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ｅ‐普及だより　　　　　　　 　　　  第１５７号（通算９２０号）

　　　　　　　　　　　　　平成２９年６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。
∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽

　農業競争力強化プログラムに関する情報はこちらをご覧下さい。
　http://www.maff.go.jp/j/kanbo/nougyo_kyousou_ryoku/index.html

　　　　　　　　　【　本　号　の　内　容　】

【技術普及課からのお知らせ】
　☆農業資材比較ウェブサイト「AGMIRU（アグミル）」が始まります！
  ☆安全指導や研修に「農作業安全リスクカルテ」を活用してみませんか
【病害虫発生予報情報】
　☆「平成29年度 病害虫発生予報第３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】
　☆平成28年度「食料・農業・農村白書」の公表について
　☆国産麦類のかび毒調査結果の公表について
　☆所有者不明農地（相続未登記農地）を担い手が借り受けるための公示
　・裁定制度について
　☆Facebook「農水省・農業経営者net」に「いいね！」して下さい
【研修・事業公募等のお知らせ】
　☆農作業安全組織計画・運営研修 計画・運営コースⅠのご案内
　☆農の雇用事業（平成29年度第3回）の募集を行っています
　☆農業の未来をつくる女性活躍経営体100選（WAP100）の公募が始まりま
　　した

　　　　╋╋・‥…　技術普及課からのお知らせ　…‥・╋╋
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
◆農業資材比較ウェブサイト「AGMIRU（アグミル）」が始まります！
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【生産局技術普及課】
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　現在農林水産省では、農業者の所得向上を図るため、昨年11月に決定
された「農業競争力強化プログラム」に基づき、肥料や農薬、農業機械、
飼料といった農業資材の価格引下げに向けた施策を推進しております。
　その一環として、より簡単に農業資材の情報を入手でき、自由に選択
ができる環境を整備するため、６月29日（木）に農業資材比較サイト
「ＡＧＭＩＲＵ（アグミル）」が立ち上がることとなりました。現在、
開発・運営企業のソフトバンク・テクノロジー（株）が、事前登録サイ
トを設置し、農業者・販売業者双方の登録を募っているところです。
　ＡＧＭＩＲＵは、農業資材の調達を便利に行うためのみならず、経営
改善に資する有効なツールになると考えていますので、農業者の方々へ
の積極的な周知をお願いいたします。

※事前登録サイトは下記ＵＲＬのとおりです。ＡＧＭＩＲＵの解説動画
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もありますので是非ご覧ください。
https://entry.agmiru.com/

※お問い合わせ先
　ソフトバンク・テクノロジー株式会社
　　　　　　　　　　　　　　（agmiru-support@tech.softbank.co.jp）
　農林水産省生産局技術普及課（担当：齊賀、本宮）
　　　　　　　　　　　　　　（０３－６７４４－２６２５）

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
◆安全指導や研修に「農作業安全リスクカルテ」を活用してみませんか
　　　　　　　　　　　　　　　【生産局技術普及課生産資材対策室】
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　農林水産省は、農業者が有するリスクやその対策をまとめた「農作業
安全リスクカルテ」を制作しました（平成28年度農作業安全総合対策推
進事業）。普及指導員の皆様をはじめ農作業安全の指導者となる方々が、
安全指導活動や研修会等で使用する資料を効率的に作成できるよう制作
しておりますので、是非ご活用ください。

※「農作業安全リスクカルテ」は以下のページをご覧ください。
http://www.maff.go.jp/j/seisan/sien/sizai/s_kikaika/anzen/#kenshusiryo

※お問い合わせ先
　生産局技術普及課生産資材対策室（担当：松田、大塚）
　　　　　　　　　　　　　　　　（０３－６７４４－２４３５）

　　　　╋╋・‥…　病害虫発生予報　…‥・╋╋
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
◆「平成29年度 病害虫発生予報第３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６月14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３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水稲では、梅雨時期に入り、イネいもち病（葉いもち）が発生しやす
い条件となっています。水田の観察を行い、本病の発生状況に応じて、
適期に防除を実施してください。
２野菜類では、施設・露地栽培ともに、アザミウマ類、アブラムシ類等
の微小害虫の発生が一部の地域で多くなると予想されています。早期発
見に努め、適期に防除を実施してください。
３果樹では、ナシ黒星病の発生が一部の地域で多くなると予想されてい
ます。り病部の除去、薬剤散布等の防除対策を徹底してください。

＜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３号」の発表について（６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/170614.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）
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　　　　　　　　　　　（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。

