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ｅ‐普及だより　　　　　　　 　　　  第１６３号（通算９３０号）

　　　　　　　　　　　　　平成２９年１１月２２日
　　　　　　　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/j/pr/e-mag/index.html をご覧ください。
∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽

　　　　　　　　　　　【　本　号　の　内　容　】

【病害虫発生予報情報】
　☆「平成29年度 病害虫発生予報第９号」の発表について
【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】
　☆酪農家向け｢加工原料乳生産者補給金制度｣が平成30年度から変わります
　☆「第23回病害虫防除フォーラム～農林水産業におけるドローンの利活用推進につい
て～」の開催及び参加者の募集について
【新品種・新技術情報のお知らせ】
　☆東北地域の春播き栽培に適したソバ新品種「夏吉」
　☆煮豆に適する東北地域向け黒大豆品種「黒丸くん」
　☆コーティング不要！シンプルな水稲湛水直播栽培「かん湛！」
　☆ネギ栽培においてリン酸施用量を減らす技術を開発しました

　　　　　　　╋╋・‥…　病害虫発生予報　…‥・╋╋
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
◆「平成29年度 病害虫発生予報第９号」の発表について
          　　　　　　　　　　　　　　　　　 【消費･安全局植物防疫課】
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
  農林水産省は、平成29年11月15日(水)付けで、向こう１か月の農作物の病害虫発生動向
や防除について「病害虫発生予報第９号」を発表しました。
　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、地域での
防除が確実に実施されるよう御指導をお願いします。

　『向こう１か月の主要な病害虫の発生予察情報について』

１　野菜では、アザミウマ類、アブラムシ類、コナジラミ類及びハダニ類の発生が関東以
西の一部の地域で多くなると予想されています。これら微小害虫は、発生密度が高くなっ
てからでは防除が困難となるため、ほ場の観察をきめ細かく行い、発生初期に防除を実施
してください。

２　果樹では、翌春の病害虫防除を効率的かつ効果的に実施するため、病害虫の越冬量を
低下させ、翌春の病害虫の発生を抑制することが重要です。病害対策として、被害落葉や
罹病部の除去を実施してください。また、虫害対策として、ハダニ類及びカイガラムシ類
の発生が多かった園地では、粗皮削りやマシン油散布による防除を実施してください。

＜参照＞
　詳細な情報については、下記ＵＲＬから御確認いただき、各県の発表する病害虫発生予
察情報と併せて御利用ください。
 〇「平成29年度 病害虫発生予報第９号」の発表について（11月15日付け農林水産省プレ

ページ(1)



e-普及だより第163号291122.txt
スリリース）
   http://www.maff.go.jp/j/press/syouan/syokubo/171115.html
 〇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
    ※お問い合わせ先　消費･安全局　植物防疫課（担当：白石、渡邉）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （０３－３５０２－３３８２）

　　╋╋・‥…　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研究調整課】
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　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。

◆縞葉枯病に強い発酵粗飼料用イネ新品種「つきすずか」-「たちすずか」の長所を受け
継ぎ、欠点を改良-

　従来品種「たちすずか 」の栽培が難しかった縞葉枯病多発地域でも栽培できます。牛
にとって消化のよい茎葉が多く、乳酸発酵に必要な糖含有率が高い点が「たちすずか」と
同様で、品質の良いイネWCS生産が可能です。微細断飼料収穫機と、低温時でも発酵を促
し変敗を防ぐ乳酸菌「畜草2号」を組み合わせれば、高品質で低コストなイネWCSの生産の
拡大が期待できます。

[農研機構]
 http://www.naro.affrc.go.jp/publicity_report/press/laboratory/warc/077595.html

◆血糖値をさげる新しい化合物を同定－カイコを用いた新規薬物の同定と解析－

　国立大学法人群馬大学大学院理工学府 武田 茂樹 教授のグループは、群馬大学「医理
工生命医科学融合医療イノベーションプロジェクト」・「生活習慣病プロジェクト」およ
び農林水産省委託プロジェクト研究「医薬品作物、医療用素材等の開発」の一環として、
群馬大学生体調節研究所 北村 忠弘 教授、国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研
究機構生物機能利用研究部門 瀬筒 秀樹 ユニット長らとの共同研究により、血糖値を低
下させる活性をもつ化合物を新たに発見しました。

