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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　】

【病害虫発生予報情報】
☆「平成30年度 病害虫発生予報第４号」の発表について

【公募・研修等のお知らせ】
☆農の雇用事業（平成30年度第３回）の募集を行っています
☆知っていますか！（一財）畜産環境整備機構の環境・衛生リース事業
☆女性農業者を対象とした農作業安全研修のご案内

【施策情報】
☆稲作技術に関する現地研修会を無料で受けられます！
☆農産物の輸出を目指す産地の皆さまへ（技術的なサポートを行います！）
☆日々の情報収集にFacebook「農水省・農業経営者net」をご活用ください！

【新品種・新技術等のお知らせ】
☆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
☆ハウス専用防虫ネット「虫バリア」が発売されました
☆高温でも容易に着色する極大粒のブドウ新品種「グロースクローネ」について
☆高温でも着色しやすく、軟化しにくい新品種「紅みのり」について
☆高温でも濃赤色に着色しやすく、食味の良い新品種「錦秋」について

╋╋・‥…　病害虫発生予報情報　…‥・╋╋
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
◆「平成30年度 病害虫発生予報第４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30年７月11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４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（発生予報）については次のとおりです。
また、平成30年７月豪雨による大雨の影響があった地域では、病害が発生しやすくなって
いることから、ほ場の観察をこまめに行う等、いつも以上に早期発見と適時防除に努めて
ください。
１　水稲では、いもち病（葉いもち）の発生しやすい気象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、ねぎのアザミウマ類の発生が北東北及び南関東の一部の地域で多くなる
と予想されています。ほ場を注意深く観察し、適期に防除を実施してください。
３　果樹では、リンゴ黒星病の発生が北海道及び北東北の一部の地域で多くなると予想さ
れています。対策にあっては、り病部の除去、薬剤散布等の防除を実施してください。ま
た、本病はDMI剤に対して耐性菌が発生しているため、都道府県の発表する発生予察情報

ページ(1)



e-普及だより第172号300713.txt
等を参考に薬剤を選定してください。

＜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30年度 病害虫発生予報第４号」の発表について（７月11日付け農林水産省プレ
スリリース）
　http://www.maff.go.jp/j/press/syouan/syokubo/180711.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）

╋╋・‥…　公募・研修等のお知らせ　…‥・╋╋
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
◆農の雇用事業（平成30年度第３回）の募集を行っています
【経営局就農・女性課】
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　青年の農業法人等への雇用就農を促進するため、法人等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30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、昨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 大120万円、 長２年間
【募集期間】　平成30年６月25日（月）～平成30年８月31日（金）（土日祝は除く）　
【研修期間】　平成30年11月から 長２年間
【今後の募集予定】　第４回（10～11月）※第４回が本年度 終募集予定

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　
　農林水産省　経営局　就農・女性課　雇用・労働グループ（担当：伊藤、土屋、村椿）
（03-6744-2162）

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
◆知っていますか！（一財）畜産環境整備機構の環境・衛生リース事業
【生産局畜産振興課】
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　（一財）畜産環境整備機構では、畜産経営者の方に、畜産環境の規制強化や飼養衛生管
理基準の遵守に対応した各種施設・機械（浄化処理施設、脱臭施設、死亡家畜の保管庫、
消毒用施設、防鳥ネット等）の整備や更新を支援するためのリース事業を行っています。
　普及指導員の皆様におかれましては、これらの施設等の整備を計画されている畜産農家
の方に広く情報提供していただきますよう、よろしくお願いいたします。
【リース事業の特徴】
・貸付期間終了後、リース物件は借受者（畜産農家）に譲渡されます。
・無担保・無保証人でリースするため、保証保険に加入していただきますが、保証保険料
は、（一財）畜産環境整備機構が負担します。
【リース事業の詳しい内容】
　http://www.leio.or.jp/lease_kankyo-eisei/index.html

※お問い合わせ先　
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　農林水産省生産局畜産振興課（担当：吉田・原田）（03-6744-7189）
　一般財団法人畜産環境整備機構（担当：堀口・雨宮）（03-3459-6347、6348）

