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1. はじめに (1)

1.1 本手引きの目的
平成25年度から28年度まで実施した「次世代施設園芸導入加速化支援事業」により全国10箇

所に次世代施設園芸拠点が完成し、ICTを活用した高度な環境制御による生産性向上と地域エ
ネルギーを活用した化石燃料依存度の低減を図るなど、我が国の大規模施設園芸のモデルとな
る取組が実践されている。

今後、次世代施設園芸をはじめとする大規模施設園芸や植物工場など、我が国の施設園芸を
牽引する取組を各地に展開していくため、次世代施設園芸拠点等で得られたノウハウを整理し、
特に次世代施設園芸等に取り組もうとする事業者（生産者）の皆さまの参考となるよう、本書
を作成した。

本書においては、大規模施設園芸・植物工場の導入や運営に当たり留意・検討すべき事項を
把握できるよう、導入編と運用編に分けで整理した。また、標準化編や事例編 、資料編として、
次世代施設園芸拠点等の事例を紹介し、ポイントを具体的にイメージしていただけるよう編集
した。

次世代施設園芸の取組は始まったばかりです。今後とも、次世代施設園芸拠点等における経
験を踏まえ、より実践的な手引きとなるよう、改訂をしていく予定である。
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1. はじめに (2)

1.2 本手引きの対象
1. 大規模施設園芸（雇用型で一定規模以上（1ha以上を目安））、植物工場の経営に取り組もうとす

る事業者（生産者）および現場の管理者の皆さま。

2. 大規模施設園芸・植物工場の導入や運営に対して指導・助言を行う行政・普及指導機関の皆さま。

3. 大規模施設園芸・植物工場の経営に関心のある、すべての皆さま。

（注）人工光型植物工場については、5.事例編でのみ、取り扱う。
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1.3 本手引きの概要
【２．導入編】 大規模施設園芸や植物工場施設を設計、導入する際の様々な留意点、チェックポイント

等を漏れなく明らかにし、発注側と受注側のコミュニケーションや具体的な仕様策定にも資するものであ

る。具体的な設計や発注を進める前に本編を確認され、適切な設計や導入にお役立ていただきたい。

【３．運用編】 大規模施設園芸や植物工場施設を用いた生産や経営を効率的に進めるために、生産管

理・労務管理、エネルギー管理、データ管理等についての具体的な手法やポイントを事例を中心に明らか

にする。これらの管理の仕組みを検討され、また運用後の改善を検討される際にお役立ていただきたい。

【４．標準化編】 高い生産レベルを低コストで実現するよう、大規模な施設設備に標準的に要求される

仕様として、本編では次世代施設園芸拠点に多いトマト長段栽培における施設設備を例としてまとめてい

る。また大規模施設の運営管理方法を標準化するための評価項目を示す。

【５．事例編】 大規模施設園芸（太陽光型植物工場）、人工光型植物工場について、改善や課題解決の

ための事例（対策前と対策後）を示しながら経営向上のポイントを示す。

【６．資料編】 次世代園芸拠点が立地する箇所の気象条件を資料としてまとめた。また日本施設園芸協

会がホームページで公開する関連資料の一覧を参考資料としてまとめた。

1. はじめに (3)
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2. 導入編

大規模施設園芸や植物工場の導入に当たり、事前に調査や確認すべき事

項は広範囲に存在する。次ページの、2.1 導入フローに示すような、「1.

法人の立ち上げ」から「10.施工管理・竣工」までの一連の事項が考えら

れる。

本編では、これらのうち「2.経営計画の策定」に触れるとともに、「3.

用地・環境・規制等の事前調査」と「6.施設設備の仕様検討」について詳

述する。
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2.1 導入フロー(1)
2. 導入編

1.法人の立上げ

2.経営計画の策定

3.用地・環境・規
制等の事前調査

4.関係者との折衝

5.資金計画、補助
金の相談

1.法人の立上げ：新たな法人（農業生産法人等）を立ち上げる場合の

役員構成や資本金構成、定款等の制定や法人登記など。また経営計

画策定の基盤となる、企業理念やビジョンなどの策定。

2.経営計画策定：企業理念等にもとづき実現すべき経営目標、さらに

それを実施するための中期経営計画など。また販売品目や販売先な

ど、経営の根幹となる商品の特性、差別化要因、価格帯、および販

売先別の販売価格や販売数量などの具体的な計画。「2.2 経営計画

の策定」に記載。

3.用地・環境・規制等の事前調査：詳細は「2.3 用地・環境・規制

等の事前調査」に記載。

4.関係者との折衝：自治体、地権者、地域団体組織、土地改良区、地

域住民など、関係機関や利害関係者への事前説明や合意形成。

5.資金計画、補助金の相談：経営計画を実現するための初期投資資金、

運転資金の確保。取得可能な補助金の調査や申請相談、事業申請の

実施。自己資金と借入金の区分、および金融機関への融資相談と申

請。返済計画の策定。

※

順
番
は
必
ず
し
も
こ
の
通
り
と
は
限
ら
な
い

次ページへ
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2.1 導入フロー(2)
2. 導入編

6.施設設備の要求仕
様検討

7.見積もり、設計依頼

8.入札仕様検討

9.入札・発注

10.施工管理・竣工

注１）「6.施設設備の要求仕様検討」は、詳細な設計仕様や図面では無いことに注意。

注２）「7.見積もり、設計依頼」では、複数社への見積依頼が重要である。各社の内容や金額の比較

を事前に行うことで、妥当な入札仕様が検討可能となる。

6. 施設設備の仕様検討：実際に施設設備の設計を依頼する際

に、発注者側が要求すべき性能や仕様等を事前に整理（発注

側関係者の合意形成にも有効である）。
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2.2 経営計画の策定(1)
2. 導入編

1. 企業理念やビジョンなどに基づく、企業としての経営目標（中期経営計画な

ど）の策定。

2. 商品施策（販売品目や販売先、商品形態など、経営の根幹となる商品の特性、

差別化要因、価格帯）の策定。

3. 販売計画（販売ルート、販売価格や販売数量などの具体化）の策定。

4. 生産計画（販売計画に応じた栽培条件(2.4.1)や営農計画等）の策定。

5. 資金調達計画（出資金、補助金、融資等による資金調達と返済の具体化）の策

定。

6. 収支計画（売上と生産費、販売管理費等の分析とP/Lでの具体化）の策定。特

に生産費については比率の大きい減価償却費（施設が過大なスペックとなって

いないか）、労務費（従業員が必要十分か）、光熱動力費を、事前に精度高く

見積もることが重要。
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2.2 経営計画の策定(2)
2. 導入編

7. 雇用計画（組織体制の具体化と雇用ルート確保および募集）の策定。

8. 人材育成計画（生産計画を実現するための先進法人等における研修計画）の策

定。

※以上は、一般企業では企画部門が中心となり営業部門、製造部門、人事部門、総務部門等と調整

し策定する場合が多いが、組織が比較的小さい場合は、経営者と中核社員が中心に策定する場合が

ある。
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2.3 用地・環境・規制等の事前調査
2. 導入編

1. 施設立地に適した用地や環境であるか、また法令・条例等による規制について

総合的に事前調査するもので、ここで目的に合わない用地を取得した場合、

後々の栽培や出荷で問題が発生する要因となる。

2. より具体的な検討の際には、地方自治体や生産団体、農地分野、土木・建設分

野、環境分野等の専門家との相談をお勧めする。自治体によっては関係する部

局が農業振興（産業振興）、建設土木、環境等、多岐にわたるため、注意が必

要である。

3. 大規模園芸施設や植物工場の整備に当たり、留意すべき主な規制として以下の

ものがある。

a. 農地に施設を整備する場合には、①農地法、②農業振興地域法、③都市計

画法。

b. 施設が建築物に該当する場合には、建築基準法。
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2.3.1 用地取得
2. 導入編 > 2.3 用地・環境・規制等の事前調査

No. 確認事項 具体的な内容 備考

1 まとまった面積で栽培が可能な用
地の取得、賃借が可能か。

候補地調査、測量、地権
者調査・折衝、境界・利
用可能部分調査等

2 用地内に道路、用水路等は無いか。 所有者、受益者等の調
査・説明・折衝
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2.3.2 基盤整備
2. 導入編 > 2.3 用地・環境・規制等の事前調査

No. 確認事項 具体的な内容 備考

1
施設・設備の建設、設置や栽培が
可能な状態に、基盤整備、土地改
良が可能か。

面積・形状・傾斜・土質
等

2 自然災害（大雨、強風、地震等）
対策はされているか。 排水、調整池、防風林等

3 インフラの導入について事前確認
されているか。

電力、上下水道、ガス
（LPG、CO2）等

引き込みの可
否等

※No.1については、土地改良区等との事前相談が必要となる場合もある。
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2.3.3 周辺環境
2. 導入編 > 2.3 用地・環境・規制等の事前調査

No. 確認事項 具体的な内容 備考

1 近隣住民・近隣土地所有者・近隣
施設への説明は十分か。 事前説明・合意形成等

2 周辺の地下水利用との競合の恐れ
はないか。 周辺井戸の位置、深さ等

3 周辺への雨水排水の影響はないか。

降水量と雨水排水量の見
積もり、排水経路の想定、
開発行為に伴う規制等の
確認、調整池設置の検討

4 周辺環境への影響はないか。

農薬、騒音、煙、湯気、
廃棄物、車往来等の周辺
への影響確認と、事前説
明
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2.3.4 法令条例等
2. 導入編 > 2.3 用地・環境・規制等の事前調査

※大規模施設園芸等に関する法令・条例の例
前述の農地や建築物に係る法令及び施設の仕様や立地条件によっては、その他の法令、条

例等に基づく規制の対象となることがある。事前に自治体の関係部局によく相談する必要が

ある。

・都市計画法（住居区域等における植物工場の整備）

・自然公園法、自然保護条例

・河川法、総合治水条例（調整池）、公有水面埋立法、地下水保全条例

・文化財保護法（埋蔵文化財）

・消防法（燃油タンク）、大気汚染防止法（ばい煙発生施設）、工場立地法（緑地等）、等

No. 確認事項 具体的な内容 備考

1 法令条例による規制条件を確認し
ているか。 市町村等への確認

2 行政部局に漏れなく確認している
か。

農政（産業）・建設・環
境部局等

17



2.3.5 車両
2. 導入編 > 2.3 用地・環境・規制等の事前調査

No. 確認事項 具体的な内容 備考

1 車両入路や従業員駐車場等を十分
確保可能か。

最大雇用数、駐車車両台
数、物品配送、燃料補給
箇所・経路
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2.3.6 土壌
2. 導入編 > 2.3 用地・環境・規制等の事前調査

No. 確認事項 具体的な内容 備考

1
温室構造計算に関する情報を把握
しているか。

土質（柱状図）、地耐力、
残存肥料分

2 土耕栽培での土壌改良や排水に関
する情報を把握しているか。
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2.3.7 気象
2. 導入編 > 2.3 用地・環境・規制等の事前調査

No. 確認事項 具体的な内容 備考

1 設置予定地域の現地気象を把握し
ているか。

気象台・アメダスデータ

2 現場のピンポイントの気象データ
を把握しているか。

気象サービス、現地計測
値

3 ハウス設計に必要な制約条件を把
握しているか。

最大風速、積雪量、凍結
深度

4 過去の気象条件とハウスの耐候性
を把握しているか。

気象条件と設計強度、被
害状況例

5 暖冷房設計に必要な外気温データ
を把握しているか。 月別の最高最低平均気温

6 栽培の基本となる日射量を把握し
ているか。

月別の積算日射量（MJ/
㎡）

※無償の気象データとして、気象庁ホームページのアメダスデータが公開中。
http://www.jma.go.jp/jp/amedas/
また、NEDOホームページに日射量に関するデータベースが公開中。
http://www.nedo.go.jp/library/nissharyou.html

※有償の気象データは、気象情報サービス各社より提供されている。
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2.3.8 水(1)
2. 導入編 > 2.3 用地・環境・規制等の事前調査

No. 確認事項 具体的な内容 備考

1 原水の水質を事前に分析により把
握しているか。 EC、ph、重炭酸、Fe、

Mn他
2 原水の水質の季節変動を把握して

いるか。

3 原水中のウイルス等の混入を検査
しているか。 青枯れ病ウイルス等

4 必要な給液に対し、原水の水量を
十分確保できるか。

株数、最大給水量、タン
ク容量
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2.3.8 水(2)
2. 導入編 > 2.3 用地・環境・規制等の事前調査

No. 確認事項 具体的な内容 備考

5 雨水利用でのタンク容量計算は妥
当か。 月別平均雨量

6 養液の排液量、排液の水質を把握
しているか。 排液率、排液量、水質

7 養液の排水先、排水経路を確保し
ているか。

地下浸透可否、法令条例、
排水経路、周辺環境等

8 ハウス屋根面からの雨水の排水量
を計算しているか。 月別の最大雨量
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2.3.9 特殊条件
2. 導入編 > 2.3 用地・環境・規制等の事前調査

No. 確認事項 具体的な内容 備考

1 その場所だけの特別な気象条件が
ないか。

まき風、叩きつける風等
（地元に確認）

2 他の場所にはない、特殊な条件が
ないか。

降灰、硫黄発生、塩害、
スギ花粉、砂塵、藻発生、
酸性雨、ばいじん等（地
元に確認）
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2.3.10 インフラ関連
2. 導入編 > 2.3 用地・環境・規制等の事前調査

※通信回線は、過疎地域や山間部等の場合に敷設が困難、または時間がかかる場合があり、

注意が必要。

No. 確認事項 具体的な内容 備考

1 電力

電力会社との契約内容
（料金体系、基本料金、
従量料金、季節設定等）、
引込線の敷設等

2 上下水道
自治体との契約内容（料
金体系、基本料金、従量
料金等）、引込方法等

3 通信
固定電話回線、インター
ネット回線の敷設、料金
体系等
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2.4 施設設備の要求仕様の検討
2. 導入編

1. 施設設備を設計するにあたり、発注者側が要求する機能や性能を明示する必要

がある。

2. それらを要求仕様として項目別に整理して、設計に活かす。

3. 要求仕様は、発注者側が実現したい機能や性能を示すもので、 機器の詳細な仕

様や型式等を規定するものでは無いことに注意が必要である（あまり細かく要

求仕様を定めると、設計側の自由度を損なうことにもなる）。

4. 要求仕様の策定によって、発注者側の関係者の合意形成にも役立つ。

5. 要求仕様の策定は、施設設備を低コストで導入するためにも、重要となる。
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2.4.1 栽培条件(1)
2. 導入編 > 2.4 施設設備の要求仕様検討

No. 確認事項 具体的な内容 備考
1 作物・品種・作型 同左
2 誘引方法 同左

3 誘引資材 ひも、金属棒、クリップ
等

4 栽培ベッド長

○○m（ピーク時の株当
たり収量、台車積載量・
往復作業時間等を考慮す
ること）

5 栽培ベッド傾斜 ○/100
6 条数 1 or 2条植え
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2.4.1 栽培条件(2)
2. 導入編 > 2.4 施設設備の要求仕様検討

No. 確認事項 具体的な内容 備考
7 条間、株間 ○○mm

8 栽植密度 ○株/㎡（通路面積は除
外し計算）

9 誘引線高 ○○mm（GLより）
10 培地種類・規格（キューブ） 培地種類、規格
11 培地種類・規格（スラブ） 培地種類、規格
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2.4.2 レイアウト
2. 導入編 > 2.4 施設設備の要求仕様検討

No. 確認事項 具体的な内容 備考

1 ハウス入路動線
事務棟、通用口、更衣室、
選果場、育苗室等からの
動線

病害虫侵入防
止を考慮のこ
と

2 エアシャワーの有無 同左
3 選果場・全室の有無 同左
4 ハウス区画数 同左

5 ハウス通路幅
○○mm（台車・コンテ
ナ等の仮置き場所を踏ま
え）

6 ハウス通路位置、動線 中央or端部（栽培ベッド
の分割を踏まえ）

7 下屋・廃棄物搬出箇所 同左
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2.4.3 ハウス(1)
2. 導入編 > 2.4 施設設備の要求仕様検討

No. 確認事項 具体的な内容 備考

1 種別（単棟・連棟、ダッチライト
型、屋根型、丸屋根型等） 同左

2 方位 南北方位・角度

3 寸法 間口、軒高、中柱スパン、
誘引線高

4 骨材

種別（H鋼、軽量鉄骨、
丸パイプ等）
塗装有無（白色等）
メッキ種別（ドブヅケ、
亜鉛等）
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2.4.3 ハウス(2)
2. 導入編 > 2.4 施設設備の要求仕様検討

