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第２回全国きゅうり養液栽培サミット 

～ 栽培技術を活かした産地再生に向けて ～ 

2018年10月18日(木)～19日(金) 

徳島県海部郡(かいふぐん) で開催！！ 

１．趣 旨 

  全国からきゅうりの養液栽培に取り組む生産者、技術者に加え企業が一同に集い、移住就農

にむけた先進事例について情報交換するとともに、「きゅうり養液栽培」技術確立に向けた取

組みを加速化させ、次世代に向けた園芸産地の展開をめざす。 

２．主 催   海部次世代園芸産地創生推進協議会 

（かいふ農業協同組合・美波町・牟岐町・海陽町・徳島県南部総合県民局） 

３．後 援  一般社団法人 農林水産業みらい基金・全国野菜園芸技術研究会・㈱農協観光 

明治大学校友会 

４．期 日  平成３０年１０月１８日（木）～１０月１９日（金） 

５．会 場  １日目（１０月１８日）阿波海南文化村 文化館 

〒775-0202 徳島県海部郡海陽町四方原字杉谷73番地 
              （駐車場約２００台） 

受付開始１０：３０ 
・自由に情報交換・交流 

企業ブース展示、美波町・牟岐町・海陽町・きゅうりタウン展示 
 

開会１３：００ 
・講演会詳細  

①開会・あいさつ ②事例報告 ③パネルディスカッション 
④海部みそ音頭披露 ⑤自由交流 ⑥閉会 

 
２日目（１０月１９日）現地視察・見学 

（バス移動、２日目のみの参加はできません） 
 

受付開始９：００（海南文化館） 

①視察・見学コースの概要説明 

②現地視察・見学 

●海陽町コース（全農ハウス・塾生就農ハウス・次世代実験ハウス） 
●海陽町・美波町コース（次世代実験ハウス・体験ハウス・研修施設） 

※注意 現地視察については視察場所の都合マイカーでの移動は、ご遠慮ください。 
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６．日 程 

 １日目 講演・事例報告会：１０月１８日（木） 

10:30～  開場、受付 

◯展示見学・自由交流 
展示 → 企業、海部郡各町（美波町・牟岐町・海陽町）、きゅうりタウン 

 

   13:00   開会・あいさつ・来賓祝辞 

 

13:30      事例報告 

      ●きゅうりタウン構想における養液栽培の進捗状況 

海部次世代園芸産地創生推進協議会 清水 昇 氏 

        ●高収量を実現！環境にやさしい養液栽培 

                    新潟県農業総合研究所       種村竜太 氏 

        ●東京都における環境制御技術を組み合わせた養液栽培 

                    東京都農林総合研究センター    沼尻勝人 氏 

  15:00      パネルディスカッション１ 

【テーマ】移住就農と担い手育成の取組  
コーディネーター 明治大学農学部           橋口卓也 氏 

パネリスト     全国野菜園芸技術研究会青年部    神保謙太郎氏 
佐賀県トレーニングファーム     齊藤義和 氏 
高知県四万十町 若手農業者     山田智之 氏 
ＪＡ西三河きゅうり部会 若手農業者 下村堅二 氏 
新規就農者（海部きゅうり塾４期生） 満尾匡記 氏 
ＪＡかいふ             豊田 穂 氏 

  
 16:00       パネルディスカッション２ 

【テーマ】魅力ある農業の実現にむけたきゅうり養液栽培技術の確立 
コーディネーター 徳島県立農林水産総合技術支援センター 板東一宏 氏 
コメンテーター  明治大学農学部           池田  敬 氏   
パネリスト    明治大学農学部 黒川農場      小沢 聖 氏 

農研機構野菜花き研究部門      安 東赫 氏 
新潟県農業総合研究所        種村竜太 氏 
東京都農林総合研究センター     沼尻勝人 氏 
トヨタネ株式会社          三浦慎一 氏 
徳島県美波農業支援センター     原田正剛 氏 

  
  17:00       海部みそ音頭披露（JAかいふ海南女性部） 

17:20～18:15 文化館内にて自由交流／閉会 

18:30    各ホテルへ送迎バス運行 

               ※ホテル駐車場には限りがあるため、2日目視察研修にご参加のお客様又は公

共交通機関で会場入りしたお客様は会場よりリムジンバスにてホテルへ送迎

いたします。 

        お車で会場入りしたお客様は、会場内駐車場にお車を止めていただきリムジ

ンバスをご利用ください。 
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 ２日目 視察研修：１０月１９日（金） 

       各地ホテルよりリムジンバスにて阿波海南文化村へお送りいたします。 

       公共交通機関利用で視察研修にご参加されないお客様はホテル最寄りJR駅まで 

       送迎バスを運行いたします。（駅のご指定はご遠慮いただいております。） 

       ホテル出発時間は後日送付いたします最終案内書にてご確認ください。 

 

