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ｅ‐普及だより　　　　　　　 　　　  　　　第１０２号（通算７９４号）
　
　　　　　　　　　　　　　平成２４年１１月２１日
　　　　　　　編集・発行　農林水産省生産局農産部技術普及課

☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆
∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽
　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　】◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎
　◎　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　◎
  ◎ ☆【普及活動お役立ち情報】農林水産省ＨＰに普及活動　　　　　 ◎
　◎　　　　　　　　　　　　　　　　成果事例を掲載しています！！　◎
　◎ ☆「放射性物質に対応した生産指導のための参考資料」の　　　　 ◎
　◎　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　活用について　◎
　◎ ☆研究成果を農業現場等へ普及するための意見・情報交換を　　　 ◎
　◎　　　　　　　　　行う地域マッチングフォーラムの開催について　◎
　◎ ☆研究成果発表会「農林水産業は気候変動に　　　　　　　　　　 ◎
　◎　　　　　　　　　　　　　　どう対応するか？」の開催について　◎
　◎ ☆環境保全型農業推進シンポジウムへの参加者を募集しています　 ◎
　◎ ☆エコファーマー全国交流会（in東京）への　　　　　　　　　　 ◎
　◎　　　　　　　　　　　　　　　　　　　参加者を募集しています　◎
　◎ ☆シンポジウム「環境保全型農業と病害虫駆除を考える」への　　 ◎
　◎　　　　　　　　　　　　　　　　　　　参加者を募集しています　◎
　◎ ☆「農の雇用事業（平成２４年度第４回募集）」の　　　　　　　 ◎
　◎　　　　　　　　　　　　　　　　　事業参加者を募集しています　◎
　◎ ☆「女性農林漁業者とつながる全国ネット」がスタートしました！ ◎
　◎　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　◎
　◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎ 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
◆【普及活動お役立ち情報】農林水産省ＨＰに普及活動成果事例を掲載してい
　ます！！　　　　　　　　　　　　　　　　　【生産局農産部技術普及課】
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　普及指導員の皆様の日頃の普及指導活動を広く周知するとともに、普及指導
活動の参考にしていただくため、都道府県の皆様にご協力いただき、普及活動
成果事例を収集し、農林水産省ＨＰに掲載しています。
　これらは地域の現状と課題を分析し、その解決に向けて、関係する普及指導
員や関係機関が連携して活動された結果、産地収益力が向上する等の高い成果
を上げられています。
　農林水産省としても、このような取組を積極的にＰＲするとともに、さらに
拡大するよう努力したいと考えています。
　今後も課題解決に向けて普及指導活動を盛り上げていきましょう！！
　
※掲載ＵＲＬはこちら
　　http://www.maff.go.jp/j/seisan/gizyutu/hukyu/h_zirei/index.html

※お問い合わせ先　
　　農林水産省　生産局　農産部　技術普及課（担当：佐藤）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（０３－３５０１－３７６９）

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
◆「放射性物質に対応した生産指導のための参考資料」の活用について
                                            【生産局農産部技術普及課】
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　この度、農林水産省では、普及指導員等の生産指導の参考として、「放射性
物質に対応した生産指導のための参考資料（平成２４年１０月５日版）」を取
りまとめました。
　本資料は、普及指導員等の生産指導の参考に、農林水産省において、放射性
物質関連の技術指導通知やＱ＆Ａに示されている情報のうち、現時点で必要な
取組を整理して取りまとめたものです。
　普及指導員の皆様におかれましても、各地域において必要な取組を取捨選択
していただき、生産指導や関係機関への情報提供にご活用のほどよろしくお願
いいたします。

※掲載ＵＲＬはこちら
○「放射性物質に対応した生産指導のための参考資料
　　　　　　　　　　　　　　　　　（平成２４年１０月５日版）」のページ
　　http://www.maff.go.jp/j/seisan/gizyutu/gap/saigai_seisan_shido_sanko.html

