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【協会からのお知らせ】
1．（一社）日本施設園芸協会 今後の主要行事予定
＊４月 20 日（月）
「令和２年度 第１回理事会」の開催（平成 31 年度 事業報告及び決算等の審議）
場所：東京八重洲ホール会議室 15：00～17：00
＊５月 20 日～22 日（水～金）
「第 22 回施設園芸技術初級講座」の実施
場所：千葉大学環境健康フィ－ルド科学センタ－植物工場研修室
千葉県柏市柏の葉 6-2-1
＊６月 ５日（金）
「令和２年度 第２回理事会及び定時会員総会」の開催
場所:ＫＫＲホテル東京（竹橋）

２．平成元年度 第８回 総務企画委員会及び第３回理事会の開催について
２月 25 日に第８回総務企画委員会が開催され、①第３回理事会への提出資料について審議を
行った後、②モデルハウス実証・支援事業のこれまでの取組みと今後のスケジュール、③総務企
画委員会の令和元年度活動実績及び令和２年度活動方針（案）について議論を行いました。①に
ついては、事務局案が了承されて理事会で審議していただくこととなりました。②については、
事業についてホームページや総合セミナーでの PR や東海を中心とした県への直接説明などを行
いながら、協力してくれる生産者を募集していることが報告されました。今後も引き続き募集活
動を行ってまいりますので、会員の皆様にもご協力をよろしくお願いいたします。③については、
これまで月１回開催し、協会が抱える課題について検討を続けてきたのですが、より機動的、効
果的な活動にしては等の様々な議論が出ましたので、それを踏まえて次回の総務企画委員会で活
動方針を再検討することとしました。
第３回理事会では、①令和２年度事業計画、②令和２年度収支予算、③入会の承認、④文書処
理規程の改正について事務局から説明し、承認をしていただきました。特に今回は、農林水産省
の新たな事業「スマートグリーンハウスへの転換促進事業」に応募して実施する予定であること、
協会のモデル事業についても引き続き賛同会員を募集しつつ事業規模の拡大を目指していくこ
となどが含まれております。詳細については、６月５日に開催されます会員通常総会で詳しくご
説明させていただきます。

３．令和 ２年度 「施設園芸技術講座」及び 「技術指導士資格試験」等のご案内
当協会では、施設園芸技術の知識を習得する学習の機会を提供し、施設園芸技術の普及、指導の充
実を図るため、施設園芸技術初級講座、同中級講座及び施設園芸技術指導士資格試験を実施していま
す。令和 2 年度は以下の日程で開催を予定しておりますので、多数の会員の皆様の受講、受験をお待
ちしています。
１．第 22 回施設園芸技術初級講座
１）目

的：当協会の会員企業の社員ほか、施設園芸技術の習得を目指す方たちへ学習の機会を
提供し、基礎的な施設園芸知識を取得していただくことを目的としています。新入
社員等の研修の場としても活用していただければと思います。

２）共

催：農研機構 野菜花き研究部門（予定）

３）期

間：令和２年５月 20 日(水)～22 日(金)

４）場

所：千葉大学（柏の葉キャンパス）環境健康フィールド科学センター内

３日間

植物工場研修室（千葉県柏市柏の葉 6-2-1）
５）定

員：40 名

６）受 講料：協会会員、行政・学校関係

50,000 円（消費税込）

会員外企業、一般

70,000 円（同

上）

７）申込締切：令和２年４月 10 日(金)

２．第 15 回施設園芸技術中級講座
１）目

的：当協会の会員企業の社員ほか、施設園芸技術の習得を目指す方たちへ学習の機会を
提供し、より高度な施設園芸の知識・技術を取得していただくことを目的としてい
ます。なお、中級講座の一環として施設園芸技術指導士補の資格試験を実施します。

２）共

催：農研機構 野菜花き研究部門（予定）

３）期

間：令和２年８月 26 日(水)～28 日(金)