9:00   開場/受付（２日目のみのご参加はご遠慮ください。） 

9:15    視察・見学コースの概要説明 

9:45    現地視察・見学（バス移動）各コース出発 

●海陽町コース（全農ハウス・塾生就農ハウス・次世代実験ハウス） 

阿波海南文化村発  ⇒  全農ハウス  →  塾生就農ハウス 

⇒ 実験ハウス  ⇒  阿波海南文化村着 12:00解散 

【定員】４０名（定員になり次第締切といたします。） 

                     

●海陽町・美波町コース（次世代実験ハウス・体験ハウス・研修施設） 

阿波海南文化村発   ⇒ 次世代実験ハウス（海陽町） 

⇒ 美波町体験ハウス ⇒ 研修施設（美波町） 

⇒ 美波町ホテル   ⇒ 海南文化村までお送り後順に解散 

【定員】４０名（定員になり次第締切といたします。） 

 
            

※各視察先へはバスの乗入ができませんので、乗降場所より徒歩移動となります。 
 
 
 

○会場までのアクセス（阿波海南文化村 文化館） 
 
                      ■交通アクセス 
                       徳島ICより南へ２時間 
 
                       徳島駅よりJRご利用の場合 
                       （特急・在来線利用） 
                        特急むろと1号   JR牟岐線 
                       徳島駅 牟岐駅 阿波海南駅 
                                              8:47発  10:02着/10:08発   10:19着 
                       大阪より高速バス利用の場合 

                       ハービス大阪（大阪駅前）7:55発＝＝＝＝ 
                       ＝＝＝＝牟岐バス停12:19着 
                       JRは阿波海南駅から徒歩15分 

高速バスは牟岐バス停よりタクシーで15分 
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８.大会参加費・募集定員 
① 募集定員  講演会２５０名・現地視察研修８０名（各４０名） 
② 参加費等  Ａ. １日目の講演・事例報告会のみ参加        ￥３，０００.‐ 

Ｂ. １日目と２日目の視察研修（海陽町コース）参加  ￥５，０００.‐ 

Ｃ. １日目と２日目の視察研修（海陽・美波コース）参加￥５，０００．- 

Ｄ．宿泊料金（別紙料金表にてご確認ください）   ‐ 

Ｅ. １日目昼食弁当代                ￥１，０８０．- 

※お弁当の受渡しは12:00頃に受付カウンター前でのお渡しを予定しております、詳しくは後日送付いたします。 

最終ご案内書にてご確認ください 

９.参加申込方法 

   「参加申込書」に必要事項をご記入の上、(株)農協観光 Ｎツアー・コールセンターまでＥメー

ル添付またはＦＡＸ送信でお申込み下さい（締切日：平成３０年９月１８日（火）。また、申

込みにあたり、宿泊施設の予約は原則、先着順とさせていただきますので、申込はお早めに

お願いいたします。 

  募集定員に達した場合は締切日前に申込み受付を終了する場合があります。 

   お申込み受付開始は平成３０年８月６日（月）からとなります。 

 

１０．受付確認・請求書 の送付について 

 コールセンターにて「参加申込書」を受理確認後、お申込者様に「受付確認」のＥメール

またはＦＡＸを返信致します。「請求書」は９月１８日の申込締切後から順次、発送いたしま

すので、指定口座に全額を事前にお振り込み下さい（振込手数料はお客様負担となります）。複数名

で参加される場合は代表者様に一括して送付させて頂きます。 

 

１１.申込内容の変更・キャンセルについて 

 申込内容の変更・キャンセルは、必ずＦＡＸまたは E-mail （Excel ファイル）にて送信し

て下さい(お電話による申込内容の変更はご遠慮下さい)。なお、変更箇所の判別（FAX:二重

線訂正など、Excel:セルの色付けなど）が分かるようご連絡ください。なお、変更に伴うお

取消料は下記の通りです。お取消に関するご返金・ご請求はサミット終了後に対応致します。 

 

 

 

 

参加お申込み・お支払についてのお問合せなどはこちらへ 

   【サミット受付事務局】(株)農協観光 Ｎツアー・コールセンター  

    電話 0570-040-000   FAX 0986-21-4175   

E-mail callcenter01@ntour.co.jp 

    営業時間（平日）9:00～19:00 （土・日・祝日）10:00～18:00 
    10月5日(金)以降は下記へお問い合わせお願いします。 

    ㈱農協観光徳島支店 TEL088-633-0003 営業時間（平日）9:00～17:00 
                      土・日・祝日は休業 
 

サミット全体に関するお問い合わせはこちらへ 

【JA かいふ経済部】海部次世代園芸産地創生推進協議会事務局 

担当：小椋・越田  電話 0884-72-3511  FAX0884-72-0017 

＜講演会・視察研修のキャンセル料＞ 

① 平成３０年１０月 9 日（火）までは無料（ＦＡＸまたは Email にて変更内容をご連絡下さい） 

② 平成３０年１０月１０日（水）以降から前日まで参加費の 50％  ③当日キャンセルおよび当日不参加は１００％ 

＜宿泊のキャンセル料＞ 

① 平成 29 年１０月１１日（木）以降から前日まで宿泊費２０％ ②当日のキャンセル 50％ ③無連絡不泊 100％ 
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（別紙）  第２回全国きゅうり養液栽培サミット宿泊先一覧 

