イベント情報

イベント情報

基 調講 演
基調講演1

セミナー

セ ミ ナ ー
メインステージ

メインステージ

11.24（水） 11:00 ▶ 12:00

カーボンニュートラルに
向かう世界と
持続可能な農業
気候変動への危機感の高まりとともに、世界の気温
上昇を工業化前と比べて1.5℃までにおさえよう
と、2050年までにカーボンニュートラル（脱炭素
社会）の実現をめざす動きが世界的に加速している。この報告では、2050
年カーボンニュートラルに向かう国、自治体、企業などの最新の動向と、
特に企業においてこうした動きが加速している背景・要因についてご紹介す
る。感染症に直面して社会や価値観の変化、
カーボンニュートラルへの動き

11.24（水） 14:15 ▶ 15:15

『「知」の集積と活用の場』
が推進するオープンイノベーション！
～農林水産省が推進する産学官連携施策のご紹介～
農林水産省農林水産技術会議事務局研究推進課産学連携室
メインステージ

11.24（水） 15:30 ▶ 17:00

大学発ベンチャーから
農林水産業にイノベーションを！

未来ビジョン研究センター
教授

高村 ゆかり 氏
メインステージ

基調講演2

11.24（水） 13:00 ▶ 14:00

農業による
地域デザインのススメ
農業は社会基盤産業です。ゆえに、社会課題を農業
からみれば、解決の糸口が自然と見つかります。
高度成長期の価値観の延長線上は、便利、効率化、
経済成長で、農業農村は付いてこれないダサい

【パネルディスカッション】

（株）
ウェルナス／輝翠TECH（株）／サグリ
（株）／
農林水産省経営局金融調整課 他

構造、産業構造、働き方、生活スタイルと基盤からデザインしなおすことが
求められています。幸い、
テクノロジーは活用しやすくなっており、危機感を
持つ組織や人材も増えています。
１社１人ができることは少ないですが、
それぞれの立場で一歩踏み出すヒントになるよう、当社活動を事例にお話
します。

株式会社エムスクエア・ラボ
（m2Labo.）
代表取締役社長

加藤 百合子 氏

農林水産分野のノウハウ・営業秘密の保護

【パネルディスカッション】

［モデレーター］ 弁護士知財ネット 弁護士
［登壇者］
•（株）穂海 代表取締役社長
•弁護士知財ネット 弁護士
•農林水産省 輸出・国際局 知的財産課長

外村 玲子 氏
丸田 洋 氏
平井 佑希 氏
福井 逸人 氏
セミナールームB

今後の肥料を一緒に考えてみませんか？
＜未利用資源の有効活用や肥料ITを通じて＞
農林水産省

消費・安全局

春日 健二 氏

農産安全管理課

セミナールームB

11.24（水） 15:40 ▶ 15:55

みなさまの技術を
「JAS」
にしませんか？
～JASの戦略的活用～
FAMIC（（独）農林水産消費安全技術センター）規格検査部

メインステージ

11.26（金） 10:30 ▶ 12:30

農研機構セミナー
『新しい「食」
と
「農」
を拓く農研機構の新技術』

メインステージ

11.25（木） 10:30 ▶ 11:30

「生物多様性及びTNFDをめぐる最新動向
～サステナブルな企業経営のヒント～」

あふの環（わ）2030プロジェクト
メインステージ

11.25（木） 11:45 ▶ 12:45

多様なJASで御社の技術をアピール！
～JASの戦略的活用～
FAMIC（（独）農林水産消費安全技術センター) 規格検査部

商品調査課

FAMIC（（独）農林水産消費安全技術センター) 規格検査部

分析調査課

後藤 裕二 氏
伊藤 義直 氏

メインステージ

11.26（金） 14:15 ▶ 14:45

農業分野のサイバーとフィジカルの融合を
「スマートフードシステム」
で実現する

キリンホールディングス
（株）SIPプログラムディレクター

小林 憲明 氏
メインステージ

11.26（金） 15:00 ▶ 16:30

スマート農業のみらいを語る
～実証から現場実装へ～【パネルディスカッション】
［コメンテーター］•農林水産省 技術会議事務局 局長
•農研機構 理事
［ファシリテーター］•（株）日本総合研究所 創発戦略センター
［パネリスト］ •鹿追町農業協同組合 審議役
•（株）鈴生 代表取締役社長
•農事組合法人 寄江原 組合長
•東京大学大学院 情報理工学系研究科 教授

