
農林水産技術会議事務局競争的資金事業等に係る 

事業・公募説明会 

 

ブロック名 

（場所） 
日時・場所 

全国 

（東京都） 

 

令和 2年 1月 7日（火） 13:00～17:00 

合同庁舎４号館 1218～1221会議室 

※参加申し込みが定員に達したため、受付を締め切りました。 

 （12月 25日） 

北海道 

（札幌市） 

令和 2年 1月 7日（火） 13:00～16:30 

北農ビル 19階 第 1－4会議室 

東北 

（仙台市） 

令和 2年 1月 10日（金） 13:00～17:00 

TKPガーデンシティ仙台 ホール 13Ａ 

関東 

（さいたま市） 

令和 2年 1月 8日（水） 13:00～17:00 

ソニックシティ ホール棟 4階 国際会議室 

北陸 

（金沢市） 

令和 2年 1月 10日（金） 13:00～17:00 

金沢商工会議所会館 2階研修室１ 

東海 

（名古屋市） 

令和 2年 1月 10日（金） 13:00～16:30 

ウインクあいち（愛知県産業労働センター） 1001会議室 

近畿 

（大阪市） 

令和 2年 1月 8日（水） 13:00～17:00 

大阪合同庁舎 1号館 第 1別館 2階大会議室 

中国・四国 

（岡山市） 

令和 2年 1月 9日（木） 13:00～17:00 

岡山県農業共済会館  6階 大会議室 

九州・沖縄 

（熊本市） 

令和 2年 1月 9日（木） 13:00～17:00 

熊本地方合同庁舎 A棟 1階共用会議室 

 

 

  



■全国説明会（東京会場） 

※参加申し込みが定員に達したため、受付を締め切りました。（12月 25 日） 

 

【日時】令和 2年 1月 7日（火）13:00～17:00 

    ・事業説明会 

（第一部）「スマート農業実証プロジェクト」 13:00～14:30 

（第二部）「イノベーション創出強化研究推進事業」、「農林水産研究推進

事業」 14:30～16:00 

・個別相談会 16:00～17:00 

【場所】合同庁舎４号館 1218～1221会議室 

【住所】〒100-0013 東京都千代田区霞が関 3-1-1 中央合同庁舎４号館 

（丸ノ内線・千代田線・日比谷線 「霞ヶ関駅」 A13出口 徒歩 5分、 

丸ノ内線・千代田線 「国会議事堂前駅」 4出口 徒歩 5分、 

銀座線 「虎ノ門駅」 6出口 徒歩 5分） 

※駐車場はありません。公共交通機関をご利用ください。 

【お問合せ先】 

 [説明会への参加申し込みについて] 

国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構生物系特定産業技術研究 

支援センター（担当：中谷、村山） 

電話：044-276-8995、E-mail: inobe-web@ml.affrc.go.jp 

[個別相談会への参加申し込みについて] 

  公益社団法人農林水産･食品産業技術振興協会(JATAFF)(担当：川畑) 

電話：03-3586-8644、E-mail:renkei@jataff.jp 

 ※事業の内容については、農林水産省プレスリリースに記載の問合せ先へご連絡 

ください。 

【定員数】事業説明会は、第一部、第二部ごとに 150 名を予定。個別相談会は 10 名

程度を想定。 

【申込方法】 

・事業説明会 

（第一部）「スマート農業実証プロジェクト」、（第二部）「イノベーション創出強化 

研究推進事業」、「農林水産研究推進事業」ともに、以下の URL（申込フォーム）か 

らお申し込みください。 

申込フォーム： 

http://www.naro.affrc.go.jp/laboratory/brain/innovation/news/2019/133240.html 

 

申込み締切：令和元年 12月 27日（金）15時 

※定員に満たない場合は、当日の参加申込みも可能ですが、混雑等を避けるためにも

できる限り事前登録をお願いします。 

http://www.naro.affrc.go.jp/laboratory/brain/innovation/news/2019/133240.html
http://www.naro.affrc.go.jp/laboratory/brain/innovation/news/2019/133240.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※御記入いただいた個人情報は、当説明会に係る受付・連絡のみに使用し、承諾なく

