
平成 30年度近畿中国四国農業試験研究推進会議果樹研究会 

「先端技術の積極的な活用による地域果樹産業の活性化」開催要領 

 

［開催趣旨］ 

 我が国農業の現場では地球温暖化への対応に加え、省力・軽労化を更に進めるとともに新規就農者

への栽培技術力の継承が重要な課題となっている。このため、近年とみに進展著しい分子生物学研究

の成果、さらに、ICT・AI 技術を活用して超省力・高品質生産を可能とする新たな農業（スマート農

業）を速やかに実現する必要に迫られている。そこで、本研究会では「先端技術の積極的な活用によ

る地域果樹産業の活性化」をテーマとして、果樹栽培への分子生物学や ICT・AI技術など先端技術の

活用について議論・検討を行い、今後の果樹試験研究の計画・推進に役立てる。 

 

１．日時  平成 30年 7月 19日（木） 13:00～17:00 

7月 20日（金）  8:30～14:30 

 

２．場所  第１日 全体会・分科会 

              「ニューウエルシティ出雲」（別紙２地図参照） 

              〒693-002島根県出雲市塩冶有原町 2-15-1 

TEL：0853-23-7388 

第 2日 現地検討会 

  出雲市芦渡町   農業技術センター果樹科ほ場 

出雲市大社町  ‘シャインマスカット’加温栽培ハウス 

  出雲市多久谷町 ‘西条’柿リース団地 

     

３．主催  近畿中国四国農業試験研究推進会議果樹推進部会 

      近畿・中国・四国果樹研究協議会 

４．日程 

１）第 1日目（7月 19日） ※受付 12:30～  

（１）全体会 

① 開会挨拶（13:00～13:15） 

② 講 演  （13:15～15:30） 

議題：先端技術の積極的な活用による地域果樹産業の活性化 

（座長）農研機構果樹茶業研究部門ブドウ・カキ研究領域       塩谷 浩 

 

「EOD加温等を利用した加温栽培ブドウの省エネ温度管理法」 

                     島根県農業技術センター   栂野 康行 

    高橋 利幸 

「特産ブドウの ICT による省力的高品質化技術の普及」 

大阪府南河内農と緑の総合事務所      田中 璃子 

「ＡＩを利用した果樹の生育診断技術の開発」 

徳島県立農林水産総合技術支援センター   建本  聡 

「果樹栽培園地における農地環境推定技術の活用」 

株式会社ビジョンテック   岡田 周平 

 



 （２）分科会 

  ①常緑分科会（15:45～17:00） 

（座長）農研機構西日本農業研究センター傾斜地園芸研究領域     喜多 正幸 

「愛媛県におけるカンキツ育種の取り組み」 

愛媛県農林水産研究所果樹研究センターみかん研究所    奥貞 丈博 

「カンキツ果実への鮮度保存被膜剤塗布によるカンキツ緑かび病および青かび病の発病抑制効果の検討」 

山口県農林総合技術センター農業技術部柑きつ振興センター    中村 友香 

「マルチシートの有効活用方策 ～現状と今後の課題～（仮）」 

農研機構西日本農業研究センター傾斜地園芸研究領域    國賀  武 

     

  ②落葉分科会（15:45～17:00） 

（座長）農研機構果樹茶業研究部門ブドウ･カキ研究領域        薬師寺 博 

 

「カキ‘西条’における加工適性および貯蔵性の系統間差」 

               島根県農業技術センター   三島 晶太 

「カキ‘豊楽台’を中間台木として利用したカキ‘西条’の生育特性」 

島根県農業技術センター   大畑 和也 

「ブドウ新品種“グロースクローネ”の育成」 

農研機構果樹茶業研究部門ブドウ・カキ研究領域   佐藤 明彦 

 

③病害虫分科会（15:45～17:00） 

（座長）農研機構果樹茶業研究部門ブドウ･カキ研究領域    新井 朋徳 

「施設ブドウにおけるカブリダニ類を利用したハダニ防除」 

島根県農業技術センター   角 菜津子 

「新発生害虫ビワキジラミのマス検定の試み」 

愛媛県農林水産研究所果樹研究センター   小川  遼 

「カキ『富有』におけるカキノヘタムシガの防除」 

農研機構果樹茶業研究部門ブドウ・カキ研究領域   新井 朋徳 

 

（３）情報交換会（18:00～20:00） 

     ニューウエルシティ出雲 「牡丹」 

 

 

２）第 2日目（7月 20日） 

   現地検討会（8:30～14:30） 

    １）集合時間：8:20 

   ２）集合場所：ニューウエルシティ出雲 

    ３）行程 

ニューウエルシティ出雲 →農技セ果樹科ほ場→出雲市大社町（加温栽培‘シャインマス

カット’園）→昼食（島根ワイナリー）→出雲市多久谷町（西条柿リース団地）→ JR

出雲市駅 → ニューウエルシティ出雲 （→ 出雲空港；要望があれば） 

 



