
 
平成 30 年度 九州沖縄農業試験研究推進会議 野菜・花き推進部会 

野菜現地研究会 開催要領 
 

    九州沖縄農業試験研究推進会議 野菜・花き推進部会長 
（農研機構九州沖縄農業研究センター 園芸研究領域長） 

 
１．検討課題 「野菜栽培における ICT 等を活用したスマート農業の現状と今後」 
近年、生産者の高齢化や後継者不足により野菜類の栽培面積は減少傾向にあるものの、経営の維持・

拡大を図るため、施設野菜栽培では環境制御技術を導入し、雇用型農業へ移行する事例も見受けられ

る。規模拡大や環境制御技術等の導入による生産性・農業所得の向上が期待されるが、今後、ICT 等

を活用したより高度な環境制御技術、管理作業の自動化・省力化、栽培経験が乏しい雇用者等の管理

作業を支援する技術等が必要になると考えられる。一方、露地野菜の栽培でもドローンや ICT を活用

した生育診断や農業機械の自動化技術等の開発等が期待されている。 
そこで、施設および露地野菜における ICT やドローンを活用した先端技術の有効活用ついて現地検

討を行い、現場での導入、ならびに試験研究の進捗状況を整理する。 
 
２．開催日時  平成 30 年 11 月 28 日（水）13:10 ～ 11 月 29 日（木）12:00 
 
３．開催場所 
    （１）現地視察  11 月 28 日（水） 12:50～13:10 集合 
              JR 宇佐駅   

① 白ネギ栽培農家圃場、JA おおいた豊後高田事業部野菜集荷場 
豊後高田市         

② （株）アクトいちごファーム 
宇佐市    
  

    （２）室内検討会 11 月 29 日（木） （受付け 8:30～）9:00～12:00 
別府亀の井ホテル 別府市中央町 5-17 
TEL：0977-22-3301 
      

４．参集範囲 
九州沖縄各県試験研究・行政・普及指導機関、九州農政局、沖縄総合事務局農林水産部、農業・

食品産業技術総合研究機構（野菜花き研究部門、九州沖縄農業研究センター等）、その他（開催

県関係者、大学・民間等） 
 

５．日程、内容 
   第 1 日目（11 月 28 日（水）） 現地視察および情報交換会 

・現地視察 
12:50～13:10 集合および受付 JR 宇佐駅 
13:10～13:30   バス移動 
13:30～14:00 白ネギ栽培農家圃場、JA おおいた豊後高田事業部野菜集荷場  

（豊後高田市） 
14:00～14:25   バス移動  
14:25～16:00 （株）アクトいちごファーム（宇佐市）     



16:00～17:30     バス移動  
   17:30  別府亀の井ホテル・解散  
     18:30～20:30   情報交換会 別府亀の井ホテル 

別府市中央町 5-17 TEL：0977-22-3301 
                  
    第 2 日目（11 月 29 日（木）） 
      ・室内検討会（別府亀の井ホテル） 

8:30～9:00    受付 
         9:00～9:15   現地視察の補足および意見交換                       

9:15～10:30   話題提供 
「Society 5.0 で農業はどのように変わるのか？」 
  九州大学大学院 生物資源環境学府 

 生産環境科学専攻 准教授 岡安 崇史 氏 
「ドローンを活用した加工用ホウレンソウの生育状況の把握」 

農研機構九州沖縄農業研究センター 畑作研究領域  
畑機械・栽培グループ グループ長 石井 孝典 氏 

         10:30～11:40  検討 
「野菜栽培における ICT 等を活用したスマート農業の現状と今後」 

                  各県試験研究または普及指導担当者 
         11:40～11:50  総括 
                  推進部会長 
         11:50～12:00  その他 
         12:00      会議終了 
 
６．会議資料提出 
   締切り：平成 30 年 11 月 16 日（金） 
   様 式：各県提出資料（別紙-1：別途事務連絡で送付）   
 
７．出席申し込み 
   締切り：平成 30 年 11 月 16 日（金） 
   様 式：出席申し込み書（別紙-2：別途事務連絡で送付） 
 
８．問い合わせ先 
  （出欠、現地視察全般、室内検討会の会場について） 
大分県農林水産研究指導センター 農業研究部 企画指導担当 信貴 素子 
〒879-7111 大分県豊後大野市三重赤嶺 2328-8  TEL：0974-22-0671 FAX：0974-22-0940 

  E-mail：shigi-motoko@pref.oita.lg.jp  
 
  （会議資料の作成・編集、室内検討会の内容について） 
農研機構九州沖縄農業研究センター 園芸研究領域 施設野菜グループ  大和 陽一 
〒839-8503 福岡県久留米市御井町1823-1  TEL：0942-43-8430（直通） FAX：0942-43-7014 

  E-mail：yyamato@affrc.go.jp 
 
 
 



別紙-1 
 
各県提出資料 
 
 
提出先    農研機構九州沖縄農業研究センター  大和 陽一  
 E-mail：yyamato@affrc.go.jp 
 
   11 月 16 日（金）までに、電子メールで提出して下さい。 
        

県 

各県での野菜栽培における ICT 等を活用したスマート農業の現状と課題 

 

試験研究における野菜栽培での ICT 等を活用したスマート農業への取り組みまたは今後の計画 

 



別紙-2 
 

出席申し込み書 
 
提出先     大分県農林水産研究指導センター 農業研究部 企画指導担当 信貴 素子 

E-mail：shigi-motoko@pref.oita.lg.jp  
申し込み書により、電子メールで申し込み下さい。 

申し込み期限    11 月 16 日（金） 
県・機関名 
連絡責任者 
電      話 

※ 11 月 28 日、11 月 29 日の該当欄に ○印 をご記入下さい。 
 
 
****************************************************************************************** 
 
1. 現地視察集合場所   JR 宇佐駅 
2. 受付         11 月 28 日（水） 12:50～ 
3. 現地視察       13:10～17:30  （豊後高田市、宇佐市）          
4. 情報交換会      18:30～20:30 別府亀の井ホテル 

（別府市中央町 5-17  TEL：0977-22-3301） 
5. 室内検討会      11 月 29 日（木） 9:00～12:00 別府亀の井ホテル 
6. 宿泊先        各自で予約願います。 
7. 参加費        情報交換会 5,000 円 
8. 参加費徴収方法       現地視察の集合・受付場所で徴収させていただきます。 
 

所    属 役 職 名 氏  名 
11 月 28 日 11 月 29 日 

現地視察 情報交換会 室内検討会 

                      

      

      

      

      

      

      