４）場

所：千葉大学（柏の葉キャンパス）環境健康フィールド科学センター内

３日間

植物工場研修室（千葉県柏市柏の葉 6-2-1）
５）受講資格：当協会の会員企業の社員ほか、農材店・農業生産法人の社員、JA 職員などで，次
のいずれかを満たす者とします。
①施設園芸技術初級講座を受講済みで、施設園芸の実務経験３年以上の者
②上記の初級講座を受講していない場合には、施設園芸の実務経験５年以上の者
６）定

員：30 名

７）受 講 料：協会会員、行政・学校関係
会員外企業、一般
８）申込締切：令和２年７月 10 日（金）

60,000 円（消費税、資格試験の受験料込）
80,000 円（同上）

３．第 10 回施設園芸技術指導士資格試験
１）目

的：施設園芸技術指導士にふさわしい知識・技術の習得がなされているか、指導者とし
ての適性等について審査します。

２）試験日時：筆記試験：令和２年 10 月 29 日(木)
面接試験：

同 日

10:00～12:00
13:00～17:00

３）試験場所：東京都内
４）受験資格：施設園芸技術指導士補の資格を有し、かつ実務経験が 6 年以上である者
５）試験内容：筆記試験と面接試験により行います。筆記試験の出題範囲は、中級講座の講義内容
及び「施設園芸・植物工場ハンドブック」の記載内容から出題します。面接時間は、
１名につき 15 分程度です。
６）受 験 料：協会会員、行政・学校関係
会員外企業、一般

30,000 円（消費税込）
40,000 円（同上）

７）申込締切：令和２年 10 月上旬頃（予定）

４．施設園芸等燃油価格高騰対策の制度改正及び令和元事業年度の２次公募の実施について
施設園芸等燃油価格高騰対策では、令和元事業年度を終了年としていたところですが、財務省と農
林水産省の折衝の結果、令和４事業年度まで３年間延長されることとなりました。
これに伴い、令和元年 12 月に制度の一部を改正し、従来の５月～４月を１事業年度としていたも
の７月～６月に改正するとともに急騰特例措置を見直し、令和元事業年度２次公募（公募期間 12 月
24 日～１月 20 日）を行いました。
また、２月には、令和２事業年度に向けた要領改正が行われ、セーフティネットの発動要件が「発
動基準価格の 115％以上の高騰の場合」を「発動基準価格以上を超えた場合」に改め、補填金の算出
式では、補填金の交付割合を燃油購入数量の 10 割から原則７割に改めました。また、地域の気温差
に配慮した気温特例措置も見直しを行いました。
３月以降、令和２事業年度の公募や全国の施設園芸等燃油価格高騰対策担当者を対象とした説明会
を予定しています。

【イベント紹介】
１．園芸関係令和元年度補正予算及び令和２年度予算案説明会について

当協会では、農林水産省関係課等のご協力を得て、例年開催しております予算説明会を１月 23 日
（水）に TKP 虎ノ門駅前カンフェレンスセンター会議室で開催いたしました。当日は、会員を中心に
73 名の多数の方々にご参加いただくとともに、農林水産省からは 13 名の担当官からご説明をいただ
きまして、質疑応答を行いました。具体的な内容は以下のとおりです。
●日 時：令和２年１月 23 日（水）
●会 場：TKP 虎ノ門駅前カンフェレンスセンター

ホール 2A

●説明事項及び説明者
（１）農村振興局整備部地域整備課
・農山漁村振興交付金（当初）

中尾 仁 課長補佐

(２) 農村振興局農村政策部地域振興課
・中山間地域所得向上支援対策（補正）

岩崎 幸彦 企画官

・中山間地農業ルネッサンス事業（当初）
(３) 食料産業局産業連携課
・食料産業・６次産業化交付金（当初）

同 上

熊木 令夫 課長補佐

・６次産業化サポート事業（当初）

同 上

（４）経営局就農・女性課
・農業人材力強化総合支援事業（当初）

氏原 大介 経営専門職

・新規就農支援緊急対策事業（補正）
・外国人材受入総合支援事業（当初）

同 上
四季 拓雅 経営専門職

(５) 経営局経営政策課
・担い手確保・経営強化支援事業（補正）

前田 利光 課長補佐

・強い農業・担い手づくり総合支援交付金（当初）

同 上

(６) 農林水産技術会議事務局研究推進課
・スマート農業技術の開発・実証プロジェクト（補正）

長谷川 明宏 調査官

・スマート農業加速化実証プロジェクト（当初）

同 上

（７）生産局技術普及課
・持続的生産強化対策事業のうち新品種・新技術の確立支援（当初）
齋藤 博之 課長補佐
（８）生産局園芸作物課
・スマートグリーンハウスへの転換促進（当初）

