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１． はじめに 

 

1.1 本手引きの目的 

平成 25 年度から 29 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。 

本書は、平成 29、30 年度に作成した「次世代施設園芸・植物工場 導入・改善の手引き」に加え、新たな知見

情報を加え、また事例として次世代施設園芸拠点の経年の推移をとりまとめて構成した。 

 

 

1.2 本手引きの構成 

本手引きにおいては、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、以下の構成とした。 

2.運用編：大規模施設での運営に必要な各種管理手法（人的資源管理、作業管理、品質管理、情報管理、環境

制御等）について、次世代施設園芸検討専門委員会の委員を中心にとりまとめた。 

3.事例編：次世代施設園芸拠点の数年にわたる各種の改善プロセスについて、前記委員による現地調査結果

等をもとにとりまとめた。 

4.地域展開編：次世代施設園芸の地域への展開例として、強い農業づくり交付金の次世代施設園芸枠で採択さ

れた 2 例（J ファーム札幌工場、愛菜ファーム）について事例をとりまとめた。 

 

 

1.3 本手引きの対象 

◇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方々。 

◇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・普及指導機関の方々。 

◇大規模施設園芸・植物工場の経営に関心のある、すべての方々。 

 

 

1.4 過年度発行の手引きについて 

◇平成 30 年度次世代施設園芸地域展開促進事業 事業報告書（別冊 2） 大規模施設園芸・植物工場 導入・

改善の手引き https://jgha.com/wp-content/uploads/2020/01/TM06-1-30bessatsu2.pdf 

当年度の手引きでは、導入編として大規模施設園芸・植物工場の導入設置に当たり検討すべき事項を、用地

選定取得、インフラ整備、施設設備仕様検討等の項目ごとに整理をした。 
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２．運用編 

 

2.1 組織体制と人的資源管理  

（大規模施設園芸における組織づくり ―従業員の定着率向上と生産性向上に向けて―） 

 

2.1.1 経営の規模拡大に伴う組織づくりの必要性 

 

1）はじめに 

 近年、既存経営体の設備投資による拡大のみならず、離農者の施設引き受けなどに伴い、施設面積が 1ha を

超す大規模な施設園芸経営が増加している。 

こうした規模拡大により、家族のみによる経営から雇用労働力を導入した雇用型経営に移行する経営体が増

える中で、家族経営の時とは異なる課題に経営者は直面することになる。この点について、群馬県で露地野菜

作を中心に展開している（株）野菜くらぶの代表 澤浦彰治氏は、著書の中で、自身の経験をもとに家族経営時

代から法人化して売上高 5 億円以上になるまでの経営内の変化について、次のように述べている 1）。まず、規

模拡大に伴い雇用労働力が増えてくると、経営者は自身や家族が作業するだけにとどまらず、指示を出して家

族外従業員に作業をさせることが求められる。さらに従業員が 50 名を超える規模まで拡大したならば、日々の

作業指示など経営者がすべてのことを意思決定するのは限界となるため、従業員を育成し意思決定の一部を

任せることが必要になると述べている。さらに、役割分担の明確化やボトムアップの仕組み作り、会議制度の導

入、情報の共有化などの組織づくりの必要性についても述べている。 

 

2）規模拡大に伴う組織のライフサイクル 

規模拡大に伴う組織づくりの必要性や組織の変化は、組織のライフサイクルとして、主に製造業での経験をも

とに、一般的に次のように説明されている（表 1）。まず、創業して間もない「起業者段階」では、生産および販売

の拡大が市場での生き残りのための最重要課題であるため、生産の拡大に伴い従業員が増えてきた際に、経

営者が生産・販売に注力できる体制を作る必要がある。具体的には、組織内の役割分担や手順の整備、資金

繰りなど、組織体制を固めるための人材や部署が必要となる。 

生産量が増大するとともに、組織内の役割分担等も固まってくると、次の「共同体段階」となってくる。このステ

ージでの組織の発展に向けた課題は、経営の意思決定の一部を担うミドル層の育成である。ミドル層が育成さ

れることで、経営者は新たな事業展開や新規の販路開拓など日々の業務運営を超えた課題に注力できるように

なる。 

次の「公式化段階」は、実際の業務運営はミドル層以下が担うとともに、組織内の各種ルールや業務手順、人

事評価なども確立された状態である。この段階での課題は、経営者と生産・販売現場との距離の乖離や、部門

間の衝突などが生じてくる。これらの課題解決に向けては、現場への多くの裁量権の付与、部門横断的な特命

チームや委員会など部門間の交流を促す仕組みを作ることを検討する必要がある。 
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3）組織のライフサイクルを踏まえた大規模施設園芸経営の創業当初の留意点 

以上、規模拡大に伴う組織のライフサイクルの特徴について述べてきたが、全国 10 か所にある次世代施設園

芸拠点は、創業時から数 ha 規模で従業員も数 10 名の大きな組織であるため（表 2）、上記のライフサイクルで

言えば、起業者段階および共同体段階でクリアしなければならない課題に創業時から直面していたといえる。 

組織のライフサイクルの特徴をもとに、大規模な施設園芸経営が創業する際の留意点として挙げられること

は、創業時は栽培管理や環境制御など、生産を軌道に乗せることに四苦八苦するため、農場長など生産面での

責任者が生産に注力できる体制を整えることである。具体的には、組織内の役割分担やルールの整備、さらに

は財務管理など、組織体制を固めるための人材や部署を生産部門とは別に用意することである。この点につい

ては、大規模での施設園芸経営の経験がもともとあった拠点については、そこでの組織体制を拠点運営にも移

入することで、生産面に注力できる体制が早期に確立されたと考えられる。 

また、創業時は、生産面のみならず組織運営面でも想定外のことが頻出するため、創業時における責任者層

の交代はできる限り回避することも重要である。なぜなら、さまざまな問題が頻出する創業時は、定型化された

ルールや手順を作りこんでいる時期であり、そこでは責任者層の日々の経験や現場従業員の経験の蓄積がル

ール等作成の基礎となる。そのため、この時期に責任者層が交代してしまうと、ルール作りの基礎となる経験が

一部失われてしまうことになり、円滑な業務運営に至るまでの時間が余計にかかってしまうことになる。 

表 1 規模拡大に伴う組織のライフサイクル 
 

特徴 次の段階への壁・課題 

１．起業者段階 

⚫ 生産・販売を軌道に乗せるこ

とに経営者は注力 

⚫ 誕生間もない組織では、役割

分担やルールは未整備。その

ため、経営者によるトップダ

ウンで運営がなされる 

⚫ 生産や販売に注力する経営者に代わり、

組織内の役割分担や手順の整備、資金繰

りなど、組織体制を固めるためのサポー

ト・人材が必要 

２．共同体段階 

⚫ 権限の階層構造や分業のあり

方、情報の伝達経路などが確

立 

⚫ 経営者がすべての指示や判断を行うこと

が困難となってくるため、ミドル層への

責任や権限の委譲が必要 

３．公式化段階 

⚫ ルールや業務手順、人事評価

の確立。公式的な情報伝達が

主 

⚫ 経営者は事業戦略などの長期

的な経営課題に注力。実際の

業務運営はミドル層以下が担

う 

⚫ 官僚的形式主義の行きすぎ 

⚫ 現場と経営者との距離の乖離。現場に多

くの裁量権を付与 

⚫ 部門間の衝突。部門横断的なチーム形成

など、部門間の協力体制を促す仕組みづ

くり 

４．精巧化段階 

 

⚫ 組織の活性化 

資料：鈴木［2］pp.268-274参照 
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以上、本節では、大規模化に伴う組織づくりの課題について述べてきたが、大規模経営においては、組織内の

役割分担や情報の伝達経路の確立、ミドル層の育成、組織内の各種ルールや業務手順の確立など、発展段階

に応じて検討していくことが求められる。 

次節では、従業員数が 5 年間で 8 名から 50 数名に急増した株式会社井出トマト農園（以下、井出トマト農園と

表記）を事例として取り上げ、大規模化に伴い生じた経営課題およびそれらを克服するための組織づくりの実践

内容について述べる。 

 

注 1）澤浦［1］pp.204-218 参照。 

 

 

2.1.2 株式会社井出トマト農園における従業員の定着率向上と生産性向上に向けた組織づくり 

 

1)株式会社井出トマト農園の概要 

神奈川県藤沢市に本社がある株式会社井出トマト農園（以下、井出トマト農園と表記）は、「お客様に美味しさ

を お客さまに健康を そして感謝の心で農業を行い 従業員の幸せと社会貢献に努める」という経営理念のも

と、2019 年において社員 6 名、パート従業員等 50 名で運営されている。2014 年に法人化し、農場は本社のあ

る藤沢市に加え、2018 年から静岡県富士宮市にも立地し、トマトの周年供給体制を整えている。施設面積は藤

沢市と富士宮市あわせて 1.4ha である。 

トマトは大玉 1 品種、中玉 2 品種、ミニトマト 10 品種の計 13 種を養液栽培で生産するとともに、トマトをジュ

ースやケチャップに加工して販売している。トマトの年間生産量は 350 トンで、売上高は 2019 年見込みで約 2.5

億円である。 

表 2 次世代施設園芸拠点の概要 
 

北海道 宮城県 埼玉県 静岡県 富山県 

品目・施設面

積 

イチゴ 4ha 大 玉 ト マ ト

1.1ha、パプリカ

1.3ha 

大玉トマト 3.3ha 高糖度トマト・ミ

ニトマト 4ha 

中玉トマト 2.9ha 

定植開始時期 2014 年 9 月 2016 年 9 月 2017 年 3 月 2016 年 2 月 2014 年 12 月 

社員・パート

数 
5 名・50 名 5 名・40 名 8 名・90 名 8 名・29 名 7 名・50 名 

 

愛知県 兵庫県 高知県 大分県 宮崎県 

品目・施設面

積 

ミニトマト 3.6ha 大 玉 ト マ ト

1.8ha、ミニトマ

ト 1.8ha 

大玉トマト、中玉

トマト、ミニトマ

ト 4.3ha 

パプリカ 2.4ha ピーマン、キュウ

リ 4.1ha 

定植開始時期 2016 年 9 月 2015 年 8 月 2016 年 7 月 2016 年 5 月 2015 年 1 月 

社員・パート

数 
4 名・70 名 12 名・100 名 

14 名・33 名 

7 名・21 名 
7 名・33 名 5 名・38 名 

資料：（一社）日本施設園芸協会『 大規模施設園芸・植物工場導入・改善の手引き』 （平成 30 年度版） 
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品目別の売上高割合は、大玉 42％、ミニ 34％、中玉 9％、加工品 15％となっていて、販売は、自社直売所と

インターネットによる販売をあわせた直売比率が 46％を占め、それ以外はスーパー等に販売している。 

井出トマト農園では、2014 年に総合環境制御装置を導入した。その結果、単収は飛躍的に増大し、2010 年

15 トン/10a から 2017 年 36 トン/10a と、7 年間で 2.4 倍単収が増加している。そして、単収が増大するに伴い、

管理作業の遅れや、収穫・選果の遅れを回避するために、井出トマト農園では、従業員を増やしてきたが、その

当時は経営内のさまざまなルールやデータが現在に比べて未整備かつ共有されておらず、経営者と従業員間

で十分な意思疎通が図られていなかった。そのため、辞めていく従業員が一定数いて、求人・採用活動に時間

や労力、コストがかかるようになっていた。また、従業員が増えることで、井出代表がすべての従業員の働きぶり

を見ることができず、従業員間の生産性のばらつきが大きくなり、組織全体の生産性向上という課題も生じた。 

 

2)組織づくりと従業員の定着率向上に向けた取組 

直売比率が増え販売が順調に展開するとともに、単収も増加する中で、従業員数は、現代表が経営継承した

2007 年時の 8 名から 2012 年は 55 名へと急増し、その後は上記の通り、増減がありながら 50 名程度を維持し

てきた。そのような中、定着率を上げ、生産現場の進捗等を任せられる人材や生産性の高い人材を一定数育て

ていかないことには、事業規模や事業内容の拡大が困難であると井出代表は考えていた。 

そこで、2015 年 12 月より経営コンサルタントに依頼し、定着率と生産性向上に向けた組織の体制整備に着

手した。体制整備として、まず企業理念や沿革、計画・目標、財務諸表、組織の規則や作業の難易度など、経営

者と従業員間で共有すべき、あるいは共有が望ましい事項を抽出・整備するとともに、それらを 1 冊の手帳にま

とめた。この手帳は、コーポレートカルチャー（企業文化）ブックと呼ばれ、全従業員に配布されている。 

手帳に記載している計画や目標、規則の中には、これまで未整備だったものが多かったため、コンサルタント

からの指導や従業員との意見交換のもと、整備・言語化していった。組織内のさまざまなことが言語化されること

で、井出代表の考えも整理され、組織や井出代表の考えに対する従業員の理解が深まるとともに、代表とのコミ

ュニケーションが活性化された。また、井出代表は、コーポレートカルチャーブックの作成段階から、従業員と意

見交換する場を設け、それにより意思疎通できたことが大事だったと考えている。さらに、コーポレートカルチャ

ーブックの一部は社員が自ら考え執筆している事項もあり、そうした過程を経ることで、社員の主体性も向上して

いった。 

コーポレートカルチャーブックの初版は 2017 年 2 月に完成したが、その後は 3 か月ごとに改訂している。作

成・改訂においては、井出代表と社員 7 名から成るコーポレートカルチャーブックの検討委員が定期的に集ま

り、①パートも含む従業員からのアンケート調査結果や、②委員からの提案により、項目の追加や内容修正の

検討を行っている。そして、委員会で決まった修正事項は、委員の中で担当を決め、修正を図っている。その結

果、2019 年現在、井出トマト農園では、コーポレートカルチャーブック の記載項目は 110 項目まで増加してい

る。 

 定着率向上に向けては、こうした組織づくりに加え、新規採用者と井出代表あるいは現従業員とのミスマッチを

避けるため、採用時に次のような取組をしている。まず、採用試験として、パート従業員は、トマト作業で要求さ

れる器用さや集中力を見るために、スタンプ押しのテストを行う。そして、パート従業員の面接は、現在は井出代

表は同席せずに社員のみで行っている。こうした面接方式を採用しているのは、①現場作業は基本的に社員が

取り仕切るため、社員自身で一緒に働くのに適した人材を選ぶことが大事であるため、また②採用基準を作り社

員が採用してもぶれない仕組みをつくるため、というのが主たる理由である。 
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一方、社員の採用においては、就職希望者を招いて、農場見学、井出代表によるミニセミナー、そして既存ス

タッフとの BBQ、および個人面談を行っている。これら一連のことを 4 時間かけて行うが、単に数十分の個人面

接より、長い時間を就職希望者と井出代表との間で共有するので、よりお互いを理解できるというメリットがあ

る。 

 

3)生産性向上に向けた取組：経営管理システムの開発・導入 

50 名超いる従業員の働きぶりを適切に評価するとともに、生産性向上を目的として、作業管理を中心とした

経営管理システムの開発に、井出代表は着手した。開発された経営管理システムは、2019 年 2 月 15 日より、

AGRIOS®（アグリオーエス）として一般向けに販売されているが、本システムの大きな特徴は、経営管理に必要

な栽培実績、収穫実績、そして人時生産性などのデータをリアルタイムで把握できることである 2）。井出トマト農

園では、これまでは、紙で作業記録を残し、集計した各個人の結果をフィードバックしていたが、集計の手間のた

めフィードバックするまで 30 日間ほどの時間を要していた。そのため、従業員としては、実際の作業時からフィ

ードバックまで時間が空くため、作業の生産性（1 時間当たりの収穫量など）に対する改善意欲があまり湧かな

かった。しかしながら、本システムを 2018 年 7 月より導入することで、主要な作業の生産性を即時に各自のスマ

ートホンで確認できるので、いわば“ゲーム感覚”で生産性改善に主体的に取り組むようになった。また、誰でも

人時生産性に関する従業員間の順位一覧を確認できるので、他者の実績と比較できることも生産性向上への

モチベーション向上につながっている。 

システム導入により、井出トマト農園では、使用後 1 年で、従業員の人時生産性が 1.6 倍増加した。また、農

場管理者の残業時間は、データの入力や解析の手間が減ったことで、大幅に削減された。その結果、以前より

時間に余裕ができ、そうして生み出された時間は研修等に充てている。また、使いだしてすぐに、パート従業員

の行動に変化がみられ、パート従業員間のコミュニケーションが実績値に基づいてなされるので、互いの働きぶ

りを認め、各自納得して作業できている。 

 

4）組織づくりの他の取組 

作業時の班編制は、ベテラン、ミドル、ビギナー（経験年数の浅い人）の組み合わせになるように編成し、全従

業員がすべての作業を遂行できるように育成している。1 班 5～6 名で構成され、ハウスでの作業は 3 つの班に

分かれて行っている。作業毎の分業制の方が効率的にも思われるが、作業毎に分けるとハウスからハウスへの

移動する頻度が増え、移動の手間と時間が生じるため、現在のような班編成にしている。 

また、現場での進捗状況に応じた指示出しは、主にパートリーダーが担っている。パートリーダーは周りの人

が一目置くような人間力で選んでおり、指示出し以外に各従業員の作業の質をチェックしている。 

各種の作業・業務マニュアルについては、現在、チェックリストシステム｢アニー｣（以下、アニーと表記）を活用

して作成・共有している 3）。アニーの作成・更新を従業員に奨励するために、月に 1 回 2 時間程度、アニーに関

する研修や作成の時間を設けている。そして、新規に業務マニュアルを登録したり、既存マニュアルを更新した

場合には、1 件ごとに手当を支給している。このような取組は、マニュアルという無形の資産づくりへの貢献を評

価するものであり、さまざまな業務マニュアルが蓄積されることで、会社全体のミスは減少している。 

 井出トマト農園では、2 週間に１回、井出代表と社員が集まって経営会議を行っている。そこでは、従業員の採

用など組織運営上重要な課題について議論している。また、社員と井出代表は月に 1 回、個別面談を行うととも

に、半年に 1 回、目標設定を行っている。目標設定においては、井出代表と社員の間で、現在できていること
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と、できていないことを話し合い、その話し合いの結果を踏まえて目標を設定している。 

栽培に関する従業員の育成については、失敗しないと覚えないという井出代表の考えから、失敗することを見

込んだうえで、社員に任せている。栽培上の失敗は、売上高の 5％程度を見込んでいる。 

 

注 2）AGRIOS®の詳細については、https://farmos.jp/agrios/を参照。 

注 3）チェックリストシステム｢アニー｣の詳細については、https://www.チェックリスト.jp/を参照。 

 

 

2.1.3 まとめ 

以上、本章では、経営の規模拡大に伴う組織づくりの必要性と、組織づくりの実践例として井出トマト農園で

の取組内容について述べてきた。大規模経営においては、組織内の役割分担や情報の伝達経路の確立、ミド

ル層の育成、組織内の各種ルールや業務手順の確立などが規模拡大に応じて求められるが、井出トマト農園

の経験では、例えば各種ルールが未整備であったり、例え整備されていたとしても、従業員間で共有されていな

い場合には、従業員と経営者間での意思疎通が不十分となり、定着率に影響することが分かった。そして、従業

員の定着が悪いと、採用活動と新規採用者の技能育成に時間やコストを費やせざるを得ず、経営者が本来行う

べき今後の事業内容や事業規模の検討に要する時間が失われてしまうことになる。 

井出トマト農園では、経営コンサルタントに指導を仰ぎながら、組織体制の整備と、さらに組織の事業計画や

財務諸表、ルールなどさまざまなことを従業員と共有できる仕組み（コーポレートカルチャーブック）を作り上げ

た。そのような仕組み作りの過程の中で従業員と意見交換するとともに、さらに仕組みができてからも組織内の

多くのことについてお互いの共通理解ができていることからコミュニケーションが活発になり、定着率は改善され

ている。 

定着率の改善に伴い、次に井出トマト農園が取り組んだことは生産性向上であり、独自の経営管理システム

を開発した。そのシステムの特徴は、各人が自身の作業実績をリアルタイムに把握できることであり、その結

果、各人が自ら生産性向上に取り組むことを促すことである。井出トマト農園では、システムの使用後 1 年で、

従業員の人時生産性が 1.6 倍増加した。 

こうした一連の定着率向上および生産性向上の取組の結果、採用に要するコストや残業代が減少し、その削

減分は人事考課シートによって時給を上げることに反映されている。それにより、従業員のモチベーションはさら

に高まり、従業員の組織に対する改善提案や生産性向上の取組は今も継続的になされている。 

 

 

【引用文献】 

［1］澤浦彰治（2010）：『小さく始めて農業で利益を出し続ける７つのルール』ダイヤモンド社 

［2］鈴木竜太（2018）：『経営組織論』東洋経済新報社 

 

【付記】 本研究の一部は、革新的技術開発・緊急展開事業（うち経営体強化プロジェクト）において行ったもの

である。 

 

農研機構 農業経営戦略部 経営計画ユニット 田口光弘（本事業 専門委員） 
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2.2 作業管理 

（大規模施設における栽培および運営管理の改善のための ICT 利用） 

 

2.2.1 はじめに 

作物生産では、1）栽培管理、2）運営管理、3）営業・販売管理のどれ一つが欠けても、経営的に満足する結果

を残すことは難しい。とくに、大規模施設を利用する場合、施設規模が大規模になったがゆえに、従来の小規模

な施設園芸と比べて、従来よりもそれぞれの管理に十分注意を払う必要がある。ここで、それぞれの管理を適正

化、安定化させるためには、生産期間中に必要とされるデータを収集し、解析し、管理法または計画に修正を加

えるという PDCA サイクルを取り入れることが望ましい。 

上述の PDCA サイクルを運用するためには、まず、データの収集が必要である。ただし、現状では、紙ベース

でデータを収集し、表計算ソフトにそれを手作業で入力する場合が多い。このようなデータ収集方法および手作

業でデータを入力することに起因して、せっかく収集したデータが放置されてしまう、入力ミス（たとえば、誤記

入、欠損）が生じやすい、といった問題が発生しやすい。他方、データの解析は煩雑であり、また、コツが必要と

される場面がある。そのために、大規模施設を利用した作物生産で必要とされる管理へ、解析結果を反映させ

るまでには至っていない場合が散見される。 

本稿では、上述した管理の中でとくに栽培および運営管理に着目する。それぞれの管理を改善するための取

り組みとして、ある次世代施設園芸拠点において開発し、導入を試みている ICT（Information and 

Communication Technology）を利用した事例を紹介する。 

 

 

2.2.2 事例 1 作業スピードの計測および病害虫の状況把握 

【状況】 

管理者は、圃場をまわりながら、作業員が

紙に記録した作業の開始および終了の記録を

記載した記録紙（圃場マップとも呼ばれる、図

1）を確認し、作業の進捗を把握するにとどまっ

ていた。また、紙ベースのデータの集計は非常

に煩雑であり、また、集計に時間を要する。そ

のために、この次世代施設園芸拠点では、記

録紙を集計、解析し、個々の作業員の作業ス

ピードを把握するには至っていなく、別に作業

状況をメモし、把握していた。 

  
 

図 1 作業状況の記録紙（圃場マップ）。作業を終了した箇所

にマーカーで色をぬり、作業の終了を表示する。視覚的に状

況を把握しやすいという利点があるものの、作業時間などを

正確かつリアルタイムに集計するのは非常に難しい。 
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【対策】 

 圃場に作業の開始、終了を記録するための QR

コードを設置し（図 2）、スマートフォンで作業記録を

つけられるようにした（図 3）。また、作業記録より、

個々の作業員の作業スピードを把握できるようにし

た。また、スマートフォンで撮影した写真を圃場の

箇所で示すことができるようにした。 

【効果】 

 開発したアプリケーションを利用することで、圃場

から離れた場所でも、作業の状況をリアルタイムに

把握できるようになった。また、それと同時に、個々

の作業員の作業スピードを把握できるようになっ

た。あわせて、これまで作業者から管理者へ口頭

で伝えられていた病害虫の発生を、写真付きのメッ

セージで迅速に管理者へ伝達できるようになった。 

これまで、作業記録の集計は、大まかにしかできて

いなかった。ここで、データを詳細に集計し、解析した場合には、1 時間前後／日の時間を要すると推察された。

他方、個々の作業員の作業スピードの解析には至っていなかった。開発したアプリケーションを利用することに

より、これまでできなかった解析作業を実施できるようになると期待される。 

 

  

図 2 圃場における QR コードの設置状況。それぞれのガ

ターの一端に QR コードを印字したプラスチック版を設置し

ている。この QR コードをスマートフォンで読み取ることで、

作業の開始または終了を把握することができる。 

図 3 作業状況のコンピュータ上での表示画面。作業が終了した箇所

は色で塗りつぶされる。その箇所をマウスオーバーすると、担当者と

作業スピードが表示される。他方、注意喚起の表示をクリックすると

写真が表示され、病害虫や異常などの情報を伝達できる。 
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2.2.3 事例 2 収量の自動計測 

【状況】 

 大規模施設では、経営面、栽培面ともに、収量を正確に把握する必要がある。しかし、日々の収量の正確な計

測は煩雑であり、また、集計にも時間を要していた（なお、この次世代施設園芸拠点では、パプリカを周年栽培し

ているために、年間を通じて、ほぼ連続的に収量を

計測、集計する必要がある）。 

【対策】 

 電子天秤に通信装置（小型コンピュータ）を接続

し、データをクラウド上に送信できるようにした（図

4）。また、データを自動的に集計するためのアプリケ

ーションを開発した。 

【効果】 

 これまで管理者は、毎日 2 時間前後、紙に記載さ

れたコンテナの重量（多い場合には、1 日で 500 コン

テナ）を表計算ソフトに転記し、集計していた。このア

プリケーションの利用により、表計算ソフトを利用して

データを記入していた時間をなくすことができた。ま

た、記録ミスの発生も減少させられた。これとともに、

収量計測方法の改善（具体的には、動線の改善）に

より、作業に係る時間を 10%程度削減できた。 

 

 

2.2.4 事例 3 生育計測 

【状況】 

 作物の生育状況を把握し続けることは、適切な環

境制御および栽培管理を実施する上で必要であ

る。とくに大規模施設では経営面への影響が大き

いために、生育計測による状況の把握は必須であ

る。しかし、生育計測は煩雑であり、また、データの

記録、集計、解析に時間を要する。 

【対策】 

 生育計測データをスマートフォンで記録し、クラウ

ド上にデータを蓄積するためのアプリケーションを

開発した（図 5）。また、蓄積したデータを自動的に

解析し、コンピュータ上で表示するようにした（図

6）。 

 

 

 
図 4 電子天秤で収量を自動計測する装置の構成図。電

子天秤で取得したデータは、Raspberry Pi 経由でクラウド

に送信される。クラウドに送信されたデータをコンピュータ

で読み込み、自動的に集計する。 

クラウド

PC

13.1kg

Raspberry Pi

電子天秤

10.1kg

Raspberry Pi

電子天秤

11.2kg

Raspberry Pi

電子天秤

図 5 スマートフォンを利用した生育データの収集、記録

状況。スマートフォンの場合、ペンや台紙を利用する場合

と比べて、持ち替えが少ない、じゃまになりにくいといった

理由により、これまでよりも容易にデータを収集、記録で

きると見受けられた。 
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【効果】 

 管理者は、これまでデータを収集していたものの、

その集計や解析に手を付けられず、感覚的に生育

状況を理解している場合が多かった。なお、調査に

は多い時で 2 時間／週の時間を要していた。また、

収集したデータの集計や解析を実施した場合には、

1 時間程度／週の時間を要すると推察された。しか

し、このアプリケーションを利用すれば、調査時間の

短縮とともに、データ収集の終了と同時に解析結果

を得られる。これにより、これまでよりも時間を割か

なくても、適切な栽培管理につなげるためのデータと

その解析結果が得られると期待される。 

 

 

2.2.5 事例 4 出勤・欠勤希望収集 

【状況】 

 これまで、ある次世代施設園芸拠点では、作業者の出勤および欠勤希望を紙のメモで月に 1 回収集し、表計

算ソフトで集計していた。ただし、転記ミスにより作業者の希望を間違えてしまう場合があった。また、出勤および

欠勤希望が直前になり変更される場合があった。これらより、管理者がシフトを作成するのに非常に苦労してい

た。 

【対策】 

 作業者の出勤および欠勤希望を入力するための

アプリケーションを作成し、これまでの紙ベースで

はなく作業者がタブレットで直接入力するように変

更した（図 7）。 

【効果】 

 管理者は、出勤および欠勤希望の集計に係る時

間（2 時間／月）を削減することができた。また、管

理者の入力ミスによる希望しない出勤および欠勤

日および時間が発生しないようになった。タブレット

での入力にやや戸惑う作業員も生じた。しかし、直

感的に理解しやすいユーザーインターフェースの

採用により、これまでの紙ベースとほぼ同様に希

望を提出できるようになった。 

 

 

2.2.6 事例 5 設備保全 

【状況】 

図 7 タブレットを利用した出勤および欠勤希望の収集の

様子。これまで紙ベースで収集していたために、集計に時

間を要していたが、タブレットでの入力に切り替えること

で、集計の時間をなくすことができた。 

図 6 生育データの解析結果表示画面の例。ここでは、た

とえば、茎径と伸長量との関係の推移を、アニメーション

で表示することができる。また、それぞれの測定日の写真

を整理し、表示することもできる。 
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 設備保全は、大規模施設の安定的な運営に必要不可欠である。しかし、この次世代施設園芸拠点では、他の

業務に忙殺され、設備保全のためのチェックが実施できない場合があった。 

【対策】 

 点検の必要な設備の周辺にチェックリストを設置し、すべての項目に問題がない場合、QR コードを読み取るア

プリケーションを作成した（図 8）。読み取ったデータを集計し、月次または週次の点検リストを作成できるようにし

た。 

【効果】 

 これまで十分に実施できていなかった設備保全

を、比較的簡便な方法で実施できるようになった。

これまでの状況では、設備保全のための対策を実

施していなかったために、管理者の業務量削減に

は貢献しないが、大規模施設全体の安定的な運

営には寄与すると期待される。仮に設備保全業務

を実施していた場合には、現場でのチェックに 1～

2 時間、集計に 1 時間程度の時間を要していたと

推定される。本アプリケーションでは前者の時間

は短縮できないが、後者の時間を大幅に削減でき

ると期待される。なお、この手法は、他のチェック

作業（たとえば、作業員の健康管理、作業員教育

の実施状況など）にも応用できる。このような記録

を残すことは、GAP（Good Agricultural Practice、

農業生産工程管理）の取得、維持にも貢献する。 

 

 

2.2.7 まとめ 

本稿では、ICT を利用した栽培および運営管理の改善（省力化）について、いくつかの事例を紹介した。大規

模施設における管理者は、様々なデータを収集、解析し、最小限の資源（たとえば、作業員、エネルギ、資材）の

投入で所望の収量、ひいては売上を達成する必要がある。また、作業者もデータを正確に記録し続ける必要が

ある。現状では、紙ベースでデータが収集されるとともに、それを表計算ソフトに手作業で入力する場合が多い。

そのために、データの欠損、記載ミスが生じるだけではなく、集計や解析に至らずにデータが死蔵されてしまう場

合があった。本稿で示したような ICT の活用は、そのような問題を改善もしくは緩和できると考える。 

本稿で示したように、大規模施設の管理者は、その管理のために多大なる時間を要している。また、多岐にわ

たる業務に忙殺され、十分に管理業務がいきわたらないことも生じがちである。本稿で示したようなアプリケーシ

ョンは、そのような状況を改善することに貢献すると期待される。なお、本稿で紹介したアプリケーションは、現在

開発を進めている生産管理支援システムで採用された機能の一部である。現在、これら機能を統合し、生産管

理全体の効率化を進めるためのシステムを開発している。この生産管理支援システムの一部機能に関しては、

近日中に一般公開することを予定している。 

先に述べたように、GAP を取得する、または、維持するためには、データの収集および保管が必要となってく

図 8 スマートフォンを利用した設備保全の様子。チェック

リストに記載された項目を確認し、すべて問題がないよう

であれば QR コードを読み取り、クラウドにデータを送信す

る。 
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る。あわせて、単にデータを収集および保管するだけではなく、それを活用することも求められる。これを紙ベー

スや表計算ソフトベースで実施することは可能ではあるが、非常に煩雑である。ICT を利用した方法は初期投資

が必要となるが、従来の紙ベースや表計算ソフトベースよりも簡便であり、また、正確である。それゆえ、今後、

本稿で紹介したような事例は、今後普及していくのではないかと考えている。 

ここで紹介した事例の実施にあたり、圃場内通路での通信が可能なように無線 LAN を設置した。ただし、無

線 LAN ではなく、他の通信規格（3G、LPWA など）でも対応可能である。他方、圃場内において、通信環境が整

っていることが望ましい。ただし、通信環境が整っていない場所ではローカル（スマートフォン）にデータを蓄積

し、通信環境が整っている場所に移動した際にデータをクラウドに送信するといった対応ができることから、圃場

の一部のみの通信環境の整備でも、本稿で紹介した事例は対応できることを記しておく。 

本稿は、農林水産省「スマート農業技術の開発・実証プロジェクト（課題番号：施Ｈ０７、課題名：大規模施設園

芸の生産性を飛躍的に向上させるスマート技術体系の実装）」（事業主体：国立研究開発法人農業・食品産業技

術総合研究機構）の支援により実施した実証研究の内容の一部を抜粋したものである。 

 