青山
梅本
三輪
今田
鈴木
矢萩
深尾

豊久
雅
泰史
伸二
貴博
正孝
隆則

氏
氏
氏
氏
氏
氏
氏

〔農研機構〕

商品調査課

石井 修人 氏

産業というレッテルが貼られました。しかし、今後
は、持続可能な地域、人間社会、地球という価値観が強く求められ、社会

メインステージ

11.25（木） 13:00 ▶ 14:00

11.25（木） 13:00 ▶ 13:30

の中での農業の役割と持続可能な農業への期待についてお話したい。

東京大学

セ ミ ナ ー

セミナールームB

林業イノベーションを
広げていくために

11.26（金） 11:00 ▶ 11:30
林野庁森林整備部研究指導課

大川 幸樹 氏
メインステージ

11.26（金） 13:00 ▶ 14:00

有機農業の現場の
課題に対応する技術実証等の動向
農林水産省 農産局農業環境対策課
農研機構 植物防疫研究部門
（株）NTTドコモ東北支社 法人営業部
（一社）
日本有機農産物協会

曾我部 亮
眞岡 哲夫
山本 大介
深津 弘行

氏
氏
氏
氏

セミナールームB

アルファー化米粉技術

11.26（金） 13:00 ▶ 13:15

（株）西村機械製作所（関東米粉食品普及推進協議会）

木下 淳友 氏

11.24（水） 12:40 ▶ 16:55

セミナールームC

11.25（木） 12:40 ▶ 16:55

セミナールームC

11.26（金） 12:20 ▶ 16:15

セミナールームC

現場から全国へ発信！
スマート農業実証プロジェクト
スマート農業実証プロジェクト実証コンソーシアム

表 彰
メインステージ

11.25（木） 14:30 ▶ 16:30

令和３年度（第２２回）
民間部門
農林水産研究開発功績者表彰
令和３年度（第１７回）若手農林水産研究者表彰
プログラムは令和3年10月11日時点のものです。

イベントスケジュール

11.24（水）

メインステージ

セミナールームA

セミナールームB

10:30 品種として商業栽培にいたるまで
▼ 品種開発の長い道のりとターニングポ
12:30 イント

10:40 ドローンとスマートグラスを利用したモ
▼ モせん孔細菌病対策
10:55
山梨大学
11:00 基調講演１
▼

12:00

カーボンニュートラルに向かう
世界と持続可能な農業

セミナールームC

メインステージ

10:00

10:30 10:30
▼

る最新動向～サステナブルな
企業経営のヒント～」

11:00

11:00 無人航空機を活用した革新的ＩＰＭ（総 11:00 ますます重視される食品のおいしさ、
▼ 合病害虫管理）
▼ その見える化と実例
技術体系
11:15
おいしさの科学研究所
農林水産航空協会 11:15

11:20 スマート農業による農作業改善ードローン 11:20 瞬間的高圧による種子油の高効率抽出
東京大学 ▼ 水稲モニタリングと機械学習による農作 ▼
衝撃波応用技術研究所
未来ビジョン研究センター 教授 11:35 業の見える化ー 岩手県立大学/岩手大学 11:35
高村 ゆかり

あふの環
（わ）2030プロジェクト

11:45 セミナー
▼

12:00

12:45

▼

農業による地域デザインの
ススメ

13:20 弱酸性次亜塩素酸水の植物病害防除へ
▼ の活用
13:35
秋田県立大学

ICTに基づく施設キュウリのデータ駆動
経営一貫体系の実証
愛知県農業総合試験場
普及戦略部技術推進室

13:40 天然素材の多機能性に着目した新たな活用方法を見
▼ システムの最適化を支える一般社団法 ▼ 出す取り組み-香り・化粧品・機能性食品・トイレタリー・
13:55 人ALFAEの紹介
ALFAE 13:55 住環境（木の家・畳）九州大学大学院農学研究院

京都府の水稲栽培におけるスマート農業
技術・機械の一貫体系導入事例
京都府農林水産技術センター
農林センター作物部

14:00 健康長寿実現推進機構活動紹介と連携 14:00 ジビエの迅速衛生検査法の開発
▼ 参画募集
▼
岩手大学公衆衛生学研究室
14:15
健康長寿実現推進機構 14:15