※お問い合わせ先
　　農林水産省　生産局　農産部　技術普及課（担当：森、我部山）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（０３－６７４４－２４３５）
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＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
◆研究成果を農業現場等へ普及するための意見・情報交換を行う地域マッチン
　グフォーラムの開催について　　　【農林水産技術会議事務局研究推進課】
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　農林水産省では、農業現場のニーズを踏まえた農業研究の推進と、研究成果
の農業現場等への迅速な普及・実用化を促進することにより、地域農業の振興
を図るため、参加者相互の意見・情報交換を行う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。
　このたび北陸地域、東北地域、東海地域において以下のとおり開催しますの
で、多数の皆様のご参加をお待ちしております。
　
○北陸地域マッチングフォーラム
　日時：１１月２９日（木）１３：００～１７：１５
　場所：ホテルセンチュリーイカヤ（新潟県上越市）
　テーマ：「多様な品種と技術が拓く北陸農業の新展開―６次産業化―」
          （新規需要米品種、米粉の製造・利用技術、リンゴ果皮の色素抽出
　　　　　　法の紹介の他、短葉性ネギや六条大麦、黒大豆品種を活用した６
　　　　　　次産業化等の取り組みについて紹介します）
※掲載ＵＲＬはこちら
　　http://www.naro.affrc.go.jp/event/list/2012/10/044365.html
※お問い合わせ先
　　（独）農研機構　中央農業総合研究センター　北陸研究センター
　　　　　　　連絡調整チーム（担当：桑原）（０２５－５２６－３２１５）

○東北地域マッチングフォーラム
　日時：１１月３０日（金）１３：００～１７：１５
　場所：広瀬文化センター（宮城県仙台市）
　テーマ：「震災からの復興、さらにその先を目指して」
※掲載ＵＲＬはこちら
　　http://www.naro.affrc.go.jp/event/list/2012/10/044349.html
※お問い合わせ先
　　（独）農研機構　東北農業研究センター　企画管理部　情報広報課
                  　　　　　（担当：田中）（０１９－６４３－３４１４）

○東海地域マッチングフォーラム
  （実用技術開発事業　研究成果発表会との共催）
　日時：１２月５日（水）１０：００～１５：００
　場所：名古屋国際会議場レセプションホール（愛知県名古屋市）
　テーマ：「臭化メチル剤から完全に脱却した産地適合型栽培マニュアルの開
　　　　　　発」
※掲載ＵＲＬはこちら
　　http://www.naro.affrc.go.jp/event/list/2012/08/041681.html
※お問い合わせ先
　　（独）農研機構　中央農業総合研究センター　病害虫研究領域
　　　　　　　　　　　　　　（担当：津田）（０２９－８３８－８４８１）

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
◆研究成果発表会「農林水産業は気候変動にどう対応するか？」の開催につい
　て　　　　　　　　　　【農林水産技術会議事務局研究開発官（環境）室】
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　農林水産省は、（独）農業環境技術研究所、（独）農業・食品産業技術総合
研究機構、（独）農業生物資源研究所、（独）国際農林水産業研究センター、
（独）森林総合研究所、（独）水産総合研究センターとの共催で、平成２４年
１２月１０日（月）に、東京国際フォーラムにおいて、研究成果発表会「農林
水産業は気候変動にどう対応するか？」を開催します。
　農林水産分野における、気候変動に関する研究の成果を講演・ポスター発表
により、わかりやすく紹介いたしますので、普及指導員の皆様をはじめ、多数
の方々のご参加をお待ちしております。

