
品目 研修コード 日時 場所 備考

米 C01-②
12月2日（水）～4日（金）

（3日間）

CIVI研修センター 新大阪
東

（大阪府大阪市）
情報交換会あり

麦類（そば
を含む）

C02・C08
10月7日（水）～9日（金）

（3日間）
共同通信会館
（東京都港区）

情報交換会あり

豆類 C03
9月9日(水)～11日（金）

（3日間）
共同通信会館
（東京都港区）

情報交換会あり

C04・09-①
9月14日(月)～16日（水）

（3日間）
共同通信会館
（東京都港区）

情報交換会あり

C04・09-②
10月28日（水）～30日（金）

（3日間）

CIVI研修センター 新大阪
東

（大阪府大阪市）

C05-①
12月9日（水）～11日（金）

（3日間）
三会堂ビル

（東京都港区）

C05-②
9月30日(水)～10月2日(金)

（3日間）

CIVI研修センター 新大阪
東

（大阪府大阪市）
情報交換会あり

花き C06
11月4日(水)～6日（金）

（3日間）
共同通信会館
（東京都港区）

情報交換会あり

茶 C07
10月22日（木）～23日（金）

（2日間）
三会堂ビル

（東京都港区）
情報交換会あり

飼料作物 C10
11月11日(水)～13日（金）

（3日間）
三会堂ビル

（東京都港区）
情報交換会あり

新品種・新技術コーディネーター研修[C01～C10]　コース一覧

野菜（いも
類を含む）

果樹



１．品目 米

２．研修コード C01-②

３．実施場所 大阪　（CIVI研修センター 新大阪東　大阪府大阪市）

４．実施時期

５．概要

時間 研修科目 内容 講師 所属 役職等

13:30-13:50 開講 研修の概要説明 事務局

13:50-14:50
(60分)

担い手の経営発展に向
けた新品種・新技術の
導入について

担い手が規模拡大を行うための作
業ピークの平準化、経営多角化が
可能となる品種・技術の導入モデル
等について解説する。

坂田　尚史 農林水産省　穀物課
課長補佐
（稲・麦生産
班）

15:00-16:30
(90分)

直播水稲の初期生育向
上技術

湛水直播水稲の初期生育を確保す
るための種子予措、播種技術、播
種後の水管理、コーティング資材、
気象条件等について解説する。

古畑　昌己
農研機構　中央農業総合研
究センター

水田利用研
究領域　主任
研究員

9:00-10:30
(90分)

低コストな不耕起乾田
直播技術

不耕起播種機を活用した水稲乾田
直播栽培について解説する。

大下　泰生
農研機構　中央農業総合研
究センター

作業技術研
究領域　上席
研究員

10:40-12:10
(90分)

水稲作の除草剤抵抗性
雑草と防除技術

水稲作における除草剤抵抗性雑草
の特性と防除技術の最新知見につ
いて概説する。

内野　彰
農研機構　中央農業総合研
究センター

生産体系研
究領域・上席
研究員

13:10-14:40
(90分)

水稲高温登熟障害の克
服に向けた対策技術

西南暖地で発生が顕著な水稲高温
登熟障害の発生状況と発生メカニ
ズム、対策技術の概要を解説する。

森田　敏
農研機構　九州沖縄農業研
究センター

水田作研究
領域　上席研
究員

14:50-15:50
(60分)

高温適応品種「さがび
より」の産地育成に向け
た支援体制

高温適応品種「さがびより」の栽培
に取り組む橘町の高品質米産地強
化を目的とした支援組織の設立と
銘柄確立にむけた取り組みを紹介
する。

田浦　孝
佐賀県杵藤農林事務所杵島
農業改良普及センター

主査

16:00-17:00
(60分)

「つや姫」の高品質生産
とブランド化の取り組み
について

地域活性化の牽引役として期待さ
れる品種「つや姫」の開発とブランド
化への取り組みについて紹介する。

柴田 康志
山形県農林水産部農業技術
環境課

作物技術専
門員（農業革
新支援専門
員）

9:00-10:20
(80分)

超多収などの特徴を持
つ業務用米等の品種の

概説

「あきだわら」や「やまだわら」や西
日本に向く優良品種など、近年、農
研機構で育成された業務用多収品
種の品種特性および育成状況につ
いて講義する。

山口　誠之 農研機構　作物研究所
稲研究領域
上席研究員

10:30-12:00
(90分)

米業界～消費、流通・
小売、生産の大変貌の
今

国内の米の流通情勢及び、米の品
種等の特性に合わせた販売戦略の
企画方法など、消費者に訴求する
ためのマーケティングについて講義
を行う。

八木　俊明 （株）グレイン・エス・ピー
代表取締役
会長

12:00-12:20 閉講
研修に対する評価等についてアン
ケート調査を実施

情報交換会

13:20-13:40 開会 情報交換会の概要説明 事務局

13:40-15:40

情報交換
テーマ：米のブランド産
地形成とコーディネー

ター等の役割

新品種・新技術を活用して米のブラ
ンド産地化を進めるためにコーディ
ネーター等が効果的に活動できる
方策について、研究者や実需者を
交えて、現場の実情をふまえた意
見交換を行う。

山口誠之
八木俊明
田浦　孝

柴田 康志

農研機構　作物研究所
（株）グレイン・エス・ピー
佐賀県杵藤農林事務所杵島
農業改良普及センター
山形県農林水産部農業技術
環境課

15:40-16:00 閉会
意見交換会に対する評価等につい
てアンケート調査を実施

事務局

12月4日
(金)

