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 再 任 の ご 挨 拶 

 

 ６月５日の総会、第２回理事会（書面決議）におきまして、会長に再任いた

だきました株式会社大仙の会長の鈴木 秀典です。これまで役員及び会員の皆

様にはこの２年間、協会の活動にご理解ご支援をいただき感謝申し上げます。

引き続き、会長を務めさせていただくことになりますが、これまで以上にご支

援ご協力をお願いいたします。 

さて、この度の新型コロナウイルス感染症でお亡くなりになった

方々ご冥福をお祈りするとともに、感染された皆様にお見舞い申し上

げます。中国の武漢で発生しました新型コロナウイルスが全世界に感

染拡大し、６月末日現在、感染者数は１千万人に達し、死者数は約 50 万人を超えるというパンデミ

ックが発生し、世界経済にも暗い影を落としております。日本でも、新型インフルエンザ等対策特別

措置法に基づき緊急事態宣言が発出され、感染防止が講じられるとともに、影響を受けた事業者に対

する支援策も講じられております。農林水産省からは特に、農産物は国民生活に、また、施設園芸資

材を始め農業資材は農業経営に欠かせない物品であることからその安定供給の確保のため、感染防止

策や事業継続のための取組みの強化を求められております。 

これまでの努力の結果、緊急事態宣言は解除されましたが、引き続き感染防止対策を継続すること

が求められております。このため、６月５日開催した定時総会につきましても、少人数の集まりとさ

せていただきましたし、本年７月に予定しておりました「ＧＰＥＣ2020 in 愛知」につきましても一

年延期することとしております。さらに、施設園芸農家については花き生産農家に大きな影響を受け

ており、今後の施設園芸業界全体の先行きについても大きな不安を抱えているというのが実情ではな

いでしょうか。 

このような状況の下で、協会といたしましては、感染拡大防止を第一とし、国を始め関係機関・団

体と連携し、その悪影響からできるだけ早期に脱却できるよう会員の皆様と協力しながら取り組んで

まいりたいと考えておりますので、これまで以上にご支援・ご協力をよろしくお願い申し上げます。 

 本年度の事業等については、新型コロナウイルスの感染の動向等により、大きく変更せざる得ない

ことや新たな対策に取り組む必要が生じることなどが想定されます。会員の皆様のご意見を十分に伺

いながら、事態の変化に柔軟に対応した協会運営に努力してまいりたいと考えております。施設園芸

は、ハウスメーカー、フィルムメーカー、暖房機等の設備メーカー、肥料・農薬・種苗などの資材メ

ーカーとその販売業者など多くの業種の企業の密接な連携の下に成立しており、正しく当協会の会員

の皆様がいてこそ、成り立つ業界だと考えております。こうした時代だからこそ、会員の皆様には、

協会活動への積極的なご参画と、ご支援、ご協力の程、何卒よろしくお願い申し上げ、再任の挨拶と

させていただきます。 
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【協会からのお知らせ】 

 

 
 

   
                 

 

＊７月 15日(水)～17 日(金)  

「施設園芸・植物工場展 2020」（ＧＰＥＣ)の開催 

場所:愛知県国際展示場（Ａichi Ｓky Ｅxpo）    場所： 同  左 
 

＊８月 26日(水)～28 日(金)  

「第 15 回施設園芸技術中級講座」の実施 

場所：千葉大学（柏の葉キャンパス）植物工場研修棟 
 

＊９月 ３日(木) ～４日(金)  

「施設園芸新技術セミナー・機器資材展 in 佐賀」の開催 

  場所：武雄市文化会館（佐賀県武雄市） 
 

 

※今後のスケジュールについては、新型コロナウィルス感染の影響が不透明であり、中止・延期等の情報は

速やかにお伝えできるように努めます。 

 

 

 

 
  