○研究成果発表会「農林水産業は気候変動にどう対応するか？」
　日時：１２月１０日（月）１０：００～１６：４０
　場所：東京国際フォーラム

※掲載ＵＲＬはこちら
　　http://www.s.affrc.go.jp/docs/press/pdf/121105-01.pdf

※お問い合わせ先：
　　農林水産技術会議事務局　研究開発官（環境）室（担当：菅谷、北村）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（０３－６７４４－２２１６）
　　（独）農業環境技術研究所
　　　（担当：研究コ－ディネーター　八木）（０２９－８３８－８４３０）
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
◆環境保全型農業推進シンポジウムへの参加者を募集しています
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【生産局農産部農業環境対策課】
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＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　環境問題に対する国民の関心が高まる中で、我が国の農業生産全体の在り方
を環境保全を重視したものに転換し、農業生産活動に伴う環境への負荷の低減
を図ることが求められています。
　本シンポジウムでは、環境保全型農業により様々な課題を克服している農業
者達の取組に学びつつ、環境保全についての認識を深め、一層の推進を図る上
で必要となる対応策などの事例発表・講演により、環境保全型農業について国
民に幅広く情報を発信し、理解を呼びかけるシンポジウムです。

　日時：平成２４年１１月２７日（火）１３：００～１６：３０
　場所：日本教育会館（東京都千代田区）
　申込方法：下記ＨＰに掲載されている申込用紙をＥメールまたはＦＡＸにて
　　　　　　送信（直接会場にお来しいただき当日の受付も可能）

　普及指導員の皆様におかれましては、本交流会へのご参加とともに、関心の
ある農業者の方々への情報提供をよろしくお願いいたします。

※詳細については以下のページをご覧ください。
　（環境保全型農業推進シンポジウム・案内チラシ）
　　http://ecofarm-net.jp/08info/pdf/20121127_symposium_new.pdf
　（全国環境保全型農業推進会議）
　　http://ecofarm-net.jp/index.html

※お問い合わせ先
　事務局（一財）日本土壌協会（担当：松尾）（０３－３２９２－７２８１）

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
◆エコファーマー全国交流会（in東京）への参加者を募集しています
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【生産局農産部農業環境対策課】
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　我が国では、農業の持つ本来の機能のほか、環境に対する公益的機能を高め
るなど、環境と調和した持続的農業の全国的な展開が求められています。
　このためには、環境負荷の軽減、温室効果ガスの削減、生物多様性の保全な
ど環境保全機能の向上を図る取組を広げるとともに、これらの取組が消費者、
流通関係者にも支持されるようにしていくことが重要です。
　そこで、全国各地で先駆的な取組を行われているエコファーマーの皆さんが
連携し先進的な技術や経験を交流しながら研鑽を深めるとともに、消費者や流
通関係者との交流を図る「エコファーマー全国交流会（ｉｎ東京）」を以下の
とおり開催いたします。

　日時：平成２４年１１月２８日（水）９：３０～１２：００
　場所：日本教育会館（東京都千代田区）
　申込方法：下記ＨＰに掲載されている申込用紙をＥメールまたはＦＡＸにて
　　　　　　送信（直接会場にお来しいただき当日の受付も可能）

　本年は全国エコファーマーネットワークの活動紹介、生協から見た環境保全
型農産物の現状と課題の講演等を行います。日々の業務で農業者の方々に接す
る普及指導員の皆様のご参加をお待ちしております。
　また、エコファーマーおよび関心のある農業者の方々への情報提供をよろし
くお願いいたします。

※詳細については以下のページをご覧ください。
　（エコファーマー全国交流会（ｉｎ東京）案内チラシ）
　　http://ecofarm-net.jp/08info/pdf/20121128_koryukai_tokyo_new.pdf
　（全国エコファーマーネットワーク）
　　http://www.eco-farmer.net/

※お問い合わせ先
　事務局（一財）日本土壌協会（担当：松尾）（０３－３２９２－７２８１）

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
◆シンポジウム「環境保全型農業と病害虫駆除を考える」への参加者を募集し
　ています　　　　　　　　　　　　　　　【生産局農産部農業環境対策課】
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　日本植物防疫協会では植物防疫技術に関する情報交換と普及推進に資するた
め、毎年シンポジウムを開催しております。今年は「環境保全型農業と病害虫
防除を考える」というテーマで各地の取組事例報告が行われます。
　普及指導員の皆様におかれましては、本交流会へのご参加とともに、関心の
ある農業者の方々への情報提供をよろしくお願いいたします。

