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１．事業の目的 

実需者ニーズを踏まえた野菜等の周年安定供給に貢献し、所得の向上と地域の雇用創出が見込まれる施

設園芸において、さらなる生産性向上を図るよう、高度な環境制御を行い、地域エネルギー等や雇用労働

力を活用する次世代施設園芸の取組拡大に向け、次世代施設園芸拠点等で得られた成果等を横断的に取り

まとめ情報発信を行う。また取組拡大に必要な指導者の育成を進めるよう、研修の実施やモデルカリキュ

ラム、共通コンテンツ等の検討を行う。これらを一体的に行うことで次世代施設園芸の取組を各地域に展

開することを目的とする。 

 

２．事業の概要 

（公募要領より） 

次世代施設園芸拠点等で得られた成果等を横断的に取りまとめ、その成果を全国に波及させるため、

次の取組を支援する。 

ア 次世代施設園芸の取組等の横断的な情報発信 

次世代施設園芸拠点等の概要及び技術実証で得られた知見やノウハウを取りまとめ、全国に発信する。 

また、次世代施設園芸拠点等における取組をはじめとする高度な施設園芸の実態調査を実施し、その

調査結果を取りまとめ、全国に発信する。 

さらに、次世代施設園芸拠点等を横断的に比較・分析して情報発信等を行う次世代施設園芸全国展開

推進フォーラムを開催する。 

イ 次世代施設園芸拠点等における栽培データ等の収集・分析を通じた栽培・経営指導 

次世代施設園芸に取り組む生産者の拡大及びレベルアップを図るため、意見交換会の開催など次世

代施設園芸拠点等をはじめとした先進的な取組を行う生産者のネットワークの形成のための取組を行

う。 

また、次世代施設園芸拠点等における栽培データ等を収集及び分析することで、次世代施設園芸の運

営における課題を洗い出し、その解決に向けて、技術的支援、労務管理の構築の支援等の栽培・経営の

指導を行う。 

さらに、今後、高度環境制御技術、地域エネルギー活用・省エネルギー化技術、雇用型生産管理技術

等の導入により、次世代施設園芸に取り組む意向のある産地又は生産者向けに、次世代施設園芸拠点等

で得られた知見や課題・ノウハウを分析・整理した手引きを策定し、全国に発信する。 

ウ 次世代施設園芸の指導者育成のための研修、人材育成カリキュラムの検討、インターンのマッチング

システムの構築等 

大学や試験研究機関等の協力を得て、生育状況に応じた高度環境制御や雇用型生産管理等を指導する

ことができる指導者を育成するための研修を行うとともに、民間活力を活用した有償のコンサルティン

グビジネスの確立に向けた標準的育成課程や共通教材の検討等を行う。 

また、次世代施設園芸の先端技術を使いこなす科学的知見のある人材を効果的に育成するため、施設

園芸の研究・教育を行う大学の学生等と次世代施設園芸など高度な施設園芸の生産現場をつなぐインタ

ーン等のマッチングシステムを構築する 

エ 農業用ハウスの設置コスト低減に向けたビジネスモデルの構築、低コスト化技術の収集・発信 

農業用ハウスの設置コスト低減に資する新たなビジネスモデルを構築するため、それぞれの生産者の

課題に応じた最適な設計・施工管理を行う設計コンサルティングビジネスの試行的な実施や料金体系の

検討等を行う。 
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また、海外で活用されている農業用ハウス建設用の専用重機導入の可能性を検証するための料金体系

や日本の規制に適合するための改良の検討等を行うとともに、農業用ハウスの撤去及びリサイクル資材

の市場調査により、型式や築年数に応じた農業用ハウスの下取・販売の可能性等の検討を行う。 

さらに、農業用ハウス施工の低コスト化技術を収集し取りまとめた低コスト化技術カタログ及び実際

に低コストで設置することができた事例を紹介するための低コストハウス施工事例集を作成し、全国に

発信する。 

 

 

図 事業の実施概要 

 

３．事業の実施体制 

 

３．１ 運営委員会の構成 

 

3.1.1 企画委員会（４名） 

   委員氏名       所属・役職名 

委員長  篠原 温 

委 員  古在 豊樹 

     後藤 英司 

     大山 寛 

千葉大学名誉教授 

千葉大学名誉教授、NPO植物工場研究会 会長 

国立大学法人千葉大学 大学院園芸学研究科 教授 

全国野菜園芸技術研究会 名誉会長 

 

3.1.2 次世代施設園芸検討専門委員会（４名） 

   委員氏名       所属・役職名 

委員長  東出 忠桐 

 

 

委 員  大山 克己 

国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構 野菜

花き研究部門 野菜生産システム研究領域 施設生産ユニ

ット長 

みのりラボ(株)代表取締役、公立大学法人大阪府立大学 

運営委員会

・企画委員会
・次世代施設園芸検討専門委員会
・指導者育成検討専門委員会
・低コスト化検討専門委員会
・カリキュラム検討作業部会

日本施設園芸協会

・各委員会委員

・専門委員
・その他専門家

研修拠点

・農研機構（つくば、久留米）
・NPO植物工場研究会
・三重県農業研究所
・大阪府立大学
・愛媛大学

次世代施設園芸拠点

北海道・宮城県・埼玉県・静岡
県・富山県・愛知県・兵庫県・
高知県・大分県・宮崎県

・大規模施設園芸・植物工場事業
者

・新規参入者
・施設園芸生産者
・行政自治体関係者
・栽培技術指導者
・学生等

情報発信
次世代施設園芸フォーラム、セ
ミナー、展示会、HP等

事業報告書（別冊１）
大規模施設園芸・植物工場 実
態調査・事例調査

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

事業報告書（別冊３）
農業用ハウス設置コスト低減の
ための事例集

（別冊）
次世代施設園芸の普及拡大に向
けた人材の必要性とその育成方
法の検討

アウトプット

調査・支援・人材育成
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林 真紀夫 

     阪下 利久 

 

研究推進機構 植物工場研究センター 特認准教授 

東海大学名誉教授 

オイシックス・ラ・大地（株）戦略調達セクション ファ

ウンダー 

 

3.1.3 指導者育成研修施設選定審査委員会（2名） 

   委員氏名       所属・役職名 

委員長 林  真紀夫 

委 員 佐瀬 勘紀    

東海大学名誉教授 

日本大学生物資源科学部 教授 

 

3.1.4 指導者育成検討専門委員会（6名） 

   委員氏名       所属・役職名 

委員長  安 東赫 

 

 

委 員  和田 光生 

 

塚越 覚 

      

磯山 陽介 

      

高山 弘太郎 

     今村 仁 

 

国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構 野菜

花き研究部門 野菜生産システム研究領域 施設生産ユニ

ット 上級研究員 

公立大学法人大阪府立大学 大学院生命環境科学研究科 

講師 

国立大学法人千葉大学 環境健康フィールド科学センタ

ー 准教授 

三重県農業研究所 野菜園芸研究課 主任研究員 

 

国立大学法人愛媛大学 大学院農学研究科 教授 

国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構 九州

沖縄農業研究センター 園芸研究領域 イチゴ栽培グル

ープ 上級研究員 

 

3.1.5 低コスト化検討専門委員会 （5名） 

   委員氏名       所属・役職名 

委員長  丸尾 達 

岩崎 泰永 

 

 

委 員  鈴木 克己 

 

     新美 康弘 

東馬場 怜司 

国立大学法人千葉大学 大学院園芸学研究科 教授 

国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構 野菜

花き研究部門 野菜生産システム研究領域 生産工学ユニ

ット長 

国立大学法人静岡大学 大学院総合科学技術研究科 農

学専攻 教授 

（株）にいみ農園 代表取締役 

（株）東馬場農園 代表取締役 

 

 

3.1.6 カリキュラム検討作業部会（4名） 

   委員氏名       所属・役職名 
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部会長  吉田 征司 

 

委 員  林 俊秀 

     礒崎 真英 

  

 

 武田 雄介 

全国農業協同組合連合会 耕種総合対策部 高度施設園

芸推進室 室長 

（株）Tedy 代表取締役 

国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構 野菜

花き研究部門 野菜生産システム研究領域 施設生産ユニ

ット 上級研究員 

千葉県農林水産部 担い手支援課 専門普及指導室 

農業革新支援専門員・主任上席普及指導員 

 

3.1.7 専門委員（4名） 

   委員氏名       所属・役職名 

 狩野 敦 

 田口 光弘 

 

 

 知識 秀裕 

 

 稲山 光男 

（株）ダブルエム 代表取締役 

国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構 企

画戦略本部 農業経営戦略部 経営計画ユニット 上級

研究員 

全国農業協同組合連合会 耕種総合対策部 高度施設園

芸推進室 

三菱ケミカルアグリドリーム㈱ 植物工場事業部 技術

顧問 

 

 

３．２ 運営委員会の開催 

 

3.2.1 企画委員会 

＜事業の効率的な実施を図るため、取り組み内容の検討および進捗状況の確認を行う＞ 

第 1回  開催日：令和元年 6月 25日 

     場 所：東京八重洲ホール会議室 

     出席者：委員、農水省担当官、事務局 

検討事項： 本事業の実施計画について 

第 2回  開催日：令和 2年 3月 13日 

     場 所：千葉大学環境健康フィールド科学センター植物工場研修 A棟２Fテレビ会議室 

     出席者：委員、農水省担当官、事務局 

     検討事項： 本事業の実施結果について  

 

3.2.2 次世代検討専門委員会  

＜次世代施設園芸関連情報の全国発信と取組意向のある産地への計画策定支援、経営･栽培指導等の検討を行

う＞ 

第 1回  開催日：令和元年 5月 7日 

     場 所：東京八重洲ホール会議室 

     出席者：委員、農水省担当官、事務局 
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     検討事項： 本事業の実施計画について 

第 2回  開催日：令和元年 10月 30日 

     場 所：富山国際会議場特別会議室 

     出席者：委員、農水省担当官、事務局 

検討事項： 本年度の事業実施状況について 

第 2回  開催日：令和 2年 2月 13日 

     場 所：コングレスクエア日本橋会議室 

     出席者：委員、農水省担当官、事務局 

検討事項： 本年度の事業実施結果について 

 

3.2.3 指導者育成研修施設選定審査委員会 

 ＜研修施設の選定および成果状況の確認を行う＞ 

第 1回  開催日：平成 31年 4月 23日 

     場 所：東京八重洲ホール会議室 

     出席者：委員、農水担当官、事務局 

     検討事項：本事業の実施計画について 

          指導者育成研修施設選定審査について 

第 2回  開催日：令和 2年 2月 19日 

     場 所：東京八重洲ホール会議室 

     出席者：委員、農水省担当官、事務局 

     ※第 2回指導者育成研修検討専門委員会と同時開催 

     検討事項：本年度の事業実施結果について 

 

3.2.4 指導者育成研修検討専門委員会 

 ＜指導者研修の実施及び人材育成プログラムの構築支援等の検討を行う＞ 

第 1回  開催日：令和元年 5月 29日 

     場 所：東京八重洲ホール 

     出席者：委員、農水省担当官、事務局 

     検討事項： 本事業の実施計画について 

第 2回  開催日：令和 2年 2月 19日 

     場 所：東京八重洲ホール会議室 

     出席者：委員、農水担当官、事務局 

     ※第 2回指導者育成研修施設選定審査委員会と同時開催 

検討事項： 本年度の事業実施結果について 

      

3.2.5 低コスト化検討専門委員会 

 ＜農業用ハウス設置コスト低減のための検討を行う＞ 

第 1回  開催日：令和元年 5月 21日 

     場 所：東京八重洲ホール会議室 

     出席者：委員、農水担当官、事務局 

     検討事項：事業実施計画について 
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第 2回  開催日：令和元年 9月 24日 

     場 所：小山パレスホテル会議室、(株)小林菜園（現地調査） 

     出席者：委員、農水省担当官、事務局 

     検討事項：事業実施状況について 

第 3回  開催日：令和 2年 2月 26日 

     場 所：東京八重洲ホール会議室 

     出席者：委員、農水省担当官、事務局 

     検討事項：事業実施結果について 

 

3.2.6 カリキュラム検討作業部会 

 ＜大規模施設園芸の運営で必要とされる人材育成の体制やカリキュラムについて検討を行う＞ 

第 1回  開催日：令和元年 10月 11日 

     場 所：東京八重洲ホール会議室 

     出席者：委員、農水担当官、事務局 

     検討事項：本事業の実施計画について 

第 2回  開催日：令和元年 12月 23日 

     場 所：東京八重洲ホール会議室 

     出席者：委員、農水担当官、事務局 

     検討事項：現地調査状況について 

第 3回  開催日：令和 2年 2月 10日 

     場 所：東京八重洲ホール会議室 

     出席者：委員、農水省担当官、事務局 

     検討事項：本年度の事業実施結果について 

 

４．全国的な次世代施設園芸関連情報の発信 

 

４．１ 次世代施設園芸の展示・紹介 

4.1.1 パンフレット、ホームページでの情報発信 

【パンフレットの作成・配布】 

 次世代施設園芸拠点の紹介用パンフレット・タペスト

リー（和文・英文:右図）の各種展示会やセミナー等で

の配布・展示、およびホームページでの公開を行った。 

   

【ホームページでの情報発信】 

次世代施設園芸拠点情報の紹介、パンフレットの掲載、

及び高度環境制御技術に係わる研修の情報発信（研修情報、研修拠点リンク、共通テキスト公開）を中心に専

用ホームページを整備し、過去の報告や資料等へのリンクも集積させた。 

URL: http://plantfactory-japan.com/index.html 

 

http://plantfactory-japan.com/index.html
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4.1.2 セミナー等での展示・紹介 

 各種セミナー等での次世代施設園芸への取組みを前述のパンフレット、タペストリー等により展示・紹介

し、高度環境制御技術を用いた大規模施設園芸技術や運営等についての情報発信と周知を図った。 

 

【施設園芸新技術セミナー・機器資材展 in千葉での紹介】 

 日本施設園芸協会主催で令和元年 8月 7～8日に千葉県東総文化会館（千葉県旭市）で開催された施設園芸新

技術セミナー・機器資材展 in千葉にて紹介を行った。 

 

【第 39 回施設園芸総合セミナー・機器資材展での紹介】 

令和 2年 2月 4～5日に江戸川区総合文化センター（東京都）で開催した第 39回施設園芸総合セミナー・機

器資材展にて紹介をした。 

 

４．２ 全国実態調査、優良事例調査 

 

次世代施設園芸や大規模施設園芸・植物工場の全国実態調査、事例調査を実施し、本事業報告書(別冊１)とし

て「大規模施設園芸・植物工場 全国実態調査・事例調査」を作成した。本年度の実態調査では、労働生産性

や収益・コスト構造についての要因分析を前年度に続き進めた。本調査は㈱三菱総合研究所により行われた。 

 

４．３ 次世代施設園芸フォーラム in富山 

4.3.1 次世代施設園芸フォーラムの方針 

次世代施設園芸拠点の多くは栽培開始から数年が経ち、立ち上げ当初の課題を解決し、効率的な運営に向けて

いくつもの工夫を重ねつつある。次世代施設園芸フォーラムは平成 26 年度より次世代施設園芸拠点の所在地で

ある兵庫県、高知県、北海道、大分県にて開催し、全国の拠点の取り組みや地域展開についての情報交換、意見

交換を進めてきた。 

本年度は 5回目の開催となり、開催地の次世代施設園芸富山県拠点を始め、高度環境制御技術の導入や地域エ

ネルギーの利用が行われ、生産現場での各種改善が進んだ大規模施設園芸事業者も多く、それぞれの運営上の課

題や解決方策が蓄積されているものと推察される。また農業、施設園芸による農産品を用いた食品産業の裾野に

も広がりがある。そことで今回は以下を目的にフォーラムを開催した。本フォーラムの企画は㈱三菱総合研究所

により行われた。 

・大規模施設園芸経営での生産管理、雇用管理、エネルギー管理等の取り組みの紹介と、それらノウハウの共有 

・次世代施設園芸の地域展開に向けた課題や方策の検討 

・生産、加工、流通、小売などのバリューチェーンを見通した地域の農業、食品産業の関係者との交流 

 

4.3.2 開催概要 

【フォーラム】 

a. 日時：日時：令和元年 10月 29日（火曜日）13:00-17:00 

b. 会場：富山国際会議場大手町ホール（〒930-0084 富山県富山市大手町 1番 2号） 
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c. 主催：（一社）日本施設園芸協会 

d. 後援：農林水産省、富山県、富山市、㈱富山環境整備 

e. 入場料：無料 

f. 来場者：280名 

 

【視察】 

a. 日時：令和元年 10月 30日（水曜日） 

8:00 JR富山駅周辺集合 

9：00-11：00頃現地視察 

b. 視察先：㈱富山環境整備アグリ事業部他（次世代施設園芸富山県拠点） 

c. 視察規模：大型バス 3台（参加 120名） 

d. 解散：JR富山駅 

 

4.3.3 参加対象者、および告知 

次世代施設園芸拠点関係者の他、各農政局、日本施設園芸

協会、富山県、富山市、JA関係者等を通じてポスター等とホ

ームページより広く告知した。（右図：次世代施設園芸フォ

ーラム富山のポスター） 

 