角張 徹 課長補佐

・施設園芸におけるメイドバイジャパン推進事業（当初）

同 上

・農畜産業プラスチック対策強化事業（当初）

同 上

・養蜂等振興強化推進（当初）

同 上

・施設園芸等燃油価格高騰対策（当初）

同 上

・農業用ハウス強靱化緊急対策事業（当初）

同 上

・強い農業・担い手づくり総合支援交付金等（当初）

同 上

・産地生産基盤パワ－アップ事業（補正）

同 上

・水田農業の高収益化の推進（当初）

上原 幸 係長

・野菜支援対策（時代を拓く園芸産地づくり支援等）
（当初）

同 上

・食品等流通合理化促進事業（当初）

同 上

・外食産業等と連携した需要拡大対策事業（補正）

片桐 信也 係長

(９)生産局農業環境対策課
・ＧＡＰ拡大の推進（補正・当初）

岡本 武史 課長補佐

・産地生産基盤パワーアップ事業（補正）

大城 智弘 課長補佐

・強い農業・担い手づくり総合支援交付金（当初）

同 上

・省エネルギー投資促進に向けた支援補助金（当初）

同 上

２．第 41 回 施設園芸総合セミナー・機器資材展 結果報告
２月４日（火）～５日（水）の２日間に亘り、江戸川区総合文化センターにおいて第 41 回施設園
芸総合セミナー・機器資材展を開催しました。２日間で 700 名を超える多数の皆様にご来場いただき、
併設した機器資材展も合わせて盛況のうちに無事幕を閉じることが出来ました。ご参加・ご出展いた
だいた皆様方には厚く御礼申し上げます。
今回のセミナーは、
「施設園芸のスマート化と果菜類の多収生産技術」をテーマに両日に亘る２部
構成としました。
最初の安井副会長による主催者挨拶に引き続き、農林水産省園芸作物課の長峰花き産業・施設園芸
振興室長から後援者挨拶をいただき、さらにＪＡ全農耕種資材部の井上次長、全国野菜園芸技術研究
会の渋谷会長から来賓祝辞をいただきました。
第１部は、
「次世代に向けた施設生産システムの方向性」というテーマで講演が行われました。
まず農林水産省の角張課長補佐が、「施設園芸の課題と今後の展開」というテーマで、施設園芸の
経営構造と生産性、関係する施策と自然災害への対応について講演をされました。次いで農研機構の
坂田野菜花き研究部門長から、｢スマート農業プロジェクトの施設園芸分野の取り組み｣ということで、
プロジェクトの採択状況、採択されたコンソーシアム、導入されたスマート農業要素等実証プロジェ
クトの内容について講演がありました。大阪府立大学の大山特認准教授からは、
「大規模施設園芸に
おけるＩＣＴ化とその波及効果」ということで、スマート農業技術の開発・実証の取り組みおよび生
育・収穫・作業スピード計測、出欠勤希望収集、設備保全等大規模施設におけるＩＣＴ化の具体例に
ついて紹介がありました。パナソニック㈱の荒木主幹技師からは「トマト収穫ロボットによる省力化
システム」というテーマでロボットの仕様・構成、動作ステップ、制御とＡＩ適用についての話があ
りました。１日目の締め括りとして、農研機構の東出施設生産ユニット長からは、
「大規模施設導入
の際の生産の早期安定化のポイント」ということで、初期に起こる問題、作業管理システムと生育予
測の開発、データ利用、環境制御、環境設定シミュレーションと生育収穫予測等について講演があり
ました。
第２部は、「次世代に向けた果菜類生産の発展方向」をテーマとした講演、発表を行いました。ま
た、
「次世代に向けた果菜類生産におけるスマート化と発展方向」というテーマで講演者・発表者に
パネラーをお願いし、当協会高市参事をコーディネーターにパネルディスカッションを行いました。
まず、農研機構の松永ナス科ユニット長からは、｢わが国のピーマン・トウガラシ類の品質・生産
技術の動向」ということで、成分や品種、栽培、収穫量、土壌病害虫、台木用品種、光照射追熟技術
等について講演がありました。次いで、株式会社Ｔｅｄｙの林代表取締役から、
「国産パプリカ大規
模生産者ネットワークＮａＰＡの取り組み」ということで、パプリカ大規模栽培の課題・販売戦略や
ＮａＰＡ設立の目的・経緯について講演がされました。引き続き、鹿児島大学の神田准教授からは、
「ピーマン生産の環境制御による多収化とＩＣＴ利用の実証」ということで、統合環境制御による栽
培の高度化、栽培管理の高度化、生産管理クラウドによる情報管理等実証プロジェクトの概要及び達
成目標、経過についての講演がありました。熊本市の西嶋農水局長からは、
「ナス・スイカ大規模産
地のＩＣＴ・ＡＩ利用による収益性の向上」ということで、プロジェクト事業の進捗状況および生産
ガイドラインのクラウド化、データのＡＩ分析による自動制御、チャットツールによる危険予測配信
による栽培レポート等今後の展開について発表がありました。ＪＡ全農の吉田高度施設園芸推進室長