No. 確認事項 具体的な内容 備考

5 基礎 種別（置き基礎、布基礎、
スパイラル等）

6 換気方法（天井部）

両天窓換気、片天窓換気、
谷換気、天窓作動方式
（プッシュプル or ラッ
クアンドピニオン）

7 換気方法（側部）
側窓巻き上げ換気（１or 
2段、自動 or 手動）、
側窓換気なし

8 換気開口部面積（開口率） 窓寸法、開閉角度
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2.4.3 ハウス(3)
2. 導入編 > 2.4 施設設備の要求仕様検討

※No.11 換気回数の測定により、隙間換気によるハウスの密閉度を数値化する。省エネ

性能や、CO2施用時の漏れなどに影響があるため、密閉度が低いとみられる場合には、

隙間対策を行う。

No. 確認事項 具体的な内容 備考

9 園芸用施設安全構造基準
固定荷重、作物荷重、内
部装備による荷重、積雪
荷重、風圧力、地震力

10 光線透過

垂木幅・ピッチ、天窓枠
幅、被覆資材透過率

合掌・母屋・トラス骨材
等による日影

構造計算の許
容範囲で、光
線透過を妨げ
ないよう考慮
が必要

11 換気回数 （密閉時に計測）

31



2.4.4 外張被覆資材
2. 導入編 > 2.4 施設設備の要求仕様検討

※No.2 機能性については、経時変化がみられるため、被覆資材展張後の性能確認やメン

テナンスに留意が必要となる。

No. 確認事項 具体的な内容 備考
1 材質、厚さ、耐用年数、層数 同左

2 機能性
散光性（ヘイズ値）、波
長透過性（UV等）、流
滴性、防塵性等
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2.4.5 カーテン（天部）
2. 導入編 > 2.4 施設設備の要求仕様検討

No. 確認事項 具体的な内容 備考
1 材質、厚さ、耐用年数 同左

2 機能性（内張資材）
保温性（熱貫流係数）、
遮光率、吸水性、散光性
（ヘイズ値）等

3 経時変化（伸縮性） 有無（○％程度）

4 開閉方法

水平張り、傾斜張り、谷
引き、妻引き、コンパク
ト性、2層の場合の互い
違いの開閉方向等
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2.4.6 カーテン（側部）
2. 導入編 > 2.4 施設設備の要求仕様検討

No. 確認事項 具体的な内容 備考
1 材質、厚さ、耐用年数、層数 同左

2 機能性（内張資材）
保温性（熱貫流係数）、
遮光率、吸水性、散光性
（ヘイズ値）等

3 経時変化（伸縮性） 有無（○％程度）

4 開閉方法 固定張り、巻き上げ（手
動 or 自動）

5 裾部処理 捨て張り有無、余裕幅等 隙間換気対策
として
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2.4.7 カーテン（妻部）
2. 導入編 > 2.4 施設設備の要求仕様検討

No. 確認事項 具体的な内容 備考
1 材質、厚さ、耐用年数、層数 同左

2 機能性（内張資材）
保温性（熱貫流係数）、
遮光率、吸水性、散光性
（ヘイズ値）等

3 経時変化（伸縮性） 有無（○％程度）

4 開閉方法 固定張り、巻き上げ（手
動 or 自動）

5 裾部処理 捨て張り有無、余裕幅等 隙間換気対策
として
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2.4.8 CO2

2. 導入編 > 2.4 施設設備の要求仕様検討

No. 確認事項 具体的な内容 備考

1 CO2発生源 液化炭酸ガス、灯油、
LPG等

2 目標濃度 ○○ppm以上（窓開閉
各時）

3 供給量（気化器能力） ○○g/㎡/h以上等

4 供給方法、攪拌方法 ダクト利用、暖房機利用
等

5 制御方法 濃度、タイマー、日射比
例、ゼロ濃度差等

6 燃焼時の貯熱の有無
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2.4.9 細霧
2. 導入編 > 2.4 施設設備の要求仕様検討

No. 確認事項 具体的な内容 備考
1 細霧発生装置使用目的 冷房、加湿
2 細霧粒径 ○μmm

3 殺菌（系統内でのウイルス等の繁
殖対策） 電解水等

4 制御方法 湿度、飽差、天窓開閉連
動等

5 細霧発生量 ○○g/㎡/h

6 水質 よごれ、ス
ケール対策

7 日水使用量 〇〇㎥/d

※No.5は、使用目的や環境に応じ必要となる発生量で、細霧発生装置の能力値となる。計

算はメーカー、設計者側による。冷房や加湿の使用環境、作物の状態、使用目的などを

踏まえ、事前打ち合わせが必要である。
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2.4.10 暖房(1)
2. 導入編 > 2.4 施設設備の要求仕様検討

No. 確認事項 具体的な内容 備考

1 方式

温湯、温風、局所加温
（ヒートパイプ、チュー
ブ、電熱線、ヒートテー
プ等）

2 用途
室内暖房、培地加温、ク
ラウン・果実・生長点加
温、融雪

3 エネルギー源 燃油、LPG、電気、バイ
オマス

4 最大暖房負荷 ○○kW

※No.4の最大暖房負荷計算は、メーカー、設計者側による。最低気温における必要な室温

や各種係数により算出されるが、地域における実績なども踏まえ、事前の打ち合わせが

必要となる。
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2.4.10 暖房(2)
2. 導入編 > 2.4 施設設備の要求仕様検討

No. 確認事項 具体的な内容 備考

5 複数エネルギー源利用時の検討事
項

・暖房負荷の高低に応じ
た比率、優先順、および
制御ロジック
・エネルギー使用量のモ
ニタリング体制
・コストや入手経路、供
給体制等の事前評価
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2.4.11 温湯暖房
2. 導入編 > 2.4 施設設備の要求仕様検討

※暖房機能力と配管、貯熱タンク等の付帯設備の総合的な設計が必要となり、発注者とメー

カー、設計者で、ハウスと暖房設備の全体のレイアウトや使用目的、使用方法、栽培作物、

作型などを踏まえた事前の打ち合わせによる。

No. 確認事項 具体的な内容 備考
1 最大暖房負荷計算

目標温度、暖房能力等
2 放熱量計算
3 熱交換器選定・配置
4 放熱管配置
5 熱利用効率 ○○％以上
6 湯温（行き、戻り）温度差 ○○℃以内

7 貯熱タンク容量 〇〇㎥

日中の燃焼に
よるCO2利用
時の貯熱等の
用途
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2.4.12 送風
2. 導入編 > 2.4 施設設備の要求仕様検討

No. 確認事項 具体的な内容 備考

1 方式 循環扇 or ダクト

2 循環扇種別 水平、垂直、回転式等

3 暖房時の温度ムラ範囲 （参考に完成時・栽培時
に計測）

※No.3の温度ムラについては、実際の生育や収量等への影響もみながら、現場での対策、

調整が必要となる。
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2.4.13 気化冷却
2. 導入編 > 2.4 施設設備の要求仕様検討

No. 確認事項 具体的な内容 備考

1 方式 細霧、P&F、スプリンク
ラー

2 性能 細霧発生量、気化量、灌水
量等 ○○mL/㎡/h
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2.4.14 クーリングタワー
2. 導入編 > 2.4 施設設備の要求仕様検討

No. 確認事項 具体的な内容 備考

1 方式 湿式、乾式

2 熱交換能力 ○kW

3 スケール対策、殺菌対策（レジオ
ネラ菌等） 同左

※LPG燃焼によるCO2発生時の除熱用。
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2.4.15 ヒートポンプ
2. 導入編 > 2.4 施設設備の要求仕様検討

No. 確認事項 具体的な内容 備考
1 １次側熱源 空気、地中熱、地下水
2 駆動エネルギー 電気、ガス
3 ２次側 送風、送水
4 最大暖房負荷（冷房負荷） ○○kW
5 送風方法 吹き出し、ポリダクト

6 冷房除湿利用の有無 内張カーテン
制御の自動化

7 メンテナンス経費（ガス、地下水、
地中熱） 同左
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2.4.16 計測制御(1)
2. 導入編 > 2.4 施設設備の要求仕様検討

No. 確認事項 具体的な内容 備考

1 計測内容（屋外） 温湿度、CO2、日射、風
向風速、感雨

2 計測内容（屋内地上部） 温湿度、CO2、日射、
PAR、風、葉温等

3 計測内容（屋内地下部） EC、pH、水分率、培地
温、液温、原水温

4 制御対象

換気、カーテン、送風、
細霧、スプリンクラー、
暖冷房、ヒーポン、CO2、
給液、液肥混入機
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2.4.16 計測制御(2)
2. 導入編 > 2.4 施設設備の要求仕様検討

No. 確認事項 具体的な内容 備考
5 計測制御区画数 同左
6 計測点数

7 制御点数（換気、カーテン等は1台
2点） 同左

8 地上部と地下部等の制御の統合化
の有無

※No.5の区画数により、No.6,7の点数が決定される。区画数は、栽培管理（環境制御、養

液制御）を、品種や作型等に応じて細分化するか否かで決定される。養液制御の区画面

積が大きいと、必要なポンプや給液装置の能力を高くする必要がある（次章参照）。
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2.4.17 栽培・給液装置(1)
2. 導入編 > 2.4 施設設備の要求仕様検討

No. 確認事項 具体的な内容 備考

1 方式 培地耕、水耕、循環、
掛け流し

2 給液方法 ドリップ、チューブ
（折り・穴）

3 給液制御方法 日射比例、タイマー
4 最大給液量 ○○ml/株/min
5 給液区画当たりの株数 〇株

6 最大給液EC ○○dS/m

7 液肥混入機台数 ○台
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2.4.17 栽培・給液装置(2)
2. 導入編 > 2.4 施設設備の要求仕様検討

No. 確認事項 具体的な内容 備考
8 給液管理区画数 ○区画/台

9 液肥数 2液混合 or ３液混合 or 
微量要素追加等

10 液肥タンク 容量（L）、台数、形状
（漕状、タンク状等）

11 液肥混入方法 インジェクション式 or 
攪拌タンク式

12 給液装置・系統設計（メーカーに
よる）

培地特性（保水力(%)）、
給液頻度（回/h）、最
大給液量（上述）等に
よる設計

※給液装置、給液資材、配管等の総合的な設計が必要となり、栽培方式、作物、作型、使

用目的や方法（給液頻度、給液間隔等）を踏まえた発注者とメーカー、設計者の事前の

打ち合わせが必要となる。栽培開始後に、栽植本数を変更したい場合、給液装置の能力

がネックとなる場合もあり、注意が必要である。
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2.4.17 栽培・給液装置(3)
2. 導入編 > 2.4 施設設備の要求仕様検討

No. 確認事項 具体的な内容 備考

12 タンク類、装置類設置場所の地面
処理

コンクリート打設、防
草シート敷設等

13 培養液循環の有無 同左

14 培養液殺菌の有無 同左

15 原水殺菌の有無 同左
16 殺菌方式 UV、オゾン他

17 溶存酸素付与方式 曝気、酸素注入、酸性
水等
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2.4.18 防除
2. 導入編 > 2.4 施設設備の要求仕様検討

No. 確認事項 具体的な内容 備考

1 防除方法 防除装置、手作業、細
霧装置等

2 防除タンク 防除装置搭載 or 非搭載
3 防除ノズル 通常 or 静電方式等
4 防除装置台数 同左
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2.4.19 防虫ネット
2. 導入編 > 2.4 施設設備の要求仕様検討

No. 確認事項 具体的な内容 備考

1 防虫ネット有無（天窓、側窓、出
入口） 有無

2 使用目的 防虫、ハチ飛散防止
3 ネット目合い 〇mm
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2.4.20 貯蔵容量
2. 導入編 > 2.4 施設設備の要求仕様検討

No. 確認事項 具体的な内容 備考

1 燃油（重油、灯油） ○㎥（○日分）

2 ガス（LPG、CO2) ○㎥（○日分）

3 バイオマス（木質ペレット、チッ
プ等） ○㎥（○日分）

4 原水 ○㎥（○日分）
5 雨水 ○㎥（○日分）
6 廃液 ○㎥（○日分）

7 法令 消防法、危険物取扱関
連等
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2.4.21 機器機材数
2. 導入編 > 2.4 施設設備の要求仕様検討

No. 確認事項 具体的な内容 備考

1 作業者数（高所、低所・収獲作
業） ○人

2 作業コンテナ数 ○台
3 作業台車数（高所） ○台
4 作業台車充電器数 〇台
5 作業台車数（低所） ○台
6 防除装置台数 ○台
7 パレット数 ○台
8 フォークリフト台数 ○台
9 トラック台数 ○台
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2.4.22 資材等の置き場
2. 導入編 > 2.4 施設設備の要求仕様検討

No. 確認事項 具体的な内容 備考

1 資材（培地）仮置き場面積 培地購入数、○㎡

2 資材（肥料）置き場面積 ○㎡

3 資材（農薬）置き場面積 ○㎡

4 台車・コンテナ・パレット・防除
装置・フォーク等置き場面積 ○㎡

※各置場は、動線を考慮して設計側と相談の上、レイアウトを行い、図面化をする。
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2.4.23 残さ処理
2. 導入編 > 2.4 施設設備の要求仕様検討

No. 確認事項 具体的な内容 備考

1 残さ量の見積もり ○㎡

2 残さ処理方法 産廃処理、リサイクル
等

3 排出方法 コンテナ、軽トラ等

4 残さ置場の面積 ○㎡
5 堆肥舎の有無、面積 ○㎡

6 残さ処理先、リサイクル引き受け
先
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2.4.24 付帯設備
2. 導入編 > 2.4 施設設備の要求仕様検討

※付帯設備については、用地転用・用途転用・建築確認申請有無の確認も必要となる。

No. 確認事項 具体的な内容 備考

1 従業員数 人数

2 更衣室 男女別利用人数、○㎡

3 トイレ 男女別利用人数、○㎡

4 事務室・会議室・研修室 利用人数、○㎡

5 駐車場 台数
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2.4.25 選果装置
2. 導入編 > 2.4 施設設備の要求仕様検討

No. 確認事項 具体的な内容 備考

1 選果装置の種別に応じた機能、仕
様の確認

出荷形態（箱詰め、
パック等）、選別形
態・方式（自動選別・
手動選別、重量選別・
形状選別、画像処理選
別、糖度選別等）、果
実組み合わせ、コンテ
ナ処理（段数等）、清
掃方法、作業者数等
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3. 運用編
大規模施設における生産管理や労務管理の重要度は、小規模施設におけるそれと比べて

高い。これは、小規模施設では不明確なままでも運用可能であった組織体制の構築や役

割分担を実施しないと、現場で混乱が生じることが一因である。また、生産計画や作業

計画があいまいな場合、作業遅れが生じ、ひいては収量低下を引き起こす可能性が高ま

ることも理由として挙げられる。このような問題を回避し、大規模施設を適切に運用す

るためには、これまで以上に生産管理や労務管理に対して注意を払う必要がある。

他方、正確な生産計画や作業計画の立案のためには、作業を取りまとめた作業一覧とと

もにその記録や集計が必須である。あわせて、作業員間での作業の標準化も求められる。

ここでは、3.1.1～3.1.4で大規模施設における生産管理や労務管理手法を概説した後、

3.1.5で次世代施設園芸導入加速化事業の拠点における組織体制、生産管理体制、利用し

ている帳票類の例および改善事例を紹介する。

58



3.1 生産管理・労務管理

生産管理や労務管理の体制構築のため、以下のものを準備

し、活用する。

3.1.1 組織体制と役割分担
3.1.2 生産計画と作業計画
3.1.3 作業内容の記録集計
3.1.4 作業標準

3. 運用編
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3.1.1 組織体制と役割分担
大規模施設において、雇用労力により組織的な運営を進め

るには、機能的な組織と役割分担が必要となる。

（例）

3. 運用編＞3.1生産管理・労務管理

作業

社長

生産部長 営業部長

担当者 担当者

パート

作業
指示

販路
開拓

顧客
対応

生産
計画
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3.1.2 生産計画と作業計画

大規模施設における計画的な生産や出荷のため、生産計画

を定め、それに対して必要な作業内容の、月間、週間、日単

位等で計画化が必要となる。

（例）

3. 運用編＞3.1生産管理・労務管理

計画 指示

修正 記録

作業内容、時間、場所の記録
作業記録表、圃場マップ

作業内容、場所の指示
作業指示書

or
ホワイトボード

計画の立案
年間計画表、週次計画表

作業一覧表

計画との差異を把握、計画の修正
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3.1.3 作業内容の記録集計
大規模施設における計画的な作業管理のため、作業記録や