去る６月５日、東京千代田区の KKR ホテル東京にて、協会の令和２年度定時会員総会を開催しまし

た。当日の出席者は、代理人を含め 11 会員、委任状提出 47 会員、議決権行使書提出３会員、合計

61 会員、また農林水産省からは、生産局園芸作物課の花き産業・施設園芸振興室の角張課長補佐、

白井係長のご臨席をいただきました。 

 議事概要は以下のとおりです。 

（1）令和２年度事業報告及び決算について・・・原案どおり承認されました。 

（2）令和２年度事業計画及び予算について・・・原案どおり承認されました。 

（3）令和２年度の会費の額等について・・・・・前年度と同様とすることが承認されました。 

（4）役員の選任について・・・ 

 今回の総会で監事を含め現在の役員の任期が終了したので、全員の改選を行いました。その結果、

理事 27 名（うち新任８名）が選出されました。 

 

 

 

 

書面で理事会を開き、理事の間で互選を行い、新たに鈴木 秀典理事が会長に、大出理事、中澤理

事、安井理事が副会長に、高市理事が常務理事にそれぞれ選任されました。 

 

１．日本施設園芸協会 今後の主要行事予定 

延 期 2021 年 7 月 14 日(水)～16 日(金） 

２．（一社）日本施設園芸協会 令和２年度定時会員総会の報告 

３．（一社）日本施設園芸協会 令和２年度第２回理事会（書面開催）の報告 



●一般社団法人日本施設園芸協会 新役員名簿                   

役　　職 所　　　　　属 備　　　考

会　　  長 鈴 木 秀 典 株式会社 大仙

副 会 長 大 出 祐 造 株式会社 誠和

副 会 長 中 澤 秀 樹 全国農業協同組合連合会 新任

副 会 長 安 井 一 郎 ＡＧＣグリーンテック株式会社

常務理事 高 市 益 行 一般社団法人日本施設園芸協会 新任

理  　　事 五 十 嵐 武 彦 サンキンＢ＆Ｇ株式会社

一 野 展 久 ＯＡＴアグリオ株式会社

大 賀 泰 光 タキロンシーアイ株式会社 新任

柿 沼 秀 明 渡辺パイプ株式会社

金 井 敏 樹 カネコ種苗株式会社

狩 野 光 博 三菱ケミカルアグリドリーム株式会社

河 合 雅 孝 イノチオアグリ株式会社 新任

川 西 裕 康 トヨタネ株式会社

小 堀 武 光 東都興業株式会社 新任

近 藤 了 裕 株式会社サカタのタネ 新任

坂 木 原 英 一 シーアイマテックス株式会社 新任

篠 原 温 千葉大学名誉教授

渋 谷 忠 宏 全国野菜園芸技術研究会

髙 田 三 樹 東罐興産株式会社

高 山 弘 太 郎
豊橋技術科学大学エレクトロニクス先端
融合研究所 教授・ 愛媛大学大学院農
学研究科 教授

新任

竹 森 三 治 前一般社団法人日本施設園芸協会常務理事

土 屋 利 藏 一般社団法人 日本花き生産協会

林 真 紀 夫 東海大学名誉教授

福 田 晴 久 ネポン株式会社

古 田 幹 雄 フルタ電機株式会社

森 山 弘 寿 ヤンマーグリーンシステム株式会社

矢 口 昭 史 オカモト株式会社

監      事 加 藤 久 巳 東海物産株式会社

久 保 田 光 昭 アキレス株式会社

理事27名、監事2名　　

氏　　　　　名

 

 
 

 

６月 １日付け  採用 事務局長         藤村 博志 

６月 １日付け  採用 資金管理部長       小瀧 正一 

６月 10 日付け 退職 審議役（元資金管理部長） 本多 一郎 

６月 19 日付け 退職 参事（元常務理事）    竹森 三治 

４．（一社）日本施設園芸協会 人事異動について 



 

 

人事異動に伴い、６月からの協会の各業務や事業の担当を次のとおり整理しましたので、問い合わ

せの際などにご活用ください。 

  