新品種・新技術コーディネーター活動支援事業　研修会カリキュラム

12月2日(水)～4日（金）　（3日間）

西日本での栽培に適した多収品種や、高温登熟障害対策等の技術および国内の米
の流通情勢・マーケティングについて研修を行う。

12月2日
(水)

12月3日
(木)

12月4日
(金)



１．品目 麦類（そばを含む）

２．研修コード C02・C08

３．実施場所 東京　（共同通信会館　東京都港区）

４．実施時期

５．概要

時間 研修科目 内容 講師 所属 役職等

13:00-13:20 開講 研修の概要説明 事務局

13:20-14:20
(60分)

担い手の経営発展に向けた新品
種・新技術の導入について

担い手が規模拡大を行うための作業ピークの平準
化、経営多角化が可能となる品種・技術の導入モデ
ル等について解説する。

坂田　尚史 農林水産省　穀物課
課長補佐（稲・
麦生産班）

14:30-15:40
(70分)

ブランド化に向けた特徴のある小
麦品種の概説

近年、農研機構で育成されたブランド化に有望な小
麦品種の特性および育成状況について解説する。

藤田　雅也 農研機構　作物研究所
麦研究領域・上
席研究員

15:50-17:00
(70分)

需要が拡大する大麦製品に向け
た高品質・多収の大麦品種

農研機構（と県）で育成された高品質、安定多収大
麦品種の特性や健康機能性が期待できる食物繊維
β-グルカンを豊富に含む品種を紹介するとともに、
これらの品種を用いた精麦製品やシリアルの消費
動向について紹介する。

柳澤　貴司 農研機構　作物研究所
麦研究領域・上
席研究員

9:30-10:40
（70分）

収量の安定・向上に資するソバの
新品種等の概説

「春のいぶき」や「とよむすめ」等、収量の安定や向
上、高品質化に資するソバ新品種について概説す
る。

大澤　良 筑波大学　生命環境系
生命環境系教
授

10:50-12:00
（70分）

麦作の雑草防除対策
麦類の難防除雑草（カラスムギ等，外来雑草）の生
態的特性と防除技術の最新知見および地域レベル
での対策について概説する。

浅井　元朗
農研機構　東北農業研究セ
ンター

環境保全型農
業研究領域・上
席研究員

13:00-14:00
(60分)

転作作物の生産力強化に向けた
カットドレーン等を活用した営農
排水改良技術

農工研で開発した農家が使う「無資材・迅速・簡単」
な穿孔暗渠施工機について紹介する。

北 川 　巌 農研機構　農村工学研究所
水田高度利用
担当　主任研究
員

14:15-15:35
(80分)

表層散播機による麦およびソバ
の省力多収栽培技術とソバ春ま
き栽培技術

省力的な播種作業体系で、播種後も湿害軽減効果
も高い栽培技術であるアップカットロータリを活用し
た表層散播およびソバ春まき栽培の生産技術につ
いて解説する。

土屋　史紀
農研機構　九州沖縄農業研
究センター

水田作研究領
域　主任研究員

15:50-16:50
（60分）

新品種「会津のかおり」を用いた
産地活性化

全国有数のそば生産県である福島県のブランドイ
メージ確立に向けた、オリジナル品種「会津のかお
り」振興による産地活性化の取り組みについて紹介
する。

渡部　隆
福島県会津農林事務所会
津坂下農業普及所

所長

9:00-10:00
(60分)

強力粉用小麦「ゆめかおり」の普
及拡大支援

「ゆめかおり」のパンへの活用と県産小麦を使った
パンの普及拡大に取り組む「やまなしコムギプロ
ジェクト２０１４」というプロジェクトチームの支援の概
要を紹介する。

伴野　正明 山梨県峡南農務事務所
農業農村支援
課課長（農業革
新支援専門員）

10:10-11:40
(80分)

国産小麦流通上の課題
麦の流通面での課題、用途別需給状況および国産
麦への実需者ニーズについて解説する。

門田　正昭 製粉協会 専務理事

11:40-12:00 閉講 研修に対する評価等についてアンケート調査を実施

情報交換会

13:10-13:30 開会 情報交換会の概要説明 事務局

15:30-15:50 閉会
意見交換会に対する評価等についてアンケート調
査を実施

事務局

新品種・新技術コーディネーター活動支援事業　研修会カリキュラム

10月7日(水)～9日(金)　（3日間）

ブランド産地化に向けた特徴のある新品種や高品質安定生産と等の技術および
麦の流通情勢について研修を行う。

10月9日
(金)

10月9日
(金)

13:30-15:30
情報交換

テーマ：麦類・そばのブランド産地
形成とコーディネーター等の役割

新品種・新技術を活用して麦類のブランド産地化を
進めるためにコーディネーター等が効果的に活動で
きる方策について、研究者や実需者を交えて、現場
の実情をふまえた意見交換を行う。

藤田　雅也
柳澤　貴司
土屋　史紀

門田　正昭
渡部　隆

伴野　正明

農研機構　作物研究所
同上
農研機構　九州沖縄農業研
究センター
製粉協会
福島県会津農林事務所会
津坂下普及所
山梨県峡南農務事務所

10月7日
(水)

10月8日
(木)



１．品目 豆類

２．研修コード C03

３．実施場所 東京　（共同通信会館　東京都港区）

４．実施時期

５．概要

時間 研修科目 内容 講師 所属 役職等

13:00-13:10 開講 研修の概要説明 事務局

13:10-14:10
(60分)

大豆をめぐる事情

担い手が規模拡大を行うための作業ピー
クの平準化、経営多角化が可能となる品
種・技術の導入モデル等について解説す
る。

松下 直史 農林水産省　穀物課 課長補佐（豆類班）

14:20-15:50
(90分)

