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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　】◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎
　◎　　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　◎
　◎ ☆消費者の部屋特別展示「地域が進める農業・農村の６次産業化　 ◎
　◎　 ～地域と普及指導員が拓く、農業の新展開～」について　　　　 ◎
　◎ ☆平成２３年度技術普及課関連予算（協同農業普及事業関係）に　 ◎
　◎ 　ついて　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ◎
　◎ ☆６次産業化関係予算について                               　◎
　◎ ☆委託プロジェクト研究の公募の実施について　　　　　　　　　 ◎
　◎ ☆国際シンポジウム「地球温暖化と農業とのかかわり」の開催に   ◎
  ◎   ついて 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　◎
　◎ ☆「農商工連携女性起業高度化」及び「農業法人における女性が   ◎
  ◎   働き続けやすい就業条件・就業環境」に関する全国研修会に是   ◎
  ◎   非ご参加下さい！　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ◎
　◎ ☆農林水産省モデルハウス型植物工場　普及指導員研修会開催の   ◎
  ◎   お知らせ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ◎
　◎ ☆国際園芸博覧会（フロリア－ド２０１２）への出展について　　 ◎
　◎ ☆フラワーバレンタインのキャンペーン推進について           　◎
　◎　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　◎
　◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
☆消費者の部屋特別展示「地域が進める農業・農村の６次産業化　～地域と
　普及指導員が拓く、農業の新展開～」について　　　【生産局技術普及課】
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　農林水産省では、消費者の方々とのコミュニケーションを深めることを目
的に、一般の方々が自由に入れるスペースを設置し情報提供を行っており、
特に、「特別展示」として、週ごとに同スペースにおいて、個別のテーマを
取り上げた展示を実施しています。

　今回、普及指導員による活動への理解を深めていただくためにおいて、以
下のとおり、普及指導員の支援を受けて６次産業化を達成した全国の事例を
パネル・成果品の展示等により、ご紹介します。

　○テーマ　：地域が進める農業・農村の６次産業化
　　　　　　　～地域と普及指導員が拓く、農業の新展開～
　○開催時期：平成２３年１月２４日（月）～１月２８日（金）
　○開催場所：農林水産省　北別館　消費者の部屋（１階）
              　　　　　　　　　　　　　（千代田区霞が関１－２－１）

　普及指導員の皆様におかれましても、この期間に東京へ出張する予定があ
りましたら、是非ご来場ください。

※詳細については以下のページをご覧ください。
　　http://www.maff.go.jp/j/heya/tenzi/1101/24.html

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

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
☆平成２３年度技術普及課関連予算（協同農業普及事業関係）について
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【生産局技術普及課】
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　この度、平成２３年度協同農業普及事業関係の予算（概算決定）について、
HPに掲載しましたのでお知らせします。協同農業普及事業交付金については
約３２億円の予算が計上されるとともに、新規事業として普及指導員等を対
象とする、民間企業等派遣研修の実施等が含まれています。

※詳細については以下のページをご覧ください。
　　http://www.maff.go.jp/j/seisan/gizyutu/hukyu/h_yosan/h23_kettei/index.html

※お問い合わせ先
　　農林水産省　生産局　技術普及課（０３－３５０１－３７６９）
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
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ｅ‐普及だより 77号（通算７２７号）
☆６次産業化関係予算について　　　　　　　【総合食料局食品産業企画課】
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　農山漁村の６次産業化に向けた取組により、新たな市場・付加価値を創出
し、農山漁村地域の雇用の確保と農林漁業者の所得の向上を推進するため、
「未来を切り拓く６次産業創出対策」（１３０億円）を概算決定しました。

　具体的には、地域段階における６次産業化プランナーの配置による事業計
画の策定の支援を図るとともに、農産物の加工、販売（直売所）、食材提供
（レストラン）施設の整備、新商品の開発等を推進するものとなっています。
　また、わが国の農産物を一層輸出するため、商談会の開催、海外での販促
活動の支援等を行います。

　６次産業化を推進するためには、従来から地域の農業現場で、技術指導の
傍ら、加工等による農畜産物の付加価値向上、地域資源の活用の支援等に、
幅広い経験と実績を持つ、普及指導員の皆様の力が重要です。
　つきましては本予算の概算決定を契機に、６次産業化の推進に向けて、更
なる取組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。
　　http://www.maff.go.jp/j/soushoku/sanki/6jika/23gaisankettei/index0.html

※お問い合わせ先
　　農林水産省　総合食料局　食品産業企画課（０３－６７４４－７１４３）

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
☆委託プロジェクト研究の公募の実施について【技術会議事務局研究推進課】
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　農林水産省では、農林水産政策上重要な研究のうち、農林水産分野及び関
連分野の研究総力をあげて取り組むべき課題について委託プロジェクト研究
を実施しており、以下の課題含む７課題について、公募を実施中です。

