
農業情報学会 
2019年度秋季大会プログラム（案） 
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｢ 食・農エコシステム 」のための ｢デジタル農業」×「国際認証」×「調理」 

大会テーマ： 

美ら海・沖縄で生まれた「デージファーム（デジタル農業）」を考える 

期　日　：　2019年11月２8日（木）・29日（金）・30日（土） 
場　所　：　Okinawan Music カラハーイ（沖縄県中頭郡北谷町美浜） 
 
参加登録方法および参加費（案） 
　事前登録：会員相当〔４,０００円〕（税込）／　非会員　〔５,０００円〕（税込） 
　事前登録：沖縄在住者および沖縄県内企業〔４,０００円〕（税込）／　当日参加〔５,０００円〕（税込） 
　当日参加：会員相当〔５,０００円〕（税込）／　非会員　〔６,０００円〕（税込） 
　学　　生：事前申込〔１,０００円〕（税込）／　当日参加〔２,０００円〕（税込） 
　農業情報学会参加費・視察ツアー費（昼食代別途各1,000円）を含みます。 
　（注）会員相当とは、会員および後援・協賛団体に属する場合を指します。 
 
主　催　：　農業情報学会 
　農業情報学会秋季大会実行委員会　委員長：亀岡孝治（三重大学）／  副委員長：岡安崇史（九州大学） 
 

後　援　：　沖縄県（予定） 
協　賛　：　（予定） 
　国立大学法人 琉球大学 
　独立行政法人 国立高等専門学校機構 / 沖縄工業高等専門学校 
　特定非営利活動法人 情熱の赤いバラ協会 
　一般社団法人 食と環境と健康を考える会 
　一般社団法人 ALFAE 
　一般社団法人 日本生産者GAP協会 
　沖縄農業研究会（予定） 
　日本分蜜糖工業会（予定） 
　サントリーワインインターナショナル株式会社（ワイン提供） 
　辻調理師専門学校 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農業情報学会2019年度秋季大会プログラム 

｢ 食・農エコシステム 」のための ｢デジタル農業」×「国際認証」×「調理」 

大会テーマ： 
美ら海・沖縄で生まれた「デージファーム（デジタル農業）」を考える 

開催趣旨 
農業情報学会の秋（冬）の大会は、現場対応型の戦略的技術の紹介と共に、企業展示・ポスター展示を通じて学会メン
バーが広い裾野を持つ「食の現場」に触れる機会を持つことを目的としています。この農業情報学会秋季大会も今回で
５回目を迎えました。鹿児島市（城山観光ホテル）、大阪市（辻調理師専門学校）、鶴岡市（鶴岡市先端研究産業支援
センター）、日本最北端の猿払村（猿払村役交流センター）を経て、今回は日本の南端に位置する沖縄で開催します。 
以下、「沖縄の「農」」（http://www.ogb.go.jp/o/nousui/nns/c1/c1-index.htm）」を引用して、沖縄の農業を紹
介しておきます。 

沖縄農業の特色 
参考：http://www.ogb.go.jp/o/nousui/nns/c1/c1-index.htm 
沖縄の農業は、気象条件や地理的条件、歴史により他の都道府県とは異なる特色を有しています。平成17年において沖
縄県の耕地面積は、田が877ha、普通畑31,000ha、樹園地1,990ha、牧草地5,450haとなっており、耕地全体に占め
る畑の比率は98.0%となっています。他府県に比べ稲作より畑作が中心となった背景として、以下の点が考えられま
す。 

＜気象条件＞ 
夏秋期に襲来する台風や冬期における北東の強い季節風の影響が強い。 

＜地理的条件＞ 
河川がほとんど存在しないため、雨水に頼らざるを得なく、水不足になりやすい。また、塩害が多い。 

＜社会的背景＞ 
1. 沖縄では貢祖や食料として稲作が行われていましたが、 1879年（明治 12年）の廃藩置県以後は貢祖の金納が認め
られたことにより換金作物としてサトウキビを栽培する農家が増え、さらに 1888年（明治 21年）の甘庶作付制限
撤廃によって、水田をさつまいも畑に転換したことで、稲作からサトウキビとさつまいもが中心の農業に変わって
いきました。 