[群馬大学][農研機構]
http://www.st.gunma-u.ac.jp/20170915-pressrelease/

◆農家における遺伝子組換えカイコの飼育に関する第一種使用規程承認について- 緑色蛍
光タンパク質含有絹糸生産カイコを農家の施設で飼育可能に -

　平成28年11月18日付け申請の農家における遺伝子組換えカイコ(緑色蛍光タンパク質含
有絹糸生産カイコ)の飼育に係る第一種使用規程が、平成29年９月22日付けで農林水産大
臣・環境大臣により承認されました。農研機構は、飼育農家等を対象とした遺伝子組換え
カイコの飼育に係る現地研修会への講師派遣やモニタリング等を行い、適切な管理の下に
飼育等が実施されるよう指導します。

[農研機構]
 http://www.naro.affrc.go.jp/publicity_report/press/laboratory/nias/077500.html

◆農業機械安全鑑定適合機9月分(平成29年度第5回目)を公表-安全な農業機械の普及に向
けて-
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　農研機構農業技術革新工学研究センターでは「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29年9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]
http://www.naro.affrc.go.jp/publicity_report/press/laboratory/iam/077677.html

◆植物に乾燥・高温耐性を付与する転写因子DREB2Aが活性化する仕組みを解明―干ばつや
高温に強い作物の開発に期待―

　東京大学と理化学研究所及び国際農林水産業研究センターの共同研究グループは、植物
の干ばつと高温の両方の耐性獲得に働く転写因子DREB2Aの活性化の機構の解明に成功しま
した。

[国際農林水産業研究センター]
https://www.jircas.go.jp/ja/release/2017/press12?f=mg

◆季節性と樹種同士の場所取り競争が鍵だった―緯度による種多様性の変化を説明する新
理論を提示―

　なぜ熱帯林は温帯林や北方林よりも樹木の種多様性が高いのか、を説明する新理論を提
示しました。季節性の強い温帯林や北方林では、異なる樹種の芽生えが同じ年に同調して
発生しやすいために樹種同士で場所取り競争が生じ、多様な種の定着が妨げられているこ
とがわかりました。多様性の仕組みを明らかにする上で、季節性と樹種同士の場所取り競
争の関わりという新たな視点を提示し、今後の森林の多様性研究の発展へのブレークスル
ーとなる研究成果です。 

[森林研究・整備機構]
https://www.ffpri.affrc.go.jp/press/2017/20171005/index.html

◆海苔を原料とする麹-海藻麹- を初めて開発

　水産研究・教育機構は、海苔醤油の醸造期間を１／３に短縮できる海藻麹の製造に、世
界で初めて成功しました。同機構が開発した海苔醤油は、穀物アレルゲンを含まず、機能
性成分を豊富に含んでいます。海藻麹により、その特徴を保ったままでうま味がさらに増
します。ノリ以外の海藻を材料とした麹の開発など、海藻の有効利用が広がります。

[水産研究・教育機構］
http://www.fra.affrc.go.jp/pressrelease/pr2017/20170926/index.html

◆高能率軟弱野菜調製機を開発- 誰でも簡単にホウレンソウの調製作業ができます -

　農研機構では、株式会社クボタ、株式会社斎藤農機製作所と共同で高能率軟弱野菜調製
機を開発しています。 開発機は、ホウレンソウを1株ずつ供給すると、根切り及び子葉、
下葉の除去の調製作業を行うもので、既存機より30～50%高能率に作業できることを目標
としています。

[農研機構]ほか
http://www.naro.affrc.go.jp/publicity_report/press/laboratory/iam/077770.html

◆貼り付けやすく剥がれにくい牛の乳頭保護資材を開発

　牛の乳頭への貼付けが容易で、最大2週間程度使用が可能なシール式の外部乳頭保護資
材を開発しました。乳頭を物理的に保護できるため、乾乳期の乳房炎治療後の保護資材と
しての活用も期待されます。
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[農研機構]ほか
http://www.naro.affrc.go.jp/publicity_report/press/laboratory/nilgs-neo/077668.h
tml