　なお、本委託事業は、平成２３年度予算政府案に基づき行っているため、
今後、変更等があり得ることをあらかじめご承知おき下さい。

　○農林水産物・食品の機能性等を解析・評価するための基盤技術の開発
　○アグリ・ヘルス実用化研究促進プロジェクト
　○海洋微生物解析による沿岸漁業被害の予測・抑制技術の開発
　○気候変動に対応した循環型食料生産等の確立のための技術開発　等

　公募期間：平成２３年１月６日(木)～２月２１日(月)午後５時まで

　上記４課題は、研究成果を生産現場等へ迅速に普及させる観点から、都道
府県普及指導センター等の機関が参画することを要件としており、普及指導
員との連携が期待されています。
　普及指導員の皆様におかれましても、上記研究開発に興味のある民間団体
等をご存知でしたら、積極的に参画いただくとともに、本件の周知にご協力
頂きたく、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。
　　http://www.s.affrc.go.jp/docs/project/2011/project2011_new_expansion.htm

※お問い合わせ先
　　農林水産省　技術会議事務局　研究推進課（０３－３５０２－７４３７）

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
☆国際シンポジウム「地球温暖化と農業とのかかわり」の開催について
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【生産局農業環境対策課】
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　地球温暖化が大きくクローズアップされる中、農林水産省は、我が国の農
業生産との関係及び排出量取引に関する課題と展望をテーマに国際シンポジ
ウムを平成２３年２月２日、３日の２日間にわたって開催いたします。
　普及指導員の皆様のご参加をお待ちしております。

◆開催内容◆
---------------------------------------------------------------------
【１日目】
　○「農業分野における温室効果ガス排出量取引に関する課題と展望」
---------------------------------------------------------------------
　地球温暖化対策を進める手法として注目を集める排出量取引制度について、
農業との関わりの観点から、諸外国の事例を踏まえつつ議論いたします。こ
の議論を通じて、農業分野における排出量取引制度の今後の展開方向や温暖
化対策の積極的な推進に向けた情報の提供、共通認識の醸成を図ることにし
ています。

　日時：平成２３年２月２日（水）１３：００～１７：００
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ｅ‐普及だより 77号（通算７２７号）
　会場：国連大学 ウ・タント国際会議場（渋谷区神宮前５－５３－７０）　
---------------------------------------------------------------------
【２日目】
　○「地球温暖化に日本農業としてどのように備えるか」
---------------------------------------------------------------------
　地球温暖化への適応に関する国内外の行政や生産現場の取組、最新の研究
について紹介します。また、地球温暖化への適応のために、地域でどのよう
な取組が必要となるか議論を深めることにしています。

　日時：平成２３年２月３日（木）１３：３０～１７：００
　会場：三田共用会議所講堂（港区三田２－１－８）
　
　注：１日目と２日目では、会場が異なりますのでご注意ください。

※詳細については以下のページをご覧ください。
　　http://www.maff.go.jp/j/press/seisan/kankyo/101227.html

※お問い合わせ先
　　農林水産省　生産局　農業環境対策課（０３－３５９３－６４９５）

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
☆「農商工連携女性起業高度化」及び「農業法人における女性が働き続けや
  すい就業条件・就業環境」に関する全国研修会に是非ご参加下さい！　
                            【社団法人農山漁村女性・生活活動支援協会】
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　「農商工連携女性起業高度化」及び「農業法人における女性が働き続けや
すい就業条件・就業環境」に関する全国研修会を開催するにあたり、参加者
を募集しています（参加無料　先着１４０名まで、締め切り１月２８日）。

　本全国研修会は、農林水産省の補助事業農業・農村男女共同参画推進事業
の一環で農山漁村男女共同参画推進協議会が主催し行います。　
　研修会の内容はこれからの女性起業活動をベースとした６次産業化の発展
や、農業法人における人材育成と経営発展に大いに資する内容となっていま
す。　 

　日時：平成２３年２月１７日（木）１３：００～１７：００
　　　　　　　　　２月１８日（金）１０：００～１２：４５
　会場：日本女子大学 目白キャンパス 新泉山館　国際交流センター会議室
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（文京区目白台２－８－１）

　普及指導員の皆様をはじめ、行政担当者、農業団体担当者、女性農業者、
農業法人経営者などテーマに関心のある方はどなたでも参加出来ますので、
是非２日間通してご参加下さい。ご都合により初日のみや翌日のみの参加
も可能です。　 
 　
※詳細については以下のページをご覧ください。
　　http://www.weli.or.jp/council/pdf/h22_seminarsyouwa.pdf

※お問い合わせ先
　  社団法人農山漁村女性・生活活動支援協会　調査研究課
      東京都港区芝公園２－６－８　日本女子会館４階
      担当　安倍・半澤・石井（事務担当）
      TEL ：０３－５７７７－５３８３　FAX ：０３－５７７７－５３８５
      Mail：hanzawa@weli.or.jp （半澤）