輸出用高品質米生産体系での最新技術
導入によるスマート農業
岩手大学農学部

13:20 Internet of Plants (IoP)の挑戦
株式会社エムスクエア・ラボ ▼ ～作物生産のDX～
（m2Labo.）13:35
高知大学
代表取締役社長
加藤 百合子
食農におけるDX、
６次産業化とフード
13:40

14:15 セミナー
▼

14:20 植物体再生におけるストリゴラクトン生 14:20 省スペース型ライトトラップによる食品
の集積と活用の場』が推 ▼ 合成阻害剤および作用阻害剤の効果
15:15『「知」
▼ 害虫のモニタリング
進するオープンイノベーション！ 14:35
東洋大学 14:35
茨城大学農学部

～農林水産省が推進する産学
官連携施策のご紹介～

14:40 農業・畜産の新品種開発を支援するゲノ 14:40 吉備国際大学農学部醸造学科が携わっ
▼ ム編集プラットフォームサービスのご紹介 ▼ た商品開発事例
セツロテック 14:55
吉備国際大学 農学部 醸造学科
農林水産省農林水産技術会議事務局 14:55
研究推進課産学連携室
タマネギのケルセチンは認知機能維持に役立つ
植物ス
トレス耐性向上剤
15:00
15:00
▼ ～高含有品種による機能性表示～
▼
静岡商工会議所
15:15 植物育種研究所(北海道大学発認定ベンチャー企業) 15:15

15:30 セミナー
▼

17:00

大学発ベンチャーから農林水
産業にイノベーションを！

【パネルディスカッション】
（株）
ウェルナス／
輝翠TECH
（株）
／
サグリ
（株）
／
農林水産省経営局金融調整課 他
令和３年度農林水産業等研究分野にお
ける大学発ベンチャーの起業促進実証
委託事業

15:20 青森県ならではの食品素材の栄養・機 15:20 木組み温室と自然エネルギー太陽光発
▼ 能性の紹介
▼ 電システムの栽培方法
15:35
ひろさき産学官連携フォーラム 15:35
日本シニア起業支援機構
15:40
▼

15:55

オリーブ葉成分の微生物変換による高機能化 ーオリーブ
花から単離した黒酵母菌による新規抗酸化物質Bオリボー
ルの創生ー 岡山オリーブ成分微生物変換高機能化研究コン

ソーシアム(岡山大学/岡山県工業技術センター/日本オリーブ)

15:40 セミナー
▼

15:55

みなさまの技術を「JAS」にしませんか？～
JASの戦略的活用～
FAMIC
（農林水産消費安全技術センター）
石井 修人

11:00 新世代に対応したスマート養鶏管理シ 11:00
▼ ステムの開発
▼
11:15
山形大学農学部生産機械研究室 11:15

スマート運搬ロボットによる農作業の負荷軽
減～とにかく簡単、効果すぐ実感、
なにより楽

11:00 ムーンショットで実現する2050年の食
▼ と農の世界
～2050年もおいしく食べ続けている
ために～
農研機構

「スマート農機を活用した大規模露地野菜」
の取組
（株）
吉野家ファーム福島
施設園芸多品目に適応可能な運搬・
出荷作業等の自動化技術の実証
宮城県農政部園芸推進課
中山間地域における水稲スマート有機
栽培体系の実証
福島県農業総合センター 有機農業推進室

▼

13:30

14:00

11:30

12:30

▼

16:30

子どもたちが夢と希望を持てる魅力的な
スマート農業実践の試み
（一社）
北川村振興公社、
（株）
次世代一次産業実践所、
日鉄ソリューションズ
（株）
、
リデン
（株）
阿蘇の広大な放牧地における放牧牛安否
確認システムの実証
熊本県農業研究センター 草地畜産研究所

15:30

農林水産分野のノウハウ・営業
秘密の保護

表彰

令和３年度（第２２回）民間部門
農林水産研究開発功績者表彰
令和３年度（第１７回）若手農林
水産研究者表彰

とは何か？
14:20 ヘンプ（産業用大麻）
14:20 大阪産機能性農産物のインフォマティクスに
▼ 日本で新たなヘンプ産業の創出を目指す ▼ 基づいた先進的食品加工の試み 大阪府立
14:35
北海道ヘンプ協会 14:35 大学 研究推進機構 食品プロセス工学研究室