2. 1962年（昭和 37年）のキューバ危機発生以降の砂糖価格の上昇により、多くの稲作農家がサトウキビ栽培に変え
ていきました。 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沖縄農業の今 
参考：http://www.ogb.go.jp/o/nousui/nns/c1/c1-index.htm 
沖縄の農業とは、基幹作物であるサトウキビを中心に野菜、果実、花卉、畜産などがあります。サトウキビは沖縄県の
農家の7割が栽培しており、沖縄農業を代表する農作物ではありますが、近年、生産量は大きく減少しています。野菜
生産もゴーヤー、チンゲンサイなどの一部を除き減少傾向にあります。特にかぼちゃは外国から大量に輸入されるよう
になり、沖縄産のかぼちゃと競合するようになったことが原因となっています。果実は沖縄の気候、土壌を活かしたパ
インアップル、マンゴー、ポンカン、みかん、バナナ、パパイヤ、ドラゴンフルーツ、パッションフルーツ、シークヮー
サーなどがあります。花き栽培は近年、飛躍的に成長してきました。なかでも「菊（きく）」は全体の作付面積の半数
以上を占めています。 
沖縄は古くから養豚が盛んでしたが、近年産出額は減少してきています。増大しているのは肉用牛、乳用牛で、肉用牛
飼育が盛んなのは、 石垣市 、宮古島市、 竹富町 、 伊江村 です。これらの地域は草地に恵まれており、石垣牛、黒島
牛などのブランド化に成功しています。 

デージファーム(2011年) 
参考：https://plantfactory.info/2011/10/25/650/ 
2011年7月19日、沖縄県の中城村奥間浜原で「中城デージファーム開所式～地デジとICTで育てるみんなのデージ
ファーム～」が開催されました。琉球大学が展開する、植物工場にICTを専門とする企業が本格的に参入した新しい取
り組みです。 
沖縄の夏場は、輸送コストが割高な県外産野菜に頼らざるを得ない状況です。露地栽培のみでは安定的な供給が困難な
沖縄県特有の課題に対し、琉球大学では5年程前から植物工場の研究開発に取り組んできました。 

1. 琉球大学が取り組む新しい農業技術 
「日差しが強く気温も高い亜熱帯地域では、夏に野菜が生産できないため、植物工場は成立しやすい」。農業と機
械の関連性について研究を進める中で、植物工場の可能性をいち早く感じとっていたことから、夏の過酷な農業の
イメージを一新し、次世代の農業の仕組みをつくるために、コンピューターや通信技術、センサー、知識を駆使し
た知識集約型農業が提唱されました。ICTを専門とするアクシオへリックス株式会社が連携することで工場内の温
度、湿度などの栽培環境の管理および生育状況をモニタリングするシステムをクラウドコンピューティングとして
構築し、60種類ほどの野菜生産に成功し、需要の高いフリルアイスやサラダ菜などの葉野菜の中心に生産していま
す。 

2. 新しい地域コミュニティづくり 
地デジを用いたモニタリングシステムは生産者のための栽培管理のみならず、消費者が自分達の食べたい野菜をモ
ニターし安心して購入することができるようになります。また発芽から約40日間、野菜の成長を見て楽しむことも
可能にします。つくる人、食べる人、見る人、みんなで育てる農場がデージファーム。負担が劇的に軽減された新
しい農作業は、高齢者やリハビリ中の方々でも主体的に関わりやすく、彼らの「自立」や「生きがい」を支えるツー
ル、さらには、社会との交流や子どもの食育など新しい地域コミュニティづくりのツールとなることを目指してい
ます。旧市街地の産業衰退、高齢化社会の進行、雇用情勢の悪化などが進む昨今、デージファームの展開は雇用の
創出や魅力ある地域の形成につながっていきます。 

「デージファーム」を沖縄のデジタル農業の代名詞に  
「スマート農業」からデータ駆動型の「デジタル農業（デジタルファーミング）」の時代に移行しつつある現在、「デー
ジファーム」のネーミングはまさに沖縄の先端農業の代名詞としてピッタリです。2011年に登場した「デージファー
ム」も過去1年間でグーグル検索すると一件もヒットしません。今こそ、今誕生しつつある「デジタル農業」の沖縄版
としての「デージファーム」を考えたいものです。 
（注）デージは漢字で書けば「大事」だが、沖縄では「大変」の意味で使われます。 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プログラム（案） 