◇農林水産省 食料生産地域再生のための先端技術展開事業 「被災地の
早期復興に資する果樹生産・利用技術の実証研究」 平成29年度成果伝
達会を開催
　東日本大震災からの復興に向けて農林水産省が実施する「食料生産地
域再生のための先端技術展開事業」において、果樹分野では、平成23年
度に現地実証施設を宮城県に設置し、平成24年度からブドウ、小果樹類、
クリ等に関する先端的な生産技術を駆使した実証研究を進めてきました。
本事業で得られた研究成果の速やかな普及を図るために、7月6日(木)に
宮城県において、成果伝達会を開催します。

[農研機構]
http://www.naro.affrc.go.jp/publicity_report/press/laboratory/nifts/075682.html

◇放射性セシウムを吸収しにくい水稲の開発に成功
　-コメの放射性セシウム低減対策の新戦力 -
　イオンビーム照射による突然変異法により、放射性セシウムを吸収し
にくいコシヒカリ(Cs低吸収コシヒカリ)の開発に成功しました。
　Cs低吸収コシヒカリは、イネの耐塩性に関わるタンパク質リン酸化酵
素遺伝子(OsSOS2)に変異が生じたことで、根のセシウム吸収が抑制され
ました。この結果、Cs低吸収コシヒカリでは、コメの放射性セシウム濃
度が半減しました。
　Cs低吸収コシヒカリの利用は、コメの放射性セシウム濃度を長期にわ
たり低減させる技術として期待されます。

[農研機構][岩手生物工学研究センター]
http://www.naro.affrc.go.jp/publicity_report/press/laboratory/niaes/075645.html

◇アスパラガス茎枯病の抵抗性に関与する遺伝子群を特定
-日本固有種ハマタマボウキを用いた世界初の茎枯病抵抗性品種育成が
期待される-
　茎枯病感受性の食用アスパラガスと茎枯病抵抗性のハマタマボウキを
用い、茎枯病菌感染によって発現誘導される遺伝子群を網羅的に比較解
析した結果、茎枯病抵抗性に関与する遺伝子群を特定した。
　本研究成果は世界初の茎枯病抵抗性アスパラガス品種の育成に貢献す
ることが期待され、茎枯病抵抗性アスパラガス品種が育成されると、現
在行われている殺菌剤の散布回数を減らすことができ、国産アスパラガ
スの生産コストと生産労力を劇的に削減できる可能性がある。

[東北大学][農研機構]ほか
https://www.tohoku.ac.jp/japanese/2017/06/press20170531-03.html

◇農業機械安全鑑定適合機5月分(平成29年度第1回目)を公表
　-安全な農業機械の普及に向けて -
　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」
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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5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し
た。

[農研機構]
http://www.naro.affrc.go.jp/publicity_report/press/laboratory/iam/075755.html

◇品種改良で気候変動を緩和
-求められる、農地からの温室効果ガス発生の画期的削減技術-
　国際農林水産業研究センター（JIRCAS）は,海外の国際農業研究機関や
大学などと共同で、農業由来の深刻な温室効果ガスである一酸化二窒素
（N2O）の発生を抑制する力を持つ作物品種の育成に向け、研究を加速化
させる必要があることを提言しました。

[国際農林水産業研究センター]
https://www.jircas.go.jp/ja/release/2017/press03

○「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　…‥・╋╋
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
◆平成28年度「食料・農業・農村白書」の公表について
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【大臣官房広報評価課】
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
  農林水産省では、毎年５月頃に、この１年間における食料・農業・農
村の動向をまとめた食料・農業・農村白書を公表しています。
  本年５月２３日に公表した平成２８年度の白書では、生産資材価格の
引下げや農産物の流通・加工の構造改革といった農政の改革方向が盛り
込まれた農業競争力強化プログラムを解説するとともに、昭和一桁世代
のリタイアが進行する中で変動してきた農業の姿を農林業センサスを使
い分析をしています。
  このほか、オリンピック・パラリンピックに向けた食材の供給、農業
分野におけるAI、IoT、ロボット技術の開発など、話題性の高い項目を
トピックスとして取り上げたり、全国各地の取組事例を交えたりして、
様々な動きを分かりやすく紹介しています。
  農林水産省のホームページには、概要と本体を掲載していますので、
普及指導員の皆様におかれましても、是非ご覧いただき、普及指導活動
に活かしていただければと思います。
  