4.3.4 プログラム構成 

13：00～13：15 開会挨拶 

・（一社）日本施設園芸協会 会長 鈴木秀典 

・農林水産省生産局園芸作物課花き産業・施設園芸振興室

長 野口武人氏 

・富山県農林水産部長 河村幹治氏 

・ご来賓紹介（富山市農林水産部、㈱富山環境整備） 

13：15～13：55 情勢報告 

・農林水産省生産局園芸作物課花き産業・施設園芸振興室

長 野口武人氏 

 ｢次世代施設園芸拠点の取組と今後の地域展開｣ 

・富山県農林水産部農産食品課園芸振興係 副主幹 今井

徹氏 

｢水田転換畑を活用した園芸作物の振興について｣ 

13：55～14：40 基調講演 

・㈱富山環境整備アグリ事業部 部長 室田治彦氏 

｢次世代施設園芸富山県拠点 ㈱富山環境整備 農業への取組｣ 

14：40～15：00 （休憩） 

15：00～17：00 拠点報告、ディスカッション  

・苫東ファーム㈱ 代表取締役副社長 青山征紀氏  
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｢次世代施設園芸北海道拠点 苫東ファームの取組みと今後の課題｣ 

・イオンアグリ創造㈱生産本部直営事業部 東日本担当部長 濱本潤氏 

｢次世代施設園芸埼玉県拠点の取組み｣ 

・イノチオみらい㈱ 代表取締役 大門弘明氏 

｢愛知豊橋次世代施設園芸推進コンソーシアム｣ 

・コメンテータ：農研機構野菜花き研究部門野菜生産システム研究領域 施設生産ユニット長 東出忠桐氏

（次世代施設園芸検討専門委員会 委員長） 

 17：00 閉会 

 

4.3.5 報告内容の概要 

本事業の低コスト化検討専門委員会委員である岩崎泰永氏（農研機構野菜花き研究部門）による概要報告を以

下に記す。 

 

次世代施設園芸フォーラムは、農水省が平成 25 年度末から全国 10 箇所で実施している次世代施設園芸拠点

の取り組みの紹介や、生産管理・作業管理、組織体制・人材育成、エネルギー管理等拠点に共通の課題について

討論を行い、今後の次世代施設園芸の普及・拡大に資することを目的として開催され毎年開催されている。これ

まで兵庫、高知、北海道および大分において開催されてきた。今回は富山を会場として、29 日がフォーラム（富

山国際会議場大手町フォーラム）、30 日が現地視察（次世代施設園芸富山県拠点(㈱富山環境整備アグリ事業部）

という日程で開催された。 

（フォーラム、10 月 29 日）最初に主催者である日本施設園芸協会の鈴木会長から挨拶があり、「各地で自然

災害が相次ぎ、被害地域の早期復興を願う」と述べたあと、「本フォーラムは今回 5 回めである。ひとつの区切

りとすることを意図して、テーマを次世代施設園芸の到達点と地域発展にむけて決めた」と開会の挨拶を述べた。 

情勢報告として、農林水産省生産局園芸作物課花き産業・施設園芸振興室長の野口武人氏から、わが国の施設

園芸をとりまく情勢、次世代施設園芸のねらい，取り組み，拡大のための取り組みについて紹介された。野菜は

保存ができないので供給が１割減少すると３割価格が増加するので、野菜の安定供給に施設園芸は極めて重要で

あるとしたうえで、課題として、①面積当たり生産性が低いこと、②省力化や規模拡大が遅れていること、③化

石燃料への依存度高く、燃油価格の変動が大きなリスクとなっていることを挙げた。これらの課題を解決するこ

とが、次世代施設園芸拠点の目指すところであり、環境制御技術を導入して生産性を向上し、雇用労働力の活用

やそのための作業標準化を通して経営規模拡大するとともに、温泉熱や木質バイオマスなど地域エネルギー活用

して，化石燃料依存からの脱却を実証し、日本型大規模施設園芸のビジネスモデルを示すことが期待されている

とした。 

同じく情勢報告として、富山県農林水産部農産食品課園芸振興係の今井徹氏より、富山県の園芸の現状や取り

組みについて紹介があった。富山県は、コメのウエイトが非常に高く、平成 7 年度より園芸品目の導入を推進し

ている。とくに、水田転換畑を活用した園芸作物の振興を進めており、排水対策や圃場規模に応じた作型の提案、

機械化を進めていることが紹介された。 

続いて基調講演として、㈱富山環境整備アグリ事業部部長の室田治彦氏から、「次世代施設園芸富山県拠点 ㈱

富山環境整備 農業への取組」として講演があった。廃棄物を焼却した際に得られる熱や電気を利用した施設園

芸に平成 12 年から取り組み、平成 27 年には次世代施設園芸施設が完成した。トマト（フルティカ）を 2.8 ヘク

タール、トルコギキョウを 1.2 ヘ、イチゴ（よつぼし）を 0.3ha 栽培している。トマトはアイメック農法という、

特殊なフィルムを利用した高糖度トマト栽培を行っている。また、自社で発電した電力を用いて LED による補

光を行い、冬期間の日照時間不足を補っている。LED 補光によって１，２月の収量が大きく伸び、40％収量が
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増加するという実験結果が得られている。廃棄物焼却施設から発生した熱を蓄熱コンテナを利用して運搬し、暖

房に利用している。また、GAP の取得、6 次産業化にも積極的に取り組んでいることが報告された。 

この後休憩をはさんで拠点報告、ディスカッションに進んだ。苫東ファーム（株）の青山征紀氏は、事業化の

経緯として北海道で通年生産が可能な栽培施設群を集積し、共同集荷、共同物流システム、市場ニーズの把握な

ど多様な既往を特定のエリアに集め、技術、ノウハウ、知識、人材を集積して、集積のメリットを生かしたビジ

ネスシステムを確立することを目指していることが説明された。拠点の特徴として、収穫後ただちに 15℃まで果

実を冷却する移動式冷蔵庫と重量選別機を利用して、年間を通して出荷していることが紹介された。栽培面積は

4ha で、目標は年間 300 トンである。 

つづいて、イオンアグリ創造㈱生産本部直営事業部 東日本担当部長 濱本潤氏より｢次世代施設園芸埼玉県拠

点の取組み｣について報告があった。樹上で赤くなった果実を収穫して、短いリードタイムでお客さまにお届け

することを特徴とするブランド「まるまる赤トマト（見た目も中身も二重まる！）」を紹介した。栽培の特徴は、

少量培地根域制限栽培（D トレイ）を利用する低段密植栽培で（1 作あたり４花房収穫、栽植密度は６本/㎡（株

間 18cm））、目標収量は年間 3 作、990 トン（30 トン/10a）である。このために必要な苗は 10 万本で、苗テラ

スで生産している。トマトの残渣の堆肥化も行っている。組織の運営は、農場長の下に二人の副農場長をおき、

それぞれ栽培統括・GAP 担当および後方業務統括（施設管理、人事、総務経理）の役割を果たしている。 

最後はイノチオみらい㈱ 代表取締役の大門弘明氏より｢愛知豊橋次世代施設園芸推進コンソーシアム｣の紹介

がなされた。ハウス内の区画はすべて同一のレイアウトとして管理を単純化し、冬は下水処理場から発生する熱

を暖房に利用している。愛知県拠点では夏越栽培に積極的に取り組んでおり、高温対策として外気をハウス内に

取り込み、ダクトで栽培ベッドの下から外気を送りこんで気流をつくり蒸散を促進して葉温を低下させている。

また 9～11 月の収量ピークを達成するために、4～7 月の間の定植適期を把握し、すでに夏越栽培を成功させて

いる。さらに通常の 8 月定植による冬春に収穫ピークを迎える作型との比較を行っている。 

ディスカッションでは、各拠点で力をいれたところ、課題解決その結果の到達点はどこか、という問に対して、

室田氏（富山県拠点）は、「当初は栽培経験のある社員が少ないので、班を編成、班で話し合い、モニタリングし

ながら栽培に取り組んだ。データ収集を行い、その解析で方向性がみえるようになった」と答えた。 

青山氏（北海道拠点）は「販売では顧客の開拓や需要を見出すことに苦労した。必要とされる量をいかに供給

するかが重要であることがわかった」とした。 

濱本氏（埼玉県拠点）は「現在まだ目標収量が達成できていない、ピシウムの発生など、高温期栽培がうまく

いかない問題がある。マルチなど高温対策の効果検証、ピシウム予防、大苗利用などに取り組み、年間収量を 2021

年までに達成したい。品質は高く，販売は好調である。」とした。大門氏（愛知県拠点）は「仲間の成長を重要視

してきた。意欲のあるスタッフが独立することを念頭において、施設の運営や課題の解決に取り組んでいる」と

した。 

また、労働生産性の向上についての工夫という問いに対して、大門氏は「栽培、パッキング、管理時間を総合

して 100,000 時間/年を労務データ分析による効率改善を用いることで 80,000 時間/年へ減らすことに成功した。

現状の時間当り生産力としては 6.7kg/h となる。今後は労務アプリを活用し、収量を増収させることで 8.0kg/ｈ

を目標としている。」ことを紹介した。濱本氏は「組織構造の変革が重要であり、作業時間は特に収穫の時間が短

縮された。組織構造の変革が重要であり、リーダーを明確にして、組織的に動くことを意識している。作業改善

を工夫するチームの設置もおこなっている。」とした。その他、自由な意見交換として、青山氏から「ha を超え

ると、一般の農業者がすぐに運用できる規模を超えている。課題悩みを意見交換できる場を設ける必要がある、

大門氏は「日本の農業が変わる時期に来ている。生産者が研究につかえる補助事業を」と訴えた。 
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（所感）次世代施設園芸フォーラムは今回で５回目となった。

確実に成果が上がってきた、という印象が残った。各拠点で

様々な工夫や取り組みが積極的に行われている。立ち上げから

現在にいたるまで多くの苦労があったと思うが、そのような苦

労をいかに克服したか、そのプロセスや課題解決の方法を記録

に残して公表することができれば、今後新しく大規模な施設栽

培の運営を開始する人たちに大きな参考になると思う。 

 

 

 

4.3.6 フォーラム来場者へのアンケート 

 

 
 

１．回答者の職業・所属

(人) (%)

1.農林水産業（自営） 3 3%

2.農林水産業（農業法人等経営者役員） 1 1%

3.農林水産業（農業法人等従業員） 7 6%

4.農林水産業（上記以外） 1 1%

5.建設業 5 4%

6.製造業 22 19%

7.運輸業 0 0%

8.卸売・小売業（生鮮野菜取り扱い） 0 0%

9.卸売・小売業（上記以外） 5 4%

10.学術研究、技術サービス業（農業関連） 7 6%

11.農業協同組合職員 2 2%

12.農業系コンサルタント 2 2%

13.公務（農業系研究・技術者、普及指導員） 29 26%

14.公務（13以外の地方自治体公務員） 9 8%

15.公務（13以外の国家公務員） 1 1%

16.その他の職業 10 9%

17.個人（但し、個人農業は１を選択） 0 0%

18.学生 9 8%

（合計） 113
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2.フォーラムを知ったきっかけ

(人) (%)

1.チラシ、ホームページ 33 29%

2.国や地方農政局から 32 29%

3.県や地元自治体から 15 13%

4.農協や農業者仲間から 9 8%

5.農業資材企業、その他企業からの紹介 5 4%

6.その他 18 16%

（合計） 112

3.フォーラム内容-関心の有無と感想

(人) (%) (人) (%) (人) (%)

1.情勢報告（農林水産省） 21 19% 72 64% 9 8%

2.情勢報告（富山県） 25 22% 78 69% 3 3%

3.基調講演（(株)富山環境整備） 40 35% 91 81% 2 2%

4.拠点報告（北海道拠点） 26 23% 79 70% 5 4%

4.拠点報告（埼玉県拠点） 27 24% 81 72% 4 4%

4.拠点報告（愛知県拠点） 39 35% 90 80% 3 3%

5.ディスカッション 21 19% 64 57% 4 4%

※割合(%)を求めるときの母数は、回答合計数（113人）とした。

関心あり 役に立った 役に立たなかった

４．次世代施設園芸拠点の取り組み

(人) (%)

1.既に参加している 21 20%

2.参加準備している、または検討している 1 1%

3.関心がある 59 57%

4.関心はない 6 6%

5.初めて聞いた 8 8%

6.その他 8 8%

（合計） 103
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(人) (%)

1.作業の形式知化 33 29%

2.環境制御 51 45%

3.収穫の自動化 39 35%

4.搬送の自動化 18 16%

5.選果の自動化 32 28%

6.上記の安全性向上 12 11%

7.データ活用 46 41%

8.その他 5 4%

５．IoTやロボットを活用した生産性向上で重要に思うもの

※割合(%)を求めるときの母数は、回答合計数（113人）とした。

５．植物工場ビジネス・次世代施設園芸関心

(人) (%)

1.植物工場や施設園芸の概況についての情報 28 25%

2.既存事業者の経営や事業に関する情報 34 30%

3.栽培技術やノウハウに関する情報 48 42%

4.施設や設備、資機材に関する情報 25 22%

5.栽培管理や、生産管理に関する情報 44 39%

6.作業管理や、作業内容に関する情報 34 30%

7.経営や組織体制に関する情報 27 24%

8.栽培に関する人材育成に関する情報 17 15%

9.営業や販路開拓に関する情報 17 15%

10.病害虫対策に関する情報 27 24%

11.環境制御システムに関する情報 42 37%

12.データ管理や活用方法に関する情報 43 38%

13.資金調達に関する情報 8 7%

14.補助金や支援策に関する情報 29 26%

15.植物工場や施設園芸技術の海外情報 24 21%

16.農産物の輸出に関する情報 8 7%

17.植物工場や施設園芸技術の輸出に関する情報 14 12%

18.国の政策に関する情報 20 18%

19.その他 3 3%

20.特にない 0 0%

※割合(%)を求めるときの母数は、回答合計数（113人）とした。
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５．次世代施設園芸拠点等におけるネットワークの形成、栽培データ等の収集・分析

を通じた栽培・経営指導、手引きの策定 

 

５．１ 次世代施設園芸拠点情報交換会の開催 

 全国 10拠点のコンソーシアム関係者が毎回各拠点に集まり、今後の拠点の運営や日常業務の改善等の

参考となるよう、共通する課題についての意見交換、情報交換を行った。 

 

5.1.1第 1回情報交換会 

開催日：令和元年 10 月 30 日（水）13時～15 時 

場所：富山国際会議場２F特別会議室 

出席者：拠点関係者、委員 他 

検討事項： 

１．生産・販売での取組について 

２．労働生産性向上の取組について 

３．拠点成果の波及の取組について 

情報交換の内容例： 

１．生産・販売での取組について 

・A拠点：単収は初年度が一番高かったが現在は落としている。技術的に単収を上げることはでるが、販売単価と

サイズ的の調整により、単収は低下している（単価と売上はアップ）。 

・B拠点：計画単収は一部区画で達成済。人手があれば計画は達成できるが、春先の売り上げが上がらないため実

際には収量を調整して経費も抑え、収益の最大化をはかっている。 

２．労働生産性向上の取組について（外国人技能実習生に対する取組） 

・C拠点：インドネシアより年間 6名ずつ受け入れ、今後は年 12名まで受け入れるが、従業員の半数以上になる。

日本語教育が必要で、当初は会話ができないこともある。週１回２時間の日本語勉強会をやっている。 

・D 拠点：ベトナムより 20 名を受け入れる。頻繁に話しかけをし、勉強会も行い、意思疎通は取っている。今後

も増やす見込み。 

 

5.1.2第 2回情報交換会（新型コロナウイルス感染拡大により中止） 

開催予定日：令和 2年 2月 28日 

場 所：次世代施設園芸愛知県拠点 

出席予定者：拠点関係者、委員 他 

検討事項：災害対応、事業継続計画について 

講演予定：「BCPとは」、鈴木宣二氏（NPO法人ＳＤＣ検証審査協会理事長、静岡県よろず支援拠点コーディネータ

ー、鈴木宣二技術士事務所 技術士（経営工学）、中小企業診断士、特定社会保険労務士 ISO9001 主任審査員、

ISO14001主任審査員） 
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５．２ 次世代施設園芸拠点への栽培・経営指導 

次世代施設園芸拠点の生産・運営状況について、環境制御、エネルギー管理、栽培技術、生産管理等の専門

的な見地での調査、分析を行い、必要に応じ助言や指導を行う。本年度で調査、分析は終了するため、次項で

の「大規模施設園芸・植物工場の導入・改善の手引き」の事例編において、各拠点の経年における生産、環境

制御、エネルギー管理、生産管理等の概要や課題について記す。 

 

５．３ 次世代施設園芸拠点等のデータの分析、農業者向け手引きの策定 

 

次世代施設園芸拠点等での事例をもとに、大規模施設の導入や生産性や品質の向上とコスト低減に向けた課

題と、その解決策や改善プロセスについて整理し、新規参入や規模拡大、日々の改善に参考となるよう、本事

業報告書（別冊 2）として「大規模施設園芸・植物工場の導入・改善の手引き」を作成した。ここでは次世代施

設園芸拠点や植物工場のケーススタディをベースとして、共通的な取り組みや留意すべき事項について取りま

とめ、次世代施設園芸検討専門委員会の委員により、大規模施設運営における組織体制と人的資源管理、作業

管理、品質管理と販売管理、情報管理、環境制御等についての考え方や注意点、および事例紹介をまとめた。

また前項で示した事例編において、次世代施設園芸拠点における取組と改善の経緯、今後の課題について取り

まとめた。 

 