第三者に提供しません。 

 

・個別相談会 

 公募内容説明終了後、事前申し込み者を対象に農林水産省産学連携支援コーディネ

ーターによる個別相談（研究内容や研究機関のマッチング等）を実施します。個別相

談をご希望の方は、メールにて、renkei@jataff.jpまでお申し込みください。件名に

「農林水産省競争的資金個別相談会（1 月 7 日、全国）申込み」と記載頂き、本文に

①ご氏名、②所属機関名、③連絡先（住所、電話番号、メールアドレス）、④ご相談の

内容をご記入ください。 

 

※お申し込みが定員に達しましたら受付を締め切らせていただきますので、予め 

ご了承ください。 

 



■北海道ブロック（札幌会場） 

 

【日時】令和 2年 1月 7日（火） 13:00～16:30（受付開始 12:40） 

【場所】北農ビル 19階 第 1－4会議室 

【住所】札幌市中央区北 4条西 1丁目 

（アクセス：ＪＲ札幌駅から徒歩 3 分） 

（御案内図：http://www.dou-kouseiren.com/outline/map.html） 

※駐車については、スペースが少ないため事前に 011-232-6637（北海道信連サービ

ス） にご確認下さい（有料）。  

【お問合せ先】 

 [説明会及び個別相談への参加申し込みについて] 

ＮＰＯ法人グリーンテクノバンク（担当：折登（おりと）） 

電話：011-210-4477 

 

 ※事業の内容については、農林水産省プレスリリースに記載の問合せ先へご連絡 

ください。 

【定員数】約 100名（予定） 

【申込方法】 NPO法人グリーンテクノバンクのウェブサイト（http://www.gtbh.jp/）

を参照して（gtbh@almond.ocn.ne.jp）へメールでお申込みください。 

1．1部（スマート農業実証プロジェクト）のみ、2部（イノベーション創出強化研究

推進事業、農林水産研究推進事業等）のみ、又は両方の部への参加希望の区別を明

記してください。 

2．公募内容説明終了後、事前申し込み者を対象に農林水産省等の事業担当職員と農

林水産省産官学連携支援事業コーディネーターによる個別相談を開催します。個別

相談の希望の「有」（農林水産省産学官連携支援事業コーディネーターの専門家が

対応する場合がありますので概要を差しつかえのない範囲でお書きください。）あ

るいは、「なし」を忘れずに記載して下さい。 

 

※定員に満たない場合は、当日の参加申込みも可能ですが、混雑等を避けるためにも

できる限り事前登録をお願いします。 

※相談に対応する農林水産省等の職員及び農林水産省産学連携支援事業コーディネ

ーターには守秘義務があります。 

※御記入いただいた個人情報は、当説明会に係る受付・連絡のみに使用し、承諾なく

第三者に提供しません。 

申込み締切： 令和 2年 1月 3日（金）まで 

 

http://www.gtbh.jp/
http://www.gtbh.jp/


■東北ブロック（仙台会場） 

 

【日時】令和 2年 1月 10日（金） 13:00～17:00 

【場所】 TKPガーデンシティ仙台 ホール 13A 

【住所】宮城県仙台市青葉区中央 1-3-1 AER 

（アクセス： JR東北本線 仙台駅西口 徒歩 2分 

       仙台市営地下鉄南北線「広瀬通」 徒歩 5分） 

（URL： https://www.kashikaigishitsu.net/facilitys/gc-sendai/access/） 

※会場には駐車スペースがありませんので、公共交通機関を利用してください。 

【お問合せ先】 

 [説明会及び個別相談への参加申し込みについて] 

東北地域農林水産・食品ハイテク研究会（担当：藤井）電話 080-2806-9926 

 