14:40 美肌菊～肺炎・ガン・ウイルス感染予防 14:40 JICAにおける民間連携の事例と活用
▼ などに役立つ新規健康素材～
▼ 可能な連携スキーム
14:55
東海国立大学機構岐阜大学 14:55
国際協力機構
15:00 東京薬科大学キャンパス内の植物から単離され 15:00 スマート農 林 水 産 業を推 進する知 財
▼ た野生出芽酵母「東薬・花の酵母」の発酵食品へ ▼ ミックスの手法
（概論と実例紹介）
15:15 の応用 東京薬科大学 イノベーション推進センター 15:15
日本弁理士会
15:20 微生物の潜在能力の発見とその利用技術の開発 15:20 AIと超高解像度シミュレーションの協
▼ -持続可能な人類社会の発展をめざして▼ 働による養殖水質予測 大阪府立大学
15:35 名古屋大学工学研究科 堀研究室／フレンドマイクローブ 15:35 養殖場高度化推進研究センター
15:40 森林未利用資源で蘇る中山間地域経済─未利用資
▼ 源をレア資源に変え欧米へ高価格で輸出する事業─
15:55 京都府立大学「ニッポニアハードウッド®」開発チーム

100年先まで持続可能な農業の実現に
向けて～宮崎県新富町の挑戦
（一財）
こゆ地域づくり推進機構

16:00
スマート農業技術導入による地域水田
農業の活性化プロジェクトにおける成果
及び今後の取組
北海道大学大学院、
（株）
スマートリンク北海道
JA部会管理の効率化
（株）
ファーム・アライアンス・マネジメント

セミナー

14:00 みどり食料戦略システムを短期間で全国に 14:00 (一財)日本きのこセンターにおける食
▼ 普及させる、最も的確で、安い方法。業務用 ▼ 用・薬用きのこ研究の成果の紹介
14:15 オーガニックNAU 農林水産環境技術センター 14:15
日本きのこセンター 菌蕈研究所

14:30 14:30

15:00

16:30

自律走行式運搬車両を用いた柿の
収穫支援実証の取組紹介
日本システムウエア
（株）

生研支援センター

12:00

13:00 健康長寿に向けた生理機能因子の探索 13:00 セミナー
▼ と応用～予防医学と抗老化～
▼
今後の肥料を一緒に考えてみません
13:15 筑波大学 健幸イノベーション開発研究センター 13:30
か？＜未利用資源の有効活用や肥料IT
を通じて＞
【パネルディスカッション】
農林水産省 消費・安全局 農産安全管理課
13:20 農食連携プラットホーム連合が開発を
［モデレーター］
春日 健二
▼ 進める健康長寿食品
弁護士知財ネット 弁護士 外村 玲子 13:35
農食連携プラットフォーム連合
［登壇者］
•（株）穂海 代表取締役社長 丸田 洋
13:40 新しい機能性野菜・ナス
13:40 ナノ構造の理解と制御による新ナチュラル
•弁護士知財ネット 弁護士 平井 佑希 ▼
機能性野菜ナスコンソーシアム ▼ チーズ開発～酪農×工学
北海道大学
13:55 ロバスト農林水産工学国際連携研究教育拠点
•農林水産省 輸出・国際局 知的財産課長 13:55
福井 逸人

14:00

11:00

11:40 AR(拡張現実)デバイスを用いた豚体重計測 11:40 種子の寿命が延びる植物表面強化技術
▼ 技術とその応用 ～豚の体重が見えるメガネ～ ▼
産業技術総合研究所
11:55
宮崎大学（地域産学連携コンソーシアム） 11:55

▼

13:00 13:00

農業生物遺伝資源利用の取組
基盤技術研究本部
高 周 波 パルスによる迅 速 加 熱で農 産 物
ペーストの色や風味を長期間保持
食品研究部門
排せつ物由来の温室効果ガスを削減する
肉用牛飼料の開発
畜産研究部門
真夏にイチゴ?
！四季なりイチゴ
「夏のしずく」
東北農業研究センター
キツ～イ傾斜もおまかせ！らくらく草刈ロボ
西日本農業研究センター
美味しくてカラダにいい
“もち大麦”
～いろんな食品に利用できます～
作物研究部門
モデルブタが医療研究の明日を拓く！
生活習慣病、再生医療研究用ブタの開発
生物機能利用研究部門
農地の機能を活用した取り組みやすい
農地管理技術で生産性を高めながら
温暖化を防ぐ
農業環境研究部門
堆肥化処理過程における温室効果ガス
削減技術
畜産研究部門
内生微生物を活用した「プロバイオティクス
農業」
生物機能利用研究部門