５．４ 次世代施設園芸シンポジウム 2020の開催 

 

「農研機構野菜花き研究部門 経営体強化プロジェクト「大規模施設園芸」コンソーシアム」との共催によ

り、次世代施設園芸拠点における取組み、次世代施設園芸検討専門委員会の委員による前記の「大規模施設園

芸・植物工場の導入・改善の手引き」に関する内容報告、及び農林水産省が委託元の経営体強化プロジェクト

「大規模施設園芸」において得られた、生育・収量予測に基づく作物の適正管理と労働者の作業管理システム

によって収量増加と労働生産性を向上させた取り組みについて紹介する。 

 

開催予定日：令和 2年 3月 17日（新型コロナウイルス感染拡大により中止） 

場 所：タワーホール船堀 大ホール(東京都江戸川区船堀 4-1-1) 

参集予定者：農林水産省または国の機関関係者、野菜花き園芸生産者、独立行政法人・国立研究開発法人関係者、

地方公共団体等試験研究機関関係者、コンソーシアム構成員、他 

主催 : (一社)日本施設園芸協会、農研機構野菜花き研究部門 経営体強化プロジェクト「大規模施設園芸」コ

ンソーシアム 

参加費 :無料 

講演予定内容： 

・挨拶と情勢 川本憲一氏（農林水産省園芸作物課） 

・成果ダイジェスト、1tあたり作業時間の変化 東出忠桐氏（農研機構） 

・生産管理システムと大分県拠点における展開 大山克己氏（大阪府立大学） 

・省力的作業記録型の作業管理システム、宮崎県拠点の取組みと宮崎型 ICMの提案 太田智彦氏（農研機構） 

・GAPの取り組みと効果 阪下利久氏（オイシックス・ラ・大地） 

・大規模拠点の組織づくりと人材育成 田口光弘氏（農研機構） 

・埼玉県拠点における収量増と作業改善の取り組み 大塚和美氏（イオンアグリ創造） 
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・富山県拠点における補光等による高糖度トマトの収量増加 山藤正智氏（富山環境整備） 

・労働生産性向上に対する生育収量予測 安東赫氏（農研機構） 

・エネルギー事情と化石エネルギーの削減 林真紀夫氏（元東海大学） 

・パネルディスカッション 講演者一同（司会：東出忠桐氏） 

 

６．農業用ハウスの設置コスト低減に向けたビジネスモデルの構築、低コスト化技

術の収集・発信 

           

農業用ハウスの設置コストは近年上昇をしており、今後も各種原材料費の上昇や、人手不足に伴う施工費の

上昇が懸念される。一方で施設野菜等の農産物の価格はデフレ下で上昇傾向には無く、施設栽培生産者の設備

投資に対し収益性の確保や、持続的生産や拡大再生産の可能性について、改めて検討が必要と思われる。 

そのため、発注者側の要求仕様や施設設置環境に適した仕様を整理し、施設導入コスト低減を目指す設計支

援業務についての検討を行う。また、再生産が可能な投資限界について分析を進めるとともに、低コストで設

計、施工した大規模施設の事例を収集し事例集として取りまとめ、本事業報告書（別冊３）「農業用ハウス設置

コスト低減のための事例集」の編集を行った。 

 

 

７．次世代施設園芸の指導者育成のための研修、人材育成カリキュラムの検討、イ

ンターンのマッチングシステムの構築等 

           

７．１ 指導者育成のための研修の実施 

 

指導者や栽培技術者の育成を目的として、研修実施施設を選定し、高度環境制御技術や生産管理技術、大規模

施設園芸や植物工場への参入、立上げ計画等に関する座学及び実習を実施した。研修の実施状況を実施日程順

に以下に記す。 

 

 

研　　修　　名 種　　類 日　　程 日　　数 募集人数 受講者数 研修拠点 レベル 受講料(円)

ここから始める植物工場の基礎
・座学

・質疑応答
5月28日 1 30 41

NPO植物

工場研究会
初級 20,000

人工光型植物工場で知っておくべ

きことのすべて

・座学

・見学

・質疑応答

6月4日～6月6

日
3 30 26

NPO植物

工場研究会
初・中級 50,000

これだけは身につけておきたい培

養液管理法

・座学

・実習

・演習

6月19日～6月

21日
3 20 21

NPO植物

工場研究会
中級 60,000
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令和元年度第１回農研機構つくば

植物工場研修会

「施設園芸における高温期の環境

克服技術」

・講義

・植物工場見学
6月21日 1 100 89

つくば実証

拠点
無料

Aコース【基礎編】

栽培技術者および栽培指導者のた

めの植物工場技術入門（ライブ

web受講）

・講義 6月24日 1

30

(Web受講

50)

3

(Web受講

17)

愛媛大学 2,000

企業的経営のノウハウを学ぶ
・座学

・演習
7月2日～4日 3 20 9

NPO植物

工場研究会
中級 60,000

現場で自ら体得する生産管理技術

～企業的経営のノウハウを学ぶ①

⑥～

～現場で実習をしながらその技術

を体得する②～⑤～

・座学(7月)

・実習(8月～3

月)

①7月2日～4

日

②8月12日～

16日

③10月14日～

18日

④2月6日～7

日

⑤3月12日～

13日

全9ヶ月 8 1
NPO植物

工場研究会
中・上級 500,000

No.1　植物工場の実際

・植物工場の概要

・植物工場の実際と今後の取組に

ついて

・世界最大規模の自動化植物工場

を稼働させたスプレッドの事業展

望

・座学 7月10日 1 30

23

26

26

大阪府立大

学

1講義

3,000

あなたの栽培現場における最適培

養液管理を共に作り上げます【培

地なし】

・演習

・質疑応答

・実習

スクーリング

①8月5日

②11月12日

③1月27日→3

月まで継続

全8ヶ月 8 3
NPO植物

工場研究会
中・上級 300,000

Aコース【発展編】

栽培指導者のための植物生理生態

-光合成、転流、病原菌抑制のた

めの環境制御-

（愛知県）

・講義 8月5日 1
一般募集

無し
43 愛媛大学 無料

No.2　経営にかかわる知識

・植物工場に関連する制度とその

動向

・野菜の流通と販売

・ＧＡＰと経営改善

・講義

・演習
8月8日 1 30

38

37

32

大阪府立大

学

1講義

3,000

栽培作物別研修【イチゴ】
・座学

・質疑応答
8月8日～9日 2 30 59

NPO植物

工場研究会
初・中級 50,000

指導者養成講座【環境制御編】
・座学

・演習

8月20日～21

日
2 20 13

NPO植物

工場研究会
上級 40,000
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Aコース【発展編】

栽培指導者のための植物生理生態

-施設園芸における植物環境応答

と年間収穫量を低減させない栽培

管理-

（愛知県）

・講義 9月2日 1
一般募集

無し
84 愛媛大学 無料

栽培技術に関する理論と実際

ケーススタディとディスカッショ

ン

施設園芸圃場内の底地コンクリー

ト施工について

・講義

・植物工場見学
9月17日 1 20 8

三重県農業

研究所
無料

太陽光型植物工場での栽培と環境

制御の実技と理論を学ぶ【トマ

ト】

・実習

・座学

・質疑応答

・演習

①9月18日～

20日

②10月23日～

25日

③11月27日～

29日

3

3

3

10 5
NPO植物

工場研究会
初・中級 150,000

No.3　設備にかかわる知識

・温湿度計の基礎

・光計測の基礎

・環境制御技術・設備

・講義 9月19日 1 30

21

21

21

大阪府立大

学

1講義

3,000

Eコース

栽培管理のための生体情報計測・

活用コンサルティング

（栃木県）

・実習 9月20日 1
一般募集

無し
38 愛媛大学 無料

No.6　出前講座（岩手県） ・講義 9月26日 1 100 108
大阪府立大

学
無料

栽培作物別研修【キュウリ】
・座学

・質疑応答

9月26日～27

日
2 30 26

NPO植物

工場研究会
初・中級 40,000

指導者養成講座【培養液編】
・座学

・演習
10月7日～8日 2 20 16

NPO植物

工場研究会
上級 40,000

No.4　栽培にかかわる知識（Ⅰ）

・養液栽培における培養液管理技

術

・植物生理と栽培技術について

・病害の防除技術

・講義 10月9日 1 30

25

25

23

大阪府立大

学

1講義

3,000

令和元年度第2回農研機構つくば

植物工場研修会

「施設園芸生産に活用できるセン

シング技術」

・講義 10月25日 1 100 59
つくば実証

拠点
無料

No.5　栽培にかかわる知識（Ⅱ） ・工場視察 11月14日 1 20 16
大阪府立大

学
10,000

栽培作物別研修【葉菜類】
・座学

・質疑応答

11月14日～15

日
2 30 18

NPO植物

工場研究会
初・中級 40,740

Bコース[実習]

太陽光植物工場における生体情報

計測

LI-6400/6800による光合成機能計

測

・実習 11月14日 1 5 開催中止 愛媛大学 21,000
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Bコース[実習]

太陽光植物工場における生体情報

計測

光合成産物の転流測定

・実習 11月15日 1 5 開催中止 愛媛大学 21,000

植物工場先端技術セミナー

「スマート農業を支える農工融合

研究」

（愛知県）

・講義 11月21日 1 100 57 愛媛大学 1,000

Bコース[実習]

太陽光植物工場における生体情報

計測

IoT：ラズベリーパイを用いた農

業用環境計測入門

（愛知県）

・実習 11月28日 1 5 8 愛媛大学 21,000

Bコース[実習]

太陽光植物工場における生体情報

計測

AI：農作物の画像を対象とした

ディープラーニング入門

（愛知県）

・実習 11月29日 1 5 5 愛媛大学 21,000

栽培技術に関する理論と実際

ケーススタディとディスカッショ

ン

トマトの病害対策について

・講義

・植物工場見学
12月3日 1 20 13

三重県農業

研究所
無料

中規模人工光型植物工場の事業計

画立案、経営のノウハウ

・座学

・演習

・ワークショッ

プ

12月3日～4日 2 20 15
NPO植物

工場研究会
中級 40,740

Cコース[実習]

太陽光利用型植物工場における作

物生産技術実習-品目別栽培技術-

（井関農機寄附講座）

・講義

・実習
12月4日～6日 3 5 8 愛媛大学 無料

経営者だからわかる人工光型植物

工場事業立ち上げ、経営改善のた

めのツボ

・座学 12月5日 1 30 18
NPO植物

工場研究会
初・中級 20,370

農研機構植物工場九州実証拠点

令和元年度植物工場研修会（スプ

ラウト類）

・講義

・実習

12月17日～18

日
2 5 4

九州実証拠

点
無料

指導者養成講座【病害虫対策編】

・座学

・演習

・実験

12月17日～18

日
2 20 9

NPO植物

工場研究会
中・上級 40,740

Eコース

栽培管理のための生体情報計測・

活用コンサルティング

（静岡県）

・実習 1月14日 1
一般募集

無し
6 愛媛大学 無料

人工光型植物工場での栽培と環境

制御の実技と理論を学ぶ

・実習

・座学

・質疑応答

・見学

①1月15日～

17日

②2月5日～7

日

3

3
10 13

NPO植物

工場研究会
初・中級 101,850
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研修受講生に対し行ったアンケート結果を以下に記す。

 

Eコース

栽培管理のための生体情報計測・

活用コンサルティング

（愛知県）

・実習 1月17日 1
一般募集

無し
4 愛媛大学 無料

Dコース

植物工場の経営（パプリカ、トマ

ト）

（愛知県）

・講義 1月21日 1 100 43 愛媛大学 1,000

植物工場先端技術セミナー

「最先端施設園芸技術の世界展望

と地域展開」

（愛知県）（ライブweb受講）

・講義 1月21日 1 100

57

(Web受講

84)

愛媛大学 1,000

植物生産は植物を知ることから ・座学 1月29日 1 20 21
NPO植物

工場研究会
中・上級 20,370

環境制御における原理と考え方 ・座学 1月30日 1 20 18
NPO植物

工場研究会
中・上級 20,370

栽培技術に関する理論と実際

ケーススタディとディスカッショ

ン

植物工場における労務管理につい

て

・講義

・植物工場見学
1月30日 1 20 22

三重県農業

研究所
無料

Eコース

栽培管理のための生体情報計測・

活用コンサルティング

（北海道）

・実習 2月17日 1
一般募集

無し
9 愛媛大学 無料

Eコース

栽培管理のための生体情報計測・

活用コンサルティング

（宮崎県）

・実習 2月21日 1
一般募集

無し
8 愛媛大学 無料

個別培養液フォローアップ研修
在宅の培養液コ

ンサルタント
随時 - - 4

NPO植物

工場研究会
中・上級

【依頼型】出前研修
・座学

・質疑応答
随時 - - 9

NPO植物

工場研究会

１ 受講生の所属

生産者 JA 企業
行政・普
及指導
機関

教育・研
究機関

その他
未記入

等
合計

農研機構 7 3 36 27 30 3 1 107
植物工場研究会 10 31 1 2 3 3 50
三重県農業研究所 4 1 9 4 15 2 8 43
大阪府立大学 35 5 96 30 3 8 3 180
愛媛大学 82 48 58 45 43 5 8 289

138 57 230 107 93 21 23 669
(20.6) (8.5) (34.4) (16.0) (13.9) (3.1) (3.4) (100.0)

合計
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なお、研修関係資料や本事業の報告書等を、それらを大規模施設園芸・植物工場関連情報として日本施設園芸協

会のホームページで公開している。の最近のアクセス件数を下記に記す。 

 

 

 

２　研修に期待したこと
※複数回答あり 単位：名、％

今後指
導者とし
て取り組

む

現在取
り組んで
いる業
務等の
改善

今後取
り組む予
定の業
務等へ
の参考

将来の
業務等
への参

考

その他
未記入

等
合計

農研機構 9 47 44 16 4 120
植物工場研究会 12 22 17 4 1 2 58
三重県農業研究所 2 13 11 5 3 10 44
大阪府立大学 20 45 68 52 7 1 193
愛媛大学 33 138 85 60 5 2 323

76 265 225 137 20 15 738
(10.3) (35.9) (30.5) (18.6) (2.7) (2.0) (100.0)

３　研修の満足度
＜高い＞ ＜低い＞ 単位：名、％

5 4 3 2 1 未記入等 合計
農研機構 24 55 25 3 107
植物工場研究会 35 8 6 1 50
三重県農業研究所 4 24 5 1 9 43
大阪府立大学 36 80 47 10 2 5 180
愛媛大学 103 153 28 4 1 289

202 320 111 18 3 15 669
(30.2) (47.8) (16.6) (2.7) (0.4) (2.2) (100.0)

合計

合計

2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計

平成30年度次世代事業報告書（平成31年3月発行） 2,241 11,702 14,996 14,671 14,449 11,705 6,419 10,177 8,476 94,836

大規模施設園芸・植物工場　実態調査・事例調査（平成31年3

月発行）
32,990 21,682 26,555 45,149 31,744 24,895 35,405 36,868 26,264 281,552

大規模施設園芸・植物工場　実態調査・事例調査（平成30年5

月訂正）
1,755 1,655 1,283 1,626 2,256 728 898 747 658 644 12,250

大規模施設園芸・植物工場　導入・改善の手引き（平成30年3

月発行）
5,445 2,832 3,100 4,536 3,207 19,120

次世代施設園芸の普及拡大に向けた指導人材の必要性とその

育成方法の検討（平成31年3月発行）
3,478 10,474 10,825 18,484 10,250 8,041 8,533 15,159 3,023 88,267

農業用ハウス設置コスト低減のための事例集（平成31年3月発

行）
1,484 13,584 22,582 21,108 19,562 20,879 20,724 36,999 24,079 181,001

次世代施設園芸の全国展開（パンフレット平成30年2月発行） 9,478 5,669 4,266 3,844 4,922 6,680 4,872 5,621 4,057 5,281 1,885 56,575

大規模施設園芸・植物工場　共通テキストより　CO₂制御の

実際　礒﨑　真英（書き下ろし）
1,048 1,574 2,799 3,076 3,528 5,361 3,448 20,834

大規模施設園芸・植物工場　共通テキストより　キュウリの

環境制御　東出　忠桐
727 2,804 1,397 5,196 661 3,841 3,069 7,405 25,100

（参考：大阪府立大学植物工場研究センター研修資料　研修

名：養液栽培理論Ⅰ　講師：和田　光生）
12,049 12,412 12,783 14,962 13,580 21,167 12,825 11,290 8,505 8,946 4,428 132,947

（参考：植物工場　これから植物工場をやろうとする人のた

めの読み物　SHP）
12,155 11,625 14,972 30,637 27,046 22,590 24,700 29,608 20,876 28,362 14,758 237,329

大規模施設園芸・植物工場関連情報アクセス件数（平成31年2月～令和元年12月）

 ※大規模施設園芸・植物工場　導入・改善の手引き（平成31年3月発行）は未集計のため、平成30年3月発行のみ掲載
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７．２ 人材育成カリキュラムの検討及びインターンのマッチングシステムの構築 

 

7.2.1 共通カリキュラムの検討とテキストの編集 

高度環境制御技術を用いた大規模施設園芸経営での中核的人材や指導者育成のための共通カリキュラムを検

討する。また、６．１の指導者育成研修実施拠点で実施された研修の講義資料等をもとに、「大規模施設園芸・

植物工場 共通テキスト」をまとめ公開中 (https://jgha.com/tm01-4-kyoutsuutext/) である。今後の指導

者育成のためのカリキュラムの一環として活用をはかる。 

 