 

◆ご宿泊について 

 宿泊斡旋日は、１０月１８日（木）／大会当日のみの対応とさせていただきます。 

※下記宿泊料金は、１泊２食（夕・朝）付きとなります（ルートイン阿南は夕食なしとなります。） 

※客室タイプの希望につきまして、シングルまたはツインのどちらかをお選びください。 

※大会終了後、阿波海南文化村より各宿泊先へ送迎バスにてお送りさせていただきます。 

※申込先着順にてご用意させていただきますので、ご希望に添えない場合はご了承ください。 

◆宿泊先一覧表（１泊夕食・朝食付料金）ルートインは１泊朝食付 

 地 域 施設名 会場所要時間 客室在庫数 
客室タイプ 

シングル ツイン 

１ 海陽町 ふれあいの宿遊遊NASA 車で10分 8ルーム 12,420円 10,000円 

２ 海陽町 ホテルリビエラししくい 車で15分 23ルーム  14,867円  13,867円 

３ 美波町 国民宿舎うみがめ荘 車で40分 15ルーム  7,400円  7,400円 

４ 東洋町 東洋白浜リゾートホテル 車で15分 8ルーム 7,900円 ― 

５ 東洋町 東洋白浜リゾートホテル 車で15分 12ルーム 8,900円 8,900円 

６ 阿南市 ルートイン阿南 車で70分 14ルーム 8,050円 ― 

※ホテルの都合で客室タイプが変更になる場合があります予めご了承ください。 

※ふれあいの宿遊遊 NASA・ホテルリビエラししくいは会席料理の夕食のため、おすすめしております。 

※ルートイン阿南は１泊朝食のみとなります。 

※東洋白浜リゾートホテルについては④シングル（ベット１台）のお部屋となります。 

⑤については洋室（ベット２台）又は和室のお部屋となります。（ご希望はお受けできません） 

※上記宿泊代には弊社事務手数料も含まれております。 

ふれあいの宿遊遊 NASA               ホテルリビエラししくい      

 

 

 

 

 

 

 

国民宿舎うみがめ荘    東洋白浜リゾートホテル      ルートイン阿南 

 

 

 

 

 



第２回全国きゅうり養液栽培サミット　参加申込書
申込先：(株)農協観光Nツアーコールセンター　　　　　　　　　　　　　　　　　　
FAX：0986-21-4175 メール：callcenter01@ntour.co.jp 

【請求書発行について】

下記の内容をご確認の上、申込内容をご記入下さい。

注1）５名様以上のお申込は、複数枚に分けてお申込みください。

注2）禁煙室、禁煙室につきましてはご要望として承っております。禁煙室が満室の場合には消臭対応でのご案内となります。予めご了承下さい。

受付回答
禁煙
・

喫煙
受付回答

※基本的に請求書は1枚で、内訳を明記し作成いたします。
複数枚の切り分けをご希望の際には、切り分けの枚数、切り分け毎の宛名、切り分けの内容をご記入下さい。

□申込者氏名　　□ご所属先　　□その他 （ 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

ご所属先

請求書送付先ご住所
〒

第一希望
シングル

・
ツイン

第二希望

第一希望
シングル

・
ツイン

第二希望

禁煙
・

喫煙
第二希望

第一希望
シングル

・
ツイン

第二希望

申込日：平成30年　　月　　日

変更日：平成30年　　月　　日

第一希望

 男 ・ 女　年齢(　    　)

第一希望

見本　太郎

 男 ・ 女　年齢(　 38 　)

第一希望

第二希望

禁煙
・

喫煙
第二希望

第一希望

第二希望

×

①

④

シングル
・

ツイン

5

 男 ・ 女　　年齢(　　　)

第一希望

4

 男 ・ 女　年齢(　    　)
第二希望

禁煙
・

喫煙
第二希望

第一希望
禁煙
・

喫煙

3

 男 ・ 女　年齢(　    　)
第二希望

2

 男 ・ 女　年齢(　    　)

第一希望
禁煙
・

喫煙

シングル
・

ツイン
第二希望

第一希望

1

例

ミホン　タロウ

○
禁煙
・

喫煙

①

②

第一希望

第二希望

シングル
・

ツイン

ご要望欄

№
１日目

講演会

電話番号

FAX番号

メール

氏名
客室

タイプ

各宿泊施設の番号は、
（別紙）宿泊先一覧を

ご確認下さい。

1日目
お弁当

(1,080円)

現地視察

　下記３点よりお選び下さい。
　　　①　海陽町コース
　　　②　海陽・美波コース
　　　×　不参加

ご宿泊

フ　リ　ガ　ナ

代表申込者
氏名

請求書宛名
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