◆気候変動により、北海道の代表的産地で 高級ワイン用ブドウ「ピノ・ノワール」が栽
培可能に- 今後も道内で栽培拡大の見込み -

　農研機構らの研究グループは、長期的な温暖化傾向と1998年頃に起きた気候シフトによ
り、北海道内の代表的なワイン用ブドウ産地の後志(しりべし)地方の余市(よいち)町や空
知(そらち)地方で、高級赤ワインの代表品種のピノ・ノワールの栽培が可能となったこと
を明らかにしました。道内ではさらに栽培の拡大が期待されます。

[農研機構]
http://www.naro.affrc.go.jp/publicity_report/press/laboratory/harc/077931.html

◆バレイショの越冬・雑草化を防ぎ、かつ環境にも優しい土壌凍結の深さを決定- 寒冷地
における環境保全型の農業技術として「雪割り作業」を最適化 -

　農研機構北海道農業研究センターは、収穫漏れしたバレイショの越冬・雑草化防止のた
めに開発された「雪割りによる土壌凍結深の制御技術」において、凍結する深さを30cm前
後に制御すると、バレイショの越冬を防ぎつつ、畑からの温室効果ガスの放出や肥料成分
の流出も抑えられることを明らかにしました。本成果は、寒冷地における農業生産性の向
上と環境負荷低減の両立に役立ちます。

[農研機構]
http://www.naro.affrc.go.jp/publicity_report/press/laboratory/harc/077929.html

◆施設野菜の微小害虫防除に役立つ 「バンカーシート利用マニュアル」を公開

　農研機構を中心とする研究グループは、イチゴやキュウリなどの施設野菜を食害する微
小害虫(ハダニ、アザミウマ、コナジラミなど)を、天敵を使って効果的に防除するための
天敵増殖資材(バンカーシート)の利用マニュアルを作成しました。

[農研機構]
http://www.naro.affrc.go.jp/publicity_report/press/laboratory/narc/077790.html

○「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　研究調整課（担当：田丸）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（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　…‥・╋╋
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
◆酪農家向け｢加工原料乳生産者補給金制度｣が平成30年度から変わります
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【生産局畜産部牛乳乳製品課】
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　加工原料乳生産者補給金制度については、
①　これまで指定生乳生産者団体に販売委託する生産者に限られていた補給金の交付対象
を拡大し、計画的に乳製品向けに仕向ける全ての生産者を対象とし、
②　一定の地域から集送乳を拒まずに行う事業者を、申請に基づき指定し、補給金と併せ
て集送乳調整金を交付する
こと等を内容とする法改正等を行い、平成30年４月１日より、新制度に移行することとな
っています。
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　酪農家の方が、自ら生産した生乳を用いて乳製品を製造・販売する場合にも、あらかじ
め国に年間販売計画を提出するなど所定の手続きを行っていただければ、補給金の交付対
象となります。

　新制度の詳細な情報については、下記URLから御確認いただけます。
　また、問合せ窓口を開設しておりますので、制度全体について、疑問点や御相談等がご
ざいましたら、お問合せください。

　普及指導員の皆様におかれましても、酪農家の方々へ新制度について周知していただく
など、情報提供の推進について、御協力のほどよろしくお願いいたします。

［補給金制度に関する情報］http://www.maff.go.jp/j/chikusan/gyunyu/kakou.html
［問合せ窓口］
https://www.contactus.maff.go.jp/j/form/seisan/c_gyunyu/171027.html

※お問合せ先
牛乳乳製品課（担当：金澤、安藤、藤谷、信戸、竹内、鈴木、中山）
電話番号　（０３－３５０２－５９８８）

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
◆「第23回病害虫防除フォーラム～農林水産業におけるドローンの利活用推進について～
」の開催及び参加者の募集について
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【消費・安全局食品植物防疫課】
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　農林水産省は、ドローンの利活用による農業の省力化や低コスト化に向けた民間の取組
を後押しし、あわせて、安全性の確保や適正な利用のための当省の施策を周知することを
目的として、ドローンメーカー、ユーザー、関係団体等を一堂に参集した「第23回病害虫
防除フォーラム」を開催します。
　普及指導員の皆様におけれましても、奮ってご参加いただくようお願いいたします。
　概要は以下のとおりとなっております。
　詳細は農林水産省ホームページ（プレスリリース）をご覧ください。
　http://www.maff.go.jp/j/press/syouan/syokubo/171115_28.html