みのりラボ㈱／大阪府立大学 大山克己（次世代施設園芸検討専門委員会 委員） 
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2.3 品質管理・販売管理 

（大規模施設園芸農場の販売対応と課題） 

 

2.3.1 はじめに 

次世代施設園芸拠点を中心として、全国の大規模施設園芸１３農場（表３、A～M）の販売対応を調査し、販売

への対応の様子と課題の抽出を試みた。これらの農場はいずれも消費者のニーズに即した生産を行い、平行し

て持続可能な経営のために改善努力を行っており、その対応には特徴が見られた。また課題も同様にいくつか

の特徴が見られた。 

 

 

2.3.2 契約取引の推進と商品性の向上 

まず調査した１３農場のうち、１２農場が契約取引を推進していた。JA 系統出荷は１農場のみで、１２農場は

特定の取引先へ向けたオーダーメイド生産であった。 

契約取引を実施する農場のうち４つの農場は、JA 系統取引と同じく、主要取引先が「規格内全量引き取り」す

る契約で、小売り向けか、加工用である。いずれも規格があるため、商品パッケージや引き取りに要する物流な

どは指定であり、農場側でとくに考える必要はない。このケースでの課題は、A 品率の向上である。生産量が増

えて販売競争が激しくなるにつれ、規格の幅が厳しくなる傾向があり、より品質向上が課題となっている。規格

外品は農場で販路を見つける必要がある。販路は近隣の直売所か、遠方のスーパーが多い。大規模施設園芸

農場の規格外はこれらでは売れ筋で、直売所が 300~400 グラムのスタンドパック、スーパーが 1 キログラムの

箱売りである。規格外のパッケージはさほど工夫はなく、ベーシックな無地に近いもので、単価は規格品より２～

３割安くなるものの、鮮度を中心とした品質がよいため反応がよい。お消費者は目視により品質を見極めて、鮮

度のよさから「お買い得」であることを判断しているのであろう。 

また栽培しやすい品種や時期ではなく、売れる時期に売れる品種を生産する必要があるため、当地で栽培実

績のない高食味品種や「低段密植技術」を導入するなどのチャレンジを行う農場もある。 

もっとも多い取引タイプは、販売の軸となる主要な取引先以外にいくつかの取引先を設け、販売している農場

群であり、調査先のうち半数以上の農場がこのカテゴリであった。これらの農場は特定の売り先への依存度を高

めないため、経営の独自・独立性を保てるメリットがある。 

また売り先により別々の品種や作り方を導入するよりも、生産を変えず、販売戦略を立て、上手く複数の売り

先の特徴ごとに配分している。たとえば、スーパーには見栄えがよいものをスタンドパックで、一方、生協や通販

には見栄えにはこだわらず、おいしいものをフタつきパック詰めで、といった具合である。また有利販売のために

は、品種と栽培方法の選択に注力するのはもちろん、売れる時期に多く収穫が上がるような環境制御技術を導

入するケースが多い。さらに F 農場では、糖度による選別まで行っている。 

また、消費者に向けて品質のよさをアピールする必要がある。同時にリピートをもらえるよう、農場名を覚えて

もらう必要もある。そこで農場名を入れるのはもちろん、L 農場ではスーパー向けに美しいパッケージデザインを

施して商品化している（図１左）。 
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さらに、このカテゴリの農場は自社で加工に取り組む農場も多く、販売ロスがほとんどないのは驚きに値す

る。G は栽培レベルが極めて高く、ロスがそもそもないが、E・F・L の３農場は、６次産業化により高品質なソース

やドレッシングを生産するなど、商品性を高める努力を行っている。その差別化ポイントは「味」であり、相当にレ

ベルが高く、大手メーカーの製品に

ない「嗜好性の高い風味」が人気を

得ている（図１右）。また関東に立地

する E 農場では観光農園として、参

加・体験型の農場を志向することで

付加価値と収益性を高めている。 

このカテゴリはどの農場も、営業

活動にも熱心であり、自治体や売り

先からの表彰も多く、これを訴求す

ることで、地域の雑誌や TV などに

取り上げられるなど、企業的であ

る。 

そしてこのカテゴリの農場はほとんどが GAP を取得している特徴があり、別途もう少し掘り下げてみたい。 

 

 

2.3.3 Ｇ.Ａ.Ｐ.取得による販売面への影響 

大規模施設園芸の調査先１３農場のうち、７割の農場で「GLOBAL G.A.P.」「ASIA G.A.P」または「J G.A.P.」の

いずれかの認証を取得しており、特に複数の売り先がある農場群に取得が多い傾向がある点を先に述べた。

G.A.P.の種類は当初重複取得する農場もあったが、経済性を考え、現在ではいずれかに絞り込まれている。取

引先からの要求ではなく、自発的に取り組んでいる農場がほとんどである。というものの、どの G.A.P.認証を取

得するかについては、取引先の意向に依存しているようだ。 

まず「GLOBAL G.A.P.」認証を取得した農場は大手小売 A 社との取引が中心または多い農場で、A 社はグル

ープに多くのブランドを抱える巨大企業のため、認証取得農場数も多い。なお A 社は取引与件とはしていないも

のの、自社農場はすべて「GLOBAL G.A.P.」認証の取得を目指しており、その他の農場へは取得を「推奨」してい

る立場である。一方で審査員不足が著しく、取得に時間がかかる状況にある。 

つぎに「ASIA G.A.P」認証を取得している農場は、輸出を志向する農場であった。ただし輸出の実績はなかっ

た。 

取得の中心となっているのは「J G.A.P.」である。比較的導入コストが安く、取引与件ではマストでなくベターと

考えられており、内容は必要十分と考えている取引先が多い。審査員も地域に比較的多く存在するため、コメ、

チャなど大規模施設園芸に限らず取得農場が多い。 

図１ L 農場（左）とＥ農場の商品パッケージ（右） 
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その一方で、取引先は G.A.P 取得をマストではなくベターととらえられているため、ほとんどの農場側は取得

が必然だとは考えていなかった。ベターと考えている取引先も大手小売・外食に限られた。しかし、海外はもちろ

ん日本でも小売・外食は過当競争から合併による大手寡占化が進んでいる。また G.A.P.認証取得農場は取引

優先順位を上げる傾向がある。さらにプライベートブランドなどの「取り組み型」に昇華されやすい利点もある。

例として D 農場は A 社のプライベートブランドとなっており、認証が訴求されている（図２）。G.A.P.取得農場は販

売が好調だとはかならずしもいえなかったが、G.A.P.認証取得農場に

対する信頼が厚く、発注の優先順位が高い様子であった。G.A.P.認

証取得農場は、農場側が持つ印象より「消費者に選ばれる農場」と

なっていると言えそうだ。 

また G.A.P.認証取得による効果はすぐに表れるわけではなく、

G.A.P.に取り組むことで PDCA サイクルを回し、先に記した「ニーズ」

を満たす商品づくりが達成された結果、「消費者に選ばれ」、さらには

比較的高単価の契約を達成したと考えたほうが自然に思われた。 

なお品質管理の現在のトレンドとして、青果物は世界的に「総菜向

け（サンドイッチやサラダ、弁当）」用途へシフトしており、ASIAG.A.P.

は HACCP 並みの対応が求めている。こうしたトレンドに対応できれば、売り先に困る、ということはないと思わ

れた。 

 

 

2.3.4 遠隔地物流での課題と対策 

大規模施設園芸農場は、既存の産地から孤立して立地しているケースが多い。狭隘な日本ではまとまった平

坦な土地の確保が難しいためであろう。ゆえに新設の大規模施設園芸農場で発生するのが、遠隔地物流の問

題である。調査先の農場は特定の出荷先に依存しない農場が多く、売り先まで自前で物流を手配する必要があ

る。 

まずコストだが、一般に運賃は距離に比例する。かつ青果物はそもそもキロ単価が安く、コストは抑えたい。

実際に国土交通省の示す「公示運賃（下限）」と、既存のいくつかの「産地（※今回の調査農場に限らない）」の

運賃実績を比較して

みたところ、ほぼ下

限上に設定されてい

ることがわかる（図

３）。実績値（赤）は、

単価そのものは下限

（緑）に近い。基本的

に常に入札を実施す

るなどして、運賃単

価を抑える努力は行

われているのであ

る。 

図２ D 農場のトマト 
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図３ 保冷１０ｔ車による青果物輸送運賃（縦：円、横：ｋｍ） 
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さて調査対象とした A～M の農場で物流費を仮定してみよう。最大の消費地・東京まで経済運賃、即ちチャー

ター貸し切りで満載輸送した場合、販売単価がキロ当たり３００円では、東京までの運賃比率が１割を越す農場

が半数を占める。 

 実際には、100%満載というこ

とはなく、関東周辺以外の農場

は、販売単価の１０％以上を運賃

が占めていると考えられる。経済

輸送ロットに達するには、相当の

生産集約、即ち面積当たり生産性

の高さと集約された面積そのもの

が必要であり、ロットに達する農場

は、調査先からは見つからなかっ

た。つまり調査農場のほとんどは

「産地規模」になっていないのであ

る。 

表１に輸送経済ロットを達成す

るのに必要な生産性と面積を記した。経済性を重視すると最

低６００キログラムの輸送ロットが１回の出荷に必要だ。一方調

査農場を見るとトマトの場合、４ヘクタールの面積で１０アール

あたり３０キログラムの収量を達成している農場があるが、年

間３００回経済輸送ロットに達するには、７．２ヘクタールの面積

が必要である。ただし４ヘクタールであっても、概ね夏は冬の２

倍の収量を上げるため、夏場は週６回、冬場は週３回の輸送で

経済ロットに達する。しかしながら、国内トップレベルの農場で、かつ輸送先が１か所の場合ですらこの程度だか

ら、調査農場のうち多くの農場の輸送効率は、まだまだ改善の余地があり、収益力を高められると言えそうだ。

また農家数２５０軒を誇る、高知のナス産地であっても、ピーク時の集荷量は６ｔ／日だという。 

この課題の対策としては、まずは産地規模まで栽培面積を増やし収量を増やすことが望まれる。すでにいくつ

かの拠点では拡大計画がある。 

また収量増は規格を見直すことで達成される方法も

ある。具体的には、規格を大きくし、ｋｇ単位のバラ売り

にすることである。欧米では、収穫されたコンテナのま

ま、スーパーの売り場に陳列されるのが一般的であ

り、計量は消費者が売り場で行い、バーコードを貼り、

レジもセルフである（図４）。しかしながら日本では従

来、売り先の意向により、見た目のよさと歩留まりを重

視し、果菜類は本数や個数が規格になっていることが

多く、サイズが小さくなる傾向が強い。これが収量の上

がらない一因となっている点は語られることがほとんど

農場 km 

運賃

/10kg 

300 円

/kg 

600 円

/kg 

1200 円

/kg 備考 

Ｄ、Ｅ 70 57  2% 1% 0%  
Ｇ 120 79  3% 1% 1%  
Ｆ 320 139  5% 2% 1%  
Ｃ 440 173  6% 3% 1%  
Ｆ 460 179  6% 3% 1%  
Ｈ 700 247  8% 4% 2%  
Ｊ，Ｋ 850 289  10% 5% 2%  
Ｌ、Ｍ 1200 388  13% 6% 3%  
Ａ、Ｂ 1300 416  14% 7% 3% 船代込 

  ミニトマト トマト 

収量(10a) 10 30 

必要面積(ha) 21.6 7.2 

図４ フランスのスーパーの青果用セルフ計量

器 

表１ 農場から東京までの経済運賃と、ロット達成時の運賃比率 

表２ 輸送経済ロットを実現するために、必

要な１０ａあたり収量と面積 
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ない。トマトは調理用用途品種の栽培には至らず、キュウリやナスは本来の食味が出る前に、早採りされてい

る。結果、収穫から計量・パック詰めと、人手もムダにかかってきており、最終的に消費者がコストを負担するこ

とになる。このあたりは、スーパーでもレジの無人化が進んできている折、理解されやすいと考えられ、より人員

不足が深刻な生産者の立場から積極的に働きかけて、規格を合理的なものへ変えてしまうことが望ましい。 

また積載率を高めるためには、近隣の農場との共同配送が必要であろう。また目的地の集約も必要で、実際

には売り先が偏ると価格決定権を失う経営リスクを負いやすい。ゆえに、JA 系統出荷に見られるように、地域ご

とに異なる出荷品目まで含めてロットと売り先をまとめていく、という「面の戦略」が必要であり、これには売り先

となる大手小売・外食および運送会社との連携や行政によるバックアップも必要だろう。 

 

 

2.3.5 おわりに 

次世代施設園芸拠点を中心に、大規模施設園芸農場の販売対応と課題を（表３）に整理した。 

まず、ほとんどの農場がメーカーとしての立場で価格決定権を有し、有利販売を模索して市場取引から契約

取引に移行していた。とくに契約栽培では周年安定生産が望まれるため、「統合環境制御」のメリットを生かすこ

とができる。とくに秋の収量増が望まれており、「夏季夜冷」が重要な技術であると同時に、周年安定や栽培環

境の良化は雇用においても安定しうるメリットがある。 

つぎにニーズの見込める商品づくりとパッケージ化に取り組んでおり、食味のよい品種・時期・栽培・選別に取

り組み、技術を磨いていた。 

さらには「消費者に選ばれる農場」を目指して、自主的に G.A.P.認証の取得が進み、ニーズを満たすことで、

結果的に価格は比較的高単価に維持されていた。 

また既存の産地外の遠隔地にある農場が多く、首都圏をはじめとした有利な市場へ向けた物流の確保が課

題であった。これにはより収量を伸ばし、ロットを確保することのみならず、自ら農地を拡大するのはもちろん、地

域内で連携して出荷量を確保し、共同配送を実現することで積載率の向上し、コストを下げる対策が必要である。 

 

表３ 大規模施設園芸農場の販売における特徴と課題 

名称 地域 品目 取引形態 
商 品

化 

Ｇ Ａ Ｐ

認証 

価 格 決

定権 

物 流

確保 
主要な課題 

Ａ 北海道 イチゴ 
契約（加工単

体） 
〇 〇 〇 ― 

収量増とニーズ

の あ る 品 種 導

入 

Ｂ 北海道 ミニトマト 契約（小売） 〇 〇 〇 〇 物流費の低減 

Ｃ 東北 トマト・パプリカ 契約（外食） 〇 〇 〇 〇 物流費の低減 

Ｄ 関東 トマト 
契約（小売単

体） 
〇 〇 〇 ― 

夏 秋 季の 収 量

増 

Ｅ 関東 ミニトマト 契約（小売） 〇 〇 〇 〇 
６次化・観光農

園化 

Ｆ 北陸 ミニトマト 契約（小売） 〇 〇 〇 〇 
夏 秋 季の 収 量

増、６次化 
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Ｇ 東海 
トマト・ミニトマ

ト 

契約（小売単

体） 
〇 〇 〇 ― 

ミ ニ ト マ ト の 収

量増 

Ｈ 東海 ミニトマト 契約（小売） 〇 〇 〇 〇 
夏 秋 季の 収 量

増 

Ｉ 近畿 ミニトマト 契約（小売） 〇 ― 〇 〇 
収 量 増 と 物 流

費の低減 

Ｊ 
中 国 四

国 
トマト 

契約（小売単

体） 
〇 ― 〇 ― Ａ品率の向上 

Ｋ 
中 国 四

国 
トマト 契約（外食） 〇 ― 〇 〇 物流費の低減 

Ｌ 九州 パプリカ 契約（小売） 〇 〇 〇 〇 
物流費の低減、

６次化 

Ｍ 九州 
キュウリ・ピー

マン 
系統出荷 ― ― ― ― 

（販売選択と価

格 決 定権 の 確

保） 

 

 

オイシックス・ラ・大地㈱ 阪下利久（次世代施設園芸検討専門委員会委員 委員） 

  



22 

 

2.4 情報管理 

（大規模施設園芸におけるデータ利用） 

 

2.4.1. 情報管理の意義 

施設園芸のデータの種類 

施設園芸における情報、すなわち、データの種類には、環境、機器、生育、作業・労務、経営・経済に関する

複数がある。環境データは、温室内外の環境条件に関するもので、温度、湿度、CO2 濃度、光等のデータが該

当する。機器データには、環境データに関係が深い換気窓や暖房機の設定温度、細霧稼働湿度等の機器設定

に関するものがある。これらに加えて、換気窓やカーテンの開度、暖房機の ON/OFF 等の作動時刻など機器の

作動状況の記録も機器データである。作業・労務データは、従業員が何時から何時まで働いたかだけでなく、整

枝、誘引、収穫のような作業工程に対して何人が何時間かけて行ったか等、作業の進捗状況や効率を示す。経

営・経済データには、生産物単価や売り上げ等の収入に関するものや資材や労働コスト、エネルギーコスト等支

出に関するものがある。 

 

施設園芸のデータは相互に関係する 

環境データ、機器データ、生育データ及び作業データはすべて最終的に経営データに関係する。例えば、環

境データのうちの温度データは機器データの暖房設定や暖房機の稼働状況と密接に関係し、これらは作物の生

育やエネルギーコストにも大きく影響し、結果として経営データに関与する。また、機器データである選果機のデ

ータには、時間当たりの選果量のように作業データに関連が深いもの、収量や等級別割合のような作物由来の

データがあり、前者は労働コストに、後者は売り上げに関係して経営データに結び付く。 

 

データ収集には設備コストがかかる 

上記のデータを収集したり、解析したりするには設備等の導入や人件費等が必要でコストがかかる。環境デ

ータの収集には、センサやデータロガー（環境・機器データが記録される装置）が必要であり、データをグラフ化

して閲覧するにはコンピュータやソフトが必要となる。機器データについては、従来の機器では、設定値も含めて

作動状況が記録されないものが多く、これらが記録できる環境制御機器等が必要である。 

 

データ収集には人件費も必要 

作業・労務データの収集についてみると、作業の進捗と工程別の人数や労働時間を把握するために管理者

が見回ったり、作業日報を集計したりと、収集にかなりの手間を要することが多い。生育データについては、自動

計測できるセンサや装置はほとんどないことから、人手によって数日から 1 週間に 1 度のように定期的に計測

する。このため、測定できる株数には限界があり、測定項目も明確に定まっておらず、調査自体行わない生産者

も多い。以上のように、作業データや生育データの収集には、手作業による調査と記録、帳簿やパソコンへの入

力等、相当の手間や人件費が必要である。 

 

コストに見合う「価値」があるか 

設備や人件費等のコストをかけてデータを収集しても、データ自体に直接的な価値はほとんどない。データが

たくさんあってもそのままでは役に立たないし、データを売買して収益を得ることは現在のところ難しい。しかし、
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データを利用することで様々なメリットが生まれる。環境や機器データは、気象条件や機器動作を確認すること

によって、機器故障の発見や様々なリスクを回避、低減することに役立つ。作物の調査は、品目や品種特性を

把握する際に有用である。作業データは、従業員の作業能力を把握して有効な作業計画を立てる際に利用でき

る。これらのメリットが、データ利用の「価値」である。 

 

データ利用の経済的「価値」 

これらの価値が、収量増加や売上増加、労働コストやエネルギーコスト削減に有効となる場合は、収集したデ

ータが経済的「価値」を生んだといえる。ある要因が収量や売り上げ増加に関係していることを把握すれば、そ

の要因を改善することで収益を増加させることができる。また、データから機器異常を早期に発見したり、販売方

針を変更したりすることで経営的なメリットがある場合も、経済的「価値」が得られたといえる。産業として施設園

芸を捉えた場合、データ利用には経済的な「価値」を伴うことが必要である。 

 

データ利用の「価値」は千差万別 

データ利用の「価値」は、使う立場によって異なる。何十人ものパートを雇用して大面積で生産を行う大規模拠

点では、作業員のシフトや配置を計画するための作業データは重要である。一方、個人や家族のみの経営で

は、作業員シフトを組む必要はなく、そのための作業データの重要度は低下する。また、人によっては、経済的

価値のわかりにくい「生きがい」や「将来へ」の貢献として、「価値」を感じる場合もある。 

 

間接的、社会科学的な「価値」 

近年、増えてきた施設園芸のスタディークラブやネットワーク形成は、会員同士で情報を交換して経済的「価

値」を目指すものである。しかし、その「価値」は経済的なものにとどまらない。意識を共有した仲間を形成し、そ

の集まりで話題を提供し、自己を肯定（自己満足）する「生きがい」としての「価値」は大きい。意識の高まりが仕

事へのやりがいを高め、理由は明確でなくても収量や効率が向上する例も多い。これらの「価値」は、情報収集

を容易にし、付随情報を取得する機会を増やす等の効果をもたらし、結果として直接的なメリットに至る場合もあ

る。この他の「価値」として、データ収集による自らの将来利用、AI 等への期待、社会貢献、データの価値が上が

ることを期待しての投資の意味合い等、データ利用には多様な「価値」が存在する。 

 

 

2.4.2. 作業データの利用 

労働生産性の向上のために 

施設園芸の経営コストにおいて、人件費の占める割合は全コストの 1/4～1/3 と大きい。したがって、労働生

産性を高めることは施設園芸経営にとって重要な課題である。労働生産性を高めること、すなわち、作業時間当

たりの生産量や売上を増やすことは、どのような産業においても共通する重要な視点である。このために作業デ

ータを利用して、工程別の計画を立て、その進捗を適宜チェックしていく。 

 

施設園芸の作業工程の特徴 

工業と比べて農業が特徴的なのは、特定の工程の量が日によって増減することであり、それに要する作業員

数や時間が大幅に増減することにある。農業の中でも施設園芸は特にそれが顕著であり、収穫量が先週の 5
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倍になり、作業量も 5 倍に膨らむことはめずらしくない。 

 

従来は作業データを軽視 

施設園芸では、必要な作業量が増減するため、作業予定を立てることは難しく、計画の精度が低い場合、計

画通りにはいかないのが普通である。詳細な作業記録データはあまり役に立たず、このような理由から作業デ

ータをそもそも収集しないことが多かった。現在でも、わが国の施設園芸では、目安となる工程別の標準作業時

間は明らかでない。この結果、自分の農場の効率がよいのか悪いのか、従業員のレベルが高いのか低いのか

はわからないのが実状である。しかし、先に述べたように数十人を雇用する大規模生産法人では、作業計画に

基づく工程の管理は必須となる。 

 

15 時間で１トンのトマトをつくるオランダ 

オランダのトマトの年間収量は 10a たり 65t であり、それに要する総労働時間は 1000 時間にみたない。つま

り、トマト 1 トンの生産に約 15 時間しかかかっていない。一方、日本の平均年間収量は 10a 当たり 12～13 トン

であり、総労働時間は約 1400 時間である。トマトを 1 トン作るのに要する時間は 110 時間以上である。生産物

当たり作業時間を減少させることは、作業効率を向上して作業時間当たりの売上げや収益を増加させることに

結び付く。 

 

工程別作業時間を積み上げて計画 

効率の良い作業計画は、工程別の作業時間を積み上げて立案する。誘引や葉かき等それぞれの工程で面

積当たりに要した人数と時間のデータがあれば、1 人・時の作業面積が計算できる。計画時には、この 1 人・時

当たりの面積に基づいて、全作業面積に必要な労働時間や要員数が算出できる。通常の誘引、芽かき等の工

程は計画通りに遂行できるのが一般的である。しかし、作物が必要以上に伸びすぎた場合にはその工程に必要

な人時が増加することが多い。収穫の工程では、収量が決まれば作業時間も決まる。収量が 2 倍になれば、収

穫に要する時間も 2 倍程度となる。ただし、収量が増えると作業効率が向上する傾向がある。これは主に収穫

作業時間に占める移動時間の割合が減ることによる。 

 

作業効率向上のためできること 

全体的な作業効率の改善には、選果機や運搬装置等の機器導入、動線の改良等が効果的である。作業に

対する習熟度が上がれば作業効率は向上する。これには、作業のマニュアル化や統一化、OJT 等の指導が重

要である。正しく指導された場合、一般には１、2 年で大幅に作業効率が向上する。さらに人によって得意な作業

や不得意な作業があり、それぞれ作業効率は異なる。作業者別に作業効率が正確に把握されている場合に

は、配置を考慮することで全体としての作業能力が高まる。さらに作業者の組合せがグループとしてのパフォー

マンスに関係する場合もある。 

 

人を使うことは共通 

施設園芸では手作業の占める割合が多いが、人を使うことは施設園芸に特有なものではない。作業データの

ICT 化は、工業製品の製造における作業工程管理と共通することから、工業分野等の技術を利用することによ

り比較的進展しやすい。現在、施設園芸の作業管理を支援するハードやソフトの開発が進展中である（Ota et 
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al., 2019; 太田ら 2019, 2018; 大山ら 2019）。 

 

 

2.4.3. 環境・機器データの利用 

目標の環境を達成するために 

施設園芸の環境制御では、温度、湿度、CO2 濃度、光等の施設内環境を作物栽培に適する条件にすることが

目的である。このために換気窓を開閉し、暖房機や細霧装置、CO2 発生器及びカーテン等の機器を作動させ

る。このとき、各環境項目の目標値を達成するように、それぞれの機器の設定値を決めておく。この設定値が、

目標値の達成に対して妥当であることが必要であり、季節変化や天候の変化の大きいわが国では、頻繁に設

定を変更する必要がある。 

 

設定と目標が一致しているか 

設定値が妥当であり、環境制御コンピュータが優れている場合、設定値＝目標値となることもある。しかし、設

定値に目標値をそのまま代入しても目標通りとならない場合も多いため、データを確認する必要がある。例え

ば、昼の気温目標を 26℃として、換気窓を 27℃で開き 25℃で閉まると設定した場合、屋外条件が良好であれ

ば換気窓の開閉によって自動的に温度調節が行われる。このときの設定値が 26℃の目標に対して妥当である

かは、温度調節が行われている時間の平均温度を確認する。 

 

目標の環境にするために設定を変更する 

上記の例では、実際の平均温度が季節や施設等条件によって目標の 26℃より高くなる場合も低くなる場合も

ある。厳密に温度管理するには、温度データからこの設定と目標との差を理解して、設定値を修正する必要が

ある。上記の例で窓の開閉を繰り返す間の平均気温が、例えば目標より 0.5℃低い 25.5℃であったとする。この

場合、設定値を 27.5℃で開、25℃で閉のように修正すると、平均温度 26℃に温度調節できる可能性がある。 

 

厳密な温度管理が必要な理由 

作物を栽培するだけの観点からは、26℃目標のところで、実際は 25.5℃であったとしても大きな問題はない。

作物の光合成に対して、適温範囲では、長期的にみると温度はほとんど影響しないからである。しかし、作物の

生育速度に温度は強く影響するので、0.5～１℃の違いが積算された場合、生育への影響は大きい。温度が１℃

違うだけで、開花から果実の収穫までの日数は１～2 週間も変わるからである。 

 

設定修正で自在に温度管理すれば 

施設内温度を自在にコントロールすることができれば、開花から収穫までの日数や果房の展開等、生育スピ

ードの調節ができる。日平均気温を基準に栽培管理を行う場合には、適切に機器に設定値を与えて目標値を達

成できる能力がこれまで以上に重要となる。 

 

日平均温度と作物の生育速度 

葉数の増加、すなわち果房の展開速度は温度の関数として示され、温度が高いほど速くなる（図 1；東出、

2018）。また、大玉トマトの開花から収穫までの日数は、温度によって 40 日～90 日と大きく変わるが、積算気温
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では約 1100℃とされる。これらは、昼夜の温度自体やその温度差よりも、数日間の平均温度と関係が深い。 

 

 

図 1. オランダ品種’Counter’における葉の展開速度と気温の関係 (de Koning, 1990 より作図) 

 

日平均で予測や調節が可能 

温度と生育速度との間には一定の関係があることから、日平均温度がわかれば、葉数や果房の増加、収穫

までの日数が予測可能である。また、その関係を利用することで、日平均気温をコントロールすることによって、

葉数や果房の増加、収穫までの日数等の生育速度を調節することも可能である。つまり、これらの速度を上げ

たい場合には温度設定を高くし、生育速度をゆっくりとしたい場合には温度設定を下げればよい。 

 

日平均気温の設定方法 

日平均気温の調節は、24 時間～数日間の昼夜温の設定を調節して行う。屋外条件が良好な場合、昼夜の換

気窓設定を修正するだけで施設内の日平均気温が調節できる。日平均気温を上げたい場合には、昼の換気窓

設定を高くするか、夜の換気窓設定を高くするか、その両方の設定値を高めればよい。日平均気温を下げたい

場合にはその逆を行う。暖房機やヒートポンプを稼働させ、それらの設定を変更することでも、日平均気温は調

節できるが、エネルギーやコストが必要となる。 

 

コントロールできる余地 

換気窓による施設内気温の調節は、施設内の気温と屋外気温との関係によって決まり、換気窓が開閉する

間のみ有効である。つまり、屋外気温が換気窓設定より大幅に高い場合には、窓は開いたままとなり、調節はで

きない。一方、屋外気温が換気窓設定より大幅に低い場合には窓は閉まりっぱなしとなり、調節できない。しか

しながら、このような場合でも日平均気温を調節できる余地はある。このときも設定温度と設定時刻が重要な意

味を持つ。 

 

日平均気温を下げるには 

通常、屋外気温は昼に比べて夜間に低下する。しかし、設定に不備があると日平均気温は必要以上に高くな

る場合がある。例えば、換気窓設定を昼（6：00～18：00）26℃以上で開、夜（18：00～翌日 6：00）18℃以下で閉と

する。早朝 6：00 の外気温が 26℃以下であることは多いが、この設定では換気窓は閉鎖されてしばらくの間、施
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設内気温が 26℃に調節される。日平均気温を下げたい場合には、昼の時間帯を 6：00 からでなく 10：00 からに

変更したり、早朝 6：00 から 10：00 まで換気窓設定を下げて 20℃に変更したりすることで対応できる（図 2）。 

 

日平均気温を上げるには 

上記の換気窓設定（昼 26℃以上で開、夜 18℃以下で閉）では、夜間の屋外気温が低下すると換気窓は閉ま

りっぱなしとなる。その間、温度調節できず、結果として日平均気温は低下してしまう。このような条件で日平均

気温を上げたい場合には、例えば、昼の換気設定を 29℃に上げればよい（図 2）。冬季であっても天候がよく日

射があれば、施設内気温を 30℃に上げるのは容易である。つまり、昼温で稼いで夜間の低温を相殺することが

できる。 

 

図 2. 日平均気温を変更する・・・換気設定の変更 

 

 

2.4.4. 施設園芸特有のデータを有効に 

ICT の役立ちやすいところ 

先に述べたように施設園芸においても作業管理は工業分野等と共通部分が多いので、ICT 化が進みやす

い。他にも容易に ICT 化の効果がでやすい分野はあり、先進的な選果機導入がその例である。例えば、トマト

のパック詰めで 3～5 果で 300g に調整する場合、人手で個々の果実を組合せて 300g にするは相当の手間と時

間がかかるうえ、1 パックの重量は安全を見越して少し多め（例えば 310～320g など）になる。この作業を選果機

で行えば、人件費が削減できるうえに、厳密に 1 パック当たり重量（例えば 300～305g）を調整できる。すなわ

ち、10～20g のロスが解消されて出荷量が 5％増加するのと同様な効果がある。つまり、栽培管理上では何の

改善もしていないのに収量が増えたことになる。 

 

施設園芸に特有な作物データとの紐づけ 

作物データの利用は施設園芸に特有なデータ利用である。これは工業分野にはないため、工場管理とは大き

く異なるといえる。しかしながら、現在のところ作物データの蓄積は少ない。また、収量データが蓄積されていた

としても、そこには作物の反応だけでなく、人の都合やその他の要因が混合されている。したがって、解析して定

量化することは容易でない。 
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環境制御の適正設定は難しい 

作物は環境に反応して生育し、環境制御によって飛躍的に生産性を向上できるのが施設園芸の特徴である。

しかしながら、環境と作物との間の関係は十分に理解されているとはいえず、環境制御によって誰もが生産性を

高められるわけではない。環境制御の制御項目は多く、数十～300 余りと多く、最適値は絶えず変化することか

ら、適正な制御は容易ではない。環境制御の効果を発揮させるには、作物と環境制御に関する知識と経験が重

要である。わが国の全施設面積 42,150 ha のうち複合環境制御装置を導入した施設、すなわちコンピュータで環

境制御を行える施設の面積は 1,070 ha、割合にすると 2.5％である。適正設定が難しいことが導入の少ない理

由の一つと考えられる。 

 

難しい作物データの紐づけ 

作物データの蓄積は少なく、環境制御の適正な設定は容易ではない。しかし、オランダ等にみられるように収

量増加等に高い効果のあることから、高い関心が寄せられ環境制御装置の導入は徐々に増加している。中に

は、あまり科学的根拠のない考え方や方法も混ざっている。一方、多くはないが栽培生理研究から作物の生育

と環境要因と紐づけられた知見も存在する（東出、2018）。しかしながら、これらの知見は簡単ではないため、そ

れを理解して作物の栽培管理に活かすのは容易ではなかった。 

 