集計、計画の修正等を日常業務の中で行う必要がある。

(例）

3. 運用編＞3.1生産管理・労務管理
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3.1.4作業一覧と作業標準(1)
大規模施設における作業計画の作成や、作業指示のため、

作業ごとの手順や注意点、標準時間等を表す標準書、および

作業一覧が必要となる。また標準にもとづく作業指導も行わ

れる。

（作業標準の例）

3. 運用編＞3.1生産管理・労務管理
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3.1.4 作業一覧と作業標準(2)
(作業一覧と目標の標準時間の例）

短期間で計画通りの実施が必要な作替え作業（前作の撤去

と次作の準備作業）での例。

3. 運用編＞3.1生産管理・労務管理
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3.1.5 次世代施設園芸拠点の事例

次世代施設園芸導入加速化事業の拠点における組織体制、

生産管理体制、利用している帳票類の例および改善事例を、

以下に紹介する。

3.1.5.1 北海道拠点
3.1.5.2 静岡県拠点
3.1.5.3 富山県拠点
3.1.5.4 愛知県拠点
3.1.5.5 兵庫県拠点
3.1.5.6 宮崎県拠点

3. 運用編＞3.1生産管理・労務管理
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3.1.5.1 次世代施設園芸北海道拠点(1)
3. 運用編＞3.1生産管理・労務管理＞3.1.5 次世代施設園芸拠点の事例

一季なりと四季なりイチゴによる周年連続出荷での事例
谷間に融雪装置を備えた両屋根型の連棟ハウス(2ha(7エリア×4棟＝28連棟)×2=4ha)を利

用するとともに、一季なりと四季なりの品種を採用して、イチゴの周年栽培・出荷を実施し

ている。ハウス内に品種が混在するため、エリアごとの作業内容が異なる特徴があり、精度

の高い作業計画の立案と作業指示の適切化は必須となっている。

所在地 北海道苫小牧市 社員数 5名（生産3名、管理1名、営業1
名）

事業者 苫東ファーム株式会社 パート数 30～40名

品目
四季なりイチゴ（すずあかね）、一
季なりイチゴ（とちおとめ、紅ほっ
ぺ）

栽培開始 平成26年9月定植開始

出荷先 洋菓子メーカー等

ハウス
約2haの両屋根型連棟ハウス×2棟
（平成26年、および平成28年に各棟
を建設）

栽培方式

ロックウールと有機質培地（実証
中）での高設栽培による年1作型
の栽培
品種ごとに定植時期をずらしての
周年連続出荷

（経営概要）

（作型）
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設備管理グループ

3.1.5.1 次世代施設園芸北海道拠点(2)
3. 運用編＞3.1生産管理・労務管理＞3.1.5 次世代施設園芸拠点の事例

組織体制概要
• ハウス作業と選果作業、設備管理をグループで分担する。

• ハウス作業のグループは、固定的なエリアで収穫や管理作業を行う。各担当エリアには１
品種のみが栽培され、常に同じ品種を管理する。

• 各グループにパートリーダーを配置し、管理者からパートリーダを筆頭としたパートのグ
ループへと作業指示が伝達される。

社員

グループ１（すずあかね）

グループ２（とちおとめ）

グループ３（紅ほっぺ）

選果グループ

パート（28名）

ハ
ウ
ス
作
業

※各グループに
は、パート
リーダが配置
されている。

※パートのグ
ループへの割
り当ては、ほ
ぼ固定化して
いる。

※作業ピーク時
には派遣社員
で対応してい
る。

※人数は平成28
年12月現在の
もの。

総務担当(1名)

農
場
長
（
社
長
）

営業担当(1名)

生産担当(2名)

選果担当(1名)
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3.1.5.1 次世代施設園芸北海道拠点(3)
3. 運用編＞3.1生産管理・労務管理＞3.1.5 次世代施設園芸拠点の事例

作業管理体制概要
• 全体の作業計画は、前作の実績にもとづいて、2か月に一度策定する。

• 管理者（社員）は、全体計画にもとづき、作業指示書をパート向けに作成し、指示を出す。

• 作業進捗は、パートリーダーがグループ内で調整する。農場長・社員は全体を調整し
PDCAサイクルを回している。

作業指示書

・日別、グループ別の指示
・管理者（生産担当）が作成

圃場マップ

・ハウスの畝図に、作業箇所、作業
時間を記録。

全体作業計画

・エリア別、日別の作業内容と
人工の計画表。2か月おきに策定

作業実施
・パートリーダーはグ
ループ内での進捗を管理
・社員は全体の調整

農場長・生産担当社員 生産担当社員 パート
（各グループ）

日報

・日時、作業箇所、作業内容、作
業時間を記録。

作業順序
要員の改訂

P D

C
A
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3.1.5.1 次世代施設園芸北海道拠点(4)
3. 運用編＞3.1生産管理・労務管理＞3.1.5 次世代施設園芸拠点の事例

作業管理帳票例
• 作業項目ごとに実施する箇所（エリア、ベンチ）と日時を記入する様式になっている。

• 1日7時間労働とした場合に必要な人工数がそれぞれの作業項目で求められている。

• 時期によっては、育苗、収穫・管理、圃場準備などが同時並行となる
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3.1.5.1 次世代施設園芸北海道拠点(5)
3. 運用編＞3.1生産管理・労務管理＞3.1.5 次世代施設園芸拠点の事例

作業指示書例
• 全体計画にもとづき、日々の作業内容を各グループ等に指示する。

• 指示書の作成は管理者（社員）が行い、記号や短文で簡潔に示してある。

作業
指示
内容

○収穫作業
★すずあかね 5エリア（熟度10のみ）
★とちおとめ、紅ほっぺは収穫なし

予定
時間

8:30 ～
11:30

作業リーダー 山本一郎

人数 10名

作業
結果
報告

作業
指示
内容

○選果作業
★A社、B社、C社向け
★道の駅 20パック

予定
時間

8:30 ～
15:30

作業リーダー 鈴木花子

人数 6名

作業
結果
報告

作業
指示
内容

○圃場管理作業
A：刈り取り、B:RW補充、C:培地消毒
D:花数調整（5,6,7エリア）
E:ランナーとり（5,6,7エリア）

予定
時間

8:30 ～
11:30

作業リーダー 田中晶子

人数 12名

作業
結果
報告

A:刈1エリア 4名 8:30～16:00
B:RW補2エリア 2名 収穫後～16:30
C:3-4Mつづきから 3名 8:30～15:00
D:6名 収穫後～16:30、E:2名 10:00～15:00

作業
指示
内容

○施設・設備管理
★カーテン確認
★培養液確認

予定
時間

作業リーダー 川上五郎

人数

作業
結果
報告

各エリア カーテン確認済、培養液残量確認済

作 業 指 示2016/8/10 No.1 作成者 久保田 出勤パート数 21名
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3.1.5.1 次世代施設園芸北海道拠点(6)
3. 運用編＞3.1生産管理・労務管理＞3.1.5 次世代施設園芸拠点の事例

No. 対策 Before（対策前） After（対策後）

1
作業工程
の月間見
通し

・精度を高めた作業計画の策定の
ために、基準となる人工の把握
が必要であった。

・3年目に入り作業にも慣れ、作業工程の手順や人
工の見通しを徐々に把握できるようになって、2か
月間の作業見通しを可能になった。現在、パート
従業員（工場の管理経験者）が全体計画立案の立
案を支援している。

2
社員・
パートの
教育

・パート従業員への作業指導が必
要であったが、社員も多忙なた
め、指導体制の確立が課題で
あった。

・普及センターの支援の下、月1～2回の座学や実技
指導により、個々の技能の底上げが図られている。
定期的（年2回を予定）にペーパーベースのチェッ
クも実施している。

3 グループ
制の導入

・初心者のパート従業員も多く、
当初は作業能力の差が見られた。

・グループ制の導入により、作業の遅いパート従業
員に早い従業員がポイントなどを教えることで、
全体の作業能力を高めている。3年目に入り、班長
やパートリーダーを定め、組織体制をさらに固め
ている。

生産管理・労務管理に関する改善例

（改善概要）
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3.1.5.1 次世代施設園芸北海道拠点(7)
3. 運用編＞3.1生産管理・労務管理＞3.1.5 次世代施設園芸拠点の事例

（一社）フード特区機構提供 72



3.1.5.2 次世代施設園芸静岡県拠点（1）
3. 運用編＞3.1生産管理・労務管理＞3.1.5 次世代施設園芸拠点の事例

ハウス20棟によるトマト低段密植栽培・周年連続出荷での事例
事業者は、アメーラやルビンスのブランドで高糖度トマトの生産出荷を行う（株）サンファーマー
ズのメンバー会社である。また事業者は、すでに他所で栽培経験があるメンバー会社４社【（有）
高橋水耕、（有）ハニーポニック、（株）さいとう農園、（株）フォーリーフファーム】により共
同運営がされている。

閉鎖型苗生産システムでの計画的な育苗と低段密植栽培による周年連続出荷が行われ、２０棟を各
社が５棟ずつ受け持ち、定植や収穫時期をずらしながら栽培を行う。選果と出荷はＪＡおおいがわ
の既設の選果施設を利用している。

所在地 静岡県駿東郡小山町 社員数 ８名（共同運営４社が各２名）

事業者 （株）サンファーム富士小山 パート数 ２９名

品目 高糖度トマト（アメーラ）、
高糖度ミニトマト（ルビンズ）

栽培開始 平成２８年２月定植開始

出荷先 市場出荷
（デパート、量販店等向け）

ハウス
４.０ha
【約20aの両屋根型連棟ハウス（低コ
スト耐候性ハウス）が全20棟】

栽培方式

固形培地耕ポット栽培（点滴給
液）による年2.5作型の低段密植
栽培（３段摘心栽培）
ハウスごとに定植時期をずらして
の周年連続出荷

（経営概要）
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3.1.5.2 次世代施設園芸静岡県拠点（2）
3. 運用編＞3.1生産管理・労務管理＞3.1.5 次世代施設園芸拠点の事例

組織体制概要
● 共同運営の４社による経営。

● 協同運営会社の各社はベテラン社員１名と新規採用の社員１名からなる。

● パート従業員は（株）サンファーム富士小山で一括雇用している。

（株）サンファーム富士小山

（有）高橋水耕（２名）

（有）ハニーポニック（２名）

㈱さいとう農園 （２名）

㈱フォーリーフファーム （２名）

社員（８名）

グループ１

グループ２

グループ３

グループ４

パート（各社単位に７名の
グループを形成）

※人数は平成29年2月現在のもの。

協
同
運
営
会
社
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3.1.5.2 次世代施設園芸静岡県拠点（3）
3. 運用編＞3.1生産管理・労務管理＞3.1.5 次世代施設園芸拠点の事例

作業管理体制概要
•年間の生産計画や標準的な作業時間は、サンファーマーズグループで共有化されており、地
域の気象条件等を加味して当地での年間生産計画が策定されている。

•収穫や管理等の日常作業は、各社のグループ単位で指示と実施がされるが、作業負荷の高い
定植や片づけなどは、他社へのヘルプも行い効率的に進める体制を持つ（サンファーマーズ
グループの他の共同運営農場も同様な体制）。

各社別作業の指示

・ハウス区画と作業内容（は種、
鉢上げ、定植、収穫、芽かき、
摘果、誘引、ホルモン処理、片
付け）の指示
・他社へのヘルプ指示
・ホワイトボード等により社員
が指示

年間生産計画（全体）

・共同運営各社のハウス別の、
は種～育苗～定植～収穫～撤
去の計画

・標準的な作業時間は、グルー
プ内で蓄積されている

各社別
作業の実施

各共同運営会社 パート

他社作業
ヘルプの実

施

・各社のグループ単位
での作業

・グループを超えた
共同作業
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3.1.5.2 次世代施設園芸静岡県拠点（4）
3. 運用編＞3.1生産管理・労務管理＞3.1.5 次世代施設園芸拠点の事例

No. 対策 Before（対策前） After（対策後）

1 年間作業
の平準化

・夏季の作業量は冬季の1.5倍程
度あるが、冬季の仕事量が少な
く閑散期となるため、年間作業
の平準化をはかる必要がある。

・閑散期には就業時間の調整や、コンテナなどの洗
い物等の仕事作りで対応している。

2 社員教育
・各社に新規採用の社員が１名ず

つおり、技術力や管理能力の向
上が必要となる。

・各社のベテラン社員によるOJTを行いながら、栽
培技術を学びつつ、パート従業員とともに作業を
進める中で管理能力を身に着けている。

3 段取り
・農場内で事務所から各ハウスへ

の距離が長く、移動時間を要し
ている。

・作業遅延を起こさないよう、作業開始時間までに
作業区画に移動するよう、余裕を持った作業時間
を組んでいる。

4 各社での
勉強会

・日常作業に追われることなく、
各社がお互いに競争し、高め合
う機会を作る必要がある。

・毎週１回、４社の勉強会を行い、１社の圃場を各
社で見て、考え方や方法を確認し、各社の意見も
出しあっている。新採社員の教育にもなっている。

生産管理・労務管理に関する改善例
（改善概要）
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3.1.5.2 次世代施設園芸静岡県拠点(5)
3. 運用編＞3.1生産管理・労務管理＞3.1.5 次世代施設園芸拠点の事例

図1 施設配置

図4 定植後の状況
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3.1.5.3 次世代施設園芸富山県拠点(1)
3. 運用編＞3.1生産管理・労務管理＞3.1.5 次世代施設園芸拠点の事例

ハウス18棟によるトマト長段栽培・周年連続出荷での事例
積雪地帯での大規模施設園芸のため、大型の単棟ハウスを合計28棟（トマト用18棟、切り

花用10棟）を設置し、また周年出荷のため、各ハウスの定植時期をずらした連続栽培を行っ

ている。そのため、ハウスごとの作業内容が異なり、綿密な作業計画と適切な作業指示が必

要となっている。以下にトマト部門での事例を紹介する。。

所在地 富山県富山市 社員数 15名（トマト部門）

事業者 (株)富山環境整備 パート数 53名（トマト部門）

品目 中玉トマト（フルティカ、高糖度栽
培による）

栽培開始 平成26年12月定植開始

出荷先 量販店、ネットスーパー等

ハウス
約2.9ha（約10a～25aのハウスが全
18棟、間口20～24mの大屋根型単棟
ハウス）※切り花部門は12a×10棟

栽培方式
養液土耕栽培（アイメック方式）
による年1作型の長段栽培
ハウスごとに定植時期をずらして
の周年連続出荷

（経営概要）
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3.1.5.3 次世代施設園芸富山県拠点(2)
3. 運用編＞3.1生産管理・労務管理＞3.1.5 次世代施設園芸拠点の事例

組織体制概要（トマト部門）
• ハウス作業（収穫と管理）と選果作業をグループで分担する。

• 各グループに社員を配置し、パート従業員を都度割り当てて作業指示を行う。

• ハウス作業は各棟でグループ単位で行う（全18棟に対し作業実施は常時5棟程度）。

農場長

管理者

グループ１（２名）

グループ２ （２名）

グループ３ （２名）

グループ４ （２名）

グループ５ （２名）

選果グループ

社員（15名）

グループ１

グループ２

グループ３

グループ４

グループ５

選果グループ

パート（53名）

ハ
ウ
ス
作
業

※社員とパート
のグループの
割り当ては、
固定化してい
ない。

※人数は平成28
年8月現在の
もの。

社員（シフト調整）
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3.1.5.3 次世代施設園芸富山県拠点(3)
3. 運用編＞3.1生産管理・労務管理＞3.1.5 次世代施設園芸拠点の事例

作業管理体制概要（トマト部門）
• 全体の作業計画は、標準作業時間に季節要因等を加味しながら、月間作業計画表で決定される。

• 各グループの社員は、月間作業計画表にもとづき、作業指示書をパート向けに作成し、指示や指
導を行う。

• 作業進捗状況は、パート→社員（各グループ）→週間会議（全社員）で共有され、計画の策定や
見直しに反映され、PDCAサイクルが行われている。

作業指示書(グループ)