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
◆女性農業者を対象とした農作業安全研修のご案内
【農林水産研修所つくば館】　　　
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
  農林水産研修所つくば館では、女性農業者を受講対象とする農作業安全研修を８月31日
に当館水戸ほ場において実施します。
　研修では刈払機のメンテナンスと安全な操作方法、乗用型トラクターのメンテナンスな
どの実習を行います。また、女性向けに開発された刈払機等について、開発メーカーが紹
介することとしています。女性農業者向けの研修は６月19日に実施していまして、今年度
２回目の開催になります（内容は前回と異なります）。普及指導員の皆さまにおかれまし
ては、受講しやすい研修となっていますので女性農業者へ周知いただけますよう、ご協力
をお願いします。

　研修の詳細はこちらのページをご覧ください。
  http://www.maff.go.jp/j/kanbo/tukuba/mito/anzen/30kihon3.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）

╋╋・‥…　施策情報　…‥・╋╋
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
◆稲作技術に関する現地研修会を無料で受けられます！
【政策統括官穀物課】
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　農林水産省では、稲作の低コスト栽培や高収益化を可能とする技術をとりまとめた「稲
作技術カタログ」を作成し情報提供を行っています。掲載技術として、水稲直播技術、流
し込み施肥技術など労働時間を削減する技術、多収で良食味、作期分散ができる品種、低
価格で効果の高い農薬や肥料、ICT技術を活用した効率的な作業管理技術など、100件以上
の技術をとりまとめています。
　また、これらの技術について、技術者や研究者による技術指導や現地研修を誰でも無料
で受けることが可能です。
　ぜひ、これらの技術カタログや現地研修をご活用ください。

リンク：http://www.maff.go.jp/j/seisan/ryutu/info/inasaku_catalog.html（稲作技術
カタログ）
http://www.jadea.org/news/news-20180611.htm（現地研修会）
政策統括官穀物課　稲生産班 北谷　03-6744-2108

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
◆農産物の輸出を目指す産地の皆さまへ（技術的なサポートを行います！）
【消費・安全局植物防疫課国際室】
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　農産物の輸出を行うときには、植物検疫や残留農薬など輸出先国の規制に沿った生産を
行うことが重要ですが、これらの規制は相手国や品目によって様々であり、現場での指導
をどのように行うべきか苦労されるのではないかと思います。
　農林水産省では、平成29年から、「輸出先国の規制に対応するためのサポート体制整備
事業」により、産地等のご要望に応じて専門家を派遣し、植物検疫や残留農薬基準をクリ
アするための取り組みを支援しています。
　平成29年度は、産地等からの要請に応じ技術的なサポートを提供した結果、22の産地等
からスムーズに輸出をすることができました。
　さらに、輸出に取り組む産地は増加しており、今年度も全国各地から多くの相談が寄せ
られています。
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　また、本年度からは、訪日外国人旅行者等が携帯品（おみやげ）として農産物を海外に
持ち出すための検疫手続の円滑化の取組を行う産地等への支援も開始しています。
　専門家の派遣等に当たり、費用負担はありませんので、ぜひ以下のサポート事務局サイ
ト内の相談窓口にご連絡ください。

輸出先国の規制に対応するためのサポート事務局
一般社団法人全国植物検疫協会内
TEL：070-1187-1520　FAX：03-5294-1525
（サポート事務局ホームページ）
　http://www.zenshoku-kyo.or.jp/consultation/

本事業に関するお問合せ先
　消費・安全局植物防疫課国際室
　担当者：小野、井ノ口　03-6744-7168

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
◆日々の情報収集にFacebook「農水省・農業経営者net」をご活用ください！
https://www.facebook.com/nogyokeiei【経営局経営政策課】
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　Facebookページ「農水省・農業経営者net」では、農林水産省 新情報の中から、農業
者の皆様が必要としている情報のみを厳選して配信しています。事業情報、施策情報、新
たな農業技術の紹介、研修やイベントのご案内など、日々の生産活動や農業経営に役立つ
話題をタイムリーにお届けします。
　地域の農業者の皆様に情報を届ける際の一つのツールとして、「農水省・農業経営者
net」を是非ご活用ください。本ページの「いいね！」を押すだけでフォロー完了です。
　また、便利なツールだと感じていただけましたら、地域の農業者の皆様にもフォローを
お勧めいただきますようお願いします。
◇Facebook「農水省・農業経営者net」https://www.facebook.com/nogyokeiei

※お問い合わせ先
　農林水産省 経営局 経営政策課 経営情報班（担当：吉田、金夛、兼田）
（03-3502-6444）

╋╋・‥…　新品種・新技術等のお知らせ　…‥・╋╋
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
◆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】
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　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。