大豆不耕起狭畦栽培技術

大豆不耕起狭畦栽培の特長と実施する
際の留意点について、地下水位制御圃場
における事例も含め、汎用型不耕起播種
機を用いた現地実証試験をもとに解説す
る。

濱口　秀生
農研機構　中央農業総合
研究センター

生産体系研究領域・
主任研究員

16:00-17:00
(60分)

転作作物の生産力強化に向
けたカットドレーン等を活用し
た営農排水改良技術

農工研で開発した農家が使う「無資材・迅
速・簡単」な穿孔暗渠施工機について紹
介する。

北 川 　巌
農研機構　農村工学研究
所

農地基盤工学研究
領域　主任研究員

9:00-10:30
(90分)

難防除雑草の対策技術
大豆作で問題となる雑草の生態的特性と
それに基づく防除のポイントについて講義
する。

澁谷　知子
農研機構　中央農業総合
研究センター

生産体系研究領域・
主任研究員

10:40-12:10
(90分)

土壌条件に応じた適切な耕
起・播種等の栽培技術

耕うん同時畝立て播種技術等の大豆の
湿害軽減技術を含め、各地域で開発・普
及している耕うん・播種技術等について講
義する。

細川　寿
農研機構　中央農業総合
研究センター

作業技術研究領域
長

13:10-14:40
(90分)

日本における大豆優良品種
の育成

日本における大豆の育種戦略と育種技術
および「シュウリュウ」、「サチユタカA1号」
等の新しい品種の特徴を解説する。

高橋　幹 農研機構　作物研究所
畑作物研究領域
上席研究員

14:50-15:50
(60分)

豆腐・納豆用に適した大豆に
ついて

豆腐・納豆用としてどのような特性の大豆
が好ましいか、また、外国産と国産の違い
は何か、実需者の視点で解説する。

工藤　卓伸 太子食品工業株式会社
開発部　技術開発グ
ループ　係長

16:00-17:00
(60分)

「里のほほえみ」の作付け拡
大に向けた取り組み

基幹品種「エンレイ」の小粒化、収量低下
を受け、新品種「里のほほえみ」の導入と
作付け拡大、地産地消・加工の取り組み
を紹介する・

高野　隆志
福井県農業試験場 企画・
指導部 高度営農支援課

課長（農業革新支援
専門員）

9:20-10:20
(60分)

実需者ニーズを重視した新規
大豆産地の育成

北上市二子地域における、担い手育成、
輪作体系構築や新技術導入による、実需
ニーズに応えた売れる大豆づくりの取り
組みを紹介する。

小綿　寿志
岩手県中央農業改良普
及センター

上席農業普及員（農
業革新支援専門員）

10:30-11:40
(70分)

国産大豆の流通について
大豆を取り巻く情勢、国産大豆のマーケッ
ト事情および国産大豆の需要拡大方策に
ついて解説する。

川口　晃生 JA全農　麦類農産部  大豆・特産課長

11:40-12:00
(20分)

閉講
研修に対する評価等についてアンケート
調査を実施

事務局

情報交換会

13:10-13:30 開会 情報交換会の概要説明 事務局

15:30-15:50 閉会
意見交換会に対する評価等についてアン
ケート調査を実施

事務局

9月11日
(金)

新品種・新技術コーディネーター活動支援事業　研修会カリキュラム

9月9日(水)～11日（金）　（3日間）

ブランド産地化に向けた特徴のある新品種や高品質安定生産等の技
術および豆類の流通情勢について研修を行う。

9月9日(水)

9月10日
(木)

9月11日
(金)

13:30-15:30

情報交換
テーマ：豆類のブランド産地
形成とコーディネーター等の

役割

新品種・新技術を活用して豆類のブランド
産地化を進めるためにコーディネーター
等が効果的に活動できる方策について、
研究者や実需者を交えて、現場の実情を
ふまえた意見交換を行う。

高橋　幹
川口　晃生
小綿　寿志

高野　隆志

農研機構　作物研究所
JA全農
岩手県中央農業改良普
及センター
福井県農業試験場 企画・
指導部 高度営農支援課



１．品目

２．研修コード C04・C09-①

３．実施場所 東京　（共同通信会館　東京都港区）

４．実施時期

５．概要

時間 研修科目 内容 講師 所属 役職等

13:30 -13:50 開講 研修の概要説明 事務局

13:50-15:10
(80分)

加工・業務用需要の増大
に対応するための野菜新

品種

加工・業務用需要の増大に対応するため
に農研機構で取り組んできた近年の研究
成果、新品種を紹介する。

坂田　好輝 農研機構　野菜茶業研究
所

野菜育種・ゲノム研
究領域長

15:20-16:30
(70分)

加工・業務用等、特徴ある
サツマイモの新品種につ

いて

農研機構の育成した「べにはるか」、「ほし
こがね」等、加工・業務用や特徴あるサツ
マイモ新品種について解説する。

片山　健二 農研機構　作物研究所
畑作物研究領域 上
席研究員

9:30-10:50
(80分)

加工・業務用野菜の需要
動向

低コスト・省力生産が特に強く求められる
加工・業務用野菜の需要動向について解
説する。

小林　茂典 農林水産政策研究所
上席主任研究官（食
料・環境領域）

11:00-12:00
(60分)

育種会社の取り組む加
工・業務用野菜類の品種

育成

加工・業務用に適した野菜類の品種育成
のタキイ種苗の取り組みについて解説す
る

築地原  健一 タキイ種苗（株） 開発部　課長補佐

13:00-14:10
(70分)