からは、
「先進的大型施設でナスの 30ｔ/10ａ採りをめざす多収生産の実際」ということで、ハイワ
イヤー栽培、側枝の整枝方法、植物状態の評価と植物の操作、水分管理等実証のポイントを中心に発
表がありました。また、株式会社誠和。の須藤氏は、
「キュウリで 50ｔ/10ａ採りをめざす多収生産
のための環境制御と栽培管理」ということで、新研究拠点リサーチパーク鶴での栽培方法、栽培環境、
収量と果実品質、生育調査、工数等について発表されました。
パネルディスカッションでは、パネラーの講演・発表内容に関する質問・説明が行われるとともに
農林水産省園芸作物課の角張課長補佐から助言がありました。また、会場の参加者の皆様方との間で
も講演者・発表者等との活発な意見交換が行われ、テーマに沿って検討が進められました。
講演の間には、機器資材展出展会社のプレゼンテーションや施設園芸技術指導士の今年度資格取得
者の紹介を行い、今後の施設園芸の発展に向けての取り組みを行いました。
機器資材展については、協会会員を中心に 24 の企業・団体から出展・カタログ展示があり、多数
のご来場の皆様方に興味を持っていただき、新しい製品・技術等の紹介をすることが出来ました。当
協会も園芸用プラスチック適正処理対策等事業の一端をお伝えし、また書籍等の販売もいたしました。
次回開催に向けて、参加者のアンケートを始め会員のご意見をお伺いしつつ、皆様にとってより役
立つセミナーとして参りたいと思いますので今後ともよろしくお願いいたします。

【総合セミナー会場】

【機器資材展会場】

３．次世代施設園芸シンポジウム２０２０の開催中止のお知らせ
農研機構との共催により、3 月 17 日に、タワーホール船堀(東京都江戸川区)において開催予
定でした「次世代施設園芸シンポジウム 2020」につきまして、新型コロナウィルス感染拡大の
折り、中止とさせていただくことになりました。参加のお申込み、ご検討をいただきました皆様
方にはお詫び申し上げます。

