施設園芸・植物工場における先進技術と九州（大分県）の地域農業を支える施設園芸

開催の
ご案内

施設園芸新技術セミナー
・機器資材展 in 大分

本セミナーは、「施設園芸･植物工場における先進技術と九
州（大分県）の地域農業を支える施設園芸」をメインテーマに、
２部構成として２日間に亘り開催いたします。
第１部では 「施設園芸における新技術と今後の展開方向」を
テーマに、農林水産省が施設園芸の構造改革の大きな柱と位
置づけてスタートした､次世代施設園芸事業の今後の展開方向
や九州地域における次世代施設園芸実施地区である大分県拠
点の取組内容、植物工場等の先進技術関係、九州実証拠点の
植物工場への取組、統合環境制御とＩＣＴ利用技術等をテーマ
として、新技術の現場への導入促進等の観点から、主として学
識経験者や行政の方にご講演をして頂く予定です。
第２部では「九州（大分県）の地域農業を支える施設園芸」を
テーマに、大分県の主要な施設園芸作物について､生産者に直
接役立つ優良経営事例や生産現場への新技術の導入事例、
現場での対応技術等について、地域の施設園芸の発展に資す
る観点から、大分県内の生産者・生産法人､研究・普及関係者
等にご講演をして頂く予定です。
どうか会員の皆様、関係者の皆様、「施設園芸新技術セミ
ナー・機器資材展in大分」に、奮ってご出展、ご参加していただ
きたいので、よろしくお願いいたします。

●日 時
平成29年８月24日（木）～25日（金）
●会 場
日田市市民文化会館（パトリア日田）
●参加費
セミナー聴講：1,000円 (２日間でも1,000円)
（テキストは2,500円/１冊）

機器資材展見学のみは入場無料

機 器 資 材 展
〇出展の申込みは、園芸情報センター
ＴＥＬ：０３－３２３３－３６３４
■８月24日（木）
11：30～17：30
■８月25日（金）
８：30～13：00
●施設園芸資材、植物工場関連の機器資材などの展示を予定。
◆◆◆

オプション企画 ◆◆◆

オプション企画として「次世代施設園芸大分県拠点」 愛彩ファーム九重

の植物工場視察ツアーを開催致します。

開催日時：８月25日（金)（＊セミナー終了後：13：30出発）
＊借上げバスにて、次世代施設園芸大分県拠点を視察(約70分)し、
日田駅経由で「パトリア日田」に戻る約２時間半のツアーです。

参加費：3,000円（弁当・お茶付）/１名様
※ 定員50名になり次第締切ります。

会 場

日田市市民文化会館「パトリア日田」
ＪＲ九州 九大本線 日田駅より徒歩７分
日田ICより 一般道約10分

主 催： 一般社団法人 日本施設園芸協会
後 援： 九州農政局／大分県／日田市／九重町
協 賛： 大分県農業協同組合中央会
全国農業協同組合連合会 大分県本部
大分県農業協同組合
大分県花き産業振興協議会
一般社団法人 大分県農業会議
大分県肥料植物防疫協会
大分県立農業大学校
日本種苗協会 大分県支部
玖珠九重農業協同組合
農研機構 九州沖縄農業研究センター
全国農業協同組合連合会 生産資材部
全国野菜園芸技術研究会
一般社団法人 全国農業改良普及支援協会
（後援、協賛は申請中）