・ハウス別、日別の指示
・グループごとに社員が作成

作業マップ(ハウス)
・ハウスの畝図に作業者名、

作業箇所、作業時間を記録。

月間作業計画表（全体）

・ハウス別、日別の作業内容と
人工の計画表

作業実施
・社員も実施

農場長・管理者 社員（各グループ） パート
（各グループ）

作業日誌（個人）
・個人別に、日時、ハウス、

作業内容、作業時間を記録。

作業集計表（グループ）
・作業進捗状況の集計
・個人別作業時間の集計等

週間会議
（全社員）
・作業進捗確認
・作業計画見直

作業計画表（グループ）
・グループの作業能力や進捗をもと

に、週間の作業計画を作成（月間
作業計画表に反映）。

標準作業時間
の算定、修正

P D

CA
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3.1.5.3 次世代施設園芸富山県拠点(4)
3. 運用編＞3.1生産管理・労務管理＞3.1.5 次世代施設園芸拠点の事例

作業管理帳票例（トマト部門：月間作業計画）
• 各ハウスで実施予定の作業内容をあらかじめ見通し、作業内容を割り当てる。作業を実施

するハウスは、常時5棟程度。

• 主な作業内容は、撤去～定植、誘引、下葉かきである。

• 上記作業に必要な人工数と、これとは別に収穫と選果作業の人工数を見積もる。
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3.1.5.3 次世代施設園芸富山県拠点(5)
3. 運用編＞3.1生産管理・労務管理＞3.1.5 次世代施設園芸拠点の事例

作業指示書例（トマト部門）
• 月間作業計画表にもとづき、各グループで、その時期に必要な作業内容を指示する。

• 指示書の作成は、社員の勉強も兼ねグループ単位で行い、標準化はしていない。

• 指示書の様式も自由で、文書のみのもの、図式化されたものなどがある。
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3.1.5.3 次世代施設園芸富山県拠点(6)
3. 運用編＞3.1生産管理・労務管理＞3.1.5 次世代施設園芸拠点の事例

No. 対策 Before（対策前） After（対策後）

1
作業工程
の月間見
通し

・当初は栽培経験が少ないことか
ら短期の作業見通ししか無かっ
たため、作業遅れにつながるこ
とがあった。

・2巡目に入り、作業工程の手順や作業負荷を把握
したことで、ひと月程度の作業見通しが立てられ、
月間作業計画により作業を適宜実施している。

2 社員教育 ・新規採用の社員も多く、経験不
足が見られた。

・経験のある社員とのペアによりグループを組み、
同じハウスの管理を担当することで経験を積み、
パートの指導や作業計画の策定にもいかしている。

3 ５Sの導入
・ハウスが分散し、機材等は各ハ

ウスに置かれ、統一的な管理が
難しかった。

・資材や機材の置き場所を、床面等に表示を行い、
定位置への整理整頓を進め、作業時間の短縮にも
つながっている。

生産管理・労務管理に関する改善例

（改善概要）
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3.1.5.3 次世代施設園芸富山県拠点(7)
3. 運用編＞3.1生産管理・労務管理＞3.1.5 次世代施設園芸拠点の事例
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3.1.5.4 次世代施設園芸愛知県拠点(1)
3. 運用編＞3.1生産管理・労務管理＞3.1.5 次世代施設園芸拠点の事例

ミニトマト長段栽培・周年連続出荷での事例
３区画の栽培区（ＡＢ区 各1.4ha、Ｃ区0.7ha）を設置し、栽培時期をずらしてミニトマト

の周年栽培、周年出荷を実施する。

各区画に栽培責任者（社員）を配置し、区画ごとにパート従業員の管理を行う。

所在地 愛知県豊橋市 社員数 ４名

事業者 イノチオみらい㈱ パート数 45名（B区 H28.11末時点）

品目 ミニトマト
栽培開始 平成28年9月上旬定植開始

出荷先 イノチオつなぐ㈱

ハウス
約3.6ha

24連棟･間口9m×133m（A･B区
画）

12連棟･間口9m×64m（C区画）
栽培方式

養液栽培（ロックウール）による
年1作型の長段栽培
区画ごとに定植時期をずらしての
周年連続出荷

（経営概要）
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3.1.5.4 次世代施設園芸愛知県拠点(2)
3. 運用編＞3.1生産管理・労務管理＞3.1.5 次世代施設園芸拠点の事例

組織体制概要
• ハウス作業（収穫、誘引など）と選果作業をグループで分担する。

• 各区画に管理者（社員）を配置し、パート従業員を都度割り当てて作業指示を行う。

代表取締役

Ｂ区管理者

管理者（選果担当）

社員（５名）

グループ３（選果作業）

A区管理者

栽
培

農場長

Ｃ区管理者

作業（パート）

グループ１（高所作業）
グループ２（低所作業）

グループ１（高所作業）
グループ２（低所作業）

グループ１（高所作業）
グループ２（低所作業）

選
果
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3.1.5.4 次世代施設園芸愛知県拠点(3)
3. 運用編＞3.1生産管理・労務管理＞3.1.5 次世代施設園芸拠点の事例

作業管理体制概要
• 全体の作業計画は、パート出勤予定および作業効率から週毎に「作業予実管理表」にて決定される。

• 社員は、週間作業計画にもとづき、パートの配置を行う。

• 作業記録から作業実績表を作成し、毎日「作業予実管理表」に入力することで作業の進捗を把握する。

• 予実差から翌日の作業計画・人員配置を見直す。見直しミーティング（PDCAミーティング）は農場長を中心
とした全管理者で構成され、毎日夕方実施する。

※ ミーティング構成員
農場長

＋労務管理者
＋栽培管理者
＋選果管理者

出勤予定表
・全パートの翌月シフト表

P

CA

作業予実管理表

・各温室、各作業の作業計画表
・各温室、各作業の作業実績表

（週毎）
作業効率表

・全パートの前週における各作業の作業
効率一覧表（速度・適正度）

作業実績表

・各温室、各作業の作
業記録（紙ベース、
パートが記入）

D
毎週入力 毎日入力

進捗と予実確認翌日の計画変更

社員ミーティング※

進捗確認・計画見直
（毎日夕方）
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3.1.5.4 次世代施設園芸愛知県拠点(4)
3. 運用編＞3.1生産管理・労務管理＞3.1.5 次世代施設園芸拠点の事例

作業管理帳票例
• 作業項目ごとに、パート氏名、作業効率（前週の作業速度データ）、出勤時間を入力すると、

予定作業列数が表示されるExcelフォーマットになっている。

• 実際の作業列数を入力すると、当日の作業進捗率（予定に対する達成率）が自動計算される。

• 累積進捗率が100%になるように、予実差から翌日の人員配置・人工を決める。

作業名 氏名
作業効率
（前週）

月 火 水

予定出
勤時間

予定作
業列数

実績作
業列数

予定出
勤時間

予定作
業列数

実績作
業列数

予定出
勤時間

予定作
業列数

実績作
業列数

収穫 ○川○子 80分/列 6h 4.5列 4列 6h 4.5列 5列 6h 4.5列 4列

○田○美 65分/列 4h 3.7列 4列 4h 3.7列 4.2列 4h 3.7列 7列

○野○恵 75分/列 8h 6.4列 7列 8h 6.4列 7列

○原○子 35分/列 8h 13.7列 10列 8h 13.7列 14.8列

○山○代 50分/列 5h 6列 6列 5h 6列 8列

○村○子 40分/列 7h 10.5列 9列 7h 10.5列 10列

平均 58分/列
当日達成率 77% 当日達成率 108% 当日達成率 113%

累積進捗率 27% 累積進捗率 49% 累積進捗率 100%
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3.1.5.4 次世代施設園芸愛知県拠点(5)
3. 運用編＞3.1生産管理・労務管理＞3.1.5 次世代施設園芸拠点の事例

作業指示書例
• 全体計画にもとづき、日々の作業内容を各グループ等に指示する。

• 指示書の作成は管理者（社員）が行い、ホワイトボードに簡潔に示してある。

作
業
指
示
内
容

○収穫作業

★「赤」
B-①区画1列目
⇒30列目

★収穫色基準
「通常」

★収穫終了後
は葉かき作業

○誘引作業

目
標
時
間

35分/列

作
業
者

○川○子
○田○美
○野○恵
○原○子
○山○代
○村○子

作 業 指 示2016/12/22（木）

作業名 作業進捗

誘引

葉かき

収穫

予定

実績
月 火 水 木 金

月 火 水

予定

月 火 水 木 金

月

実績

火 水

曜
日

収穫 誘引 葉かき

月 ○ ○ ○

火 ○ ○

水 ○ ○ ○

木 ○

金 ○ ○

土 ○

日
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3.1.5.4 次世代施設園芸愛知県拠点(6)
3. 運用編＞3.1生産管理・労務管理＞3.1.5 次世代施設園芸拠点の事例

No. 対策 Before（対策前） After（対策後）

1
作業人員
不足と作
業遅延

・パートを募集していたが、作業
必要人数に対して、パート人数
が不足していた。

・局所的に協力会社からの作業応援、派遣、アルバ
イト等により人員を確保し、作業遅延を解消させ
た。

2
社員・
パートの
教育

・数名の栽培管理者が分担して
パートの作業指導に当たってい
た。

・栽培管理者⇒研修社員⇒パート、という作業の指
示系統を確立した。パートへの作業指導・教育が
できるように研修社員を養成した。

3 作業内容
の均一化

・栽培管理者間で作業のやり方や
パートへの指導方法が異なって
いた。

・毎日夕方の労務管理ミーティングだけでなく、作
業内容・指示内容の統一のため、こまめにミー
ティングを実施し情報共有を徹底させた。

生産管理・労務管理に関する改善例

（改善概要）
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3.1.5.4 次世代施設園芸愛知県拠点(7)
3. 運用編＞3.1生産管理・労務管理＞3.1.5 次世代施設園芸拠点の事例
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3.1.5.5 次世代施設園芸兵庫県拠点(1)
3. 運用編＞3.1生産管理・労務管理＞3.1.5 次世代施設園芸拠点の事例

3.6haフェンロー型ハウス・トマト長段栽培・周年連続出荷での事例
3.6haの大規模フェンロー型ハウスにて、大玉トマト1.8ha・ミニトマト1.8haの生産を行う。作型

は、8月に定植し、10月～翌年7月まで収穫を行う越冬長栽培を採用している。繁忙期には100名を

超えるパート従業員を抱えるため、綿密な作業計画と適切な作業指示が必要となっている。以下に

事例を紹介する。

所在地 兵庫県加西市 社員数 11名（出向社員2名含む）
（管理6人、栽培5人）

事業者 （株）兵庫ネクストファーム パート数 116名

品目 大玉トマト（ハウス桃太郎）
ミニトマト（スプラッシュ）

栽培開始 平成27年8月定植

出荷先 量販店等

ハウス 約4.0ha（1.8ha 大玉トマト、1.8ha 
ミニトマト、0.4ha 作業棟） 栽培方式 RW栽培による年1作型の越冬長段

栽培

（経営概要） 平成28年８月現在

（作型）
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3.1.5.5 次世代施設園芸兵庫県拠点(2)
3. 運用編＞3.1生産管理・労務管理＞3.1.5 次世代施設園芸拠点の事例

組織体制概要
• ハウス作業（高所）、ハウス作業（低所）、選果に大きく分かれる。

• 毎週末の打合せで翌週の方針を決定。労務担当社員が朝礼で全体へ作業指示。通常業務内で
は、栽培・選果場担当社員または社員アシスタントが作業の取りまとめ・みずすましを行う。

グロワー

クロップマネージャー

選果場担当社員

社員（5-6名）

高所班

低所班

選果班

パート（116名）

ハ
ウ
ス
作
業

※各ハウス・選果
場には社員アシ
スタントが配置
されている。

※パートのメイン
の仕事割り当て
はほぼ固定して
いる。

※閑散期（収穫期
間外）は選果班
は休みとなる。

※人数は平成28年
8月現在のもの。

労務担当社員

社員アシスタント

社員アシスタント

栽培担当社員

(注) みずすまし：製造工場における部品供給係のことで、置場と作業工程を回ることで、水すましに例えられる。 93



3.1.5.5 次世代施設園芸兵庫県拠点(3)
3. 運用編＞3.1生産管理・労務管理＞3.1.5 次世代施設園芸拠点の事例

作業管理体制概要
• 全体の作業計画は、標準作業時間に季節要因等を加味しながら、週単位で決定される。

• 労務担当の社員は、週間作業計画にもとづき、作業指示書をパート向けに作成し、指示や指導を
行う。

• 作業進捗状況は、パート→社員（労務担当）→週間会議（全社員）で共有され、計画の策定や見
直に反映され、PDCAサイクルが行われている。

作業指示(グループ)

・ハウス別、グループ別の指示
・選果班は選果担当が作成

作業マップ(ハウス)
・ハウスの畝図に作業者名、

作業箇所を記録。

全体把握
必要作業項目の指示

作業実施
・社員は作業
に入らない。

クロップマネージャー 社員（労務担当） パート
（各グループ）

作業日誌（個人）
・個人別に日時、作業内容、

作業量、作業時間を記録。

作業集計表（グループ）
・作業進捗状況の集計
・個人別作業時間の集計等

週間会議
（全社員）
・作業進捗確認
・作業計画見直

作業計画表（グループ）
・グループの作業能力や進捗をもと

に、週間の作業計画を作成。

標準作業時間
の算定、修正

P D

CA
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3.1.5.5 次世代施設園芸兵庫県拠点(4)
3. 運用編＞3.1生産管理・労務管理＞3.1.5 次世代施設園芸拠点の事例

作業管理帳票例
• 各ハウスで実施予定の作業内容をあらかじめ見通し、作業内容を割り当てる。基本的に一

週間で一通りすべての管理作業に入る。

• 主な管理作業は、おろしずらし、誘引、摘花、上位葉摘葉、摘葉である。

• 上記作業に必要な人工数と、これとは別に収穫と選果作業の人工数を見積もる。

作
業
区
分
別
の
時
間
集
計

標準作業時間

作
業
区
分
ご
と
の
管
理
作
業

曜日ごとの作業内容の割り当て・人工見積もり
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3.1.5.5 次世代施設園芸兵庫県拠点(5)
3. 運用編＞3.1生産管理・労務管理＞3.1.5 次世代施設園芸拠点の事例

作業指示例
• 週間作業計画表にもとづき、朝礼にてその日に必要な作業内容を指示する。

• ほとんどの作業はルーティーン化しており、作業手順書通りに作業を行う。

• イレギュラーな指示や注意が必要な場合は、朝礼にて説明を行う。
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3.1.5.5 次世代施設園芸兵庫県拠点(6)
3. 運用編＞3.1生産管理・労務管理＞3.1.5 次世代施設園芸拠点の事例

No. 対策 Before（対策前） After（対策後）

1 社員アシ
スタント

・社員が作業指示からみずすまし
まですべて行うことで、ハウス
から離れられない状況であった。

・社員アシスタントがそれらをこなすことによって、
社員がより有効な時間の使い方をできるように
なった。

2 JIT推進委
員会

・全体的にまとまりがなく、細か
なミスがすぐに起こりうる状況
であった。

・掲示物によるわかりやすいルール決めや、在庫置
き場の整理により、業務の無駄やミス、またそれ
らのリスクが減った。また、社全体の意識が高く
なった。

3 労務の統
一

・ミニ、大玉、選果で労務の組み
方がバラバラで非効率だった。

・労務責任者が全体を見ることで、業務がスリム化
し、スムーズに作業が回るようになった。

生産管理・労務管理に関する改善例
（改善概要）

(注)
・みずすまし：製造工場における部品供給係のことで、置場と作業工程を回ることで、水すましに例えられる。
・JIT：Just in time
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3.1.5.5 次世代施設園芸兵庫県拠点(7)
3. 運用編＞3.1生産管理・労務管理＞3.1.5 次世代施設園芸拠点の事例
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3.1.5.6 次世代施設園芸宮崎県拠点 (1)
3. 運用編＞3.1生産管理・労務管理＞3.1.5 次世代施設園芸拠点の事例

低コスト耐候性ハウスによるピーマン、キュウリ生産での事例
宮崎県という温暖な地域において、低コスト耐候性（丸屋根連棟）ハウス群（約50a×7棟、約

30a×2棟）を利用して、ピーマンとキュウリを生産している。定植日および品目の異なる作物を複

数のハウスを利用して栽培するために、それぞれのハウスで作業が異なる。とくに、キュウリは、

生育スピードが速いことから、精度の高い作業計画および適切な作業指示が肝要となっている。

所在地 宮崎県国富町 社員数 5名

事業者 ジェイエイファームみやざき中央 パート数 36名（年間雇用者、派遣、実習生
を含む）

品目 ピーマンおよびキュウリ
栽培開始 平成27年1月定植開始

出荷先 ピーマン：共選、キュウリ：契約

ハウス 約4.1ha（低コスト耐候性（丸屋根連
棟）ハウス群） 栽培方式

ピーマン：土耕での年1作型栽培
キュウリ：土耕での年2作型栽培
(摘心栽培)