7.2.2 中核人材や民間コンサルタント育成の検討 

 

昨年度開催したカリキュラム検討作業部会では、大規模施設園芸の立ち上げや運営のためのコンサルタントの

育成や中核となる人材の育成についてのまとめを行った。今年度は、①実際の次世代コンサル（栽培に関する

総合的な知見を有して次世代施設園芸の設計・運営を指導できるコンサルタント）の事例調査、②人材育成拠

点における育成の実態調査、の２点を実施し、現状の実態・課題を把握することで、これからの日本における

次世代コンサルのあり方の整理、及びその為に望ましい人材育成方法・内容の深堀を行った。次ページよりそ

の取りまとめ内容を｢（別冊）次世代施設園芸の普及拡大に向けた人材の必要性とその育成方法の検討｣として

報告する。 

 



 

 

 

tsuchiya
タイプライターテキスト
※本ページは余白です。
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（別冊） 

次世代施設園芸の普及拡大に向けた人材の必要性と 

その育成方法の検討 

 

目次 

 

Ⅰ．今年度調査・検討の目的 

（１） 昨年度までの検討経緯 28 

（２） 今年度の実施目的・実施方針 29 

Ⅱ．今年度調査結果 

（１） 実施概要：次世代施設園芸に関するコンサルティング事例調査 30 

（２） 実施結果 31 

（３） 実施結果から得られた示唆 48 

（４） 今後の次世代施設園芸のコンサルティング普及に向けた方向性

（素案） 53 

Ⅲ．委員による所見 60 

 

（本検討内容の作成は㈱三菱総合研究所により行われた。）   
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I. 今年度調査・検討の目的 

（1） 昨年度までの検討経緯 

 昨年度までの検討では、次世代施設園芸の普及拡大に向けた指導人材の育成にお

ける、①コンサルに求められる知見・スキル、及び②その人材育成のあり方につい

て、以下の様に整理されている。 

① コンサルに求められる知見・スキル 

 次世代コンサル（次世代施設園芸に関する総合的な知見を有するコンサルタント）

のニーズがある指導分野、及びその指導において求められる知見・スキルは、下表

の通り。 

 

指導分野 求められる知見・スキル 

① 栽培技術指導 ✓ 生産管理 

✓ 環境制御技術               等 

② IPM 指導 ✓ IPM（薬物取り扱いに関する知識を含む）  等 

③ 施 設 設 備 設 計 指

導 

✓ 施設・設備の設計・マネジメント 

✓ 園芸資材・機器機能や、取り扱いに関する知識 等 

④ 経営指導 ✓ 組織マネジメント・労務管理 

✓ 経営計画（マーケティングも含む）・収支計画作成 

✓ マーケティング、販売計画         等 

⑤ その他 ✓ 農家とのコミュニケーション・指導スキル 

✓ 地域固有の情報・海外の技術開発など最新の情報 

✓ 品質管理、選果・調製・パッキング等の工程管理  等 

【普及指導員に求められるスキル】 

✓ スペシャリスト能力（上記のスキル） 

✓ コーディネート能力（専門人材・関係機関へのつなぎ役） 

✓ （普及指導計画に応じた）課題の抽出、解決策の提案スキル 

 

 上記の①～③に関連するスキルに共通する知見として、「植物を見る目」（＝作物の

生育状況を診断し、科学的根拠に基づき判断するスキル）が重要となる。また、こ

れらの知見・スキルは、座学に加え OJT による経験の蓄積が重要である。 

 本知見・スキルは、基本的に施設園芸事業者内の人材にも求められる。 

② 人材育成のあり方 

 次世代施設園芸の地域展開の促進のためには、経営者人材に加えそれをサポート

するコンサル人材の育成が必要。 

 育成方法の一つとして、OJT を中心としたカリキュラムに従い、経営者人材とコ

ンサル人材が、共に学べる育成拠点が求められる。 
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（2） 今年度の実施目的・実施方針 

 昨年度までの検討内容は、主に海外実地調査に基づき、求められるコンサルタント

像や、そのスキルの整理・検討を行ってきたものである。 

 一方で、日本における事例を見ると、人材育成のターゲットである経営者・グロワ

ー（農場管理者）人材は、元々は既存の施設園芸事業者や農業関連企業等が、自社

事業をてこにしながら次世代施設園芸に関するノウハウを蓄積し、大規模かつ高

度環境制御を導入した施設園芸（以下、次世代施設園芸と呼ぶ）における経営者や

グロワー、コンサルタント（あるいはその両方）へと転身していったものが多い。 

 コンサルタント人材は、元々次世代施設園芸の事業者であった者が、自身のノウハ

ウを生かしてコンサルティングへと事業を拡大した事例も多い。一方で、近年、次

世代施設園芸拠点や JA 系の拠点施設等の、拠点施設における人材育成の事例も出

始めてきたところである。（下図参照） 

 そこで、今年度は、①実際の次世代コンサル（栽培に関する総合的な知見を有して

次世代施設園芸の設計・運営を指導できるコンサルタント）の事例調査、②人材育

成拠点における育成の実態調査、の２点を実施し、現状の実態・課題を把握するこ

とで、これからの日本における次世代コンサルのあり方の整理、及びその為に望ま

しい人材育成方法・内容の深堀を行う。 

  

人材育成拠点

経営者・
グロワー
（次世代施設
園芸事業者）

次世代
コンサル

指 導

育
成

育
成

自身のノウハウまたは資本を活用
して次世代施設園芸に参入
⚫ 独学（または農業大学校

等の教育機関で学ぶ）し、
新規参入

⚫ 元々の事業者が規模拡大
しながらノウハウを蓄積

⚫ 民間企業による参入

自社事業の派生として、次世代
施設園芸の指導を実施
⚫ 次世代施設園芸事業者

が転身
⚫ ハウス・農業資材会社
⚫ 農業関連企業のコンサルタ

ント
⚫ 民間コンサルティング企業
⚫ 海外コンサルタント

主に施設園芸全般について、
一部次世代施設園芸について

も指導
⚫ 普及指導員
⚫ 営農指導員
⚫ 施設園芸技術指導士 次世代施設園芸についても指導

⚫ 次世代施設園芸拠点
⚫ ゆめファーム全農
⚫ 植物工場実証・研修拠点

⚫ JA研修施設
⚫ 自治体研修施設
⚫ 民間企業研修拠点

参入参入

今年度の調査対象 ①

今年度の調査対象 ②
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II. 今年度調査結果 

（1） 実施概要：次世代施設園芸に関するコンサルティング事例調査 

① 調査対象事例 

調査対象 所在地 

調査の視点 

①コンサルティン

グ事例 
② 人材育成の場 

①サンフレッシュ小泉農園 宮城県気仙沼市 ◎  

②デ・リーフデ北上 宮城県石巻市 ◎  

③やまもとファームみらい野 宮城県亘理郡山元町 〇 ◎ 

④あなんトマトファクトリー 徳島県阿南市 〇 ◎ 

⑤高知県安芸農業振興センター 高知県安芸市  ◎（普及指導員の育成） 

⑥ゆめファーム全農こうち 高知県安芸市 〇 ◎ 

⑦国内大規模施設園芸事業者 － ◎  

 

③ 調査項目 

コンサルティング事例 

 【コンサルティング受益者の視点】 

✓ 指導依頼の目的・ニーズ／当該コンサルに決めた理由（経緯含む） 

✓ 指導の内容・方法 

✓ 良かった点・不満な点（指導内容面（○○についても教えて欲しい）、指導方法面（訪問頻度、

遠隔からの画像・データ確認での指導で気づいた点等）、等） 

✓ 指導を受けた効果・結果（生産技術面、労務管理面、経営的効果） 

✓ コンサルフィー（可能であれば） 

【コンサルティング提供者の視点】 

✓ 指導の内容・方法と、その育成課程 

✓ 指導を受ける側に求められる素質（スキル・マインド） 

✓ 連携先（他のコンサル、研究者、普及指導員等） 

✓ 最新技術情報の入手・活用方法、スキルアップ方法 

✓ コンサルフィー（可能であれば） 

人材育成の場の事例 

 ✓ 人材育成のプロセス（学習内容・方法）（※指導者人材・経営者人材別の特徴も整理） 

✓ 受講者に求められる要件（スキル・マインド） 

✓ 人材育成拠点として、コンサル・経営者人材を育成するために求められる施設・機能要件（例：

施設規模・立地、品目の多様性、新技術への対応、等） 

✓ 普及指導員の育成内容、今後強化すべき研修内容 

✓ 他機関（普及員や大学等）との連携の状況（受講者の募集・紹介、研修内容、受講後の進路等） 
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（2） 実施結果 

事例① サンフレッシュ小泉 

事業者名 株式会社 サンフレッシュ小泉農園 

所在地 宮城県気仙沼市 

栽培品目 トマト 

ハウス面積 2ha（フェンロー型温室） 

従業員数 社長 1 名、 

従業員 35 名（社員 3 名、パート 32 名） 

 

 

A) 事業概要・栽培の特徴 

 東日本大震災後、被災した水田跡地を使い、2014 年に会社設立。2015 年 9 月

から栽培開始。ロックウールを用いた養液栽培生産システムを用い、コンピュ

ータによる環境制御により周年栽培を行う。栽培について、全農宮城県本部

TAC1担当者から指導を受けている。 

B) コンサルタント活用にいたった経緯 

 操業開始当初は、導入しているハウス・農機のメーカーから、有償でアドバイ

スを受けていた。内容は主に機器メンテナンス等のアフターフォローであり、

コミュニケーションは基本的に電話またはメールで、圃場への訪問も年に 1～

２回程度の頻度であった。 

 栽培を進めていくうちに、栽培管理を中心とした大規模なハウスのオペレーシ

ョンや、数十人のパートの作業管理等が滞り始めた。パートの人材育成やモチ

ベーション管理も後回しとなり、作業の遅れも目立ち、作物の成長も野放図に

なり始めていた（葉が多すぎて、作業効率も落ちていた）。単収も落ち込み、病

 
1 JA グループが一丸となって地域農業基盤の充実に貢献するために設けた、「地域農業の担い手に出向く

JA 担当者」のこと。英称”Team for Agricultural Coordination”の略。 

   

写真：施設の様子 
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害や生育不良も発生するようになった。 

 こうした状況が、経営収支上も問題となり、4 期作目である 2018 年 8 月中旬ご

ろから、全農グループからの有償栽培コンサルティングを、新たに受けること

を決定した。依頼のきっかけは県内のコンサルティング事例を耳にし、全農宮

城県本部へ問い合わせをしたこと。 

C) コンサルタントの指導方法・内容 

 コンサルタントから受けた指導のポイントは以下の 3 点である。 

① 日々の記録をきちんと行いデータを蓄積していくこと 

② 蓄積されたデータを活用し、より効果的な栽培管理・作業管理に活用してい

くこと 

③ ①と②を繰り返しながら、日々PDCA サイクルを回し、マネジメントの改善

に取り組むこと 

指導の方法・体制 

 日次、週次の直接的な指導は、全農宮城県本部の TAC 担当者が実施。週に一回

圃場を訪問して指導を行いつつ、それ以外のやり取りも、電話やメールで都度

行っている。 

 全農本所のコンサルタントも、月に 1 回圃場を訪問し、アドバイスを行ったり、

従業員向けの勉強会（2 時間程度）を開いたりしている。 

 また、宮城県本部の担当者は、サンフレッシュ小泉農園に対する週次の指導レ

ポートを、環境・生育データと共に全農本所に共有し、本所からも適宜指導を

受けていた。こうした体制が、本所⇒県本部へのスキル・ノウハウの伝達に役

立っていた。 

栽培管理面の指導 

 全農宮城県本部の TAC 担当者が週一回訪問し、環境データや生育データ、圃

場内の状況を見つつ、作物の生育状況に合わせ、必要な作業の洗い出し、環境

制御機器の設定変更や、養液管理（量、回数、pH, EC）等の指導を行っている。 

 特に、立地条件（環境条件）やハウスのスペックなどを制約条件としながら、

いかに収穫量を減らさないか、きめ細やかに指導が行われた。 

作業管理面の指導 

 日々の作業の進捗状況や、作業に要した時間を、パート別、作業内容別に記録

を取るようにした。記録においては、圃場に 1 台設置されたホワイトボードを

活用し、各パートが自身の作業状況を記録、栽培管理者が記録された結果を電

子化して管理する。 

 記録された情報を基に、作物の生育状況に応じて必要な作業項目と必要な作業

時間を計算することで、「次の週に何の作業が必要で、それにどの程度の人・時

間が必要か」を可視化し、週次の作業計画・パートのシフト設計を効果的に行
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うようにした。 

 

施設・設備の運用面の指導 

 ハウスの立地場所の気候（日射量、温湿度）では、冬にトマトが栄養成長に偏

りやすい環境であった。その為、なるべくストレスをかけて生殖成長を促すよ

うに、立地条件に合った資材の使い方（ロックウール培地の仕様選定）も指導

した。 

 

D) コンサルタント活用の効果 

 立地条件やハウス仕様、作物の生育状況に応じた適切な栽培管理と、計画的な

作業管理を行うことで、生産性が向上した。栽培コンサルティング導入前の単

収が、20~25[t/10a]であったところが、2018 年の作付けでは 31[t/10a]まで向

上した。 

 パート作業員に対しては、こうした収穫量の向上が目に見えることが、モチベ

ーション向上につながった。従業員同士のミーティングも 2 週間に一回実施し

ている。加えて、全農本所のコンサルタントが訪問した際に、パート向けに勉

強会を実施している。そうした場で、パートが行っている一つ一つの作業が作

物の生育にどの様に役立っているかをわかりやすく説明している。自身が行っ

ている作業の意義を理解することで、パート側に従来あった「やらされ感」が

軽減され、さらなるモチベーションの向上につながっている。 

 圃場管理者の立場からは、日々の管理上の判断を行う上で、悩みを共有したり、

判断を後押ししてくれる存在がいるだけで、自身のマネジメントに安心感が持

て、それがモチベーション維持につながる、という効果も見られた。 

  

  
写真：（左）作業記録に用いるホワイトボード     （右）ロックウール培地       
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事例② デ・リーフデ北上 

事業者名 株式会社 デ・リーフデ北上 

所在地 宮城県石巻市 

栽培品目 トマト・パプリカ 

ハウス面積 2.4ha（フェンロー型ガラス温室） 

A) 事業概要・栽培の特徴 

 農林水産省「次世代施設園芸導入加速化支援事業」宮城県拠点。 

 オランダの高度な栽培技術を取り入れるとともに、地域エネルギーとして木質

バイオマス、地中熱を活用。 

B) 主に受けたコンサルティングの内容・主な効果 

立ち上げ前の指導 

 立ち上げ時は、資金・ノウハウ不足により、ハウスの設計は全てメーカー任せ

になってしまった。現在は、建設計画の初期段階で、栽培に関する知見のある

者が参画しないと、栽培開始後もうまくいかないと実感している。作型・季節

によって、求められる設計が変わるため、販売までを見据えた経営計画を考え

る段階から、ハウスの設計を練っていく必要がある。 

栽培管理面の指導 

 栽培に関しては、立ち上げ時から、外部のコンサルタントを農場長として雇い、

週 4 日間の常駐指導を 2 年間実施してもらった。その結果生産量も向上した。 

 コンサルタントの栽培指導を受ける場合、実際に作業を行うのは現場担当者で

あり、日々作業を行うため、指示と実行との間になるべく時間差が生じないよ

う、常駐による指導が望ましい。それによって現場のレベルも大きく向上する。 

 コンサルタントと、社員の間で栽培に関する考え方の違いははっきりと出る場

面もあった。その際は、きちんと議論がなされており、それが社員の成長につ

ながった（考える力が身についた）側面もある。 

 社員とコンサルタントがいつも気軽に話ができる、という状況は人材育成の観

点からも重要であった。特に最終的な作業の判断は、現場にあるため、コンサ

ルタント側から判断を投げられると対応が難しくなる。最終的な判断をするた

めの議論を密にできたことが、成果につながった。 

 最近は、外部コンサルタントによる栽培管理方針のみならず、県内外の生産者

との交流が増えてくる中で、生産者同士の情報交換からも知見を得ている。 

環境制御装置の活用方法に関する指導 

 環境制御装置の使い方の研修が 2018 年に宮城県主催で 6 回実施された。装置

の使い方を学ぶだけでなく、研修先で知り合った人と情報交換し、何かがあっ
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た時にコミュニケーションをとれるようなネットワークが築けたことが良かっ

た。  
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事例③ やまもとファームみらい野 

事業者名 株式会社やまもとファームみらい野 

所在地 宮城県亘理郡山元町 

栽培品目 ハウス栽培：トマト 

露地栽培：長ねぎ、玉ねぎ、さつまいも、いちご、かぼちゃ、

レタス 

ハウス面積 66a（フェンロー型温室、露地栽培も含めた作付面積は、約

120ha） 

従業員数 16 名（うちパート 12 名） 

 

