
農研第 105
平成 24年 11月

沖縄農業研究会  会長 殿

沖縄県農業研究センター 農業施設学会によるシンポジウムの開催について (案内)

拝啓 時下益々御清栄のこととお慶び申し上げます。

平素からひとかたならぬ御高配を賜 りまして,誠にありがとうございます。

さて,当 方では,並熱帯地域の特性を考慮 した今後の施設園芸に資する課題を整理 し,

沖縄農業の発展に寄与する情報を共有するため,特に,遮熱対策,台風対策,環境制御に

関連したシンポジウムを開催する予定です。また,今回は台湾の施設環境制御の専門家も

招聘 しており,海外の情報を得る良い機会になるとも考えております。

つきましては,万障お繰 り合わせの上,奮 ってご参加 くださいますようご案内申し上げ

ます。
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亜熱帯地域におけるこれからの施設園芸

平成 24年 11月 29日 (木 )

(1)シンポジウム 13:30 ～ 17:00 詳細は別紙参照

平成 24年 11月 30日 (金 )

(2)現地検討会

29日 (木)沖縄県農業研究センター

30日 (金)現地検討会 (別紙参照)

3 開催場所

※参加を希望される方は,中 込書の提出を 11月 19日 (月 )ま でに下記問い合わせ先ま

で,FIXに てご提出下さいますようよろしくお願いいたします。

問い合わせ先

沖縄県農業研究センター

〒9010336  沖縄県糸満市真壁 520

TEL 098-840-8515(ま たは 8502) FAX098-840-8510

米須 勇人、新里 良章

E― ■ail  komesthyCpref Okinawa lg jp



沖縄県農業研究センター 農業施設学会共催シンポジウム

亜熱帯地域におけるこれからの施設園芸 開催要領

謳 旨]

国内でも数少ない亜熱帯気候のもとにある沖縄県の食材は、今や海外からも注目されており、

マンゴーやゴーヤーはもちろんのこと、島らっきょうや島とうがらしなども市場での人気を博し

ている。しかしながら、これらの食材の品質や出荷量は、市場の要求に対して十分に応えられて

いるとは言えない。市場内での評価を維持、向上させていくためにも、生産能力の向上は喫緊の

課題と言える。キクやパパイヤの栽培では、安定生産体系を構築する上で露地栽培から施設栽培

への転換を推進してきており、一定程度の成果を得ることができたが、亜熱帯特有の温湿度、病

害虫、風災害などから多様な作物を保護するためには、園芸施設をこれまで以上に効果的に活用

していけるように、亜熱帯気候に対応した施設栽培体系を確立する必要がある。また、地球温暖

化により暑熱負荷への適用技術の開発が日本の農業生産の課題となっており、亜熱帯地域におり

る農業施設は、他地域の参考となる。

そこで、今回は亜熱帯地域の特性を考慮した今後の施設園芸に資する話題を国内と台湾の専門

家に話題提供を t′ て戴く。なお、本シンポジウムは、
.沖

縄県の施設園芸の方向性を検討するとと

もに、今回は園芸施設だけでなく、畜舎も含めたI熱帯地域における農業施設のあり方について

も議論する場を設ける。

[日 1寺 ]

シンポジウム ]]月 29日 (木) 13:30 ～ 17:00
現地検討会  11月 30日 (金)  8:30 ～ 16:00

〔場所l

シンポジウム 沖縄県農業研究センター 大会議室

現地検討会   (別 l lFを 参照ください)

[参加費]シ ンポジウムは無料 現地検討会は2,000円

[申 し込み、問い合わせ先]

添付の申込用紙に必要事項をこ記入頂き、電子メールもしくはフアックスにて下記へお送り下

さい。

沖縄県農業湖T究センター 農業システム開発班 (米須、新里)