機械化による多様な野菜
作の展開

経営規模ごとに省力化栽培に貢献できる
機械化野菜作体系について解説する。

森田　敏雅 （株）クボタ 技術顧問

14:25-15:25
(60分)

水田転換畑におけるタマ
ネギの機械化一貫体系に
よる産地化の推進

積雪地帯の水田転換畑における機械化
一貫体系によるタマネギの栽培技術の確
立と、JA等との連携による加工業者等へ
の販売の取り組みについて紹介する。

宮元　史登
富山県農林水産部農業
技術課広域普及指導セン
ター

副係長　（農業革新
支援専門員）

15:40-16:40
(60分)

業務用レタスの品質向上
を目的とした産地支援の
取り組み

業務用レタスの品質向上を目的として実
需者と連携して地域支援の取り組みを紹
介する。

糸川　桂市   
香川県西讃農業改良普
及センター

次長

9:00-10:20
(80分)

低コスト・省力機械化体系
による加工・業務用野菜の

生産技術

低コスト・省力生産が特に求められる加
工・業務用野菜の生産技術について、
FOEASを活用した水田での露地野菜安定
生産や新たな畑地用地下灌漑システム
OPSISの紹介を含めて解説する。

岡田　邦彦
農研機構　野菜茶業研究
所

企画管理部　研究調
整役

10:30-12:00
(90分)

実需者ニーズに対応でき
る業務・加工用野菜の生

産体制の構築

実需者ニーズに対応するための、生産者
の育成・グループ化、生産指導の方法等
について、JA富里市での取り組み等を参
考に解説する。

仲野　隆三 （一社）JC総研
客員研究員（前JA富
里市　常務理事）

12:00-12:20 閉講
研修に対する評価等についてアンケート
調査を実施

情報交換会

13:20-13:40 開会 情報交換会の概要説明 事務局

15:40-16:00 閉会
意見交換会に対する評価等についてアン
ケート調査を実施

事務局

9月15日
(火)

新品種・新技術コーディネーター活動支援事業　研修会カリキュラム

野菜（いも類を含む）

9月14日(月)～16日(水)　(3日間）

東日本での栽培に適した加工・業務用品種や、低コスト、省力生産
技術等および実需者ニーズについて研修を行う。

9月14日
(月)

農研機構　野菜茶業研究
所
（一社）JC総研
富山県農林水産部農業
技術課
香川県西讃農業改良普
及センター

9月16日
(水)

9月16日
(水)

13:40-15:40
情報交換

テーマ：加工・業務用野菜
産地形成とコーディネー

ター等の役割

加工・業務用野菜の産地形成を進めるた
めにコーディネーター等が効果的に活動
できる方策について、研究者や実需者を
交えて、現場の実情をふまえた意見交換
を行う。

岡田　邦彦
仲野　隆三
宮元　史登

糸川　桂市



１．品目

２．研修コード C04・C09-②

３．実施場所 大阪　（CIVI研修センター 新大阪東　大阪府大阪市）

４．実施時期

５．概要

時間 研修科目 内容 講師 所属 役職等

13:30-13:50 開講 研修の概要説明 事務局

13:50-15:10
(80分)

加工・業務用野菜の需要
動向

低コスト・省力生産が特に強く求められる
加工・業務用野菜の需要動向について解
説する。

小林　茂典 農林水産政策研究所
上席主任研究官（食
料・環境領域）

15:20-16:30
(70分)

機械化による多様な野菜
作の展開

経営規模ごとに省力化栽培に貢献できる
機械化野菜作体系について解説する。

森田　敏雅 （株）クボタ 技術顧問

9:00-10:00
(60分)

育種会社の取り組む加
工・業務用野菜類の品種

育成

加工・業務用に適した野菜類の品種育成
のタキイ種苗の取り組みについて解説す
る

築地原  健一 タキイ種苗（株） 開発部　課長補佐

10:10-11:00
(50分)

暖地栽培に適した食品加
工用等特徴のあるジャガ
イモの品種育成

「アイユタカ」、「西海31号」等、暖地栽培
に適した特徴のあるジャガイモの品種育
成について紹介する。

中尾　敬
長崎県農林技術開発セン
ター

農産園芸研究部門
馬鈴薯研究室長

11:10-12:10
(60分)

業務用レタスの品質向上を目
的とした産地支援の取り組み

業務用レタスの品質向上を目的として実
需者と連携して地域支援の取り組みを紹
介する。

糸川　桂市   
香川県西讃農業改良普
及センター

次長

13:10-14:30
(80分)

加工・業務用需要の増大
に対応するための野菜新

品種

加工・業務用需要の増大に対応するため
に農研機構で取り組んできた近年の研究
成果、新品種を紹介する。

坂田　好輝 農研機構　野菜茶業研究
所

野菜育種・ゲノム研
究領域長

14:40-16:00
(80分)

低コスト・省力機械化体系
による加工・業務用野菜の

生産技術

低コスト・省力生産が特に求められる加
工・業務用野菜の生産技術について、
FOEASを活用した水田での露地野菜安定
生産や新たな畑地用地下灌漑システム
OPSISの紹介を含めて解説する。

岡田　邦彦
農研機構　野菜茶業研究
所

企画管理部　研究調
整役

16:10-17:00
(50分)

自由討議・情報交換
参加者同士で、加工・業務用野菜の産地
形成を進めるための活動について、討
議、情報交換を行う。

9:00-10:00
(60分)