環境設定をシミュレーション 

これらを解決するため、環境条件と品種特性から生

育を「見える化」し、収量を予測するツール（ソフトウェ

ア）が開発されている（図 3；安ら、2019；東出ら、

2019ab）。このツールによる生育の「見える化」によっ

て、これまで難しかった適正な環境制御を簡便にでき

るようになった。 

 

栽培適正化で大幅に収量増加 

このツールで栽培を適正に管理することで、トマトの

収量は大幅に増加し、大規模生産法人を含む３カ所

の施設での実証試験で、糖度５度以上のトマトの収量

は年間 50t/10a 以上であった（東出ら、2019ab）。ま

た、作物の生育ステージや収量の正確な予測から、作

業員の適正配置や出荷・営業スケジュールへの利用

に発展が期待される。さらに、通常のトマトに加え、高

糖度/ブランドトマト、パプリカ、キュウリ等に対して本

ツールの応用が進められており、施設園芸のスマート

化に向けて大きな期待が寄せられる。 

直接影響するのは光と CO2 濃度 

上記の予測ツールでは、収量に直接的に影響するのは、光と CO2 濃度であり、温度は間接的に影響する。湿

度と作物の成長との関係は今のところ定量化されていないため、湿度の影響を反映することはできない。灌水

図 3. 生育・収量予測ツールによる収量増加と予

測データの利用（東出ら 2019ab） 
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や施肥も作物の収量に影響し、これらが少なすぎる場合には収量は低下するし、多すぎる場合は根腐れの原因

となる。しかし、施設園芸では、灌水も施肥もコントロールされ、十分な量を与えるのが通常である。また、灌水

や施肥と生育の関係も一定ではなく、これらの項目を収量や生育予測に組み込む意義はあまりない。収量増加

を図りたい場合には、光と CO2 濃度をどう制御するかを中心に検討すべきである。 

 

灌水施肥のコントロール 

従来の農業では水やりくらいしかコントロールできる項目がなかったので、水やりを特別扱いすることが多か

った。しかし、様々な環境制御が行える現在の施設園芸では、灌水や施肥は「多すぎず、少なすぎず」でよい。

土耕、養液栽培を問わず、根の伸長を促進させる目的で一時的に灌水を控える考え方もある。根を増やしてバ

ッファーを大きくするので、何らかの要因で灌水をコントロールできないことが生じると見込まれる場合には効果

があるかもしれない。しかし、つねに灌水をコントロールできる場合には、そのような灌水制限の意義は小さい。 

 

灌水は作物の大きさと日射に基づいて 

作物の吸水量は作物の大きさ（葉面積）と日射量に応じて変化する。作物の葉面積が 1 日で 2 倍になること

はないが、日射量が前日の 5 倍になることはよくある。日射量が 5 倍になれば、灌水量もそれに応じて 5 倍程

度に増やす必要がある。しかし、タイマー制御や人間が判断する場合には、灌水量を 5 倍まで増やすことは少

ない。 

 

日射比例で収量が増える理由 

わが国の施設園芸では、上記のように日射の変化に対応できないことによる灌水不足のケースが潜在的に

多いと考えられる。日射センサを用いた日射比例灌水で収量が増加する理由は、このような短所が補われるた

めであると考えられる。 

 

施肥量も作物の大きさに応じて増やす 

施肥量も作物の大きさや収量に応じて調節しなければならない。CO2 施用によって収量を 30％増加させると

考えた場合、施肥量も 30％増やして与えなければならない。しかし、環境制御によって作物の生育が促進しても

施肥量は慣行とほぼ同様とする場合が多い。このため途中から養分不足となる場合がある。養分が十分な初期

に茎葉は繁茂したものの中盤以降の収量が低下する結果となり、環境制御の効果を誤解する原因ともなる。 

 

 

2.4.5 おわりに 

データ利用は、スマート農業の進展に伴い、今後、ますます発展して重要となってくる。作業管理を支援する

装置やソフトウェアや生育予測などの技術によって、わが国の施設園芸の生産効率は飛躍的に向上するものと

予想される。 

 

謝辞：本報告の一部は、革新的技術開発・緊急展開事業（うち経営体強化プロジェクト）及びスマート農業実証プ

ロジェクトにおいて行ったものである。 
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2.5 環境制御 

 （高温対策） 

 

「エネルギー管理」については、平成 30 年度事業報告書（別冊 2）に記したので、本報告書では「高温対策」

について記す。 

 

2.5.1 はじめに 

昨今の猛暑による異常高温や防虫網利用による換気低下によって、室温が 40℃を超えることも珍しくなくなっ

た。こうなると、作物の栽培適温を大幅に超えることになり、収量・品質の低下や病害虫の発生を招く。また、作

業者にとっても過酷な労働環境を強いることになり、パート労働に頼る生産施設では雇用確保にも影響する。こ

のため、高温期の栽培作型では、高温対策が最重要課題となる。 

本項では、高温対策技術を分類・解説し、高温対策を施すうえでの参考に供したい。 

 

 

2.5.2 高温対策手段の分類 

表１に高温対策手段の分類を示す。昼間と夜間で対策手段が異なる。昼間は換気を高めることが基本であ

る。より積極的な手段をとるなら遮光、さらには冷房（蒸発冷却法）を利用する。日射負荷の大きい昼間のヒート

ポンプ冷房は、コスト的に無理だが、夜間は可能となる。 

 

表 1 夏期の高温対策手段 

 

高温対策手段の大半は、温室構造や設備に依存するため、建設時に対策手段を決定し、組み込んでおく必

要がある。設備導入にあたっては投資を必要とするので、費用対効果の見極めが必要となる。建設後の追加改

修は、栽培への影響や経費増につながるので、設計段階で十分に検討することが肝要である。追加改修をとも

なわない対処法としては、遮光用塗布剤利用や遮光被覆資材張替え時の種類変更くらいで、選択肢は少ない。 

 

 

対象 大分類 中分類 小分類 昼間 夜間
窓換気（自然換気） 換気促進

換気 　　開口面積増大－屋根開放型 ○ ○
　　天窓位置（棟高）を高く

換気扇換気（強制換気） 排気式、吹込み式 ○ ○
外部遮光 遮光資材、近赤外線カット資材 ○ -

地上 遮光 内部遮光 遮光資材、近赤外線カット資材 ○ -
塗布剤 近赤外カット塗布剤、ホワイトウォッシュ ○ -
近赤外線カット資材 ガラス、フィルム ○ -

 蒸発冷却法 細霧冷房
　　多目的利用システム ○ △

冷房 　　冷房専用システム
パッド＆ファン冷房 ○ △

ヒートポンプ 外気冷熱源、地下水冷熱源 △ ○
地下水利用 熱交換冷房、屋根流水 △ ○
ヒートポンプチラー
地下水利用

冷却根圏 培地冷却、養液冷却 ○ ○
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2.5.3 換気技術 

我が国においては、窓換気（自然換気）が全体

の約 8 割強、換気扇換気（強制換気）が 2 割弱であ

る。図１に示したように、換気率がある値以下にな

ると、温室内外気温差は急激に増加するので、そ

れ以上の換気率を得ることが望ましい。ここで、換

気率とは換気の多少を表わす指標あり、単位時

間・単位床面積あたりの換気量（単位は、m3･m-2･

min-1）のことである。換気回数（＝換気量/温室容

積、単位は h-1）を用いることもある。 

 

1)換気窓面積比の増大 

換気率が無限大になれば、昼間の室温は外気

温まで低下する。換気率を増大するためには、自

然換気の場合、換気窓面積比（窓開口面積／床面

積）を高めることが第一である。両屋根型温室では

天窓の開口幅（開口面積）を広める、屋根谷部フィ

ルム巻き上げ式換気窓や側壁部・妻壁部巻き上げ式換気窓では、巻き上げ幅を広めるなどである（図２）。ただ

し、窓面積比を高めることは、建設コストの増にもなる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２ 多連棟温室の巻き上げ式妻窓１段（左）と妻窓２段（右）の開口幅の違い 

 

2)高軒高化 

高軒高温室は、高温抑制効果もある。自然換気温室の換気は、天窓位置が高くなるほど促進され、屋外風速

が小さいときほど（風力換気よりも温度差換気が卓越したとき）、天窓高さの影響が顕著である。また、日射吸収

で高温化した頭上構造材からの放熱による影響も、高軒高化によって抑制される。 

 

3)防虫網の影響 

近年、ウィールス媒介害虫（例えば、トマト黄化葉巻ウィールスを媒介するシルバーリーフコナジラミなど）や食

図１ 換気率と温室内外気温差の関係（岡田、1986） 

Si：温室内吸収日射量、α：顕熱化する熱量割合 
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害性害虫などの侵入を防ぐために、目合の細かな防虫網（目合 0.4mm 前後）の利用が増えている。これが換気

を低下させ、高温化の一因になっている。対策としては、窓面積の増加、防虫網の展張面積の増加などである。 

高軒高ハウスでは天窓からの侵入は比較的少ないとみなし、害虫侵入リスクよりも高温対策を優先し、側面

窓のみ防虫網を設置し、天窓には設置しない事例も見られる。 

 

 

2.5.4 遮光技術 

夏期快晴日における屋外日射量は、最大時にはおよそ 1kW/㎡に達する。遮光により室内への入射エネルギ

ーが小さくなれば、その分、室温上昇は抑えられる。 

 

1)外部遮光と内部遮光 

遮光は、内部遮光と外部遮光の 2 通りに大別できる。内部遮光よりは、外部遮光の方が高温抑制効果は大

きいことはいうまでもない。しかし、強風・雨による破損や故障の危険度が増すことから、一部の小型温室を除い

て、内部遮光の利用が一般的である。外部遮光装置一体型の大型温室が一部で建設されている（図３）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図３ 内部遮光（左）と外部遮光装置一体型温室（右） 

 

内部遮光は、保温カーテンとの兼用が一般的で、1 層遮光カーテンあるいは異なる遮光率資材を組み合わせ

た 2 層遮光カーテンの利用がある。遮光カーテンの利用では、全閉にすると換気が抑制され高温化するため、

数 10 ㎝以上の開隙間を設けるのが一般的である。 

通常は遮光によって室温を外気温以下にすることは難しい。ただし、遮光率が高く、温室内での蒸発散量が

比較的多く、換気が多い条件であれば、室温を外気温なみに抑えられる場合もある。 

 

2)遮光被覆資材 

日射（波長 280～3000nm）の波長区分別のエネルギーの割合は、概略、紫外線（波長 280～380nm）が約

5％、可視光線（波長 380～760nm。光合成有効放射：波長 400～700nm にほぼ一致）が約 50％、近赤外線（波

長 760～3000nm）が約 45％である。このうち、近赤外線は熱的な作用が主で、カットしても作物成育への支障は

ないとみてよい。このことから、とくに近赤外線のカットに力点をおいた被覆資材がある。 

(1)一般遮光資材 

 遮光率の異なる各種カーテン用遮光資材がある。寒冷紗（黒色、シルバー、白色など）、あるいはアルミ編込

資材（アルミ箔割繊維および透明割繊維の編込み）の多くは、日射の全波長域にわたり遮光する資材である。遮
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光率が大きいほど室温上昇は小さくなる。ただし、遮光率が同じ資材でも、日射反射率が高い資材の方が、資

材温度上昇が小さく、遮光資材から室内側への放熱（対流、再放射）も小さくなる。遮光率が同じ場合、着色寒

冷紗よりは日射反射率が高い資材（アルミ編込資材など）の方が、高温抑制効果は勝るといえる。 

(2)近赤外線カット被覆資材 

作物の生育に必要な波長帯の光（波長およそ 300～800nm）を透過し、不要な近赤外部をカット（吸収または

反射）する資材である。現状の資材は、近赤外線を一定割合（例えば、半分程度）カットするものの、光合成有効

放射（PAR）の透過率低下もともなうため、高温期のみの利用が主となり、巻き上げ式外面被覆などの利用とな

る。 

高温抑制の観点からは、近赤外線を吸収する資材よりは反射する資材の方が、暑熱対策効果が高い。最

近、光合成有効放射の低下がほとんどなく、近赤外線部分のみの反射率が高い資材が開発されている。固定

外張り資材としての利用も想定でき、商品化が待たれる。 

 

3)遮光用塗布剤（遮光剤・遮熱剤） 

外張資材への遮光用塗布剤の利用は、既存設備で解決できない場合に後付けで出来る数少ない対処方法

である。次世代施設園芸導入加速化支援事業で建設された施設においても年々利用が増え、現在 10 拠点のう

ち 7 拠点が利用している。 

温室内に設置された遮光カーテンでは、吸収日射熱が室内に放熱される。これに対し、遮光剤は外張り資材

への塗布となるので、そこでの吸収熱の多くが屋外に放熱され、遮光カーテンより昇温抑制効果の点からは有

利である。 

(1)種類 

遮光用塗布剤には、全波長帯にわたり光を吸収・反射するタイプと近赤外部の反射率（または吸収率）を高め

たタイプがある。後者は、近赤外線カット資材と同様の効果がある。作物成育に不要な近赤外部の遮断効果が

高いことから、遮熱剤と呼ぶこともある。価格は後者の方が高めである。この他に、光拡散性を強める遮光剤も

ある。遮光用塗布剤は国産品もあるが、現状ではオランダなどからの輸入品が多用されている。 

(2)使用期間と効果 

日射が強くなる 5 月頃から 10 月初め頃までがおよその使用対象期間となる。塗布後の降雨によって塗布剤

が徐々に流れ落ちるため、遮光率は低下していく。剥離しやすさは、商品によって違いがある。使用期間内の数

か月で大半が流れ落ちるようにし、除去剤を使用しないことを目論んだ製品もある。 

塗布は梅雨前後に行なわれるが、梅雨前の塗布の場合、梅雨時期の降雨量の多少によって、梅雨明け後の

遮光率に差が生じる。その後の降雨に関しても同様である。いったん塗布すると遮光率の調整ができないため、

1 層または 2 層遮光カーテンを組み合わせ利用して、遮光度合いを調整することが多い。 

遮光剤利用により、室内での蒸発散が多めで、換気量が多い条件であれば、室温が外気温なみ、あるいはそ

れ以下となることもある。 
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(3)塗布濃度と塗布作業 

塗布剤を水で数倍に希釈して被覆外面に吹き付ける。希釈倍率と面積当たりの吹き付け量によって塗布量を

調整する。降雨によって流れ落ちるので、それを見越した付着量に調整する。塗布前後の比較を図４に示す。遮

光剤を塗布することにより、被覆面での散光性は高まる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図４ 遮光用塗布剤吹き付け前（左）と吹き付け後（右） 

(4)除去剤 

降雨により塗布剤が徐々に剥離するが、付着残留による日射量低下が懸念される場合は、9～10 月頃に専

用の除去剤を利用する。これにより藻などの他の汚れも同時に落ちるため、被覆材外面がきれいになる利点が

ある。ただし、経費がかかることから自然剥離を待つことも多い。 

(5)経費 

塗布剤経費と塗布作業経費が必要となる。さらに、除去剤を使用する場合は、除去剤経費と除去作業経費が

加算される。 

全波長帯にわたり光を吸収・反射するタイプに比べ、近赤外部の反射率（または吸収率）を高めたタイプの方

が、塗布剤価格は高い。目安として、例えば後者のタイプで、3 万円缶（15L）×3 缶／10a 使用すると、塗布剤代

金は 9 万円／10ａとなり、これに塗布作業経費がプラスされる。除去剤は、遮光剤に比べると安価で、遮光剤の

数分の１の価格（被覆面積当たりで比較）である。 

 

4)散光性被覆資材（梨地被覆資材） 

光を散乱させる外張り用散光性被覆資材（フッ素系硬質フィルムや農 PO の梨地資材）の利用が増えている。

高温抑制というよりは、直射光と構造材の影による光の強弱を均等化し、作物への照射日射の均一化を図るこ

とができる。また、被覆資材での多方向へ散乱されることから、作物下位部への照射光量が増すとされている。 

前述の遮光用塗布剤も散乱光比率を高める。散乱光比率を高めることを目的とした遮光用塗布剤もある。 

 

 

2.5.5 冷房技術 

室温を外気温以下にするには、冷房に頼らざるを得ない。昼間の冷房だけでなく、最近ではヒートポンプによ

る夜間冷房が注目される。 

各種冷房装置の総導入面積は、全施設面積の 2％程度にすぎないと推定する。冷房装置を不可欠な環境制

御装置と位置づけ、冷房利用を前提とした栽培作型を取り入れている生産者もいる。 
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1)冷房方法と普及状況 

現在利用されている冷房方式は、表１の通り、①水の気化冷却を利用した蒸発冷却法、②ヒートポンプ（エア

コン）、③地下水利用の３つに大別できる。 

高温問題は、昼間の方が大きい。現状で、経済的かつ汎用的な昼間の冷房法となると、水の気化冷却（加湿

冷却）を利用した蒸発冷却法のみである。パッド＆ファン冷房と細霧冷房の２方式がある。いずれも、1970 年ご

ろには出現しており、原理は新しいものではない。パッド＆ファン冷房普及面積は 100ha 程度、細霧冷房方式の

普及面積は 1000ha 程度と推定され、我が国においては、後者の利用が圧倒的に多い。 

昼間冷房へのヒートポンプ利用は、経済的観点から一般栽培では無理があり、コチョウランの花芽誘導目的

など、ごく一部に限られる。他方、昼間に比べ夜間の冷房負荷は一桁小さくなることから、バラなどの花き温室や

夏越し作型の一部で夜間冷房が利用されている。地下水利用は、日射負荷の大きい昼間は多量の水量を必要

とするため難しく、夜間冷房にごく一部で利用されている。 

 

2)細霧冷房 

(1)細霧システム 

いくつかのタイプがあるが、現在多用されているのは、図５に示すように、細霧ノズルを頭上に固定配置し、冷

房中は窓開放して細霧を噴霧する自然換気型細霧システムである。噴霧水圧が 1～4MPa 程度の相対的に低

圧のシステムと 4～7MPa 程度の高圧のシステムがある。後者の方が細霧粒径は小さくなるが、設備経費は高

めとなる。細霧システムの多くは、冷房・加湿制御のほかに、薬剤散布・葉面散布にも利用できる多目的（複数

目的）利用システムである。 

この他に、送風ファンに細霧発生ノズルを取り付

けた細霧装置もある。また、換気扇による強制換気

型（排気方式または押込み方式）の細霧冷房システ

ムも一部で利用されている。換気窓が天窓のみの

大型フェンロー温室では、細霧システムと妻面に取

り付けた押込み式のダクトファンを組み合わせ利用

している事例がある。 

 (2)利用の適否 

細霧冷房は万能ではないので、その特性を理解し、特性に合った条件で利用することが肝要である。細霧冷

房では、降温と相対湿度上昇が表裏一体の関係にある。室温低下の限界は室内湿球温度である。細霧冷房運

転支援ソフトウェアが公開されており（「細霧冷房運転支援ソフトウェア」でインターネット検索）、これを利用すれ

ば、作出可能な気温および相対湿度の範囲を知ることができる。 

作物からの蒸散が少なく、室内が乾燥かつ高温の条件では、細霧冷房により、室温低下と加湿の両方が達

成できるので最適である。このことは、後述のパッド＆ファン冷房に関しても同様である。 

他方、作物が繁茂して蒸散量が多い、または温室の換気量が少ない、あるいはその両方で、温室内が高湿

度条件にある場合には、室温低下はわずかで、作物への細霧付着が増加しやすい。作物の連続する濡れは病

害の原因となる。夜間は温室内外とも高湿度条件にあるため通常利用されない。 

(3)運転方法 

強光時には遮光カーテンを併用することが多い。この場合、換気が必要なので全閉にはしない。多く普及して

図５ 自然換気型細霧冷房 
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いる細霧システムでは、断続的に細霧噴霧を行うことによって噴霧量を調整している。運転制御方法は利用者

によって異なる。例えば、昼間の運転時間帯を設定し、室温が設定値以上（例えば 27℃以上）かつ相対湿度が

70％以下で ON、相対湿度 85％で OFF というような運転方法がとられる。室温を外気温よりも数度低下させる

運転が一般的である。細霧冷房による高相対湿度（飽差低下）は、蒸散量を低下させるなどの理由で、噴霧量を

抑えている事例もある。 

(4)利用範囲と設置コスト 

トマト、ナス、イチゴなどの果菜類や花き類など他品目で利用されている。冷房のみならず、周年、湿度制御

（加湿）に利用している事例もある。 

現在、多用されている細霧システムの価格は、10ａ当たり 100～200 万円程度である。細霧粒径や飛散距離

などシステムによって性能が異なるので、導入に当たっては、価格面だけでなく性能にも注意を払う必要があ

る。 

 

3)パッド＆ファン冷房 

(1)システム 

呼び名のとおり、パッドとファン（排気用ファ

ン）を組み合わせた冷房方式である。図６に

示すように、温室壁部に取り付けたパッドに

水を滴下して、パッド全体を濡しておく。パッド

を外気が通過するときに気化冷却され室内

に入り、パッドと反対の壁面のファンによって

排気される。我が国での利用面積は少ない

が、海外では細霧冷房以上に利用されている。 

(2)冷房時の室温低下 

パッド＆ファン冷房によるパッド部分での気温低下は、外気の相対湿度（空気飽差）に大きく関係している。外

気の相対湿度が低いほど（乾燥しているほど）降温が大きくなる。 

条件によっても異なるものの、一般的な装置でのパッド通過時の降温の目安は、外気乾湿球温度差の 70～

80％程度と見てよい。夏の昼間の外気乾湿球温度差が 7℃の場合であれば、パッド通過時の降温は 5℃ 程度

となる。相対湿度が 90％を超える夜間の乾湿球温度差は 1℃程度であるから、利用は適さない。 

 (3)特徴 

前述の細霧冷房と比較したパッド＆ファンの長所としては、①作物の濡れを生じない。②換気扇を利用してい

るため換気量変化が小さく、冷房中の急激な室温変動がない。したがって、自動運転制御が容易である。③室

温低下とともに一定風速があるため、作業者にとっても比較的涼しく感じられる。 

他方、短所としては、①パッドから排気ファンに向けての日射熱に起因する昇温があり、気温差による成育差

が問題となることがある。②そのため、パッドと排気ファンの間隔は 50m 程度が限度であり、それ以上の大型温

室には不向きである。 

(4)利用範囲と設置コスト 

我が国では、細霧冷房（細霧システム）に比べるとパッド＆ファンの導入面積は少ない。その大きな理由はコ

ストにあると考えられる。細霧システムに比べた設置コストはおよそ２～４倍となる。また、ファンなどの運転電気

図６ パッド＆ファン冷房 
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代がかかる。我が国では、育苗温室、花き鉢物温室、バラ温室など草丈の低い栽培形態で、かつ収益性の高い

作目での導入が主である。 

 

4)ヒートポンプ冷房 

日射負荷が大きい昼間冷房は困難であるが、夜間冷房（夜冷）であれば室温を外気温以下にすることも難しく

はない。燃油高騰対策として、重油暖房機を代替する目的で、空気熱源式ヒートポンプの導入がこの 10 数年間

でかなり進んでいる。現在多く採用されているハイブリッド方式（ヒートポンプと重油暖房機を併用した暖房方式）

のヒートポンプ能力（10a 当たりの冷房能力 60kW 程度の場合）で、夜冷時に室温を外気温よりも 2～4℃（カーテ

ン利用時）程度低くできる。夜冷により日平均室温を下げることができ、それにより成育抑制の軽減が期待でき

る。 

 

 

2.5.6 作業者対策 

物理的な高温対策を施しても限界があり、夏期日中の作業者の

負担は大きい。そのため、送風ファンや保冷剤を利用した高温対策

ジャンパーの着用（図７）、早朝出勤により午後の高温時間帯を休

業にする作業時間のシフトなどの対策がみられる。 

また、熱中症防止策として、塩分補給用に塩分タブレットなどを常

備しいつでも利用できるようにしておく、首元などを冷やすことがで

きるよう冷蔵庫内に保冷剤を常備しておく、こまめな水分補給や帽

子着用を促す掲示を出している事業所もみられる。 

 

 

2.5.7 おわりに 

上記の通り、高温対策技術はいろいろあり、経営にあった方式を採用することになるが、その多くは建設に付

随する構造や設備の対応となることから、設計段階での検討が重要である。高温対策に関しては、今後もハード

面とソフト面での工夫や改善が求められる。 
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図７ 送風ファン付ジャンパー 
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３．事例編 

 

3.1 次世代施設園芸北海道拠点 

 

1 概況 

1.1 生産概要 

富士電機、清水建設、地元金融機関等の出資による苫東ファーム（株）が事業主体となり、計画収量を 7.5kg/

㎡とし 2014 年より生産を開始している。生産施設は苫小牧東部工業基地内にある。26 年度に両屋根型連棟ハ

ウスを１棟（間口8m×28連棟×奥行93m、軒高4m、約2ha）先行して設置し、28年度にさらに１棟（間口8m×28

連棟×奥行 93m、軒高 3.6m、約 2ha）を増設し、合計 4ha の栽培施設を持ち、国内最大規模のイチゴ栽培施設

となっている。各棟とも 7 エリアにわけ、全 14 エリアごとに環境制御を行う。栽植密度を約 5～7 株/㎡で、高設

栽培（かけ流し式、培地：ロックウール粒状綿、有機質培地）により四季成り品種（すずあかね）と一季成り品種

（とちおとめ他）を組み合わせた周年生産と連続出荷の体制を構築している。ハウス内から選果施設、保冷庫へ

の果実搬送は無電源の保冷機能を持つ搬送装置により行い、低温を維持し品質の確保に努めている。主な出

荷先は道内の業務用途（ケーキ用等）である。 

 

1.2 環境制御とエネルギー管理 

富士電機が開発した複合環境制御装置でのハウス環境制御および養液管理を実施中である。熱源として木

質チップボイラー（温湯用、200kW×1 台、オヤマダエンジニアリング製、280kw×1 台、ノルティング製、道産木質

チップ（丹治林業）利用）、電気式空気熱源ヒートポンプ（寒冷地仕様、温湯用（および培地冷却時の冷水用）、

160kW×6 台、三菱重工製）があり、培地加温冷却用パイプに温冷水を、融雪用パイプ（ハウスの谷下に設置）

へ温水を供給する。また LPG ボイラー（温風用、117kw×4 台×7 エリア×2 棟分、フルタ電機製）があり、地中

配管を通じ各ベンチ下のポリダクトへ温風を供給する。また CO2 は液化炭酸ガスを大型タンクより各ベンチ上の

多孔質チューブへ供給する。 

増設した 2ha の連棟ハウスは、軒高が低くなったものの、側窓の開口幅を広くし、換気効率を向上している。

また細霧冷房装置もヘッダータイプのものを 1 間口に 2 列配置しており、冷房効率を向上している。さらに床面

散水を可能とし、高温期対策を強化している。 

 

1.3 生産管理体制 

現在、プロパー社員 5 名、パート約 42 名体制で、生産、選果出荷や設備管理、および営業を行い、生産担当

の社員が全体の作業計画を立てている。当初は 1 か月単位の計画であったが、栽培経験を積むことで基本とな

る人工数を把握でき、先の見通しが立つようになり、現在では 2 か月単位となっている。全体作業計画書にはエ

リアごとの作業別必要人工数が記入され、パートのシフトと合わせ、複数エリアでの作業が同時並行で計画的

に進むよう管理をしている。ハウスでの収穫や管理作業は、エリアごとの 2 グループで分担され、各グループに

はパートリーダーを配置し、社員からの作業指示書にもとづきグループ内の作業管理を行っている。なおパート

リーダーは交代制とし、一部に負担がかからないようにしている。また力仕事を伴う設備管理のグループに男性

のパート 5 名程度、選果のグループに女性のパート 10 名程度を配置している。 
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栽培が 6 年目に入り、全体の作業能力も向上しており、作業遅れも見られない。また作業計画は多くの作型

と育苗や植替が伴う複雑なものであるが、作業が分散されるよう工夫されている。 

選果機の導入試験（農林水産省経営体強化プロジェクトによる）も行っており、選果作業全体の効率を向上さ

せている。年末のピーク時期にも、選果機により日量 1 トン程度の出荷作業をこなすことができている。 

なお、衛生管理の徹底などを進め、GLOBAL GAP を 2018 年 7 月に取得している。 

 

   

図 1 すずあかね  左：2018/8/6 撮影、右：2019/1/30 撮影 

 

  

図 2 2018 年 7 月上旬定植のすずあかね（8/6 撮影）   図 3 選果機選果作業（苫東ファーム(株)提供） 

 

 

2 直近の目標と実績 

 

品目 イチゴ 

作付面積 40,000 ㎡ 

作型 四季成り性品種（2 月定植）、一季成り性品種（8～9 月定植）の組み合わせに

よる周年作型 

実績単収 3.3kg/㎡（集計期間：2018 年 10 月～2019 年 9 月、A 品出荷量） 
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※エリア別のピーク時は 4.7kg/㎡程度の収量実績あり。 

目標単収 7.5kg/㎡ 

 

3 現在の経営内容の詳細 

3.1 生産・出荷 

品種 ・四季成り性品種（すずあかね） 

・一季成り性品種（とちおとめ、よつぼし、やよいひめ他） 

販路 ・北海道、関東の洋菓子メーカー 

・道の駅 

育苗管理 ・一季成り性品種：親株育苗、増殖を自家育苗ハウス（採苗株数：8 万株/２

月）。 

栽培管理 ・高設栽培、ロックウール粒状綿、または有機質培地使用、栽植本数：5～7 本

/㎡ 

・全 14 エリアごとに異なる品種を栽培。四季成り性品種と一季成り性品種でお

のおの作型をずらした周年栽培。 

選果出荷 ・重量選果機利用、パック詰め。 

 

3.2 生産管理・作業管理 

組織体制 ・社員 5 名、パート登録 42 名。 

・定植作業等の繁忙期には派遣社員を登用。 

雇用管理 ・地元は工業地帯にあり、非農家出身のパートを雇用。 

生産管理・作

業管理 

・2 ヶ月間を見通す作業計画を策定し、日別作業別に必要な人工数を集計。 

・パートリーダーを交替制で置き、グループでの作業管理。 

・前日の作業量（一人当たりベッド数）を集計し、翌日の作業計画に反映。 

GAP ・G-GAP を取得。 

 

3.3 環境制御・エネルギー管理 

環境制御 ・富士電機製環境制御装置による全 14 エリアの個別制御。 

エネルギー

管理 

・温風暖房（LPG ボイラー）と温湯暖房（電気式ヒートポンプ+木質チップボイラ

ー）の併用。 

 

4 立ち上げから現在に至るまでの課題と対応 

4.1 生産・出荷 

課題 対応策 

増収対策 ・東西に分かれたエリアごとに一季成り性品種と四季成り性品種を区

分して栽培し、管理を容易にするよう、現在エリアごとの品種を移行

中。 
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病害虫対策 ・普及センターによる病害虫に関する指導（社員、パート向け）を実

施。現在は月に 1 回の病害虫に関する社員向け講習を北海道イチ

ゴ担当者より実施。 

・週単位でエリア（全 14）ごとに担当社員が生育状況、病害虫発生状

況を記録、週間の生産会議で報告し、防除計画に利用。 

・葉の手入れ後の早期防除と、天敵（ミヤコカブリダニ、チリカブリダ

ニ）の早期導入、静電防除ノズルによる防除。 

販路対策 ・販売単価のよいケーキ用需要開拓を行う。他にパウダーや冷凍品を

加工業務用途として販路開拓。 

物流費高騰対策 ・運搬トラブルによるクレーム対策も兼ね、先方引取りを行う。 

（今後の課題） ・栽培エリアと作型の固定化（東西の棟別に四季成り性品種と一季成

り性品種を分けるよう移行中）。 

・エリア巡回と栽培管理技術の向上。 

・高温対策、日照変動と低日照対策。 

 

4.2 生産管理・作業管理 

課題 対応策 

雇用対策 ・製造業経験者などから社員新規募集を行う。 

生産性向上対策 ・1 ベンチ当たり作業工数をもとに工程表の精度を高め、毎日のミーテ

ィングで作業状況を確認し進める。 

・改植、定植時には、毎年同じメンバーに依頼し、早期に作業を行う。 

（今後の課題） ・人件費上昇に対する省力化（収穫選果作業の効率化等）。 

 

4.3 環境制御・エネルギー管理 

課題 対応策 

高温対策 ・2 期工事ハウスでの側窓開口面積増大、細霧冷房ノズルの換気扇

取付けからヘッダータイプ化による冷房能力増大。 

・潅水チューブによる床面散水の実施。 

・天窓下換気扇による換気試験、クラウン冷却試験等の実施。 

木質バイオマス燃料確

保策 

・燃料供給者をコンソーシアムメンバーとし、安定供給をはかる。 

 

エネルギーコスト対策 ・木質チップボイラーとヒートポンプのバランス調整による暖房コスト低

減。 

（今後の課題） ・木質バイオマス燃料の需要増と品質（含水量）の低下。 

・停電時の非常用電源確保。 
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5 組織体制と作業管理体制 