果樹用追従型運搬ロボット開発コンソーシアム 12:00
（代表：山口県農林総合技術センター）

16:55

静岡県茶業を強くするスマート農業技術の
実証成果
静岡県経済産業部農業局お茶振興課
（株）
マキノハラボ

セミナールームC

▼

12:40 セミナー

13:00 Internet of Plants(IoP)で変わる高 13:00 地域の課題解決に向けた協働・共創によ
▼ 知の農業
▼ る工学的支援
13:15
北見工業大学
高知県庁 13:15

セミナールームB

農研機構セミナー 『新しい「食」と「農」
12:30 を拓く農研機構の新技術』

16:55

現場から全国へ発信！スマート
農業実証プロジェクト

セミナールームA

10:30 10:30 セミナー

12:40 セミナー
▼

14:00

多様なJASで御社の技術を
アピール！
～JASの戦略的活用～

11.26（金）

メインステージ

10:00

10:40 宇宙技術を活用した地方の未利用地を 10:40 注目の鳥インフレエンザ予防対策と餌
▼ 再生させる牛肉生産システムの構築
▼ で鳥の腸が長くなる
10:55
鹿児島大学 10:55
元氣農業開発機構

FAMIC（
（独）農林水産消費安全技術
センター) 規格検査部 商品調査課
後藤 裕二
FAMIC（
（独）農林水産消費安全技術
センター) 規格検査部 分析調査課
伊藤 義直

12:30

13:00 基調講演2

セミナールームC

11:20 スマート畜産における開発技術の紹介-母豚増体 11:20 カンキツ栽培における通信型マルドリシ
▼ 可視化システムと蹄病予測- 宇都宮大学 ICTを ▼ ステムの開発
11:35 活用した畜産生産システム研究開発プラットフォーム 11:35
山口県産業技術センター

11:30

11:40 農業日誌アプリ「アグリハブ」の進化～ 11:40 ビッグデータ、人工知能、数理モデル、
▼ 東京発！日本農業のIT化を推進～
▼ 画像解析を用いたスマート農業支援
12:10
産業技術総合研究所
東京都農林総合研究センター 11:55

セミナールームB

セミナー

11:30「生物多様性及びTNFDをめぐ

（公社）
農林水産・食品産業技術振興協会
(JATAFF)

11.25（木）

セミナールームA

現場から全国へ発信！スマート
農業実証プロジェクト

加工・業務用野菜サプライチェーン最適モ
デル構築のための機械化一貫体系と広域
シェアリング
東京電機大学未来科学部
農業データの一元管理によるスマート農業
体系の実証＠新潟市
新潟市役所 農林水産部農林政策課
有機大豆の収量2.5倍増を目指す
スマート有機農業技術体系の実証
石川県農林総合研究センター
水田農業の高収益化を推進するブロッコ
リー大規模経営スマート化実証
石川県農林総合研究センター

中山間地域における精密、省力な
スマート種子生産技術の実証
宮城県農政部農業振興課

セミナー
▼
有機農業の現場の課題に対応する技術
14:00 実証等の動向
農林水産省 農産局農業環境対策課係長
曾我部 亮
農研機構 植物防疫研究部門 所長
13:30
眞岡 哲夫
（株）NTTドコモ東北支社 法人営業部
東北復興新生担当課長
山本 大介
（一社）日本有機農産物協会 理事／事務局長
深津 弘行