【開催概要】
開催場所：平成29年12月13日（水）13:00～16:30
開催場所：農林水産省　本館7階　講堂（東京都千代田区霞が関1-2-1）

【議題】
（１）講演
　・無人航空機による農薬散布をめぐる情勢報告
　　－農林水産省消費・安全局植物防疫課
　・農業現場でのドローン活用への期待
　　－日本農業法人協会　齋藤副会長
　・平成29年度農林水産省ロボット技術安全性確保検討事業中間報告
　　－事業実施主体
　・メーカーによるプレゼンテーション（６社を予定）
　　自動飛行、散布装置に関する技術開発状況
　　農薬散布以外での活用
　　オペレーター教習体制等
（２）ポスターセッション（メーカーと参加者との意見交換）
（３）総合討論（パネルディスカッション）

【メーカーのドローンに関する展示及び使用者相談会】
　サブ会場において以下を予定しています。
　・パネル等の展示
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　・機体、講習会受講等にかかる情報提供等

【参加申込について】
　上記プレスリリースから、インターネット、FAX又は郵送にてお申込みください。
　申込締切：平成29年12月８日（金）12:00必着
　希望者多数の場合は、抽選を行います。

※お問い合わせ先　
　　農林水産省　消費・安全局　植物防疫課
　　（担当：白石、辻本）
　　（TEL：０３－３５０２－３３８２）

　　　　　　　╋╋・‥…　新品種・新技術情報　…‥・╋╋
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
◆東北地域の春播き栽培に適したソバ新品種「夏吉」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【農研機構東北農業センター】
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　東北地域におけるソバの春播き栽培は、流通量が多い北海道産などに先行して“新そ
ば”を出荷できるので、実需者からの要望が強い作型です。しかし、従来の東北地域向き
品種を春播き栽培に用いると、成熟に達しにくく収量も低いことが問題となっていまし
た。
　そこで農研機構では、春播き栽培を行った場合、東北地域向きの従来品種より収量が多
く成熟期が早い新品種「夏吉」を育成しました。「夏吉」を用いたソバの春播き栽培で
は、北海道産や秋播き栽培よりも早く“新そば”を出荷することができます。また、食味
評価が高いため実需者からも注目されています。
　“新そば”の早期出荷をめざす東北地域の普及指導員の皆様におかれましては、本品種
をぜひご活用くださいますようお願いいたします。

※詳細は下記のページをご参照下さい。
　http://www.naro.affrc.go.jp/patent/breed/0100/0103/070604.html

※お問い合わせ先　
　農研機構東北農業センター　（担当：広報チーム）
　　　　　　　　　　　　　　（電話番号０１９－６４３－３４１４）

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
◆煮豆に適する東北地域向け黒大豆品種「黒丸くん」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【農研機構東北農業研究センター】
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　東北地域において、黒大豆は扁平の「黒平豆」や納豆用に用いられる小粒の「黒千石」
などの在来種が限定された地域で栽培されてきましたが、広域で栽培される大粒の煮豆用
品種はありませんでした。
　そこで農研機構では、東北地域の代表品種となるよう、栽培しやすい大粒の煮豆用黒大
豆として、「黒丸くん」を育成しました。
　「黒丸くん」は倒れにくく、一番下の莢が付く位置が高いので、機械化栽培に適し、収
量も安定しています。また子実は大粒で、加工した時の光沢や色が良く、煮豆に適してい
ます。甘みがあることから、やわらかい寄せ豆腐や豆乳飲料などへの利用も期待されてい
ます。
　普及指導員の皆様におかれましては、６次産業化への取組みに関心をもつ生産者・団体
等に、本品種の活用をお勧めくださいますようお願い致します。

※詳細は下記のページをご参照下さい。
　http://www.naro.affrc.go.jp/patent/breed/0100/0109/070605.html

※お問い合わせ先　
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　農研機構東北農業研究センター　（担当：広報チーム）（電話番号
０１９－６４３－３４１４）