T匡L098-840-8515 (ま た
`ま

8502)  FAX 098-340-8510

E― ma‖  komesuい y@pref ok nawa gjp

申込締切 :2012年 11月 19日 (月 ) 必着

※申込用紙は下記ホームページからもダウンロードできます。

http://www preF ok nawajp/arCノ



シンポジウム 亜熱帯地域におけるこれからの施設園芸

主催 :沖縄県農業研究センター、農業施設学会

【プログラム】  13:30～ 17:00

【場所】     沖縄県農業研究センター 大会議室

【ナビゲーター】 沖縄県農業研究センター 農業システム開発班長  新里 良章

【開会挨拶l   沖縄県農業研究センター 所長  坂本 守章

【講演】

1 植 17J工場の過去、現在、将来

沖縄県農業研究センター 招聘主任研究員  高倉 直

2 混室の換気と気流制lt

(独)農ワ]機構 農村工学研究所 領I・l長  佐瀬 勘紀

3 ハウスの被覆資材

(独)農研機構 近畿中国四国農業研究センター 主任研究員  川嶋 浩樹

×休憩

4 沖縄県におけるハウスの防風対策

沖縄県立農業大学校 助教授  玉城 麿

5  Protected Ctl tivat on in ‐ヽwan,P「esent and Fulure

(台湾における施設園芸の現状と将来)

日立台湾大学 生物産業機電子工程学系教授  Wei Fang

X講演は英語、日本語の要約を配布、質疑は通訳付きです。

I総合討論】 司会 沖縄県農業研究センター 野菜花井班長  関塚 史朗

〔閉会挨拶】 沖縄県農業研究センター 総務企画総括  赤地 徹



沖縄シンぶジク∠現地検討会

集合場所 :沖縄ポー トホテル (那覇市西 16-l TEL:098-868-1118)

作成年月日 :2012915

沖縄県農業研究 をンター・震業施設学会

開催日 :2012年 11月 30日 (金

参カロ費 :2,000円 (11月 29置 にシンポジウム受f・Iで徴15tし ます)

8:30 沖縄ボートホ

"レ
前集合(8:35出 発 )

10:00 ～ 11100 視察地1:農業大学校果樹′ヽウスIIl察(名護市 )

12:00 ～ 13:00 昼食(沖縄ビール国 恩納村 )

10,20 14:00 視察睦 :修鰭作業により復1日 した園芸施設視察〈鳳納村 )

14:30 ～ 15:00 視震順 :先進農業支援センター視察(読谷村 )

15:00 ～ 16:00 椰菫空港へ移動

16:00 那百空港着(その後.沖縄ボートホ77レ ヘ向かいます)

※視察先は変更にえることがございます。予めご了承ください
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作成年月日 :2012915

●沖縄ポートホテルの案内

■モノレール(沖縄都市交通ゆいレーッのでお越しのお客様

最寄 り駅り直lT駅から徒歩 3分

那田空港駅から旭橋駅までモノレールで約 10分

料金 i大人 260円′子供 130 Fl

■お車でお越 しのお客様

力ヽ覇空港からにでll1 7分

沖縄 自動車道 ,「覇 ICから車で約 30分

×鷹車場 l1700円 を項戴いたします.

ロタクシーでお越 しのお客様

那覇空港からタクシーでl17分 14金約 1,500円

前後

■路線バスでお越しのお客様

那覇空港から路線バスで約 10分

料金 ,大人 220円ノ子供 110円

国際線 l‐客ターミナル前より25 99 111 113 120 123番 のいずれかのバスをご禾1用。

那覇バスターミナルで下■し、徒歩で約 5分



シンポジウム 「亜熱帯地域におけるこれからの施設園芸」 参加申込書

機関名 :

担当者名 :

連絡先 TEL:

〔申し込み先】

沖縄県農業研究センター 農業システム開発班 (米須、新里)TEL 098 840-8515(ま たは8502)
FAX 098-840-8510 E‐ ma‖  komesuhy@pref okinawaJgjp 〆切 :2012年 11月 19日 (月 )必着
※申込書は右のホームページからもダウンロードできます。 http7/wwW pref6鳳 nawajP/arc/

番号 部署 役職 氏名
29日 (木 ) 30日 (金 )

シンポジウム 現地検討会

記入夕J 技術開発部 研究員 )中縄太良「 ○ X

]
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国立台湾大学 生物産業機電子工程学系 教授  Wei Fang

(請演は英語、日本語の要約を配布、質疑は通訳付き)

0総合討論 司会 沖縄県農業研究センター 野菜花丼班長  関塚 史朗

◆Fj3会 挨拶 沖縄県農業研究センター 総務企画総括  赤地 徹
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お問い合わせ先 :沖縄県農業研究センター 農業システム開発班 (米須 新里)

〒90卜0336沖縄県糸満市貞壁 820番 地
0098-840-8502 098-340-85]5 F/ヽ X098-810-3510
イt表 F―n3all k● mestllyOpref()k iawa gJp