A) 事業概要・栽培の特徴 

 東日本大震災後、被災農地の復興に向けた圃場整備に伴い、地権者に代わって

農地を活用・維持することを主たる目的とし、2015 年に法人設立。2017 年 3 月

にトマトハウスの整備が完了し、作付開始。フェンロー型温室（軒高 5.0m）で、

ロックウールを用いた養液栽培を行う。 

 単収は初年度 50 [t/10 a]、2019 年作付で 52[t/10a]見通し。 

B) 栽培における主なコンサルティング内容・主な効果 

 法人設立において JA グループの支援を受けている。トマト栽培初年度は全農

職員が 1 年間常駐し、指導を行った。 

 主な指導内容は、 

 作物の生育状況の見方 

 環境データ・生育データを踏まえた作業管理 

 環境制御機器の使い方 

 従業員の作業管理 

 施設・設備の運用方法（ハウス仕様・立地条件を踏まえた誘引幅の調整等） 

 作型・施設仕様、及び栽培方法に合った苗販売会社の紹介 

等 

   

写真：施設の様子 
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 指導を受けた結果、作付 1 期目に目標である単収 50[t/10a]を実現した。 

 コンサルタントの指導を受ける過程で、50[t/10a]という単収実現のために何を

すべきか、栽培管理者と全農のコンサルタントとの間で日々議論される中で、

高単収実現において「やってはいけないこと（手を抜こうと思えば抜ける管理）」

を栽培管理者がシビアに認識できるようになり、目標実現につながった。 

 

C) コンサルティングの人材育成・ノウハウ蓄積の場としての機能 

コンサルタント人材育成の場としての機能 

 全農からの指導においては、全農本所の担当者Ａ氏と、宮城県本部の TAC 担

当者Ｂ氏が指導に携わった（この宮城県本部の担当者が、のちにサンフレッシ

ュ小泉農園での現場指導を行うコンサルタントとなる）。 

 Ｂ氏は、元々作物栽培の経験はなく、週 3 回程度圃場を訪問しながら、パート

従業員と共同で作業しつつ、一からノウハウを学び、かつ従業員との関係を構

築していった。 

 育成においては、Ａ氏が、現場に一年間常駐し指導を行った。二年目以降も電

話・メールでのコミュニケーションを通じて、指導を行っている。 

 Ｂ氏の育成過程を定点観測するため、本所側で「コンサルタントに求められる

資質」をリスト化した「OJT シート」を作成し、Ｂ氏の成長度を都度評価して

いた。評価項目は、「作物を見る目があるか」、「作業管理ノウハウを有し、指導

できるか」、「環境制御機器を操作可能か」、「養液の調整を適切に実施可能か」、

「かん水の調整を適切に実施可能か」等、数十項目にわたる。 

 

コンサルティングノウハウ蓄積の場としての機能 

 50[t/10a]という極めて高い単収を実現することは、国内でも先駆的な取組であ

り、その過程で蓄積される情報も多かった。全農が指導する際も、「大規模施設

園芸による、トマト養液栽培のモデルを作る」、という意味合いがあった。 

 大規模ハウスを日々運営しながら、その中で得られる様々なデータ（環境デー

タ、生育データ、作業記録、等）を蓄積しつつ、指導のベースとなる技術、情

報を蓄積していった。栽培管理者、コンサルタント双方のスキルを確認する場

にもなった（適宜上記の OJT シートを活用）。ここで蓄積された知見が、他の

圃場で指導を行う際の参照元として機能し、指導の厚みも増した。 
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事例④ あなんトマトファクトリー 

事業者名 あなんトマトファクトリー株式会社 

所在地 徳島県阿南市 

栽培品目 トマト 

ハウス面積 約 1.4ha 

従業員数 社員 4 名 

 

A) 事業概要・栽培の特徴 

 2014 年創業。地元の種苗会社である徳農種苗が開発・設計した次世代トマト生

産施設で栽培をおこなっている。 

 ハウスは軒高 3.5m、間口 8m で、県内で流通している安価なパイプ材を曲げな

がら組み合わせることで栽培ベンチを設計しハウス骨材と連結することで、強

度を維持しながら低コストでハウスを建設した。ハウス建設コストは、栽培装

置類を含め 1ha 当たり 3 億円である。 

B) コンサルタントの活用状況 

 操業開始時には、栽培指導支援としてオランダ資本の栽培コンサルティング会

社から指導を受けていた。指導内容は、月に１回の訪問で、午前中に圃場内の

栽培管理面の指導、午後は従業員に対する座学講習を行っていた。 

 しかし、従業員もまだ栽培自体に関わって間もない従業員が多く、指導内容を

うまく活かしきれずに、それよりも日々の操業で手一杯となってしまっていた。

なお現在コンサルタントは特に活用していない。 

 日々の作業計画やパートのシフト計画等を組むことに苦労した。マネージャー

である農場長も、日々の栽培の他に、経営管理や、人材・組織管理等、会社マ

ネジメントに関する業務に忙殺されていた。 

 そのような立ち上げ初期の状況では、栽培管理面の指導も、短期間でもいいの

で常駐するくらいの頻度でサポートを受けないとあまり効果がない状況であっ

た。地域地域に、気軽に相談できる専門家がいて、必要な時に指導を受けられ

   

写真：施設の様子 
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るような環境があれば良かった。 

C) コンサルタント人材の育成 

 あなんトマトファクトリーに対しては、徳農種苗からも人材を派遣し、栽培面

を中心にサポートを行っていた。そこで派遣されていたＣ氏は、あなんトマト

ファクトリーでの栽培経験を活かして、徳農種苗が関わっている地域の別の農

場に対しても、栽培指導を行っている。 

 指導自体は無償で行っており、支援を受けている農場は、徳農種苗に対して C

氏の人件費の一部を負担している程度である。 

 C 氏にとっては、コンサルタントなどによる既存の講習も有益であったが、実

際にあなんトマトファクトリーの圃場で、運営に携わった経験から学ぶ内容の

方が大きかった。日々の人繰りや、資材の調達など現場の実態を学ぶことで、

現在行っている他農場への指導における知見・ノウハウとなった。 

 

D) 他農場への指導におけるポイント 

 C 氏が行う指導は、栽培管理に関する指導や、GAP 取得の指導、作業管理（シ

フト計画）等の指導である。 

 操業開始初期の農場を指導する場合、指導対象は基本的に圃場での OJT が基本

となるので、指導者としては OJT 指導を行うスキルが求められる。多様な年代、

職種、性別の従業員に指導することになるので、円滑なコミュニケーションス

キルも求められる。 

 C 氏は、従業員等とのコミュニケーション面で、文書によるコミュニケーショ

ンを織り交ぜる等の工夫を行っていた。通常の対面の会話では話しづらい様な

本音の会話も、文書のコミュニケーションを通じて図れるようになっていた。 

 

※あなんトマトファクトリーの施設構造等については、本事業報告書（別冊３）｢農業用

ハウス設置コスト低減のための事例集｣にて掲載されています。 
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事例⑤ 高知県安芸農業振興センター 

ヒアリング先名 高知県安芸農業振興センター 

所在地 高知県安芸市 

 

A) 高知県における次世代施設園芸普及の取組み 

⚫ 高知県では、平成 21 年にオランダのウェストラント市と協定を結び、以降、施

設園芸に対する環境制御装置の導入・普及に取り組んでいる。県内の農家への

環境制御装置の導入数や、生育調査の普及率も、徐々に高まってきているとこ

ろ。 

⚫ 環境測定器について、安芸地区全体でみると、地区内 700 軒の農家のうち 40％

が導入済み。CO2 施用機は 25～30%程度（加温栽培を行っている農家に絞ると

40%程度）で導入されている。 

⚫ 今年度から、デルフィー・ジャパンへ委託し、県内の 3 産地に対して年 3 回、

高度環境制御などに関する農家指導や勉強会を行っている。3 産地および対象

品目は、安芸地区（ナス栽培）、高知市春野地区（きゅうり栽培）、土佐市宇佐

地区（ピーマン栽培）の 3 つ。指導方法は、データの共有＋メールによる週 1

のやり取り＋年 3 回の訪問であり、データ分析に基づく栽培管理の改善提案を

行っている。指導状況の情報は、普及員にも共有されており、普及員に対する

学習効果も期待されている。 

 

B) 生産者による園芸研究会の取組 

⚫ 安芸地区をはじめとした高知県東部 9 市町村には、ナスの集荷場が 7 カ所あり、

各集荷場単位で、先進技術に関心の高い生産者等からなる研究会（園芸研究会）

がある。 

⚫ 園芸研究会の事務局は JA 高知県が担当しており、営農指導員が運営に携わっ

ている。 

⚫ 県としても、各研究会に普及指導員が担当として 1～2 名配置され、指導を行っ

ている。 

⚫ 園芸研究会では、おおよそ月 1 回程度～3 か月に 1 回程度の頻度で勉強会が開

催されている。各農家の希望に応じて普及員が生育調査を行い、それらのデー

タを持ち寄って、環境制御の効果等を議論している。外部講師を招聘したセミ

ナーを行うこともある。 

 

C) 「ハウス野菜栽培 管理こよみ」の作成 

⚫ JA と園芸研究会で共同して、品目別・月別の栽培管理項目と、各作業内容（土
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壌消毒や農薬散布等、環境制御も含む）のマニュアルをカレンダー状の冊子「ハ

ウス野菜栽培 管理こよみ」として作成し、研究会の全メンバー生産者に配布

している。 

⚫ 研究会や JA の営農指導員、県の普及指導員が、研究会での検討内容や、普及員

の調査研究などの内容も踏まえながら、毎年内容をレビューし更新している。 

⚫ 品目ごとに、毎月やるべき作業項目から、環境制御における目標値の設定、生

育調査に基づく生育バランスシートの考え方まで、様々なノウハウが一覧化さ

れており、生産者にとっては、どのタイミングで何をすべきかを手軽に把握す

ることができ、作業計画立案などに役立っている。 

D) 普及指導員の育成 

⚫ 就任 1 年目は、トレーナーとしてついた先輩の普及指導員に同伴し農家訪問を

繰り返す。トレーナーの普及員による農家への指導の様子から、普及指導の内

容・方法やコミュニケーション方法等学ぶ。自主的に農家を個別訪問し、作業

を学ばせてもらうこともある。 

⚫ 栽培管理に関しては、現場作業を経験する機会があり、全ての普及指導員は、

2 年目に 10 日間の農家研修を行う。地域の篤農家を自分で選定し、研修計画を

自主的に作成したうえで、基礎的な栽培管理の作業方法を学ぶ。 

⚫ 高知県内では、生産者による勉強会や、JA の部会（品目別、世代別等）が数多

く存在する。そうした会で開催される懇親会等には、基本的に参加しコミュニ

ケーションを深めることで、農家とのネットワークを形成している。 

⚫ 生産者への指導を円滑に行うためには、相手のレベルやパーソナリティに合わ

せたコミュニケーション方法が重要となる。ベテランの農家のアドバイスをも

らいながら、生産者のレベルに合わせた指導方法・コミュニケーション方法を

学んでいる。 

⚫ 高知県では、普及員の育成のために各種研修制度も設けている。他県でも同様

に行っている研修に加え、自主企画研修として、現場の普及指導員がテーマを

設定して自主的に取り組む研修もある。スマート農業、タブレット活用、GAP

取得等のテーマから、毎年普及指導員が 1 年間の研修を企画・提案し、県の専

門技術員による選定・採択を受けた４～５テーマが実施される。採択された研

修テーマは、県内の各普及所にアナウンスされ、受講者を募集する。研修の中

では、外部講師を呼んだセミナーを行うこともある。 

⚫ 県内の普及所間での、担当者同士のやり取りは日常的に行われており、自主企

画研修のテーマ選定などの会話が日頃からされている。こうしたコミュニケー

ションを通じて、普及指導員同士の情報交換、先進技術に対する関心の醸成が

図られている。 

⚫ 普及指導員の本業務として、毎年の普及指導計画の中で、環境制御技術の普及
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に関する計画が立てられている。また、普及指導員自身がテーマを定める調査

研究において、生産者から生育調査関連データ（茎径、葉長、開花花房高、開

花数、着果数等）と環境データを収集し、分析・研究を行う指導員もいる。 

⚫ こうした研究を通して、普及指導員と生産者とが共同しながら、生育調査にお

いて重要なポイントやその取得・分析方法等を作り上げていくプロセスが、生

産者の技術向上にとっても、普及指導員自身の人材育成にとっても、重要とな

っている。 

⚫ 生産者からは、労務管理や収支管理に関する指導のニーズがある。安芸地区の

園芸研究会に参加している生産者は 30～40 アールの農家が中心であるが、一

部パート雇用を行っている生産者もいるため。しかし、現時点では労務管理・

収支管理に関する知見・ノウハウがなく、普及指導員としても学びたいと思っ

ているところである。 
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事例⑥ ゆめファーム全農こうち 

事業者名 ゆめファーム全農こうち（運営：JA全農） 

所在地 高知県安芸市 

栽培品目 ナス 

ハウス面積 1ha（フェンロー型温室） 

従業員数 社員4名、 

パート 16名、外国人技能実習生 3人 

 

 

A) 事業概要・栽培の特徴 

 全農が取り組む高度施設園芸の実証農場「ゆめファーム全農」の高知県拠点。

2017 年に栽培開始しており、現在は施設の半分でナスの土耕栽培を、残りの半

分で養液栽培を行っている。目標単収は、土耕 30t/10a、養液 35 t/10a。 

 ゆめファーム全農こうちは、県の普及指導員や、試験場の職員等とも連携をし

ている。月に 1 回～2 か月に 1 回程度の頻度で、上記の県職員や生産者（若手

の研究会の代表クラス）等が参加する普及月例会議を行い、情報交換を行って

いる。 

B) 「ゆめファーム全農こうち」における人材育成 

Ｄ氏の事例 

 栽培開始の 2 年間は、全農高知県本部（当時）に所属していた D 氏が栽培管理

担当者として配属された。 

 D 氏は、全農高知県本部にいた最初の 4 年間、安芸地区で肥料農薬の推進を担

当しており、業務を通じた生産者とのネットワークを持っていた。その後、営

農部署に異動し、農薬、肥料、環境制御技術等の技術担当や、TAC 等を経験す

る。 

   

写真：施設の様子 
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 ゆめファーム全農こうちには、設立前までは地元生産者との土地準備等の調整

業務を行っていたが、設立後 1 作目の定植直前に、栽培管理者として配属され

た。 

 D 氏自身、実際の栽培を経験するのが初めてであり、また立ち上げ時の人手不

足の中で、作業管理やパートの人繰りに苦労した。効率的な作業管理・人員配

置の方法に関しては、全農本所の高度施設園芸推進室からサポートを受けた。

各作業時間を計測・分析し、作業計画の立案に反映していった。その際、JA 高

知県が作成した「ハウス野菜栽培 管理こよみ」が大変役立った。いつの時期

に何の作業が必要で、どの程度の人が必要か、マニュアルとして、参照するこ

とができた。 

 作業記録表も、全農本所で作成したフォーマットを活用しながら、1 作目から

記録している。パート従業員が手作業で記録する部分もあるが、比較的立ち上

げ当初から導入していたこともあり、パート従業員には受け入れてもらいやす

かった。なお現在は、パート採用時に記録関係の作業が多いことをあらかじめ

説明したうえで雇うようにしている。各パート従業員が記録した一覧表は、事

務職員が別途電子データとして入力している。 

 D 氏は、なるべく作業計画等の管理業務に注力するようにしている。作業管理

に関しては、圃場のマップをベースとした記録フォーマットを D 氏が用意し、

それに記録された各パート作業員・作業場所の 1 日の進捗を確認している。記

録から、各パート作業員の労務管理表をエクセルで作成していて、それによっ

て、1 週間ごとの日々のシフト・人工計算が可能となる。各パート作業員の稼

働時間等を見ながら、翌日の作業計画を調整している。 

 2019 年からは、全農本所に配属され、ゆめファーム全農こうちで学んだことを

活かして、ゆめファーム全農 SAGA（佐賀県）のサポートにも取り組んでいる。

ゆめファーム全農 SAGA も、栽培品目はキュウリであるが、大規模施設である

こと、土耕栽培と養液栽培の両方を導入していることなど、ゆめファーム全農

こうちと共通項もあり、ゆめファーム全農こうちでの経験がうまく活用できて

いる。具体的には、大規模施設における作業管理や、環境制御機器の操作方法、

また、生育調査を基本として栽培管理を行うというベースの考え方などである。

温室・設備の設計に関しても、栽培管理において必要な仕様、不必要な仕様を

一つ一つ見極めるノウハウを、日々の運営の中で身に着けることができた。 

 

E 氏の事例 

 Ｄ氏の後任として、栽培管理を担当している。元々は関東にある全農の営農技

術センターでトマトの品種開発等を行っていた。 

 E 氏が正式にゆめファーム全農こうちに配属される前に、半年間東京からの出
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張を繰り返しながら、現場の圃場に参加する機会を持っていた。その中で、ナ