11月２8日（木）１日目 

プレイベント沖縄の「食と農業」情報交流会　15時00分～18時00分まで 
会　場：Okinawan Music カラハーイ（北谷町美浜） 
主　催：一般社団法人 食と環境と健康を考える会 / 一般社団法人 ALFAE 
後　援：農業情報学会 
参加費：無料（懇親会未定）定員100名（参加申込は別途準備中） 
沖縄の食と農業関係者の方々を招待した情報交流会 

12:00 - 20：00
各参加者全国各地より北谷町ホテルなどにチェックイン（各自自由行動）

15：00 - 18：00 沖縄の農業情報交流会 
会　場：Okinawan Musicカラハーイ（北谷町美浜） 
参加者：沖縄県知事　玉城デニー氏（予定） 
　　　　ＪＡおきなわ 理事長 普天間朝重氏（予定） 
　　　　沖縄観光コンベンションビューロー会長　平良朝敬氏（予定） 
　　　　琉球大学/沖縄工業高等専門学校 
　　　　東京大学大学院農学生命科学研究科 特任教授 二宮 正士 
　　　　三重大学大学院生物資源学研究科 教授 亀岡 孝治 
　　　　照屋林賢ほか 
※琉球放送、沖縄テレビ、琉球朝日放送、琉球新報、沖縄タイムスほかマスコミによる
取材

18:00 - 懇親会（未定）
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11月29日（金）２日目 

シンポジウム　10時00分～18時10分まで　会　場：ライブレストランカラハーイ（北谷町美浜） 

 
食のアカデミー in 沖縄　18時30分～21時30分まで 
会　場：RINKEN’S KITCHEN（北谷町美浜） 
会　費：5,000円 

10：00 - 10：05 開会挨拶 
・農業情報学会会長 （東京大学名誉教授）　二宮　正士氏

10：05 - 10：10 趣旨説明 
・大会実行委員会委員長　亀岡 孝治氏 
・琉球大学教授　＊＊ ＊＊ 氏

10：10 - 10：20 ｢ 沖縄の食と『水』」 
・大会実行委員会委員長　亀岡　孝治氏

10：20 - 11：20 ドキュメンタリー映画上映 
『最後の一滴まで　―　ヨーロッパの隠された水戦争』

11：20 - 13：00 昼食　＆　企業&プロジェクト・ポスター展示

13：00 - 13：05 沖縄県知事挨拶 
・沖縄県知事　玉城デニー氏

13：05 - 13：45 ｢ 農林水産物・食品に関する最近の動向（仮）」 
・元 農林水産省 事務次官 
　農林水産技術会議 会長　小林 芳雄氏

13：45 - 14：25 ｢ 沖縄農業の現状とその未来像（仮称）」 
・沖縄県　〇〇　〇〇氏

14：25 - 15：05 ｢ 美ら海・沖縄で生まれたデジタル農業“デージファーム”の挑戦（仮称）」 
・琉球大学教授　川満 芳信氏

15：05 - 15：45 ｢ GAP関連最新情報（未定）」 
・日本生産者GAP協会理事長 田上 隆一氏

15：45 - 16：25 ｢ HACCP関連最新情報（テーマ未定）」 
・月刊HACCP発行人　杉浦 嘉彦氏

休 憩

16：25 - 16：50 事例１：「沖縄県農業研究センターにおけるGAPの取組」 
・沖縄農業研究センター　〇〇 〇〇氏

16：50 - 17：15 事例２： 未　定

17：15 - 17：40 事例３： 未　定

17：40 - 18：05 事例４： 未　定

18：05 - 18：10 閉会挨拶 
・大会実行委員会副委員長　岡安 崇史氏

18：30 - 21：30 食のアカデミー in 沖縄　一般社団法人ALFAE、〇〇〇〇との共催
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11月30日（土）３日目 

現地視察　9時00分～16時00分すぎまで（視察後空港まで送迎） 
視察趣旨　「農業」、「食」、「歴史」に関連するスポットを視察する。 
参加費　　農業情報学会参加費に含まれています。（別途昼食1,000円） 

視 察 先（案） 

      

  

協賛企業　（未定）

調整中 OKINAWAフルーツらんど

調整中 オリオンビール名護工場

調整中 カヌチャベイ ホテル＆ヴィラズ（紅茶栽培）

調整中 国際通り
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