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施設園芸新技術セミナー・
機器資材展 in 大分

『施設園芸新技術セミナー・機器資材展 in 大分』

開
●テ ー マ

催

結

果

概

要

「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」
第１部：「施設園芸における新技術と今後の展開方向」
第２部：「九州（大分県）の地域農業を支える施設園芸」

●会

期

平成29年８月24日（木）～25日（金）の２日間
24日（木） 11：30開場 12：30開講 ～ 17：10
25日（金）

8：30開場 9：00開講 ～ 12：30

●機器資材展
８月24日（木） 11：30～17：30
８月25日（金） ８：30～13：00

●会

場

日田市市民文化会館（パトリア日田)/大分県日田市

●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・（一社）全国農業改良普及支援協会
●主催者・来賓挨拶
主催者 挨
来 賓挨
来 賓挨
来 賓挨
来 賓挨

拶
拶
拶
拶
拶

（一社）日本施設園芸協会 会長 篠原 温
九州農政局長 金丸 康夫 氏
大分県農林水産部 審議監 重盛 進 氏
日田市長 原田 啓介 氏
九重町 農政課 課長 小幡 靖彦 氏

●機器資材展

34社37小間〔カタログ：１セット、３プレゼンテーション〕

●来場対象者

生産者・農業団体・行政機関・研究機関・企業・その他

●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〕

施設園芸新技術セミナー・
機器資材展 in 大分

●施設園芸新技術セミナー講演内容

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》

時間割

講演テーマ
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

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

15：50～16：30
16：30～17：10

九州実証拠点の植物工場での取組と成果
統合環境システムと栽培相談、作業改善の取組紹介

講演者
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

小川 明子

氏

株式会社 タカヒコアグロビジネス 専務取締役

松尾 崇史

氏

農研機構 野菜花き研究部門 生産環境ユニット長

中野 明正

氏

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

壇 和弘

氏

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

木股 光善

氏

【第２日目】 ８月25日（金） ９：00 開講 (８：30より開場）

《第２部
9：00～ 9：30

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～
10：30～11：00

資材プレゼンテーションおよび展示見学

11：00～11：30

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

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
量的管理技術
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

●機器資材展出展企業一覧

農事組合法人 エコファーム21 代表理事

太田 修道

氏（大分県竹田市）

株式会社 アクトいちごファーム 代表取締役

小野 聖一朗

氏（大分県宇佐市）

有限会社 育葉産業 代表取締役

栗田 洋蔵

氏（大分県豊後大野市）

有限会社 メルヘンローズ

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

玉井 光秀

氏

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

施設園芸新技術セミナー・
機器資材展 in 大分

●セミナー最終受付登録者数
月

天気

受付登録者数

８月24日（木）

晴

362

８月25日（金）

晴

379

合

日

741名

計

741

【特記】 九州６県・・・福岡・長崎・佐賀・熊本
鹿児島・宮崎＋沖縄

●セミナー最終受付区分別登録者数

●最終参加者（登録者）の分析
県外・県内別、参加日別参加状況

県内・県外別参加者数（実数）

施設園芸新技術セミナー・
機器資材展 in 大分

参加者区分（全体）

県内・県外別参加者区分人数

県内・県外別参加者実数割合

参加日別・県内・県外別人数

施設園芸新技術セミナー・
機器資材展 in 大分

「施設園芸新技術セミナー ・機器資材展 in 大分」 展示会場

「施設園芸新技術セミナー ・機器資材展 in 大分」 展示会場

