
平成 28 年度野菜花き課題別研究会 
「ウリ科野菜生産を取り巻く現状と今後の課題」 

 
国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構 

野菜花き研究部門 
一般社団法人日本種苗協会 

 
１．趣旨 

近年、国民の野菜に対するニーズはますます多様化・高度化する一方で、野菜の生産を取

り巻く情勢は厳しく、今後、生産の維持・拡大を図るには優れた品種・魅力ある品種の育成

や栽培技術の開発が必要である。そこで本課題別研究会では、キュウリ、メロン、カボチャ、

スイカ等のウリ科野菜について生産の現状と問題点を整理し、今後の研究および技術開発の

推進方向を明らかにする。 
 
２．開催日時 
  平成 28 年 10 月 25 日（火）12:30～17:40 

26 日（水） 9:00～15:30 
 
３．開催場所 

アスト津 （三重県津市羽所町 700） 〒514-0009 三重県津市羽所町 700 
 
４．内容 
  事務連絡を参照 
 
５．参集範囲 
 １）国立研究開発法人および公立試験研究機関 野菜研究担当者 
 ２）日本種苗協会 関係者 
 ３）国および地方自治体 野菜行政・普及担当者 
 ４）その他、野菜花き研究部門長が認めた者 
 
６．担当 

国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構 
野菜花き研究部門 野菜育種・ゲノム研究領域 

 
７．参加案内 

事務連絡に添付の参加申込書（下記 URL からダウンロード可）に必要事項を記載の上、9
月 26 日（月）までに、E-mail に添付または印刷して FAX でお申し込み下さい。 
URL: http://www.naro.affrc.go.jp/event/list/2016/07/064077.html                    
申込先：国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構 野菜花き研究部門 

企画管理部 企画連携室 交流チーム 野田尚信 
電話： 029-838-6599 
ファックス： 029-838-6673 
E-mail: vf-koryu@ml.affrc.go.jp 



事務連絡 
平成 28 年度野菜花き課題別研究会 

「ウリ科野菜生産を取り巻く現状と今後の課題」 
 

 
１．開催日時 
  平成 28 年 10 月 25 日（火）12:30～10 月 26 日（水）15:30 
 
２．開催場所 
  アスト津 （三重県津市羽所町 700） 
 
３．日程 

講演課題名等は変更される場合がございます。 

第 1 日目（10 月 25 日） 
I. ウリ科野菜品種紹介（12:30～13:15）（会場：5 階ギャラリー1） 
 司会 日本種苗協会 八江農芸㈱ 志摩二朗 
II. 全体会議（13:30～17:40）（会場：4 階アストホール） 
 座長 農研機構野菜花き研究部門 川頭洋一 

 １．開会挨拶および事務連絡（13:30～13:40） 
 ２．13:40～14:15 加工・業務用ウリ科野菜の現状と課題 
 農林水産省生産局農産部園芸作物課 宇井伸一 
 ３．14:15～14:50 ウリ科野菜の流通と消費の課題 
 東京青果（株） 野原秀司 
 ４．14:50～15:25 ウリ科苗生産の現状 
 ベルグアース（株） 山口一彦 
（休憩 15:25～15:35）  

 座長 農研機構北海道農業研究センター 杉山慶太 
 ５．15:35～16:10 環境制御システムによるキュウリ生産技術の現状と展望 
 農研機構野菜花き研究部門 東出忠桐 
 ６．16:10～16:45 大規模農業生産者（法人）の事例 
 群馬県中部農業事務所普及指導課 川島正俊 
 ７．16:45～17:20 ウリ科野菜のおいしさ・機能性について 
 農研機構果樹茶業研究部門 堀江秀樹 
 ８．17:20～17:40 総合討論 
 
第 2 日目（10 月 26 日） 

III. 全体会議（9:00～15:30）（会場：4 階アストホール） 
 座長 農研機構野菜花き研究部門 杉山充啓 

 １． 9:00～ 9:35 果実汚斑細菌病の現状および対策について 
 農研機構本部企画調整部 白川隆 
 ２． 9:35～10:10 キュウリ産地における病虫害発生状況・気候変動の影響と対策に 

ついて 
 埼玉県農業技術研究センター 塚澤和憲 



（休憩 10:10～10:20） 
 ３．10:20～10:55 ウリ類退緑黄化病の発生状況と対策 
 熊本県農業技術課農業革新支援センター 杉浦直幸 
 ４．10:55～11:30 カボチャ産地における病虫害発生状況・気候変動の影響と対策に 