 

 

 

設備管理グループ(約5名)

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、棟別(各2ha)にわかれ、各棟7エリアの管理、収穫作業を行う。

• 各グループにパートリーダーを配置し、社員から作業指示が伝達される。パートリーダー
は交代制としている。

• 作業ピーク時には、派遣社員で対応している。

社員

グループ1 (A棟:2ha)

グループ2 (B棟:2ha)

選果グループ(約10名)

パート（約42名）

ハ
ウ
ス
作
業

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)

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

・班長はグループ内での
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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6 立地環境・施設設備仕様 

6.1 用地 

住所 北海道苫小牧市字柏原 41 番地１ 

地目 工業用地 

標高 17m 

用地面積 61,500 ㎡ 

用地内高低差 0.2m 

温室面積 41,644 ㎡ 

道路・駐車場面積 19,800 ㎡、駐車場 50 台 

調整池面積 425 ㎡ 

用地の前歴 無し 

貸借・購入 賃貸 

農地転用有無 無し 

開発行為有無 あり 

 

6.2 周辺環境 

周辺施設 無し 

接続道路 道道 129 号線 

最寄 IC 日高自動車道沼ノ端東 IC 

雨水排水放流先 調整池浸透 

雑排水放流先 沈砂槽 

周辺水利権者  

関係する条例、規制

等 

苫小牧市自然環境保全条例、ばい煙発生施設設置、圧縮アセチレン

ガス等の貯蔵又は取扱い、給水装置・排水設備新設等承認 

周辺人口 苫小牧市（170,979 人：令和 2 年 2 月末） 

周辺事業所等 ㈱J ファーム他、苫小牧東部工業団地臨空地区立地企業 

最低賃金 北海道最低賃金 時給 861 円（令和元年 10 月 3 日～） 

周辺コンビニ時給 850 円 

 

6.3 インフラ 

電力契約 北海道電力高圧契約、キュービクル 1 面（動力 500kW、電灯 100kW） 

上水 上水道 

工業用水 あり、タンク 8ｔ×3 台、6t×4 台、計 48ｔ 

井水 無し 

雨水 無し 

液化炭酸ガス 液化炭酸ガスタンク （13,000）kg×1 台、蒸発器 100kg/h ×2 台、 配

送元（日本液炭） 
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LPG ガス A 棟：LPG タンク 2900kg×2 台、ベーパーライザー 150kg/h×2 台、B

棟：同上 

燃油 無し 

木質チップ A 棟：チップヤード 5×9m（17 ㎥）×1、木質チップ（切削チップ、丹治

林業） 

B 棟：チップサイロ有効容量：55 ㎥、木質チップ（切削チップ、丹治林

業） 

 

6.4 栽培施設 

両屋根型多連棟ハウ

ス 

A 棟：間口 8.0m×奥行 93m×28 連 軒高 4.0m+間口 4.5m×奥行 45m

下屋＝21,034.5 ㎡、山形構造、屋根 5 寸勾配、両天窓、設計風速

40m/s、最大積雪深 34cm、作物荷重なし 

 

6.5 育苗施設・装置 

親株棟 6.4m×39m×2 棟=499.2 ㎡ 

育苗棟 6.4m×26m×4 棟=665.6 ㎡ 

苗生産施設棟 7.2m×30m×1 棟=216 ㎡、苗テラス 4 段×6 棚×1 台 

 

6.6 被覆資材・換気装置等 

外張り A 棟：フッ素樹脂フィルム単層ナシジ、屋根面 80μm、側面 60μm 

B 棟：（フッ素樹脂フィルム単層ナシジ、屋根 80μm、褄壁 60μm） 

内張り A 棟：3 軸 3 層、上層:遮光（遮光率 52%、XLS15F ウルトラ）、中層:保温

（遮光率 12%、SLS10 ウルトラ）、下層:保温（遮光率 12%、XLS10 ウルト

ラ） 

B 棟：（3 軸 3 層、上層:遮光（遮光率 52%、XLS15F ウルトラ）、中層:保

温（遮光率 12%、SLS10 ウルトラ）、下層:保温（遮光率 12%、XLS10 ウル

トラ）） 

天窓 A 棟：両天窓ラックピニオン式自動開閉、W800×145000 4 台/棟 

B 棟：（両天窓ラックピニオン式自動開閉、W800×145000 4 台/棟） 

側窓（妻面） A 棟：換気幅（8,000）mm 

B 棟：換気幅（6,000）mm ×2 

側窓 A 棟：換気幅（8,000）mm 

B 棟：換気幅（6,000）mm ×2 

防虫ネット A 棟：天窓ネット:目合 3.6mm、側窓ネット:目合 0.4mm 

B 棟：（天窓ネット:目合 3.6mm、側窓ネット:目合 0.4mm） 
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6.7 環境制御装置・設備 

木質チップボイラー A 棟：200kW×1 台（温水ボイラー、WB-200 オヤマダエンジニアリン

グ、培地加温・融雪加温兼用） 

B 棟：（350ｋW×1 台、ドイツ製 LCS-RV350 国策機構 ） 

ヒートポンプ A 棟：160kW×4 台（寒冷地仕様空冷式ヒートポンプチラー MVCP180 

三菱重工、培地加温冷却・融雪加温兼用） 

B 棟：（120kW×2 台 MVCP180 三菱重工） 

貯湯タンク A 棟：（有効容量 20）㎥ 

B 棟：（有効容量 20）㎥ 

熱交換装置 A 棟：ファンコイルユニット（58kW）×（14）台 

B 棟：なし 

谷樋融雪装置 A 棟：放熱管（ペア管 32A:谷樋部両側設置、放熱量 70kcal/m） 

B 棟：同上 

LPG 温風暖房機 A 棟：117kW×28 台（FES400LP フルタ・エンネツ） 

B 棟：同上 

循環扇 A 棟：100W（80 ㎥/min)、8m 間口に中央 1 列・5 台:計 140 台（PF-

H35CTC ソーワテクニカ） 

B 棟：（100W（80 ㎥/min)、8m 間口に中央 1 列・5 台:計 140 台（PF-

H35CTC ソーワテクニカ）） 

細霧冷房装置 A 棟：循環扇同時運転、ノズル（粒径 μm）8 個:30.2ℓ/h×140 台、

3.7kW 動噴×4 台 

B 棟：（定圧弁内臓細霧ノズル 3,896 個、圧力 1.5MPa 時 100ｃｃ/min、

噴霧粒子 40～50μm、3.7kW 動噴×4 台） 

ダクト送風装置 各栽培ベッド下に設置 

CO2 発生装置 A 棟：群落内有孔チューブ施用（液化炭酸ガス）、7 系統分岐、流量調

節器 25～250ℓ/min 

B 棟：同上 

環境制御装置 A 棟：7 系統（温湿度、CO2 制御×（7）区画、富士電機製 IT） 

B 棟：同上 

環境計測装置 - 

電照装置 A 棟：（電球型蛍光灯 NEC、2,352 個） 

B 棟：（ＬＥＤランプ ウシオライティング、2,670 個） 

 

6.8 栽培装置・設備 

栽培ベッド A 棟：発泡ベッド、排水トリカルパイプ、防根シート、防水シート敷設 

B 棟：同上 

高設ベンチ A 棟：高さ 1200mm、沈下防止ベンチ、22mm パイプ組み立て 
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B 棟：同上 

潅水装置 点滴チューブ 

培地加温装置 A 棟：20φPE パイプ、循環加温冷却 

B 棟：同上 

貯水タンク A 棟：8t×3 台 

B 棟：（6ｔ×4 台） 

養液管理設備 A 棟：7 系統（養液タンク 1200ℓ×1、原液タンク 200ℓ×3、送水ポンプ

（600ℓ/min KB2-505P3.7 川本ポンプ）×交互並列運転、電磁弁 4 系

統、ｐH・EC 制御、排液:ベンチ下タンク回収、給排水量計測） 

B 棟：同上 

 

6.9 防除装置 

自走式防除装置 門型スプレー×（4）台、静電噴霧型スプレー×（2）台 

防除ユニット 2 系統（動力噴霧器 3.7KW、1000ℓ タンク、攪拌器、自動巻取りホース） 

 

6.10 作業・搬送装置 

車両 保冷台車（D-BOX 富士電機）×16 台、フォークリフト 2 台、培地耕転

機 4 台 

台車 手押し台車 12 台 

 

6.11 選果・出荷装置・設備 

冷蔵庫 前室:12 坪、後室:8 坪、断熱パネル 42mm、加湿+エチレンカット付 

選果装置 横崎製作所 1 台 

結束機 ストラパック 1 台 

製函機 なし 

パレタイザー なし 

 

6.12 付帯施設・設備 

選別調整施設 226.16 ㎡ 

残渣処理施設 なし 

休憩室 125.8 ㎡、60 名収容 

事務室 65.065 ㎡、12 名収容 

会議室 65 ㎡、 25 名収容 

トイレ 男子：1 室、女子：6 室 
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2．次世代施設園芸宮城県拠点 

 

1 概況 

1.1 生産概要 

地元出資法人（（株）デ・リーフデ北上）が事業実施主体となり、石巻市橋浦地区にハウスと付帯設備を整備。

2 屋根型ガラスフェンローハウス（軒高 5.5m、間口 8m、奥行 124～140m：1.3ha、パプリカ、奥行き 92～108m、

1.1ha、トマト）にて、2016 年夏からのトマト栽培（ハイワイヤー、循環式、冬越し、品種：富丸ムーチョ、計画収量

33.6kg/㎡）と、秋からのパプリカ栽培（ハイワイヤー、循環式、夏越し、計画収量 20kg/㎡）を開始した。施設設置

場所は、北上川河口付近にあり地下水の原水塩分濃度が高く、雨水利用（タンク容量：7200 ㎥）を行っている。 

3 作目の実績収量（2019 年 8 月まで）はトマト(2018 年 7 月定植)が 42kg/㎡程度、パプリカ（2018 年 11 月定

植）が 23kg/㎡程度で、三陸沿岸部の豊富な日射量とガラス温室の良好な光線透過、LPG 燃焼と液化 CO2 ガス

による積極的な CO2 施用をいかし、また作業能力の向上により計画以上の収量を達成している。 

生育調査や環境計測によるデータの集計と生育状態の分析と管理方針の策定や収量予測、作業負荷の計

測等の取り組みを県試験研究機関、農研機構（経営体強化プロ）とともに進めている。 

 

1.2 環境制御とエネルギー管理 

CONNEXT（Priva 製）による統合環境制御を行う。熱源はトマト・パプリカ共用の LPG 温湯ボイラー（巴商会製、

60 万 kcal/h×4 台）、木質チップボイラー（巴商会製、1200kw×1 台、木質チップ：地元森林組合産）、パプリカ用

の地中熱源ガスヒートポンプ（ヤンマー製、30 馬力×7 台）を設置し、その他に CO2 ガス施用装置、人工光型育

苗施設（エスペックミック製）を整備している。 

主熱源はスギ間伐材を中心とした破砕タイプの木質チップで、石巻森林組合より供給を受ける。輸送距離も

近く、価格交渉により安価で安定的な入手を行っているのが特色である。当初より燃焼熱量当たりの燃料単価

は、LPG よりも木質チップが安価である。また、最近の化石燃料価格が上昇傾向にある中では、さらにエネルギ

ーコスト面で有利な状況となっている。 

大容量(740 ㎥)の蓄熱タンクもあり、木質チップボイラーを終日運転して、昼間の蓄熱と夜間の暖房に用いて

いる。また補助熱源となる LPG ボイラーは CO2 発生用として昼間に使用され同様に蓄熱を行う。放熱用のクー

リングタワーは無いため、高温期の CO2 発生には液化 CO2 ガスを利用する。特に夜温を高める必要があるパプ

リカ栽培においても両熱源を用いて温度は確保されている。また冬季はハウスの密閉状態が続き、CO2 濃度も

高めやすく、トマト、パプリカとも 800～1000ppm 程度に高めての栽培がおこなわれている。液化 CO2 ガスを利用

する期間においては、天窓換気時でも 600ppm 程度の濃度設定で施用を行っている。パプリカ栽培ハウスのヒ

ートポンプでは、夜間冷房と冬季のハイブリッド暖房運転を行っている。 

エネルギー使用量は、パプリカとトマトを合わせた伝票のデータで月単位での集計が行われている。木質チッ

プの使用割合は、厳寒期に低下し、秋春期に増加しているが、3 作目で 35%となり化石燃料削減目標を達成、栽

培に必要十分な温度の確保、及びエネルギーコスト低減の三方両立がなされている。 

 

1.3 生産管理体制 
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2 作目から通年で作業を経験した後に作業能力も高まり、トマトでは高所作業を中心に、リーダー的な役割を

パート従業員数名に与えて、初心者への作業指導や現場指示の伝達などを行ってきた。 

トマトとパプリカで共用していた選果機について、2 作目途中の 2018 年 5 月にトマト専用のものを導入し、選

果作業時間を 20%程度削減している。また従来は別々に組まれていた収穫作業と選果作業を切れ目無く連動さ

せるよう勤務シフトを調整し、作業の隙間時間を削減している。出荷箱等も前日に組みあげて、当日の出荷作業

が円滑に開始できるよう改善をしている。このような作業の見直しや改善で、ピークの日量 3t 程度の選果であ

れば午後 2 時頃に、2t 程度であれば午前中に作業が終わるようになって、作業遅れや配送遅れなども解消して

いる。こうした改善状況について、2018 年 10 月に大分県で開催された次世代施設園芸フォーラムにて発表が

行われ、改善前の月（2017 年 12 月）では収穫量 26t に対し労働時間が 1,993 時間（76.6 時間/t）、改善後の月

（2018 年 4 月）では収穫量 65.8t に対し労働時間が 2,116 時間（32.1 時間/t）と発表をした。 

組織体制は生産・販売部門でトマトとパプリカ担当に社員が各 2 名配置され、他に選果担当社員 1 名と総務

部門に社員 2 名が配置されている。なお、2018 年 4 月に新卒で社員 2 名を雇用している。 

雇用管理面では、年一回の自己評価及び面談を行い、従来は一律であった賞与について公平な評価を行っ

ている。また前日に作業予定がすでにわかるようになって、作業準備も進み、従業員も作業計画を理解して納得

して作業を行えるようになってきている。従業員の定着率も向上し、雇用面でも従業員からの紹介があるなど好

循環が生まれている。 

作業管理のためのレジスターシステム（Priva 製、IC タグによる作業記録とデータ集計を行う）が導入され、個

人別の作業記録と集計分析が行われている。一方で、作業エリアの指示や作業進捗状況の記入は、ほ場マッ

プを用いて現場で行われている。また標準的な作業時間も算出され、作業計画の策定や改善にも反映されてい

る 

 

 

図 1 フェンロー型ハウスの複層ガラスによる屋根面被覆 
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図 2 トマト栽培                     図 3 パプリカ栽培 

  

図 4 作業記録用端末                  図 5 作業記録用 IC タグ 

  

図 6 選果作業（パプリカ）                  図 7 選果作業（トマト） 

 

2 直近の目標と実績 

 

品目 トマト 

作付面積 11,000 ㎡ 
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作型 長期 1 作型（7 月定植、9 月～翌年 7 月迄収穫） 

実績単収 42.4kg/㎡（集計期間：2018 年 9 月～2019 年 7 月） 

目標単収 34kg/㎡ 

労働生産性 52.6h/t（生産物１ｔに必要な作業時間） 

 

品目 パプリカ 

作付面積 13,000 ㎡ 

作型 長期 1 作型（11 月定植、翌年 1 月～翌年 10 月迄収穫） 

実績単収 23kg/㎡（集計期間：2019 年 3 月～2019 年 10 月） 

目標単収 20kg/㎡ 

労働生産性 75.7h/t（生産物１ｔに必要な作業時間） 

 

3 現在の経営内容の詳細 

※（①：トマト、②：パプリカ） 

3.1 生産・出荷 

品種 ・①富丸ムーチョ 

・②赤系（ナガノ他）、黄系、橙系 

販路 ・①量販店向け出荷が主体、箱詰めの他、２S スタンドパック出荷等。 

・②LM は量販、S や２L は加工向け 

栽培管理 ・①ハイワイヤー栽培、栽植本数：定植時 2.5 本/㎡から最終 3.75 本/㎡に増

枝。定植時期：7 月。9 月から出荷開始する。 

・②ハイワイヤー栽培、栽植本数：定植時 7 本/㎡。定植時期：11 月定植で 1

月末から出荷開始。 

選果出荷 ・①重量・形状選果、箱詰めとパック詰め 

・②重量・形状選果、箱詰め主体 

 

3.2 生産管理・作業管理 

組織体制 ・社員 8 名、パート 40 名（3 作目）。 

・トマト班（社員 2、パート 15）、パプリカ班（社員 2、パート 11）、選果班（社員

2、パート 14）の体制。 

雇用管理 ・当初より土日定休を基本に事業開始、管理者は土日交代勤務。パートは完

全休日となり労働力確保に寄与。 

生産管理・作

業管理 

・①パート作業は、つる下し、巻き付け、葉かきの作業別グループ分けで高所

作業と低所作業に分かれる。 

・②パート作業は、エリア別（赤と黄・橙）グループ分けで全員が高所作業を行

う。 

・タッチ式の入力装置（Priva FS Performance）を使用。個人別の作業時間や



52 

 

作業効率の集計に利用。 

GAP ・G-GAP 認証手続きが認証団体側の都合でキャンセル発生し再認証に向け

取り組み中。取り組みにより資材置場等の整理が進む。 

 

3.3 環境制御・エネルギー管理 

環境制御 ・CONNEXT（Priva 製）による環境制御。 

・LPG ボイラー、または生ガス施用装置による CO2 施用。 

高温対策 ・パプリカ温室のみヒートポンプによる夜冷。 

エネルギー

管理 

・木質チップ温湯ボイラー(巴商会製、1200kw×1 台、木質チップ：地元森林組

合産）と LPG 温湯ボイラー（巴商会製、60 万 kcal/h×4 台×3 棟）による暖

房。 

・パプリカ温室のみ、地中熱源ガスヒートポンプ（ヤンマー製、30 馬力×7 台）

利用。 

 

4 立ち上げから現在に至るまでの課題と対応 

4.1 生産・出荷 

課題 対応策 

・増収対策 ・①4 作目に全面接ぎ木苗に変更（3 作目は自根苗と比較を行い、自

根苗は前半良く、後半は落ちた）。 

・販路対策 ・①県内提携農場での夏越しトマト栽培の支援と共同出荷による周年

出荷体制作り。提携先パートの研修を自社農場で実施。 

・②販売単価の良いサイズ中心の生産を行う（単収は低下するが売上

は増加）。 

・暑熱対策 ・①②遮熱剤塗布（①令和元年より、②平成 30 年より） 

・②ヒートポンプでの夜冷、及び日中冷房開始。日中も株元など冷却さ

れる。 

・物流費高騰対策 ・地方市場（秋田等）へ、混載輸送による販売。 

（今後の課題） ・①接ぎ木苗以降に伴う台木品種選定と樹勢管理の向上。 

・①提携先農場での環境制御等による増収。 

・②黄系品種の高温期品質向上 

 

4.2 生産管理・作業管理 

課題 対応策 

・雇用対策 ・ボーナス支給、忘年会開催等で定着率を向上し、口コミで従業員が

集まるようになる。従業員の満足を重視し、時給、賞与にも個人差。

高齢者の退職があり、補充によってパート平均年齢も低下。 

・障がい者施設に作業委託。箱作りなどの作業を障がい者が行う。 
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・生産性向上対策 ・当初は選果機のトマトとパプリカ兼用で作業の切り替えがあり、増収

に対し残業が発生し、トマト専用選果機を導入。 

・忙しい時期の早出残業を行うよう就業規則を見直し、収穫を先行して

行い、選果担当が出社する頃には収穫物があるようにし、アイドリン

グ時間のロスを削減。 

・増収に従い時間当たり生産性があがる（作業時間に占める割合の多

い移動時間は変わらないため）。 

・選果機増設に伴う作業動線、資材等の置場の整理。 

（今後の課題） ・Priva FS Performance からの作業データの有効活用。 

 

4.3 環境制御・エネルギー管理 

課題 対応策 

・環境制御技術習得 ・宮城県主催の Priva 操作の講習会（全 6 回）に参加し技術習得。他

の参加者との交流と情報交換にも。 

・木質バイオマス燃料

対策 

・灰処理作業省力化のため、木質チップの種類を破砕チップから切削

チップ（スギ材の樹皮を除いたもの）に変更。 

・エネルギーコスト対策 ・LPG 燃焼、生ガス施用での CO2 設定濃度を下げ、収量面の確認を

し、コスト削減を行う。 

・LPG ボイラー4 台での CO2 施用を 2 台での施用とし無駄を省く。 

（今後の課題） ・非常電源の確保（台風時の停電対策）。 
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5 組織体制と作業管理体制 

 

 

組織体制概要
• トマト班とパプリカ班にわかれ、各々でハウス作業と選果出荷作業を行う。

• トマト班では、収穫作業は全員で行い、その他の作業は高所作業、低所作業にわかれる。

• パプリカ班では、全員が高所台車での収穫、誘引、芽かき等の作業を行う。

• 選果班はトマト、パプリカ共有で行う。

社長

パート（15名）

トマト班

生産・販売事業部

社員(2名)

社員(1名)

副社長

総務部

パプリカ班

社員(2名)

つる下し 巻き付け

葉かき

パート（11名）

赤

黄・橙

選果班

社員(2名)

パート(12名)

トマト

パプリカ

パート（2名）

直売所

メンテナンス部

作業管理体制概要
• 年間の生産・作業計画では、大まかな必要人工数が策定されている。

• さらに、週単位での収穫予定や予定作業にもとづき、日々の必要人工を算定し、
作業指示を出す。

• 作業管理システムにより、登録された作業内容ごとに作業開始、収量時間が記
録される。作業進捗状況や個人別作業時間の集計が自動化される。

作業指示（週5日）

・つる下し、巻き付け、葉かき、
収穫選果の指示（ホワイト
ボード）

年間生産・作業計画

・各作業別の週間人工数
作業実施

社員 パート

作業集計表

・作業進捗状況の集計
・個人別作業時間の集計等

標準作業時間
の算定、修正

週間
作業予定算定

D

A 作業管理    
(Priva FS Performance)

・畝単位の作業時間、
作業内容の個人別記
録。

P
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6 立地環境・施設設備仕様 

6.1 用地 

住所 宮城県石巻市北上町橋浦北釜谷崎 226 

地目 農地 

標高 0m 

用地面積 40,000 ㎡ 

用地内高低差 0.3m 

温室面積 26,976 ㎡ 

道路・駐車場面積 1,000 ㎡、駐車場 30 台 

調整池面積 無し 

用地の前歴 農地 

貸借・購入 無し 

農地転用有無 無し 

開発行為有無 無し 

 

6.2 周辺環境 

周辺施設 無し 

接続道路 国道 398 号線 

最寄 IC 三陸自動車道河北 IC 

雨水排水放流先 雨水槽オーバーフロー時：地下浸透 

関係する条例、規制

等 

河川法第 55 条 

周辺人口 石巻市（142,349 人：令和 2 年 3 月 6 日） 

最低賃金 宮城県最低賃金 時給 798 円（令和元年 10 月 1 日～） 

周辺コンビニ時給  

 

6.3 インフラ 

電力契約 東北電力高圧契約約 270kW、キュービクル 1 面（動力 240kW、電灯

30kW） 

上水 上水道（受水槽 2t） 

工業用水 無し 

井水 無し 

雨水 雨水槽 7,200 ㎥ 

液化炭酸ガス 液化炭酸ガスタンク 20,000kg×1 台 

LPG ガス LPG タンク 2,900kg×1 台 

燃油 なし 

木質チップ チップヤード 180 ㎥×1、木質チップ（切削チップ、石巻森林組合） 
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6.4 栽培施設 

フェンロー型ハウス トマト棟：間口 8.0m×奥行 92m×9 連 軒高 5.5m+間口 8.0m×奥行

92m×6 連 軒高 5.5m＝11,040 ㎡、両天窓千鳥、設計風速 42.2m/s、

最大積雪深 40cm、作物荷重 37kg 

パプリカ棟：間口 8.0m×奥行 140m×9 連 軒高 5.5m+間口 8.0m×奥

行 124m×3 連 軒高 5.5m＝13,056 ㎡、両天窓千鳥 

設計風速 42.2m/s、最大積雪深 40cm、作物荷重 37kg 

 

6.5 育苗施設・装置 

フェンロー型連棟ハ

ウス 

間口 8.0m×奥行 12m×2 連 軒高 5.5m＝192 ㎡ 

苗生産施設 人工光型育苗装置 エスペックミック TAN-23SL 5 段×6 棚×2 台 

 

6.6 被覆資材・換気装置等 

外張り 強化ガラス 4mm、透明 

内張り 2 軸 2 層、上層:遮光（遮光率 65%、型式スベンソン社テンパ 6562-D）、

下層:保温（遮光率 12%、型式スベンソン社ラクソ 1243-D） 

天窓 両天窓千鳥ラックピニオン式自動開閉、W1200mm×3000mm 

側窓（妻面） 無し 

側窓 無し 

防虫ネット 天窓ネット:無し 

 

6.7 環境制御装置・設備 

木質チップボイラー 1200kW×1 台（型式：UTSR1200） 

LPG ボイラー 700kW×4 台（型式：BH-G160） 

貯湯タンク 740 ㎥ 

ヒートポンプ パプリカ棟：25HP×7 台（地中熱利用ガスヒートポンプ  ヤンマー 型

式 YNZP850J、冷暖房用） 

温湯加温設備 トマト棟：1469kW 

パプリカ棟：1786kW 

循環扇 トマト棟：6000 ㎥/h（型式：PRIVA ECO fan 6000）×21 台 

 

パプリカ棟：6000 ㎥/h（型式：PRIVA ECO fan 6000）×24 台 

細霧冷房装置 無し 

ダクト送風装置 無し 

CO2 発生装置 ベッド下ポリチューブ施用 
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液化炭酸ガス 2 系統分岐 

環境制御装置 Priva CONNEXT、｢温湿度、CO2 制御｣×8 区画 

環境計測装置 無し 

補光装置 無し（一部 LED 樹間補光試験中） 

 

6.8 栽培装置・設備 

栽培ベッド 吊り下げガター式、W200ｂmm×1 列 

潅水装置 点滴チューブ 

培地加温装置 無し 

原水タンク 91.5 ㎥×1 台（トマト）、130 ㎥×1 台（パプリカ） 

給液装置 2 台 

殺菌装置 UV 殺菌装置×2 台 

養液管理設備 栽培室：4 系統（養液タンク 124.4 ㎥×2 台、原液タンク 1000ℓ×8 台、

600ℓ×4 台、排液タンク 41 ㎥×4 台 

 

6.9 防除装置 

自走式防除装置 4 台（型式：KYORITZ ASC105） 

防除ユニット 動力噴霧器 4KW、1,000ℓ タンク 

 

6.10 作業・搬送装置 

車両 回転式フォークリフト 2 台 

台車 手押し台車 24 台、電動式高所作業台車 24 台（型式：BENOMICSTAR） 

 

6.11 選果・出荷装置・設備 

冷蔵庫 40 ㎡、断熱パネ 42mm 

選果装置 重量・形状選果 選果能力：重量選果 2500 個以上/ｈ 

結束機 2 台 

製函機 1 台 

パレタイザー なし 

 

6.12 付帯施設・設備 

集出荷施設 間口 8.0m×奥行 116m×2 連 軒高 5.5m+間口 8.0m×奥行 104m×1

連 軒高 5.5m＝2,688 ㎡ 

残渣処理施設 なし 

休憩室 64 ㎡、 48 名収容 

管理室 32 ㎡、 8 名収容 

作業打合室 32 ㎡、 14 名収容 
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トイレ 男子：1 室、女子：1 室 
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3．次世代施設園芸埼玉県拠点 

 

1 概況 

1.1 生産概要 

イオンアグリ創造（株）が取組主体となり、県農業技術研究センター久喜試験場敷地（久喜市）内に 2 屋根

型低コスト耐候性ハウス（間口 9m×3～4 連棟×奥行 64～96m、軒高 4m を計 11 棟、合計 3.3ha）と付帯

設備を整備し、低段密植栽培（循環方式、極少量培地方式：D トレイ栽培、大玉トマト、栽植密度：6 株/㎡、4 

段摘心栽培、年 3 作程度、計画収量：30kg/㎡）を 2017 年 2 月より開始した。自家育苗用に人工光育苗施

設（三菱ケミカルアグリドリーム製）を 8 台用いる。収量は 25kg/㎡であり、作型によっては計画に達したものも

ある。 

 

1.2 環境制御とエネルギー管理 

複合環境制御・養液制御を各棟単位で行う（複合環境制御装置：日本オペレーター製）。熱源は木質ペレット

温風暖房機（10 万 kcal/h×11 台、金子農機製、木質ペレット：県内業者から調達）と LPG 温風暖房機（6.7～

11.2 万 kcal/h×22 台、ネポン製）。細霧冷房装置（いけうち製）、換気扇、CO2 生ガス施用装置を整備した。夏

期の高温対策と飽差の制御には細霧冷房装置を利用している。冬期の加温は、木質ペレットと LPG の温風暖

房機でのハイブリッド暖房により行っている。 

 

1.3 生産管理体制 

2017 年 3 月に第 1 回の定植を行い、その後 11 棟のハウスで順に定植、収穫、撤去を繰りかえし、現在 4 巡

目となっている。雇用は当初の予定人数を充足し、現在約 100 名となっており、常時 50～60 名程度で稼働して

いる。また生産管理システム（富士通製、Akisai）の利用も進め、環境計測データ、選果データなどと合わせ様々

なデータが蓄積されている。 

 

  

図 1 ハウスと木質ペレット用サイロ          図 2 低段密植栽培（3～4 段収穫） 
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図 3 定植後１週間程度の状況            図 4 木質ペレット温風暖房機 

  

図 5 選果作業                  図 6 出荷パック 

 

2 直近の目標と実績 

 

品目 トマト 

作付面積 30,103 ㎡ 

作型 低段密植栽培（4 段摘心）による全 11 棟で定植時期をずらした周年作型 

実績単収 25kg/㎡（集計期間：2018 年 3 月～2019 年 2 月） 

目標単収 30kg/㎡ 

労働生産性 109h/t（収量 1t 当たり労働時間） 

 

3 現在の経営内容の詳細 

3.1 生産・出荷 

品種 桃太郎ヨーク 

販路 関東県内のイオン、ダイエー、マックスバリュ、まいばすけっと等への直売 

育苗管理 72 セル育苗、明期時間と潅水回数調整で苗質向上、播種後 24 日定植 
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栽培管理 D トレイ栽培（少量培地、点滴潅水）、栽植本数：約 6 本/㎡、年 3 作程度。 

選果出荷 形状選果（2L～4S）、定量パック（2 玉～4 玉入）と箱詰め。 

 

3.2 生産管理・作業管理 

組織体制 ・社員 10 名：栽培 4 名(副農場長 1 名＋社員３名)、作業オペレーション担当：

副農場長 1 名+社員 3 名+パートリーダー2 名 

・パート：登録 94 名 

・パートリーダーはフルタイム勤務者（社保付）に声掛けし登用。 

雇用管理 ・近隣からのパート募集、定年はなく長く働ける環境に。 

・夏期繁忙期の短期雇用は行わず、社内の近隣農場から人員を調整。 

・パート評価：年２回の面談を実施、一律の評価。正当な評価制度の導入を模

索中。 

生産管理・作

業管理 

・作業マップから開始終了時刻を転記入力、作業能力把握と計画策定に利

用。 

・作業管理事務に 1 名配置。 

・パートは全員が同じ作業を行う。作業分けはせず、同じレベルを目指す。 

GAP ・G-GAP を取得。 

 

3.3 環境制御・エネルギー管理 

環境制御 ・日本オペレーター㈱ＪＯＮＥＸ及び養液王。 

高温対策 ・細霧冷房装置、遮光カーテンｊの利用。 

・遮熱剤（レディヒート）塗布。 

エネルギー

管理 

・LPG 暖房機と木質ペレット暖房機によるハイブリッド温風暖房。 

・化石燃料削減率（木質ペレット化比率：40.0%） 

 

4 立ち上げから現在に至るまでの課題と対応 

4.1 生産・出荷 

課題 対応策 

増収対策 ・夏場の収量向上に向け適正な草勢が維持できるよう給液管理や暑

熱対策を実施。 

・秋から冬にかけての適正な湿度を維持できるよう環境制御、草勢、

葉面積の管理を実施。 

病害虫対策 ・白黒マルチ展張による培地温上昇防止での高温期ピシウム発生抑

制、根痛み対策。 

・苗テラス、ハウスの継続的な殺菌、洗浄によるピシウム発生抑制。 

廃棄果対策 ・下限サイズ(4S：8 玉入 400g パック)を設け夏期廃棄低減。 

（今後の課題） ・夏場の暑熱対策及び秋口から春先にかけての灰色カビ病の抑制。 
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・廃棄果の低減、出てしまった廃棄果の加工用としての販路拡大。 