 ※事業の内容については、農林水産省プレスリリースに記載の問合せ先へご連絡 

ください。 

【定員数】100名（予定） 

【申込方法】氏名、連絡先（電話&FAX、メールアドレス等）・所属（団体名)又は住所

（市町村名までで構いません)、参加希望区分（「１部」・「２部」・「両方」のいずれ

か）、個別相談の希望の有無を、下記の申込先へ FAX 又はメールで事前にお申込み

ください。 

参加申込書及び個別相談会申込書は、東北地域農林水産・食品ハイテク研究会のホ

ームページから入手できます。（HP：http://tohoku-hightech.jp/） 

【申込先】 

メール：tohoku-hightech@kej.biglobe.ne.jp 

電話：080-2806-9926 

FAX：019-641-7794 

締切：令和 2年 1月 8日（水）17時 

※定員を超えた場合等に御連絡することがありますので、連絡先をお知らせ下さい。 

※定員に満たない場合は、当日の参加申込みも可能ですが、混雑等を避けるためにも

できる限り事前登録をお願いします。 

※御記入いただいた個人情報は、当説明会に係る受付・連絡のみに使用し、承諾なく

第三者に提供しません。 

※事業・公募説明会終了後、事前申込者を対象とした農林水産省産学連携支援コーデ

ィネーターによる個別相談（研究内容や研究機関のマッチング等）を実施します。

個別相談を希望される場合は、個別相談会申込書にて事前にお申込みください。 

 

https://www.kashikaigishitsu.net/facilitys/gc-sendai/access/
https://www.kashikaigishitsu.net/facilitys/gc-sendai/access/


■関東ブロック（埼玉会場） 

 

【日時】令和 2年 1月 8日（水） 13:00～17:00 

【場所】ソニックシティ ホール棟 4階 国際会議室 

【住所】埼玉県さいたま市大宮区桜木町 1－7－5 

（アクセス：ＪＲ大宮駅西口歩行者デッキにて直結 徒歩 3分） 

（URL：https://www.sonic-city.or.jp/?page_id=178） 
【お問合せ先】 

[説明会への参加申し込みについて] 

関東農政局生産部生産技術環境課（担当：長谷、簑谷）電話：048-740-0453 

 [個別相談への参加申し込みについて] 

 公益社団法人農林水産･食品産業技術振興協会(JATAFF) 

(担当：川畑) 電話：03-3586-8644、E-mail:renkei@jataff.jp 

 

 ※事業の内容については、農林水産省プレスリリースに記載の問合せ先へご連絡 

ください。 

【定員数】180名（予定） 

【申込方法】以下の URLにてお申し込みください 

申込フォーム：https://www.contactus.maff.go.jp/j/kanto/form/R20108.html 

申込み締切：令和 2年 1月 6日（月）12時 

 

※定員に満たない場合は、当日の参加申込みも可能ですが、混雑等を避けるためにも

できる限り事前登録をお願いします。 

※御記入いただいた個人情報は、当説明会に係る受付・連絡のみに使用し、承諾なく

第三者に提供しません。 

※公募説明会終了後、事前申込者を対象とした農林水産省産学連携支援コーディネー

ターによる個別相談（研究内容や研究機関のマッチング等）を実施します。個別相

談のお申込み等は以下のとおりです。 

【個別相談会のお申込方法】 

メールにて、renkei@jataff.jpまでお申し込みください。件名に「農林水産省競

争的資金個別相談会（1 月 8 日、関東）申込み」と記載頂き、本文に①ご氏名、②

所属機関名、③連絡先（住所、電話番号、メールアドレス）、④ご相談の内容をご記

入ください。 

お申し込みが定員に達しましたら受付を締め切らせていただきますので、予め 

ご了承ください。 

 

https://www.sonic-city.or.jp/?page_id=178
https://www.sonic-city.or.jp/?page_id=178
https://www.contactus.maff.go.jp/j/kanto/form/R20108.html
https://www.contactus.maff.go.jp/j/kanto/form/R20108.html


■北陸ブロック（金沢会場） 

 

