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施設と設備の計画

講師： 土屋 和（一般社団法人日本施設園芸協会）

日時： 2018年7月5日(水） 10:30～12:00

場所： 大阪府立大学 中百舌鳥キャンパス C21棟2階 植物工場センターB棟

大阪府立大学植物工場研究センター 指導者育成研修2018

No.1 ～経営にかかわる知識～ 「植物工場をはじめる前に」



植物工場をはじめる前に 2

詳細設計・実施設計・施工へ

Step1 前提条件 （目的、目標、生産販売～事業計画）

Step2 制約条件 （立地、気象、周辺環境、規制等）

Step3 要求仕様 （機能性、経済性）

Step4 基本設計（施設と設備の計画）

絞
り
込
み
・
具
体
化

 目指すところ、やりたいことなど（前提条件）を実現するため、施設と設備の計画を立
てる必要がある。そこに至るまで、絞り込みや具体化の作業が発生する。

 絞り込みには、資金面や様々な制約条件が絡んでくる。

 具体化には、要求仕様（発注者が求める機能性と経済性）を明らかにする必要がある。

 手順を踏むことで、手戻りをなくし、時間と経費のロスを防ぐ。



Step1

前提条件



前提条件：目指すところ、やりたいことなど 4

前提条件（目的、目標 生産、販売、雇用等の計画、資金等）

千差万別であるが、そもそも何を植物工場
で目指すのか、やりたいか、が具体化され
ているだろうか？ 計画がブレないために
も明確にする必要があるだろう。

施設園芸・植物工場事業者への栽培支援・経営支援事例集（日本施設園芸協会）http://www.jgha.com/jisedai/h27/r3/h27r3.pdf
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様々な目的と手段 5

持続的な経営：設備更新、リノベーション

経営の拡大と安定化：規模拡大、複合経営

価値の提案、サービスの提供：規格化、新商品、直売、観光

市場の拡大：契約販売、周年安定供給

収益の確保：低コスト生産、付加価値販売

人材の育成：リーダー育成、専門性向上

地域雇用の創出、高齢者や障がい者の活用：作業環境向上

６次化や周辺産業の活性化：規格外品活用、加工業務との連携

エネルギー・静脈産業との連携：廃熱利用、発電との連携

企業の社会的活動、研究開発、市場開発等との連動、シナジー

これら目的を実現し、手段
を実行するための施設・設
備を計画することになる。
目的や手段に応じて、施
設・設備のイメージも具体
化されてくる。



生産・販売～事業計画の概要 6

投資規模（自己資金、借入金、補助金）

土地の目安（地目、面積、地権者）

品目（単一、複合、作物、品種）

品質（規格、包装形態、時期別生産量）

販売先（量販、外食、加工、市場、直売所、直販）

販売計画（年次別、時期別、販売先、出荷量）

雇用計画（正社員、契約社員、パート、派遣、研修生）

輸送計画（契約先便、自社便、路線便、宅配、運賃、出荷形態）

購買計画（種苗、生産資材、出荷資材、エネルギー、備品、事務用品）

事業計画（原価計算、設備投資計画、給与福利厚生計画、返済計画）

これらは、あく
まで計画であり、
制約条件によっ
て練り直す必要
がでるものであ
る。

事業の目的や目標を
数値や時間軸、特定
の名称等で具体化し
たもの。



温室の三極化（環境制御面） 7

資料：園芸用施設及び農業用廃プラスチックに関する実態（H24）
植物工場44haについては、「植物工場全国実態調査・優良事例調査（H27.3現在）」に基づく推計値