ス栽培の基本的な技術や、肥培管理、環境制御機器の操作方法等を、D 氏など

から教わっていった。 

 事前の半年間、定期的に現場を見ていた部分はある一方で、いざ実際に配属さ

れ栽培管理に取り組んでみると、苦労することもあった。例えば、組織内の人

間関係や、コミュニケーション面では、前任のＤ氏からの引継ぐことに苦労し

た。 
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事例⑦ 国内大規模施設園芸事業者 

A) コンサルタント活用の目的 

 複数の品目を大規模ハウスで栽培しており、そのうち、果菜類 2 品目について

コンサルタントを雇い、栽培技術・ノウハウに関する指導を受けている。 

 コンサルタント活用の主目的は、可販収量を増やす、コストを下げるなどの収

益改善である。コンサルタントのアドバイスが前作と類似してきた場合や、収

量の大幅な改善が見込みづらくなった場合等には、新しい知見を取り入れさら

なる収量改善・収益改善を図るために、依頼するコンサルタントを変更するこ

ともある。これまで依頼してきたコンサルタントも、凡そ 2 年程度で切り替え

をしている。 

 また、様々なコンサルタントから指導を受けることで、自社の栽培技術・ノウ

ハウの知見を広めるという効果もある。 

 大規模施設園芸におけるコンサルタントは、日本国内でまだあまり多くはいな

い中で、依頼するコンサルタントを探すときは、色々な人からの口コミで、評

判や信頼等の情報を集めて判断する。また、コンサルタント自身が運営してい

る圃場での収量実績や、指導を行った圃場での収量実績等の情報も、参照して

いる。 

 来年以降も、コンサルタントは活用していきたいと考えている。日々の栽培管

理において、第三者的な視点が欲している。 

 

B) 受けているコンサルティングの内容 

【施設の設計】 

 ハウスの設計に関しては、メーカー丸投げとせず、国内で大規模施設園芸運営

の経験のあるコンサルタントにアドバイスをもらいながら、最低限必要なハウ

ス仕様を作り上げていった。その上で各社見積もりを取って、コストもなるべ

く削減するようにした。 

【栽培管理】 

 栽培管理に関しては、果菜類 2 品目それぞれ、何名かのコンサルタントに依頼

してきた。国内だけでなく、韓国からコンサルタントを招いて指導を受けたこ

ともある。いずれのコンサルタントも、大規模園芸施設の運営経験や、養液栽

培資材の販売会社等でのコンサルティングを有している。来訪頻度は、2 週間

に 1 度程度のものから、1 か月に 1 回、4 か月に 1 回と様々である（海外のコ

ンサルの場合、頻度は下がる）。 

 各コンサルタント共に、圃場を視察し、植物の状態や、生育調査や環境制御の

データ等を見ながら、次に取るべき作業（環境制御機器の操作、IPM 等）など
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について指導を行う。 

 コンサルタントが圃場に来た時は、適宜従業員なども同伴させ、基礎的な知見

について OJT を通して習得するよう図っている。 

 各コンサルタントは、来訪時以外にも、スカイプ等のオンラインコミュニケー

ションツールを活用し、必要に応じてアドバイスしている。何か異変があった

時に作物の写真を送り、対処法のアドバイスをもらうなどしている。 

【作業管理】 

 作業管理に関しては、栽培管理責任者が既に一定のノウハウを有している。各

パート・各作業の作業時間を計測し、毎週の作業計画に反映させる等の取組を

行っている。 

 コンサルタントからは、病害虫の発生など、何かイレギュラーな事態が起こっ

た時に、その時点での繁忙状況や、収支への影響等を踏まえつつ、やるべき作

業の優先順位を決め、判断するノウハウを学んでいる。（例：害虫が発生した場

合、その時点での植物の生育状況等を見つつ、収穫作業を止めて収量を落とし

てでも、ホリバーの設置に労力を割いたほうが収支への被害が少なく済む、と

いった判断等） 

【労務管理・人材育成】 

 現在、コンサルティングを受けている果菜類 2 品目のうち一方の栽培ハウスで

は、30 数名のパート作業員を雇用しており、毎年 1～2 割程度の人の入れ替わ

りがある。その指導は、基本的に栽培管理責任者が行うが、適宜コンサルタン

トのアドバイスを受けている。各作業員の配置・体制や、役割分担、インセン

ティブ（給与含む）の付け方等、組織マネジメントのノウハウ面での指導を受

けている。 

 例えば、圃場内を十数区画に分け、各パート作業員に割り当てることで、作業

員の責任を明確化し、本人の責任感の向上につなげている。 

 基本的な栽培管理指導用の作業マニュアルはあるが、自身も圃場運営を行って

いるコンサルタントからは、自身の圃場でのパート作業員の作業の様子などを

動画教材として提供してもらい、活用している。 

 

C) 指導内容・方法に対するニーズ 

 農場の栽培管理責任者は、元々環境制御機器の操作ノウハウをある程度持って

いたため、コンサルタントの来訪頻度はそこまで高くなくとも問題なかった。 

 コンサルタントによって、栽培管理に関する考え方の基本的な枠組み（植物の

成長におけるどの点に着目して、行うべき作業を判断するかの基準、等）が異

なる。コンサルタントの指導は、自身の栽培技術における視点・知見・ノウハ

ウの幅を広げるために受けている。 
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 栽培管理責任者一人で圃場を見るようになると、作物のモニタリングにおいて

も惰性に任せてしまう部分が出てきてしまい、見落としなどが発生しかねない。

オランダのグロワーも 9 割程度はコンサルタントを活用しているといわれてい

るが、その理由の一つは、「慣れてしまうことによる見落としを防ぐこと」であ

ると思われる。コンサルタントを活用することで、変化の兆しを見逃さず、緊

張感をもって栽培に取り組むことができる。 

 IPM 関係の指導もするンサルタントもいるが、防除、特に農薬関連の知見に関

しては、現役で栽培も行っているコンサルタントの方が、最新の知見も有し、

指導内容も充実している。 

 これまで依頼してきたコンサルタントでカバーしきれない分野の一つは、収量

予測である。トマト等の知見・ノウハウの蓄積が進んでいる品目以外では、予

測収量も概算でしか把握できず、収量のピークがいつ頃来るか、等しか予測で

きないのが現状である。 

 その他に、栽培方法の変更等、経営レベルでの意思決定が必要な場面で、第三

者的視点から経営層向けの説明もして欲しいというニーズがある。現状はサポ

ート無し。 

 組織マネジメントに関しては、組織の規模や、成熟度に応じて、望ましい配置・

組織体制を適切に指導できることが重要。コンサルタント自身の経験（圃場運

営や指導の経験）の豊富さも重要となる。 

 施設・設備の修理ノウハウに関する指導が、現状では不足している。部品の交

換頻度や、コストが低く済む調達先の紹介、修理工事にかかる費用の相場等に

関するアドバイスがあるとありがたい。機械設備に関する知見があり、かつ各

メーカーとのコネクションを持っているような人材が望ましいと思われる。 

 

D) コンサルタント活用のコストパフォーマンス 

 立ち上げ当初は、コンサルタントの活用は重要。収量が不安定な時期であるた

め、コンサルタントは必須であり、その分コストパフォーマンスも高いといえ

る。収量がある程度安定してから、例えば来訪頻度を減らす等して費用を押さ

えつつ、期待される増収効果との比較でコストパフォーマンスを評価すること

になる。 

 契約の中で特に収量保証等は盛り込んでいない。自社としては、栽培ノウハウ

の獲得・蓄積を重視しており、そのためのコンサルタント活用は、投資の一つ

という意味合いもある。 

 

E) 情報収集での取組・他主体との連携 

 栽培技術や機器・設備に関する最新の情報は、各種展示会や書籍などから得て
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いる。設備メーカーや、卸からも、適宜情報を仕入れている。特に農薬関係の

情報収集はメーカー経由が多い。 

 その他、行政や農協などとの、技術面での連携は現時点ではあまりない。 
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（3） 実施結果から得られた示唆 

➢ 事業者の経営・運営段階に応じた望ましいコンサルティング 

コンサルティングの国内事例をみると、施設園芸事業者からコンサルタントに依頼

する指導内容や、指導レベルのニーズは、事業者の経営・運営の段階に応じて変化する

ことが示唆される。具体的には、事業の立ち上げ前、導入期、成長期の３段階に大きく

整理される。 

図：フェーズに応じたコンサルティングニーズ 

 

⚫ 事業立ち上げ前： 

 国内の事例を見ると、事業立ち上げ前の段階では、事業計画の立案や、ハウス

の設計面での指導に対してニーズがある。 

 特にハウスの設計に関しては、ハウスメーカーがある程度既存の仕様に沿った

設計を提示する場合が多いが、ハウスの立地条件や、栽培品目・作型、目標と

する収穫量、作業管理（作業員の動線等）、労務管理（快適な労働環境の整備等）

等の諸条件に応じて、それが必ずしも最適ではないことも多い。発注者側は、

栽培の計画に則した明確な設計計画を持ち、その要望を主張しておく必要があ

る。そうした知見・ノウハウが乏しい場合は、コンサルタントからの意見を仰

ぐことが望ましいと考えらえる。 

 また、栽培管理者（グロワー）を中心に、事業立ち上げ前に栽培に関する基礎

的な知識について一通り学んでおくことが、その後の円滑な農場運営において

も重要であり、そうした従業員の事前研修においても、必要に応じてコンサル

タントのサポートがあると良い。 

  

立ち上げ前
事業計画作成
ハウス設計

運
営
・
栽
培
技
術
レ
ベ
ル

時間軸

導入期
大規模施設における作業管理・栽培管理
（まずは事業を軌道に乗せることが必須）

相手のレベルに合わせた
コミュニケーション能力

成長期
リスク対策
視点を広げる
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⚫ 導入期（立ち上げ後初期）： 

 まずは日々の運営を軌道に乗せるための基礎的な指導が求められる。 

 作業管理、栽培管理、環境制御操作方法などのノウハウに加え、特に大規模施

設の場合は、作業管理への指導へのニーズが高い。 

 事例調査の中では、年数回程度の訪問指導のみによるコンサルティングの事例

も見られたが、事業者側としては、コンサルタントからの指示と現場作業とに

時間差が生じないこと、何かあった際にすぐ相談できるようにしておくことへ

のニーズが高く、そうした日常の状況が随時把握できるよう密にコミュニケー

ションをとれる指導体制であることが望ましい。 

 その場合、特定の、実績のあるコンサルティング企業や個人コンサルタントが

全国の事業者を指導することになると、高コストになり、かつ、常駐指導など

は困難である。従って、各地域で、地域の事業者のコンサルティングに対応で

きる人材が複数いることが望ましい。 

⚫ 成長期（ある程度経験を積み、事業が軌道に乗り、今後収益を上げていく段階）： 

 基礎的な栽培管理や作業管理から、目標収量の達成に向けた指導が求められる。 

 立地条件等から導かれる限界収量から、いかにリスクを減らし収穫量を落とさ

ないか、が重要となり、より高度な栽培管理技術が求められる。その知見・ノ

ウハウ（「植物を見る目」の視点）も、多様である方がリスク対策上望ましく、

場合によっては 1～2 年おきに異なるコンサルタントを活用することが有効と

なる。指導の頻度も、常駐は必ずしも必要でない。 

 

また、事業立ち上げ前後の年数に応じて、直面しうる課題と、そこでの実施項目につ

いて、より細かく整理したものが以下である。それぞれの項目について、コンサルティ

ングニーズの有無を整理した。 

 

表：事業段階別・管理項目別コンサルティングニーズ 

No. 管理項目 概要 

立ち上げ前 導入期 成長期 

各種生産資源の

調達 

従業員の基礎的

能力習得、設備

特性の把握 

現場の改善、労

働生産性向上、

収量向上 

1 経営収支 経営計画、収支管理 ● ● ● 

2 施設設備 施設設備設計、設備保全 ● 〇 〇 

3 許認可 補助事業、法令条例 〇 〇 〇 

4 消耗資材 資材選定、調達 ● 〇 〇 

5 栽培 生産計画、栽培管理 ● ● ● 

6 環境制御 機器設定 ● ● 〇 

7 IPM 病虫害防除 ● ● ● 

8 選果・出荷 品質管理、在庫、物流 ● 〇 〇 
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9 販売 マーケティング、顧客管理 ● 〇 〇 

10 組織・人員 リクルート、組織体制 ● 〇 〇 

11 作業 工数管理、標準化、指導 ● ● 〇 

12 従業員研修 事前研修、OJT、Off-JT ● ● 〇 

13 GAP 是正、維持 ● ● ● 

●：管理項目で、かつコンサルティングニーズが想定されるもの 

〇：管理項目だが、コンサルティングニーズは想定されないもの（自社で実施） 

 

 

➢ コンサルタントに求められるスキル・資質 

前述の様な指導においてコンサルタントに求められるスキル・資質について、国内事

例調査結果を得られたポイントを整理すると以下の通り。 

⚫ 指導の前提となる考え方： 

 栽培管理や施設設備の設計・運用、作業管理等の指導を行う上での前提となる

のが、指導対象事業者の経営状況・収益構造を踏まえたうえで指導を行う、と

いう考え方である。単なる収量向上、ではなく、過去～現状の収支の実績デー

タを見ながら、コスト削減と併せて必要な施策を提案・指導できることがコン

サルタントに求められる。 

 また、栽培管理から作業管理、施設設計、収支管理、労務管理等の知見のうち、

どれか特定の分野のみに特化するのではなく、個々の分野の知見は基本的なレ

ベルのものであっても、それらを網羅的に修得していることが重要となる。 

 さらに、日々の現場の状況を把握しながら、指導内容とその実施結果を比較し

ながら PDCA サイクルを回していくノウハウも重要となる。 

⚫ 栽培技術指導の面： 

 栽培指導においては、栽培管理の知見・ノウハウはベースとして持ちつつ、ま

ずはコンサルティング対象者（施設園芸事業者）と目標（収量の目標や目指す

樹姿等）を共有でき、各パート作業員も含めて、指導内容や作業の必要性を理

解させることが重要となる。 

 さらに、指導したことが実践できたかを確認し、結果がどうであったかを対象

者と一緒に検証する姿勢が求められる。 

 また、特に事業立ち上げ後からコンサルティングを行う場合、事業計画やハウ

ス設計段階への関与がないため、前年度の事業計画・実績や、ハウスの立地や

スペック、栽培品目・作型等の制約条件を踏まえた栽培管理の指導が重要とな

る。その意味において、コンサルタントにとって、栽培指導の根拠となる実証

圃場を有することは、指導上の強みとなる。 

⚫ 施設設備設計指導の面： 

 目標とする収穫量の実現のために、立地条件や栽培品目、作型・季節に応じて、
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栽培に関する知見に基づきながら、最低限求められるハウスの仕様を提示でき

るスキルが重要。 

 求められるハウスの仕様を提示するうえでも、栽培技術と同様に、その根拠と

なる実証圃場を有することは有効。 

⚫ 作業管理の指導の面： 

 特に導入期を中心に、圃場内の区画ごと、植物の生育段階に応じた作業内容ご

とに、作業時間を記録し、データを分析し、作業計画へ反映し、その手順を繰

り返しながら情報を蓄積・精緻化していく PDCA サイクルの運用が重要とな

る。 

⚫ その他： 

 栽培経験のない初心者に対して伝わりやすいよう指導を行う場合や、既にある

程度栽培経験や知見があって自身のノウハウの確立したグロワーに対してコン

サルティングを行う場合等は、コミュニケーション能力（相手の状況・レベル

に応じたコミュニケーション方法をとるスキル）が重要となる。 

 コミュニケーション方法を工夫したり（対面会話、文章での対話、一緒に作業

しながらのコミュニケーション、etc）、説明の仕方を工夫したりする（数字を見

せる、作業の背景となる知識から説明する、等）ことが重要。 

 

➢ 効果的なコンサルティングが成立するためには 

国内のコンサルティング事例や、その人材の育成事例を見ると、有効なコンサルティ

ングが行われるための条件がいくつか見いだされた。次世代施設園芸の今後の地域展

開の一助として、施設園芸事業者のニーズに応じたコンサルタンティングが今後普及

していくためにクリアすべきそれらの条件を、コンサルティングの受け手側、及び提供

側の 2 側面から整理する。 

⚫ コンサルティングの受け手側： 

【情報共有の面】（コンサルタントへの収支構造等の必要情報の提供） 

 コンサルタントが事業者の経営状況・収支構造を踏まえた指導を行うための情

報の共有が求められる。事業者側で保有している各種経営指標データ（事業計

画や、直近年度の実績等）を、秘密保持契約などは締結したうえで、必要に応

じてコンサルタントへ提供することが望ましい。 

【事前計画の面】（適切な事業計画、施設設計等） 

 国内事例では、事業立ち上げ前に、事業計画（あるいは施設建設のための補助

金申請時の計画）や、栽培計画（作型含む）、ハウスの設計が、適切に行われて

いないために、事業開始後の施設運営がうまくいかない、という事例が散見さ

れた。 

 その場合、事業立ち上げ後にコンサルタントが参画し、指導を行っても、それ
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ら事前の計画・設計の不備が制約条件となり、立地条件などから見込まれる最

