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　　　　　　　　　　　　　平成２５年８月２２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】平成２４年度新技術導入広域　　　　 ◎
　◎ 　　　　推進事業の取組事例等を農林水産省ＨＰに掲載しました　 ◎
　◎ ☆【普及活動お役立ち情報】「平成２５年度　 　　　　　　　　　◎
　◎ 　　　　　　　　農業革新支援センター長会議」を開催しました　 ◎
　◎ ☆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　 ◎
　◎ ☆「農業新技術２０１３解説編」の作成について　　　　　　　　 ◎
　◎ ☆平成２５年度契約野菜収入確保モデル事業　　　　　　　　　　 ◎
　◎ 　　　　　　（第２次公募）の参加者の募集について　　　　　　 ◎
　◎ 　　　　　　　　　（野菜の契約取引に関する事業のお知らせ）　 ◎
　◎ ☆「国産野菜の契約取引マッチング・フェアｉｎ福岡」の　 　　　◎
　◎ 　　　　　　　　　　　　　来場者募集について≪入場無料≫　 　◎
　◎ ☆「第１回食と農林漁業の食育優良活動表彰」において 　　　　　◎
　◎ 　　　　　　　　　　　　　　活気のある食育活動を募集します 　◎
　◎　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　◎
　◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
◆【普及活動お役立ち情報】平成２４年度新技術導入広域推進事業の取組事例
　等を農林水産省ＨＰに掲載しました　　　　　【生産局農産部技術普及課】
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　新技術導入広域推進事業とは、都道府県が事業実施主体となり、試験研究機
関等と連携して行う新技術の技術実証・改良や導入効果の分析・評価等の取組
を支援し、広域的に普及可能な新技術の導入を図るための事業であり、平成２４
年度から実施しています。
　この度、平成２４年度から継続して実施している課題について、事業実施道
府県が作成した平成２４年度の取組実績を農林水産省ＨＰに掲載しました。
　継続課題全８５課題を「農業新技術２００Ｘ」、「国の研究独法開発技術」、
「作目別」の取組に分類して公表しておりますので、普及指導員の皆様におか
れましては、普及指導活動にご活用ください。
　また、平成２４、２５年度事業実施課題一覧についても掲載しましたので、
併せてご活用ください。

※平成２４年度新技術導入広域推進事業の取組事例については、以下のページ
　をご覧下さい。
　「平成２４年度新技術導入広域推進事業の取組事例（平成２５年８月）」
　　http://www.maff.go.jp/j/seisan/gizyutu/hukyu/h_zirei/2013/h24kouikisuishin.html

※平成２４、２５年度事業実施課題一覧については、以下のページをご覧下さ
　い。
　「新技術導入広域推進事業」
　　http://www.maff.go.jp/j/seisan/gizyutu/hukyu/h_zirei/2013/kouikisuishin.html

〈参考〉平成２４年度新技術導入広域推進事業　分類別取組事例数
　１．農業新技術２００Ｘの普及に向けた取組　１３事例
　２．国の研究独法開発技術に関する取組　２９事例
　３．作目別の取組
　　（１）米　７事例
　　（２）普通畑作物　４事例
　　（３）野菜　３０事例
　　（４）果樹　１１事例
　　（５）花き　１４事例
　　（６）畜産（飼料作物含む）　１１事例
　　（７）その他　１０事例

※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）

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
◆【普及活動お役立ち情報】「平成２５年度　農業革新支援センター長会議」
　を開催しました　　　　　　　　　　　　　　【生産局農産部技術普及課】
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＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　８月８、９日の２日間に渡り、「平成２５年度　農業革新支援センター長会
議」が初めて開催されました。
　都道府県農業革新支援センター長をはじめ、普及事業主務課担当者、省内関
係課等、計１０１名が参集し、農業革新支援センターの運営や農業革新支援専
門員の活動について、活発な意見交換が実施されました。
　議事内容は以下のとおりです。

【８月８日】
１　全体会議
（１）協同農業普及事業をめぐる最近の動きについて
（２）プロジェクト型普及活動の推進について
　　ａ　都道府県からの事例紹介
　　ｂ　意見交換
（３）農業新技術２００Ｘの推進について
　　ａ　農業新技術２００Ｘの推進に向けた農林水産省の取組について
　　ｂ　都道府県からの事例紹介
　　ｃ　意見交換
（４）農業革新支援センターの体制等について
　　ａ　都道府県からの取組事例紹介
　　ｂ　意見交換
（５）農業革新支援専門員全国ネットワークの活性化について
　　ａ　農業革新支援専門員全国ネットワークの整備による情報交換の推進に
　　　　ついて
　　ｂ　意見交換
（６）その他
　　ａ　人材育成計画の策定に向けた動きについて
　　ｂ　関係課からの情報提供