施設園芸の動向（農林水産省）より

目指す施設、設備は
どのエリアだろう
か？



施設園芸面積の推移 8

施設園芸や植物工場への期待が高い割には、衰退傾向に歯止めがかからない。人口や担
い手の減少とともに、さらに衰退するのか？持続的な発展について考える必要がある。



施設生産での損益分岐点と利益確保策 9

費
用
・
損
益

売上

固定費線

総費用線

売上高線

損益分岐点

（↑固定費増）設備投資を行い、売上と利益を増す

（↓固定費減）設備投資を減らし、利益を確保する

（↑変動費増）エネルギーや労力
を投入し、売上と利益を増す

（↓変動費減）エネルギーや労力
を減らし、利益を確保する

雇用環境（労働力確保とコス
ト）、エネルギー環境（需給と
コスト）等との見合いがある

投資力、借入額、経営スタイル
等との見合いがある これらの見合いから、施設と設備の導

入計画の方針が決まってくる

変動費線



施設園芸面積、栽培延面積、収穫量の推移 10

栽培延面積も収穫量も減って
いる作物：ナス、きゅうり、
ピーマン、いちご

栽培延面積は減ったが収穫量
は増えた作物：トマト、ネギ、
ほうれんそう

栽培延面積



トマトの15年前と現在の出荷量、価格 （東京市場） 11
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東京都中央卸売市場
市場統計情報（月報・年報）

※トマトで稼げる期間
※トマトで忙しいが稼げない期間

生産量のピークと設
備容量、利益確保に
ついて、あらかじめ
検討が必要
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きゅうりの15年前と現在の出荷量、価格 （東京市場） 12

夏秋作減少と価格上昇傾向

(t) (円/kg)

冬春作減少と価格上昇傾向

東京都中央卸売市場
市場統計情報（月報・年報）

※きゅうりは稼げる期間が増えた作物

生産・販売計画は、
月次の売上・原
価・収益を見込ん
だものが必要



Step2

制約条件



制約条件の事前調査 14

施設立地に適した用地、気象、環境であるか、また法令・条例等による
規制についてもあわせて総合的に事前調査する。

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。

他のリスク要因（災害発生、アクセス不良、人手不足等）についても、
事前に検討する必要がある。

地元関係者（住民、組合、行政、事業者等）との、あいさつ、連絡、相
談、調整が順次発生してくる。

大規模施設園芸・植物工場 導入・改善の手引き（日本施設園芸協会）http://www.jgha.com/jisedai/h29/report/29bessatsu3.pdf



制約条件の事前調査 15

用地
（地目、形状、面積、勾配、土質、排水性等）

気象条件
（日射量、気温、風速、降水量、

積雪量、気象災害等）

給排水
（水源、水質、河
川、排水路、水利

権者等）

周辺環境
（地権者、住民、
境界、事業者、道
路、施設等）

アクセス
（接続道路、幹線道路、IC、直
売所、道の駅、ガス配送元等）

雇用環境
（周辺人口分布、周辺賃金、周

辺事業所等）

規制
（法令、条例、行政指導等）

事業計画に後々
影響を与える場
合もあり、事前
調査を入念に行
う必要がある。

施設と設備の計
画に、直接影響
を及ぼす要素が
多い。

農地の購入、借用には農業委員会、農地中間管
理機構等との手続きが必要となる。



気象条件に関する事前調査事項 16

項目 備考
1 月別日照時間 h

季節的な日射多寡2 月別日射量 W/㎡
3 月別平均気温 ℃

年間と季節的な寒暖4 月別平均最高気温 ℃
5 月別平均最低気温 ℃
6 月別夜間最高気温 ℃ 熱帯夜等の夜間高温
7 月別最高気温 ℃ ピーク時高温
8 月別最低気温 ℃ ピーク時低温
9 最大風速 m/s
10 月別降水量 mm