◆「2025年の地域農業の姿が把握できる 地域農業情報」を公開
　農林水産省では、農林業施策の基礎資料作成のため、5年ごとに「農林業センサス」を
実施しています。「2025年の地域農業の姿が把握できる地域農業情報」は、この農林業セ
ンサスの2010年と2015年の情報を用い、個票の組替集計により、公表値では把握できない
担い手経営の特徴等を図で示すとともに、農業就業人口や離農にともなう供給農地、担い
手経営の数、農地の耕作者として担い手経営に期待される経営面積の2025年までの予測結
果を提供します。
　[農研機構]
　http://www.naro.affrc.go.jp/publicity_report/press/laboratory/narc/080852.html

◆農地の生物多様性を保全するための技術・手法を開発- 管理技術の事例集と水田の調査
・評価マニュアルを公開 -
　農研機構は、生物多様性を保全する農地の管理技術をまとめた事例集を作成しました。

ページ(4)



e-普及だより第172号300713.txt
また、鳥類などを指標に生物多様性の豊かな水を判定する新手法を開発し、調査・評価マ
ニュアルとして公開しました。本成果は、農業者や自治体が環境に配慮した農業を実践
し、その取組による生物多様性の保全効果を客観的に評価するのに役立ちます。
　[農研機構]
　http://www.naro.affrc.go.jp/publicity_report/press/laboratory/niaes/080882.htm
l

◆植物ホルモン「アブシジン酸」が働くための新たな仕組みを発見- 穂発芽しにくい農作
物の効率的な開発に期待 -
　農研機構は、共同研究グループと共に、植物の種子休眠や乾燥ストレス応答において重
要な働きをする植物ホルモン「アブシジン酸」が働くための新たな仕組みを明らかにしま
した。
　[農研機構]
　http://www.naro.affrc.go.jp/publicity_report/press/laboratory/nics-neo/081150.
html

◆バイオプリンティング技術によりDNA分子数を1個単位で制御～DNA分子が所定の数だけ
入った標準物質により、遺伝子検査の精度向上に貢献～
　株式会社リコー、国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構、日本製粉グル
ープの株式会社ファスマックは共同で、遺伝子検査装置および試薬の精度管理で使うこと
ができる、DNA分子の絶対数が1個単位で制御された新しいDNA標準物質を、バイオプリン
ティング技術を活用して実現しました。
　[リコー][農研機構][ファスマック]
　http://jp.ricoh.com/release/2018/0604_1.html

◆農業機械旧安全鑑定適合機5月分(平成29年度第12回目)を公表-安全な農業機械の普及に
向けて -
　平成30年5月の農業機械安全性検査審議委員会で旧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/080542.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　研究企画課（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。

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
◆ハウス専用防虫ネット「虫バリア」が発売されました
【農研機構農村工学研究部門】
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　近年、コナジラミ類やアザミウマ類など微小害虫が媒介するトマト黄化葉巻病、キュウ
リ退緑黄化病、トマト黄化えそ病などの被害が各地の園芸産地で発生していますが、その
対策として0.4 mm目合いの防虫ネットを園芸施設の換気窓や出入口に設置することが推奨
されています。しかし、目合いが小さな防虫ネットは、園芸施設の換気量を減少させるた
め、園芸作物の高温障害の発生や農作業環境の悪化が懸念されています。これらの問題に
対応するには、通気性を確保しながら、微小害虫の侵入を抑制できる防虫ネットの開発が
求められてきました。農研機構、千葉大学、ダイオ化成との共同研究により開発されたハ
ウス専用防虫ネット「虫バリア」は、ごく微量の薬剤(エトフェンプロックス)を防虫ネッ
トの糸に含めることによる虫イヤ効果と、通気性(目合い約0.75mm)とを兼ね備えた優れも
のの防虫ネットです。
　普及指導員の皆様におかれましては、本製品の特徴をご周知頂き、園芸施設の害虫防除
と高温対策を両立する営農への活用を勧めていただきますようお願いいたします。

※詳細は、製造元であるダイオ化成株式会社の情報をご参照下さい。
　https://www.dionet.jp/files/index.php/cms_list/84/file_save/虫バリア.pdf
※お問い合わせ先　
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　農研機構　農村工学研究部門（担当：石井）（029-838-7655）