 

 

4.2 生産管理・作業管理 

課題 対応策 

雇用対策 ・地元雇用。 

生産性向上対策 ・作業の効率化・教育に重点を置き作業オペレーション担当を増員配

置。 

・低所作業台車導入（経営体強化プロ）での芽かき誘引時間半減（生

育後半の高い作業位置の場合）。 

暑熱対策 ・高温期の早出勤務実施（7 時より開始）。 

（今後の課題） ・栽培管理者の力量で収量が左右されないよう、これまでの経験、デ

ータをもとにした統一の指針、指標に基づく栽培が可能な仕組み作

りに取り組み中。 

・パート社員のモチベーションの向上、力量の縮小、作業の幅の拡大

のための教育や評価制度を模索中。 

 

4.3 環境制御・エネルギー管理 

課題 対応策 

高温対策 ・遮熱剤（レディヒート）を１ブロック 4 棟に塗布（2019 年、外注のラジコ

ンヘリによる）。 

設備管理 ・メンテナンスや修繕のスケジュール化と見える化。 

エネルギー管理対策。 ・LPG 暖房機とペレット暖房機の制御系統（センサー）の統一化。 

（今後の課題） ・各センサーの校正や交換による、常に正しい値での環境制御の実

施。 
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5 組織体制と作業管理体制 

 

 

 

組織体制概要
イオンアグリ創造（株）

埼玉久喜農場

栽培担当
社員2名

農場長
農場経営全体における対外、対内マネジメント

副農場長
農場経営全体における対内マネジメント

（栽培統括、GGAP責任者）

栽培管理作業全般+選果作業+施設管理
コミュニティ社員

90～100名

選果
担当

コミュニ
ティ社員

1名

データ・
資材

管理担当
社員1名

人事・
総務・
経理担

当

総務・人
事・経理
コミュニ
ティ社員
１０名

生産本部本部長

作業        
教育担当
社員3名

コミュニティ社員
2名

施設管理
担当

コミュニ
ティ社員

1名

副農場長
農場経営全体における対内マネジメント

（作業        、教育、選果、出荷、施設管理統括）

営業担当
本社
営業部

作業管理体制概要
•4段摘心栽培を年3作行う前提でハウス11棟で順に、は種～育苗～定植～収穫～撤去を繰り
返す年間作付計画を策定する。

•週間作業計画として、ハウス11棟ごとの作業内容と必要人工数を割り当てたものを策定する。

•日次作業計画（ワークスケジュール）として、個人別の作業場所と作業内容を時間帯で割り
当てたものを策定し、作業指示に用いる。

週間作業計画

・ハウス別と作業内容と必要人

工数の割当
・ホワイトボードにより社員が

策定

年間作付計画

・ハウス別の、は種～育苗～定
植～収穫～撤去の計画（実施
予定日）

ワークスケ
ジュール

コミュニティ社員

作業記録

・日次作業計画として個
人別の作業場所、作業
内容、時間帯を指示

エリア責任者

・コミュニティ社員の作
業状況を集計、記録

農場長・副農場長

総務・人事責任者

作業記録入
力・集計

・作業計画の調整・作付計画の調整
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6 立地環境・施設設備仕様 

6.1 用地 

住所 埼玉県久喜市六万部 91（埼玉県農業技術研究センター久喜試験場

内） 

地目 園芸試験場用地、畑、原野 

標高 12m 

用地面積 51,287 ㎡ 

用地内高低差 0.1m 

温室面積 32,544 ㎡ 

道路・駐車場面積 972 ㎡、駐車場 60 台 

調整池面積 3462.61 ㎡ 

用地の前歴 試験場用地 

貸借・購入 貸借 

農地転用有無 無し 

開発行為有無 無し 

 

6.2 周辺環境 

周辺施設 無し 

接続道路 県道 151 号線 

最寄 IC 東北自動車道久喜 IC 

雨水排水放流先 敷地内排水路 

雑排水放流先 敷地内排水路 

周辺水利権者 あり 

関係する条例、規制

等 

無し 

 

周辺人口 久喜市（151,628 人：平成 30 年 10 月 1 日） 

周辺事業所等 無し 

最低賃金 埼玉県最低賃金 時給 926 円（令和元年 10 月 1 日～） 

周辺コンビニ時給 930 円 

 

6.3 インフラ 

電力契約 東京電力高圧契約 キュービクル１面（動力 700KVA、電灯 150KVA) 

上水 あり 

工業用水 無し 

井水 井水（受水槽 30 ㎥×2 基） 

雨水 タンク無し 

液化炭酸ガス バルクタンク 10t×1 台、気化器 100kg/h×2 台 
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LPG ガス バルクタンク 3t×3 台、気化器 100kg/h×3 台 

燃油 無し 

木質ペレット 木質ペレットタンク 3t×11 台 

発電設備 軽油タンク内蔵型 100KVA（供給先：井戸ポンプ、井戸送水ポンプ、養

液循環設備） 

 

6.4 栽培施設 

低コスト耐候性ハウ

ス、屋根：スインアー

チ型 

①工区：間口 9.0m×4 連×奥行 96m=3,456 ㎡（3 棟）、間口 9.0m×3 連

×奥行 96m=2,592 ㎡（1 棟） 

②工区：間口 9.0m×4 連×奥行 88m=3,168 ㎡（1 棟）、間口 9.0m×4 連

×奥行 80m=2,880 ㎡（1 棟）、間口 9.0m×4 連×奥行 72m=2,592 ㎡（1

棟）、間口 9.0m×4 連×奥行 64m＝2,304 ㎡(1 棟) 

③工区：間口 9.0m×3 連×奥行 96m=2,592 ㎡（2 棟）、間口 9.0m×4 連

×奥行 96m=3,456 ㎡（1 棟） 

合計32,544㎡(11棟)、いずれも軒高4m、天窓換気、設計風速35m/s、

最大積雪深 28cm。 

 

6.5 育苗施設・装置 

育苗装置 人工光閉鎖型苗生産装置  4 段 6 棚×8 室 

その他 発芽室×2 室（発芽用多段式台車×16 台）、土詰め・播種・覆土ライン

×1 

 

6.6 被覆資材・換気装置等 

外張り フッ素樹脂フィルム（ナシジタイプ、60μm） 

内張り 天井カーテン：2 軸 2 層、上層:遮光（遮光率 50%）・下層:保温（遮光率

15%）、サイドカーテン：自動巻上げ、PO0.07mm 

天窓 片側跳上げ自動開閉、プッシュ&プル式、天窓幅 623mm 

側窓（妻面） なし 

側窓 自動 2 段巻上げ、PO0.15mm、開閉幅 1,100mm 

防虫ネット 天窓ネット:目合 0.4mm、側窓ネット:目合 0.4mm 

 

 

6.7 環境制御装置・設備 

木質ペレット温風暖

房機 

型式：金子農機製ＷＡＰ-100Ｈ、10 万 kcal/h×1 台/棟、上吹出し、電

気ヒーター点火式 

LPG 温風暖房機 型式：ネポン製ＨＫ3027ＴＥＬ、ＨＫ4027ＴＥＬ、ＨＫ5027ＴＥＬ、77.9～13１

kw×2 台/棟、上吹出し 
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循環扇 型式：ソーワテクニカル製ＰＦ-Ｈ35ＣＴＤ、100W、8～10 台/棟 

換気扇 有圧換気扇（押込み式）、型式：フルタ製 ISF840、0.4kw、3～4 台/棟、

電動シャッター付 

細霧冷房装置 ノズル（粒径 10～30μm、噴霧量 5.2ℓ/h、2.35ℓ/h を交互に配置）×101

台/10a 

温室各棟：高圧ポンプ 3.7kW または 5.5kW×1 台 

飽差制御による冷房、加湿 

ダクト送風装置 無し 

CO2 発生装置 ベッド下有孔チューブより液化 CO2 ガス施用 

環境制御装置 型式：JOP 製換気王、各温室：温湿度・CO2 制御 

環境計測装置 無し 

 

6.8 栽培装置・設備 

栽培ベッド 4 列/温室各間口 

潅水装置 点滴チューブ 

培地加温装置 無し 

原水タンク 無し 

給液装置 型式：JOP 製養液王 700×1 台/棟 

殺菌装置 型式：東洋バルブ製ピュアキュライザー１台/棟 

養液管理設備 温室各棟：4～5 系統（原液タンク 2t×2 台、原液貯蔵タンク 0.5t×2 台・

0.2t×1 台、送水ポンプ（最大 300ℓ/min 型式：ＭＴＰ40－51.5e）、排液

タンク 2t×1 台） 

 

6.9 防除装置 

栽培ベッド 4 列/温室各間口 

潅水装置 点滴チューブ 

 

6.10 作業・搬送装置 

車両 軽 4 トラック 2 台、計バン１台 

台車 定植用多段台車×12 台、収穫台車×10 台、パレット台車×10 台、パ

レット移植台車×10 台 

 

6.11 選果・出荷装置・設備 

冷蔵庫 8 坪×1 台、設定温度 5℃～10℃ 

選果装置 重量・形状選果、12,960 果/h 

結束機 なし 

製函機 なし（コンテナ出荷） 
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パレタイザー なし 

 

6.12 付帯施設・設備 

集出荷施設 798.79 ㎡（既存施設改修） 

残渣処理施設 なし 

事務室 67.2 ㎡ 

休憩室 74.1 ㎡、約 60 名収容 

会議室 無し 

トイレ 男子：1 室、女子：１室 
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4．次世代施設園芸静岡県拠点 

 

1 概況 

1.1 生産概要 

静岡県、長野県で高糖度トマトを生産する㈱サンファーマーズの新たな農場（小山町上野）として、同組織の 4

社による新たな（株）サンファーム富士小山が事業主体となり、屋根型低コスト耐候性ハウス（軒高 3.0m、間口

9m×4 連棟×奥行 55m×20 棟、合計 4.0ha）により、低段密植栽培による高糖度トマト栽培（かけ流し方式、ヤ

シガラ培地、大玉トマトとミニトマト、各年 2.5 作程度、各計画収量：7kg/㎡、3kg/㎡）を 2016 年 2 月に開始し、育

苗を人工光型育苗施設（合計 6 台、三菱ケミカルアグリドリーム製）により行っている。大玉トマトの実績収量は

計画値を 1 年目から上回ったが、品質重視のため収量をむやみに上げないようにしている。夏季は糖度が低下

傾向にある中、糖度基準を 0.1 度/年上昇させ、糖度 7.5 以上を目標とし達成している。具体的対応策として、技

術検討会（隔月）の実施のほか、定期的な品質分析（3 玉ごと）を行い、品質向上に取り組んでいる。 

 

1.2 環境制御とエネルギー管理 

マキシマイザー（誠和製）による環境制御を行うが、クラウド経由でのデータ管理は行わず、別系統（ネポン製、

アグリネット）でのデータ収集管理も行っている。木質ペレット温湯ボイラー（50 万 kcal/h×4 台（5 棟に 1 台）、丸

文製作所製、木質ペレット：地元原木、間伐材産）とグリーンソーラ（温風暖房の送風用、2 台×20 棟、ネポン製）、

および重油温風ボイラー（5 万 kcal/h×2 台×20 棟、ネポン製）、CO2 生ガス施用装置を設置する。高冷地のた

め、冷房装置や強制換気装置は用いない。なお温度ムラ対策のため、360 度回転する循環扇を 2 台/棟、設置

し、送風ダクトの利用はない。 

木質ペレットは同じ町内の加工工場から供給を受け、単価も比較的安価である。町による木質バイオマス発

電の計画があるが、供給側の余力もあるため、今後もペレットは安定供給される見込みである。2018 年～2019

年の暖房では、11 月～3 月のハイブリッド暖房と、秋春期の重油暖房機単体での暖房を行っている。これは暖

房負荷の低い時期に木質ペレットボイラーが発停を繰り返すことで、着火時のエネルギーロスを避けるためであ

る。 

 

1.3 生産管理体制 

社員 8 名とパート 28 名により運営をしている。パートの入れ替わりはあるが、すぐに補い不足することはな

い。従来のサンファーマーズの農場管理体制を用いており、完成したものとなっている。低段密植栽培のため、

高所作業は無く、ほ場での作業性も良い。圃場管理や収穫は 4 社ごとに行うが、定植や片付け等の作業は共

同で行い効率的な運営を行っている。各社がハウス 5 棟を受け持って年間 12 作程度の生産を行う。作業工程

の流れや 1 日の作業手順はでき上がっており、迷いなく作業に取り掛かれる仕組みがある。 

各社ともマネージャー1 名は生産経験豊富であり、もう 1 名の新規雇用者やパートへの指導も行い、なおかつ

毎月１回の合同の勉強会にて、持ち回りで 1 社の栽培状況を他の 3 社とともに確認し、お互いの栽培方法につ

いて意見交換を行い技術レベルの向上に役立てている。さらに月 1 度程度のサンファーマーズ全体の担当者会

議にも参加し、他の農場での取り組みやグループ全体での取り組みについての情報交換を行っている。 
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サンファーマーズの既存農場の設計をいかし、作業や移送の動線や仕組みについても、高いレベルが保たれ

ている。例えば、軽トラックが屋根付きの通路やハウスの中央通路に自由に行き来できる。またダンプカータイプ

の軽トラックを利用することで、残渣の搬出作業を効率的に行えている。残渣処理については、堆肥化の場所を

設け、残渣と培地、さらに木質ペレットの燃焼灰を混合し切り返すことで、自社での処理を可能にしている。 

なお、平成 29 年度からは障がい者関係の福祉団体と相談・連携し、撤去作業等を委託してきた。労働力とし

てだけでなく、社会的な義務として捉え、サンファーマーズのグループ全体で障害者雇用のあり方を検討してき

た。現在では障がい者関係団体と農場との橋渡しを行う NPO 法人を設立し、障がい者福祉事業所に賃金を払

い、また指導を行って関連農場で働く機会を設ける活動を進めている。 

 

  

図 1 人工光型育苗                  図 2 育苗用土詰めライン 

  

図 3 液化 CO2 ガスタンク             図 4 360°回転式循環扇 

  



70 

 

 

図 5 高糖度トマトの低段密植栽培と温水から温風への熱交換器（グリーンソーラ） 

 

2 直近の目標と実績 

品目 高糖度トマト(アメーラ) 

作付面積 32,000 ㎡ 

作型 低段密植栽培（3 段摘心）、年 10 作×4 社による周年栽培 

実績単収 6.6kg/㎡（集計期間：2018 年 11 月～2019 年 10 月） 

目標単収 7.0kg/㎡ 

 

品目 高糖度ミニトマト（ルビンズ） 

作付面積 8,000 ㎡ 

作型 低段密植栽培（3 段摘心）、年年 2.4 作程度×4 社による周年栽培 

実績単収 2.5kg/㎡（集計期間：2018 年 11 月～2019 年 10 月） 

目標単収 3kg/㎡ 

 

3 現在の経営内容の詳細 

3.1 生産・出荷 

品種 ・高糖度トマト（アメーラ） 高糖度ミニトマト（ルビンズ） 

販路 ・市場出荷（東京青果等） 

栽培管理 ・年 2.5 作×4 温室（生産者 1 社が担当するアメーラの栽培施設）＝年 10 作 

・生産者 4 社による各施設（全 20 温室）間のデータ共有（温度管理、給液管理

等）し、確認を行う。 

・樹勢等をみながら果実数の調整を行い、品質調整を行う。収量を追うと品質

低下につながるため、品質に影響を与えないレベル（7t/10a)での生産を行

う。 

育苗管理 ・苗テラスによる自家育苗 



71 

 

選果出荷 ・共同選果（JA 大井川パッキングセンター） 

 

3.2 生産管理・作業管理 

組織体制 ・生産者 4 社が各 1ha を管理。 

・各社にベテラン社員 1 名と新人社員 1 名、パート従業員 7 名を配置（合計

28 名程度、サンファーマーズ富士小山にて雇用）。 

雇用管理 ・パート従業員は近隣から募集。 

・繁忙期は社員を中心に対応する。 

生産管理・作

業管理 

・ベテラン社員による指導（作業内容の難易度は高くない）。 

・マニュアルは特になく、社員の研修はサンファーマーズのグループ内農場で

実施。 

GAP ・JGAP（グループ認証）取得済み。 

・自主検査、社内検査、外部検査の三段階を実施。 

 

3.3 環境制御・エネルギー管理 

環境制御 ・環境制御装置（マキシマイザー）による、ハイブリッド暖房（木質ペレットボイラ

ー+重油温風暖房機）、CO2 施用、換気制御（計 20 温室） 

エネルギー

管理 

・環境制御装置（マキシマイザー）によるハイブリッド暖房制御。木質ペレットと

重油の燃焼時期の調整と、ハイブリッド暖房制御（マキシマイザーにおける

要求度）の調整。 

 

4 立ち上げから現在に至るまでの課題と対応 

4.1 生産・出荷 

課題 対応策 

・品質向上策 ・糖度基準を毎年 0.1 ずつ上げ、アメーラは 5 年かけ糖度基準を 7 か

ら 7.5（平均糖度は 8.5）に向上させた（最終年:2019 年）。 

（今後の課題） ・高冷地においても夏期高温の影響が増しており、高温対策が課題。 

・今後の計画：静岡県拠点の隣接地に第二農場（4.2ha)を増設予定

で、サンファーマーズ 6 社が参画予定。全体で 8.2ha となる。社員 1

名で管理する面積を従来の 60a から 80a 程度に増やす。 

 

4.2 生産管理・作業管理 

課題 対応策 

・雇用対策（障がい者） ・障害者施設への作業委託を行う。近隣障害者施設（B 型）と生産者

の橋渡しをする NPO 法人（アグリンク）を設立、作業委託、作業指導

を行い、賃金を支払う。常時発生する片付け作業を中心に委託し、

障害者に仕事の場を提供。 
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・生産性向上策 ・若い社員は他の農場の様子を観察し、自分の栽培、管理を見直すよ

う、サンファーマーズでのグループ内研修を定期開催する（販売対策

会議、市場研修等を合わせ毎月実施）。 

（今後の課題） ・パート従業員に欠員が出た際の補充。 

 

4.3 環境制御・エネルギー管理 

課題 対応策 

・環境制御技術習得 ・生産性向上策と同様にサンファーマーズでのグループ内研修を実

施。 

・災害対策 ・H30 年に台風被害による停電と灌水停止等の被害があり、非常用電

源（発電機）利用を含めた停電対策マニュアルを作成。対象設備は

灌水、天窓、カーテン。 非常用電源（レンタル）はトラックで各棟を回

りながら電力供給を行う。 

・エネルギーコスト対策 ・木質ペレットの燃焼期間を 11 月～3 月としハイブリッド暖房を行い、

ペレットボイラーの優先運転で化石燃料節減率を高め（54.5%）、目標

の 30%を超えた。それ以外の期間は重油暖房のみとした（H30 年 10

月～令和元年 5 月）。 

（今後の課題） ・高温対策として強制換気設備の利用を検討中。 
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5 組織体制と作業管理体制 

 

 

 

 

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

パート（各社単位に７名の
グループを形成）

協
同
運
営
会
社

グループ4

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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6 立地環境・施設設備仕様 

6.1 用地 

住所 静岡県駿東郡小山町上野字下野原地区 

地目 農地 

標高 約 480m 

用地面積 6.9ha 

用地内高低差 2m 

温室面積 40,275 ㎡ 

道路・駐車場面積 3,536 ㎡、駐車場 50 台 

調整池面積 第１：2,393.02 ㎡、第２：558.88 ㎡ 

用地の前歴 第一園芸㈱ 富士小山農場跡地 

貸借・購入 賃借 

農地転用有無 無し 

開発行為有無 無し 

 

6.2 周辺環境 

周辺施設 特別養護老人ホームが隣接 

接続道路 町道 3081 号線 

最寄 IC 東名高速道路御殿場 IC、新東名高速道路小山スマート IC(予定) 

雨水排水放流先 調整池（第１：5,710.07 ㎥、第２：1,905.04 ㎥） 

雑排水放流先 浸透式 

周辺水利権者 無し 

関係する条例、規制

等 

無し 

周辺人口 小山町 18,281 人、御殿場市 88,144 人(各令和 2 年 2 月現在) 

周辺事業所等 陸上自衛隊駐屯地等 

最低賃金 静岡県最低賃金 時給 885 円（令和元年 10 月 4 日～） 

周辺コンビニ時給 900 円 

 

6.3 インフラ 

電力契約 東京電力高圧契約 161Kw 

上水 町営水道（受水槽 24t） 

井水 無し 

雨水 無し 

液化炭酸ガス 液化炭酸ガスタンク 9180kg×1 台、供給能力 160 ㎥/h 

LPG ガス なし 

燃油 重油タンク 3.6kl×4 台 
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木質ペレット 木質ペレットタンク 12.4 ㎥×4 台、木質ペレット（ホワイト・バーク、静

東森林経営協同組合） 

 

6.4 栽培施設 

低コスト耐候性ハウ

ス 

間口 9.0m×奥行 55m×4 連＝1980 ㎡ ×20 棟=39600 ㎡、軒高 3.0m、

山形構造、両天窓、設計風速 37.1m/s、最大積雪深 30 cm、作物荷重

なし 

 

6.5 育苗施設・装置 

育苗ハウス 15m×45m=675 ㎡ 

苗テラス 4 段×9 棚×4 台、4 段×5 棚×1 台 

 

6.6 被覆資材・換気装置等 

外張り フッ素樹脂フィルム 60μ 

内張り 保温カーテン（XLS10 ｳﾙﾄﾗ）、保温兼遮光カーテン（XLS16 ｳﾙﾄﾗ） 

天窓 両天窓ラックピニオン式自動開閉、開口幅 900mm×奥行 24000mm、4

台/棟（4 連棟/ﾊｳｽ） 

側窓（妻面） 換気幅 1200mm 

側窓 換気幅 1200mm、 

防虫ネット 天窓ネット:無し、側窓ネット:目合 0.4mm 

 

6.7 環境制御装置・設備 

木質ペレットボイラー 丸文製作所製 50 万 kcal/h×4 台 

重油暖房機 ネポン製 5 万 kcal/h×2 台×20 棟 

熱交換装置 グリーンソーラ×2 台×20 棟 

ヒートポンプ 無し 

温湯加温設備 無し 

循環扇 360°回転式 200W×2 台×20 棟 

細霧冷房装置 無し 

ダクト送風装置 無し 

CO2 発生装置 ベッド下ポリチューブ施用 

液化炭酸ガス 2 系統分岐 

環境制御装置 マキシマイザー×4 台（各温室 5 棟制御） 

環境計測装置 アグリネット（温湿度、CO2 濃度）×20 棟分 

補光装置 無し 

 

 



76 

 

6.8 栽培装置・設備 

養液管理設備 液肥混入機、点滴式潅水装置×20 棟分 

 

6.9 防除装置 

自走式防除装置 無し 

防除ユニット 動力噴霧器 3.3KW、500ℓ タンク×4 台 

 

6.10 作業・搬送装置 

車両 高所作業車：無し、低所作業車：無し、軽トラダンプ 5 台、フォークリフト

2 台、ホイールローダー1 台 

台車 手押し台車 40 台 

 

6.11 選果・出荷装置・設備 

冷蔵庫 無し 

選果装置 無し 

結束機 1 台 

製函機 無し 

パレタイザー 無し 

 

6.12 付帯施設・設備 

集出荷施設 建屋 10m×20m=200 ㎡ 

残渣処理施設 コンクリート施設（屋根無し） 720 ㎡ 

会議室 33.1 ㎡、 30 名収容 

事務室 46.4 ㎡、9 名収容 

作業打合室 無し 

トイレ 男子：1 室+仮設 1 室、女子：2 室+仮設 2 室 
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5．次世代施設園芸富山県拠点 

 

1 概況 

1.1 生産概要 

廃棄物処理業の（株）富山環境整備が事業主体となり、富山市婦中町吉谷地区にて屋根型単棟ハウス（間口

20～24m、900 ㎡～2448 ㎡、合計 28 棟）により高糖度トマトの長段密植栽培（アイメック方式、品種：フルティカ、

18 棟、6～8 株/㎡、計画収量：17.67kg/㎡）と切花栽培（トルコギキョウ、土耕栽培、一部水耕栽培、10 棟、計画

収量：119 本/㎡）を実施中である。各棟の定植時期をずらして周年生産を行い、人工光型育苗施設（三菱ケミカ

ルアグリドリーム製、トマト用 4 台、切り花用 2 台）での 1 次育苗、および育苗ハウスでのベンチ育苗を行う。トマ

トは 2014 年 11 月に第 1 回定植を行い、現在 6 年目の生産中である。切り花は 2015 年 6 月にトルコキキョウの

第 1 回定植を行い、現在 5 年目の生産中である。トマトは糖度センサー付き選果装置により、個体別の糖度と重

量選果を実施している。 

糖度は 7 度以上で、1 作当たり収穫段数は 20 段強であり、収量は年間 9kg/㎡程度（作型により異なる）であ

る。一方で、糖度選別と良好な食味により、高単価での販売が維持されている。当地での 12 月から 3 月付近の

日射量は、5 月から 8 月のピーク時に比べ 1/4 から 1/5 程度と低く、冬期の収量確保は難しいが、栽植密度の

調節、全トマトハウスでの LED 補光の導入が行われ増収効果が確認されている。また農研機構とワーゲニンゲ

ン UR による共同研究で、適切な環境制御設定と環境状態についての検討が 2017 年初より取り組まれている。 

 

1.2 環境制御とエネルギー管理 

各棟に環境制御装置（MC6000、ネポン製）が設置され、クラウド（アグリネット）での遠隔管理を行う。既設の

廃棄物焼却設備と発電設備により、社内で電力を利用可能で、各棟にヒートポンプ（イーズ製）が設置され冷暖

房と除湿に用いられ、LED 補光にも用いられている。一部ハウスで、廃棄物燃焼廃熱をオフラインコンテナ輸送

し、補助熱源として用いる。CO2 施用は LPG 燃焼による。夏期の夜冷では室温 15℃程度に制御され、日中の

冷房にもヒートポンプを用いている。ヒートポンプやポンプ類、次に述べる LED などに要する電力料金の負担は

実質的にほとんどなく、生産コストに占める光熱費の比率も小さく、この点では経営的な優位性が高い。また電

力料金を気にせず、通常では難しい環境制御にも取り組める優位性がある。 

切り花では補光（調光機能付き 3 波長 LED と、FR 光 LED）とヒートポンプの夜冷を生かした開花調節により、

周年での切花生産が行われている。豊富な電力によりヒートポンプや LED を十分利用して、人工光育苗による

大苗定植や CO2 施用等の環境制御技術を組み合わせ、夏秋栽培での開花調節による品質向上、越冬栽培で

の補光や環境制御によるブラスチング回避や早期収獲と、ここでしかできない栽培を実現している。また水耕栽

培では省力化と連作をはかり、あわせて病害発生の回避について実証を進めている。 

 

1.3 生産管理体制 

J-GAP、G-GAP の認証取得を当初に相次いで完了し、今後は G-GAP の認証継続を予定している。また認

証に必要な管理体制の整備を進めながら、組織と業務の役割分担を進めている。そこで責任を明確化し、やり

忘れや見逃しの防止と意識の向上に役立てている。以前は作業手順書を作業グループの担当社員が個別に作
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成し、勉強も兼ねて図や画像を取り込んだ丁寧なものを用意していた。現在では、作業の手順や内容の統一化

をはかっている。記述方法も文章を中心に簡易な形に変えており、組織的な定着がはかられている。 

  

図 1 高糖度トマト長段密植栽培             図 2 作業手順書 

  

図 3 平成 30 年 2 月降雪時の除雪状況        図 4 LED 補光トマト栽培 

  

図 5 トルコキキョウ土耕栽培             図 6 トルコキキョウ水耕栽培 
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.2 直近の目標と実績 

 

品目 フルーツトマト 

作付面積 28,600 ㎡ 

作型 年 1 作程度×18 棟 

実績単収 8.48kg/㎡（集計期間：2018 年 4 月～2019 年 3 月） 

目標単収 17.67kg/㎡ 

 

品目 切り花：トルコギキョウ（多品種） 

作付面積 12,000 ㎡ 

作型 年 1 作～2 作程度×10 棟 

実績単収 32.5 本/㎡（集計期間：2018 年 4 月～2019 年 3 月） 

目標単収 119 本/㎡ 

 

3 現在の経営内容の詳細 

※①：トマト、②：切り花 

3.1 生産・出荷 

品種 ・①フルティカ 

・②トルコギキョウ（多品種） 

販路 ・①契約出荷（量販店、ネットスーパー、デパート等） 

・②市場出荷と契約出荷 

栽培管理 ・①アイメック農法によるフルーツトマト栽培。栽植本数：6～8 本/㎡程度。定植

時期：18 棟ごとにずらし周年栽培。 

・②土耕栽培（年 1～1.5 作程度）、NFT 水耕栽培（1 棟のみ、年 2.5～3 作程

度） 

育苗管理 ・①苗テラスによる人工光育苗（自根苗）、フザリウム病害発生に対する接木

苗購入。 

・②苗テラスによる人工光育苗、及び育苗ハウスでのクーラー育苗 

選果出荷 ・①重量・糖度選果、パック詰め 

・②手選別 

 

3.2 生産管理・作業管理 

組織体制 ・アグリ事業部：トマト 6、切り花 2）、営業・事務担当社員 3 名、パート 84 名登

録（常時 30～50 名）。 

雇用管理 ・外国人技能実習生（ベトナム 20 名）の導入、トマト、切り花のほか、イチゴ、

パン製造販売（&BREAD）に配置。 

・障がい者：7 名～8 名程度を障害者施設より指導員付き添いで平日のみ作
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業に従事。食品加工施設を中心にトマトのヘタとりなど、補助的な作業。 

・パート雇用は地元と近隣市町村から、6 割以上は高齢者。日曜日休日。 

・個人評価は地元文化に合わない面があり、実施せず。 

作業管理 ・作業グループを３班に分け、作業能力を平準化。 

・紙への作業記録と入力、及びスマホによる作業記録を併用（確認のため）。 

・工数に応じた班編成と班レベルの均等化。 

・事務担当者による作業日報集計。 

生産管理 ・多棟管理（全 28 棟）が必要。 

・ハウス１棟にパート 1 名での作業とならないよう、社員のハウス巡回を実施。 

GAP ・JGAP、G-GAP を当初取得。 

・その後、両者とも更新し、今後は G-GAP のみ更新。 

 

3.3 環境制御・エネルギー管理 

環境制御 ・各棟の複合環境制御（ネポン製 MC6000） 

・暖冷房はヒートポンプ（イーズ製、MC6000 に接続し制御） 

補光 ・①全棟に導入（上面補光と一部樹間補光） 

・②全棟に導入（上面補光、及び FR 光による開花調節） 

高温対策 ・日中の遮光とヒートポンプ冷房（天窓を開け行う）、遮熱剤塗布。 

エネルギー

管理 

・発電併用焼却施設からの電力供給で、ヒートポンプや補光装置（LED）等の

電力を賄う。 

 

4 立ち上げから現在に至るまでの課題と対応 

4.1 生産・出荷 

課題 対応策 

増収対策 ・①従来：ハウス担当者が棟ごとに環境設定を判断→生産課社員が

週１ミーティングでハウス巡回、前週収量・品質データも踏まえ、ハウ

スばらつきをなくすよう、課題（遮熱、LED 利用等）に対して取り組

む。 

・②省力で年 3 作可能な水耕栽培の試験を 1 棟で行い、ピシウムによ

る立ち枯れ対策を入念な殺菌と清掃等で実施中。 

暑熱対策 ・令和元年より遮熱材（レディヒート）塗布を収量低下の対策とし実施

し、大半の棟で最高室温 30℃以下に（HP 台数が少ない C 地区で

32℃程度）、花飛びを緩和し秋季収量を確保。11 月に剥離剤により

除去。 

販路対策 ・②花卉の販路を市場中心の出荷から、一部直接販売へとシフト。 

加工品対策 ・①食品工場を新設し、トマトを材料としたピューレー等を製造開始。 

（今後の課題） ・②土耕栽培での連作障害対策、水耕栽培安定化と増設に向けた養
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液管理自動化。 

 

 

4.2 生産管理・作業管理 

課題 対応策 

情報共有策 ・担当者別のハウス管理に対し、生産担当社員のミーティングでの現

状把握で課題と対策を共有化。 

パート雇用対策 ・従来は毎日勤務のシフトとしていたが、圃場休暇日（日曜日）を設

け、働きやすい環境づくりを実施（トマトのみ）。 

作業標準化対策 ・マニュアルはハウスの作業計画を作る人がやっていたが、統一化。 

・担当分けをして、作業計画も作るようになっている。 

外国人技能実習生の

労働環境向上対策 

・外国人寮で一人一部屋を与え、送迎実施。 

・日本語の勉強を週１回実施。 

（今後の課題） ・経年によるパート高齢化への対応。 

 

4.3 環境制御・エネルギー管理 

課題 対応策 

高温対策 ・一部試験棟での細霧冷房テストの実施。 

・令和元年夏より遮熱剤塗布とヒートポンプ冷房、遮光の併用。 

（今後の課題） ・カーテンの劣化に対する大規模修繕の実施。遮光制御の調整（遮光

過多による光量不足の回避）。 

・ヒートポンプの連続運転に伴う保守点検、修繕の継続。 
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5 組織体制と作業管理体制 