【日時】令和 2年 1月 10日（金） 13:00～17:00 

【場所】金沢商工会議所会館 2階研修室１ 

【住所】金沢市尾山町 9-13 

（URL：http://www.kanazawa-cci.or.jp/rooms/access.html） 

※駐車場（有料）には限りがありますので、公共交通機関を利用してください。  

【お問合せ先】 

 [説明会への参加申し込みについて] 

北陸農政局生産部生産技術環境課（担当：野口、野村）電話：076-232-4893 

 [個別相談への参加申し込みとお問い合わせについて] 

 公益社団法人農林水産･食品産業技術振興協会(JATAFF) 

(担当：川畑) 電話：03-3586-8644、E-mail:renkei@jataff.jp 

 

 ※事業の内容については、農林水産省プレスリリースに記載の問合せ先へご連絡 

ください。 

【定員数】110名（予定） 

【申込方法】以下の申込フォームまたは FAXにてお申し込みください。参加申込書は、

北陸農政局の HPからダウンロードができます。  

申込フォーム： 

https://www.contactus.maff.go.jp/j/hokuriku/form/smart_innova.html 

FAX：076-232-5824 

申込み締切：令和 2年 1月 8日（水） 

※公募説明会終了後、事前申込者を対象とした農林水産省産学連携支援コーディネー

ターによる個別相談（研究内容や研究機関のマッチング等）を実施します。個別相

談のお申込み等は以下のとおりです。 

【個別相談会のお申込方法】 

メールにて、renkei@jataff.jpまでお申し込みください。件名に「農林水産省競争

的資金個別相談会（1月 10 日、北陸）申込み」と記載頂き、本文に①ご氏名、②所属

機関名、③連絡先（住所、電話番号、メールアドレス）、④相談内容をご記入下さい。

申込みが定員に達し次第受付を締め切りますので、予めご了解ください。 

※ 説明会及び相談会ともに、定員に満たない場合、当日の参加申込みも可能ですが、

混雑等を避けるためにもできる限り事前登録をお願いします。 

※ お申込みによって得られた個人情報は厳重に管理し、本説明会及び相談会の運営

に限り利用させていただきます。 

 

http://www.kanazawa-cci.or.jp/rooms/access.html
http://www.kanazawa-cci.or.jp/rooms/access.html
https://www.contactus.maff.go.jp/j/hokuriku/form/smart_innova.html
https://www.contactus.maff.go.jp/j/hokuriku/form/smart_innova.html


■東海ブロック（名古屋会場） 

 

 

 

【日時】令和 2年 1月 10日（金） 13:00～16:30 

【場所】ウインクあいち（愛知県産業労働センター） 1001会議室 

【住所】愛知県名古屋市中村区名駅 4丁目 4-38 

（JR名古屋駅桜通口から徒歩 5分、URL：https://www.winc-aichi.jp/）  

【お問合せ先】 

 [説明会及び個別相談への参加申し込みについて] 

NPO法人 東海地域生物系先端技術研究会（担当：大石、道村） 

電話：052-789-4586 

 [上記以外のお問い合わせについて] 

東海農政局（担当：高村、仲野） 電話：052-746-1313 

 

 ※事業の内容については、農林水産省プレスリリースに記載の問合せ先へご連絡 

ください。 

【定員数】171名（予定） 

【申込方法】参加を御希望の方は、以下のＵＲＬ又はメール、ＦＡＸにてお申込みく

ださい。 

 

URL：http://www.biotech-tokai.jp/ 

メール：bio-npo2@y4.dion.ne.jp 

ＦＡＸ：052-789-4586  

 

申込み締切：令和 2年 1月 7日（火）12時 

 