担当部長　(　)内は副担当 全体

一般社団法人の管理・運営(理事会、総会） 藤村、高市、石上、阿部 会長

協会の総務企画委員会の対応 藤村、高市、関係職員 会長

   役員業務打合せ 藤村、高市 会長

　日本型大型モデルハウス実証・支援事業関係 高市、藤村 会長

施設園芸総合セミナー（東京） 藤村、渡辺、（全職員） 藤村

施設園芸新技術セミナー（佐賀県高雄市） 平島（土屋、関係職員） 藤村

施設園芸・植物工場展（GPEC)準備 平島、（藤村、全職員） 会長

技術講座（初級、中級）・指導士及び指導士補の資格授与 長岡、(高市） 会長

国内産地・施設研修 渡辺 藤村

海外研修 平島､(藤村） 会長

新規事業の検討 高市、平島、土屋、渡辺 藤村

予算説明会 藤村、長岡、(関係職員） 会長

園芸用プラスチック適正処理対策事業 渡辺 藤村

構造診断診断指導委員会*(*は外部からの要請に応じて対応、以下同じ）渡辺 藤村

コンサルティング* 土屋　 藤村

新資材の推奨・認定､省エネ資材･設備の格付* 渡辺 藤村

委託試験* 平島 藤村

施設園芸ニュースレター 平島､(藤村） 藤村

「施設と園芸」の編集 高市、土屋 藤村

出版物の制作・管理・販売 土屋、阿部 藤村

青果物選果・予冷施設協議会の事務局 藤村、長岡、 藤村

野菜流通カット協議会の事務局 藤村、平島、長岡、碓井 藤村

報道向け事業説明会 藤村、長岡 藤村

ホームページ運営管理 高市、関係職員 藤村

　水田農業高収益作物導入推進事業 平島、長岡、碓井、（藤村） 藤村

1 全国協議会関係

2 先進的な生産技術の普及関係

3 先進的な出荷技術の普及関係

スマートグリーンハウス展開推進事業（全国推進事業）　　 高市、土屋､長岡、渡辺 藤村

1 情報発信、実態調査、地域セミナー

2 ネットワークの形成、意見交換会、栽培・経営指導、手引きの策定

3 指導者育成と人材育成カリキュラム等の検討

4
スマートグリーンハウスの導入・ランニングコストの低減等の
検討

施設園芸等燃油価格高騰対策 小瀧、渡辺､(高市） 藤村

備考：上記は当面の分担であり、農水省の補助事業は、業務量等が不明なものもあるので、今後の状況を見
て、必要な場合は所要の修正等を行います。

令和２年度日本施設園芸協会の業務推進体制 （令和２年６月～）     　 2020/6/1

 

５．（一社）日本施設園芸協会 業務分担（令和２年６月～） 

(佐賀県武雄市) 



６．スマートグリーンハウス展開推進事業について 

７．園芸用プラスチック適正処理対策事業について 

 

 
 

 