（経営概要）
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3.1.5.6 次世代施設園芸宮崎県拠点 (2)
3. 運用編＞3.1生産管理・労務管理＞3.1.5 次世代施設園芸拠点の事例

組織体制概要
• 班長から年間雇用者を筆頭としたパートのグループへと作業指示が伝達される。

• 班長は2～3棟のハウス作業に対して責任をもつ。

• 各グループにグループリーダーとして年間雇用者を配置している。また、1棟のハウス作
業をチェックする役割も担っている。

農場長

班長（ピーマン）

社員（5名）

グループ1

パート（36名）

※各グループに
は、1～2名の
年間雇用者
（グループ
リーダー）が
配置されてい
る。

※パートのグ
ループへの割
り当ては、固
定化している。

※人数は平成28
年10月現在の
もの。

班長（ピーマン）
グループ2

班長（ピーマン）
グループ3

班長（キュウリ）
グループ4

年
雇

年
雇

年
雇

年
雇
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3.1.5.6 次世代施設園芸宮崎県拠点(3)
3. 運用編＞3.1生産管理・労務管理＞3.1.5 次世代施設園芸拠点の事例

作業管理体制概要
• 全体作業計画は、前作の実績にもとづいて策定。週間計画は、班長が作成。

• 班長は、所長の指示にもとづき、ホワイトボードで作業指示を出す。

• 作業進捗は、班長が調整。所長は全体を調整し、PDCAサイクルを回している。

作業指示
（ホワイトボード）

・日別、グループ別の指示
・班長が作成

圃場マップ

・ハウスの畝図に、作業箇所、作業
時間、収穫数を記録。

作業計画

・エリア別、日別の作業内容と
人工の計画表。

作業実施
・年間雇用者は、グルー
プ内の作業状況を確認。
班長により、最終チェッ
ク

所長・班長 班長 パート
（各グループ）

業務日誌

・日時、作業箇所、作業内容、作
業時間を記録。

作業順序
要員の改訂

P D

C
A
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3.1.5.6 次世代施設園芸宮崎県拠点 (4)
3. 運用編＞3.1生産管理・労務管理＞3.1.5 次世代施設園芸拠点の事例

作業計画表例
• 各ハウスごとに作業の計画と実績が記してある。

• 必要な人工数がそれぞれの作業項目で記載されている。

• 9棟のハウスで異なる作業が同時並行的に実施される。
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3.1.5.6  次世代施設園芸宮崎県拠点 (5)
3. 運用編＞3.1生産管理・労務管理＞3.1.5 次世代施設園芸拠点の事例

業務日誌例
• 作業内容と収量、病害虫などの情報を報告するフォーマットになっている。

• 業務日誌は、班長が毎日作成する。

• 機器の稼働状態をチェックする項目も設けている。
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3.1.5.6 次世代施設園芸宮崎県拠点 (6)
3. 運用編＞3.1生産管理・労務管理＞3.1.5 次世代施設園芸拠点の事例

No. 対策 Before（対策前） After（対策後）

1
グループ
リーダの
割り当て

・班長からの指示が現場のパート
従業員にうまく伝わらない場合
があった。また、指示とは異な
る作業が実施されてしまう場合
があった。

・グループリーダとして年間雇用者を割り当てるこ
とにより、班長の指示をわかりやすく解説する役
割を担える者が現場にいるようになった。このこ
とで、現場のパート従業員に的確に伝わるように
なった。また、進捗の遅れへの早期対処も可能に
なった。

2
グループ
体制の導
入

・当初よりグループ体制の導入を
試みていたものの、日によって
作業ハウスが異なるなど、明確
になっていなかった。

・グループ制の導入により、作業する現場がほぼ固
定されるようになった。その結果、現場のパート
従業員に責任感が芽生えた。

3 作業の安
定化

・パート従業員の技能のばらつき
により、作業にムラが生じてい
た。

・講習会の実施により、パート従業員の技能は向上
してきた。また、作業の質も安定してきた。

生産管理・労務管理に関する改善例

（改善概要）
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3.1.5.6 次世代施設園芸宮崎県拠点(7)
3. 運用編＞3.1生産管理・労務管理＞3.1.5 次世代施設園芸拠点の事例
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3.2 エネルギー管理

生産性の向上や、エネルギーの効率的な利用のため、以下

の事項について検討する。

3.2.1 暖房目標温度に対する制御状況

3.2.2 暖房温度ムラ対策

3.2.3 エネルギー利用効率の向上対策（温湯暖房）

3.2.4 複数熱源利用時の効率向上対策

3. 運用編
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3.2.1 暖房目標温度に対する制御状況
3. 運用編＞3.2エネルギー管理

大規模施設での暖房目標温度に対し、実際の制御結果が目

標通りに行われているかを確認する。暖房機器の能力が十分

であるかの確認となる。目標通り行われていない場合は、機

器や配管、送風等の調整が必要なことがある。

（例）
温度グラフ（ピーク時）

（制御目標温度と温度推移）

※厳寒期のピーク時など

温度グラフ（平均値）

（制御目標温度と温度推移）

※ある期間の時間別平均値

※参考資料

最大暖房負荷、安全率、限界外気
温、暖房機器能力等の設計条件、

配管送風図面等

107



3.2.2 暖房温度ムラ対策（1）
3. 運用編＞3.2エネルギー管理

大規模施設での広い栽培面積に対し、温度ムラの発生を抑制する必要が

ある。温風暖房と温湯暖房では対策に違いがあるが、いずれも温度分布

（１０箇所～数１０箇所以上の測定）を確認し、各種の調整作業によりム

ラを抑制する。

（例）
多点温度グラフ（ピーク時）

（制御目標温度と温度推移）

※厳寒期のピーク時など
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3.2.2 暖房温度ムラ対策（2） 温風暖房
3. 運用編＞3.2エネルギー管理

大規模施設での温風暖房で温度ムラが発生した場合、以下の対策が必要と
なる。

・温風ダクト配置の見直し（本数、長さ等）
・温風ダクト穴の見直し（数、大きさ等）
・循環扇の個数、配置、方向の見直し
・隙間対策（カーテン裾、入口等の隙間の目視確認と対策）

（例）
多点温度グラフ

（制御目標温度と温度推移）

※対策前

多点温度グラフ

（制御目標温度と温度推移）

※対策後
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3.2.2 暖房温度ムラ対策（3） 温湯暖房
3. 運用編＞3.2エネルギー管理

大規模施設での温湯暖房で温度ムラが発生した場合、以下の対策が必要
となる。

・周囲積み上げ配管と畝間配管の各系統の流量調節
・畝間配管の支線系統の流量調節
・隙間対策（カーテン裾、入口等の隙間）

（例）

多点温度グラフ

（制御目標温度と温度推移）

※対策前

多点温度グラフ

（制御目標温度と温度推移）

※対策後
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3.2.3 エネルギー効率の向上対策（温湯暖房）
3. 運用編＞3.2エネルギー管理

大規模施設での温湯暖房におけるエネルギー利用効率の向上とコスト削減
のために、以下の検討が必要となる。

・燃料使用量の把握（計測値、伝票による購入量等）
・期間暖房負荷の把握（内外温度差からの算定、温湯暖房での往還水温差

と流量による算定）
・エネルギー利用効率の算定（暖房負荷/燃料使用量分のエネルギー）

エネルギー利用効率の向上には、以下の事項について個別の検討が必要と
なる。

・熱交換器での熱損失、途中配管経路での熱損失
・貯熱タンクの貯熱容量、冷却装置からの廃熱量
・期間暖房エネルギーの概算把握（消費量/内外温度差/㎡等）
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3.3 各種データ管理

次世代施設園芸拠点等の大規模施設園芸では、各種センサーによる計測

データ、作業記録データ、選果機からの果実データ、生育調査による植物

計測データ、出荷データ等が日々大量に取得され、特に10~20数棟に及ぶ

多棟管理においては、膨大なデータとなる。これら異なる分野のデータを

時系列で統合し、また管理指標となるよう整理することが、高度環境制御

による生産性向上には必要であり、これらの手法や事例を示す。

3. 運用編

環境計測
データ

• 屋外気象
• 屋内気象
• 培地・培養液

作業記録
データ

• 作業実績
• 作業速度
• 作業品質 etc.

生育調査
データ

• 茎径
• 茎伸長
• 着果数 etc.

収穫・選果
出荷データ

• 収量
• 果実重
• 糖度 etc.

大規模施設園芸で取得される各種データ
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3.3.1 計測データの種類(1)
計測されるデータは、センサーから取得される環境データの他、機械動

作の記録、資源使用量の記録等も含まれる。

3. 運用編＞3.3 各種データ管理

No. データ項目 単位 No. データ項目 単位
（屋外気象） 9 CO2濃度 ppm

1 気温 ℃ 10 植物体温度 ℃

2 日射量 W/㎡ 11 光合成有効放射(PAR) μmol/㎡
/s

3 室外積算日射量 MJ/㎡
4 風速 m/s
5 風向

（屋内気象）
6 気温 ℃
7 相対湿度 %
8 飽差 g/㎥

（１）気象データ
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3.3.1 計測データの種類(2)
3. 運用編＞3.3 各種データ管理

No. データ項目 単位 No. データ項目 単位
（潅水データ） 10 排液率 %

1 給液回数 回 （培地データ）
2 給液量 ml/株 11 培地内EC ｄS/m
3 積算日射量当たり給液量 ml/J 12 培地内pH
4 給液EC（設定値） dS/m 13 水分率 %
5 給液EC dS/m 14 培地温度 ℃
6 給液pH 15 培地重量（水分量） g
7 排液EC dS/m
8 排液pH
9 排液量 ml/株

（2）培地・培養液データ
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3.3.1 計測データの種類(3)
3. 運用編＞3.3 各種データ管理

No. データ項目 単位 No. データ項目 単位
（収穫作業） 9 生育調査時間 秒/株

1 収穫時間 秒/株 10 防除時間 秒/株
2 収穫量（コンテナ数） 個 11 清掃時間 秒/株

（選果作業） （その他）

3 選果時間（コンテナ当た
り） 秒/個 12 段取り時間 秒/株

4 （管理作業） 13 片づけ時間 秒/株

5 誘引時間（含クリップ脱
着） 秒/株

6 わき芽とり・摘果時間 秒/株
7 葉かき時間 秒/株
8 果房支持器具脱着時間 秒/株

（3）作業データ
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3.3.1 計測データの種類(4)
3. 運用編＞3.3 各種データ管理

No. データ項目 単位 No. データ項目 単位
（トマト） （パプリカ）

1 茎伸長量 mm 10 茎伸長量 mm
2 茎径 mm 11 茎径 mm
3 生長点～開花花房間距離 mm 12 生長点～開花ノード距離 mm
4 開花段数 段 13 開花段数 段
5 収穫段数 段 14 収穫段数 段
6 新規着果数 個 15 新規着果数 個
7 収穫果数 個 16 収穫果数 個
8 葉長 mm 17 開花数 個
9 葉幅 mm 18 葉長 mm

19 葉幅 mm

（4）生育調査データ
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3.3.1 計測データの種類(5)
3. 運用編＞3.3 各種データ管理

No. データ項目 単位 No. データ項目 単位
（トマト：低段密植栽培） 11 開花日（3段花房）

1 草丈 mm 12 花蕾数（3段花房）
2 葉数 枚
3 葉長 mm
4 花梗長 mm
5 茎径 mm
6 生長点～開花花房間 mm
7 開花日（1段花房）
8 花蕾数（1段花房）
9 開花日（2段花房）

10 花蕾数（2段花房）

（4）生育調査データ
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3.3.1 計測データの種類(6)
3. 運用編＞3.3 各種データ管理

No. データ項目 単位 No. データ項目 単位
1 総収量（A品） kg 11 平均糖度
2 総収量（B品） kg
3 総収量（C品） kg
4 総収量（D品） kg
5 総収量（その他） kg
6 総収量（合計） Kg/㎡
7 総収量（累計） Kg/㎡
8 可販果収量（合計） Kg/㎡
9 可販果収量（累計） Kg/㎡

10 平均果重 g

（5）収穫・選果出荷データ
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3.3.2 生育指標(1)
トマトの週間生育調査データをもとに、生育バランスを調整することを

目的に生育バランスのチャートを作成し、目標範囲にバランスを取るよう
指標とする。次ページに指標例も示す。

3. 運用編＞3.3 各種データ管理

※参考文献：｢大玉トマト50t採りにおける栽培標準化の取組｣(2016)、有賀美緒、施設と園芸 2016年秋号、日本施設園芸協会
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3.3.2 生育指標(2)

生育バランスを示す具体的な指標例。

3. 運用編＞3.3 各種データ管理

※参考文献：｢大玉トマト50t採りにおける栽培標準化の取組｣(2016)、有賀美緒、施設と園芸 2016年秋号、日本施設園芸協会
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3.3.3 データの整理統合
各種データを週単位で整理し、栽培や環境管理の改善のための検討材料とする。

3. 運用編＞3.3 各種データ管理
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3.3.4 PDCAサイクルの実施
3. 運用編＞3.3 各種データ管理

予め設定した管理方法（P）通りに管理実施（D）しながら、環境・生育・収量を計

測・評価する（C）ことで、当初設定した管理方法を調整・最適化（A）するというPDCA
サイクルを1週間単位で実施し、このサイクル回し、管理を最適化する。

※参考文献：｢大玉トマト50t採りにおける栽培標準化の取組｣(2016)、有賀美緒、施設と園芸 2016年秋号、日本施設園芸協会
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4. 標準化編

高い生産レベルを低コストで実現するよう、大規模な施設設備に

標準的に要求される仕様として、本編では次世代施設園芸拠点に多

いトマト長段栽培（ハイワイヤー栽培）における施設設備を例とし

てまとめている。また大規模施設の運営管理方法を標準化するため

の評価項目を示す。
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4.1 施設設備の標準化
4. 標準化編

大規模施設園芸でのモデルとなる標準的な施設設備の検討材料として、

トマトハイワイヤー栽培用施設（次世代施設園芸の宮城県、愛知県、兵庫

県、高知県の各拠点）を対象にハウスや設備の仕様を例示し一覧化する。
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4.1.1 次世代施設園芸拠点の設計仕様例 (トマトハイワイヤー栽培 1)

4.資料編>4.1 施設設備の標準化

No. 項目 宮城 愛知 兵庫 高知

1 市町村名 石巻市 豊橋市 加西市 四万十町

2
設置場所 橋浦地区 豊川浄化セン

ター隣地

鶉野町（自衛
隊鶉野飛行場
隣地）、野条
町

本堂（県立農
業担い手育成
センター隣
地）

3 緯度 度 38.561 34.785 34.877 33.226

4 経度 度 141.424 137.320 134.860 133.190

5 標高 m 56 230

（１）地理的条件
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4.資料編>4.1 施設設備の標準化

No. 項目 宮城 愛知 兵庫 高知
（観測ポイン

ト） 石巻気象台 豊橋ｱﾒﾀﾞｽ 福崎ｱﾒﾀﾞｽ 窪川ｱﾒﾀﾞｽ

1 年間降水量 mm 1066.9 1675.0 3089.2

2 年平均気温 ℃ 11.6 15.9 14.8 14.8
3 年平均日射量 MJ/㎡ 12.3 13.6 12.2 13.2

4 １月最高気温 ℃ 4.5 9.2 8.6 10.3

5 １月平均気温 ℃ 0.7 5.4 3.3 3.9

6 １月最低気温 ℃ -2.6 1.6 -1.0 -1.5

7 １月平均日射量 MJ/㎡ 7.4 9.2 7.7 8.6

8 ８月最高気温 ℃ 26.8 30.7 32.7 30.8

9 ８月平均気温 ℃ 23.5 26.9 27.0 25.7

10 ８月最低気温 ℃ 21.0 23.7 22.9 21.9

11 ８月平均日射量 MJ/㎡ 15.7 18.6 16.7 17.1

12 年日照時間 h 1939.1 2179.0 1851.0 1817.9

（2）最寄り気象観測値

4.1.1 次世代施設園芸拠点の設計仕様例 (トマトハイワイヤー栽培 2)
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4.資料編>4.1 施設設備の標準化

No. 項目 宮城 愛知 兵庫 高知

1 品目１ 大玉トマト ミニトマト 大玉トマト 大玉・中玉・
ミニトマト

2 栽培方式 養液栽培（コ
コ、循環）

養液栽培
（RW、循環、
UV併用オゾ
ン殺菌）

養液栽培
（RW、循
環）

養液栽培（コ
コ、循環）

3 栽培面積 ha 1.1
3.56(1.4＋1.4
＋0.7の3区
画)