競争力あるキャベツ産地
の確立支援

衰退の危機にあった県内最大のキャベツ
産地の早急な復活と改革を図るため、加
工業務用キャベツの契約栽培等、課題解
決への取り組みを紹介する。

國武みどり
福岡県農林水産部経営
技術支援課

専門技術指導員
（農業革新支援専門
員）

10:10-11:40
(90分)

カット野菜販売者からみた
実需者ニーズ

カット野菜販売者からみた実需者ニーズ
ならびに西日本での地域農業と連携した
サプライチェーン、バリューチェーン形成
の取り組みを解説する。

冨本　尚作
倉敷青果荷受組合 理事長

11:40-12:00 閉講
研修に対する評価等についてアンケート
調査を実施

10月30日
(金)

10月29日
(木)

新品種・新技術コーディネーター活動支援事業　研修会カリキュラム

野菜（いも類を含む）

10月28日(水)～30日(金)　（3日間）

西日本での栽培に適した加工・業務用品種や、省力機械化体系
技術等および実需者ニーズについて研修を行う。

10月28日
(水)



１．品目 果樹

２．研修コード C05-①

３．実施場所 東京　（三会堂ビル　東京都港区）

４．実施時期

５．概要

時間 研修科目 内容 講師 所属 役職等

13:00-13:20 開講 研修の概要説明 事務局

13:20-15:00
(100分)

需要を期待できるブドウ、
ニホンナシ、リンゴ、クリお
よび核果類の有望新品種

ブランド産地形成のための「シャインマス
カット」等のブドウ、「甘太」等のニホンナ
シ、「ルビースイート」等のリンゴ、「ぽろた
ん」等クリおよび「露茜」等核果類の有望
品種について概説する。

山田  昌彦 農研機構　果樹研究所
品種育成・病害虫研
究領域長

15:10-16:40
(90分)

果樹の新しい栽培法　ジョ
イント仕立てについて

果樹園の早期成園化と省力化を実現する
技術として開発されたジョイント仕立ての
特徴とメリットおよび今後の課題について
解説する。

北見　丘
神奈川県農業技術セン
ター

生産技術部 果樹花
き研究課長

9:20-10:30
(70分)

ブドウ「シャインマスカット」
の省力栽培および生理障

害対策技術

「シャインマスカット」の省力栽培技術およ
び果面が褐変する「かすり症」の発生要
因ならびに対策技術を概説する。

薬師寺　博 農研機構　果樹研究所
ブドウ・カキ研究領域
上席研究員

10:50-12:00
(70分)

リンゴ、ナシ、カキの新しい
鮮度保持技術

1-MCP（1-メチルシクロプロペン）を用い
た新たなリンゴ等の鮮度保持技術につい
て解説する。

立木　美保 農研機構　果樹研究所
栽培・流通利用研究
領域　主任研究員

13:00-14:20
(80分)

果樹生産に及ぼす気候温
暖化の影響とその対策に

ついて

近年注目されている気候温暖化が東日本
地域の果樹生産に及ぼす影響を概説し、
その対策事例について紹介する。

杉浦  俊彦 農研機構　果樹研究所
栽培・流通利用研究
領域　上席研究員

14:35-15:35
(60分)

ブドウ「ルビーロマン」のブ
ランド化の推進

県の育成新品種「ルビーロマン」の生産拡
大とブランド化への取り組みを紹介する。

高枝　正成
石川県農林総合研究セン
ター中央普及支援セン
ター

課長補佐（農業革新
支援専門員）

15:45-16:45
(60分)

自由討議・情報交換
参加者同士で、ブランド産地化を進めるた
めの活動について、討議、情報交換を行
う。

9:10-10:10
(60分)

「市田柿」のブランド産地再
構築の取り組み

干し柿「市田柿」の産地一帯となったブラ
ンドの推進を図るための取り組み（地域団
体商標の取得、活用等）の概要と活動に
関わる普及組織の支援について紹介す
る。

宮澤  孝幸
長野県下伊那農業改良
普及センター

阿南支所　支所長

10:20-11:40
(80分)

流通からみた国産果実の
需要動向について

国産果実の需要動向の現状と流通業の
立場からの国産果実への要望等につい
て解説する。

瀧口和徳 東京青果株式会社
果実第4事業部取締
役部長

11:40-12:00
閉講

研修に対する評価等についてアンケート
調査を実施

事務局

12月11日
(金)

新品種・新技術コーディネーター活動支援事業　研修会カリキュラム

12月9日(水)～11日(金)　（3日間）

落葉果樹のブランド産地形成のための有望品種、付加価値向上技
術等および国内の果実の消費動向について研修を行う。

12月9日
(水)

12月10日
(木)



１．品目 果樹

２．研修コード C05-②

３．実施場所 大阪　（CIVI研修センター 新大阪東　大阪府大阪市）

４．実施時期

５．概要

時間 研修科目 内容 講師 所属 役職等

13:00-13:20 開講 研修の概要説明 事務局

13:20-14:50
(90分)

カンキツにおけるIPM技術
のポイント

カンキツにおける害虫の総合的管理
（IPM）について現場に即した管理方法を
解説する。

山中　聡
アリスタライフサイエンス
（株）

製品開発本部　開発
部　開発マネー
ジャー

15:00-16:40
(100分)

マルドリ方式を基軸とした
カンキツの高品質安定生
産技術体系について

マルドリ方式により、高品質カンキツの安
定生産を行うための技術体系について解
説する。

根角　博久
農研機構　近畿中国四国
農業研究センター

傾斜地園芸研究領
域上席研究員

9:30-10:50
(80分)