日本施設園芸協会

一般社団法人

講

演

【第１日目】 ８月24日（木）12：30 開講 (11：30より開場）
12：30～13：00

《第１部

主催者・来賓挨拶

施設園芸における新技術と今後の展開方向》
講演テーマ

時間割

講演者

次世代施設園芸の取組状況と今後の展開について
13：00～14：00

大規模パプリカ栽培施設の安定生産・出荷を目指して
14：00～14：40 温泉熱を活用した持続可能な「資源確保産業」への挑戦

農林水産省 園芸作物課 次世代施設園芸推進グループリーダー
川本 憲一 氏
大分県西部振興局 生産流通部 野菜班 主査
氏

小川 明子

株式会社 タカヒコアグロビジネス 専務取締役
氏

松尾 崇史

14：40～15：10 資材プレゼンテーションおよび展示見学
15：10～15：50

総合力で勝負！打って出る日本の施設園芸，
先端技術の開発，統合，実装

農研機構 野菜花き研究部門 生産環境ユニット長
氏

中野 明正

農研機構 九州沖縄農業研究センター 園芸研究領域 グループ長
氏

15：50～16：30 九州実証拠点の植物工場での取組と成果

壇 和弘

16：30～17：10 統合環境システムと栽培相談、作業改善の取組紹介

木股 光善

株式会社デンソー 豊橋オフィス 農業支援事業室 担当部長
氏

【第２日目】 ８月25日（金） ９：00 開講 (８：30より開場）

《第２部

九州（大分県）の地域農業を支える施設園芸》

耐候性ハウス3.4haを用いたトマトの生産・流通・販売
一貫経営で高収益生産への挑戦
アクトいちごファームの挑戦 ‼
9：30～10：00
～日本一の大規模ないちご栽培を目指して～
みつば栽培における管理手法
10：00～10：30
～制御アルゴリズムと栽培管理～
9：00～ 9：30

農事組合法人 エコファーム21 代表理事
氏（大分県竹田市）

太田 修道

株式会社 アクトいちごファーム 代表取締役
氏（大分県宇佐市）

小野 聖一朗

有限会社 育葉産業 代表取締役
氏（大分県豊後大野市）

栗田 洋蔵

10：30～11：00 資材プレゼンテーションおよび展示見学

高効率ヒートポンプを導入による二酸化炭素削減効果と周年 有限会社 メルヘンローズ
バラ栽培で、自社開発のオリジナル品種100種類を生産・販売 森 宗一 氏（大分県玖珠郡玖珠町）
大分県農林水産研究指導センター 農業研究部 土壌・環境チーム 主幹研究員
養液栽培における単肥配合技術を応用した養液組成の
11：30～12：00
玉井 光秀 氏
量的管理技術
11：00～11：30

12：00～12：30 キクの環境制御技術による品質向上と安定生産

大分県農林水産研究指導センター 農業研究部 花きグループ 主幹研究員

甲斐 克明

氏

■参加申込みは下記へFAXでお願い致します。

ＦＡＸ：0３－３６６７－１６３２

参加申し込み
お問い合せ先

一般社団法人 日本施設園芸協会
〒103－0004 東京都中央区東日本橋３-６-17 山一ビル４階

参

加

申

参加者氏名
（フリガナ）

（フリガナ）

（フリガナ）

込

書

※お申込みはＦＡＸまたは郵送にてお願いします。【申込み締切 ８月10日（木）】
住所と勤務先（部署名）

参加者区分

(〒

ー

(〒

ー

ー

セミナー 機器資材
展のみ
聴講日
見学

テキスト
希望
（○印)

オプション
ツアー希望
（○印)

２４日

２４日

２５日

２５日

２４日

２４日

２５日

２５日

２４日

２４日

２５日

２５日

)

１．農家
２．農業団体
３．行政機関
４．企業
５．その他
(〒

上段：電話番号
下段：FAX番号

)

１．農家
２．農業団体
３．行政機関
４．企業
５．その他

１．農家
２．農業団体
３．行政機関
４．企業
５．その他

ＴＥＬ：０３－３６６７－１６３１
URL：ｈｔｔｐ：//www.jgha.com
担当者Ｅ-mail：hirashima@jgha.com
担当者：平島

)

特記：オプション企画「次世代施設園芸大分県拠点」視察ツアー（有料）の参加希望者は、必ず上記のオプションツアー希望の欄に○印をお付けください。

定員50名になり次第締切ります。オプションツアー参加者は、弁当を「パトリア日田」内のレストランにて、ご用意させていただきます。
借上げバス出発１３：３０⇒次世代施設園芸大分県拠点（１４：１０～１５：２０）⇒ＪＲ日田駅・パトリア日田着１６：００予定です。