４．令和 元年度 園芸施設・産地現地研修会の結果報告
資材費や光熱費の上昇等経営的にまた国際的にも施設園芸を巡る情勢は厳しいものがあり、一層の
コスト低減、生産性向上、収益向上が求められています。国においても次世代施設園芸や温室設置コ
スト低減の推進、Ａ重油の価格補塡・省エネルギー化といった燃油対策等の施策が積極的に展開され
ています。
このような中で、本研修会は、生産者、指導者、研究者、農業団体、施設資材製造者、農産物販売
者等の皆様方に、施設園芸に関する最新の情報や技術等を紹介し、経営の改善、事業の活性化に役立
てていただくことを目的に開催いたしました。
今回は、令和２年１月 17 日（金）にイオンアグリ創造株式会社の埼玉久喜工場およびＪＡ全農の
ゆめファーム全農栃木で行い、参加者は会員をはじめ県の行政・試験・普及センター、ＪＡ、企業の
方々および生産者等 47 名でした。イオンアグリ創造では川口生産本部長、濱本東日本担当部長から
労務管理等を含めた概要説明をいただき場内見学をしました。また埼玉県農業技術センター久喜試験
場の山口室長からコンソーシアムの説明をいただきました。ＪＡ全農では現地の太田担当から説明を
お伺いし、本所耕種総合対策部高度施設園芸推進室の西村担当からもハウス内で研修を受けました。
イオンアグリ創造株式会社の埼玉久喜工場は次世代施設園芸導入加速化支援事業の埼玉拠点です。
11 棟計 3.3ｈａの連棟鉄骨ハウスで約 1 千ｔ、30ｔ/10ａのトマトを栽培しています。低段密植方式
に統合環境制御システムを導入して、生産コスト低減を図るとともに、ＩＣＴを活用した大規模実証
が行われていました。場内にある種苗生産施設や集出荷施設も見学しました。また棟毎ごとに木質バ
イオマスボイラーが設置されていました。
ＪＡ全農のゆめファーム全農栃木は、ハウス設置か
ら栽培管理・収穫販売までをパッケージ化して担い手
農家に提案するためのトマト栽培実証施設です。高軒
高多屋根タイプ 32ａの連棟鉄骨ハウスにおいて土耕栽
培による長期多段採りを行い、5 年 5 作で出荷量 40ｔ
/10ａ前後を達成しているそうです。栽培環境、生育状
況把握、環境制御、肥培管理・定期薬散、整枝、品種
選定、省エネルギー等において高度栽培管理技術が導
入されていました。またパッケージ導入予定者の研修
も行われていました。

【ＧＰＥＣ事務局から】

出展申し込み堅調、まもなく出展申し込み締切り！
当協会が主催する施設園芸・植物工場展（ＧＰＥＣ２０２０）は、来年の東京オリンピック開催
に伴い、従来開催会場である東京ビッグサイトが使用できないため、2010 年 7 月 15 日（水）から
17 日（金）までの３日間、Aichi Sky Expo(愛知県国際展示場)おいて開催致します。

開催に伴い、会員の皆様をはじめ、関係機関へ出展のご案内・申し込み受付を昨年 11 月より開始、
出展申し込み締め切り期限を２月 28 日とさせていただきましが、現時点で小間の空きが若干あるた
め、出展を検討している企業につきましては、早急に事務局へ連絡し、小間の確保をして頂きたい。
今回のＧＰＥＣは、初の愛知開催にも関わらず多くの企業・団体から、出展申し込みが届いてい
る。加えて地元企業からの出展も多数にのぼり、盛大に開催される運びとなっている。
出展各社は、生産者が直面する喫緊の課題に対応する製品・技術の展示や災害対策、次世代大規
模施設、スマート農業など最新の設備・技術が一堂に結集され、来場者との活発な商談や技術・情
報交換が期待される。

＊出展に関する資料請求や詳細のお問い合わせ
ＧＰＥＣ事務局
ＴＥＬ：０３－３５０３－７７０３

Ｅ-mail：ｏｆｃ@gpec.jp

ＦＡＸ：０３－３５０３－７６２０

ｗｗｗ．ｇｐｅｃ．ｊｐ

●会場へのアクセス

【事務局から】
お願い！
このニュースレターは、会員の皆様の参加により作られます。
会社の動向、施設園芸等に関する意見、協会や国に対する要望等の“皆様の声”を積極的に
お寄せ下さるようお願いします。
発行責任者:常務理事 竹森 三治 (takemori@jgha.com)
作成担当者:企画部長 平島 誠也（hirashima@jgha.com）

