
募集人数 申込締切

1 北海道 北海道農政事務所
7月28日（木）
～29日（金）

「夏休み子ども見学デー」
・食品表示Ｇメン
・北海道の農業に関するウォークラ
リー型クイズ
・もみすり体験
・さとうのひみつ
・木のマグネット作り・おがくずねん
どで作る鉛筆作り
・イカスミ魚拓・書道体験　等

・「さとうの
ひみつ」子ど
も８名×5回
（7/28～29日
実施）
わたあめを作
りながら、さ
とうについて
講義を行いま
す。

7月19日（火）

部署名：北海道農政事務所企画調整室
TEL:011-330-8801
FAX:011-520-3051
所在地:北海道札幌市中央区南22条西6丁目2-22

2 北海道
北海道農政事務所
北見支局

7月28日（木）
～29日（金）

「夏休み子ども見学デー」
・玉ねぎ染め
・ヒンメリ作り　等

未定 未定

部署名:北海道農政事務所北見支局
     （地方参事官室）
TEL:0157-23-4171
FAX:0157-23-5358
所在地:北海道北見市青葉町６－８

3 宮城県 東北農政局
8月8日（月）
（予定）

「子ども夏休み見学デー」
・パソコンを用いて、クイズ形式によ
る農林水産業に関する学習。
・野菜・果物の糖度測定体験。
・米粉を使用した食品等の展示　等。

未定 未定

部署名:東北農政局企画調整室
TEL:022-263-1111（内線4270、4271）
FAX:022-217-2382
所在地:宮城県仙台市青葉区本町3-3-1
URL：http://www.maff.go.jp/tohoku/

4 京都府
近畿農政局
京都大阪森林管理事務
所

7月28日（木）
～7月29日（金）

「夏休み子ども消費者の部屋」
～　夏休み親子見学デー　～
・農林水産業を身近に感じていただく
ことを目的に、体験型の取組を取り入
れた展示等による近畿農政局の業務紹
介や京都大阪森林管理事務所による木
工教室等、また、食品企業等による体
験講座や学校栄養職員によるミニ講座
を実施。

・7/28 「食品
企業による体
験講座」親子
15組×3回、
「森林事務所
による木工教
室」親子10組
×2回

・7/29 「森林
事務所による
ジオラマづく
り」親子10組
×2回、「体験
講座は検討
中」

体験講座・ミ
ニ講座、木工
教室等とも、7
月15日

部署名: 近畿農政局消費・安全部消費生活課
TEL: 075-414-9761
FAX: 075-417-2149
所在地:京都府京都市上京区西洞院通下長者町下
ル丁子風呂町
部署名:京都大阪森林管理事務所
TEL:075-414-9822
FAX:075-432-2375
所在地:京都府京都市上京区西洞院通り下長者町
下ル丁子風呂町102
URL：
http://www.rinya.maff.go.jp/kinki/kyoto/ind
ex.html

地方出先機関、独立行政法人等での関連イベント

事前登録が必要な場合
取組内容日程機関等名

１．「子ども霞が関見学デー」の趣旨に類する取組

　　夏休み期間中（７月から８月にかけて）、子供たちに対して主に職場見学を行う取組

問い合わせ先地域番号



5 熊本県

九州農政局
九州森林管理局
農研機構九州沖縄農業
研究センター
独立行政法人家畜改良
センター熊本牧場
動物検疫所門司支所

8月3日（水）～4日
（木）

「しっとっと？国のお仕事～夏休み見
学デー～」
　熊本地方合同庁舎の入居官署及び九
州管内の農林水産省関係機関が連携
し、親子を対象とした体験型のイベン
トを開催。
　庁舎内の見学や料理体験・木工教室
を実施。地震への備えなどに考慮した
パネル展示を検討。