ついて 
 北海道立総合研究機構上川農業試験場 新村昭憲 
（休憩 11:30～12:30）  

 座長 農研機構野菜花き研究部門 坂田好輝 
 ５．12:30～13:05 スイカ育種の現状と展望 
 （株）萩原農場生産研究所 嶋本育泰 
 ６．13:05～13:40 カボチャ育種の現状と展望 
 農研機構北海道農業研究センター 杉山慶太 
 ７．13:40～14:15 黄化えそ病・退緑黄化病抵抗性育種研究の現状と展望 
 農研機構野菜花き研究部門 杉山充啓 
 ８．14:15～14:50 ウリ科野菜における選抜マーカー開発の現状と展望 
 農研機構野菜花き研究部門 川頭洋一 
 ９．14:50～15:20 総合討論 

 １０．15:20～15:30 閉会挨拶および事務連絡 
 
４．参加申込み 
1)参加の登録 

別紙参加申込書に必要事項をご記入の上、9 月 26 日（月）までに E-mail または Fax で下

記申込先宛にお送り下さい。 
申込様式は 
URL (http://www.naro.affrc.go.jp/event/list/2016/07/064077.html) 
からダウンロードできます。 
なお、種苗業関係者の方は（一社）日本種苗協会へ申し込みをお願いします。 

 
2)情報交換会 

第 1 日目（10 月 25 日）の会議終了後に、ホテルグリーンパーク津において情報交換会を

予定しております（18:00～20:00）。 
会費は 5,000 円です。 
参加される方は、別紙参加申込書で、研究会と同時にお申し込み下さい。 
会費については、10 月 14 日（金）までに下記宛にご送金ください。 
なお、振替もしくは振込料金等は各自でご負担下さい。振替入金をもって情報交換会参加

申込の確認とさせていただきます。 
・郵便局（ゆうちょ銀行）から振り込まれる場合（郵便局に備え付けの振替用紙をご使用

下さい）、口座番号（００８６０－９－８１１３２）、加入者名「課題別研究会」、「（ウリ

科研究会）参加者の氏名」をご記入下さい。 
・他の金融機関から振り込まれる場合、銀行名（ゆうちょ銀行）、店番（０８９）、店名（〇

八九店）、預金種目（当座）、口座番号（００８１１３２）、受取人名「カダイベツケンキ

ュウカイ」、「（ウリ科研究会）参加者の氏名」をご記入下さい。 
・振込者氏名には必ず、（ウリ科研究会）と付記して下さい。 



５． 参加申し込み事務局・問い合わせ先 
 ・参加申し込み事務局：（国研）農業・食品産業技術総合研究機構 野菜花き研究部門 

企画管理部 企画連携室 交流チーム 野田尚信 
電話： 029-838-6599、ファックス： 029-838-6673 
E-mail: vf-koryu@ml.affrc.go.jp 

 ・問い合わせ先：（国研）農業・食品産業技術総合研究機構 野菜花き研究部門 
野菜育種・ゲノム研究領域 上級研究員 川頭洋一 
電話： 050-3533-4610、ファックス： 059-268-1339 
E-mail: ykawazu@affrc.go.jp 

 
６．会場・宿泊案内 
 1)会場：アスト津 5 階ギャラリー1 （10/25 品種紹介等） 

 4 階アストホール（10/25 および 10/26 全体会議） 
〒514-0009 三重県津市羽所町 700  電話：059-222-2525 
http://www.ust-tsu.jp/ 

《交通案内》 
津駅から徒歩１分 
車でお越しの方：伊勢自動車道 津 I.C.から約 10 分 
駐車場：30 分以内無料。6 時間まで 30 分・100 円。6 時間以上 30 分・50 円。1

営業日にかかる上限額は 1,800 円。営業時間は AM5:00～翌日 AM1:00
（AM1:00～AM5:00 は入出場できません。）。 

 
2)宿泊 
ホテル等は、各自で早めにご予約下さい。 
 



平成 28 年度 野菜茶業課題別研究会 

「ウリ科野菜生産を取り巻く現状と今後の課題」 

参加申込書 

 

本用紙に必要事項をご記入の上、9 月 26 日（月）まで（必着）に下記申込先宛に E-mail でお送

り下さい。E-mail で送れない場合は Fax でも結構です。 

 

＜申込先＞ 

E-mail：vf-koryu@ml.affrc.go.jp 

Fax：029-838-6673（農研機構野菜花き研究部門 企画管理部 企画連携室 交流チーム） 

 

 

  

所属： 

 

(当方から問い合わせをさせていただく場合の電話番号：     −     −     ) 

 

情報交換会費：   月   日    ・郵便局から 送金済み・送金予定 

・他の金融機関から 送金済み・送金予定 

 

役   職 氏       名 

１０／２5 

会議参加 

（○／×） 

１０／２5 
情報交換会 

（５，０００円） 

（○／×） 

１０／２6 

会議参加 

（○／×） 

【記載例】 

所長 
野菜 太郎 ○ ○ × 

     

     

     

 

※ご都合により参加不能となった場合は、企画連携室 交流チームへ速やかにご連絡下さい。 

 

※参加者名簿はこの申込書に基づいて作成し、当日配布する予定です。 

 

 

 