※詳細は以下のホームページをご覧下さい。
http://www.maff.go.jp/j/wpaper/w_maff/h28/index.html

※お問い合わせ先
　大臣官房広報評価課情報分析室（担当：塚本、西村、渡邊）
　　　　　　　　　　　　　　　（０３－３５０２－８１１１）

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
◆国産麦類のかび毒調査結果の公表について
　　　　　　　　　　　　　　　　　【消費・安全局農産安全管理課】
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　農林水産省は、平成14年～平成27年に生産された小麦及び大麦に含ま
れる、デオキシニバレノール(DON)、ニバレノール(NIV)等のかび毒の実
態調査結果を解析・公表しました。
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　本調査結果から、小麦及び大麦(いずれも乾燥調製後の穀粒)中のDON
及びNIV濃度は、生産年により、麦類赤かび病の発生状況に応じて著しく
異なることが確認できました。
　また、本調査結果を用いて、小麦及び大麦に由来する食品からのDON又
はNIVの経口摂取量を全年齢集団と未就学児のそれぞれで推定し、食品安
全委員会が設定した耐容一日摂取量(TDI)等と比較しました。その結果、
全年齢集団ではDON、NIVのいずれにおいても摂取量がTDIより低い値でし
たが、未就学児では高濃度でDON、NIVを含む麦類を大量に摂取した場合
には、DON、NIVの摂取量がTDIに近い値となることがわかりました。
　麦類の生産段階でかび毒汚染の防止・低減対策が適切にとられれば、
通常の食生活において、食品中のDON又はNIVの摂取により健康に悪影響
が出る可能性は低いと考えられます。子供のかび毒摂取量をより低く抑
えるためにも、普及指導員の皆様におかれましては、「麦類のDON・NIV
汚染低減のための指針」に基づく取組の徹底を、引き続き生産者及び関
係団体の皆様にご指導いただきますようお願いします。

※耐容一日摂取量(TDI)とは、ヒトが生涯に渡って毎日その物質を摂取し
続けたとしても健康に悪影響を示さないと推定されている体重1 kg当た
りの最大摂取量

※本調査結果に関するプレスリリースはこちら
http://www.maff.go.jp/j/press/syouan/nouan/170607.html

※「麦類のDON・NIV汚染低減のための指針」はこちら
http://www.maff.go.jp/j/syouan/seisaku/risk_analysis/priority/kabidoku/

※お問い合わせ先　
　消費・安全局農産安全管理課（担当：漆山、尾松）
　　　　　　　　　　　　　　（０３－３５９２－０３０６）

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
◆所有者不明農地（相続未登記農地）を担い手が借り受けるための公示
・裁定制度について（省令改正しました）　　　【経営局農地政策課】
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　農林水産省では所有者不明（相続未登記）の遊休農地であっても担い
手が借りられるよう公示・裁定制度を措置しています。
　本制度について、６月１日に省令改正を行い、現に遊休化していない
農地であっても、リタイア等に際して耕作者から農業委員会へ申出が
あった場合に、この公示手続の対象となるように改善しました。
　普及指導員の皆様におかれましては、相続未登記農地の借受けが可能
となっていることも踏まえて、地域における農地の集積・集約化につい
ての御指導をいただけますようよろしくお願いします。
　具体的な手続については、最寄りの農業委員会に御相談いただければ
幸いです。

※公示・裁定制度の概要について以下PDFをご覧下さい。
http://www.maff.go.jp/j/keiei/koukai/attach/pdf/yukyu-16.pdf

※お問い合わせ先　
　経営局農地政策課（担当：飯塚、森本、上田）
　　　　　　　　　（０３－６７４４－２１５２）

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
◆Facebook「農水省・農業経営者net」に「いいね！」して下さい
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【経営局経営政策課】
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
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　Facebookページ「農水省・農業経営者net」では、農業者の皆様が活用
できる農林水産省全体の事業情報を一元的に配信中です。また農業者の
皆様にとって日々の生産活動や経営に役立つような、施策情報、各種農
業イベント開催情報、新たな農業技術の紹介などの農業経営にまつわる
タイムリーな話題もお届けしております。
　現在、フォロワーは1万件を越えておりますが、より多くの普及指導員
の皆様や農業者の方々に活用してもらいたいと思います。
　普及指導員の皆様におかれましても、是非、本ページに「いいね！」
を押して、フォローして下さい。また、地域の農業者の皆様にも、「い
いね！」していただくようお勧め下さい。