九州農政局
・米粉料理教
室（親子8組）
・食育講座
（親子15組）

いずれも予定

７月22（金）
（予定）

部署名:九州農政局消費・安全部消費生活課
TEL:096-300-6122（内線：4214）
FAX:096-211-9700
所在地:熊本県熊本市西区春日2丁目10番1号
URL：
http://www.maff.go.jp/kyusyu/syohianzen/syo
kunoanzenansin/syouhisya/syouhisya.html
部署名:九州森林管理局森林整備部技術普及課
TEL:096-328-3593
FAX:096-326-7062
所在地:熊本県熊本市西区京町本丁2番7号
部署名：農研機構九州沖縄農業研究センター企
画部産学連携室
TEL:096-242-7530
FAX:096-242-7543
所在地：熊本県合志市須屋2421
部署名：独立行政法人家畜改良センター熊本牧
場総務課
TEL:0968-84-3660
FAX:0968-84-3708
所在地：熊本県玉名市横島町共栄37
部署名：動物検疫所門司支所検疫第１課
TEL:093-321-1116
FAX:093-332-5858
所在地：福岡県北九州市門司区西海岸1-3-10門
司港湾合同庁舎



２．関連イベント
　　夏休み期間中（７月から８月にかけて）、子供たちが広く社会を知る体験活動の機会となる取組等

募集人数 申込締切

1 北海道
駒ヶ岳・大沼森林ふれ
あい推進センター

8月7日（日）

「樹木博士認定会（第3回）」
・樹木講座
・識別試験
　西大沼常設コース（七飯町）

30名 8月1日（月）

部署名：駒ヶ岳・大沼森林ふれあい推進セン
ター
TEL:0138-51-0381
FAX:0138-51-8178
所在地:北海道函館市駒場町2-13

2 北海道
常呂川森林ふれあい推
進センター

7月23日（土）
「こども探険隊」
・森林体験

未定 未定

部署名：常呂川森林ふれあい推進センター
TEL:0157-23-2960
FAX:0157-23-2472
所在地:北海道北見市北斗3丁目11-3

3 北海道
常呂川森林ふれあい推
進センター

8月11日（木）
「森林散策会（山の日記念）」
・登山道で森林散策

未定 未定

部署名：常呂川森林ふれあい推進センター
TEL:0157-23-2960
FAX:0157-23-2472
所在地:北海道北見市北斗3丁目11-3

4 宮城県
国立研究開発法人水産
研究・教育機構東北区
水産研究所

8月20日（土）
研究所の一般公開
　研究の紹介、タッチプール、ミニ水
族館など

－ －

部署名:東北区水産研究所塩釜庁舎
TEL:022-365-1191
FAX:022-367-1250
所在地:宮城県塩釜市新浜町3-27-5

5 秋田県
東北森林管理局
技術普及課

7月25日（月）

「仁別の森林（もり）で遊ぼう！夏休
み親子森林教室」
　森林の中で自然と親しみ、遊び、学
ぶ喜びを味わうことのできるよう自然
観察や木工製作等を行う。

親子13組 7月中旬

部署名:東北森林管理局技術普及課
TEL:018-836-2211
FAX:018-836-2012
所在地:秋田県秋田市中通5-9-16

6 茨城県
国立研究開発法人森林
総合研究所

7月30日（土） 研究所の一般公開 － －

部署名:企画部広報普及科広報係
TEL:029-829-8372
FAX:029-873-0844
所在地:茨城県つくば市松の里１
URL：https://www.ffpri.affrc.go.jp/

7 栃木県
国立研究開発法人水産
研究・教育機構中央水
産研究所日光庁舎

8月4日（木）
さかなと森の観察園無料公開デー（一
般公開）

－ －

部署名:中央水産研究所日光庁舎
TEL:0288-55-0055
FAX:0288-55-0064
所在地:栃木県日光市中宮祠2482－3

番号
事前登録が必要な場合

問い合わせ先地域 機関等名 日程 取組内容



8 埼玉県 関東農政局
7月1日（金）～8月1日
（月）（予定）

「関東農政局『消費者の部屋』7月特
別展示」
　米粉利用拡大と米飯学校給食推進の
取組について、パネル等で紹介。

－ －

部署名:関東農政局消費・安全部消費生活課
TEL:048-740-0362
FAX:048-601-0548
部署名:関東農政局生産部生産振興課
TEL:048-740-0403
FAX:048-601-0533
所在地:埼玉県さいたま市中央区新都心2-1
さいたま新都心合同庁舎2号館
URL:http://www.maff.go.jp/kanto/