ブドウ「シャインマスカット」
の省力栽培および生理障

害対策技術

「シャインマスカット」の省力栽培技術およ
び果面が褐変する「かすり症」の発生要
因ならびに対策技術を概説する。

薬師寺　博 農研機構　果樹研究所
ブドウ・カキ研究領域
上席研究員

11:00-12:00
(60分)

食べきり・手間なし「ベビー
パーシモン®」の生産技術

の開発

ミニサイズのカキと酵素剥皮技術を活用
したミニカットカキ「ベビーパーシモン®」の
生産・加工・流通技術の開発について紹
介する。

　泉　秀実 近畿大学　生物理工学部 教授

13:00-14:10
(70分)

ウンシュウミカンの浮皮軽
減技術

成熟期の高温で発生しやすいウンシュウ
ミカンの浮皮を軽減する植物ホルモン利
用技術を紹介する。

生駒　吉識 農研機構　果樹研究所
企画管理部業務推
進室　室長

14:25-15:45
(80分)

果樹生産に及ぼす気候温
暖化の影響とその対策に

ついて

近年注目されている気候温暖化が西日本
地域の果樹生産に及ぼす影響を概説し、
その対策事例について紹介する。

杉浦　俊彦 農研機構　果樹研究所
栽培・流通利用研究
領域　上席研究員

16:00-17:00
(60分)

全国初のブラッドオレンジ
産地化を目指した普及活
動

温暖化に伴い主力の温州ミカンから新規
品目ブラッドオレンジの産地化とブランド
確立に至る取り組みを紹介する。

菊池　泰志
愛媛県南予地方局産業
経済部産業振興課

産地育成室　係長

9:10-10:10
(60分)

兵庫の「西日本一のイチジ
ク産地づくり」を牽引する淡
路島の振興方策について

県が進める「西日本一のイチジク産地づく
り」の取り組みモデルにもなった「」淡路島
いちじくブランド化推進戦略」に基づく活動
成果について紹介する。

中谷　隆文
兵庫県淡路県民局　北淡
路農業改良普及センター 担当課長補佐

10:20-11:40
(80分)

果実の消費動向の現状と
課題

果実の消費動向の現状と需要拡大のた
めの課題について解説する。

駒村　研三
日本果樹種苗協会 専務理事

11:40-12:00 閉講
研修に対する評価等についてアンケート
調査を実施

事務局

情報交換会

13:10-13:30 開会 情報交換会の概要説明 事務局

15:30-15:50 閉会
意見交換会に対する評価等についてアン
ケート調査を実施

事務局

10月2日
(金)

新品種・新技術コーディネーター活動支援事業　研修会カリキュラム

9月30日(水)～10月2日(金)　（3日間）

西日本における果樹のブランド産地形成のための有望品目、温暖
化対策技術、産地化事例等および国内の果実の消費動向につい
て研修を行う。

9月30日
(水)

10月1日
(木)

10月2日
(金)

13:30-15:30

情報交換
テーマ：西日本における果
樹のブランド産地形成と

コーディネーター等の役割

新品種・新技術を活用してカンキツ等、西
日本における果樹のブランド産地化を進
めるためにコーディネーター等が効果的
に活動できる方策について、研究者や実
需者を交えて、現場の実情をふまえた意
見交換を行う。

根角　博久

駒村　研三
菊池　泰志

中谷　隆文

農研機構　近畿中国四国
農業研究センター
日本果樹種苗協会
愛媛県南予地方局産業
経済部産業振興課
兵庫県淡路県民局　北淡
路農業改良普及センター



１．品目 花き

２．研修コード C06

３．実施場所 東京　（共同通信会館　東京都港区）

４．実施時期

５．概要

時間 研修科目 内容 講師 所属 役職等

13:00-13:10 開講 研修の概要説明 事務局

13:10-14:10
(60分)

施設園芸における台風、風雪な
ど自然災害への対策

施設園芸における台風、風雪など自然災
害への対策について、理解する。

森山　英樹
農研機構　農村工学研究
所

農地基盤工学研究領
域　主任研究員

14:20-15:20
(60分)

温室の高温抑制技術について

温室の高温抑制技術について知識・技術
を習得する。
・自然換気温室の気流・温度(天窓・側窓
等)
・多連棟のフェンロー型温室
・細霧冷房による温室の気温制御

石井　雅久
農研機構　農村工学研究
所

農地基盤工学研究領
域　主任研究員

15:30-16:50
(80分)

花きの温度反応を活用した省エ
ネルギー型効率的生産技術

EOD反応や夏季の短時間冷房など花き
の温度反応を活用した省エネルギー型効
率的生産技術について解説する。

道園　美弦 農研機構　花き研究所
花き研究領域　主任
研究員

10:00-11:00
(60分)

日持ち保証販売の現状と切り花
の収穫後生理

国内における切り花日持ち保証販売の現
状と展望ならびに品質保持の基礎となる
収穫後生理について解説する。

市村　一雄 農研機構　花き研究所 花き研究所長

11:10-12:00
(50分)

切り花品質管理技術の概要
主要花きにおいて、品質保持剤処理をは
じめとした切り花の品質管理具術につい
て解説する。

湯本　弘子 農研機構　花き研究所
花き研究領域　主任
研究員

13:00-14:00
(60分)

花きのIPM
スプレーギクにおけるIPM防除技術の実
証の取り組みについて紹介する。

今和泉　尋及
鹿児島県農業開発総合セ
ンター

企画調整部普及情
報課　農業専門普及
指導員（農業革新支
援専門員）

14:15-15:15
(60分)