1.78 4.3

4 作型
長期１作（8
月定植～7月
定植）

それぞれ長期
一作

長期１作
（8月定植
～7月収
穫）

長期1作（7～8
月定植～7月収
穫）×3ハウス

5 栽植本数 株/㎡ 2.2 3.1～2.1 2.5 2.5

6 品種 富丸ムーチョ CF千果、ｵﾚﾝ
ｼﾞ千果 桃太郎系 冨丸ムーチョ

他
7 計画収量 t 370 726 623 1,651

8 計画単収 t/10a 33.6 21 35 38.4

（3）生産計画

4.1.1 次世代施設園芸拠点の設計仕様例 (トマトハイワイヤー栽培 3)

127



4.資料編>4.1 施設設備の標準化

No. 項目 宮城 愛知 兵庫 高知

1 品目2 ミニトマト

2 栽培方式
養液栽培
（RW、循
環、UV殺菌）

3 栽培面積 ha 1.78
4 作型 長期１作

5 栽植本数 株/㎡ 2.5

6 品種 スプラッ
シュ

7 計画収量 t
8 計画単収 t/10a

4.1.1 次世代施設園芸拠点の設計仕様例 (トマトハイワイヤー栽培 4)
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4.資料編>4.1 施設設備の標準化

No. 項目 宮城 愛知 兵庫 高知

1 原水 雨水 雑用水 地下水、雨水、
上水 地下水、雨水

2 水質改善 濾過フィル
ター （除鉄装置導入）

3 原水タンク容量 t 100×1台 99×5台 177×2台 160×3台

4 雨水利用有無 有り 無し 有り 無し

5 雨水タンク容量 ｍ3 7,200（土
堤式） 252

6 培養液排水方法 循環（地下浸
透）

循環（下水処
理）

循環（下水
道） 循環

7 受電設備 kW 450 700 400

（4）インフラ

4.1.1 次世代施設園芸拠点の設計仕様例 (トマトハイワイヤー栽培 5)
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4.資料編>4.1 施設設備の標準化

No. 項目 宮城 愛知 兵庫 高知

1 ハウス形状 フェンロー型
（２屋根）

フェンロー型
（２屋根）

フェンロー
型（２屋
根）

フェンロー型
（２屋根）

2 ハウス面積 ha 1.1 3.56 3.57 4.34

3 軒高 m 5.5 5.0 6.0 6.O

4 間口 m 8 9 8 8

5 耐風速設計 m/s 45 50 39 50

6 耐雪設計 40kg/m2 20cm 9cm 25(kg/m2)

7 連棟数、奥行き(ハウス
面積)、ハウス棟数

・15連棟
×92m(11,04
0㎡)×1棟

※他にパプリ
カハウスが
13,056㎡

・24連棟
×133m(28,7
28㎡)×1棟
(区画A、B)
・12連棟
×64m(6,912
㎡)×1棟(区
画C)

・18連棟
×124m
（17,856
㎡）×2棟

・22連棟×88m
(15,488㎡)×1棟
・22連棟×80m
(14,080㎡)×1棟
・24連棟×72m
(13,824㎡)×1棟

4.1.1 次世代施設園芸拠点の設計仕様例 (トマトハイワイヤー栽培 6)

（5）ハウス
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4.資料編>4.1 施設設備の標準化

No. 項目 宮城 愛知 兵庫

8 外張 強化ガラス(散乱
光型、4mm)

フッ素フィルム
（散乱光型、
80μ）

フッ素フィルム
（散乱光型、
80μ）

フッ素フィルム
（散乱光型）

9 カーテン 2層(遮光兼保温
1層、保温1層）

2層(遮光兼保温
1層、保温1層）

2層(遮光兼保温1
層、保温1層）

2層(遮光兼保温
1層、保温1層）

10 天窓（窓幅）
両天窓（千鳥、
プッシュ＆プ
ル）

両天窓（千鳥、
プッシュ＆プ
ル）

両天窓（千鳥、
プッシュ＆プ
ル）

両天窓（千鳥、
プッシュ＆プ
ル）

11 天窓幅(mm) 1,200 1,000 1,000 1,000

12 天窓ネット 無し 無し 無し 防虫ネット
(25mm)

4.1.1 次世代施設園芸拠点の設計仕様例 (トマトハイワイヤー栽培 7)
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4.資料編>4.1 施設設備の標準化

No. 項目 宮城 愛知 兵庫 高知

1 制御装置 Priva
CONNEXT

イノチオアグリ
ｴｱﾛﾋﾞｰﾄ2、ｱｸｱ
ﾋﾞｰﾄ

Hoogendoorn 
iSii

Priva 
CONNEXT

（屋内計測点数）
2 温度 点 4/棟 10/3区画 4/棟 4/棟

3 湿度 点 4/棟 10/3区画 4/棟 4/棟

4 CO2 点 1/棟 10/3区画 1/棟 1/棟

5 給液量 点 4/棟 5/3区画 4/棟 4/棟
6 ｐH 点 4/棟 0/3区画 4/棟 4/棟
7 EC 点 4/棟 0/3区画 4/棟 4/棟

8 備考
廃液量、
廃液EC、
各1/棟

排液量、排液EC、
各1/区画
培地重量×各
2/3区画

廃液量、廃液
EC各2/棟、水
分計4台/棟

（6）環境制御

4.1.1 次世代施設園芸拠点の設計仕様例 (トマトハイワイヤー栽培 8)
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4.資料編>4.1 施設設備の標準化

No. 項目 宮城 愛知 兵庫 高知

（屋外計測点数）

1 温度 点 1 1 1 1

2 湿度 点 1 無し 1 1

3 CO2 点 無し 無し 無し 無し

4 日射 点 1 1 1 1
5 風向 点 1 1 1 1
6 風速 点 1 1 1 1

7 感雨 点 1 1 1 1

（制御点数）

1 天窓換気 点 4×東西/棟 5×東西/3区
画 4×東西/棟 4×東西/棟

2 側窓換気 点 無し 無し 無し 無し

3 カーテン１ 点 4/棟 3/3区画 4/棟 4/棟

4.1.1 次世代施設園芸拠点の設計仕様例 (トマトハイワイヤー栽培 9)
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4.資料編>4.1 施設設備の標準化

No. 項目 宮城 愛知 兵庫 高知

4 カーテン２ 点 4/棟 3/3区画 4×2棟 4/棟

5 換気扇 点 無し 有り（ダクト
ファン） 無し 無し

6 循環扇 点 4/棟 3/3区画 2×2棟（各
27台） 4/棟

7 ミスト装置 点 3/3区画 4/棟

8 暖房１（木質） 点 4（温湯）/棟 3（放流水熱
空調）/3区画

2（温湯）
×2棟 1/棟

9 暖房２ 点 4（LPG温
湯）/棟

3（重油）/3
区画

無し（CO2ﾎﾞ
ｲﾗ-兼用）

10 ヒーポン 点
(パプリカハ
ウスに別系
統)

1/1区画 無し

11 CO2発生 点 1/棟 3/3区画 1×2棟 1/棟

12 給水 点 4×2棟 10/3区画 4×2棟 4/棟

4.1.1 次世代施設園芸拠点の設計仕様例 (トマトハイワイヤー栽培 10)
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4.資料編>4.1 施設設備の標準化

No. 項目 宮城 愛知 兵庫 高知

1 細霧発生装置 無し 加湿冷却用（細霧
粒径 30μm） 無し

冷房、加湿用（細霧
ノズル粒径 μ、噴
霧量 ）

2 CO2発生装置

LPG燃焼（冷却設
備あり）＋液化CO2
ガス（20tタンク）、
ガター下ポリ
チューブ配管

液化CO2ガス
（10tタンク、ガ
ター下ポリダクト
配管･ダクトファ
ン送風）

LPG燃焼（冷却あ
り）、ガター下
チューブ配管

LPG燃焼（冷却設備
あり）＋液化CO2ガ
ス(20tタンク）、ガ
ター下ポリチューブ
配管

3 換気扇 無し

有り（外気導入ダ
クトファン
0.85kW×40台・
ダクト接続）

無し 無し

4 融雪装置 無し 無し 無し 無し

5 ヒートポンプ 無し（パプリカ圃
場有り） 28kW×16台 無し 無し

6 循環扇 横型循環扇
300W×21台

縦型循環扇
（160W×90台）

横型循環扇
（270W×54台）

ガター下ダクトファ
ン（68台）

4.1.1 次世代施設園芸拠点の設計仕様例 (トマトハイワイヤー栽培 11)

（7）制御機器類
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4.資料編>4.1 施設設備の標準化

No. 項目 宮城 愛知 兵庫 No.

7 暖房装置１ 木質チップボ
イラー

下水処理場放
流水の熱供給
設備

木質チップボ
イラー

木質（おが
粉）ボイラー

8 メーカー・機種 巴商会
(UTSR1200)

池田テクニカ
ル

巴商会
(UTSR700)

暁産業(KDW-
150)

9 方式 温湯 熱交換送風 温湯 温湯

10 能力、台数
1200kW×1
（トマト1棟
分）

973,260kwh/
20ﾕﾆｯﾄ/年

700ｋw×１
台

130万
Kcal/h×3台
（4.3ha分）

11 エネルギー源
木質チップ
（石巻森林組
合産）

豊川浄水セン
ター放流水

県産チップ
（多可町）

県産おが粉
（四万十町森
林組合）

12 燃料タンク容量 180㎥サイロ
×1 無し 175㎥ 30㎥/台

4.1.1 次世代施設園芸拠点の設計仕様例 (トマトハイワイヤー栽培 12)

136



4.資料編>4.1 施設設備の標準化

No. 項目 宮城 愛知 兵庫 高知

13 暖房装置２ LPGボイラー 重油ボイ
ラー LPGボイラー LPGボイラー

14 メーカー・型式 ネポン(BHG-
160) ネポン タケザワ 巴商会

15 方式 温湯 温風 温湯 温湯

16 能力、台数
60万
kcal/h×4(2
棟分）

15万
kcal/h×12
台、10万
kcal/h×3台

200万
kcal/h×2台

80万
kcal/h×2台
×3棟

17 エネルギー源 LPG A重油 LPG LPG

18 燃料タンク容量 t 2.9 2×14台 20 30（共用）

19 暖房装置３
ガスヒートポ
ンプ(パプリ
カ用)

ヒートポン
プ（C区）

20 メーカー・型式 ヤンマー ネポン

21 方式 地中熱源・送
風式

空気熱源・
送風式

4.1.1 次世代施設園芸拠点の設計仕様例 (トマトハイワイヤー栽培 13)
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4.資料編>4.1 施設設備の標準化

No. 項目 宮城 愛知 兵庫 No.

22 能力、台数 7台 28kW×16台

23 エネルギー源 LPG 電気

24 燃料タンク容量 2.9 無し

25 貯熱タンク容量 ㎥ 700×1台 無し 13×１台 35×3台

4.1.1 次世代施設園芸拠点の設計仕様例 (トマトハイワイヤー栽培 14)
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4.資料編>4.1 施設設備の標準化

No. 項目 宮城 愛知 兵庫 高知

1 土詰、播種ライン 有り 無し 無し 無し

2 １次育苗施設

人工光型（エ
スペック、
150トレイ
×2室）

人工光型（三
菱樹脂アグリ
ドリーム製、
96トレイ×2
室）

人工光型
（自己資金）
（エスペック
製,120トレイ
×１室）

無し

3 接ぎ木・養生施設 無し 無し 無し 無し

4 ２次育苗ハウス 無し 有り ー
有り(四万十
あおぞら
ファーム）、
5,040㎡

5 ２次育苗ベンチ 無し 地床プールベ
ンチ ー 高設ベンチ

6 ２次育苗付帯設備 無し
撹拌扇、カー
テン、重油暖
房機、ミスト

ー パッド＆ファ
ン

7 ２次育苗高度環境
制御 無し 有り ー 無し

4.1.1 次世代施設園芸拠点の設計仕様例 (トマトハイワイヤー栽培 15)

（8）育苗施設
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4.資料編>4.1 施設設備の標準化

No. 項目 宮城 愛知 兵庫 高知

1 防除装置 自走式×4台 自走式×4台 自走式×6台 自走式×7台

2 高所作業台車 昇降式×11台 ステップ式
×40台

昇降式×32
台 昇降式×39台

3 低所作業台車 無し 50台 45台

4 コンテナ台車 14台
ロング型×47
台、ショート
型×32台

5 フォークリフト 1台 2台 2台 9台

6 残渣処理方法
摘葉した残渣等
を堆肥化して処
理

産業廃棄物とし
て処理

産業廃棄物と
して処理

摘葉した残渣等
を堆肥化して処
理

7 残渣貯留施設 無し 無し 無し 処理施設（約
540㎡）

8 選果施設 重量選果 画像選別方式 重量選果 重量選果

9 エアシャワー室 有り 無し 有り 有り

4.1.1 次世代施設園芸拠点の設計仕様例 (トマトハイワイヤー栽培 16)

（9）その他
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4.2 運営管理の標準化
4. 標準化編

製造業における生産資源の４M（Man：人材、Machine：機械・機材、
Method:方法、Meterial：資材）に注目し、植物生産で重要な１E
（Environment:環境）も追加して、運営管理上の評価項目を下記のよう
に整理し、「大規模施設園芸・植物工場 運営管理チェックシート」と
してまとめた。

4.2.1 環境（センサー、環境制御、生育調査等）
4.2.2 人材（雇用、組織体制、OJT等）
4.2.3 機械・機材（設備保全）
4.2.4 方法（生産条件、管理基準、作業標準、IPM等）
4.2.5 資材・エネルギー
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4.2.1 環境
4. 標準化編＞4.2 運営管理の標準化
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4.2.2 設備・機械
4. 標準化編＞4.2 運営管理の標準化

143



4.2.3 人材
4. 標準化編＞4.2 運営管理の標準化
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4.2.4 方法
4. 標準化編＞4.2 運営管理の標準化
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4.2.5 資材
4. 標準化編＞4.2 運営管理の標準化
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5. 事例編

大規模施設園芸（太陽光型植物工場）、人工光型植物工場について、改
善や課題解決のための事例（対策前と対策後）を示しながら経営向上のポ
イントを示す。

5.1 （有）アグリプラント
5.2 （株）みちさき
5.3 （株）にいみ農園
5.4 （株）木田屋商店小浜植物工場greenLand
5.5 （株）MIRAI
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5.1 (有)アグリプラント他(1)
5. 事例編

家族経営とグループ経営による大規模葉菜栽培での事例
代表取締役の福永彰氏は個人経営の果菜類の土耕栽培から、葉菜類の水耕栽培へ1995年に

参入し(有)アグリプラントを設立した。同社の他、2003年設立の(有)アグリセゾンや2015年

設立の(株)内日アグリの代表取締役もつとめる。後継者や共同経営者らとともにグループと

して、西日本向けを中心とした葉菜類の生産出荷を大規模に行っているが、多くの従業員を

雇用しての効率的な労務管理や、人材育成などについて課題解決に日々あたっている。

（経営概要）
所在地 山口県下関市 社員数 5名

品目 葉菜水耕栽培（レタス類、ホウレン
ソウ、みつば、サンチュ等）

パート
従業員数 約110名（3社計）

出荷先 生協、外食、量販店、市場等

ハウス
面積

約70a：(有)アグリプラント、約
150a：(有)アグリセゾン、
約70a：(株)内日アグリ

栽培方式
NFT（ホウレンソウ）、たん液栽
培（レタス類、サンチュ、ミツバ
等）
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5.1 (有)アグリプラント他 (2)
5. 事例編

No. 対策 Before（対策前） After（対策後）

1 シフト組
みの工夫

・固定的な勤務時間の場合、各自
の都合に合わせたシフト組みが
難しかった。

・1日5時間勤務を基本としつつ、フルタイムとパー
トタイムなど、各自の都合に合わせたシフト体系
により、就業しやすい環境とした。

2
午前中心
の勤務時
間

・午前から午後にかけての勤務時
間の場合、集中力や作業効率が
低下することがあった。

・午前中に主要な仕事を組む作業体系とし、集中力
を高め短時間で作業を終了させるようにした。

3 作業見通
しの共有

・注文が集中した時期など、人手
不足により出荷に影響がでるこ
ともあった。

・あらかじめ作業のピーク見通しをパート従業員と
も共有し、残業の依頼や申告も前もって行い、出
荷遅れを回避するようにした。

・パートリーダーなどから自主的に残業申請が行わ
れ、意識の向上も見られるようになった。

課題１：人手不足に対応した作業管理・労務管理
葉菜養液栽培では、収獲、調整、出荷を中心に多くの労働力が必要であるが、年を追うご

とに求人が困難となっている。人手不足で出荷などに影響が及ばないよう、効率化や集中も

必要となり、下記の対策を講じている。
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5.1 (有)アグリプラント他 (3)
5. 事例編

