
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責任者が新規就農者を指導するために労務管理や人材育成方法等について学ぶ
ための研修費用の年間 大3万6千円が含まれています。本事業を活用している
経営体への日頃の普及指導活動においては、新規就農者の研修だけでなく、ぜ
ひ経営者や指導責任者への研修についても事業が活用できることを周知して、
積極的に事業活用を働きかけてください。

■指導者研修費の活用事例：民間の開催する人材育成セミナーの参加費用（交
通費含む）、専門家(社会保険労務士等)への指導謝金、従業員教育のためのテ
キストの購入費用など

　なお、現在、平成27年度第4回募集として、7月1日から8月31日まで、平成27
年11月からの研修開始の農業法人等を募集しています。
□　詳細については、下記URL（全国新規就農相談センターHP）をご覧ください。
　→　http://www.nca.or.jp/Be-farmer/nounokoyou/original/

※本記事に関するお問い合わせ先
農林水産省　経営局　就農・女性課（担当：今西・表野）
（０３－３５０２－６４６９）

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
◆フード・アクション・ニッポン アワード2015募集開始のお知らせ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【大臣官房食料安全保障課】
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　国産農林水産物の消費拡大を推進する取組「フード・アクション・ニッポン」
では、国産農林水産物の消費拡大に寄与する事業者・団体等のモノ、コト、技
術を募集し、優れた取組を表彰する「フード・アクション・ニッポン アワード」
を今年も開催することといたしました。開催７回目となる2015年度は、新聞広
告や交通広告、商談代行等により、先進的な取組を全国にアピールし、受賞者
・入賞者をサポートすることにより、国産農林水産物の更なる消費拡大につな
げていきます。
　昨年に引き続き、推薦による応募も受け付けますので、普及指導員の皆様にお
かれましては、本アワードの実施について幅広くご案内いただくとともに、地
域の優れた取組をぜひご推薦いただきますよう、ご協力をお願いいたします。
　応募締切：平成27年８月31日（月）
　詳しくはこちらをご覧下さい。
　→　http://syokuryo.jp/award/

※お問い合わせ先
フード・アクション・ニッポン アワード2015実行委員会運営管理事務局
（03-5447-7790）
農林水産省大臣官房食料安全保障課国民運動班（担当：麻王）　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（03-6744-2352）

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
　　　　　　　　　　　　　 　編集後記
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
普及指導員資格試験の筆記試験日まで一ヶ月を切りました。
受験生の皆様は、追い込みの時期に入った頃でしょうか。東京では、まさに夏！
といわんばかりの天気が続いています（夏ってこんなに暑かったっけと毎年言
っているような…）。試験本番で実力を出し切れるように、体調管理には普段
以上に気をつけてくださいね！今月は各課から多くの記事を提供頂いたので、
臨時増刊号を配信します。　　　　　　　　　　　　　　◎　編集担当Ｈ　◎
∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽
※メルマガの配信登録はこちら
　　http://www.maff.go.jp/j/pr/e-mag/index.html
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※バックナンバーはこちら
　　http://www.maff.go.jp/j/seisan/gizyutu/hukyu/h_mailmag/index.html

※ＰＤＦ形式のファイルの閲覧について
  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ファイルをご覧いただくためには農林水産省ホームページ
  ⇒  http://www.maff.go.jp/j/use/link.html
  「３　ＰＤＦファイルについて」をご覧になり、「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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