適な収穫量が得られない事例が見られた。 

 本来であれば、そうした計画・設計が、大規模施設園芸栽培に関する知見を踏

まえて、適切に立案されることが望ましい。施設園芸事業者側にそうした計画

のノウハウが不足している場合は、事業立ち上げ前の計画に対してコンサルタ

ントによる指導（あるいはレビュー）を受けることが望ましい。 

【コミュニケーションの面】（コンサルタントからの指導の受け止め方） 

 ある程度農作業や大規模施設園芸の運営経験のあるグロワーの場合は、コンサ

ルタントからの指導に対して柔軟に対応することが求められる。グロワー自身

の考え方と、コンサルタントの指示が食い違った場合に、きちんと議論して、

なすべき作業を導けるようなコミュニケーション能力や、信頼関係の構築が重

要となる。 

【人員体制の面】 

 特に導入期において、外部のコンサルタントを雇っても、人手不足で日々の作

業に忙殺され、勉強会で別途講義を受けてもそれを吸収しきれないというケー

スがあり得る。 

 従って、特に事業立ち上げ時において、施設の規模や目標収量に応じて、コン

サルタントによる指導を適切に実行できる最低限の人員体制が整っていること

が不可欠である。 

【従業員のリテラシーの面】（栽培に関する基礎的な知識の習得） 

 栽培管理者（グロワー）は、コンサルタントからの指導に適切に対応できるよ

う、事業立ち上げ前にある程度の栽培に関する知識を習得しておくことが必要

であり、農場での OJT 含む事前研修等を受講しておくことが求められる。 

 パート作業員も、作業指示や、業務外での講座を受ける場合等、ある程度内容

を咀嚼できるリテラシーが求められる（農作業や植物に関する基礎的な知識な

ど）。 

 こうした従業員の人材育成・研修の計画も、事業者側で適切にあらかじめ設計

されていることが望ましく、必要に応じてコンサルタントのアドバイスを受け

られると良い。 

【コンサルティングフィーの支払いの面】 

 事業者のニーズに沿った、適切なコンサルティングが地域で普及展開していく

ためには、ある程度コンサルティングが業として成立することが不可欠であり、

コンサルティングの内容に見合ったフィーが適切に支払われることが必要。 

 

⚫ コンサルティングの提供側： 

【人材育成の面】 
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 国内事例では、コンサルタントとして施設園芸事業者に指導を行っている人材

は、いずれもそのスキル・ノウハウの核となる部分を、実際の農場運営の中で

修得（OJT）していったものが多い。（例：やまもとファームみらい野や、あな

んトマトファクトリーでの事例等） 

 また、コンサルタント人材を育成する際にも、各人材のスキルを段階的に評価

（見える化）し、それを踏まえた人材育成を行うことで、より効果的な人材育

成が可能となる。例えば、やまもとファームみらい野等で用いられた「OJT シ

ート」の様に、標準化された人材育成のカリキュラム・ツールがあることが望

ましい。 

【知見・ノウハウの蓄積の面】 

 コンサルタント人材が、より自身の知見・ノウハウを蓄積し、深めていくうえ

では、大規模園芸施設での栽培経験を都度実際に積みながら、自身の知見・ノ

ウハウの基盤・基準を形成する拠点が重要となる。コンサルタントが、自らの

スキル・ノウハウの形成のバックボーンとなる実践農場を有しているというこ

とが、非常に強みとなる。 

 コンサルティングを行う際には、その指導の一つのツールとして、地域・栽培

品目に応じた栽培方法のマニュアルがあると、その知見・ノウハウの地域展開

に有用である。また、そうしたノウハウを地域の中で作り上げていく体制があ

ることが、コンサルタント等（普及員も含む）の人材育成において、強みとな

る。 

【地域連携の面】 

 立ち上げ後初期にコンサルティングを依頼する事業者は、高頻度での訪問（あ

るいは常駐）を前提に、密にコミュニケーションが取れることを望む事例が多

く見られた。 

 また、コンサルタンティングにおいて、防除関連の知識や、行政の関連制度の

知見等、各地域固有の情報が求められることもある。 

 従って、各地域の状況を踏まえつつ、事業者を手厚くフォローアップするため

の指導体制として、コンサルタントが地域の他主体（都道府県の普及指導員や、

JA の営農指導員等）と連携することが求められる。 

 都道府県の普及指導員であれば、地域の生産者間のネットワーキングの支援・

フォローアップや、生産者とコンサルタントとのつなぎ役、地域固有の情報の

共有、等の形でコンサルタントと連携を図ることが望ましい。 
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（4） 今後の次世代施設園芸のコンサルティング普及に向けた方向性（素案） 

前節で整理した、効果的なコンサルティングが成立するために求められることを踏

まえたうえで、今後の次世代施設園芸の普及に向けた施策の方向性を提示する。 

➢ 人材育成の拠点づくり 

 はじめに、これまでの本作業部会における調査結果を踏まえ、コンサルタント

に求められるスキルに応じた、研修項目を一覧として整理すると以下の通り。 

 

表：研修項目案一覧 

内容 参考テキスト 

Ⅰ
．
計
画
策
定 

①太陽光型植物工場の

事業計画 

｢太陽光型植物工場の事業計画｣（PDF：388KB） 

（書き下ろし）（林 俊秀＝（株）Tedy）  

②人工光型植物工場の

事業計画 

｢人工光型植物工場の事業計画｣（PDF：1,620KB） 

大阪府立大学植物工場研究センター 次世代施設園芸人材育成研修

2017 2017/11/10 開催（浦勇 和也＝旭テクノプラント（株）） 

③太陽光型植物工場の

施設設備導入計画 

｢施設と設備の導入計画｣（PDF：1,764KB） 

大阪府立大学植物工場研究センター 指導者育成研修 2018 No.1 

～経営にかかわる知識～ 「植物工場をはじめる前に」 2018/7/5

開催（土屋 和＝（一社）日本施設園芸協会） 

④人工光型植物工場の

施設設備導入計画 

― 

⑤販売計画 

｢野菜の流通概論｣（PDF：4,466KB） 

｢野菜の販売概論｣（PDF：6,535KB） 

大阪府立大学植物工場研究センター 指導者育成研修 2018 No.1 

～経営にかかわる知識～ 「植物工場をはじめる前に」 2018/7/5

開催（阪下 利久＝オイシックス・ラ・大地（株）） 

⑥従業員の育成とモチ

ベーション向上 

｢大規模施設園芸における経営管理問題と人材育成｣（PDF：

790KB） 

NPO 植物工場研究会 2018 年度植物工場研修 No.9 ～太陽光型植

物工場での栽培と環境制御の実技と理論を学ぶ～ 2018/11/28 開催

（田口 光弘＝農研機構） 

⑦生産計画と事前準備 ― 

Ⅱ
．
生
産
管
理 

①生産管理と作業管理 

｢植物工場における生産管理の実際｣ （PDF：2,176KB） 

大阪府立大学植物工場研究センター 次世代施設園芸人材育成研修

2017 ｢植物工場での実用技術｣ 2017/10/26 開催（大山 克己＝み

のりラボ（株）／大阪府立大学） 

②GAP と生産管理 

｢生産管理の重要性（GAP 取得の観点から）｣ （PDF：2,945KB） 

大阪府立大学植物工場研究センター 次世代施設園芸人材育成研修

2017 ｢植物工場における生産管理｣ 2017/10/13 開催 

｢GAP との関連でみる次世代拠点の品質管理・衛生管理｣（PDF：

1,554KB） 
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平成 29 年度次世代施設園芸地域展開促進事業（全国推進事業）成果

報告会 2018/3/22 大阪府立大学開催 

（阪下 利久＝オイシックス・ラ・大地（株）） 

③施設設備管理 ― 

④生産性と収益向上 

｢次世代施設園芸拠点における作業工程管理に関する取り組み事例｣

（PDF：2,735KB） 

平成 29 年度次世代施設園芸地域展開促進事業（全国推進事業）成果

報告会 2018/3/22 大阪府立大学開催（大山 克己＝みのりラボ

（株）／大阪府立大学） 

Ⅲ
．
栽
培
管
理 

①光合成と環境応答 ― 

②栽培管理とモニタリ

ング 

― 

③培養液管理と設備 
｢培養液管理と設備｣（PDF：2,369KB） 

（書き下ろし）（和田 光生＝大阪府立大学） 

④施肥設計と処方 

｢養水分吸収と培養液処方｣（PDF：1,074KB） 

NPO 植物工場研究会 2017 年度植物工場研修 人工光型栽培実践者

研修 2018/2/22 開催（塚越 覚＝千葉大学） 

⑤施設栽培の総合防除

と天敵利用 

｢養液栽培における病害虫防除｣（PDF：12,458KB） 

三重県農業研究所 平成 29 年度植物工場三重実証拠点研修 ｢栽培技

術に関する理論と実際｣ 2017/12/18 開催（山中 聡＝アリスタライ

フサイエンス（株）） 

⑥水耕病害の診断と防

除 

｢水耕病害の診断と防除｣（PDF：6,375KB） 

大阪府立大学植物工場研究センター 次世代施設園芸人材育成研修

2017 ｢植物工場での実用技術｣ 2017/10/26 開催（東條 元昭＝大

阪府立大学） 

Ⅳ
．
環
境
制
御 

①環境制御の基本技術 

｢太陽光型植物工場における環境計測・制御の基礎｣（PDF：

6,897KB） 

大阪府立大学植物工場研究センター 次世代施設園芸人材育成研修

2017 ｢植物工場における計測制御｣ 2017/7/14 開催 

｢植物生理と栽培技術｣（PDF：8,247KB） 

大阪府立大学植物工場研究センター 指導者育成研修 2018 No.3 

～栽培するための知識～ ｢植物工場での生産技術｣ 2018/10/11 開

催 

（東出 忠桐＝農研機構） 

②環境要素の計測技術 

｢環境計測用センサと植物工場での利用｣（PDF：3,563KB） 

NPO 植物工場研究会 2017 年度植物工場研修 太陽光型栽培実践者

研修 ｢環境要素の計測と制御技術①｣ 2017/10/18 開催（関山 哲

雄＝NPO 植物工場研究会） 

③温室環境の制御 ― 

④大規模施設の環境制

御 

｢環境制御技術｣（PDF：16,752KB） 

大阪府立大学植物工場研究センター 指導者育成研修 2018 No.2 

～設備に関する知識～ ｢植物工場での環境計測・制御技術｣ 
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2018/9/7 開催（林 真紀夫＝東海大学） 

⑤環境制御による成長

制御 

｢統合環境制御コンセプトと DM-ONE の開発｣（PDF：2,198KB） 

NPO 植物工場研究会 2018 年度植物工場研修 指導者育成講座【環

境制御編】 2018/9/13 開催（狩野 敦＝（株）ダブルエム） 

⑥エネルギー管理 

｢次世代施設園芸拠点のケーススタディー ～エネルギー管理～｣

（PDF：4,264KB） 

平成 29 年度次世代施設園芸地域展開促進事業（全国推進事業）成果

報告会 2018/3/22 大阪府立大学開催（林 真紀夫＝東海大学） 

⑦CO₂制御の実際 
｢CO₂制御の実際｣（PDF：5,804KB） 

（書き下ろし）（礒崎 真英＝三重県農業研究所） 

⑧UECS による環境制

御の実際 

｢UECS による環境制御の実際｣（PDF：4,945KB） 

平成 30 年度第 2 回農研機構つくば植物工場研修会 2018/10/25-26

開催（安 東赫＝農研機構） 

⑨キュウリの環境制御 

｢キュウリの環境制御｣（PDF：9,569KB） 

三重県農業研究所 栽培技術に関する理論と実際・ケーススタディと

ディスカッション（第 5 回） 2018/2/1 開催（東出 忠桐＝農研機

構） 

Ⅴ
．
大
規
模
施
設
園
芸
の
実
際 

① 大 規 模 ト マ ト 栽 培

(土耕栽培)の実際 

｢大規模トマト栽培（土耕栽培）の実際｣（PDF：5,968KB） 

（書き下ろし）（岩本 健太郎＝栃木県下都賀農業振興事務所） 

②大規模イチゴ栽培の

実際 

｢大規模イチゴ栽培の実際｣（PDF：771KB） 

（書き下ろし）（今村 仁＝農研機構） 

③大規模パプリカ栽培

の実際 

― 

④大規模レタス栽培の

実際(太陽光型) 

― 

⑤大規模レタス栽培の

実際(人工光型) 

― 

出典：大規模施設園芸・植物工場 共通テキスト 
https://jgha.com/tm01-4-kyoutsuutext/ 

 

 

 国内でのコンサルティング事例、及び人材育成の事例を踏まえると、上記の表

で整理した研修項目を含め、大規模施設運営を指導するためのスキル・ノウハ

ウは、実際の圃場での栽培経験を積みながら、その基盤・基準が形成されてい

る事例が大半であった。コンサルタントにとっても、自らのスキル・ノウハウ

の形成のバックボーンとなる実践農場を有しているということが、強みとなる。

従って、コンサルタント人材を育成する場には、（大規模な）生産拠点が隣接し

ていることが望ましい。 

 そのような人材育成の拠点整備の方策は、地域に新しく施設を設置するか、次
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世代施設園芸拠点や既存の研修施設で代替するか、民間の事業者が自社人材を

中心とした人材育成の場として設置するか、等幅広く検討されるべきである。

また、その運営主体としては、生産拠点としての事業運営が求められること、

人材育成という複数主体が協調すべき性質も有していることから、産官学を跨

ぎ、また民間事業者も生産者、資材メーカー等業界を横断した、施設園芸に関

係する多様な主体による参画が求められる（例えばコンソーシアム形式の運営

など）。 

 適切な拠点の整備・運営を図るためにも、そうした多様な主体による、人材育

成拠点の在り方を検討する場が今後求められる。 

 

➢ コンサルタント（またはコンサルタント組織）の制度化 

 昨年度の韓国調査では、農業経営コンサルティングに対する補助事業が、韓国

における大規模施設園芸の普及拡大に貢献したという事例が見られた。補助対

象のコンサルティング会社は、政府による認定を受けた会社に限られていた。

なお、その認定要件は、企業規模等の他に、コンサルタントの経歴や、過去の

コンサルティングの実績、コンサルティング先の生産者からの評価などが一定

の基準を満たしていることである。 

 今後日本においても、施設園芸事業者がコンサルタントを探し、適切な内容の

指導を依頼できるようにするために、一定の要件に沿った知見・指導ノウハウ

を有するコンサルタントに対する、資格・登録等の公的な制度が整備されるこ

とが望ましい。 

 コンサルタントの資格・登録制度を民間で整備する場合は、業界団体などその

受け皿となる組織が求められる。その際、資格・登録の要件としての、コンサ

ルタントのスキルを評価する仕組みにおいては、生産者の視点（栽培の視点）

が反映されていることが重要である。制度の受け皿となる組織も、例えば生産

者側の主体が構成員として参加する等のあり方が望ましい。上記の人材育成拠

点を運営する産学官のコンソーシアムが、受け皿組織となる、という方向性も

有りうる。 
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III. 委員による所見 

 

｢今後の人材育成における課題と対応策について｣ 

 

1. はじめに 

次世代施設園芸の普及が、国産施設野菜の安定供給化に貢献するためには、施設園芸経営

者の規模拡大と生産性の向上による手取り最大化が必須であると考える。施設園芸経営者

の業務フィールドは広く、幅広い知識や技術、経営ノウハウ等を一経営体で習得するのは非

常に難しい。多くの施設園芸経営者が安定経営するための、社会基盤が必要であり、その普

及に向けた様々な支援者を含めて、人材育成をしていく必要がある。 

 

2. 施設園芸人材（支援者を含む）とは 

下記のように定義する。 

（１） 施設園芸経営者 

数十名程度の従業員の雇用による農業経営を実行できる人材。 

（２） 施設建設および資材関連人材 

経営に合わせた必要な施設・機器・資材等を選定・供給・メンテナンスをする人材。 

（３）栽培指導および経営コンサル人材 

計画段階から立上げ、開始から経営の安定化まで、技術と経営の両面を理解・支援

できる人材。 

（４）研究開発と試験等の実証実施人材 

   農業現場での課題を認識し、上記の人材と連携し、研究・開発できる人材。 

 

3. 人材育成の課題 

 上記人材が不足していることは言うまでもない。上述した特徴を持つ人材を育成するた

めには、経営者と各関連人材が連携し、密接なコミュニケーションや情報共有が必要不可欠

である。施設園芸経営者の実態を理解せずに、各々の立場でかみ合った議論ができていない

ことは、本部会で往訪した法人からも声が上がっていた。非常に残念なことではあるが、現

状は、業界内の情報や人材の硬直化が著しい。施設園芸の多様な知識や技術を人材育成につ

なげるためには、人材交流が必要なのではないだろうか。 

 

4. 総合的な窓口と技術者登録 

人材交流を加速させるために、施設園芸関係者の技術者登録と総合的な窓口となる組織

が必要である。韓国やスペインのような資格制度となることも考えられるが、まずは登録で

きる仕組みから開始したいところである。 
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5. 人材の流動化・多様化とキャリア形成の仕組み 

施設園芸における技術は、今後益々発展していくことが予想される。それらの知識や経験

を一組織や企業で習得することは困難なため、業界全体でのキャリア形成の仕組みを考え

る必要がある。前提として、多様な働き方がある中で人材の流動化は加速する方向であると

思われる。施設園芸業界全体で、若手人材を共に育成していく仕組みを作りたい。 

 

6. 科学技術の発展と人材育成の場の協働化について 

今後さらに科学技術は発展していく中で、最新の施設や技術を利用した栽培方法が開発

されていくだろう。たとえば、ICT により情報伝達の仕組みが変わりつつある。双方向のコ

ミュニケーションが可能となり、菜園に往訪せずとも植物の状態を把握することが可能に

なってきている。また、ウェラブルデバイスの活用や生体情報の可視化により、これまで見

えなかった人の動きが簡単に把握できることや、出荷量の予測が可能になるなど、次世代施

設園芸における経営手法そのものが劇的に変わる可能性がある。これらの最新技術をもと

に今後も人材育成を行うためには、次世代施設園芸に特化した人材育成の場が必要である。

経営者の規模が数ヘクタールになる今では、その規模での実経営をする前に、実践指導も必

要だろう。最新鋭の機器を選定する仕事を実経営者で判断することは不可能である。 

そのため、施設園芸経営者の人材育成の場に、施設建設および資材関連人材や栽培指導お

よび経営コンサル人材、そして、研究開発と試験等の実証実施人材が一つの場で共に運営す

る大規模な人材交流機関を提案したい。この機関で上述の施設園芸総合窓口や登録認証制

度の管理・運用を行い、多様な人材のキャリア形成プランを実現することで、施設園芸人材

のインキュベーションセンターとなるだろう。今後の次世代施設園芸の普及のため、本計画

をどのように実現していくべきかを詳細議論していく機会を提案していきたい。 

 