※Facebook「農水省・農業経営者net」
https://www.facebook.com/nogyokeiei

※お問い合わせ先
　経営局経営政策課広報グループ（担当：中川、飯尾、松本）
　　　　　　　　　　　　　　　（０３－６７４４－２１４３）

　　　　　╋╋・‥…　研修・公募のお知らせ　…‥・╋╋
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
◆農作業安全組織計画・運営研修 計画・運営コースⅠのご案内
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【農林水産研修所つくば館】　　　
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
  農林水産研修所つくば館では、平成２９年８月８日に農業機械化研修
において農業法人や経営組織体の幹部、都道府県職員等を受講対象とし
て、農作業安全組織計画・運営研修 計画・運営コースⅠを開催します
（開催場所：当館水戸ほ場）。労働安全衛生の専門家による人員の雇用
と労働安全衛生法、機械作業において具体的に求められる対応、リスク
アセスメントのアウトラインや茨城県警による乗用型トラクターの所有
と利用等に関する諸規制の講義を予定しています。
　普及指導員の皆様におかれましては、農作業安全対策の知見を深める
機会として参加をご検討いただくとともに、農業法人等に周知をお願い
します。

※農業機械化研修に関する情報はこちらのページをご覧ください。
http://www.maff.go.jp/j/kanbo/tukuba/mito/index.html
                                                                
※お問い合わせ先
  農林水産研修所つくば館（担当：飯田）（０２９－８３９－９４８１）

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
◆農の雇用事業（平成29年度第3回）の募集を行っています
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【経営局就農・女性課】
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝　
　青年の農業法人への雇用就農を促進するため、法人が新規就業者に対
して実施する実践研修等を支援する「農の雇用事業」の平成29年度第3回
募集を行っています。
　本事業は研修生の定着率向上が課題となっているため、本年度から過
去に本事業を利用した研修生の定着率を考慮して法人等の採択の可否を
判断する仕組みを導入するなど事業の要件を見直しています。
　普及指導員の皆様におかれましては、このことについて地域の農業法
人や農業者の皆様へ広く情報提供していただきますとともに、本事業の
研修生の定着率向上に向けて指導・助言を行うなど引き続きご協力をい
ただきますよう、よろしくお願いいたします。
【助成額】　　年間最大120万円、最長2年間
【募集期間】　平成29年6月19日（月）～平成29年8月10日（木）
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　　　　　　　（土日祝は除く）　
【研修期間】　平成29年11月から最長2年間
【今後の募集予定】　第4回（10～12月）

※詳細は、こちらを御確認ください。（全国新規就農相談センターＨＰ）
https://www.nca.or.jp/Be-farmer/nounokoyou/original/ （外部リンク）

※お問い合わせ先　
　経営局就農・女性課雇用・労働グループ（担当：伊藤、中谷、戸張）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（０３－６７４４－２１６２）

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
◆農業の未来をつくる女性活躍経営体100選（WAP100）の公募が始まりま
した　　　　　　　　　　　　【経営局就農・女性課女性活躍推進室】
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　女性活躍推進に向けて先進的な取組みを実践している農業経営体を認
定・表彰する“農業の未来をつくる女性活躍経営体100選（WAP100）”今
年度の公募が６月１日よりスタートしました！（締切は７月31日（月））
　この事業は、農林水産省の補助事業により（公社）日本法人協会が実
施しています。これまで、女性の活躍推進のための環境整備を進めると
ともに、経営上の成果もあげている経営体として、全国から60経営体が
認定・表彰されています。
　今年はWAP100の最終年度となり、残り40経営体程度を認定予定です。
　普及指導員の皆様が把握している女性が活躍している農業経営体があ
りましたら、WAP100への応募をお薦めしてください。
　また、同時に全国で経営発展セミナーも開催しています。WAP100受賞
者の講演もありますので、ぜひご参加ください。

※詳細はこちらを御確認ください。
（WAP100認定関係）
http://hojin.or.jp/standard/100/cat2389/29.html
（セミナー関係）
http://hojin.or.jp/standard/100/cat2391/

※お問い合わせ先　
　経営局就農・女性課女性活躍推進室（担当：柚木・浦野）
　　　　　　　　　　　　　　　　　（０３－３５９１－５８３１）　　　　　　　　　
　　　　

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
　　　　　　　　　　 　編集後記
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
　梅雨入りしたのに東京では雨が降らないなと思っていたら、昨日は
激しい雨が降りました。適度な雨は必要ですが、暑さと湿気が増える
と気になるのがお弁当の傷み対策。先週からわさびを蓋の裏に塗ったり、
保冷剤を仕込んだりとあれこれ試行しています。
　ちなみに、６月１９日は農林水産省の「弁当の日」でした！みんなで
机を囲んでワイワイといただき、ランチタイムを楽しみました！
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　◎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

※バックナンバーはこちら
　　http://www.maff.go.jp/j/seisan/gizyutu/hukyu/h_mailmag/index.html
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※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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