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
◆高温でも容易に着色する極大粒のブドウ新品種「グロースクローネ」について
【農研機構果樹茶業研究部門】
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　現在我が国で栽培されているブドウは、「巨峰」や「ピオーネ」といった果皮が紫黒色
の大粒品種が約半分を占めます。しかし、これらの品種は近年西南暖地を中心に着色不良
の多発が問題となっています。農研機構で育成した「グロースクローネ」は果実着色期が
高温となる西南暖地でも良好に着色する大粒ブドウとして期待されています。
　「グロースクローネ」の収穫期は8月下旬で（育成地：広島県東広島市）、「巨峰」や
「ピオーネ」とほぼ同時期です。
　「グロースクローネ」は果実着色期が高温になる西南暖地でも「巨峰」や「ピオーネ」
よりも濃い紫黒色になります。またジベレリン処理により極大粒の種なし果を生産できま
す。ジベレリン処理果房の果粒重は両品種より大きく20ｇ程度となります。苗木は平成30
年秋に苗木業者等から販売される見込みです。
　普及指導員の皆様におかれましても、本品種について知って頂き、特に着色不良が問題
となっている西南暖地の産地において本品種の活用を勧めていただき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。
　URL　http://www.naro.affrc.go.jp/publicity_report/press/laboratory/nifts/07972
2.html
※お問い合わせ先　
　農研機構　果樹茶業研究部門（担当：和田）（029-838-6451）

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
◆高温でも着色しやすく、軟化しにくい新品種「紅みのり」について
【農研機構果樹茶業研究部門】
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　早生リンゴの主力品種である「つがる」は地球温暖化に伴い、高温による着色不良や果
肉軟化が問題となっていますが、農研機構で育成した「紅みのり」は温暖な産地でも着色
しやすく、収穫後の日持ちも良好な早生品種として期待されています。
　「紅みのり」の果実の収穫期は育成地（岩手盛岡市）で「つがる」より2週間程度早い
８月下旬となります。
　「紅みのり」は高温条件下でも着色しやすく、外観が良好です。甘味と酸味のバランス
が良く、食味が良好です。また、収穫適期まで樹上においても果肉が軟化しにくく、日持
ちが優れます。
　普及指導員の皆様におかれましても、本品種について知って頂き、特に「つがる」で着
色不良や果肉軟化が問題となっている産地において本品種の活用を勧めていただきますよ
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。
　URL　http://www.naro.affrc.go.jp/publicity_report/press/laboratory/nifts/08128
8.html
※お問い合わせ先　
　農研機構　果樹茶業研究部門（担当：和田）（029-838-6451）
　
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
◆高温でも濃赤色に着色しやすく、食味の良い新品種「錦秋」について
【農研機構果樹茶業研究部門】
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　近年の地球温暖化に伴い、温暖なリンゴ産地では中生品種でも気温が高い状態のまま収
穫時期を迎えることが増え、着色不良が問題となっています。農研機構で育成した「錦
秋」は温暖な産地でも着色しやすく、食味が良好な中生品種として期待されています。
　「錦秋」の果実の成熟期は育成地（岩手県盛岡市）で「シナノスイート」より２週間程
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度早い９月下旬から10月上旬となります。
　「錦秋」は濃赤色に着色しやすく、外観が良好です。甘味と酸味のバランスが良く食味
が濃好です。肉質が緻密なことから、食感が滑らかで歯ざわりが良好です。
　普及指導員の皆様におかれましても、広範なリンゴ産地で着色と食味に優れる本品種の
特性について知って頂き、本品種の活用を勧めていただき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。
　URL　http://www.naro.affrc.go.jp/publicity_report/press/laboratory/fruit/08127
8.html
※お問い合わせ先　
　農研機構　果樹茶業研究部門（担当：和田）（029-838-6451）
　

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
　　　　　　　　　　　　編集後記
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
　各地で梅雨が明けつつあります。関東では過去 速で明けるなど、例年よりもかなり早
いようですね。
　しかし今年は梅雨が短い代わりに、平成30年７月豪雨と呼ばれる大雨が降り、西日本を
中心に全国で被害が発生してしまいました。
　昨日、技術指導通知等を配信しましたが、この災害の被害をこれ以上拡大させないため
にも、事後の対処は非常に重要ですので改めてご確認ください。◎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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