【８月９日】
２　テーマ別意見交換会
　テーマ１　農業革新支援センターの体制
　テーマ２　プロジェクト型普及指導活動の取組
　テーマ３　普及指導員の資質向上

３　農林水産省技術普及課や他都道府県との個別意見交換

　本会議で国や他都道府県と意見交換を実施することにより、自都道府県の
今後の業務に参考にしていただけたのではないかと思います。
　今後も、都道府県と意見交換をさせていただきながら、協同農業普及事業
を推進して参ります。

※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）

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
◆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、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
ため、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。
　このたび九州沖縄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。

○九州沖縄地域マッチングフォーラム
　日時：９月４日（水）１０：００～１６：００
　場所：立命館アジア太平洋大学　ミレニアムホール（大分県別府市）
　テーマ：「地域の明日を拓く新品種の開発と普及」
　講演内容
　　１）ねっとり極甘！さつまいも新品種「べにはるか」の産地づくり
　　２）消費者ニーズにあった新食感カンキツ新品種「大分果研4号」の育成
　　　　と産地化
　　３）新たな需要を生み出す鉢物用わい性トルコギキョウ「チェリービー」
　　　　の育成と商品化
　　４）九州向きのおいしい黒大豆「クロダマル」を活かした６次産業化
　※総合討論、技術相談あり
　お問い合わせ先：（独）農研機構　九州沖縄農業研究センター
　　　　　　　　　情報広報課（担当：東條）（０９６－２４２－７５２７）
　http://www.naro.affrc.go.jp/event/list/2013/07/047607.html

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
◆「農業新技術２０１３解説編」の作成について
　　　　　　　　　　　　　　　　　【農林水産技術会議事務局研究推進課】
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
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　農林水産省は、平成２５年４月に、近年の農業関係の試験研究機関による研
究成果のうち、早急に生産現場へ普及する必要がある重要な技術を「農業新技
術２０１３」として選定し公表しました。
　この度、選定した技術について理解を深め、技術の周知や普及を図るため、
選定技術を分かりやすく解説した「農業新技術２０１３解説編」を取りまとめ
ましたので、普及指導員の皆様におかれましては、「農業新技術２０１３」選
定技術の普及指導活動にご活用いただきますようお願いします。

※詳細は以下のページをご覧ください。
　　http://www.s.affrc.go.jp/docs/press/130808.htm

※お問い合わせ先
　　農林水産省　農林水産技術会議事務局　研究推進課（担当：吉田、高橋）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（０３－３５０２－７４６２）

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
◆平成２５年度契約野菜収入確保モデル事業（第２次公募）の参加者の募集に
　ついて（野菜の契約取引に関する事業のお知らせ）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【独立行政法人農畜産業振興機構】
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　（独）農畜産業振興機構では、現在、契約野菜収入確保モデル事業の参加者
を募集しています（応募の締切：平成２５年９月１１日（水））。
　普及指導員の皆様におかれましては、ご担当の地域に参加が見込まれる契約
野菜の生産者等がおられましたら、本モデル事業を是非ご紹介いただきますよ
う、よろしくお願いします。
○事業概要：
（１）収入補填タイプ：生産者等が、天候その他の事由により契約取引で見込
　　　　　　　　　　　んでいた収入が得られなかった場合に、補填が受けら
　　　　　　　　　　　れる仕組み。
（２）出荷促進タイプ：生産者等が、卸売市場で契約取引と同じ品目の野菜の
　　　　　　　　　　　価格が高騰している場合に、契約に沿って出荷した時
　　　　　　　　　　　に、補填を受けられる仕組み。
（３）数量確保タイプ：中間事業者が、不作の場合に、契約数量を確保するた
　　　　　　　　　　　めに契約取引と同じ品目の野菜を市場調達等した時に、
　　　　　　　　　　　補填を受けられる仕組み。
○対象野菜：指定野菜の１４品目
○事業対象者：
（１）及び（２）のタイプは、生産者、農業協同組合、生産者等が構成員と
　　　なっている団体等、（３）のタイプは、流通業者、加工業者等。

