
平成 24年 3月 16日 

 

野菜の需要拡大に向けた取組みについて（案） 

 

 

野菜需給協議会事務局 

 

 

野菜需給協議会における野菜の消費拡大については、これまで協議会会員それ

ぞれが行う取組みを協議会で紹介し、情報を共有することにより、その活動を推

進してきたところ。本年１月に発表された国民健康・栄養調査によれば、野菜の

摂取量は低下傾向で推移し、歯止めがかからないことから、協議会における消費

拡大の取組みを強化することとし、平成 24 年度においては、以下の取組みを行う

こととしたい。 

 

１ リーフレットの作成 

  協議会会員等が消費拡大に向けたイベント等で活用できるよう、野菜に関す

る知識、レシピ等を記載したリーフレット（６品目（※））を作成。 

 （※）キャベツ、たまねぎ、はくさい、レタス、だいこん、にんじん 

 

２ 野菜シンポジウムの開催 

  野菜の日（8月 31日）に学校栄養士及び野菜摂取の少ない若年層等をターゲ

ットに、「野菜をおいしく食べる」をテーマとしたシンポジウムを開催。 

  

資料３－２ 



野菜シンポジウムの開催について（案） 

 

 

１ 日時：平成 24年 8月 31日（金）14:00～18:00 

 

２ 場所：イイノカンファレンスセンター 

     〒100-0011 東京都千代田区内幸町 2丁目 1番 1号 

イイノビル４階 

 

３ 主催：野菜需給協議会、（独）農畜産業振興機構等の共同開催 

（協議会会員の共催等も検討） 

  後援：農林水産省、厚生労働省等を想定 

 

４ 参集範囲：学校栄養士、一般消費者（野菜摂取の少ない若年層）等を対象に

200名程度 

 

５ 開催内容 

○ 講演 

「野菜をおいしく食べる」をテーマとして、講演を 2演題実施。 

○ パネルディスカッション 

中村座長の進行により、講演者、栄養士、料理関係者、消費者代表等による

パネルディスカッション（5名程度を想定）を実施。 

○ パネル、パンフレット等の展示（会員の協力） 

○ リーフレットの配布、野菜等の無料配布（会員の協力） 

○ その他（会員からの提案） 



平成２４年３月１６日 

 

平成２４年度における「ベジシャス」発行等スケジュール(案) 

 

野菜需給協議会事務局 

 

野菜需給協議会のコンテンツとして、平成２３年１月から発行してきた「ベジシャス」

については、平成２４年度も継続して発行することとし、以下の考え方に基づき品目を

設定し、以下のスケジュールにて発行することとしたい。 

 

１ 品目選定の考え方 

① 平成２４年度において指定野菜１４品目を全て網羅 

② その他の野菜から出荷量が多いものを選定 

③ 葉菜類、果菜類、根菜類及び果実的野菜をバランスよく選定 

④ 産地が極端に重複することがないよう配慮 

 

２ 発行等スケジュール 

発行日 品 目 産 地 

第 17 号 平成 24 年 5 月上旬 ばれいしょ 長崎県 

第 18 号 6 月上旬 ミニ・中玉トマト 新潟県 

第 19 号 7 月上旬 レタス 長野県 

第 20 号 8 月上旬 にんにく 青森県 

第 21 号 9 月上旬 しょうが 高知県 

第 22 号 10 月上旬 しゅんぎく 大阪府 

第 23 号 11 月上旬 さといも 埼玉県 

第 24 号 12 月上旬 ねぎ 千葉県 

第 25 号 平成 25 年 1 月上旬 ごぼう 青森県 

第 26 号 2 月上旬 いちご 栃木県 

第 27 号 3 月上旬 グリーンピース 和歌山県 

第 28 号 4 月上旬 アスパラガス 佐賀県 

注：気象等の変動により予定を変更する場合がある。 

 



＜参考＞ 

 

○「ベジシャス」に係る平成23年度掲載品目及び24年度掲載予定品目

キャベツ 3月 神奈川県 こまつな
たまねぎ 4月 熊本県 みつば

ねぎ 12月 千葉県 ちんげんさい

はくさい 11月 茨城県 ふき

ほうれんそう 2月 埼玉県 しゅんぎく 10月 大阪府

レタス 7月 長野県 セルりー 2月 静岡県

アスパラガス 4月 佐賀県

にら 3月 栃木県

カリフラワー

にんにく 8月 青森県

ブロッコリー 4月 愛知県

わけぎ
らっきょう
みずな

きゅうり 7月 福島県 かぼちゃ 10月 北海道
トマト 6月 栃木県 さやいんげん
なす 9月 新潟県 スイートコーン
 ピーマン 8月 茨城県 そらまめ 5月 愛媛県

ミニ・中玉トマト 6月 新潟県 えだまめ

さやえんどう

グリーンピース 3月 鹿児島県

にがうり

ししとうがらし
オクラ

だいこん 1月 千葉県 かぶ 1月 埼玉県

にんじん 12月 千葉県 ごぼう 1月 青森県

さといも 11月 埼玉県 れんこん

ばれいしょ 5月 長崎県 やまのいも

かんしょ

いちご 2月 栃木県

メロン

すいか

しょうが 9月 高知県

生しいたけ

注：オレンジ色は平成23年度掲載品目、太枠内は平成24年度掲載予定品目。

その他
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平成２４年３月１６日 

「野菜ブック～食育のために～」の更新等について 

 