ピーク時降雨11 月別最大降水量 mm
12 月別積雪量 mm

ピーク時降雪13 月別最大積雪量 mm

暖房負荷計算、温室構造計算等に利用の場合、再現率の点か
ら過去何年まで遡って調査するか、検討が必要となる。

現地のピンポイ
ントデータの入
手には、事前に
気象観測を行う
ことも考慮すべ
きである。

大規模施設園芸・植物工場 導入・改善の手引き
（日本施設園芸協会）



クリモグラフによる検討 17

Ilias Tsafaras, Ep Heuvelink, Silke Hemming ,「ワーゲニンゲン大学による次世代拠点の環境分析 (2016)」

月別平均の気温、日積算日射量をプロットし、気象の特性を検討する。



気象災害・地域特性要因の事前調査事項 18

項目 備考
1 洪水、土砂災害

過去の発生状況や災害等

2 台風
3 季節風
4 突風、ダウンバースト
5 竜巻
6 落雷
7 降雹
8 季節別の風向※ 換気への影響
9 砂塵、降灰等

被覆資材付着について確認※10 花粉
11 藻の付着
12 硫黄等火山性物質の飛来 金属腐食について確認
13 地震発生、活断層の存在

風向と換気窓開
閉による温室内
湿度への影響に
要注意。

被覆資材付
着物による
光線透過率
低下は、生
産阻害要因。

大規模施設園芸・植物工場 導入・改善の手引き（日本施設園芸協会）



施設建設予定地に関する事前調査事項 19

大規模施設園芸・植物工場 導入・改善の手引き（日本施設園芸協会）

項目 備考
1 公図 法務局、WEBによる入手
2 面積 ㎡ 測量による
3 施設利用面積 ㎡ 温室建物の設置可能部分
4 駐車場面積 ㎡ 駐車予定台数との調整
5 地形
6 方位
7 勾配、高低差※ 排水性の確認
8 日陰 日の出、日の入方向
9 土質（柱状図）※ 基礎工事等への影響
10 地耐力調査※ t/㎡ 基礎工事等への影響

11 排水性 勾配や浸透性、肥料分地下浸透可
否、周辺水田等からの逆流入

12 土中砂利 工事後表層露出の可能性
13 残存肥料分（土壌分析） 土耕栽培時の影響
14 残存肥料分（土壌分析） 土耕栽培時の影響
15 防風林、山 風対策の必要性
16 年間地代 円/10a
17 実施済み事業 基盤整備事業等の実施状況
18 土地の前歴※ 沼地、河川敷等小字等の地名による前

歴について要調査。

当該地での調
査履歴につい
ても地権者等
に要確認（重
複排除のた
め）。

周囲より低い用地の場合、
盛土等での排水性確保が
重要。周囲より高い用地
の場合は、周辺への排水
に注意が必要。



周辺環境・給排水に関する事前調査事項 20

大規模施設園芸・植物工場 導入・改善の手引き（日本施設園芸協会）

当該地での調査履歴につ
いても地権者等に要確認
（重複排除のため）。

項目 備考
1 地権者 あいさつ、説明
2 施設・事業所等 同上
3 住民 同上
4 境界 境界部土地の利用可否
5 環境 景観、環境条例等
6 道路 接続道路等

項目 備考
1 水源（井水、上水、用水）※ 受益権者と利用状況、取水規制

等

2 水質（井水、上水、用水）※
水質検査(EC、ｐH、重炭酸、
Fe、Mn等)、病原菌検査（青枯
病菌等）、濁りや異物

3 河川、排水路 廃水先の水質汚濁規制等

4 水利権者※ 廃水先の漁協等への影響（温廃
水等の場合）

【周辺環境】

【給排水】

※4:関係先の水利組合、漁協、
行政部局（建設土木、河川、
農政、環境等）等との調整。

※地域の条例、規制等は、行政部
局（環境等）に確認。

※接続道路等は、行政部局（建設
土木、農政等）に確認

※1,2:水源の
供給能力に
限界がある
場合、既存
の受益権者
や利用者へ
の配慮、新
規水源の確
保を要検討。



アクセス・雇用環境に関する事前調査事項 21

大規模施設園芸・植物工場 導入・改善の手引き（日本施設園芸協会）

当該地での調査履歴につ
いても地権者等に要確認
（重複排除のため）。

項目 備考
1 接続道路 道路幅、勾配、路面、接続可否

等
2 周辺幹線道路 物流条件
3 交通量※ 時間帯、曜日別等
4 最寄高速IC 物流条件
5 直売所、道の駅 出荷先、競合先
6 ガス配送元※ 物流条件（LPG、液化炭酸等）