 

 

 

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）。

管理者

選果グループ（3名）

社員（7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（50名）

ハ
ウ
ス
作
業

※パートグルー
プの割り当て
は、固定化し
ていない。

※人数は平成30
年1月現在の
もの。

社員（シフト調整）

栽培担当グループ
（3名）

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→栽培担当社員→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

・ハウス別、日別の指示
・栽培担当社員が作成

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

管理者・栽培担当社員 社員 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
・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

標準作業時間
の算定、修正

P D

C
A
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6 立地環境・施設設備仕様 

6.1 用地 

住所 富山県富山市婦中町鶚谷 

地目 山林 

標高 130m 

用地面積 147,540 ㎡ 

用地内高低差 10m 

温室面積 40,584 ㎡ 

道路・駐車場面積 16,153 ㎡、駐車場 70 台 

調整池面積 5972 ㎡ 

用地の前歴 山林 

貸借・購入 無し 

農地転用有無 無し 

開発行為有無 無し 

 

6.2 周辺環境 

周辺施設 無し 

接続道路 国道 359 号線 

最寄 IC 北陸自動車道小杉 IC 

雨水排水放流先 調整池 

雑排水放流先 無し 

周辺水利権者 無し 

関係する条例、規制

等 

無し 

周辺人口 富山市（417,017 人：平成 31 年 1 月末） 

周辺事業所等 無し 

最低賃金 富山県最低賃金 時給 848 円（令和元年 10 月 1 日～） 

周辺コンビニ時給 850 円 

 

6.3 インフラ 

電力契約 廃棄物由来固形燃料等熱電併設設備（発電 併用焼却施設  ）

5,100kW、キュービクル 45 面 

上水 あり 

工業用水 無し 

井水 井水（受水槽 290t） 

雨水 無し 

液化炭酸ガス 無し 
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LPG ガス ガスボンベ配送（合計 176 本） 

燃油 無し 

木質チップ 無し 

 

6.4 栽培施設 

屋根型単棟ハウス 間口 24m×奥行 102m＝2,448 ㎡（2 棟:A2,A3）、間口 24m×奥行 81m

＝1,944 ㎡（7 棟:A1,A4～A9）、間口 20m×奥行 60m＝1,200 ㎡（15 棟：

B14、C15～C28）、間口 20m×奥行 54m＝1,080 ㎡（2 棟：B12～B13）、

間口 20m×奥行 51m＝1,020 ㎡（1 棟：B11）、間口 20m×奥行 45m＝

900 ㎡（1 棟：B10） 

 

6.5 育苗施設・装置 

屋根型単棟ハウス 間口 15m×奥行 30m＝450 ㎡（2 棟）、切り花育苗ハウスはヒートポン

プ冷房設備あり。 

苗生産施設 人工光型育苗装置 苗テラス （トマト）4 段×6 棚×4 台、（花卉）5 段

×6 棚×2 台 

 

 

6.6 被覆資材・換気装置等 

外張り被覆資材 フッ素フィルム（透明タイプ、60μm） 

内張り被覆資材 2 軸 2 層、上層:遮光（遮光率 60%）、下層:保温（遮光率 30%） 

天窓 両天窓ラックピニオン式自動開閉、W870mm×30m 

側窓（妻面） 一段開閉、開閉幅 1500mm 

側窓 二段開閉、開閉幅 1000mm 

防虫ネット 天窓ネット:目合 0.4mm、側窓ネット:目合 0.4mm 

 

6.7 環境制御装置・設備 

重油ボイラー 無し 

木質バイオマスボイ

ラー 

無し 

LPG ボイラー 無し 

貯湯タンク 無し 

ヒートポンプ 7 馬力×360 台（約 9 台/10a） イーズ（アグリ mo ぐっぴー55 ツイン） 

温湯加温設備 トランスヒートコンテナによる廃熱輸送と、熱交換による温風暖房あり

（一部） 

循環扇 ネポンファン(400Ｔ)10 台/10a 

細霧冷房装置 ノズル（粒径 0.3mm）:6.6ℓ/h×1 台をトマト温室（A2）に設置。 
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ダクト送風装置 無し 

CO2 発生装置 LPG 燃焼式発生装置 3.35kg/h×38 台  6.89kg/h×18 台 

環境制御装置 ネポン MC6000、温湿度、CO2 制御×1 系統 

環境計測装置 ネポン アグリネット 

補光装置 ・トマト温室 

（A１）：赤/青 80W×442 本、（A２、A３）：赤/青 80W×586 本 

（A４～A７）：白色 80W×460 本、（A８、A９）：赤/青 80W×442 本 

（B10）：赤/青 80W×203 本、（B11）：赤/青 80W×234 本 

（B12）：白色 80W×260 本、（B13）：赤/青 80W×247 本 

（B14、C20、C26～C28）：赤/青 80W×281 本 

・切花温室 

（C15～C19、C21～C25）：白色光 80W×288 台、FR 光 9W×144 台 

 

6.8 栽培装置・設備 

栽培ベッド トマト：アイメック方式、地床式、W600mm、勾配無し 

切り花：土耕栽培、水耕栽培（一棟のみ、NFT） 

潅水装置 トマト：点滴チューブによるフィルムの上面と下面への潅水 

切り花：土耕栽培での点滴チューブ潅水 

培地加温装置 無し 

原水タンク トマト：1,000ℓ×温室 18 棟 

給液装置 18 台 （スパードス 20）、上部潅水と下部潅水可能 

殺菌装置 無し 

養液管理設備 トマト温室各棟：8 系統（原水タンク 1000ℓ×1、原液タンク 200ℓ×2、送

水ポンプ（135ℓ/min 型式：ＢＤＳＭＤ51.1Ｃ）、排液タンク無 

切 花 水 耕 栽 培 棟 ： 12 系 統 （ 原 液 タ ン ク 200ℓ×2 、 送 水 ポ ン プ

（120ℓ/min ）、排液タンク無し 

 

6.9 防除装置 

自走式防除装置 無し 

防除ユニット ３台（動力噴霧器 32～37ℓ/分） 

 

6.10 作業・搬送装置 

車両 軽四トラック 3 台 

台車 手押し台車 75 台 

 

6.11 選果・出荷装置・設備 

冷蔵庫 10 坪×1、20 坪×1、断熱パネル 42mm 
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選果装置 トマト用（重量、糖度選果） 選果能力（2.5t/日） 

結束機 2 台 

製函機 無し 

パレタイザー 無し 

 

6.12 付帯施設・設備 

集出荷施設 間口 15m×奥行 30m＝450 ㎡ 

残渣処理施設 無し 

管理室・休憩室等 管理室：61 ㎡、10 名収容、休憩室：225 ㎡、60 名収容 

トイレ 男子：2 室、女子：2 室 
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6．次世代施設園芸愛知県拠点 

 

1 概況 

1.1 生産概要 

豊橋市の豊川浄化センター隣接地にて、ミニトマトを3区画にわかれた2屋根型フェンローハウス（軒高5.0m、

間口 9m×24 連棟×奥行 133m と間口 9m×12 連棟×奥行 64m、合計 3.6ha）で栽培（ハイワイヤー栽培、循環

式ロックウール栽培、3.1 株/㎡、計画収量：21kg/㎡、ピーク時 5t/日程度）を行う。運営はイノチオみらい（株）、

販売は（株）イノチオつなぐが担い、すでに 50kg/㎡以上の技術実証を行った IGH プロジェクト（豊橋市）との技術

調整等を（株）サイエンスクリエイトが担う。2016 年 8 月より 1 区画にて栽培を開始した。また、１区画でヒートポ

ンプによる夜冷も取り入れながら夏越し栽培を行うことなど、施設全体での周年生産を行い、現状の収量は

17kg/㎡程度であり、夏越し栽培の区画では計画の 21kg/㎡を達成している。高温期の品質保持のため、冷蔵

庫や保冷車を利用して、近隣出荷先とのコールドチェーンを組み、リードタイム短縮にも努めている。 

事業主体はハウスや施設園芸資機材を販売するグループに属しており、一般への普及を前提とした低コスト

の設備設計や機器選定を行っている。一例としてグループ開発した環境制御コンピューターや潅水機器、温湯

暖房や油圧高所台車についても、国内での一般生産圃場に導入が進んでいる温風暖房を採用し、高所作業台

車も簡易な設計のものを開発している。 

 

1.2 環境制御とエネルギー管理 

隣接の豊川浄化センターの放流熱水（冬期 18～19℃）を熱源として生産施設まで導入し、熱交換送風方式

（ジオマックス、池田テクニカル製：地中配管されたダクト（PE100）への送風と熱交換を行い、ガター下ダクトへ温

風送風）、および重油温風加温機（15 万 kcal×12 台、10 万 kcal×3 台）、電気式空気熱源ヒートポンプ（10 馬力

×16 台、一区画のみ）による加温を行う。またガター下ダクト送風では、ダンパー切り替えにより外気導入も可能

とする。循環扇は上下方向の温度ムラ対策として、縦気流のものを用いる。環境制御装置はエアロビート（イノチ

オアグリ製）、養液管理装置はアクアビート（イノチオアグリ製）を用い、加湿用の細霧発生装置、CO2 施用の生

ガス供給設備を整備している。養液は循環方式であるが、発生する廃液は浄化センターにて処理を行っており、

環境負荷の低減に寄与している。 

 

1.3 生産管理体制 

農場長の他、社員 3 名がハウス 3 区画と選果場において、それぞれの管理責任者となっている。現場作業に

ついては当初は区画別のチーム体制を敷いていたが、現在は作業種別のチーム体制に移行しており、作業ごと

の責任者と担当者をおく形に変更した。パートや研修生は作業別（高所作業、低所作業）に分担体制を敷き全ハ

ウスの作業を行い、その他に選果作業のグループも敷いいている。パートは同じ仕事を続けることにより、作業

能力の向上が見られる。準社員やパートリーダーの登用も行い、現場のリーダーとしての業務も行っている。求

人は情報誌を中心に進め、現状では 60 名体制となり、春先の繁忙期に向け追加募集中である。 

生産管理や作業管理はデータにもとづき精緻に行っており、目標作業時間や個人別の作業記録をもとに週単

位、日単位での作業管理を進めている。各作業別にトマト 1 株当たりに要する作業時間として集計を行ってお
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り、目標値と個人の実績の差も算出されている。また生育調査データや収量予測データと作業計画を突合せ

て、さらに防除計画や販売計画とも突き合わせることで、様々な要素を反映した作業計画となっている。グルー

プ全体での勤務評定や勤務考課の仕組に中で、今後は作業能力に応じた評価も取り入れている。なお G-GAP

の認証取得済である。 

 

  
図 1 ハウス全景                   図 2 選果施設と冷蔵庫 

   

図 3  ミニトマトハイワイヤー栽培 

  
図 4 温風暖房機とダクト配管                    図 5 残さ処理設備 
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2 直近の目標と実績 

 

品目 ミニトマト 

作付面積 36,180 ㎡ 

作型 年 1 作×3 棟（夏越栽培と冬越栽培の組み合わせによる周年栽培） 

実績単収 17kg/㎡（集計期間：2019 年 3 月～2020 年 3 月） 

目標単収 21kg/㎡ 

労働生産性 143h/t（生産物 1t を産出するための作業時間） 

 

3 現在の経営内容の詳細 

3.1 生産・出荷 

品種 ・ミニトマト（TY 千果） 

販路 ・契約出荷（量販店等、関連会社のイノチオつなぐ経由での販売） 

栽培管理 ・ハイワイヤー栽培、栽植本数：定植時 2.4～3.1 本/㎡から最終○本/㎡に増

枝。 

育苗管理 ・接木２本仕立て苗の購入 

・苗テラスによる１次育苗（試験中） 

選果出荷 ・重量・形状選果、バラ出荷・パック詰め出荷 

 

3.2 生産管理・作業管理 

組織体制 ・イノチオファーム豊橋農場：社員 3 名（農場長、栽培労務担当、選果担当）、

契約社員 3 名（栽培担当 2、選果担当 1、うち 2 名がパートから昇格）、 

・パート約 40 名登録（栽培担当、選果担当など）。 

雇用管理 ・夏季繁忙期の派遣社員利用。 

・年末年始の時給アップによる求人。 

生産管理・作

業管理 

・個人別作業時間と必要作業量、シフト等を組み合わせた作業計画策定。 

・作業マニュアルの DVD 化と作業開始前の視聴・確認を実施。 

・アイスベスト（保冷剤）とファンジャンパー併用による高温時作業。 

GAP G-GAP の取得、更新中。 

 

3.3 環境制御・エネルギー管理 

環境制御 ・エアロビート（イノチオアグリ製） 

補光 ・無し 

高温対策 ・外気のベンチ下ダクトへの導入で、蒸散による気化冷却を促進。 

・ヒートポンプによる夜間冷房（一部の棟）。 

・高温期ホルモン処理濃度倍率を上げ、着果率向上。 

・遮光剤を梅雨前に塗布（Q4）。 
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エネルギー

管理 

・隣接の下水処理場排水（水温 18～22℃程度）の熱交換（GEOMAX 利用）と

重油温風暖房の併用。 

・ヒートポンプ暖冷房（一部温室）。 

 

4 立ち上げから現在に至るまでの課題と対応 

4.1 生産・出荷 

課題 対応策 

増収対策 ・秋季増収のための夏越栽培の実施と定植時期の検討（5 月）、外気

導入による気化冷却。 

暑熱対策 ・遮熱剤塗布、外気導入・気化冷却、ヒートポンプ夜冷等の併用 

高温期軟果対策 ・品種選定、水分管理等の改善、冷蔵庫設置等のコールドチェーン強

化。 

残渣処理対策 ・残渣処理プラントの増設 

単価向上策 ・バラ詰めからパック率の向上 

（今後の課題） ・夏期収穫繁忙期(8 月)の労働力確保 

・遮熱剤塗布時期の検討（雨による流亡対応） 

 

4.2 生産管理・作業管理 

課題 対応策 

作業管理自動化策 ・作業管理アプリの大学発ベンチャー企業との共同開発 

作業指示・教育対策 ・文書や口頭指示から、動画利用による標準化 

作業省力化策 ・連結台車利用による葉かき作業実施と運搬の省力化。 

・トイレ増設による移動時間短縮 

作業環境・雇用対策 ・ファンジャンバー・アイスベスト、遮熱剤利用等による高温期作業環

境向上 

（今後の課題） ・グループ農場全体の管理体制構築、資材発注等の統一化。 

・高卒採用とグループ内でのキャリアアップ。社会保険付き従業員の

確保と専業化による効率向上。 

・外国人技能実習生、特定技能実習生の活用。 

 

4.3 環境制御・エネルギー管理 

課題 対応策 

高温対策 ・ベンチ下ダクト（温風暖房兼用）への換気扇による外気導入と蒸散促

進、遮熱剤塗布の試行。 

除湿と省エネ対策 ・換気をしながらの除湿暖房から暖房機のモヤコン機能（温度のアッ

プダウン）による湿度低減と重油代抑制。 

（今後の課題） ・外気導入時の風量増による気化冷却効果向上。 
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・停電対策用の発電機設置、配電設備改良等。 

 

5 組織体制と作業管理体制 

 

 

 

 

栽
培

選
果

組織体制（イノチオみらい㈱）

社長

農場長 栽培管理責任者

防除管理責任者

選果管理責任者

※農場長兼任
・農薬管理、指示、確認

社員（２名）

社員（１名）

高所チーム

低所チーム

選果チーム

マルチチーム

・作業指示、確認
・作業段取
・農薬散布
・肥料作成
・特任作業

・設備設定、設備メンテ
・労務シフト、作業指示
・特任業務

・全作業（選果も含む）

・出荷指示、収量予測
・設備メンテ、特任業務

・作業指示、確認、出荷
・特任作業

・収穫、葉カキ、軸とり

・誘引・摘果・トーン

・選果、パッキング

・圃場管理全般
（目標、進捗
採算、受発注）

・特任業務
・安全衛生責任者
・PDCA会議長

経
営

責任者   ２名         ３名       60名

⑤圃場会議

①取締役会議（親会社役員参画）
・方針、重要事項決議

社長主催会議 ②経営会議（経理課・農場長参画）
・PL、CF月次管理

④安全衛生委員会（社員含め６名）
・安全衛生取組確認、対応

③報告会議（農場長、管理者参画）
・月次採算、進捗報告

出勤予定表（毎月）
・パート翌月シフト表にて
労働日数、時間を算出

作業効率表（毎週）
・前週の各作業データから

計画数値へ反映

収量予測（毎週）
・翌週の収穫量予測にて

計画収穫時間を算出

作業実績表（毎日）
・作業別実績数値
（紙ベースで取得）

作業予定表（毎週）
・各区画、作業別、曜日ごと
・ホワイトボードに掲示し
パートは常に確認

・目標数値、平均数値も記載

作業予実表
・毎週の予定と実績の
差異を確認、データ化

社員       （夕方）
・予定と進捗確認
・計画の見直し

入力

調整

Ｐ

Ｄ

Ｃ

Ａ
ＰＤＣＡ       （毎週）
・作業予実データ、収量データ
・環境データ、生育データなど

総合的に翌週方針を計画

作業管理体制（イノチオみらい㈱）

・週計画に対して毎日の進捗
確認を実施し、翌日の作業
計画を微調整する

・農場長を中心として毎週
ＰＤＣＡミーティングを実施。
・植物生育状況（樹勢バランス）
天候など、翌週の生育管理を決定
し、作業予定に反映する。

蓄積・分析・活用

※専用          

年度方針・中期計画
※作型、目標収量、販売
      、品質、味、人員、
開発など、多々活用。
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6 立地環境・施設設備仕様 

6.1 用地 

住所 愛知県豊橋市新西浜町 1 

地目 工業用地 

標高 400m 

用地面積 60,200.72 ㎡ 

用地内高低差 0m 

温室面積 温室 36,180 ㎡、育苗施設 1,056 ㎡、エネルギー供給施設 1,464 ㎡、集

出荷施設 1,155.75 ㎡ 

道路・駐車場面積 19,118.47 ㎡、駐車場 100 台 

調整池面積 無し 

用地の前歴 無し 

貸借・購入 貸借 

農地転用有無 無し（工業専用地区） 

開発行為有無 無し 

 

6.2 周辺環境 

周辺施設 愛知県豊川浄化センター 

接続道路 県道 395 号線 

最寄 IC 東名高速道路豊川 IC 

雨水排水放流先 排水路 

雑排水放流先 豊川浄化センター 

周辺水利権者 愛知県管理（工業用水） 

関係する条例、規制

等 

５年ごとの契約更新（行政財産使用） 

周辺人口 豊橋市（377,399 人：平成 30 年 11 月 1 日） 

周辺事業所等 太陽光発電施設、富士フィルム和光純薬㈱愛知工場、他 

最低賃金 愛知県最低賃金 時給 926 円（2019 年 10 月 1 日～） 

周辺コンビニ時給 950 円～ 

 

6.3 インフラ 

電力契約 中部電力 高圧電力 275kW、 

上水 あり 

工業用水 あり 

井水 無し 

雨水 無し 

液化炭酸ガス あり 
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LPG ガス なし 

燃油 重油タンク 1900ℓ×20 台 

木質チップ 無し 

 

6.4 栽培施設 

フェンロー型ハウス 間口 9m×12 連×奥行 133m＝14,364 ㎡（A 区）、間口 9m×12 連×奥

行 133m＝14,364 ㎡（B 区）、間口 9m×12 連×奥行 69m＝7,452 ㎡（C

区）、 

 

6.5 育苗施設・装置 

屋根型連棟ハウス 間口 12m×2 連×奥行 36m＝1,056 ㎡ 

育苗装置 苗テラス×2 台 発芽室１台 

 

 

6.7 被覆資材・換気装置等 

外張り被覆資材 フッ素樹脂フィルム（梨地、UV カットタイプ、80μm） 

内張り被覆資材 2 軸 2 層、上層:遮光（遮光率 30%）、下層:保温（遮光率 10%） 

天窓 プッシュ＆プル式自動開閉（千鳥天窓）  機械室：ラック＆ピニオン式 

側窓（妻面） 無し 

側窓 無し 

防虫ネット 無し 

 

6.8 環境制御装置・設備 

重油ボイラー ネポン HK6027：A 区×6 台、B 区×６台  HK4027：C 区×３台 

木質バイオマスボイ

ラー 

無し 

LPG ボイラー 無し 

貯湯タンク 無し 

ヒートポンプ ネポン（NPG1010TE）×16 台 C 区のみ 夜間冷房用） 

温湯加温設備 無し 

循環扇 ネポン縦式 NVF350TM：A 区×36 台、B 区×36 台、C 区×18 台 

GEOMAX ダクトファン FD508：A 区×16 台、B 区×16 台、C 区×8 台 

細霧冷房装置 ノズル（平均粒径 30mm、噴霧量 45 ㏄/ｍ） 加湿用 

ダクト送風装置 各暖房装置と GEOMAX から、ベンチ下ダクト配管、外気導入用換気扇 

CO2 発生装置 液化炭酸ガス利用 

環境制御装置 各温室、温湿度、CO2 制御×4 系統、エアロビート（イノチオアグリ） 

環境計測装置 スラブサイト（培地重量計測） 
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補光装置 なし 

 

6.9 栽培装置・設備 

栽培ベッド ミニトマト 5 列/温室各間口 9ｍ 

潅水装置 点滴チューブ（ﾄﾞﾘｯﾊﾟｰ） 

培地加温装置 無し 

原水タンク 100 ㎥×5 台 

給液装置 アクアビート（イノチオアグリ）×3 台 

殺菌装置 紫外線、オゾン殺菌装置（ピュアキュライザー）×３台（循環排液殺菌

用） 

養液管理設備 温室 A 区、B 区：各区４系統、温室 C 区２系統               

養液原水タンク 3 ㎥×３基×５区画分 排液回収タンク 25 ㎥×３基、

殺菌済リサイクルタンク 25 ㎥×３基 

 

6.10 防除装置 

自走式防除装置 自走式４台（静電防除） 

防除ユニット 2 台（動力噴霧器３台、薬液タンク 3000ℓ×３台） 

 

6.11 作業・搬送装置 

車両 トラック１台 

台車 ステップ台車（矢崎化工製）×40 台、収穫葉カキ兼用台車（矢崎化工

製）×50 台、フォークリフト３台 

 

6.12 選果・出荷装置・設備 

冷蔵庫 30 ㎥  

選果装置 ミニトマト用（仕様概要：選果能力 30 果/秒、画像処理） パック用セミ

オートスケール 3 台 

結束機 1 台 

製函機 無し 

パレタイザー 無し 

 

6.13 付帯施設・設備 

集出荷施設 1,155.75 ㎡ 

残渣処理施設 あり（粉砕ライン） 

管理室・休憩室等 事務室：8 名収容、休憩室 60 名収容、会議室：16 名収容 

トイレ 事務所棟：男子 1 室（小 2、大 2）、女子：1 室 4 台 

ハウス棟：男子１室（小１）、女子 1 室 2 台 
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7．次世代施設園芸兵庫県拠点 

 

1 概況 

1.1 生産概要 

公益社団法人兵庫みどり公社が国費に加え、県費を活用し施設整備を行った。同公社は、運営主体（（株）兵

庫ネクストファーム：JA 兵庫みらい、㈱サラダボウル（山梨県）、㈱東馬場農園（兵庫県）、㈱ハルディン（千葉県）

の出資））との間で施設賃貸借契約を締結し、運営主体が一括して同施設の運営に取り組んでいる。温室は 2 

屋根型フェンローハウス（軒高 6.0m、間口 8m×18 連棟×奥行 124m×2 棟、合計約 3.6ha）である。2015 年 8

月に栽培を開始し、各棟で大玉トマトとミニトマト（ハイワイヤー栽培、循環式ロックウール栽培、計画収量：大玉

で 35kg/㎡、ミニトマトで 20kg/㎡）を栽培、4 作目は 2018 年８月後半に定植し、2019 年 7 月に栽培が終了した。 

4 作目の出荷実績は、大玉トマト棟のハウス桃太郎（もりたろう）が 41.45kg/㎡、ごちそうトマト 27.81kg/㎡、ミ

ニトマト棟のスプラッシュが 19.24/㎡、カリーナが 14.4kg/㎡ であった。新品種として大玉トマト棟では、従来の

ハウス桃太郎に中玉トマト（ごちそうトマト）を加え、ミニトマト棟では従来のスプラッシュにカリーナを加えて、全 4

品種（各約 0.9ha）となった。 

3 作目から選果機の機能を向上して、スタンドパックへの定重量詰やジッパー留め作業を自動化し、選果作業

の大幅な省力化を進めている。 

 

1.2 環境制御とエネルギー管理 

iSii（ホーヘンドールン製）による環境制御を行い、LPG 温湯ボイラー（タケザワ製、2326kw×2 台、CO2 発生装

置兼用）と木質チップ温湯ボイラー（シュミット・巴商会製、700kw×1、木質チップ：北はりま森林組合産）による暖

房を行う。 

 

1.3 生産管理体制 

栽培管理面では、3 巡目より高所作業と低所作業のチーム体制とし、作業の標準化を進め各作業に特化する

形となっている。その他に選果チームがある。中核の社員として栽培責任者、選果責任者、営業責任者がおり、

この 3 名と所長で農場全体を運営している。また補佐の労務担当や栽培担当社員を置き、パートリーダーから

登用したリーダー社員に対し指示を出している。リーダー社員は、アシスタント（パートリーダー）を通じてパート

従業員への作業指示を行う体制を敷いている。 パート従業員は担当制とし、高所作業に 40 名、低所作業に 30

名、選果作業に 35 名程度を雇用している。パート従業員からパートリーダーに上がるためのキャリアパスを整

備し、作業能力や指導実績等を評価して、賃金にも反映させている。 

パート従業員の作業記録は個人ごとに終業時に作業記録を PC 入力し即時集計を実施しており、生育調査

結果や各種データ（環境データ、養液データ、果実サンプル調査データ、収量等）とともに、週間ミーティングにお

ける次週の管理方針や作業計画の策定に利用している。 
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図 1 ハウス外観                  図 2 ミニトマトハウス 

  

図 3 朝礼の様子                 図 4 大玉トマトハウス 

  

       図 5 ミニトマト用選果ライン               図 6 道具類の整理整頓 

 

2 直近の目標と実績 

品目 大玉トマト 

作付面積 16,900 ㎡ 

作型 長期多段栽培 

実績単収 ハウス桃太郎 41.45kg/㎡、ごちそうトマト 27.81 kg/㎡ 
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（集計期間：2018 年 10 月～2019 年 7 月） 

目標単収 ハウス桃太郎 33.6kg/㎡、ごちそうトマト 25.4 kg/㎡ 

 

品目 ミニトマト 

作付面積 16,900 ㎡ 

作型 長期多段栽培 

実績単収 スプラッシュ 19.24/㎡、カリーナ 14.4kg/㎡ 

（集計期間：2018 年 10 月～2019 年 7 月） 

目標単収 スプラッシュ 18.0kg/㎡、カリーナ 16.8 kg/㎡ 

 

3 現在の経営内容の詳細 

3.1 生産・出荷 

品種 ・大玉トマト棟：ごちそうトマト、ハウス桃太郎、カンパリ、 

・ミニトマト棟：スプラッシュ、カリーナ。 

販路 ・関東、関西のスーパーに出荷（関東比率が高く、出荷先は約 70） 

・サラダボウルの全国販路も活用。 

栽培管理 ・ハイワイヤー栽培、栽植本数：定植時 2.5 本程度から最大 375 本/㎡に増枝

（栽植密度や増枝本数を品種、作付ごとに調整）。 

育苗管理 ・購入苗：接木 2 本仕立て苗 

選果出荷 ・重量選果、自動計量よる定量パック詰めや、ジッパー装置を追加導入。 

 

3.2 生産管理・作業管理 

組織体制 ・社員：栽培～出荷 9 名、営業事務 3 名、パート：登録 100 名（常時 70 名）。 

雇用管理 ・新卒社員採用（農学系大学、農業高校等）。 

・パート地元雇用（パートの入替りは年間 10 名程度）。 

・パートからパートリーダーを登用し社員を補佐。更に社員への登用。 

・キャリアパス設定と評価制度策定。 

生産管理・作

業管理 

・生産開始前に他農場データを元に作業計画を策定。 

・作業データの PC 入力による作業記録管理と作業計画への反映。 

・5S の実施、資材機器配置場所のライン敷設。 

GAP ・取得準備中（G-GAP）2020 年 6 月審査予定。 

 

3.3 環境制御・エネルギー管理 

環境制御・エ

ネルギー管

理 

・環境制御装置（iSSi）による、ハイブリッド温湯暖房（木質チップボイラー+LPG

ボイラー）、LPG ボイラー排気による CO2 施用（クーリングタワー併用）、大玉

トマト棟、ミニトマト棟とも制御区画 4 区画。 

高温対策 ・遮熱剤塗布（Q ヒート）。 
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4 立ち上げから現在に至るまでの課題と対応 

4.1 生産・出荷 

課題 対応策 

増収対策・作業管理対

策 

・収量と作業性のバランスを考慮し、品種別の定植本数、増枝本数を

調整。 

・春先繁忙期に備え、摘果や上葉摘葉などを早めに進め、作業の分

散化を実施。 

栽培技術習得・向上策 ・新人社員は OJT を中心に技術習得し、グループ会社間での技術指

導、オンラインミーティングを実施。 

裂果対策（ミニトマト） ・裂果の少ない品種の採用。 

規格簡素化策 ・同一品種で複数あった包装を統一。 

（今後の課題） ・収量増に伴う選果、出荷の煩雑化への対応。品種、客数の増大に

伴う出荷体制の見直し。 

 

4.2 生産管理・作業管理 

課題 対応策 

雇用対策 ・キャリアパスの用意、従業員の評価基準の制定等によるモチベー

ション向上。 

・パートからのパートリーダーや社員への登用、 

生産性向上 ・当初は手書き作業記録を OCR 入力したものを、時間短縮のため

PC 直接入力に改善。 

・誘引フックの変更（手巻き式から巻き取り式へ）による作業負担軽

減。 

（今後の課題） ・G-GAP 取得に関わる準備、レイアウトの見直し等。 

 

4.3 環境制御・エネルギー管理 

課題 対応策 

エネルギーコスト対策 ・CO2 制御濃度の調整により LPG 消費量を低減、クーリングタワー動

作を見ながら発熱ロス抑制も検討予定。 

・安定した価格の木質チップをベース熱減として活用。 

（今後の課題） ・高温対策のための設備改善（ミスト）。ベンチ下のダクトファンによる

攪拌。 

・停電対策用の非常用電源設置。 
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5 組織体制と作業管理体制 

 

 

組織体制概要

• ハウス作業（高所）、ハウス作業（低所）、選果作業に大きく分かれる。

• 毎週末の打合せで翌週の方針を決定。責任者より各リーダーの社員に指示があり、リーダー
は社員アシスタントを通じ、パートへの指示や指導を行う。

所長（取締役）

選果責任者

社員（10名）

高所班

低所班

選果班

パート（約100名）

ハ
ウ
ス
作
業

社員アシスタント
（トレーナー）

社員アシスタント
（トレーナー）

栽培責任者

大玉リー
ダー

選果リー
ダー

選
果
作
業

       
   

営業責任者

ミニトマ
ト責任者

栽培労務
責任者

事務担当者2名

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

C
A
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6 立地環境・施設設備仕様 

6.1 用地 

住所 兵庫県加西市鶉野町 1998 

地目 農地 

標高 56m 

用地面積 温室：35,712 ㎡、種苗施設：6,400 ㎡、集出荷貯蔵施設：4,288 ㎡、ボイ

ラー棟：373 ㎡、管理棟：460 ㎡ 

用地内高低差 0m 

温室面積 温室：35,712 ㎡、種苗施設：6,400 ㎡ 

道路・駐車場面積  

調整池面積 第一調整池：0.6ha（11,000 ㎥）、第二調整池：0.65ha（2,000 ㎥） 

用地の前歴 養鶏場等 

貸借・購入 貸借 

農地転用有無 無し 

開発行為有無 無し 

 

6.2 周辺環境 

周辺施設 鶉野飛行場跡地 

接続道路 国道 372 号線 

最寄 IC 中国自動車道加西 IC 

雨水排水放流先 調整池 

雑排水放流先 排水路 

周辺水利権者  

関係する条例、規制

等 

 

周辺人口 加西市（約 44,302 人：平成 31 年 3 月 31 日現在） 

周辺事業所等 (株)富田製作所 

最低賃金 兵庫県最低賃金 時給 899 円（令和元年 10 月 1 日～） 

周辺コンビニ時給 950 円 

 

6.3 インフラ 

電力契約 関西電力高圧電力 BS 契約 176kW、 

上水 あり 

井水 あり タンク 255 ㎥×2 台 

雨水 井水と共用 

液化炭酸ガス 無し 

LPG ガス タンク 20t×1 台 
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燃油 無し 

木質ペレット 無し 

 