7. おわりに 

最後になりましたが、本部会の部会員の皆様、部会運営にご協力いただいた皆様、部会の

依頼で視察にご協力いただいた皆様に感謝と共に、次世代施設園芸の発展のために、これか

らも協働できることを祈念しております。一年間ありがとうございました。 

 

（カリキュラム検討作業部会委員長  JA 全農耕種総合対策部 吉田征司） 

 

 

｢今後の人材育成における課題と対応策について｣ 

 

近年、全国にはヘクタール単位の大規模な面積で野菜等を生産する温室が建設・運営され

ている＊１。しかし、全ての経営が順調とは言えず、むしろ、悪戦苦闘している事例も多いと

いっても過言ではなく、今回の事業調査でも経営の苦労、特に事業立ち上げ時の苦労を多数
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聞き取れた。温室は建ったけど「誰が動かすの？」という場面や、そもそも設備そのものが

温室業者主導で建設され、能力や機能的に不十分・非効率な実態さえあり、その建設コスト

も加味すればスタートラインに立った時点で、経営の可否が予見されたりもする。また、コ

ンサルタントを導入はしたが、能力・指導力の不足や方向性・守備範囲の相違、あるいは受

け手側の不備なども散見された。 

日本の大規模温室における野菜生産が、一産業として発展するためには、大前提として温

室そのもののハード的な能力・機能・品質の向上、そしてコスト低減が大前提であるが、同

時に「担う人材の育成」が急務であると思われる。 

カリキュラム検討作業部会においても、大規模野菜生産温室を動かすためには、運営に要

する能力を修得したグロワー(農場長)の存在が必要であり、加えてグロワーを支えるコンサ

ルティング体制も求められるとし、その守備範囲は、栽培技術を中心として、労務管理・設

備の維持管理、経営的視点などにも能力を備えていること、さらには、彼らのような人材：

コンサル＊２を育てる仕組みや、育てる“場”が必要であると集約され、同意見である。 

私自身も温室野菜生産に取り組み 20 年になり栽培規模も 2.5ｈａ程を経営するが、ここ

に提言するような教育の場があり、輩出されるコンサルタントにサポートを受けるような

機会に恵まれれば、試行錯誤や回り道も少なく、また異なった経営展開がされていたであろ

うとも想像する。 

＊１：全国において、面積 1ha を超える野菜生産温室は、160 棟が建設され運営され、そ

の多くには統合環境制御・養液栽培・加温等の装備を備えている。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 1) 大規模施設園芸・植物工場 

実態調査・事例調査 P.160 より  平均面積を約２ha と仮定すれば延べ面積は

300ha を超える(加筆)。 

＊２：育成する中心ターゲットは、栽培を指導する側：コンサルタントの育成を目標とす

るが、受け手となるグロワー(農場長)、あるいは経営主も育成の対象と考える。 

 

検討会でまとめられたような、コンサルタントを育てるためのＯＪＴ＋座学をおこなえ

る教育の“場”＝トレーニングセンターを創出することを提案したい。創出主体は、官・民・

産・学を問わないが、箱もの作りだけに留まることなく、生きた活動のある施設・体制が必

要である。目的は、日本における大型野菜生産温室の振興発展であり、衰退する日本農業に

おいても、未来に繋がる一つの姿として温室野菜生産の一形態を示すことであり、食糧供給

の一翼を担うことであり、そこに活躍する人材の育成である。 

立ち上げ当初の規模感は、数種の果菜類を対象とする小規模な(２ha 前後)トレーニング

センターをスタートさせることを想定する。将来は、多種の野菜 (花き含む？)を生産する

大規模(１０ha 程度)トレーニングセンター、更には、育った人材の活躍の場となれるよう

生産活動へも拡大発展させ、熱源を備えるようなメガファームも視野としたい。 
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コンサルの育成目標には以下が掲げられる（受けて側の立場からは、どのような能力を有

するコンサルが求められているのか、ということになる)。 

① 求められる能力の中核は、大規模温室における運営に見合うよう次の栽培技術を有する

こと。 

・基礎的な栽培知識 

・植物生理(農業に必要なレベルで可) 

・作物診断と対応する環境制御 

・ＩＰＭ(病害虫診断と対処方法、天敵や農薬の知識) 

・施設設備の操作、取り扱い、維持管理方法 

② 経営診断能力(決算書や月次報告書を読み、経営状況を把握し生産場面へ反映できるレベ

ル) 

③ 収穫物の品質管理、選果・梱包・出荷調整などができること(この項は、分担も可)。 

④ コミュニケーション能力(経営者やグロワーあるいは現場作業者と必要な会話、指示・指

導ができること)。 

⑤ 課題の抽出とその解決策を提案し、ＰＤＣＡなどを活用するスキルを有すること。 

⑥ コーディネイト力。難題や高レベルでの分析を要するような案件については、大学や研

究機関と連携して対処できること。同様に地域特有の課題について普及センター等と連

携できること。 

⑦ 温室設備や仕様(場合によっては、係わる法律や制度も)について知識を有し、コンサル

できること 

 

あわせて、現場にて活躍するコンサルの能力・技量を評価する仕組みも必要である。コン

サルによって経営に大きな影響を与えることもありうるので、コンサルには、ある一定の能

力・技能を満たすことが要求され、それを第三者的に評価する免許制度などが必要になると

思う。 

コンサル育成は、その志望者が大規模野菜生産温室において体験を繰り返し、自ら知見・

ノウハウを蓄積し深めることが必要不可欠であり、ＯＪＴによる育成が近道であると思う。

そこに理論を学べる座学講義があればより充実する。海外調査でも国内においても、ＯＪＴ

により育ったコンサルに調査の中でも多数出会ってきた。そのようなコンサルが多年にわ

たり複数の案件に対応し、経験を積み重ねることにより、さらに優秀な一流コンサルタント

に成長し活躍している。経験の積み重ねが彼らのバックボーンであり自信・強みとなる。そ

のような実践教育の“場”＝トレーニングセンターの設立を強く望む。 

 

（カリキュラム検討作業部会委員  ㈱Tedy 林 俊秀） 
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｢今後の人材育成における課題と対応策について｣ 

 

1. 現在求められている人材と課題 

1.1.次世代施設園芸技術を理解した施設設計 

ヘクタール規模の施設が全国に建設され、その課題が少しずつ挙げられてきている。施設

を設計する企業、内部設備を担当する企業とも、ヘクタール規模の設計、施工実績が少なく、

同線が十分に考慮されていないため、作業効率が低下する、暖房機の能力不足で温度ムラが

出てしまう、選果・出荷や休憩スペースが狭い、など設計時に本来なら回避したい内容が多

くある。 

これらは、施設をどのように利用するのかを理解、またはアドバイスをもらいながら設計

をすることで、回避できる可能性がある。そのためには、次世代施設園芸で求められる設計

ができる人材、または設計に助言のできるアドバイザーが必要である。 

 

1.2.次世代施設園芸技術のうち、栽培技術・雇用管理を理解した栽培管理者 

資金だけ確保して次世代施設園芸を開始し、計画通りに進めることができずに、利益を効

率よく上げることができない事例が見受けられる。栽培管理者が、一定の技術を持っている

ことは、多くの投資をしている次世代施設園芸では必須といえる。国内にはこのような人材

は少なく、栽培管理のできる人材が必要であるが、各企業または生産者が自ら育成した人材

を放出することは少なく、募集すれば希望するような人材が集まる状況にはない。 

 

1.3.次世代施設園芸技術を理解した研究開発 

これまでの施設園芸の研究開発は、限定的な環境制御または土耕栽培で栽培している施

設で行われていることが多い。次世代施設園芸では、高度な環境制御・施設と養液栽培の組

み合わせのものが多く、これまで組み立てられてきた栽培技術、品種などが適さないことが

あり、技術面での律速となっている。また、現在取り組まれている次世代施設園芸技術は、

海外から取り入れられたものが多くあり、必ずしも日本に適しているとは言えない。 

このような状況を理解し、次世代施設園芸に求められる技術を研究開発できる施設と人

材が必要であるが、現時点では充実しているとは言えない。 

 

1.4.次世代施設園芸技術を理解したアドバイザー 

前述の「1.1」「1.２」のように、初めて施設の設計や栽培管理を行う場合には、経営者、

栽培管理者および作業者の経験や情報不足により、当初の目標を大きく下回る結果となっ

てしまうことがある。そのため、企業または生産者が、次世代施設園芸に初めて取り組む場

合、経営、技術、雇用管理など不得意とする分野の支援や、地域とのかかわり方など、次世

代施設園芸または、それぞれの専門分野を十分理解した第三者による助言が必要である。農

業改良普及員や営農指導員をはじめとする地域に密着した指導員のほかに、全国を飛び回
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る栽培コンサルティング会社や個人のアドバイザーが存在するが、それぞれどのくらいの

知識や情報量を有しているのかなど、力量を判断することができない。 

 

2. 改善するための方策案 

4 つの求められる人材と課題について述べた。その中でも「1.3 次世代施設園芸技術を理

解した研究開発」、「1.4 次世代施設園芸技術を理解したアドバイザー」は、要（かなめ）で

あり、まず進めるべき内容と考える。この 2 つの項目を進めることにより、時間はかかるが

「1.1 次世代施設園芸技術を理解した施設設計」「次世代施設園芸技術のうち、栽培技術・雇

用管理を理解した栽培管理者」の人材育成にもつながる。 

「1.3 研究開発」「1.4 アドバイザー」とも一足飛びに育成できる人材ではないため、人材

の確保は、これまでの施設園芸を担ってきた人材を活用しながら、少しづつ求める人材を育

成し、選手層を厚くしていくことが必要と思われる。例えば、「1.3 次世代施設園芸技術を理

解した研究開発」では、栽培管理者やアドバイザーが期待する研究テーマ定め資金とともに、

これまでの研究開発に取り組んできた公設試、大学、企業に提供し、次世代施設園芸技術の

研究開発に可能な限り取り込むことから始め、有望な機関に集中するまたは人材を集める

方策を検討する。「1.4 次世代施設園芸技術を理解したアドバイザー」では、様々なアドバイ

スをできることを示す資格または基準作りと、その運用方法を検討する、などが挙げられる。 

 

（カリキュラム検討作業部会委員  農研機構野菜花き研究部門 礒﨑 真英） 

 

 

｢今後の人材育成における課題と対応策について｣ 

 

1. はじめに 

本年度カリキュラム検討作業部会の委員として宮城県や高知県における次世代施設園芸

等を訪問し、聞取り調査を行った。その調査をもとに人材育成における課題と対応策につい

て整理していきたい。 

 

2. 農場管理者（グロワー）の人材育成 

農場管理者は農場を総括的に運営する立場であることから対象品目の栽培管理技術の習

得は必須である。このため事前に他農場での実習や座学の受講等を通じてスキルを身につ

けているケースが多い。しかし、今回の調査で強く必要性を感じた要素は労務管理に関する

知識である。次世代施設園芸は経営規模が大きく、雇用導入が不可欠になる。今回調査した

全ての農場において作業時間の記録を実施していた。データを蓄積することで１週間単位

での作業計画を策定することができ、管理作業の遅れや過剰な労力の投入を防ぐことがで

きる。この点を踏まえて農場管理者の育成を図っていく必要がある。 
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また、各農場では作業の指示方法やルールの掲示等、創意工夫が見られることが多かった。

このことから農場管理者向けの他農場見学会の開催や農場管理者間のネットワーク構築は

人材育成に有意義なものと思われる。 

 

3. コンサルタントの人材育成 

今回の調査でコンサルタントに求められるスキルはハウス設計、栽培指導、労務管理など

非常に多岐にわたることが分かった。現状では依頼主からの要望に対して一定以上のレベ

ルで対応できるコンサルタントはそれほど多くはない。その中において、ニーズに対応でき

ているコンサルタントには共通事項があると感じた。それは次世代施設園芸と同規模の農

場を所有している、もしくは提携している農場があるということである。農場で実証したこ

とをノウハウとして伝えることで良い結果に導いていることが多い。このことから今後コ

ンサルタントの人材育成を目指すには、全国各地域で展開している次世代施設園芸拠点等

との連携は不可欠である。その拠点を核としてコンサルタントに必要なスキル習得を図れ

る仕組みづくり、体系化が必要と思われる。 

また、今回の調査では販売面のコンサルティングをしている事例は無かった。生産資材等

が高騰する一方で、農産物価格が低迷している現状を踏まえると生産から販売までをワン

パッケージとしたコンサルティングが経営の安定には必要ではないだろうか。 

 

4. 普及指導員の人材育成 

全国的に普及指導員は中堅職員が減少し、若手職員の割合が高くなっている。また、同一

地域での赴任期間も３～５年程度と短い傾向にある。これを受け各都道府県では集合研修

やＯＪＴ等を活用しながら若手職員の育成に努めているところである。このような中で高

知県におけるデルフィー・ジャパン（民間コンサルタント）と連携した取組は生産者への環

境制御技術の普及定着はもちろんのこと、それに携わる普及指導員の資質向上には非常に

有効と思われた。民間コンサルタントから支援を受けながら普及指導員は生産者とともに

取り組むことで、高度な環境制御技術を習得することができているとのことであった。 

普及指導員は個別経営体を対象として指導は行うが、次世代施設園芸等の企業的な大規

模経営に対しては濃密に指導する機会は少なく、また対象を地域や産地といった面として

捉えることも多い。一見すると民間コンサルタントと住み分けができそうではある（次世代

施設園芸は民間コンサルタントのような）。しかし、そうではなく普及が持つコーディネー

ト機能（関係機関との連携）を発揮して、今後は民間コンサルタントと連携することで、よ

り効率的で効果的な普及活動が展開できる可能性は高いと思われた。 

 

（カリキュラム検討作業部会委員  千葉県農林水産部担い手支援課 武田 雄介） 
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｢今後の人材育成における課題と対応策について｣ 

 

近年、次世代施設園芸に関する認知度が上がり、生産管理の高度化や生産性向上の重要性

について理解されつつある。全国に高生産性を実現している先進事例も増え、多収・高品質

生産による収益性向上の見本となっている。これらの先進事例に共通するものとして運営

や管理の面で優れた人材が存在することである。彼らは理論と経験を基に、様々な場面に応

じて柔軟に対応し、生産効率の最大化を図っている。しかし、次世代施設園芸が展開する中、

対応できる人材は極めて少なく、これらの人材を養成できる体制の確立は課題として残っ

ている。ここでは、今後の人材育成において必要とされることについての見解を述べる。 

まず、教育機会の拡充が必要であると考えている。各地において施設生産に係る技術研修

や専門家による講演会など、情報を得る機会はあるが、生産計画から管理、流通に至る一連

の技術を体系的に取得できる場は少ない。なお、生産の規模や特性、レベルに応じてテーマ

の選択ができ、持続的に行われている教育の場は限られている。施設生産における政策や取

り組みの積極さには地域差もあり、身近なところでの研修機会は少ないと思われる。生産者

に対する技術指導の役割を補っている普及指導員でも、体系的な教育の場は少ないと言え

る。より広域に教育場の数や頻度を拡大するべきであると判断する。特に、大規模施設生産

のように、栽培技術以上に生産計画、雇用、作業管理、労働生産性、リスク管理などが重要

視される場合は、理論に加え実践的な教育が可能な場の確保が極めて重要である。 

一方、人材育成の教育内容の面でも改善が必要である。近年、多収や生産性向上のための

環境制御技術および栽培管理方法に関しては概ね整理されていると思われるが、設備導入

や設計、販売、労働生産性向上技術など、準備や運用、経営に係る部分の整理は十分ではな

いと判断する。大規模施設や高収益を実現している先進事例から得られる情報を整理する

ことによって、人材育成に活用できる貴重な教材になる。また、人材育成における教育内容

の統一性の確保は重要である。断片的な知識や特殊な栽培に使われるテクニックなど、施設

生産の現場では誤った内容で指導される事例がある。科学的な根拠を基に、技術の検証や信

憑性の確認が必要である。さらに、教育内容の定期的な更新は重要であると考えている。例

えば、センシングや ICT、IoT のように、先端技術が急速に進んでおり、活用する場面が増

えているため、既存のカリキュラムに新技術や新しい分野の内容を定期的に更新できる仕

組み作りが必要である。人材育成用共通テキストを制作・共用し、定期的な改訂を行うこと

は一つの方法であると考えている。生産規模別、生産体系別、育成する人材のレベル別など、

細分化されたカリキュラムの用意も必要であると判断する。 

最後に、次世代施設園芸の普及拡大に向けた人材育成とともに、教育者・研究者・開発者・

生産者間のネットワークを形成し、常に有意義な情報の提供や共有が可能であれば、次世代

施設園芸の大幅な進歩につながると信じている。 

 

（指導者育成検討専門委員会委員長  農研機構野菜花き研究部門 安 東赫） 
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