５．参集範囲 

  農林水産省 近畿農政局生産部園芸特産課 
  農林水産省 中国四国農政局生産部園芸特産課 
  滋賀県農業技術振興センター     花・果樹研究部 
 京都府農林水産技術センター      丹後農業研究所 
 大阪府立環境農林水産総合研究所 食と農の研究部 園芸グループ・葡萄グループ 
 兵庫県立農林水産技術総合センター 農業技術センター農産園芸部 
                  北部農業技術センター 
                  淡路農業技術センター 
 奈良県農業研究開発センター 果樹・薬草研究センター 
 和歌山県果樹試験場 
     果樹試験場 かき・もも研究所 
     果樹試験場 うめ研究所 
 鳥取県園芸試験場 
 島根県農業技術センター             
 岡山県農林水産総合センター       農業研究所 
 広島県立総合技術研究所 農業技術センター 果樹研究部 
 山口県農林総合技術センター       農業技術部 
                     農業技術部 柑きつ振興センター 
 徳島県立農林水産総合技術支援センター 農産園芸研究課 
 香川県農業試験場                 府中果樹研究所 
                          小豆オリーブ研究所 
 愛媛県農林水産研究所 果樹研究センター 
            果樹研究センターみかん研究所 
 高知県 農業振興部     農業技術センター 果樹試験場 
 各府県普及指導員（果樹担当） 
農業・食品産業技術総合研究機構 西日本農業研究センター 
農業・食品産業技術総合研究機構 果樹茶業研究部門ブドウ・カキ研究拠点 
その他、部会長が必要と認める者 

 

６．出席申込 

  別紙１の出席申込書により、ＦＡＸで 6月 20日（水）までに申込み下さい。（電子メールでも可） 

   〒693-0035 島根県出雲市芦渡町 2440 

      島根県農業技術センター栽培研究部果樹科 持田圭介 

   TEL:0853-22-6874 FAX:0853-22-5361 

E-mail：mochida-keisuke@pref.shimane.lg.jp 

 

７．参加費  

       11,000円 

（内訳）会場費          1,000円 

会議資料代        1,000円 

情報交換会費       5,000円 

現地検討会バス借り上げ料 2,000円 

現地検討会昼食代     2,000円 

 

８．宿泊 

     各自でご予約下さい（別紙３参照）。 

 

tel:0853-22-6874


９．問い合わせ先 

 

 

 

 

 

 

 

〒693-0035 島根県出雲市芦渡町２４４０ 

島根県農業技術センター栽培研究部 

      果樹科  持田 圭介  

TEL：0853-22-6874  FAX：0853-22-5361 

E-mail：mochida-keisuke@pref.shimane.lg.jp 



別紙１ 

平成３０年度近畿中国四国農業試験研究推進会議果樹研究会参加申込書 

 

 

所属名：                      

 

職  名 氏   名 

研 究 会 
情報

交換

会 

現

地

検

討

会 

全体会 

分 科 会 

常緑 落葉 
病 

害虫 

        

        

        

        

        

        

        

 

注）参加される会の欄に〇印をつけて下さい。 

   現地検討会終了後に出雲空港までの送迎を希望される方は、申込時にその旨お知らせください。 



別紙２ 

研究会会場・現地検討会バス乗車場所 

 

「ニューウエルシティ出雲」 

〒693-002島根県出雲市塩冶有原町 2-15-1TEL：0853-23-7388 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【近隣からの所要時間】 

JR出雲市駅から 800m、徒歩約 10分 

出雲インターから約 15分（無料駐車場有り） 

出雲空港から出雲市駅行き連絡バス有り（所要時間約 25分） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別紙３ 

会場・出雲市駅周辺の主なホテル 

 

① ニューウエルシティ出雲   TEL：0853-23-7388  FAX：0853-23-7389 

② ホテルアルファーワン出雲  TEL：0853-21-7722  FAX：0853-21-7771 

③ 出雲グリーンホテルモーリス TEL：0853-24-7700  FAX：0853-24-7711 

④ ツインリーブスホテル出雲   TEL：0853-30-8000  FAX：0853-30-8100 

⑤ スーパーホテル出雲駅前   TEL：0853-21-9000  FAX：0853-21-9001 

⑥ 東横イン出雲市駅前     TEL：0853-25-1044   FAX：0853-25-2046  

⑦ グリーンリッチホテル出雲  TEL：0853-25-3300    FAX：0853-25-3301 

⑧ ドーミーイン出雲      TEL：0853-21-5489  FAX：0853-24-8017 

⑨ 出雲ステーションホテル    TEL：0853-24-2766    FAX：0853-24-2691 

 

※宿泊料金、宿泊予約につきましては直接各ホテルにお問い合わせください。 

※上記以外にも周辺にホテルがあります。 
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