6.4 栽培施設 

ダブルフェンロー型ハ

ウス 

間口 8m×18 連×奥行 124m＝17,856 ㎡（×2 棟）軒高 6.0m、天窓換

気、設計風速 39m/s、最大積雪深 9cm、作物荷重 30kg/㎡ 

 

6.5 育苗施設・装置 

育苗ハウス 間口 8m×奥行 54m＝432 ㎡（パイプハウス 1 棟） 

育苗ベンチ  

 

6.6 被覆資材・換気装置等 

外張り フッ素樹脂フィルム UV カット（放花昆虫活動化）散乱光タイプ（80μm） 

内張り 2 軸 2 層、上層:保温用タイプ（遮光率 61%）、下層:保温遮光兼用タイプ

（遮光率 20%） 

天窓 ラックアンドピニオン式自動開閉、開口部 1000mm×3000mm（千鳥配

置） 

側窓（妻面） 無し 

側窓 無し 

防虫ネット 無し 

 

6.7 環境制御装置・設備 

木質チップボイラー 型式：シュミット UTSR-700.32、700kw×1 台 

LPG ボイラー 型式：竹澤製作所 BW-10G3、2,325kw×2 台 

貯湯タンク 13 ㎥（木質チップボイラー用） 

ヒートポンプ 無し 

温湯加温設備 熱交換器 5024kW×温室 2 棟分 

循環扇 型式：Multifan TB4E40Q 、270W×52 台 

細霧冷房装置 無し 

ダクト送風装置 無し 

CO2 発生装置 LPG ボイラー排気利用 

環境制御装置 各温室、温湿度、CO2 制御×4 系統、Hoogendoorn 製 iSSI 

環境計測装置 無し 

補光装置 無し 

 

6.8 栽培装置・設備 

栽培ベッド トマト・ミニトマト 6 列/温室各間口 8ｍ 
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潅水装置 点滴チューブ 

培地加温装置 無し 

原水タンク 177 ㎥ 

給液装置 2 台 

殺菌装置 紫外線殺菌（原水、循環排液） 

養液管理設備 温室各棟：4 系統（原液タンク3 ㎥×5台、給液ポンプ（ 300－700ℓ/min 

型式：Grundfos CR32-2-1A-J-AD-V-HQQV ）、ミキシングタンク 0.2

㎥、排液タンク 148 ㎥、殺菌済リサイクルタンク 148 ㎥ 

 

6.9 防除装置 

自走式防除装置 型式：共立ロボットスプレーカ ASC106HN×8 台 

動力噴霧器 型式：共立動力噴霧機（62.4ℓ/分）×2 台 

 

6.10 作業・搬送装置 

車両 軽トラック 1 台 

高所作業台車 型式：みのる産業ハウス内管理作業車 GW-30×32 台 

低所作業台車 型式：ショート台車×30 台 ロング台車×50 台 

 

6.11 選果・出荷装置・設備 

冷蔵庫 85 ㎡ 

選果装置 ミニトマト用（ミリスター：1000 ㎏/ｈ、ヤマトスケール ADW-A-0114S×1

台 2400 袋/ｈ、東洋自動機トマト自動包装設備 TT-8CN×1 台）、トマ

ト用（ミッドスター、オーケープランニング TC-110×8 台） 

結束機 型式：ストラパック RQ-8×２台 

製函機 型式：レンゴー㈱TTM-Jｒ×１台 積水化学工業 CK22×2 台 

パレタイザー 無し 

その他 カートンシーラーCT-62×1 台 

 

6.12 付帯施設・設備 

選別調整施設 ダブルフェンロー型ハウス 間口 40m×奥行 96m+間口 9m×奥行 16m

＝4,288 ㎡ 

残渣処理施設 なし（産廃処理） 

事務室 58.9 ㎡、16 名収容 

休憩室 110.4 ㎡、100 名収容 

会議室 88.6 ㎡、50 名収容 

トイレ 男子 2 室、男性トイレ 3 台、女子：10 室 
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7．次世代施設園芸高知県拠点 

 

1 概況 

1.1 生産概要 

(有)四万十みはら菜園と関連会社の(株)ベストグロウ、異業種からの新規参入の四万十とまと(株)の 3 社が事

業主体となり、四万十町の高知県立農業担い手育成センター隣接地にて、2 屋根型フェンローハウス（軒高 6.0m、

間口 8m、22 連棟×奥行 88m×1 棟、22 連棟×奥行 80m×1 棟、24 連棟×奥行 72m×1 棟、合計 4.3ha）によ

り、各棟で大玉・中玉・ミニトマトの栽培（ハイワイヤー、循環式、2.5 本/㎡、計画収量：各 38.4kg/㎡）を 2016 年 7

月より栽培を開始した。別事業で整備された 2 次育苗用育苗施設（四万十あおぞらファーム(株)）より、全施設の

定植本数をまかなう苗（接ぎ木 2 本仕立ての大苗）が供給された。 

 2018 年夏定植の 3 作目の収穫量は、3 社全体が 42.4 kg/㎡、四万十とまとが 38.5 kg/㎡、四万十みはら菜

園が 41.6 kg/㎡、ベストグロウが 47.2 kg/㎡であった。 

四万十みはら菜園とベストグロウでは、カゴメ向けの品種による出荷が主体であるが、カゴメ規格での B 品以

下については独自の販路を開拓し販売している。1 作目では高所作業等に不慣れなことで B 品発生が多かった

が、2 作目では畝間の調整などにより台車と果実の擦れを防ぐなどし、A 品率を高めている。B 品以下は県内外

のスーパーや卸売業などへ直販を行う。規格外品を利用したベストグロウによる加工品（ジュース、マヨネーズ

等）の販売も行う。 

四万十とまとでは、大玉品種（富丸ムーチョ）を主に外食（サイゼリヤ等）向けに直販をしている。B 品は地元ス

ーパー向けに、C 品も少量であるが地元販売を行う。 

 

1.2 環境制御とエネルギー管理 

CONNEXT（Priva 製）による環境制御と、おが粉温湯ボイラー（暁産業製、130 万 kcal/h×1 台×3 棟、おが粉：

地元おが粉燃料製造業者産）と LPG 温湯ボイラー（巴商会製、80 万 kcal/h×2 台×3 棟）による暖房を行い、

CO2 生ガス施用装置と細霧発生装置を用いる。おが粉ボイラーは夜間暖房を中心に用い、LPG ボイラーは昼間

のCO2施用を中心に利用している。液化CO2は単価が高く、気温上昇期での利用が中心となる。LPG、液化CO2

の総使用量は、流量計により把握がなされている。 

 標高 234m に位置し、最低気温は平地より-5℃程度低く、冬期は-4～-5℃になる。暖房経費も予想よりかか

っているため、固定張りの内張り被覆など保温対策を検討している。昼間の LPG ボイラーの燃焼熱は貯熱タン

クに蓄熱し夜間放熱しているが、貯熱容量を超える場合はクーリングタワーによる放熱が行われている。また早

朝加温時には、おが粉ボイラーと LPG ボイラーの両方を稼働している。 

 細霧冷房装置は、春先の乾燥期と定植後の時期を中心に利用している。気温が一定以上でかつ湿度が一

定以下になった場合に噴霧が行われ、また CONNEXT の制御機能で噴霧時間を自動調節している。それ以外

の時期は遮光専用 1 層カーテンを利用している。四万十みはら菜園とベストグロウでは、遮光資材（商品名：Q-

HEAT）を屋根面に塗布し、9 月に除去をしている。保温遮光兼用カーテンの利用の場合は夏にもう 1 度塗布を

行う場合があるが、ここでは 1 回の塗布で済ませている。なお天窓ネットは防鳥用 25mm メッシュのものを使用

し、換気効率を確保している。 

 

1.3 生産管理体制 
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四万十みはら菜園とベストグロウでは、2 社を合わせハウス 2.9ha に対し、フルタイムの従業員が 17 名、準

社員（フルタイム勤務のパート）が 16 名、パートが 19 名の体制で、生産の組織は栽培技術課（環境制御・

IPM）、生産管理課（誘引班・葉カキ班）、出荷管理課（収穫班・選果班）から構成され、その他に総務課がある。

収量や作業実績は週単位で会議にて報告され、週１回の生育調査、月 2 回の養液分析、日々の環境データ等

とともに、栽培管理の検討に用いられている。その他に、前週の作業時間と作業効率、収量の報告、当週の作

業計画と収量計画の報告を班長から行い、各班の作業効率や目標と実績と差異など、問題点とその理由も班

長が報告する。また 1 枚の用紙に各班の作業実績（誘引、収穫、葉かき、選果の作業効率）、収量、A 品率、規

格外の内訳（きず、裂果、色等）など品種別、作業別にまとめている。問題発生が作業由来であるか栽培技術由

来であるかを班長が報告し、対策は一緒に検討をしている。作業記録と作業集計には、タッチ式の入力装置

（Priva FS Performance）を 2 作目より使用している。当初はタッチミスなどのヒューマンエラーがあり紙による記

帳と併用していたが、現在は記帳を廃止し一本化している。個人別の作業時間や作業効率の集計を進めてい

る。個人別のデータにもとづき、作業の遅いパートを班長が指導している。また指導ができる班長を育成すること

に留意している。 

四万十とまとはハウス 1.4ha において、社員 6 名、準社員 3 名、パート 17 名の体制を持ち、生産部門は作業

別（高所作業：誘引・芽かき、低所作業：葉かき）にグループを分け、その他に環境制御や IPM の担当者を置い

ている。また選果部門は収穫作業も兼ね、その他に総務部門がある。 

 

  

図１四万十とまとでの栽培状況             図２作業記録用 IC タグ 
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図３ ベストグロウでの栽培状況 

 

 

図 4 選果場の状況 

 

2 直近の目標と実績 

 

四万十みはら菜園、ベストグロウ 

品目 大玉・中玉トマト 

作付面積 27,988 ㎡ 

作型 長期 1 作型（7～8 月定植、9 月～翌年 7 月迄収穫） 

実績単収 44.2kg/㎡（集計期間：2018 年 9 月～2019 年 7 月） 

目標単収 38.4kg/㎡ 

 

四万十とまと 

品目 大玉トマト 

作付面積 13,152 ㎡ 

作型 長期 1 作型（6 月定植、8 月～翌年 7 月迄収穫） 

実績単収 38.5kg/㎡（集計期間：2018 年 8 月～2019 年 7 月） 

目標単収 38.4kg/㎡ 
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3 現在の経営内容の詳細 

※（①：四万十みはら菜園、ベストグロウ、②：四万十とまと） 

3.1 生産・出荷 

品種 ・①カゴメ系の大玉（業務用）と中玉品種 

・②赤系大玉品種（富丸ムーチョ） 

販路 ・①カゴメへの出荷が主体、B 品以下は独自販路を開拓、規格外品は自社加

工（マヨネーズ、ジュース等） 

・②外食向け契約販売主体（サイゼリヤ）。 

栽培管理 ・①ハイワイヤー栽培、栽植本数：定植時 2.5 本/㎡から最終 3.75 本/㎡に増

枝。定植時期：裂果対策で 7 月下旬頃にて調整。 

・②ハイワイヤー栽培、栽植本数：定植時 2.5 本/㎡から 3.75 本/㎡に増枝。定

植時期：6 月下旬頃にて調整(早期収穫を目指す)。 

選果出荷 ・①重量・形状選果、箱詰めとパック詰め 

・②重量・形状選果、箱詰め主体 

 

3.2 生産管理・作業管理 

組織体制 ・①社員 17 名、準社員・パート 35 名（3 作目）。栽培技術課（環境制御・IPM）、

生産管理課（誘引班・葉カキ班）、出荷管理課（収穫班・選果班）から構成。 

・②社員：社員 6 名、準社員・パート 20 名（3 作目）。生産部門（高所・低所作

業班）環境制御・IPM 担当者、選果部門（兼収穫担当）から構成。 

雇用管理 ・①外国人技能実習生（フィリピン 8 名）の導入。 

・地元雇用が中心。過疎地のため募集に対し集まりにくい。 

作業管理 ・タグリーダー式の入力装置（Priva FS Performance）を 2 作目より使用。個人

別の作業時間や作業効率の集計に利用。 

生産管理 ・①週会議で作業と収量の計画実績を担当班長が報告し検討を行う。上位と

下位レベルの作業目標値を設定。 

・②週単位出荷予定に合わせたシフト組を実施。 

GAP ・特に取組みは無し。 

 

3.3 環境制御・エネルギー管理 

環境制御 ・CONNEXT（Priva 製）による環境制御。 

・LPG ボイラー排ガス、または生ガス施用装置による CO2 施用。 

高温対策 ・細霧冷房：春先乾燥期と定植後を中心に利用。それ以外の時期は遮光専用

1 層カーテンを利用。 

・①遮熱剤 4 月塗布(Q-HEAT)、9 月除去。 

エネルギー

管理 

・おが粉温湯ボイラー（暁産業製、130 万 kcal/h×1 台×3 棟、おが粉：地元お

が粉燃料製造業者産）と LPG 温湯ボイラー（巴商会製、80 万 kcal/h×2 台
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×3 棟）による暖房。 

 

4 立ち上げから現在に至るまでの課題と対応 

4.1 生産・出荷 

課題 対応策 

増収対策 ・定植時期調整による高販売単価時期の収量確保、及び夏期高温に

よる樹勢低下の回避（7 月上旬～下旬にかけての調整）。 

※上記 2 点は相反するため、最適期への調整が課題。 

・栽培密度の調整による樹勢維持と収量増 

※年毎に日射量や外気温などの環境が異なるので、その年の状況に

合わせた最適な調整を行う。 

暑熱対策 ・7 月定植により高温期のハチ受粉が難しく、ホルモン処理や振動受

粉処理を行う。細霧冷房は外気湿度が高く効果薄い。 

販路対策 ・①カゴメとの年間契約（年内の収量が少ない時期の単価を高める）。

独自販路先とは安定化のため長期取引関係を構築。 

・②売り先の需要を確認し、年間単価の約束で販売力を高めている。

4-6 月のだぶつきがあるが、投げ売りはせず、顧客をつかむ。全国

の他のトマト農場（次世代施設園芸拠点を含む）と連携し年間販売

に取組む。 

加工品対策 ・①ベストグロウがトマトジュース、ドレッシング、マヨネーズ等の加工

販売を担う。自社ジュース加工所を持つ。高温期に商品化率が低下

し加工を始める。青果販売可能なものは加工にはまわさない。 

・②トマトカレーを委託製造、酒等とセットにし、ふるさと納税用に使う。 

物流費高騰対策 ・①カゴメ手配による物流。 

・②混在等チャーター便利用による運賃削減。運送会社の帰り便の空

き利用。 

（今後の課題） ・これまでの実績に基づく最適な定植時期や栽培密度の検討。 

・新たな販売先との契約を見据えた品種試験栽培の実施。 

・高温期の着果（受粉作業、自動振動受粉システムの導入）、裂果対

策 

 

4.2 生産管理・作業管理 

課題 対応策 

立上当初のレベル向

上策 

・四万十みはら菜園本社農場（三原村）での 1 年間の社員選考研修実

施。 

作業能力向上と有効

活用策 

・①外国人技能実習生の採用。作業を専門で行う男性社員の採用。 

・②作業能力は当初の 2 倍程度になり、作業が早く終わるようになり、
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余った時間の仕事と収入確保が課題。今後も生産量が増えても対

応できる。スーパーパック詰めの手伝い等を申し出る。 

作業管理の省力化策 ・①残渣処理（粉砕）機の導入。 

（今後の課題） ・①自動振動受粉装置の導入、自動運搬機等の導入。 

 

4.3 環境制御・エネルギー管理 

課題 対応策 

おが粉の安定供給対

策 

・ストックヤード設置による在庫保持（年間需要量の 1/4 程度の保

管）。 

（今後の課題） ・機器設備のメンテナンス、停電対策（発電機導入等）。おが粉の熱量

単価。 

 

5 組織体制と作業管理体制 

 

 

IPM

組織体制概要（四万十みはら菜園の例）

• ハウス作業は誘引班（高所作業）と葉カキ班（低所作業）で分担する。

• 高所作業は、担当者別に固定的なエリアで行い、作業の品質にも責任感を持たせている。

• 設備管理は、統合環境制御装置と連動するため、環境制御の担当社員が行う。

四万十農場生産部

栽培技術課

環境制御

葉カキ班

生産管理課

誘引班

選果班

出荷管理課

収穫班

四万十農場総務課

生産業務本部

本社生産部
（高知県三原村）
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代表取締役

専務取締役

生産技術部

生産課

収穫・選果班

誘引班

葉かき班

技術管理課

システム部門（兼務）

IPM部門（兼務）

設備課（兼務）

総務部 事業開発部

組織体制（四万十トマト）

作業管理体制概要 四万十みはら菜園・ベストグロウの例
• 年間の作業計画を週単位で最初に作成する。植物の生長や収量は季節により変化し、それに応じた作業計画

（増枝、葉かき、摘果、収穫量等）を作成する。

• 班長（社員）は、年間計画にもとづき、毎週、作業指示をほ場マップによりパート向けに指示を出す。

• 作業記録システムを用い個人別の作業記録と作業時間集計を行う。週次会議で週報をもとに作業進捗状況と問
題点の把握、対策の検討を行い、作業計画の改訂に反映する。

ほ場マップ

・週単位でハウスの畝図に、作
業箇所、作業担当者を記入、
指示。

年間作業計画

・日射量と植物の生長に応じた
増枝、葉かき、摘果、収穫等
の作業計画（週次）

作業実施

・誘引・芽かき班
・葉かき班
・収穫・選果班

代表者 班長 パート（各作業班）

週報（人工実績）

・計画値（各作業の人工数、収
量等）と達成率を週報化

・会議で問題点把握と対策検討

P D

C 作業管理    
(Priva FS Performance)

・畝単位の作業時間、
作業内容の個人別記
録。

作業実績管理

・作業管理システムの
集計データをもとに、
週報を作成する。

作業計画改訂
A週次

会議
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6 立地環境・施設設備仕様 

6.1 用地 

住所 高知県高岡郡四万十町本堂 707 

地目 雑種地 

標高 234m 

用地面積 60,000 ㎡ 

用地内高低差 2m 

温室面積 43,352 ㎡＋EXP2 か所 

道路・駐車場面積 2,800 ㎡、駐車場 96 台 

調整池面積 無し 

用地の前歴 雑種地 

貸借・購入 借地（県有地） 

農地転用有無 無し 

開発行為有無 無し 

 

6.2 周辺環境 

周辺施設 高知県立農業担い手育成センター 

接続道路 県道 52 号線 

最寄 IC 高知自動車道四万十町中央 IC 

雨水排水放流先 東又川 

雑排水放流先 養液排液：浸透升 

周辺水利権者 － 

関係する条例、規制

等 

－ 

周辺人口 四万十町（16,782 人：令和 2 年 1 月 31 日推計値） 

周辺事業所等 四万十あおぞらファーム㈱ 

最低賃金 高知県最低賃金 時給 790 円（令和元年 10 月 1 日～） 

周辺コンビニ時給 830 円 

 

6.3 インフラ 

電力契約 四国電力高圧契約、キュービクル ５面（各動力 975KVA 、電灯

175KVA） 

上水 上水道 

工業用水 無し 

井水 井水（受水槽 163 ㎥×3） 

雨水 無し 

液化炭酸ガス ガスタンク 18,540kg×１台 
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LPG ガス ガスタンク 30,012kg×1 台 

燃油 重油タンク 1900L×2 台（おが粉ボイラー用着火燃料） 

おが粉 燃料タンク 30 ㎥×3 台 

 

6.4 栽培施設 

フェンロー型ハウス ハウス 1：間口 8.0m×22 連×奥行 88m＝15,488 ㎡（四万十みはら菜

園）、ハウス 2：間口 8.0m×22 連×奥行 80m＝14,080 ㎡（ベストグロ

ウ）、ハウス 3：間口 8.0m×24 連×奥行 72m＝13,824 ㎡（四万十とま

と）、各ハウス：柱高 6.0m、両天窓、設計風速 50m/s、最大積雪荷重

25kg 

残渣搬出口：ハウス 1・2：9.6m×16.4m、ハウス 3：8.0m×16.0m 

 

6.5 育苗施設・装置 

無し（別事業で近隣に育苗施設として四万十あおぞらファーム㈱が整備され苗供給を受ける）。 

 

6.6 被覆資材・換気装置等 

外張り被覆資材 フッ素樹脂フォルム（散乱光タイプ、100μ） 

内張り被覆資材 2 軸 2 層、上層:遮光（遮光率 52%、型式 XLS15 同等品）、下層:保温（遮

光率 13%、型式 XLS10 同等品） 

天窓 両天窓ラックピニオン式自動開閉、W4000mm×1000mm、千鳥配置 

側窓（妻面） 無し 

側窓 無し 

防虫ネット 天窓ネット:目合 25mm（防鳥用） 

 

6.7 環境制御装置・設備 

重油ボイラー 無し 

木質ﾊﾞｲｵﾏｽﾎﾞｲﾗｰ おが粉ボイラー130 万 kcal/h（KDW-150）×3 台 

LPG ボイラー 80 万 kcal/h（BHG-180）×6 台 

貯湯タンク 50 ㎥×3 台 

ヒートポンプ 無し 

温湯加温設備 暖房負荷約 360 万 kcal 

循環扇 無し 

細霧冷房装置 ノズル（粒径 3～5μm）:60ℓ/h×1,536 個、11kW 動噴×2 台、22kW 動

噴×2 台 

ダクト送風装置 ガター下ダクトファン（5200 ㎥/h）×136 台（約 3.2 台/10a） 

CO2 発生装置 液化炭酸ガス施用、LPG ボイラー排気利用（ドライクーラー4200kw×3

台併用） 
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環境制御装置 Priva CONNEXT、｢温湿度、CO2 制御｣×12 区画 

環境計測装置 無し 

補光装置 無し 

 

6.8 栽培装置・設備 

栽培ベッド 吊り下げガター式、W360mm、勾配 1/400 

潅水装置 点滴チューブ 

培地加温装置 無し 

原水タンク 163 ㎥×3 ハウス分 

給液装置 4 台 

殺菌装置 3 台 

養液管理設備 栽培室：（原液タンク 2，200ℓ×8 台、1000ℓ×８台+600ℓ×4 台、排液タ

ンク 32 ㎥×2 台、63.6 ㎥×2 台、殺菌後排液タンク 32 ㎥×2 台、63.6

㎥×2 台 

 

6.9 防除装置 

自走式防除装置 10 台（型式：ASC106） 

防除ユニット 動力噴霧器 5.5KW、5000ℓ タンク×3 セット 

 

6.10 作業・搬送装置 

車両 バッテリー式カウンターフォークリフト×4 台、リーチ式フォークリフト×2

台、バッテリー式けん引車×2 台 

台車 手押し台車 45 台、電動式高所作業台車 39 台（型式：BENOMIC 

type5100） 

 

6.11 選果・出荷装置・設備 

冷蔵庫 129.6 ㎡、51.84 ㎡、断熱パネル 40mm 

選果装置 （重量、形状）選果 選果能力（10.6ｔ/日、5.1ｔ/日） 

結束機 2 台 

製函機 2 台 

パレタイザー 1 台 

 

6.12 付帯施設・設備 

集出荷施設 2,100 ㎡×１、1,200 ㎡×1 

残渣処理施設 屋外残渣置場 120 ㎡×3 

管理室・休憩室等 集出荷室内、240 ㎡、135 ㎡ 

トイレ 男子：3 室、女子：3 室 
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8．次世代施設園芸大分県拠点 

 

1 概況 

1.1 生産概要 

プラント設備会社（（株）タカフジ）が設立した農業生産法人（(株)タカヒコアグロビジネス）が事業主体となり、九

重町野上地区にて、3 屋根型ガラスフェンローハウス（軒高 5,5m、（間口 9.6m×23 連棟+3.2m）×奥行 104m：本

圃 4 区画灌水系統は 4 区になっていますが、栽培エリアとしては後に記載のあるように 2 区、合計 2.24ha、（栽

培室 24,192 ㎡／育苗室 3,226 ㎡／灌水及び集出荷エリア 1,690 ㎡ですが表現はお任せします）間口 9.6m×10

連棟×奥行 32m：2 次育苗棟、0.32ha）により、パプリカ栽培（ハイワイヤー、5～8 枝/㎡、循環式、固形培地耕、

計画収量：16.4kg/㎡）を行う。人工光型育苗施設（エスペックミック製、1 台）で 1 次育苗後、キューブに移植し 2

次育苗施設でプールベンチにより大苗に育成し本圃回転を高めるとともに、本圃の東西 2 区に順に定植するこ

とで周年出荷を行う。1 作目として 2016 年 5 月に西区定植、4 作目として 2019 年 2 月に西区移植、10 月に東

区定植を行った。3 作目での全体の収量は、21.2kg/㎡となった。なお栽植本数は、蒸散量確保による湿度の安

定化や増収を狙い、現在は 7～8 本/㎡程度としている。 

業務用、青果販売用、直売所向けに販売し、市場出荷は限定的である。選果機により、色別とサイズ別に選

果を行う。規格は S,M,L の 3 種類で、ケース出荷が中心で、他にバラ出荷、単品包装、地元飲食店向けのミック

ス（ミックス商品は包装していない）などがある。鮮度を重視し、選果も厳しく行って品質評価を高めており、輸入

品のパプリカとの競合を回避している。 

 

1.2 環境制御とエネルギー管理 

CONNEXT（Priva 製）による環境制御と、温泉熱の熱交換装置（タカフジ製）と重油温湯ボイラー（80 万

kcal/h×4 台）が設備されており、CO2 生ガス施用装置と細霧発生装置を用いる。温泉熱は敷地内で掘削された

井戸より 96～97℃程度の温泉水が供給され、熱交換後に貯熱槽（300t）に送られ、さらにハウスへの温湯暖房

に利用される。外気温が-7℃の際にでもハウス内を温泉熱の熱交換装置のみで 20℃に暖房できている実績も

あり、高温性のパプリカの栽培において全ての熱供給は温泉熱により行われ、化石燃料とエネルギーコストの

削減に大きく寄与し重油ボイラー未使用を達成できている。CO2 施用は 450～500ppm 程度を目標に液化 CO2

ガスにより行っていたが 2018 年からは 600～800ppm 程度をターゲットに変更した。 

ヘッダー（高圧ノズル）式の細霧発生装置が装備され、湿度調整によるウドンコ病発生の抑制に効果をあげて

いる。高温期の細霧冷房は、天窓防虫ネットが換気効率に影響を及ぼし、側窓換気もないため、効果が限定的

である。そのため試験的に行ったガラス面への遮光剤塗布を 2018 年は西側の夏作エリアで本格的に行い、

2019 年も継続している。 

 

1.3 生産管理体制 

農場長を含む社員 5 名（2020 年 3 月時点）、パート従業員常時 25 名の体制で、生産管理部（パプリカ及び

隣接のトマトハウス）と企画営業部による運営を行っている。パートの能力も向上しており、選果作業や育苗など

のリーダーはパートに委譲している。日常のハウス内作業は習熟度が増したことで、遅れも見られない。作業の

管理を数値化は個々に進めており、日々の集計もパートがやっている。その日に行った作業について、ラインご
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との作業時間、進捗状況もリアルに集計し、意識も高めている。作業ごとのスペシャリストが見えてきており、さら

に指導もできるようにしている。なお本年度よりスマート農業実証プロジェクトに参画し、作業記録や作業計画に

ついての ICT 利用を進めている。 

  

図 1 ハウス外周                       図 2 温泉熱交換・貯熱槽と温泉熱源（奥） 

 

  

図 3 パプリカ定植後                      図 4 選果状況 

 

  

図 5 パプリカ栽培状況      図 6 個別包装 
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2 直近の目標と実績 

品目 パプリカ 

作付面積 24,192 ㎡ 

作型 周年生産（2区画で１月定植と 10 月定植で行う年 2作型） 

実績単収 21.2kg/㎡（集計期間：2018 年 4月～2019 年 8月） 

目標単収 16.3kg/㎡ 

労働生産性 7 分/kg（（育苗から出荷までの総労働時間と収量の比） 

 

3 現在の経営内容の詳細 

3.1 生産・出荷 

品種 ・赤系 50%、黄色系 40%、橙色 8% 他 2%。 

・ベース品種は各色とも決定済み。 

販路 ・東日本 3、西日本 7 の割合（計約 70 社）。 

・当初より契約販売のみ。 

栽培管理 ・ハイワイヤー栽培、ヤシガラ培地（スラブ）、栽植本数：7～8 本/㎡。 

・摘果：3 作目より 1～3 節まで行う。 

選果出荷 ・重量選果。箱詰出荷中心、個包装機も導入。 

・売れ筋は L サイズ（当初は M サイズ）。 

 

3.2 生産管理・作業管理 

組織体制 ・社員 5 名（農場長含む、栽培 2 名、営業 2 名）、パート：登録 34 名（常時 25

名、地元中心の雇用） 

雇用管理 ・ミドルクラスのパートリーダーを各担当に配置。社員より作業指示を受け伝達

し、社員への報告も行う。 

・給与に差をつけず全員に賞与（地域性を考慮）。 

・ベトナム人女性社員の採用と現場管理の実施。 

作業管理 ・入力端末による作業記録集計の試行（3 作目、経営体強化プロ） 

・スマホ入力等による簡易な作業管理システムの試行（4 作目、スマート農業

PJ）。 

生産管理 ・作業分担（誘引担当と葉かき芽かき担当など）による専業化と作業能力の向

上。 

・パートリーダーを通じた作業指導実施。 

・作業能力は最大 4 倍程度に向上（栽培開始当初との比較）。 

GAP ・G G.A.P.（2 作目に取得。更新継続中） 

 

3.3 環境制御・エネルギー管理 

高温対策 ・細霧冷房利用と遮熱剤（4 作目、レディーヒート）を梅雨明け塗布。 



116 

 

・遮熱剤散布装置を自作し屋根面でのテスト実施。 

エネルギー

管理 

・当初より温泉熱利用のみによる暖房を実施。 

・熱交換設備の大規模メンテナンス実施（3 作目）。 

 

4 立ち上げから現在に至るまでの課題と対応 

4.1 生産・出荷 

課題 対応策 

栽培当初の乾燥とウド

ンコ病対策 

・栽植密度増（約 5 本/㎡→約 7～8 本/㎡） 

・環境制御による乾燥対策 

ダニ対策 ・天敵導入（2 作目）、バンカープランツ導入（3 作目） 

暑熱対策 ・遮熱剤塗布（3 作目より Q4、現在はレディヒート） 

潅水制御向上策 ・培地重量センサー導入（2 作目）と潅水量適正化 

物流費高騰対策 ・九州内出荷先の拡大 

（今後の課題） ・収量・作業見込みに応じた生産計画・作業計画の策定。 

・国産品種が増加した場合の差別化。 

 

4.2 生産管理・作業管理 

課題 対応策 

立上当初のレベル向

上策 

・関連先農場よりパプリカ栽培経験のある栽培担当社員（現農場長）と

ベテランパートを移籍（2 作目）。 

中間層の活用策 ・ミドルクラスのパートリーダー配置、社員と一般パート間の伝達や調

整役に。 

作業管理の省力化策 ・手作業による入力集計の自動化（経営体強化プロ、スマート農業実

証プロジェクトの活用） 

 

4.3 環境制御・エネルギー管理 

課題 対応策 

環境制御技術の向上

策 

・オランダ視察とオランダ人グロアーによる指導（3 作目に数回）。 

・センサー設置箇所以外の温湿度や植物生育状況をこまめに観察し

制御に反映。 

・天候に応じて設定値を調整し、設定の見直し頻度を高める。 

・1 日の時間帯ごとに設定値と測定値を比較し、差異があれば次の時

間帯で調整。 

（今後の課題） ・センサー、潅水系統など大規模なメンテナンスが必要。 
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5 組織体制と作業管理体制 

 

 

 

 

  

組織体制概要

• ハウス作業（東ハウスと西ハウス）、選果出荷に大きく分かれる。

• ハウス作業は、各ハウスでエリア分けによる担当制で、各自高所作業車による収穫と管理作
業を行う。

専務取締役

代表取締役

※他にトマトハウス
(20a）担当のパー
トがいる。

（労働安全衛生管理責任者、栽培管理責任者）

（パプリカ、トマト担当社員）

（選果営業担当社員）

農場長

・Aチーム
・Bチーム
・Cチーム
・Dチーム

生産管理部 パート

パート
・Eチーム
・Fチーム
・Gチーム
・Hチーム

企画営業部 パート

（選荷出荷作業と出荷事務）

西ハウス（1.2ha）
収穫、栽培管理

東ハウス（1.2ha）
収穫、栽培管理

作業管理体制概要

• 全体の作業計画は、主要作業（収穫、菜かき誘引、清掃）の標準時間に応じ決定される。
前作と並行して行われる育苗作業（は種、移植）や作替作業（器材、株の撤去、清掃、消
毒防除、定植）は目標作業時間に応じ計画が決定される。

• 日々の作業内容は、朝礼時にホワイトボード等を利用し伝達され、作業進捗状況は、ハウ
ス内の作業マップに記入され、社員による集計が行われる。

作業指示(グループ)