14:00

14:30

次世代につなぐ水稲・白ネギを柱にした
中山間地域水田複合経営モデルの実証
鳥取県農林水産部農業振興監経営支援課

16:30

15:30

アスパラガス栽培におけるスマート
農業技術の活用
（株）
セラク
ローカル5G・スマート農業技術等を
活用した茶の高度生産体系の実証
鹿児島大学農学部

16:00

ＡＩ、スマートグラスを使用したブドウ栽培
管理ソリューションのご紹介
（株）
YSK e-com

16:30

林野庁森林整備部研究指導課

大川 幸樹

11:40 新水産実験所を核とした産学官連携の
▼ 推進
11:55
三重大学 大学院生物資源学研究科

12:20 セミナー
▼

16:15

13:00 農作業者の気づきを音声で記録・共有・活 13:00 セミナー
▼ 用する農業ナレッジマネジメントシステム ▼ アルファー化米粉技術
13:15 北陸先端科学技術大学院大学 内平研究室 13:15（株）西村機械製作所（関東米粉食品普及
推進協議会）
係長

13:20 作物体内の水分量を非破壊測定可能な
▼ 小型近赤外水分計の開発
13:35
宮崎大学
13:40 光技術を軸にした統合型病虫害防除シス
▼ テムの実用化に向けて 統合型農作物病
13:55 虫害防除システム研究開発プラットフォーム

キリンホールディングス
（株）
SIPプログラムディレクター 小林 憲明

▼

11:00 セミナー
▼
林業イノベーションを広げていくために

11:20 天草産モリンガの機能性表示食品とし
▼ ての展開
11:35
崇城大学

14:15 セミナー
▼
14:45 農業分野のサイバーとフィジカルの融合
を「スマートフードシステム」で実現する

15:00 15:00

AIによる収量・食味予測及び中山間地域に
おける農業支援サービスの展開
熊本県立大学 環境共生学部

-食の未来を拓く革新的先端技術の創出- ～温室
における作物生産性を向上させる数理モデルなら

びにAIの活用～ JST OPERA食と先端技術共創コ 11:30
ンソーシアム「食の未来を拓く革新的先端技術の創出」

14:00 機能性があり、食感が独特な新品種米
▼ について
14:15
秋田県立大学

カボチャのスマート栽培技術
農研機構北海道農業研究センター
「IoTデータ活用を通じた持続可能な
養豚繁殖モデルの実証」における取組
家畜改良センター宮崎牧場

▼

11:15

現場から全国へ発信！スマート
農業実証プロジェクト

スマート技術と定量的評価による
高品質トマトの計画生産
ベルファーム
（株）、
農研機構野菜花き研究部門

13:00 13:00

多様な品種供給を可能にする中山間水稲
採種産地向けのスマート採種技術の実証
三重県農林水産部農産園芸課

11:00

セミナー

スマート農業のみらいを語る
～実証から現場実装へ～

【パネルディスカッション】
［コメンテーター］
•農林水産省 技術会議事務局 局長
青山 豊久
•農研機構 理事
梅本 雅
［ファシリテーター］
•（株）日本総合研究所 創発戦略センター
三輪 泰史
［パネリスト］
•鹿追町農業協同組合 審議役 今田 伸二
•（株）鈴生 代表取締役社長 鈴木 貴博
•農事組合法人 寄江原 組合長 矢萩 正孝
•東京大学大学院 情報理工学系研究科
教授 深尾 隆則

木下 淳友

中山間地でも持続可能な
スモールスマート農業の確立
浜松市産業部農業水産課
大規模水稲作営農における自動運転
農機とデータ駆動型生産の導入効果
農研機構 中日本農業研究センター
大区画水田ほ場におけるたまねぎ等高収益
作物の省力機械化一貫体系の実証
富山県農林水産部農業技術課
広域普及指導センター
計画的安定出荷に対応した露地小ギク
大規模機械化生産体系の実証
秋田県農業試験場
「農業版iCD」による生産者診断・育成の
事例紹介
（有）
トップリバー
農業用ドローンを活用した農薬散布の作業
効率化と労働力削減の実証
ＪＡ幕別町
スマートフードチェーンによる野菜生産強
靭化の実証
愛媛大学地域協働センター西条
未来型かんきつ生産に向けたスマート
営農体系の確立
愛媛県南予地方局農林水産振興部
八幡浜支局
（株）
ＮＰシステム
中山間地適用通信技術を活用する自動操舵
一貫体系およびセンシング技術の多目的
利用体系の実証
JAつべつ
パイプハウス土耕栽培葉菜類のIoT化・
機械化によるスマート化実証
（株）果実堂
ロボットやデータ等を活用したみかんの
省力管理と品質向上
静岡県経済産業部農業局農業戦略課