項目 備考
1 周辺人口分布 年代別男女別構成、居住地域等
2 周辺賃金※ コンビニ、スーパー、ファース

トフード等
3 周辺事業所、大型施設※ 雇用条件、雇用状況（競合先と

して）

【アクセス】

【雇用環境】

※2:最適賃金レベルと、コンビニ・スーパー等の賃金レベル、ファーストフー
ド等の賃金レベルを要検討。

※3:今後の施設計画も要調査。

※3:直売所等の運営基
礎データとして。

※6:ガス配送元へのア
クセスによる運賃差、
価格差に要注意。



Step3

要求仕様



要求仕様に対する考え方 23

前提条件にある計画（生産、販売、雇用等）を、制約条件の中で実現す
るために必要な施設・設備について、機能や能力面から要求されること
を整理したもの。

計画実現のために必要な機能、能力を具体化するため、エリアごとに項
目や内容を整理する。関係者の合意形成にも必要となる。

要求仕様と投資額にはトレードオフがある。各エリアごとの見積の中で、
要求仕様を絞り込んでいく。それにより、施設と設備導入に関する経済
性（費用対効果）も明らかにする。

前提条件
（生産・販売・雇用

計画等）

要求仕様策定
（施設・設備の機能、

能力）

制約条件

費用対
効果

基本設計
詳細設計
入札
実施設計
施工



施設・設備の対象エリアと、生産～出荷工程

栽培 選果出荷育苗 収穫

24

インフラ設備
（井水設備、雨水設備、上下水道設備、水質改善設備、排水設備、

電力設備、ガス設備、燃油設備、バイオマス設備）

施設・設備

栽培施設（温室）
（構造材、被覆材、換気窓、カーテン装置）

付帯設備
（育苗設備、栽培設備、給液設備、空調設備、防除
設備、計測制御設備、搬送設備、安全衛生設備）

建築物
（倉庫、選果場、事務所）

付帯設備
（搬送設備、選果設備、貯蔵設備、

安全衛生設備、事務設備）

その他設備
（駐車場、道路、残

渣処理設備）

労働力（担当業務、登録人数、実人数）

種苗
（種子、
苗）

生産資材
（培地、肥料、
農薬、CO2等）

出荷資材
（DB、包装材、
通い箱等）

エネルギー
（電力、燃油、
バイオマス等）

原水
（井水、雨水、
上水等）

その他
（事務用品、
衛生用品等）

固
定
費
部
分

変
動
費
部
分

【生産～出荷工程】



施設・設備の要求仕様 25

温室

栽培条件

被覆資材

環境制御機器

栽培装置

防除装置

作業・搬送装置

規格、寸法、面積、骨材、基礎等

作物、栽培方法、レイアウト等

外張資材、内張資材

CO2、細霧、暖冷房、計測制御等

養液栽培、原水、栽培ベッド等

防除方式等

作業者数、作業台車数等

選果装置 選果方式等
大規模施設園芸・植物工場 導入・改善の手引き（日本施設園芸協会）http://www.jgha.com/jisedai/h29/report/29bessatsu3.pdf