  本事業では、データ駆動型の施設園芸「スマートグリーンハウス」への転換に取り組んだ産地で得

られた転換の手法及びその成果を横断的に取りまとめ、全国に波及させることを目的としています。

本年度には以下の取り組みを実施する予定です。 

① スマートグリーンハウス転換に取り組んだ産地の取組等の横断的な情報発信 

これまで毎年継続的に実施している全国実態調査(大規模施設園芸・植物工場における作目・規

模・経営概況など)を行います。また、スマートグリーンハウスの取り組みで効果を上げている優

良事例を数件選定し、調査を実施します。これらの調査結果を分析し、年度末に報告書として発行

します。 

情報発信のためのセミナーについては、今般の新型コロナウイルスの感染拡大防止の観点から、

WEB配信方式で行うことを計画しています(2021年１月予定)。 
 

② 先進的な取組を行う生産者のネットワーク形成、栽培・経営、データ収集・分析等の指導・助言 

各分野の専門家が全国のスマート化技術を導入して有効活用する取組を行う産地・生産者を訪問

し、栽培・経営におけるスマート化技術の効果に関する分析を行うとともに、各種の指導・助言

を行い、産地内・産地間のネットワーク形成を支援します。また、スマート化技術の導入や利用

にあたっての基本事項をとりまとめます。 
 

③ スマートグリーンハウス転換に向けた指導者育成のための研修の実施、人材育成カリキュラムの検討 

全国６ヶ所のモデルハウス型植物工場拠点(大学・試験研究機関)の協力を得て、施設園芸のスマ

ート化技術に関する基本的知識、実践的手法についての研修を行います。また、有償コンサルタ

ントなどの指導者を育成するためのカリキュラムを検討し、提言としてとりまとめます。 
 

④ スマートグリーンハウス転換の技術導入コスト及びランニングコスト低減に向けた検討・普及 

   高機能な環境制御・情報利用システムを備えたハウスの低コスト化のため、導入事例の調査を行

います。各種の環境制御システム・生産支援アプリなどの機能・価格などを調査して、生産規模に

適したシステムを整理します。 

また、プラスチックフィルム等の廃棄処理コストの低減および資源有効利用のために、関東圏の

廃棄農ビフィルムの都県の境界を越えた広域処理の実用化について検討します。広域搬入処理の試

行についても検討を進め、その課題を抽出・整理します。 

 

 

 

 
 

 当協会では、農林水産省の「基本方針」にもとづき、関係団体のご支援・ご協力を得て、農業廃プ

ラスチックの適正処理推進のため、対策委員会を設置し、ワーキンググループ会議の活動を通じて事

業を実施しています。 

令和元年度は、都道府県協議会等担当者会議・ブロック協議会・県域協議会における適正処理の啓

発、各評議会への推進資料の提供および都道府県協議会等の活動調査・市町村協議会等の調査結果分

析等の取り組みを行ってきました。また協議会等の現地調査を進めるなかで、実態把握を行うととも



に適法化等適正処理を推進して参りました。一方中国廃プラ輸入禁止や再生原料の需要の先細りが予

見されることから農業廃プラの出口に大きな変化が起こりつつあり、適正処理体制を維持・拡充して

いくためには各協議会等へ適当な助言・支援を行っていく必要があります。これらの状況を踏まえ、

令和元年度は以下のように実施しました。 
 

１．各ブロック協議会・都道府県協議会等の活動を支援するとともに適正処理体制を整備・強化する

ための情報発信・助言を行いました。 

(1)農業廃プラスチック適正処理チェックシート調査を実施(都道県市町村 1,366・JA84)し、結果を

都道府県協議会会長に報告しました。 

(2)ブロック協議会、県協議会に出席し講演及び課題検討を行いました(関東ブロック、栃木、静岡、

福岡)。 

(3)環境展廃プラスチックセミナー、農業用フィルムリサイクル促進協会研修会、農業用生分解性資

材普及セミナー等において情報を収集し、発信しました。 
 

２．農業廃プラの回収・処理状況を把握し、関係者との課題の検討・協議を通じてリサイクルに向け

た適正処理の改善・拡充を図りました。 

(1)４県の各県協議会等及び 16の市町村協議会等で現地調査を実施しました(岩手・岡山・香川・大

分)。 

(2)５道県 12 ヶ所の処理業者で状況調査を実施しました(岩手・岡山・香川・大分・北海道)。 
 

３．施設園芸総合セミナー・地域セミナーにおいてパンフレット・手引等普及促進資材の配布すると

もに適正処理意識啓発のパネル展示を行いました。また施設園芸技術初級講座・中級講座におい

て手引き等を配布しました。 
 

４．関東ブロック協議会への活動費助成及び経費負担を行いました。また、不法投棄等産業廃棄物の

処理支援に係る産業廃棄物適正処理推進センターの基金に拠出しました。 

 