※定員に満たない場合は、当日の参加申込みも可能ですが、混雑等を避けるためにも

できる限り事前登録をお願いします。 

※御記入いただいた個人情報は、当説明会に係る受付・連絡のみに使用し、承諾なく

第三者に提供しません。 

※公募内容説明終了後、事前申し込み者を対象に農林水産省産学連携支援コーディネ

ーターによる個別相談（研究内容や研究機関のマッチング等）を実施します。 

 

http://www.biotech-tokai.jp/
http://www.biotech-tokai.jp/
mailto:bio-npo2@y4.dion.ne.jp
mailto:bio-npo2@y4.dion.ne.jp


■近畿ブロック（大阪会場） 

 

 
 
 

【日時】令和 2年 1月 8日（水） 13:00～17:00 

【場所】大阪合同庁舎１号館 第１別館 2階大会議室 

住所：大阪市中央区大手前１丁目５番４４号 

（地下鉄谷町線・天満橋駅３番出口から徒歩５分） 

（URL： https://www.maff.go.jp/kinki/tiiki/osaka/org/sosiki1.html ）  

※会場には駐車スペースがありませんので、公共交通機関をご利用下さい。 

【お問合せ先】 

 [説明会及び個別相談への参加申し込みについて] 

近畿農政局（担当：中村、黒川、服部）電話：075-414-9722 

［個別相談内容（参加申込みを除く）について］  

NPO法人近畿アグリハイテク（担当：岡井）電話：075-711-1248 

 

 ※事業の内容については、農林水産省プレスリリースに記載の問合せ先へご連絡 

ください。 

【定員数】150名（予定） 

【申込方法】以下の URLからお申し込みいただくか、氏名、連絡先（電話&FAX、メー

ルアドレス等）・所属（団体名)又は住所（市町村名までで構いません)、個別相談の

希望の有無を、下記の申込先へ FAXにて事前にお申込みください。 

 参加申込書は、近畿農政局のホームページ 

（https://www.maff.go.jp/kinki/seisaku/kihon/siken/setumeikai_koubo.html）から入手 

 できます。 

申込フォーム：https://www.contactus.maff.go.jp/j/kinki/form/191220_1.html 

 FAX：075-451-5337 

 

申込み締切：令和元年 12月 27日（金）17時 

 

※定員に満たない場合は、当日の参加申込みも可能ですが、混雑等を避けるためにも

できる限り事前登録をお願いします。 

※御記入いただいた個人情報は、当説明会に係る受付・連絡のみに使用し、承諾なく

第三者に提供しません。 

※事業・公募説明会終了後、事前申込者を対象とした農林水産省産学連携支援コーデ 

ィネーター（NPO法人近畿アグリハイテク）による個別相談を実施します。 

 

https://www.contactus.maff.go.jp/j/kinki/form/191220_1.html
https://www.contactus.maff.go.jp/j/kinki/form/191220_1.html


■中国四国ブロック（岡山会場） 

 

 

【日時】令和 2年 1月 9日(木) 13：00～17：00 

【場所】岡山県農業共済会館 6階 大会議室 

【住所】岡山県岡山市北区桑田町 1-30 

（JR岡山駅東口から徒歩 7分。岡山第 2合同庁舎向かい） 

※会場には駐車場がありませんので、なるべく公共交通機関等のご利用をお願いしま

す。  

【お問合せ先】 

 [説明会への参加申し込みについて] 

中国四国農政局生産部生産技術環境課（担当：森脇、木尾、塘） 

電話：086-224-4511（内線 2771､2426､2754） 

[個別相談への参加申し込みについて] 

  NPO法人 中国四国農林水産・食品先進技術研究会（担当：岡） 

   電話：086-237-3340 

 

 ※事業の内容については、農林水産省プレスリリースに記載の問合せ先へご連絡 

ください。 

【定員数】120名（予定） 

【申込方法】 

参加を御希望の方は、以下の「参加申込みフォーム」又は電話でお申込みください。 

申込フォーム：https://www.contactus.maff.go.jp/j/chushi/form/492_191220.html 

申込み締切： 令和 2年 1月 6日（月）17時 

 