・ハウス別、グループ別の指示

作業マップ(ハウス)
・ハウスの畝図に作業者名、
作業箇所、時間記録。

年間作業計画

作業実施

農場長、グロアー グロアー パート
（各グループ）

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

標準作業時間
の算定、修正

月間～週刊
作業予定算定

P D

C
A

会議
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6 立地環境・施設設備仕様 

6.1 用地 

住所 大分県玖珠郡九重町野上 3905-1 

地目 農地 

標高 685m 

用地面積 54,414 ㎡ 

温室面積 29,108 ㎡ 

調整池面積 621.75 ㎡ 

用地の前歴 農地 

貸借・購入 借地 

農地転用有無 無し 

開発行為有無 無し 

 

6.2 周辺環境 

周辺施設 無し 

接続道路 国道 210 号線 

最寄 IC 大分自動車道湯布院 IC 

雨水排水放流先 雨水タンク→調整池→河川 

雑排水放流先 側溝→河川 

周辺水利権者 特に無し 

周辺人口 九重町（9,549 人：平成 30 年 8 月 31 日） 

周辺事業所等 無し 

最低賃金 大分県最低賃金 時給 790 円（令和元年 10 月 1 日～） 

 

6.3 インフラ 

電力契約 九州電力高圧契約、キュービクル１面 

上水 無し 

工業用水 無し 

井水 井水（受水槽 2 ㎥）、井戸より電動ポンプにて給水 

雨水 雨水タンク 1,076 ㎥×３台 

液化炭酸ガス ガスタンク 15 ㎥×１台 

LPG ガス 無し 

燃油 重油タンク 19.5kL×１台 

木質チップ 無し 

 

6.4 栽培施設 

フェンロー型ハウス （間口 9.6m×23 連＋3.2m）×奥行 108m＝24,192 ㎡、軒高 5.8m、両天
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窓、設計風速 50m/s、最大積雪深 30cm。 

 

6.5 育苗施設・装置 

フェンロー型ハウス 間口 9.6m×10 連×奥行 32m+間口 9.6m×奥行 16m＝3,225.6 ㎡、二

次育苗装置：プールベンチ 

苗生産施設 人工光型育苗装置  5 段×8 棚×1 

 

6.6 被覆資材・換気装置等 

外張り被覆資材 複層ガラス（強化ガラス、4mm） 

内張り被覆資材 2 軸 2 層、上層:遮光（遮光率 64%、型式 XLS16）、下層:保温（遮光率

20%、型式 XLS10） 

天窓 両天窓ラックピニオン式自動開閉、W1000mm×2000mm 

側窓（妻面） 無し 

側窓 無し 

防虫ネット 天窓ネット:目合 0.4mm 

 

6.7 環境制御装置・設備 

重油ボイラー 80kW×4 台 

温泉熱源 沸点 

木質チップボイラー 無し 

LPG ボイラー 無し 

貯湯タンク （熱交換装置） 

ヒートポンプ 無し 

温湯加温設備  

循環扇 容量 5,200m3／h×53 台（約 2.2 台/10a） 

細霧冷房装置 ノズル（粒径 1μm）:15kW 動噴×2 台 

ダクト送風装置 無し 

CO2 発生装置 液化炭酸ガス施用（栽培室、育苗室） 

環境制御装置 Priva CONNEXT、｢温湿度、CO2 制御｣×3 区画 

環境計測装置 （Priva メジャリング BOX 5 個） 

補光装置 無し 

6.8 栽培装置・設備 

栽培ベッド 吊り下げガター式、W650mm×2 列 

潅水装置 点滴チューブ 

培地加温装置 無し 

原水タンク 149 ㎥×1 台 

給液装置 1 台（栽培室）、1 台（二次育苗ベンチ） 
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殺菌装置 UV 殺菌装置 

養液管理設備 栽培室：  

栽培室：養液タンク 2,200L×8 基、排液タンク 41 ㎥×2 基、排液処理

後タンク 41 ㎥×2 基、灌水装置 45 ㎥/h（Nutriflex）×1 基、UV 殺菌装

置 4 ㎥/h（Vialux）×1 基 

育苗室：養液タンク 2,200L×2 基／排液タンク 41 ㎥×1 基、灌水装置

20 ㎥/h（Nutrifit）×1 基、 

 

6.9 防除装置 

自走式防除装置 2 台（型式：ASC106HN） 

防除ユニット 動力噴霧器 4KW、1000ℓ タンク 

 

6.10 作業・搬送装置 

車両 回転式フォークリフト 1 台 

台車 手押し台車 24 台、電動式高所作業台車 24 台（型式：Berg） 

 

6.11 選果・出荷装置・設備 

冷蔵庫 28 ㎡ 

選果装置 重量選果 

結束機 1 台 

製函機 無し 

パレタイザー 無し 

 

6.12 付帯施設・設備 

集出荷施設 間口 9.6m×6 連×奥行 32m-間口 9.6m×奥行 16m＝1,689.6 ㎡ 

残渣処理施設 無し 

制御室 集出荷室内、25.6 ㎡、5 名収容 

管理室 集出荷室内、25.6 ㎡、5 名収容 

作業打合室 集出荷室内、51.2 ㎡、24 名収容 

トイレ 男子：1 室、女子：1 室 
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10．次世代施設園芸宮崎県拠点 

 

1 概況 

1.1 生産概要 

JA 宮崎中央が事業主体、子会社の（有）ジェイエイファームみやざき中央が運営主体である。30～54a の丸

屋根型低コスト耐候性ハウス（軒高 2.5m、間口 5.4m、奥行 90m、11 連棟（約 54a）×２棟、10 連棟（約 49a）

×5 棟、6 連棟（約 30a）×２棟）の計 9 棟（合計 4.1ha））を国富町向高地区に整備し、2015 年 9 月より ピー

マン土耕栽培、10 月よりキュウリ土耕栽培を開始した。また接ぎ木養生施設を備えた育苗施設を整備し、自家

育苗を行う。運営主体による栽培（2019 年定植の 5 年目で、ピーマン 49a×3 棟+54a×2 棟＋30a×1 棟、キュ

ウリ 49a×2 棟+30a×1 棟）が行われており、計画収量はキュウリが 25kg/㎡、ピーマンが 15kg/㎡である。ピ

ーマンでは年 1 作型で栽培中である。キュウリでは摘心栽培による年 2 作型の栽培から、2017 年秋定植よ

り、つるおろし栽培による年 1 作型に変更し、現在は更新型つるおろし栽培を行っている。2018 年定植の４年

目での収量はピーマンが 11.8kg/㎡、キュウリが 17.3kg/㎡であった。2019 年定植（キュウリ 9 月 22 日～10 月

6 日、ピーマン 8 月 13 日～9 月 11 日）では、計画収量達成に向け栽植本数の増加や作業の重複を避けるため

の定植時期の分散を行っている。 

 

1.2 環境制御とエネルギー管理 

SaaS（富士通製、UECS）による環境制御を行い、木質ペレット温風暖房機（ネポン製および九州オリンピア製、

10 万 kcal/h×41 台：各棟に 10a 当たり 1 台、木質ペレット：地元産）による暖房を行い、灯油式 CO2 発生装置

（ネポン製）や細霧冷房装置（サンクールシステム製）を用いる。群落が小さく乾燥しやすい時期には、一定の湿

度を維持するよう SaaS によりミスト噴霧の時間や湿度制御帯を調整している。また CO2 濃度は換気時にも大気

濃度を維持するよう制御を行い、またセンサーの校正やセンサー素子の交換も定期的に行っている。また温度

ムラによる生育ムラや病害発生に対処するよう、温度分布の測定と送風ダクト調整によるムラの軽減も進めて

いる。SaaS でクラウド管理された計測制御データは、農業試験場等のコンソーシアムメンバーと共有され、デー

タの検討と制御方法の改善が行われている。また農研機構とオランダ・ワーゲニンゲン UR による経営体強化プ

ロジェクトでの支援があり、日中と夜間の温度選定、および日平均気温の適切な管理について検討がされ、省エ

ネルギーと生育と収量の向上を目指している。 

 

1.3 生産管理体制 

ジェイエイファームみやざき中央による経営では所長を含めた社員 4 名とパート等の従業員の合計 37 名体

制で進めている。各班長のもとにはパートがグループでおかれ、全体で 4 グループ体制となる。また責任者とパ

ートの間には、年間雇用者（パートリーダー）と呼ばれる比較的年長のパート従業員がおかれ、班長の指示を各

パートに伝え、作業内容のチェックも行う役割をもっている。前年実績をもとに全体作業計画が策定されるが、週

間の作業計画は各作物の責任者が作成と指示を行う。なお、クラウド型データベース（Kintone）を利用し、作業

日報や収量、病害虫情報などを集計、共有化が行われ、毎日のデータ更新と、日次の打ち合わせ等で利用され

ている。作業時間の集計により、ケース当たりの収穫目標時間などが明らかになってきている。 
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外国人技能実習生の受入により全体の作業能力が増強されている。また一般のパートも、作業能力が向上

し、通常の作業では遅れは見られない。春先の繁忙期には他の部門との人員のやりとりを行って、収穫や管理

作業の遅れが出ないようにしている。 

キュウリでは年 2 作型の摘心栽培から年 1 作型のつるおろし栽培に変更したことで、10a 当たりの作業時間

は平成 29 年の 2,972h から平成 31 年には 983h と 33%に減少し、作業能力の向上も著しく進んでいる。 

 

  

     図 1 木質ペレットタンクのあるハウス群         図 2 群落へのダクト送風状況 

  

図 3 キュウリハウス                    図 4 ピーマンハウス  

 

2 直近の目標と実績 

品目 キュウリ 

作付面積 18,200 ㎡ 

作型 つるおろし（更新）栽培 

実績単収 15.5kg/㎡（集計期間：2018 年 10 月～2019 年 7 月） 

目標単収 25kg/㎡ 

労働生産性 63h/t（生産物１ｔに必要な作業時間） 

 

品目 ピーマン 

作付面積 23,１00 ㎡ 
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作型 長期栽培 

実績単収 12.8kg/㎡（集計期間：2018 年 10 月～2019 年 7 月） 

目標単収 15.0 kg/㎡ 

労働生産性 163h/t（生産物１ｔに必要な作業時間） 

 

3 現在の経営内容の詳細 

※①キュウリ、②ピーマン 

3.1 生産・出荷 

品種 ・①常翔 661、MT フェニックス 

・②京まつり、宮崎グリーン 

販路 ・①契約出荷 

・②市場出荷 

栽培管理 ・①養液土耕栽培、栽植密度 0.81 株/㎡程度 

・②養液土耕栽培、栽植密度 0.82 株/㎡程度 

育苗管理 ・①自社育苗（接木苗） 

・②自社育苗（自根苗） 

選果出荷 ・①ハウスでの手選果と 5kg 箱詰め、宮崎県経済連出荷場への出荷 

・②JA 宮崎中央選果場へのコンテナ出荷 

 

3.2 生産管理・作業管理 

組織体制 ・社員：4 名（所長+各業務担当社員 3 名） 

・年間雇用者（現場リーダー）：キュウリ 2 名、ピーマン 3 名 

・外国人技能実習生(18 名) 

・パート：キュウリ 16 名、ピーマン 12 名。 

雇用管理 ・パート地元雇用。 

・当初導入の派遣社員の導入は行わず、外国人技能実習生を戦力化。 

生産管理・作

業管理 

・全体作業計画は前作の実績にもとづいて策定し、週間計画を作成。 

・作業進捗は各品目ごとに調整、所長が全体を調整。 

・kintone による作業データ管理。 

GAP ・宮崎県 GAP（ひなた GAP）取得。 

 

3.3 環境制御・エネルギー管理 

環境制御・エ

ネルギー管

理 

・環境制御装置（Akisai）による各ハウス別制御（木質ペレット暖房機、谷換気、

二層カーテン、側窓換気、細霧冷房、循環扇、CO2 濃度）。 

・換気状況による乾燥の防止のため、ミスト噴霧の自動制御を実施。 

・厳冬期日中の密閉時間での CO2 濃度の積極的制御。 

高温対策 ・ミスト噴霧間隔調整による冷房効果の向上。 
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.4 立ち上げから現在に至るまでの課題と対応 

4.1 生産・出荷 

課題 対応策 

・増収対策 ・外張り、内張りフィルムの洗浄による光線透過率向上。 

・定植後の乾燥防止のための細霧冷房装置の間欠運転制御。 

・キュウリ：当初の摘心栽培から、つるおろし栽培への移行（収穫期間

増加） 

・栽培技術習得・向上

策 

・JA 営農指導員による作業や病害虫の講習会実施。パート従業員の

技能、作業の品質安定化。 

（今後の課題） ・キュウリでの病害抑制。 

 

4.2 生産管理・作業管理 

課題 対応策 

・雇用対策 ・外国人技能実習生を毎年雇用し、先輩が後輩に指導。作業関係掲

示物を二か国語標記に。 

・生産性向上 ・外国人技能実習生（インドネシア、ミャンマー）の戦力化。 

・グループ制を導入し、担当ハウスをほぼ固定、担当するパート従業

員に責任感を持たせた。 

その後、グループごとの連携を強化するよう、ハウス単位から品目単

位のグループを導入。 

（今後の課題） ・キュウリとピーマンの作業競合回避、作業遅延による病害発生等へ

の影響回避。 

 

4.3 環境制御・エネルギー管理 

課題 対応策 

・温度ムラ対策 ・多点計測による温度分布把握と、送風ダクトの配置や穴の調整。 

・環境制御・エネルギ

ーコスト対策 

・内張りカーテン等の隙間対策。 

・農研機構とオランダ・ワーゲニンゲン UR 経営体強化プロジェクトに

より日中夜間温度設定、日平均気温の適切な管理を検討。 

・機器・設備管理 ・CO2 センサー校正キットの導入と全センサーの定期校正実施。 

・台風対策用緊急マニュアル（JA）の用意。 

（今後の課題） ・高温対策のための設備改善（ミスト）。ベンチ下のダクトファンによる

攪拌。 

・停電対策用の非常用電源設置。 

  



125 

 

5 組織体制と作業管理体制 

 

 

 

組織体制概要

• 所長のもと、社員４名が分担して農場を管理している。

• 各グループにグループリーダーとしてフルタイム雇用の年間雇用者を配置している。また、
各棟のハウス作業をチェックする役割も担っている。

所長

社員４名

社員

きゅうり班 180a
年雇 2名
パート 10名
実習生 6名
合計 18名

年雇・パート・実習生
（33名）

ピーマン班 230a
年雇 3名
実習生 12名
合計 15名

(社員役割分担)
・資材発注
・労務管理
・次月出勤計画作成
・出荷数量記録
・実習生日誌確認
・車両点検
・伝票整理
・業務日誌記録
・ペレット、灯油残量確認
・月毎作業計画作成
・ハウス環境設定、確認
・暖房機掃除
・機器のメンテナンス、修理

作業進捗状況を
見て人員を調整

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
・責任者が作成

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。
責任者により、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

A
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6 立地環境・施設設備仕様 

6.1 用地 

住所 宮崎県東諸県郡国富町向高 

地目 農地 

標高 18m 

用地面積 温室：56,742 ㎡ 

用地内高低差 1m 

温室面積 温室：41,267 ㎡、種苗施設：7,754 ㎡ 

道路・駐車場面積 約 4,000 ㎡、駐車場 50 台 

調整池面積 なし 

用地の前歴 水田 

貸借・購入 購入 

農地転用有無 無し 

開発行為有無 無し 

 

6.2 周辺環境 

周辺施設 なし 

接続道路 県道 17 号線 

最寄 IC 東九州自動車道宮崎西 IC 

雨水排水放流先 排水路 

雑排水放流先 排水路 

周辺水利権者  

関係する条例、規制

等 

 

周辺人口 国富町（18,859 人：平成 30 年 10 月 1 日） 

周辺事業所等 ソーラーフロンティア株式会社 国富工場 

最低賃金 宮崎県最低賃金 時給 790 円（令和元年 10 月 4 日～） 

周辺コンビニ時給  

 

6.3 インフラ 

電力契約 九州電力低圧電力、農事電力契約 5～37kW、 

上水 無し 

工業用水 無し 

井水 井水 

雨水 無し 

液化炭酸ガス 無し 

LPG ガス 無し 
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燃油 灯油タンク 200ℓ×66 台 

木質ペレット 木質ペレットタンク 5,600ℓ×41 台 

 

6.4 栽培施設 

丸屋根型連棟ハウス

（低コスト耐候性ハウ

ス） 

間口 5.4m×11 連×奥行 90m+張出部分＝5,413.5 ㎡（2 棟）、間口

5.4m×6 連×奥行 90m+張出部分＝2,956.5 ㎡（2 棟）、間口 5.4m×10

連×奥行 90m+張出部分＝4,914 ㎡（5 棟）、 

いずれも軒高 2.5m、谷換気、設計風速 50m/s、最大積雪深 0cm。 

 

6.5 育苗施設・装置 

屋根型連棟ハウス 間口 7m×3 連×奥行 48m＝1,008 ㎡（4 棟）、間口 7m×2 連×奥行

51m＝714 ㎡（1 棟） 

養生施設 人工光型養生装置  5 段×4 列×31 機 

 

6.6 被覆資材・換気装置等 

外張り 農 PO フィルム（透明、UV カットタイプ、150μm） 

内張り 2 軸 2 層、上層:農 PO（100μm）、下層:農 PO（100μm） 

谷窓 巻き上げ式自動開閉、開口部 400mm×90m 

側窓（妻面） 一段開閉、開閉幅約 600mm 

側窓 二段開閉、開閉幅約 600mm 

防虫ネット 天窓ネット:目合 0.4mm、側窓ネット:目合 0.4mm 

 

6.7 環境制御装置・設備 

木質ペレットボイラー 型式ネポン PHK4000GCW、100,000kcal/h×36 台、型式九州オリンピ

ア工業 AUH-116PE、100,000kcal/h×5 台 

LPG ボイラー 無し 

貯湯タンク 無し 

ヒートポンプ 無し 

循環扇 型式 AB363NA、70W、4 台/10a 

細霧冷房装置 ノズル（粒径 0.3mm、噴霧量 6.18ℓ/h）×209 個/10a を各温室に設置。 

ダクト送風装置 各暖房装置からダクト配管 

CO2 発生装置 灯油燃焼式発生装置 8.07kg/h×3 台×温室 7 棟、8.07kg/h×2 台×

温室 2 棟 

環境制御装置 富士通（Akisai）、各温室：温湿度、CO2 制御×5 系統 

環境計測装置 無し 

補光装置 無し 
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6.8 栽培装置・設備 

栽培ベッド ピーマン 3 列、きゅうり 2 列/温室各間口 5.4ｍ 

潅水装置 点滴チューブ 

培地加温装置 無し 

原水タンク 無し（低圧給水ポンプ 井戸） 

給液装置 ドサトロン 9 台 

殺菌装置 無し 

養液管理設備 温室各棟：9 系統（原液タンク 500ℓ×2 台、送水動噴（68ℓ/min 型式：

MS-905）、排液タンク無 

 

6.9 防除装置 

自走式防除装置 無し 

防除ユニット 7 台（動力噴霧器 68ℓ/分） 

 

6.10 作業・搬送装置 

車両 軽トラック 2 台、トラック 2 台 

台車 手押し台車 37 台 

 

6.11 選果・出荷装置・設備 

冷蔵庫 無し 

選果装置 無し 

結束機 無し 

製函機 無し 

パレタイザー 無し 

 

6.12 付帯施設・設備 

集出荷施設 建築物 間口 10.5m×奥行 40.5m＝425.25 ㎡ 

残渣処理施設 無し 

事務室 34.65 ㎡、7 名収容 

会議室兼休憩室 50 ㎡、約 30 名収容 

トイレ 1 室（男女兼用 簡易トイレ 3 台） 
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4.地域展開編 

 

4.1 ㈱J ファーム札幌工場 

 

4.1.1 生産概要 

㈱J ファームは、大手プラントエンジニアリング企業である JFE エンジニアリング㈱と北海道内で葉菜類を中心

に施設園芸を行っている農地所有適格法人㈱アド・ワン・ファームの共同出資により、2013 年 2011 月に設立さ

れた。2014 年 8 月より苫小牧市内の苫東工業団地で、J ファーム苫小牧工場が操業開始し、高糖度ミニトマト

（温室規模：1.5ha）とベビーリーフ（温室規模：1.0ha）を生産・販売している。 

J ファーム札幌工場は札幌市東区にあり、丘珠空港に隣接した農地で２０１６年１２月に二拠点目の工場とし

て操業開始している。平成 28 年度（2016 年度）強い農業づくり交付金（次世代施設園芸枠）により施設整備を行

った。温室規模 1.6ha、軒高 5.0m のフェンロー型ハウスで、ハイワイヤー栽培による長期作型での高糖度ミニト

マト生産を行っている。工場の前には直売所も完備している。施設周囲には堀状の調整池を設置し、排水対策

をしている。栽培用の原水は水道水を利用している。積雪が多い地域のため、屋根面の融雪対策を十分に行っ

ている。化石燃料削減のため、暖房兼 CO2 施用の燃料としてバイオマス（木質チップ）を用い、副燃料として天然

ガスを用いている。 

 

図 1 施設全景 

  

図 2 ハイワイヤー栽培                 図 3 バイオマスボイラ 
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4.1.2 栽培管理 

栽培エリアは 2 区画あり、それぞれ作型をずらし、ま

た苫小牧工場の高糖度ミニトマトの作型と調整を図り、

周年供給体制を構築している。目標収量は１４kg/㎡程

度。固形培地栽培を行い、給液管理による水分ストレス

付与によって高糖度化をはかっている。接ぎ木２本仕立

て苗を用い、栽植密度は定植時より 6 本/㎡と密植であ

る。 

栽培ベッドは 1 間口 8m に 5 本配置され、長さは 80m

である。通路はハウス南側に 4m 幅で設置されている。

作業台車用兼用のレールパイプと群落内のヒートパイ

プにより温湯暖房を行う。早期に作型を確定して栽培

管理や作業管理に反映させることが課題とみられる。 

 

 

4.1.3 暑さ対策 

夏場の暑さ対策として、細霧冷房装置や外気導入用の換気扇、植物の蒸散作用を用い、環境を制御すること

で、夏期の日中のハウス内温度は外気温と同程度か＋１℃程度に保たれている。また、日平均ハウス内温度

は 25℃程度に保たれており、収量と品質が確保されている。なお、換気扇は押し込み式であり、排気口はなく、

天窓を通じて排気がされている。病害虫発生の少ない地域であり、病害虫管理も適切に行われている。 

 

 

4.1.4 品質管理・販売戦略 

糖度センサー付きの選果機で全果実の選果を行っている。出荷基準は糖度 8 以上、9 以上、10 以上の 3 段

階で、ブランド化による出荷単価の向上を図っている。夏期でもこの出荷基準の品質が確保されており、出荷単

価の向上に寄与している。 

販売先は北海道内が大半を占めており、今後は首都圏への拡販を推進していくとのこと。大手航空会社の

国内線や国際線ファーストクラスの機内食、シンガポール・香港・バンコクといった海外の高級スーパーへの採

用実績も有り、品質評価は高い。ブランド化に当たっては（社）日本野菜ソムリエ協会の評価も取り入れている。

糖度 8 未満の果実はブランド外商品や加工品（ジュース、ジャム、パスタソース等）として販売している。 

     

図 5 商品パッケージ            図 6 ANA ファーストクラス機内食：2018 年 2 月時点 

図 4 ヒートパイプ 
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4.1.5 組織体制・生産管理 

社員は 5 名で、社長・工場長・栽培担当・選果担当で構成されている。その他に、親会社（JFE エンジニアリン

グ㈱）より環境制御や設備管理、営業面等での支援を受けている。パート従業員は 25 名程度雇用し、勤務時間

は半数以上がフルタイムである。外国人技能実習生の雇用はない。従業員の定着は良く、雇用確保面の問題

は生じていない。 

新人教育用に動画を作成し、作業の習得に役立てている（栽培指導支援システム）。内容は収穫、誘引、芽

かき、葉かき、つり下ろしの 5 項目で、作成は社員が中心に行っている。作業工数管理用のシステムは親会社

が独自開発したシステムを導入し、標準作業時間をもとに工程管理やシフト調整などを行っている。また、2019

年 5 月に ASIAGAP を取得している。 

 

図 7 栽培指導支援システムのイメージ 

 

 

図 8 作業工数管理システムのイメージ 

 

4.1.6 環境制御 

環境制御装置はオランダ Priva 社の CONNEXT を導入している。親会社である JFE エンジニアリングが Priva

社と業務提携しており、一般ユーザーよりも深いレベルの設定や調整を行うことができ、当該施設仕様に合わせ
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たカスタマイズも行っている。外気温の変動に応じた設定値の調整なども自動化がなされており、環境制御の設

定や調整作業も簡易化されている模様である。なお、親会社である JFE エンジニアリングは Priva 社ディーラー

として国内で Priva 納入実績も有り、また、J ファームで蓄積したノウハウを活かして大規模植物工場事業者向け 

にエネルギー制御に関するアドバイス等、環境制御に関するアドバイザリー業務を多数行っている。 

 

 

図 9 Priva Office の日本語化された管理画面 

 

 

図 10 Priva Office のカスタマイズされたグラフィック画面 

 

4.1.7 融雪対策 

屋根面の融雪対策については、農業用温室設置コスト低減推進事業報告書（第 2 分冊）、日本施設園芸協会

(2018)：P.127～129 に、2017 年 2 月 9 日に行った調査内容が記載されており、参照願いたい。 

過去 15 年間の日降雪量の最大値が 48.5cm と大きい地区であり、融雪用配管を屋根面上部と樋上部に計３

本設置し、加温した不凍液を循環させ融雪を促している。 
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図 11 融雪パイプ 

 

4.1.8 エネルギー管理 

主熱源のバイオマスボイラ（定格出力 450kW）を２台、副熱源のガスボイラ（定格出力 1,000kW）を３台、蓄熱タ

ンク（50 ㎥）を 1 台有している。バイオマスボイラの燃焼排ガスを浄化処理し、CO2 を温室へ供給している。また、

電気は JFE エンジニアリンググループであるアーバンエナジー㈱が供給している。ベースロードはバイオマスボ

イラ、変動分をガスボイラで補完しており、エネルギーが最適になるよう制御されている。なお、これらのエネル

ギー制御は親会社である JFE エンジニアリングの技術が活かされている。 

 

  

図 12 エネルギー系統の簡略図 
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4.2 愛菜ファーム(株) 

 

4.2.1 経営概要 

・住所：長崎県諫早市中央干拓 498、日照豊富、冬期は強風で気温低下する干拓地に立地。 

・会社設立：平成 19 年 8 月（キャタピラー九州の子会社として）。 

・従業員数：約 150 人（うち社員数 25（施設生産担当 6、露地生産担当 4、契約社員含む）、パート従業員登録数

約 120 程度（うち施設生産担当は常時 60 程度）、外国人技能実習生数 12） 

・施設面積：9.8ha、他に露地 30ha 以上（タマネギ、キャベツ等）。 

・施設品目：ミニトマト（約 7.2ha：国内最大規模、CF 小鈴が中心）、大玉トマト（約 1ha） 

・トマト年間出荷量：約 700t（日量最大 5t 程度：12 月）。 

・ミニトマト単収：1 期工事ハウスで 6～7t/10a 程度（小粒で濃縮された食味）、2 期ハウスで 10t/10a 程度、3 期

工事ハウスで 11t/10a 程度。ミネラル分豊富な干拓地土壌での味にこだわった土耕栽培が特徴。3 期工事ハ

ウスで環境制御装置を初めて導入。 

・親会社では建機からの廃油が多く発生し、重油廃油の混合炊暖房機利用を計画し、3 期工事は強い農業づく

り交付金の次世代施設園芸枠に適合し、交付を受ける。 

・G.G.A.P 取得農場（3 期工事ハウス含む）。 

 

 

4.2.2 施設工事 

・1 期工事（H20 年度）：約 2ha（他育苗ハウス 0.1ha） 

・2 期工事（H22 年度）：約 4ha  

・3 期工事（H29 年度）：約 3.8ha（昨年より栽培開始） 

 

 

4.2.3 3 期工事施設の概要と運用状況 

・強い農業作り交付金（次世代施設園芸枠）による。 

・低コスト対候性ハウス：{間口 8m×4 連棟×74m＋間口 8m×2 連棟×76.5m（計 4776 ㎡）}×8 棟、丸屋根型、

耐風速：50m/sec 

・うち 2 棟は軒高 3.5m、フッ素フィルム（梨地）を展張、他の 6 棟は軒高 2.5m、農 PO フィルムを展張。 

・軒高 3.5m の棟ではヒートポンプ（ダイキン製 10 馬力×20 台、20 馬力/10a 程度）により夜冷（夜温 23 度程度

に管理中。電気代節約のため前夜半の運転）を行う。6 月定植～8 月収穫開始～年明け栽培。夏～秋の高単

価期の出荷を行う。 

・二層カーテン（軒高 3.5m 棟：LS 遮光率 45％＋LS ハーモニー、軒高 2.5m 棟：PO+ハイブレス） 

・谷換気装置（開口幅：0.8m 程度、0.4mm 目合い防虫ネット） 

・廃油混合炊暖房機（特注品：三州産業製、廃油は建機からのもので廃油：新品油＝1:1 に混合し利用、廃油単

価は、A 重油より 15 円/L 程度安い）。 

・環境制御装置：ハウスナビ（ニッポー）を各棟に 1 台、細霧冷房装置：ノーユー社製、循環扇（10a 当たり 6.7 台）、

養液土耕装置：OAT アグリオ製、CO2 発生装置：灯油炊、ダクト配管で畝間子ダクトに送風。 
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・入札価格：7.1 億円（当初予定は 8.9 億円）、1868 万円/10a 相当。過去に同様なハウス工事を何度も行い施工

費もほぼ把握しており、見積もり段階で内容を十分確認でき、価格低下につながる。工事時には大型車でハウ

ス部材を搬入し、通常のハウス工事に比べ運賃等の経費が低下。 

・新電力との電力契約を実施。 

 

 

図１ 3 期工事平面図 

（左 2 棟：軒高 3.5m ヒートポンプ等装備 合計 9,552 ㎡、右 6 棟：軒高 2.5m 合計 28,656 ㎡、長手方法の幅：

584.2m） 

 

 

図２ 3 期工事ハウス立面図（間口 8m、軒高 3.5m） 
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図３ 3 期工事ハウス立面図（間口 8m、軒高 2.5m） 

 

 

4.2.4 生産販売状況 

・3 期工事による施設拡張で、収量は倍増。 

・既存顧客の他、九州内大手量販店での自社ブランド販売の計画、北陸、東北方面など販路開拓を行う。 

・3.5m 軒高ハウスでのヒートポンプ夜冷栽培による 8 月からの出荷分では、販売単価が 900 円台となっている。 

 

  

図 4 3 期工事ハウス（左：軒高 2.5m、右：軒高 3.5m ヒートポンプ設置） 

（課題等） 

・3 期工事ハウスでの環境制御装置のハウスナビ（センサー込で 120 万円/台）は機能が豊富で設定項目も多

い。細霧冷房装置の制御では、時間帯、日射量、温度、飽差の 4 項目の設定が必要で、設定方法も試行中で

ある。 

・ハウスナビは 8 台あり、各ハウスのデータは PC で保管しているが、基本的にハウスで作物や環境状態を確認

しながら設定を行っている。各棟の環境も異なっている。今後はスマホを使い広範囲の圃場の環境管理を一

括で行う。 

・土耕栽培で土質や潅水のムラと生育ムラがあり、その解消が課題。養液土耕装置も日射比例機能があるが、

使用については今後の課題。 
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・データにもとづく管理のための、データの蓄積と検討が課題となる。栽培開始当初より、収量、開花、着果、気

象データ等を調査し、収量予測を行っている。3 期工事以降では、長崎県の次世代施設園芸の協議会に入り、

生育調査の手法も取り入れている。 

・人材育成や異動時のため、環境制御装置の設定方法などの文書化も必要。 

 

 

図 5 軒高 3.5m ハウスの機械室部分から防虫ネット越に見た栽培状況。ダクトは CO2 用。 

 

  

図 6 ミニトマト選果作業               図 7 ミニトマト出荷箱（各 3kg） 
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図 8 トマト群落上部に設置された循環扇、さらに上部に細霧冷房ノズル配管 

 

  

図 9 廃油炊き温風暖房機             図 10 ミニトマト土耕栽培 

  

図 11 廃油タンクと重油タンク                図 12 本社・選果場建物 
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4.2.5 雇用・作業管理状況 

・人手不足であり、大面積のため、撤去や定植作業も順に行う。1 棟当たり 15 人で 10 日程度かかる。 

・外国人技能実習生（ベトナム人女性）12 名が在籍。高齢者が多い中で若い実習生の働きぶりは良い。 

・ミニトマト担当社員は 4 名、地元農大などから毎年入社している。今後は正社員・契約社員を増やしたいが、人

材育成には時間がかかる。 

・高温期のハウス作業は負担が大きいため、比較的涼しい朝 6 時に作業を開始し、昼の 12 時に終了するように

している（午後は作業なし）。 
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