独立行政法人農畜産業振興機構 

 

１ 経緯及び目的 

野菜ブックは、平成 16年度に主に食育の一環として学校の教育現場で活用してもらうこ

とを目的に作成。印刷物として、これまで2万部を全国学校栄養士協議会を中心に、一般消

費者等にも配布するとともに、平成 17年 3月からは機構のホームページにも掲載。ホーム

ページへのアクセス数も相当数に及ぶほか、外部機関から転用の申出が多数寄せられる

など好評を博している。 

現行版は、平成 18年度（平成 19年 2月）に内容の見直しを行ったものであり、現在の状

況を正確に反映したものとなっているとは言い難くなっており、ホームページへのアクセス数

も毎年減少している。このため、平成 23年度から 24年度にかけて、野菜ブックを更新する。 

さらに、本冊子等から内容を抜粋し、レシピ等を加えたリーフレット（６品目）を作成し、野

菜需給協議会の会員等に活用していただく。 

 

２ 更新等の内容 

① 現在掲載している 20品目（※1）についてのデータ等の更新 

・生産量、卸売価格等のデータ、品種等の更新 

・データ等の更新に伴う文面の変更 

（※1）キャベツ、たまねぎ、ねぎ、はくさい、ほうれんそう、レタス、ブロッコリー、きゅうり、

トマト、なす、ピーマン、かぼちゃ、だいこん、にんじん、ごぼう、さといも、じゃがいも

（ばれいしょ）、さつまいも（かんしょ）、いちご、メロン 

② 新たな品目（13品目（※2））の追加 

 （※2）すいか、ｽｲｰﾄｺｰﾝ、やまのいも、かぶ、こまつな、にら、えだまめ、れんこん、しょう

が、セルリー、さやいんげん、しゅんぎく、アスパラガス 

  ③ PDF形式で掲載しているホームページを他の形式に変更 

④ 野菜ブックから抜粋し、レシピ等を加え、リーフレット（６品目（※3）各品目両面 1枚）を

作成 

  （※3）キャベツ、たまねぎ、はくさい、レタス、だいこん、にんじん 

 

３ 更新スケジュール 

  平成 24年 3～4月 現在掲載している品目のホームページの更新 

  平成 24年 7月 リーフレットの作成 

  平成 24年 4～8月 新たな品目の追加作業 

  平成 24年 10月 ホームページの更新、最終印刷物の発行 



平成２４年３月１６日 

 

alicセミナーの開催について（案） 

 

独立行政法人農畜産業振興機構 

 

農畜産業振興機構（alic）では、業務を通じて得られた情報や、これらに関連する様々

な情報を広く国民の方々に知っていただけるよう社会的発信の充実に取り組んでいま

す。 

今回は、野菜の消費拡大に向けた取組みを推進するため、野菜の機能性や食べ方等に

関する専門家をお招きし、科学的根拠を踏まえたセミナーを下記のとおり開催いたしま

すので、ご案内申し上げます。 

なお、参加希望される場合は、お手数ですが、別紙の参加申込書に記入の上、５月  

○日（ ）までにＦＡＸにてご連絡くださいますようお願い申し上げます。 

 

記 

 

１．日時：平成２４年５月１５日（火） １４：００～１５：３０ 

 

２．会場：当機構北館６階大会議室 

     〒１０６－８６３５ 東京都港区麻布台２－２－１ 麻布台ビル 

      東京メトロ日比谷線「神谷町駅」２番出口 

            南北線「六本木一丁目駅」２番出口 

      都営地下鉄大江戸線「赤羽橋駅」赤羽橋出口 

        （いずれも徒歩１０分程度） 

 

３．講演 

  「野菜の機能性や食べ方等に関する新たな知見について」 

～健康を維持するための野菜の食べ方（ベジファーストの効果等）～ 

デザイナーフーズ株式会社 取締役（管理栄養士） 市野真理子氏 

 

（お問い合わせ先） 

 

 

  

独立行政法人農畜産業振興機構 

企画調整部 広報消費者課 七利、高城 

Tel：０３－３５８３－９７０９ 

Fax：０３－３５８２－３３９７ 

 

４月上旬プレスリリース予定 



 

 

 

 

 

 

 

 

「alicセミナー」の参加申込書 

 

 

平成２４年５月１５日（火）１４：００から農畜産業振興機構にて開催され

る、alicセミナー（講演：野菜の機能性や食べ方等に関する新たな知見について）

に参加します。 

 

 

組織名 ：                             

 

電話番号：                             

 

参加者 

部署名 参加者氏名 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[通信欄] 

 

 

宛先：農畜産業振興機構 企画調整部 広報消費者課 行 

ＦＡＸ：０３－３５８２－３３９７ 



【会場へのアクセス】 

 

 

 