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
☆農林水産省モデルハウス型植物工場　普及指導員研修会開催のお知らせ
　　　　　　　　　　　　　　【千葉大学環境健康フィールド科学センター】
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　千葉大学環境健康フィールド科学センターでは，植物工場実証拠点として
太陽光型植物工場５棟（合計約１．０ha）、人工光型植物工場２棟、研修棟、
育苗施設、選果・梱包施設、廃棄物処理施設などの建設を進めており、間も
なく完成する運びとなりました。

　そこで、下記要領で普及指導員の皆様に見学と講演のご案内をさせていた
だきますので、ご参加をお待ちしております（参加費不要）。

　日時：平成２３年３月１５日(火)　１３：００～１７：００
　場所：千葉大学環境健康フィールド科学センター
　　（アクセス　http://www.h.chiba-u.jp/center/access/access.htm ）

○プログラム
　１３:００  現場視察
　１４:００  植物工場の現状と千葉大学拠点がめざすもの（丸尾達　准教授）
　１５:００  植物工場の環境調節（古在豊樹　客員教授）
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ｅ‐普及だより 77号（通算７２７号）
　１６:００  植物工場の栽培技術（池田英男　客員教授）

○参加申し込み
　タイトルを「普及員研修参加申込み」とし、氏名・所属組織名・住所・電
話番号・メールアドレスを２月２８日（月）までに下記へメールでご連絡く
ださい。
  担当：千葉大学環境健康フィールド科学センター　堤ゆかり　　
  TEL ：０４－７１３７－８１１４
　Mail：plant-factory@office.chiba-u.jp　

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
☆国際園芸博覧会（フロリア－ド２０１２）への出展について
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【生産局生産流通振興課】
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　フロリア－ドは、園芸先進国オランダで１０年に一度開催されている国際
園芸博覧会です。この博覧会では、世界各国からその国で生産されている代
表的な花きなどの展示、品種コンテストなどが実施され、「園芸オリンピッ
ク」として世界各国から多くの人々が訪れます。次回は２０１２年４月から
半年間、オランダ南東部の都市フェンローで開催されます。

　農林水産省では、この機会を利用し、日本産花き（切り花、鉢もの、盆栽、
植木等）の紹介、品種コンテストへの参加、世界の園芸ビジネスの実態把握
等を通じ国際的な評価の向上や輸出の拡大を図るため、前回に引き続き屋内
出展の準備を進めています。前回は、高知県のグロリオサ、栃木県のさつき
盆栽、岩手県のリンドウなどが品種コンテストで金賞を受賞するなど高い評
価を得ており、その後の輸出に繋がっています。

　また、今後我が国の園芸産業を担う若手を育成していくため、生産から流
通、販売などに携われている園芸産業関係者をスタッフとして派遣し、会場
の運営や現地の実態調査等を実施していく予定です。
　
　本件に関する情報については、以下のHPに随時掲載しておりますのでご参
照ください。
　普及指導員の皆様におかれましては、生産者等へのPRをお願いするととも
に、生産者等が出展を検討されている場合は、植物検疫等条件に関する助言、
ご指導等お願いします。

※詳細については以下のページをご覧ください。
　　http://www.maff.go.jp/j/seisan/kaki/floriade/index.html

※お問い合わせ先
　　農林水産省　生産局　生産流通振興課　花き産業振興室
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（０３－３５９３－６４９６）

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
☆フラワーバレンタインのキャンペーン推進について
                                              【生産局生産流通振興課】
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
  日本でバレンタインデーといえば、女性が男性にチョコレートを贈る日と
思われています。しかし、欧米では、性別を問わずお互いに愛や感謝を伝え
あう日であり、花を送ることが一般的となっています。また、中国や台湾で
は、男性が意中の女性に花を贈る日として定着しています。

　このような我が国にはなかった花贈り文化が新たに普及すれば、これまで
になかった花き需要を創出することができると考えられます。このため、現
在、「本物のバレンタインはじめよう」というキャッチフレーズのもと、花
き業界をあげた「フラワーバレンタイン」キャンペーンが展開されておりま
す。今後、生花店などで「フラワーバレンタイン」のポスターを目にするこ
とや、本キャンペーンがメディア等で取り上げられる機会が増えてくると思
われます。

　普及指導員の皆様におかれましては、本キャンペーンの趣旨をご理解いた
だくとともに、ご家族や友人などに周知いただき、バレンタインデー当日に
はぜひ花を実際に買って、大切な方にプレゼントしていただきと思います。

※詳細については以下のページをご覧ください。
　　http://www.flower-valentine.com/　 （フラワーバレンタインHP）

※お問い合わせ先
　　フラワーバレンタイン推進委員会
    事務局：東京都中央区日本橋３－６－１　山一ビル４F　
          （財団法人花普及センター内：担当　本田）
    TEL ：０３－３６６４－８７３９　FAX ：０３－３６６４－８７４３
　　Mail：jfpc@jfpc.or.jp
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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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