9 埼玉県 関東農政局
8月1日（月）～26日
（金）（予定）

「関東農政局『消費者の部屋』8月特
別展示」
　農業･農村の持つ多面的機能につい
て、パネル等で紹介。

－ －

部署名:関東農政局消費・安全部消費生活課
TEL:048-740-0362
FAX:048-601-0548
部署名:関東農政局農村振興部農村環境課
TEL:048-740-5327
FAX:048-740-0082
所在地:埼玉県さいたま市中央区新都心2-1
さいたま新都心合同庁舎2号館
URL:http://www.maff.go.jp/kanto/

10
埼玉県、東京
都

関東農政局 8月上旬、下旬 夏休み子供花育教室(2回開催) 各30名程度 未定

部署名:関東農政局生産部園芸特産課
TEL:048-740-0433
FAX:048-601-1431
所在地:埼玉県さいたま市中央区新都心2-1

11 石川県 北陸農政局
１回目8月3日（水）
２回目8月17日（水）
３回目8月24日（水）

小学生を対象とした園芸作物、牛乳・
乳製品に関する体験学習会

小学生及び保
護者20組

1回目6月30日
（木)

2回目、3日目
未定

部署名：北陸農政局生産部園芸特産課
TEL:076-232-4314
FAX:076-232-5824
部署名：北陸農政局生産部畜産課
TEL:076-232-4317
FAX:076-232-5824
所在地:石川県金沢市広坂2-2-60（金沢広坂合同
庁舎）

12 愛知県 東海農政局 7月27日（水）

「消費者の部屋」夏休み親子体験セミ
ナー
会場：名古屋植物防疫所会議室
内容：今後決定

親子10組(予
定)

７月中旬頃

部署名：東海農政局消費・安全部消費生活課
TEL:052-223-4651
FAX:052-220-1362
所在地:愛知県名古屋市中区三の丸1-2-2



13 愛知県 東海農政局 8月25日（木）

「消費者の部屋」夏休み親子体験セミ
ナー
会場：中部森林管理局名古屋事務所
内容：講座と木工作業体験

親子10組(予
定)

８月中旬頃

部署名：東海農政局消費・安全部消費生活課
TEL:052-223-4651
FAX:052-220-1362
所在地:愛知県名古屋市中区三の丸1-2-2

14 愛知県
東海農政局、東海地域
花き普及・振興協議会

8月20日（土）

親子体験セミナー「夏休み！花市場に
出かけよう！」
会場：愛知名港花き地方卸売市場
内容：市場見学、模擬セリ(機械)体
験、フラワーアレンジメント体験など
(予定)

子供（小中学
生等）約40名

8月10日(水)

部署名：東海農政局生産部園芸特産課
TEL:052-223-4624
FAX:052-218-2793
所在地:愛知県名古屋市中区三の丸1-2-2

15 愛知県
東海農政局、東海地域
花き普及・振興協議会

8月23日（火）

親子体験セミナー「夏休み！花市場に
出かけよう！」
会場：愛知豊明花き地方卸売市場
内容：市場見学、模擬セリ(機械)体
験、寄せ植え体験など(予定)

子供（小中学
生等）約60名

8月10日(水)