トルコギキョウの低コスト計画生
産に有効な長日処理

トルコギキョウの冬季開花作型における
好適な育苗方法と低コスト効率生産のた
めの長日処理について解説する。

福島　啓吾
広島県立総合技術研究
所農業技術センター

栽培技術研究部　副
主任研究員

15:30-16:30
(60分)

秋田オリジナル品種
「NAMAHAGEダリア」を核とした
ブランド産地化への取り組み

ダリアの産地化に向けて生産拡大を図っ
ているJA新あきたを対象に、秋田オリジ
ナル品種「NAMAHAGEダリア」を核とした
ブランド産地化への普及活動の取り組み
を紹介する。

　三浦  貴子 秋田県秋田地域振興局
農林部農業振興普
及課　主査

9:10-10:10
(60分)

老舗コギク産地のルネッサンス

老舗コギク産地に対し、産地自らが担い
手を育てる体制構築と、安定出荷を可能
にする露地電照栽培の拡大による活性化
への普及活動を紹介する。

飯嶋　啓子
茨城県県央農林事務所
笠間地域農業改良普及セ
ンター

地域普及課　専門員

10:20-11:40
(80分)

卸売市場における切り花の品質
管理

卸売市場における切り花日持ちの重要性
と品質管理について解説する。

樋口　博紀 (株)東日本板橋花き 常務取締役

11:40-12:00 閉講
研修に対する評価等についてアンケート
調査を実施

情報交換会

13:20-13:40 開会 情報交換会の概要説明 事務局

15:40-16:00 閉会
意見交換会に対する評価等についてアン
ケート調査を実施

事務局

11月6日
(金)

新品種・新技術コーディネーター活動支援事業　研修会カリキュラム

11月4日(水)～6日(金)　（3日間）

花きのブランド産地形成のための低コスト生産技術、切り花品質管理技術等
および産地活性化事例について研修を行う。

11月4日
(水)

11月5日
(木)

11月6日
(金)

13:40-15:40

情報交換
テーマ：花きのブランド産地形成

とコーディネーター等の役割

国内産花きの需要拡大にむけ、花きのブ
ランド産地化を進めるためにコーディネー
ター等が効果的に活動できる方策につい
て、研究者や実需者を交えて、現場の実
情をふまえた意見交換を行う。

市村　一雄
道園　美弦
樋口　博紀
三浦  貴子
飯嶋　啓子

農研機構　花き研究所
同
(株)東日本板橋花き
秋田県秋田地域振興局
茨城県県央農林事務所
笠間地域農業改良普及セ
ンター



１．品目 茶

２．研修コード C07

３．実施場所 東京　（三会堂ビル　東京都港区）

４．実施時期

５．概要

時間 研修科目 内容 講師 所属 役職等

10:20-10:40 開講 研修の概要説明 事務局

10:40-12:00
(80分)

海外の残留農薬基準値と輸
出用茶の病害虫管理体系に
ついて

日本の農産物を海外へ輸出する際に問
題となる各国の残留農薬問題について、
茶の輸出重点国を例に解説するととも
に、各茶産地・茶種で、これらの国々向け
の茶輸出に対応するための病害虫防除
体系の構築法を紹介する。

佐藤　安志
農研機構  野菜茶業研究
所

茶業研究領域・上席
研究員

13:00-14:10
(70分)

農林水産物の機能性表示に
ついて

本年4月から施行された新たな機能性表
示制度について農林水産物、特に茶との
関わりについて解説する。

山本(前田）　万里
農研機構  食品総合研究
所

食品機能研究領域
長

14:20-15:40
(80分)

茶新品種の特性と活用法に
ついて

農研機構で育成された「しゅんたろう」や
「サンルージュ」等、特徴のある品種に重
点を置き、その栽培特性、加工特性、品
質特性および活用法について解説する。

根角　厚司
農研機構  野菜茶業研究
所

茶業研究領域・上席
研究員

15:50-17:00
(70分)

遮光による高アミノ酸含量
「白葉茶」栽培法について

強遮光によりアミノ酸含量を高める白葉
茶栽培技術の開発と現地実証の取り組
みについて解説する。

小林　栄人
静岡県経済産業部農林
業局
茶業農産課

主幹（農業革新支援
専門員）

9:00-10:00
(60分)

緑茶用品種を用いた紅茶の
特産品化への取り組み

新燃岳の降灰により被害を受けた高原町
の再起を目指した、緑茶用品種を使った
紅茶の特産品化への取り組みと普及セン
ターの関わりを紹介する。

黒木　清人
宮崎県農政水産部営農
支援課

副主幹（農業革新支
援,専門員）

10:10-11:40
(90分)

実需者が望む茶の品質につ
いて

実需者の立場から望まれる茶の品質につ
いて解説する。

高宇　政光 （有）思月園 代表

11:40-12:00 閉講
研修に対する評価等についてアンケート
調査を実施

情報交換会

13:00-13:20 開会 情報交換会の概要説明 事務局

15:20-15:40 閉会
意見交換会に対する評価等についてアン
ケート調査を実施

事務局

農研機構  野菜茶業研究
所
　同　上
（有）思月園
静岡県経済産業部農林
業局
茶業農産課
宮崎県農政水産部営農
支援課

新品種・新技術コーディネーター活動支援事業　研修会カリキュラム

10月22日(木)～23日（金）　（2日間）

需要拡大が期待される茶の有望品種、品質向上技術等および実需者
の求める品質について研修を行う。

10月22日
(木)

10月23日
(金)

10月23日
(金)