No. 対策 Before（対策前） After（対策後）

1
生産工程
の目視確
認

・生産工程中の異常（設備、環境、
作物等）に気づかず、対処の遅
れにより出荷に影響が及んだ。

・生産工程のチェックポイントを決め、管理者は必
ずその現場に出向いて目視確認することで、異常
の早期発見や事前の対応ができるようになった。

2
生産工程
の見える
化

・作業時間の記録や集計もされず、
おおまかな作業計画により管理
していたため、作業遅延が起こ
りやすかった。

・後継者を中心に、生産工程の見える化やシステム
化に着手し、遅れや人員不足を回避できるような
仕組み作りを目指し、後継者自身の管理能力を高
めるきっかけとしている。

3
コンサル
タントの
導入

・組織が大きくなり隅々まで目が
届きにくくなったが、自社で対
策を考えることに限界があった。

・コンサルタントを導入し、専門的な助言を受け、
生産工程管理を中心とした改善を進めている。

・月１回程度のコンサルティングを受ける中で、後
継者自身の意識や管理技術の向上が見られる。

課題2：後継者を中心とした人材育成
果菜類と異なり１作で収穫が１回だけの葉菜類の生産では、出荷に支障が無いよう生産計

画の各工程を確実に実行する必要がある。後継者を中心とした管理者が、播種から出荷まで

のすべての工程を日々漏れなく管理できるよう、人材育成のため下記の対策を講じている。
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5.1 (有)アグリプラント他 (4)
5. 事例編

No. 対策 Before（対策前） After（対策後）

1 移植機の
導入

・葉菜の生育に従い、穴数の異な
るパネル間の移植作業を行うが、
手作業のため負荷が大きかった。

・水耕ミツバ栽培で実用化されていた移植機につい
て、レタス類などの用途に改良を行い、省力化を
はかった（約70aで常時4名の作業者）。

2 作業動線
の簡素化

・１つの栽培ベッド内に複数の品
目や作型が混在し、ベッド間で
の作業も多く、作業動線も長く
なっていた。

・生産工程を整理し、複数の栽培ベッド単位で同一
品目を一斉定植し、さらにベッドの端から定植パ
ネルを順に移動する方式により、中央通路を中心
とした作業に移行し、作業動線を簡素化している。

3 栽培ベン
チの排除

・栽培ベッド間の通路での作業が
中心のため、必然的に腰の高さ
の栽培ベンチが必要であった。

・中央通路を中心とした作業体系により、栽培ベン
チを排除（地床式の栽培ベッド）し、作業環境を
広々とするとともに、栽培設備費を大幅に低減し
た。

課題3：省力化のための設備設計、機械化
平成28年3月に竣工した(株)内日（うつい）アグリでは、人手不足に対応し、既存農場での

経験をいかし、移植～定植～収獲～移動の各生産工程の省力化を念頭に置いた設備設計や機

械化面での下記の対策を進めている。
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5.1 (有)アグリプラント他 (5)
5. 事例編

（参考文献）

・㈲アグリセゾンにおける葉菜類の大規模経営 (2014), 施設と園芸,163

図1 アグリプラントの葉菜栽培 図2 内日アグリの葉菜栽培

図3 内日アグリの移植機 図4 内日アグリの地床式栽培ベッド
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5.2 (株)みちさき他(1)
5. 事例編

震災復興での事例
東日本大震災で被害を受けた仙台市沿岸部に、塩害対策ともなる養液栽培で大

規模施設園芸を行う法人が地元の農業生産法人等による設立され、2013年より生

産、出荷を開始している。トマト、イチゴ、葉菜の3品目を個別の施設で生産し、

2018年8月にはトマトの4作目に入り、大規模施設園芸特有の課題解決に当たって

いる。以下にトマト部門での事例を紹介する。

（経営概要）

所在地 宮城県仙台市 社員数 ３名（トマト部門）

品目
トマト
イチゴ
葉菜（ホウレンソウ、レタス等）

パート
従業員数 約15名（トマト部門）

出荷先

ハウス
面積

約120a（トマト部門、フェンロー
型）
約108a（葉菜部門）
約55a（イチゴ部門）

栽培方式
固形培地耕（トマト：ロックウー
ル、イチゴ：ヤシガラ）、NFT
（ホウレンソウ）、たん液栽培
（レタス類）
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5.2 (株)みちさき他(2)
5. 事例編

No. 対策 Before（対策前） After（対策後）

1
各種デー
タの積み
重ね

・当初より外部からの技術指導が
あったが、当地の条件や栽培方
法に適合しない点も見られた。

・作業工程、環境計測、生育調査などを行い、自社
の生産管理の基本となるデータを積み重ねること
で、生産基準策定の基礎とした。

2

公的機関
による支
援と、地
域での
データ共
有

・上記技術指導が中心のため、地
域の情報や他の法人の情報に触
れる機会も少なく、生産基準の
確立が進まなかった。

・宮城県と農研機構が進めるITを活用したトマト生
産者間ネットワークに2作目より参加し、環境デー
タと生育調査データの集計分析の指導を受けた。

・地域の他の法人とのデータの共有や比較も進め、
良い点を取り入れるなど、生産基準の確立に役立
てた。

3
作業基準
について
の意思統
一

・作業方法が担当者により不統一
な点があり、均一な作業管理に
支障が見られた。

・重要な作業（例：つるおろしの位置）について、
まず社員の中ですり合わせを行い、パート従業員
に対し伝えることで、自社の意思統一をはかった。

※現時点では作業手順のマニュアル化は行っていな
い。

課題１：生産基準の確立
養液栽培による大規模施設園芸においてゼロからのスタートのため、新たに生産基準（環

境制御、養液管理、作業管理等の手順、ルール等）が必要となり、それらの確立を順次進め

ている。
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5.2 (株)みちさき他(3)
5. 事例編

No. 対策 Before（対策前） After（対策後）

1
収支計画
にもとづ
く人員の
手当

・収穫に追われ、他の管理作業に
人員を当てられず、作業遅れが
発生し、その後の収穫にも影響
することがあった。

・作業実施に必要な人員と人件費、その結果得られ
る収量や売上などを事前に計算し、収支計画とし
て経営者に提示し、合意のもとで人員の手当を
行った。

2
社員によ
る作業教
育の実施

・社員が作業にかかることで、他
のパート従業員に対する指導に
手が回らないことがあり、作業
レベルの向上がはかれなかった。

・社員の業務にパート従業員の指導を位置付け、全
体のレベルアップをはかった。

・1～2作目の社員の作業経験を生かしての指導内容
を進めた。

3
作業目標
の明確化
と意識付
け

・作業計画や作業目標が明確では
なく、作業を積極的に終わらせ
る意識が希薄な点がみられた。

・その日の作業目標を明確に示し、必ず終了するよ
う意識付けをはかった。

・繁忙期には社員が率先して作業を進め、模範を示
した。

課題2：人員の確保とレベルアップ
限られた人員で大規模施設を運営するための改善を、3作目に集中して実施した。
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5.2 (株)みちさき他(4)
5. 事例編

No. 対策 Before（対策前） After（対策後）

1 温度管理
の改善

・暖房時には最小限の温度の確保
にとどまる管理のため、生育が
進まず収量の低下につながって
いた。

・ITを活用したトマト生産者間ネットワークによっ
て環境データの見える化を進め、特に温度管理に
注視した。

・平均温度による管理を行いながら昼間の温度を調
整することで生育を進め、収穫段数の増加などに
結びつけた。

2 樹勢管理
の改善

・冬期の樹勢低下により、収量増
が期待される栽培後半にスタミ
ナ切れを起こしていた。

・同ネットワークでの生育調査結果の見える化を進
め、樹勢維持のための栽培管理に注視した。

・栄養成長と生殖成長のバランスと樹勢の強弱を安
定させるよう、データにもとづく管理を進めた。

3
標準的な
作業時間
の策定

・作業時間の記録や集計がされず、
作業速度の目安もなく、計画的
な作業に結びついていなかった。

・パート従業員の作業時間の調査と入力・集計を行
い、標準的な基準を設けた。

・各自の作業速度を標準と比較できるようにし、作
業計画を確実に実施するための目安としている。

課題3：生産性の向上
2作目までは20kg/㎡の収量であったが、前記の生産条件の見直しや、必要な人員の投入と

作業実施を行うことで、3作目では25kg/㎡の収量を得ており、4作目に向けた改善も進めて

いる。
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5.2 (株)みちさき他(5)
5. 事例編

（参考文献）

・データ共有を核としたトマト法人ネットワークづくりと生産管理への反映 (2016), 施設と園芸,172,PP26-29

・東日本大震災の復興特区における新たな野菜生産の取り組み(2013),野菜情報
https://vegetable.alic.go.jp/yasaijoho/senmon/1312/chosa01.html

図1 アグリプラントの葉菜栽培 図2 内日アグリの葉菜栽培

図4 内日アグリの地床式栽培ベッド
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5.3 (株)にいみ農園他(1)
5. 事例編

家族経営から法人経営に発展したトマト周年栽培での事例
家族経営からトマト栽培を始め、10a～20a程度のハウスを徐々に増設し規模拡大と法人化

（平成17年）をはかる。1ha規模となってから社員やパート従業員の作業効率を高め、経営

を向上する取り組みが進み、現在は記録と集計にもとづく作業管理が徹底されている。また

トマトの栽培装置開発や育種も行い、他では販売されない品種の生産、直売をし、差別化と

定価販売を行っている。このような取り組みが評価され、平成27年に日本農業賞大賞と農林

水産祭内閣総理大臣賞等を受賞した。

（経営概要）

所在地 愛知県碧南市、長野県喬木村 社員数 5名（他家族4名）

品目
・ミニトマト、大玉トマト（ともに

自家育種、品種登録済）、一部で
キュウリ

・露地野菜

パート
従業員数

40名（他アルバイト15名）
（以上、平成28年10月現在）

出荷先 自社直売所（愛知県内3店舗）

ハウス
面積

・約190a（碧南市）、約20a（喬木
村）

・（露地野菜100a 碧南市）
栽培方式

NFTによる年3作の短期栽培によ
る周年栽培（碧南市）、土耕およ
び固形培地耕による6月～11月収
穫（喬木村）
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5.3 (株)にいみ農園他 (2)
5. 事例編

No. 対策 Before（対策前） After（対策後）

1
収穫札に
よる収穫
作業能率
の向上

・収穫時の着色に従業員ごとのバ
ラつきがあるため、収穫コンテ
ナに収穫札（名札）を入れ、基
準からはずれた従業員を特定し、
指導に用いていた。

・その後、従業員ごとの収穫数を収穫札をもとに特
定、記録を行い、収穫範囲の記録と組み合わせて、
収穫作業速度の測定等に利用した。

・作業速度の順位を知らせ自覚を促し、能率指数に
よる昇給の仕組みを作る。新人など速度が遅い従
業員には、社員やリーダーによる直接指導も行う。

2

作業時間
計測によ
る労務管
理の精度
向上

・当初は、収穫以外の作業につい
て時間記録がなく、作業速度の
把握がされていなかった。必要
な作業量の予測が難しく、労務
管理にも影響があった。

・従業員別に作業範囲と作業時間を毎日記帳し、作
業終了後にPC入力をすることで、従業員別、作
業別の作業速度が集計されている。

・さらに平均の作業速度を算出し、日々の作業に必
要な人工数が算定されるようになった。これを元
に高い精度でシフト組みも可能となった。

課題１：経営効率を高める作業管理・労務管理
直売所の運営などにより、経営費に占める人件費の割合が高いため、トヨタ式の工程管理

等を参考に、計画的な作業管理や労務管理により、経営効率を高める工夫を行っている。
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5.3 (株)にいみ農園他 (3)
5. 事例編

【収穫作業管理の流れ】 収穫コンテナのネームプレートをもとにした各種集計

①収穫コンテナに入れた
ネームプレート

②選果時にネームプレート
でコンテナ数をチェック

③個人別の収穫コンテナ数を集
計（収穫能力の集計）

⑤標準収穫時
間（パネル当
たり）を算出

⑥標準収穫時間をもとに、パネル枚数（縦軸）と作業者数（横
軸）に応じた所要時間を一覧表に作成。

④畝ごとに収穫作業（個人
別の作業時間）を記録
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5.3 (株)にいみ農園他 (4)
5. 事例編

【管理作業時間の集計】毎日の作業記録（個人別の作業範囲と作業時間：右下）をもとに、

作業別（縦軸）・ハウス別（横軸）の所要時間を算定した。数値は平成19年のものだが、

現在でも変わらない。この時間表をもとに、毎日の所要人数の算定とシフト組みを行う。

作業記録
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5.3 (株)にいみ農園他 (5)
5. 事例編

No. 対策 Before（対策前） After（対策後）

1
自家育種
と品種登
録による
差別化

・高温期の着果不良の問題から、
受粉の必要がない単為結果性の
品種の育成を開始した。

・自家育種に成功し品種登録等を行った。直売所で
の販売品目も自家育種品種のみとし、独自のネー
ミングによりブランド化と定価販売を進めている。

2
栽培装置
開発等の
自社技術
開発

・栽培ベッド、養液管理装置、挿
し圃による育苗施設等の開発に
着手

・管理や作業を容易に行えるよう、簡易な養液管理
装置などを開発し、蓄積されたデータをもとに栽
培管理もマニュアル化している。

・資材コストを低減し、栽培ベッド等も自社施工す
ることで減価償却費や保守費用も抑えている。

3
生産調整
による収
益低下防
止

・春先などの増収時期には作業負
荷と労務費も増加し、収益増に
つながらないことがあった。

・栽培打ち切りにより、収益に結びつかない作業を
抑え、次の作付けに移ることができる（短期栽培
で可能な方法である）。

課題２：自家育種品種の直売、定価販売等による経営安定化
自家育種によりミニトマトと大玉トマトの品種登録を行った。他では手に入らないトマト

を直売することで収益を高めている。また常に定価販売を行い、増収時期の生産調整等も

行って、経営を安定化している。
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5.3 (株)にいみ農園他 (6)
5. 事例編

【自社開発技術、育成品種】

①自社開発の栽培ベッド

②自社開発の挿し圃育苗装置

③メーカーとの開
発による養液コ
ントローラ

④自社育成品種
の登録証
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5.3 (株)にいみ農園他 (7)
5. 事例編

No. 対策 Before（対策前） After（対策後）

1
露地野菜
栽培によ
る労働平
準化

・トマト栽培の作業負荷が春夏に
偏り、周年の安定雇用を妨げて
いた。

・周辺の野菜生産者の減少と遊休
農地の増加。

・社員１名を増やし、遊休農地の貸借による露地野
菜部門を立ち上げ（平成26年）、レタス類とネギ
類を中心に栽培中。

・年間を通じた従業員の雇用の平準化が期待される。

2
高冷地農
場での高
温対策

・猛暑により高温期の大玉トマト
の安定生産が難しくなっている。

・長野県喬木村からの農地活用の誘致があり、農業
生産法人の認可を受け（平成27年）、高冷地にハ
ウス建設。大玉トマトの生産を社員１名と地元雇
用のパート従業員2名で開始（平成28年）。

・2農場による大玉トマトの周年安定供給が期待さ
れる。

課題3：露地野菜栽培や高冷地農場による経営の複合化
周年雇用を安定化し、高温期の生産も安定化するため、複合的な経営を導入し、経営の安

定化をはかっている。
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5.3 (株)にいみ農園他 (8)
5. 事例編

（参考文献）

「にいみ農園」のこだわりの養液栽培技術と経営戦略(2016), 施設園芸新技術セミナー機器資材展in静岡（日本施設園芸協会）

図2 内日アグリの葉菜栽培

③直売所内

②南信州たかぎ農場（高冷
地農場）

①本社直売所と従業員
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5.4 (株)木田屋商店小浜植物工場greenLand他(1)
5. 事例編