※定員に満たない場合は、当日の参加申込みも可能ですが、準備作業のため可能な限

り事前登録をお願いします。 

※農林水産省競争的研究資金については説明会終了後、事前申し込み者を対象に農林

水産省産学連携支援コーディネーター（ NPO 法人 中国四国農林水産・食品先進技

術研究会 略称：中四国アグリテック）による「個別相談会」を実施します。個別

相談を希望される場合は、以下の URLから「個別相談申込書」に記入いただき、中

四国アグリテック宛てに FAX又は e-mailで事前に申し込みください。 

URL： https://www.maff.go.jp/chushi/press/se_kankyo/191220.html 

※御記入いただいた個人情報は、当説明会に係る受付・連絡のみに使用し、承諾なく

第三者に提供しません。 

 

https://www.contactus.maff.go.jp/j/chushi/form/492_191220.html
https://www.contactus.maff.go.jp/j/chushi/form/492_191220.html
https://www.maff.go.jp/chushi/press/se_kankyo/191220.html
https://www.maff.go.jp/chushi/press/se_kankyo/191220.html


■九州・沖縄ブロック（熊本会場） 

 

【日時】令和 2年 1月 9日（木）13：00～17：00（受付開始 12：30） 

【場所】熊本地方合同庁舎 A棟 1階共用会議室 

【住所】熊本市西区春日 2丁目 10番 1号 

（JR：熊本駅から徒歩 5分、市電：電停二本木口から徒歩 2分、 

バス：二本木口から徒歩 2分） 

http://www.maff.go.jp/kyusyu/guide/kikan/kikanichiran.html 

※会場には駐車スペースがありませんので、公共交通機関をご利用ください。  

【お問合せ先】  

   [説明会及び個別相談会への申し込みについて] 

   九州農政局生産部生産技術環境課（担当：園屋、今廣、松本） 

    電話：096-300-6266 又は 096-300-6270 

 

 ※事業の内容については、農林水産省プレスリリースに記載の問合せ先へご連絡 

ください。 

【定員数】150名（予定） 

【申込方法】 

（第一部）「スマート農業実証プロジェクト」、（第二部）「イノベーション 

創出強化研究推進事業」、「農林水産研究推進事業」ともに、参加をご希望の方は、 

以下の申込フォームに必要事項を入力の上、お申し込みください。 

【申込みフォーム】 

https://www.contactus.maff.go.jp/j/kyusyu/form/smartkoubosetumeikai0130.html 

 

【申込み締切】令和 2年 1月 7日（火）12時 

 

※定員に満たない場合は、当日の参加申し込みも可能ですが、混雑等を避けるために

もできる限り事前登録をお願いします。 

※御記入いただいた個人情報は、当説明会に係る受付・連絡のみに使用し、承諾なく

第三者に提供しません。 

※公募内容説明終了後、事前申し込み者を対象に農林水産省産学連携支援コーディネ

ーターによる個別相談（研究内容や研究機関のマッチング等）を実施します。 

参加を希望する場合は、相談の有無等について申込みフォームに入力ください。 

※個別相談（参加申込みを除く）や研究内容、マッチングについては下記機関へお問

い合わせください。 

九州バイオリサーチネット（担当：宮本）電話：096-346-2040 

 

http://www.maff.go.jp/kyusyu/guide/kikan/kikanichiran.html
http://www.maff.go.jp/kyusyu/guide/kikan/kikanichiran.html
https://www.contactus.maff.go.jp/j/kyusyu/form/kobose.html%EF%BC%89%E3%81%AB%E5%BF%85%E8%A6%81%E4%BA%8B%E9%A0%85%E3%82%92
https://www.contactus.maff.go.jp/j/kyusyu/form/kobose.html%EF%BC%89%E3%81%AB%E5%BF%85%E8%A6%81%E4%BA%8B%E9%A0%85%E3%82%92
https://www.contactus.maff.go.jp/j/kyusyu/form/smartkoubosetumeikai0130.html
https://www.contactus.maff.go.jp/j/kyusyu/form/smartkoubosetumeikai0130.html