13:20-15:20

情報交換
テーマ：茶のブランド産地形
成とコーディネーター等の役

割

茶の需要拡大にむけ、強みとなる品種や
技術を活用してブランド産地化を進めるた
めに、コーディネーター等が効果的に活
動できる方策について、研究者や実需者
を交えて、現場の実情をふまえた意見交
換を行う。

佐藤　安志

根角　厚司
高宇　政光
小林　栄人

黒木　清人



１．品目 飼料作物

２．研修コード C10

３．実施場所 東京　（三会堂ビル　東京都港区）

４．実施時期

５．概要

時間 研修科目 内容 講師 所属 役職等

13:00-13:10 開講 研修の概要説明 事務局

13:10-14:20
(70分)

WCS用イネ及び飼料
用米品種の特性と品
種育成の動向

｢たちすずか｣等のWCS用イネ及び「モミロマン」
等の飼料用米品種の特性を解説するとともに、
飼料用イネ品種の育成動向を解説する。 石井　卓朗 農研機構　作物研究所

稲研究領域　上席
研究員

14:30-15:40
(70分)

飼料イネ・飼料用米の
低コスト多収栽培技術

飼料イネ・飼料用米の低コスト多収栽培のための
施肥法や直播栽培技術、雑草防除技術等を解説
する。

吉永　悟志
農研機構　中央農業総合

研究センター
水田利用研究領域
上席研究員

15:50-17:00
(70分)

多収品種等の特徴の
ある長大型飼料作物
の新品種

「たちぴりか」、「タカネスター」等の多収品種等の
特徴のある長大型飼料作物品種について、品種
育成者等からその特性、栽培上の留意点等を解
説する。

佐藤　尚
農研機構　北海道農業研
究センター

酪農研究領域　上
席研究員

9:00-10:20
(80分)

飼料用米専用品種の
収穫作業の留意点と
籾米サイレージ（SGS）
の調製技術

多収を目的とした飼料用米専用品種の収穫作業
時の留意点を解説するとともに、実用化されてい
る破砕機や籾殻処理機械を活用した破砕技術を
紹介し、特に完熟期に収穫した籾米のサイレージ
調製技術（SGS）について解説する。

浦川　修司 山形大学　農学部

農学部附属やまが
たフィールド科学セ
ンターエコ農業部門
教授

10:30-12:00
(90分)

イネWCSの高品質調
製技術

イネWCSにおける高品質サイレージの収穫・調製
技術、サイレージ保管技術、流通技術について
解説する。

浦川　修司 山形大学　農学部

農学部附属やまが
たフィールド科学セ
ンターエコ農業部門
教授

13:00-14:40
(100分)

飼料用米、イネWCSの
乳牛への給与技術

飼料用米、イネWCSの特性と適切な乳牛への給
与技術について、各地域における給与事例を紹
介しながら解説する。

野中　和久
農研機構　畜産草地研究
所

家畜飼養技術研究
領域　上席研究員

14:50-15:50
(60分)

飼料用米の肉用牛へ
の給与技術

飼料用米、イネWCSの特性と適切な肉牛への給
与技術、肉質への効果について解説する。

樋口　幹人
農研機構　畜産草地研究
所

家畜飼養技術研究
領域　主任研究員

16:00-17:00
(60分)

稲発酵粗飼料の肉用
牛への給与技術と肉
質評価

飼料用米、イネWCSの特性と適切な肉牛への給
与技術、肉質への効果について解説する。

山田　知哉
農研機構　畜産草地研究
所

家畜飼養技術研究
領域　主任研究員

9:00-10:10
(70分)

イネを活用した飼料の
生産と畜産物の生産
支援

地元の水田を活用した飼料用米の生産と利用、
イネWCSの生産と利用による地域内循環型農業
の取り組みを紹介する。

小野　貴弘
山形県庄内総合支庁産業
経済部農業技術普及課

普及指導員

10:20-11:30
(70分)

滋賀県高島地域にお
ける稲ＷＣＳの取り組
み

稲WCS導入、生産向上と品質向上に向けた関係
機関の連携、コントラクター組織整備による収穫
調製の効率化等による資源循環農業のシステム
化の確立等、地域農業の再生に向けた普及部局
の取り組みを紹介する。

永見　俊之

安藤　孝雄

滋賀県高島農業農村振興
事務所農産普及課

副主幹

副参事（農業革新支
援専門員）

11:30-11:50 閉講
研修に対する評価等についてアンケート調査を
実施

情報交換会

13:10-13:30 開会 情報交換会の概要説明 事務局

15:30-15:50 閉会
意見交換会に対する評価等についてアンケート
調査を実施

事務局

11月13日
(金)

新品種・新技術コーディネーター活動支援事業　研修会カリキュラム

11月11日(水)～13日（金）　（3日間）

高品質な畜産物生産を支える飼料用米専用種等の飼料作物品種や飼料調製、給与技
術等および事例を通じた耕畜連携、コントラクター育成等について研修を行う。

11月11日
(水)

11月12日
(木)

11月13日
(金)

13:30-15:30

情報交換
テーマ：イネを活用し
た耕畜連携とコーディ
ネーター等の果たす

役割

飼料用米専用種等を活用した耕畜連携を推進す
るために、コーディネーター等が効果的に活動で
きる方策について、研究者を交えて、現場の実情
をふまえた意見交換を行う。

石井　卓朗
吉永　悟志

浦川　修司
野中　和久

小野　貴弘

永見　俊之
安藤　孝雄

農研機構　作物研究所
農研機構　中央農業総合
研究センター
山形大学農学部
農研機構　畜産草地研究
所
山形県庄内総合支庁産業
経済部農業技術普及課
滋賀県高島農業農村振興
事務所