新規参入での人工光型植物工場によるレタス類生産の事例
木田屋商店は、千葉県浦安市にある食品小売を主とする事業者で、首都圏を中心にスー

パーマーケットの運営、弁当等の総菜事業を展開している。同社は天候に左右されず安定し

たレタス類の供給を目指し、福井県の企業的園芸確立支援事業の第1号として人工光型植物

工場を小浜市に整備した。

（経営概要）

所在地 福井県小浜市 社員数 名

品目 ・リーフレタス類
パート

従業員数
常時17～18名
（以上、平成28年11月現在）

出荷先 仲卸、小売、加工業務用途

建築面積 ・約2,000㎡ 栽培方式

・LEDを使用した多段式DFT栽培
・生産能力 ：約10,000株/
日（リーフレタス換算）
・栽培ライン：18列×12段（216
ベッド）
・育苗ライン： 7列× 4段（ 28
ベッド）
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5.4 (株)木田屋商店小浜植物工場greenLand他(2)
5. 事例編

No. 対策 Before（対策前） After（対策後）

1
専用育苗
ラインで
の大苗育
苗

・本圃の一部を育苗ラインに割当
て育苗を行い、13日育苗で○ｇ
程度の苗となっていた。

・新規の育苗施設を建設し、LEDにより従来より強
い光での密植の育苗により、18日育苗で10g程度
の大苗が得られた。

・育苗用に使われた本圃の一部を、本圃生産ライン
化し、定植株数を増加させた。

2
新たな作
型の確立
と生産性
向上

・本圃での移植回数が2回、播種
から収穫までの日数は44～45日
であった。

・大苗の利用により、本圃での移植回数を１回とし、
播種から収穫までの日数を39～40日に短縮した。

3
育苗の歩
留まり設
定

・強光と密植による大苗育苗によ
り、苗の生育のバラツキやチッ
プバーンの発生が起こった。

・苗移植時の歩留まりを85%に設定し、15%の苗を
廃棄するルールとした。移植後の生育のバラツキ
が低下し、製品化率が向上した。

課題１：生産工程の見直しや栽培日数の短縮による生産性向上
本圃の一部で行っていた育苗を見直し、独自設計による育苗施設を新たに建設、大苗を生産

することで、栽培日数を短縮し、生産性を大幅に向上した（リーフレタス換算で日産7600株

から10300株）。
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5.4 (株)木田屋商店小浜植物工場greenLand他 (3)
5. 事例編

①育苗施設外観（テント倉庫）

②育苗専用ライン（LED照明）

③移植装置（緑化苗→育苗パネル）

④多段式育苗棚

【新たに建設した育苗施設】
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5.4 (株)木田屋商店小浜植物工場greenLand他 (4)
5. 事例編

No. 対策 Before（対策前） After（対策後）

1 育苗移植
機の導入

・発芽後の緑化苗を、育苗パネル
に移植する際は手作業で行って
いた。

・他の植物工場で実績のある移植機を導入し、緑化
苗の移植作業を半自動化（苗の搬出入は手作業）
し、省力化をはかった。育苗施設は担当者2名で
運営可能である。

2 移植回数
の削減

・育苗ラインから本圃への移植と、
本圃でのスペーシングのための
移植を計2回行っていた。

・大苗を本圃に移植することで、本圃でのスペーシ
ングを省略し、移植回数を1回とし、省力化をは
かった。

・移植時の植え痛みによる生育遅延を低減している。

3
移植
キャップ
の廃止

・本圃での移植のため、樹脂製リ
ング状のキャップを用いていた。
キャップの洗浄や取付の手間が
かかっていた。

・本圃での移植作業廃止により、移植キャップも廃
止し、洗浄や取付、在庫管理等の手間を無くした。

課題２：省力化による生産性向上
課題１にある生産工程の見直しと並行し、省力化を進め、労働時間当たりの生産性を向上

した。
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5.4 (株)木田屋商店小浜植物工場greenLand他 (5)
5. 事例編

No. 対策 Before（対策前） After（対策後）

1 LED照明
の導入

・当初の蛍光灯照明設備の光量が
経年で低下し交換時期となり、
またLEDの性能向上により蛍光
灯の継続利用には課題があった。

・照明器具の交換に当たり、蛍光灯とLEDの初期コ
ストとランニングコストを比較し、LED導入の優
位性を確認した上で、LEDへの交換をはかった。

2
LED照明
導入後の
調整

・LED照明導入により冷房負荷が
低下し、冷房による除湿量が低
下して湿度が上昇した。

・他の施設で未利用であった除湿機を移設し、除湿
を進めた。

3 設備保全
・経年劣化のある資機材について、

予防的な保全を行う必要が見ら
れた。

・例として、清掃時などに破損が起こりやすい水耕
ベッド内の防水シートについて二重化を行い、漏
水や漏電の防止をはかった。

課題３：省エネと設備保全
当初、導入した設備の継続利用や更新に際し、よりエネルギー利用効率を高め省エネをは

かること、また資機材利用のトラブルを回避して、経営の継続を進める。

170



5.4 (株)木田屋商店小浜植物工場greenLand他 (6)
5. 事例編

（参考文献） 「日産１万株を目指す大規模人工光型植物工場」大規模施設園芸・植物工場実態調査・事例集 (2016),、日本施設園芸協会

｢人工光型植物工場における培養液管理適正化手法のモデル化｣、施設園芸・植物工場事業者への栽培支援・経営支援事例集(2016)、日本
施設園芸協会

①本圃のイメージ

②移植作業 ③本圃ライン（蛍光灯型LED照明）
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5.5 （株）MIRAI (1)
3. 運用編＞3.1生産管理・労務管理

大規模な人工光型植物工場での事例
(株)MIRAI柏の葉グリーンルームは、常磐自動車道柏IC（千葉県柏市）に近い工業用地内に

位置している。この工場は、光に不透明な高気密・高断熱な構造となっている。構造物内に
は多段棚が設置されていて、それぞれの棚には光源とたん液養液栽培装置が設置されている。
光源にはLEDまたは白色蛍光灯を採用している。レタス類の生産量は、日産１０，０００株
である。

所在地 千葉県柏市 社員数 ３名
（２０１６年１０月末現在）

事業者 （株）MIRAI パート数 １９名
（２０１６年１０月末現在）

品目 レタス類、ハーブ類
栽培開始 平成２６年４月生産開始

出荷先 主に業務用

生産規模 日産１０，０００株 栽培方式 LEDまたは白色蛍光灯を光源とし
たたん液養液栽培

（経営概要）
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5.5 (株)MIRAI (2)
3. 運用編＞3.1生産管理・労務管理

No. 対策 Before（対策前） After（対策後）

1 工程の分
析、管理

・２０人を超える従業員（当初は
３０人）の動きを当てはめるに
は、８つの工程分けでは粗すぎ
た

・「１つの判断で１工程」という基準を導入し、８
工程から１９９工程に分解した。QC工程表やマ
ニュアルを作成し、属人的なオペレーションやム
リ・ムダを排除した。

2
品種・
パッケー
ジの絞り
込み

・顧客の多様な要望を聞きすぎた
結果、栽培品目が１３品目に広
がり、パッケージ規格数も２６
規格に拡大してしまった。

・１５品目の栽培品目を５品目に絞り込んだ。また、
２６規格のパッケージを１３規格まで絞り込んだ。
これにより、たとえば、１日のパッケージングに
かかる時間を３０時間・人から１６．５時間・人
に削減できた。

３
取り組み
の総合的
な効果

・当初は作業が終わらない場合が
あった。終わっていない作業を
社員３～４人で１日４時間残業
し、対応していた。

・取組前の作業時間合計は１９２時間であったのに
対し、取組後の作業時間合計は、１４４時間と
なった。この結果、通常のオペレーションにいて、
残業は発生しなくなった。

生産管理・労務管理に関する改善例

（改善概要）
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5.5 (株)MIRAI (3)
3. 運用編＞3.1生産管理・労務管理

それぞれの生産工程別時間短縮
各生産工程で、①作業の無駄、②時間配分、③人員配置、④最適人数を割り出した結果、

２０１４年１２月時点と比べて、４８時間・人の短縮が達成された。（２０１６年３月時

点）。

作業内容 ２０１４年１２月 ２０１６年３月 差異
播種 ４ ４ ０

仮定植 １４ １０ －４
定植 ４２ ３０ －１２

収穫・トリミング ６８ ５４ －１４
パッケージ ３０ １６．５ －１４

箱詰・出荷対応 １１ ９ －２
パネル洗浄 １１ ９ －２

清掃 １２ １１．５ －１
合計 １９２ １４４ －４８
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5.5 (株)MIRAI (4)
3. 運用編＞3.1生産管理・労務管理

２０１４年１２月時点のシフト表（改善前）
作業員の作業時間合計は、１９２時間・人であった。終わっていない作業を社員３～４人

で１日４時間残業し（１２～１６時間・人相当）、対応していた。
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5.5 (株)MIRAI (5)
3. 運用編＞3.1生産管理・労務管理

２０１６年３月時点のシフト表（改善後）
作業員の作業時間合計は、１４４時間となった。通常のオペレーションにいて、残業は発

生しなくなった。

176



5.5 (株)MIRAI (6)
3. 運用編＞3.1生産管理・労務管理

生産工程の管理
生産性向上のために、①作業工程の分析と②作業工程の分解を実施した。それに引き続き、

関連業務を整理して、③QC工程表の作成を実施した。さらに、QC工程表と関連付けて、具

体的な④マニュアルの作成を実施した。

作
業
工
程
の
分
析

作
業
工
程
の
分
解

工
程
表
の
作
成

マ
ニ
ュ
ア
ル
の
作
成

QC
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5.5 (株)MIRAI (7)
3. 運用編＞3.1生産管理・労務管理

生産工程の整理
人工光型植物工場における生産工程は、播種・育苗から清掃まで８つに整理できる。ただ

し、２０人（当初は、３０人）を超える場合には、これでは粗すぎる。
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5.5 (株)MIRAI (9)
3. 運用編＞3.1生産管理・労務管理

生産工程の整理
生産性向上のために８つの工程をさらに分解し、１９９の工程とした。それぞれにおいて

ルールを決め、属人的なオペレーションやムリ・ムダを排除した。
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5.5 (株)MIRAI (10)
3. 運用編＞3.1生産管理・労務管理

QC工程表の作成
各工程において①作業工程、②使用設備、③管理方法、④頻度、⑤異常品処理、⑥記録、⑦
管理者の7項目の基準、ルールを明確化するために、QC工程表を作成した。
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5.5 (株)MIRAI (11)
3. 運用編＞3.1生産管理・労務管理

生産工程の分析・分解
QC工程表に対応したマニュアルを作成し、作業時間、内容の個人差の最小化を目指した。
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5.5 (株)MIRAI (12)
3. 運用編＞3.1生産管理・労務管理

生産量と人件費推移（２０１４年４月～２０１６年３月）
作業員の習熟度は向上していたものの、操業開始直後（２０１４年４月）より２０１４年

１２月ごろまでは、生産量の増大とともに人件費も増大し続けた。しかし、その後、作業性
向上のための取り組みを重点的に実施した結果、売上高（生産量）に対する人件費の比は低
下してきている。

※それぞれのＭＡＸ値を１００とする
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5.5 (株)MIRAI (13)
3. 運用編＞3.1生産管理・労務管理

柏の葉グリーンルーム
千葉県柏市 レタス日産1万株工場
2014年4月稼働開始

多賀城グリーンルーム
宮城県多賀城市 レタス日産1万株工場
2014年5月稼働開始

MIRAIで栽培されているバジル 小売店で販売されているMIRAIのレタス

※参考文献：｢MIRAI株式会社 人工光型植物工場でのレタス水生産における作業性改善｣(2017)、室田達男、施設と園芸
2017年冬号、日本施設園芸協会
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6. 資料編

次世代施設園芸拠点に多いトマト長段栽培（ハイワイヤー栽

培）を行う箇所の最近の気象条件（気温、日射量）を環境条件例

としてまとめた。また日本施設園芸協会がホームページで公開す

る関連資料の一覧を参考資料としてまとめた。
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6.1 次世代施設園芸拠点の環境条件例
（トマトハイワイヤー栽培 (1)）

6. 資料編

8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月

最高気温(℃) 31.1 30.0 26.6 20.2 17.0 10.3 14.7

最低気温(℃) 18.7 10.7 1.9 -2.9 -3.7 -8.0 -5.4

平均気温(℃) 23.7 20.8 14.0 7.1 4.5 1.5 2.2

日積算日射量
(MJ/㎡) 9.8 8.1 8.7 6.5 5.9 6.4 8.6

（宮城県拠点 平成28年8月～平成29年2月分）

※屋外設置されたセンサーで計測された各月の平均値。
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6.1 次世代施設園芸拠点の環境条件例
（トマトハイワイヤー栽培 (2)）

6. 資料編

（愛知県拠点 平成28年9月～平成29年2月分）

※屋外設置されたセンサーで計測された各月の平均値。

9月 10月 11月 12月 1月 2月

最高気温(℃) 32.2 28.4 21.7 18.1 12.9 15.4

最低気温(℃) 18.2 10.5 3.8 1.4 -2.5 0

平均気温(℃) 24 19 13 8 4 7

日積算日射量
(MJ/㎡) 21 16 6 5 12 16

186



6.1 次世代施設園芸拠点の環境条件例
（トマトハイワイヤー栽培 (3)）

6. 資料編

（兵庫県拠点 平成28年3月～平成29年2月分）

※屋外設置されたセンサーで計測された各月の平均値。

3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10
月

11
月 12月 1月 2月 平均

最高気温
(℃) 15.1 20.5 25.2 26.8 31.6 32.2 28.8 23.7 16.8 12.5 9.2 9.4

最低気温
(℃) 2.6 2.6 13.3 18.1 22.6 23.1 20.4 13.7 6.7 1.7 -1.6 -1.0

平均気温
(℃) 8.7 14.8 19.3 22.3 26.5 27.3 24.1 18.4 11.3 6.8 3.4 4.0 15.6

日積算日
射量(MJ/
㎡)

15.7 16.7 19.4 16.8 19.1 20.9 12.1 11.3 9.1 7.8 9.6 10.5 14.1
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6.1 次世代施設園芸拠点の環境条件例
（トマトハイワイヤー栽培 (4)）

6. 資料編

平成
28年7

月
8月 9月 10月 11月 12月

平成
29年1

月
2月

最高気温(℃) 33.0 35.4 30.9 30.6 24.8 20.2 16.7 18.3

最低気温(℃) 17.4 13.9 14.7 8.0 -0.6 -3.8 -6.2 -5.1

平均気温(℃) 25.2 26.0 23.7 19.5 11.7 7.1 4.4 4.5

日積算日射量
(MJ/㎡) 18.9 20.7 10.7 10.2 10.4 8.5 10.9 13.7

（高知県拠点 平成28年7月～平成29年2月分）

※屋外設置されたセンサーで計測された各月の平均値。
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6.資料編

No. 資料名

1 SHP トマト養液栽培システムに関するアンケート調査報告（2009),SHP協議会
http://www.jgha.com/project/sh-project/2009SHP-chousa.pdf

2 植物工場関連用語（2010), SHP協議会
http://www.jgha.com/project/sh-project/22shp-nyumon.pdf

3 中東市場調査報告書（2011), SHP協議会
http://www.jgha.com/project/sh-project/23shp-tyutoushijyo.pdf

4 韓国人材育成報告書（2011), SHP協議会
http://www.jgha.com/project/sh-project/23shp-koreajinzaiikusei.pdf

5 ロシア市場調査報告書（2012), SHP協議会
http://www.jgha.com/project/sh-project/24shp-russia.pdf

6 eラーニング｢植物工場基礎講座」（2012), SHP協議会
http://www.jgha.com/el.html

7 ロックウール栽培での水分管理について（2012), SHP協議会
http://www.jgha.com/SHP_24soukai_kinen.pdf

8 経営者への栽培経営指導の実施(2014),日本施設園芸協会
http://www.jgha.com/files/houkokusho/26/26_4shidou.pdf

9 施設園芸・植物工場事業者への栽培支援・経営支援事例集(2016),日本施設園芸協会
http://www.jgha.com/jisedai/h27/r3/h27r3.pdf

10 次世代日本の施設園芸(2016),日本施設園芸協会
http://www.jgha.com/jisedai/h27/text/JISEDAI_text.pdf

6.2 参考資料（日本施設園芸協会WEBサイト）
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※本書の内容を許可なく転載することを禁じます。

平成２８年度次世代施設園芸地域展開促進事業（全国推進事業）
事業報告書（別冊１）

大規模施設園芸・植物工場 導入・改善の手引き

〒103-0004 東京都中央区東日本橋3-6-17 山一ビル４F
一般社団法人日本施設園芸協会
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