※詳細については、機構ホームページをご覧になるか、野菜業務部直接契約課
　（担当：大西、園部）（０３－３５８３－９８１９、９１７２）にお問い合
　わせください。

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
◆「国産野菜の契約取引マッチング・フェアｉｎ福岡」の来場者募集について
　　≪入場無料≫　　　　　　　　　　　【独立行政法人農畜産業振興機構】
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　（独）農畜産業振興機構は、野菜ビジネス協議会との共催により、国産野菜
の契約取引を推進するため、生産者と実需者との野菜専門の商談会を開催して
います。
　初めて九州福岡で開催する今回は、出展者数１２０者超と過去最大の規模と
なり、九州を中心に選りすぐりの商品が集まります。また、来場対象者は、小
売・流通業者、中食・外食・食品製造業者、生産者、行政機関、調理師・栄養
士等です。
　普及指導員の皆様におかれましては、関係者の皆様にご周知いただくようお
願いいたします。
　来場を希望される場合は、下記ＵＲＬの参加（来場）申込みフォームに必要
事項をご記入の上、送信をお願いします。登録いただいた方には受付票をＥ
メールでお送りいたしますので、当日、受付にて受付票をご提示ください。
　参加（来場）申込みフォーム
　　⇒　http://www.alic.go.jp/form/vege_kouryukai.html

≪開催概要≫
日 時：平成２５年１０月３１日（木） １０：３０～１６：３０
場 所：福岡国際会議場 多目的ホール （福岡県福岡市博多区石城町２－１）
　詳細についてはこちら
　　⇒　http://www.alic.go.jp/content/000098033.pdf

※お問い合わせ先：野菜業務部直接契約課（担当：園部、竹谷）
　　　　　　　　　　　　　　　　（０３－３５８３－９８１７、９１７２）

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
◆「第１回食と農林漁業の食育優良活動表彰」において活気のある食育活動を
　募集します　　　　　　　　　　　　　　【消費・安全局　消費者情報官】
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＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　農林水産省では、地域における食生活の改善や食文化の継承、生産者と消費
者の交流や農林漁業体験活動の機会の提供等の食育を推進しているところです。
　今般、農林水産業への理解や食への感謝の念を醸成する食育活動を持続的か
つ効果的に実施し、優れた実績を上げた農林漁業関係者や食品事業者等に対し
て、その功績を称え、これを広く国民に周知し、優れた食育活動を促すため、
食育優良活動表彰を実施することとしました。
　活気のある食育活動の事例を広く募集しておりますので、多数の方々からの
応募をお待ちしております。

【募集部門】
１．一般部門　（１）農林漁業者（法人含む）、集落営農等農業者グループ
　　　　　　　（２）農林漁業関係団体（ＪＡ等）、学校、ＮＰＯ法人
　　　　　　　（３）その他
２．企業部門　　企業、事業者（個人事業主を含む）
※複数者による連携した取組の場合、応募は代表する１者からとし、代表者が
　該当する部門に応募してください。

【募集締切】平成２５年９月１３日（金曜日）消印有効
【主催】農林水産省
【運営】食と農林漁業の食育優良活動表彰事務局

※詳細は以下のホームページを御覧ください。
　　http://www.maff.go.jp/j/syokuiku/s_tayori/new_event.html

※お問い合わせ・お申込み先
（食育事例の応募について）
　　食と農林漁業の食育優良活動表彰事務局（０３－５４３５－８５０５）
　　　　　　　　　　　　　　　（１０時から１７時まで、土日祝日を除く）
（表彰事業全般について）
　　農林水産省消費・安全局消費者情報官食育推進班
　　　　　　　　　　　（０３－３５０２－５７２３）（担当：中西、松本）

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
　　　　　　　　　　　　　 　編集後記　
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
　通常月１回配信の「ｅ－普及だより」。今月は省内各課からたくさんの配信
情報をいただきましたので、２回に分けて配信します。
　ということで、編集後記も２回配信します。
　本号でも配信していますが、８月８、９日の２日間に渡り、「農業革新支援
センター長会議」を開催しました。農業革新支援センター長が集まる会議は初
めての開催でしたが、定期的に開催している都道府県の農業改良主務課長等が
集まる会議と一味違い、農業革新支援専門員の普及指導活動、農業新技術２０
０Ｘの推進等、具体的な活動について議論することが出来ました。
　高い成果を創出する協同農業普及事業の発展に向けて、会議でのご意見を今
後の業務に活かしたいと思います。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　◎　編集担当Ｓ　◎
∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽
※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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