部署名：東海農政局生産部園芸特産課
TEL:052-223-4624
FAX:052-218-2793
所在地:愛知県名古屋市中区三の丸1-2-2

16 三重県
国立研究開発法人水産
研究・教育機構増養殖
研究所玉城庁舎

7月30日（土）
研究所の一般公開
　タッチプール、ミニ水族館、研究紹
介パネル展示、海藻ラミネートなど

－ －

部署名:増養殖研究所南勢庁舎
TEL:0599-66-1830
FAX:0599-66-1962
所在地:三重県度会郡南伊勢町中津浜浦422-1

17 京都府
国立研究開発法人水産
研究・教育機構日本海
区水産研究所宮津庁舎

7月下旬

施設公開（京都府農林水産技術セン
ター海洋センターと合同）
　栽培漁業の紹介コーナー、ミニ水族
館、クイズ、タッチプールなどの予定

－ －

部署名:日本海区水産研究所宮津庁舎
TEL:0772-25-1306
FAX:0772-25-1307
所在地:京都府宮津市小田宿野1721番地

18 奈良県
近畿農政局
南近畿土地改良調査管
理事務所

8月5日(金)

JAなら等が主催の「吉野川分水ツ
アー」に参画し、地域の農業水利施設
を紹介することにより農業用水及び水
利施設の役割、重要性を学ぶ取組。

50名 未定

部署名：近畿農政局南近畿土地改良調査管理事
務所企画課
TEL：0747-52-2791
FAX：0747-52-2794
所在地：奈良県吉野郡大淀町下渕388-1

19 岡山県 中国四国農政局
7/25（月）
～8/5（金）

「消費者の部屋」において子ども向け
展示を実施
（内容は確定次第HP上で告知）

ー ー

部署名:中国四国農政局　消費・安全部　消費生
活課
TEL:086-224-9428
FAX:086-224-4530
所在地:岡山県岡山市北区下石井１－４－１



20 岡山県 中国四国農政局 8/10（水）
「夏休み子ども消費者の部屋」
（内容は確定次第HP上で告知）

未定 未定

部署名:中国四国農政局　消費・安全部　消費生
活課
TEL:086-224-9428
FAX:086-224-4530
所在地:岡山県岡山市北区下石井１－４－１

21 岡山県

国立研究開発法人 森
林総合研究所 林木育
種センター 関西育種
場

8月7日(日)

森林とのふれあい2016（一般公開）
　育種場のPR及び樹木に親しんでもら
うことを目的として、展示コーナー、
木工クラフト、リース作り、森の迷
路、漢字クイズ、丸太切りを予定。

－ －

部署名：連絡調整課
TEL：0868-38-5138
FAX：0868-38-5139
所在地：岡山県勝田郡勝央町植月中1043
URL：
http://www.ffpri.affrc.go.jp/kaniku/index.h
tml

22 広島県
国立研究開発法人水産
研究・教育機構瀬戸内
海区水産研究所

7月30日（土）
研究所の一般公開
　タッチプール、海藻押し葉、ロープ
ワーク、講演など。

－ －

部署名:瀬戸内海区水産研究所
TEL:0829-55-0666
FAX:0829-54-1216
所在地:広島県廿日市市丸石2-17-5

23 山口県
国立研究開発法人
水産研究･教育機構
水産大学校

周年（夏休み期間中は
右を参照）

オープンラボ
（下関市立しものせき水族館「海響
館」の常設スペース（無料）で周年実
施）

【お助け先生】
7/09-7/17　ロープの結び方
7/18-7/26　エビ・カニ
7/27-8/04　いろいろな魚の食べ物
8/05-8/13　海藻おしばアート
8/14-8/22　熱の伝わり方を調べてみ
よう
8/23-8/31　不思議な生き物イカ

－ －

部署名:国立研究開発法人水産研究･教育機構
       水産大学校業務推進課
TEL:083-264-2033
FAX:083-264-2080
所在地:山口県下関市永田本町二丁目7番1号
URL：http://www.fish-u.ac.jp/

24 高知県 四国森林管理局
７月２０日（水）～
８月３１日（水）

夏休み木工教室
特に制限なし
（親子など）

期間中随時
（予約が必要
です）

部署名:四国森林管理局森林整備部技術普及課
TEL:０８８－８２１－２１２１
FAX:０８８－８２１－２１９１
所在地:高知県高知市丸ノ内１－３－３０