　日時：平成２５年１月１５日（火）１０：３０～１７：３０
　場所：日本教育会館（東京都千代田区）
　申込方法：所属機関・氏名を記入のうえＦＡＸにて申込
　　　　　　（定員８００名になり次第締め切り）
　締切：１２月２０日（木）
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※詳細については以下のページをご覧ください。
　　http://www.jppa.or.jp/symposium/index.html

※お問い合わせ先
　　一般社団法人　日本植物防疫協会（ＴＥＬ：０３－３２３０－２８３１）
　　　　　　　　　　　　　　　　　（ＦＡＸ：０３－５９８０－６７５３）

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
◆「農の雇用事業（平成２４年度第４回募集）」の事業参加者を募集していま
　す　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【経営局就農・女性課】
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　農業分野での雇用を創出し、新規就農者の確保・育成を図るため、農業法人
等が就農希望者を雇用し、農業技術等を習得させるために実施する実践的な研
修（ＯＪＴ）に対して助成を行う「農の雇用事業」を実施しています。この度、
平成２５年２月からの研修助成を対象として事業参加者を募集していますので、
普及指導員の皆様におかれましては、農業法人等への周知につきご協力お願い
します。
＜助 成 額＞　年間最大１２０万円、最長２年間
＜お問合せ先＞　全国農業会議所、各都道府県農業会議
＜募集期間＞　第４回募集（平成２５年２月１日研修助成開始分）
              平成２４年１１月１日（木）～平成２４年１２月１４日（金）

※詳細については、下記ホームページをご覧ください。
　　http://www.nca.or.jp/Be-farmer/nounokoyou/original/

※お問い合わせ先
　農林水産省　経営局　就農・女性課（担当：鈴木）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（０３－３５０２－６４６９）

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
◆「女性農林漁業者とつながる全国ネット」がスタートしました！
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【経営局就農・女性課】
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　女性経営者発展支援事業の全国段階のネットワーク「女性農林漁業者とつな
がる全国ネット」が１０月１日に設立しました。
　この取組は、女性農林漁業者のつながりだけでなく、農業以外の方とつなが
るため、応援して下さる消費者や異業種分野の方、民間企業等の方も広くネッ
トワークに入っていただき、情報交換・交流・連携を進めていきます。
　普及指導員の皆様におかれましては、お近くの女性農業者等にお知らせいた
だくとともに、ぜひ参加登録をしていただき、全国ネットへの応援を宜しくお
願いします。

※「女性農林漁業者とつながる全国ネット」に参加しませんか？
　　http://www.weli.or.jp/zenkokunetwork/

　また、１２月の食と農林漁業の祭典「農業フロンティア２０１２」では、
「ビジネスアピールステージ」と「直売！日本のおいしさ体験ゾーン」への出
展を行い、女性達の元気な取組をアピール致します。

※食と農林漁業の祭典「農業フロンティア２０１２」
　　http://www.agri-frontier.com/index.html

※全国ネットへの参加申込及び問合せ先
　　女性農林漁業者とつながる全国ネット事務局
　　（社）農山漁村男女共同参画推進協議会（担当：齋藤、石井）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（０３－５７７７－５３８３）

※女性経営者発展支援事業に関する問合せ先
　　農林水産省経営局就農・女性課（松井・細谷）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（０３－３５０２－６６００）

※農山漁村の男女共同参画に関するＨＰはこちらから
　　http://www.maff.go.jp/j/keiei/kourei/danzyo/index.html

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
　　　　　　　　　　　　　 　編集後記　
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
　１１月１８日（日）に東京で「木枯らし１号」が吹きました。この週末は関
東でも山間部は雪がちらついていたようです。今後、本格的な冬がやってきま
す。私も野菜の普及指導員の経験がありますが、ハウス内温度と外気温の差が
３０度近くあり、風邪をひいた覚えがあります。
　今年もあと１ヶ月余りとなりました。体調や路面凍結に気をつけて普及指導
活動をよろしくお願いいたします。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　◎　編集担当Ｓ　◎
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※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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