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
◆コーティング不要！シンプルな水稲湛水直播栽培「かん湛！」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【農研機構東北農業センター】
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　水稲湛水直播栽培では、苗立ち向上のためにカルパーや鉄を種子にコーティングしま
す。しかし、コーティングには労力や費用が掛かりますし、コーティング不良が播種機の
詰まりや種子損傷の原因にもなっています。
　そこで、農研機構では（株）石井製作所、山形県農業総合研究センター水田農業試験
場、山形大学との共同により、代かきをしながら無コーティングの催芽種子を播種する、
代かき同時浅層土中播種栽培「かん湛！」を開発しました。本技術で耐倒伏性品種を栽培
した場合、鉄コーティング直播と同程度の苗立ち、鉄コーティングや移植栽培と同程度の
収量が得られることが実証済みです。
　本技術の活用により、一人作業が可能、代かきが1回省略できる、播種時の雨に強い、
出芽が早い、除草に有利、田植機不要といったメリットがあります。
　コーティングに問題を感じている湛水直播農家はもちろん、直播による省力化を目指す
農家にお勧めです。

※詳細は下記のページをご参照下さい。
　http://www.naro.affrc.go.jp/publicity_report/publication/pamphlet/tech-pamph/0
61611.html

※お問い合わせ先　
　農研機構東北農業センター　（担当：広報チーム）（電話番号
０１９－６４３－３４１４）

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
◆ネギ栽培においてリン酸施用量を減らす技術を開発しました
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【農研機構東北農業研究センター】
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
【ネギ栽培農家】
　リン酸は肥料の三要素の一つですが、日本はそのすべてを海外からの輸入に依存してい
ます。そのため、国際情勢によって供給が不安定化したり、価格の高騰を招いたりしまし
た。また、原料であるリン鉱石は限りある資源で、将来的には枯渇する懸念もあります。
　そこで、農研機構では、リン酸濃度1%に調製したリン酸液肥を定植直前に苗に潅注する
ことにより初期生育が顕著に促進され、畑へのリン酸施用量を50%削減しても増収を期待
できることを明らかにしました。特に、ネギ栽培では高い効果が得られます。
　本技術の活用によりリン酸施用量を削減することで、肥料費の削減や適正な土壌管理・
減化学肥料栽培にも貢献することが期待されます。
　普及指導員の皆様におかれましても、本技術についてご理解いただき、産地で環境保全
型栽培や減肥に取り組む農家等に対して本技術の活用を勧めていただきますようお願い致
します。

※詳細は下記のページをご参照下さい。
　http://www.naro.affrc.go.jp/publicity_report/publication/laboratory/narc/manua
l/051697.html
　http://www.naro.affrc.go.jp/publicity_report/publication/pamphlet/tech-pamph/0
62158.html

※お問い合わせ先　
　農研機構　東北農業研究センター　（担当：広報チーム）
　　　　　　　　　　　　　　　　　（電話番号０１９－６４３－３４１４）
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＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
　　　　　　　　　　　　編集後記
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
　すっかり寒くなってきました。先日、愛媛のみかん産地にお邪魔しました。
　紅まどんなというゼリーのような食感のみかんが気になりましたが、残念ながら解禁日
（解禁日があるんです）を迎えていないため買えませんでした。
　現地に行くと、様々な品種と出会うため面白いですね。

　さて本日は、農業とは直接関係ないのですが、来年が明治150年に該当するということ
で内閣官房から以下のお知らせが入っております。
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　平成30年（2018年）は、明治元年（1868年）から起算して満150年に当たます。政府で
は、内閣官房副長官を議長とする「「明治150年」関連施策各府省連絡会議」を設け、
①「明治以降の歩みを次世代に遺す施策」、②「明治の精神に学び、さらに飛躍する国へ
向けた施策」、③「明治150年に向けた機運を高めていく施策」の３つを柱として、政府
一体となって「明治150年」関連施策を推進しているところです。国だけでなく、地方公
共団体や民間も含めて、日本各地で、「明治150年」に関連する多様な取組が推進される
よう、ロゴマークの使用促進や広報などを通じて、「明治150年」に向けた機運の醸成を
図っています。　詳しくは以下のホームページを御覧下さい。
　　http://www.kantei.go.jp/jp/singi/meiji150/portal/
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　今後しばらく、当メルマガの末尾に上記お知らせを掲載します。
　当メルマガともどもよろしくお願い致します。　　　　◎編集担当Ｔ◎
∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽
※メルマガの配信登録はこちら
　　http://www.maff.go.jp/j/pr/e-mag/index.html

※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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