大規模施設園芸・植物工場 導入・改善の手引
きとして、要求仕様を一覧化、整理した。



栽培施設、付帯施設の大枠（レイアウト） 26

用地に対するレイアウト：道路、入路、排水路との位置関係を踏まえる。

駐車場：最大従業員数+αでの車台数で想定する。

屋外付帯設備：タンク類、作業棟、残さ置場などを配置。

温室 温室管理
棟

駐車場
タンク類 ボイ

ラー

残
さ
置
場

駐車場

排
水
路

道路

SAMPLE
（用地）

初期段階では、余裕を見た計画が必要



栽培施設、付帯施設の大枠（レイアウト） 27

栽培施設（温室）：土地に対する配置、通路と栽培区画の配置

付帯施設：選果場、機械室、倉庫、事務室、休憩所等の面積と配置

面積や寸法の確認、動線（人、物）の確認。

設備専有面積、従業員占有面積、倉庫面積、置場面積等の情報が必要。

A区

C区

B区

D区

E区

G区

F区

H区

機械

選果

冷
蔵
庫

倉
庫

事
務
棟

初期段階では、余裕を
見た計画が必要

SAMPLE



要求仕様例（動線、置場） 28

大規模施設園芸・植物工場 導入・改善の手引き（日本施設園芸協会）

項目 備考
1 事務所からの導線

図面での導線確認2 更衣室からの導線
3 栽培室入口の位置
4 エアシャワーの有無

5 主通路幅 mm
コンテナ等の仮置き場所、車両す
れ違い幅等を考慮。位置は図面で
検討

6 車両動線 栽培区画~選果区画~保管出荷区画
でのフォークリフト、作業台車の
導線、置場を図面検討
車両導線と作業者導線の交差を考
慮
資材置場と車両、作業者の移動距
離を考慮

7 作業者動線
8 資材定置置場

9 資材仮置場

実際は、図面レイアウ
トの必要がある。



要求仕様例（作業・搬送装置） 29

大規模施設園芸・植物工場 導入・改善の手引き（日本施設園芸協会）

項目 備考
1 高所作業者 人 （常時、登録）
2 低所作業者 人 （常時、登録）
3 収穫作業者 人 （常時、登録）
4 高所台車 台
5 低所台車 台
6 収穫台車 台
7 高所台車昇降方式 油圧式、電動式等
8 台車置場 ㎡ 面積、位置
9 フォークリフト 台
10 フォークリフト置場 ㎡ 面積、位置

実際は、図面レイアウ
トの必要がある。



大規模施設のレイアウト例 30

1ha規模のトマト栽培温室

入口から温室間の選果、貯蔵、
倉庫、置場等を広く配置
→



要求仕様例（栽培レイアウト） 31

大規模施設園芸・植物工場 導入・改善の手引き（日本施設園芸協会）

項目 備考
1 定植時栽植密度※ 株/㎡
2 最大栽植密度※ 株/㎡ 増枝後の最大密度
3 株間 mm

4 条間 mm

5 条数 栽培ベッド当たり条数
6 栽培ベッド長 mm

7 栽培ベッド幅 mm

8 栽培ベッド高（最大） mm 定植や収穫、管理等の作業性
を考慮し、極端な高さを避け
る9 栽培ベッド高（最小） mm

10 栽培ベッド勾配 % 排水性、用地の均平性を考慮
※1,2:通路面積は除外

栽
培
ベ
ッ
ド
の
設
計
に
必
要
な
項
目



韓国の大規模施設例：パプリカ（慶尚南道） 32

韓国式の1-2W改良型1ha。間口7.2m、軒高5m、カーテン下高4.5m、主パイプ
ピッチ3m

側面はダブルアーチ補強による二重被覆（風対策）。

外張：農PO、内張2層谷換気、及び側窓換気装置。

栽培ベッド：4列/1間口（元々はトマト栽培仕様の温室で、ベッド配列もパプリ
カ栽培用には広い）。シングルロウ。

給液装置：韓国製コントローラ（送水ポンプはドイツ製）。

環境制御装置：Netafim（Priva）。電気ヒーター(350kW×3台）式温水器。レール
配管。暖房経費：100万円/ha。

温室東側を仕切り、機械室と外国人労働者用宿舎を配置。

国内のトマト、パプリカ栽培コンサルタントと契約、2週に1回2時間の訪問指導、
月8万円、目標18t/10a（パプリカ栽培は2年目）。

出典：「大規模施設園芸での技術コンサルティングと人材育成の検討（大韓民国・スペイン実態調査）」、日本施設園芸協会、2018
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