*事業報告書では、上記実施事項と共に、以下の事項も掲載しました。 

① 農業廃プラ収集運搬・処理業者のアンケート調査の結果分析  

② 農業廃プラをめぐる 2019 年度の動きと課題（竹谷裕之名古屋大学名誉教授） 

③ 平成 14～30 年度農ビ・農ＰＯフィルムの推定排出量の推移  

 

 

 

 
 

●初級講座 

本年度で第 22 回となります施設園芸技術初級講座につきましては、農研機構野菜花き研究部門と

の共催、国立大学法人千葉大学及び NPO 植物工場研究会のご協力の下、令和２年５月 20 日(水)～22

日(金)に千葉県柏市の千葉大学柏の葉キャンパス内にあります植物工場研修棟での開催を予定して

おりました。しかしながら、新型コロナウイルス感染拡大に伴う緊急事態宣言の発出などに鑑み、や

むを得ず中止とさせていただきました。既にお申込みをいただいていた皆様には申し訳ありませんで

した。次回の初級講座には、多数のご参加を期待いたします。 

 

８．令和 ２年度 施設園芸技術初級・中級講座の開催等について 



●中級講座 

本年度の第 15 回施設園芸技術中級講座につきましては、当協会ホームページやニュースレター前

号により既にお知らせしておりますが、下記のとおり、再度ご案内いたします【申込締切：７月 10

日(金)】ぜひ多くの方に受講いただきますようお願い申し上げます。 

この講座におきましては、講義終了後に施設園芸技術指導士補資格試験を実施しており、合格者に

対しては「施設園芸技術指導士補」の資格を授与しています。これまでの講座で合計 343 名の方がこ

の資格を取得されました。 

また、当協会では施設園芸技術指導士補の資格取得者を対象として施設園芸技術指導士資格試験を

実施しており、本年度は 10 月 28 日(水)に実施する予定です。施設園芸技術指導士は、これまでに

102 名誕生しています。この試験につきましても、当協会ホームページで間もなくご案内いたします。 

施設園芸関係の業務に携わっておられる皆様には、中級講座をぜひ受講していただき、次のステッ

プとして施設園芸技術指導士資格試験につなげていただければ幸いです。 
 
 

令和２年度（第 15 回）施設園芸技術中級講座の開催について 
 
 

１．目    的：協会会員企業の社員ほか、施設園芸技術の習得を目指す方たちへ習得の機会を提供  

し、より高度な施設園芸技術者を養成する。 
 

２．共   催：農研機構 野菜花き研究部門 
 

３．協力機関：国立大学法人千葉大学、NPO 植物工場研究会 
 

４．開催期間：令和２年８月 26 日(水)9:20 ～ ８月 28 日(金)16:00 
 

５．研修会場：千葉大学（柏の葉キャンパス）環境健康フィ－ルド科学センタ－内 

植物工場研修棟 A棟 1階研修室（千葉県柏市柏の葉 6-2-1） 
 

６．受講対象者：協会会員企業の社員ほか、農材店・農業生産法人の社員、JA 職員などで次の条件

を満たす方 

       ①施設園芸技術初級講座を受講済みで、実務経験３年以上の方 

       ②施設園芸技術初級講座を受講していない場合は、実務経験５年以上の方 
 

７．定  員：24名（予定。先着順） 

８．受 講 料： 

１）協会会員、行政関係、学校関係   60,000 円(消費税込) 

 ２）会員外企業、一般          80,000 円(消費税込) 

※ 受講料には,テキスト代及び施設園芸技術指導士補資格試験受験料を含みます。 
 

９．試験・資格の授与：施設園芸技術指導士補資格試験実施要領による（指導士補登録の際には登録

料 20,000 円が必要となります）。 
 

10．受講申込：申込書に必要事項を記入の上、責任者の承認を受けて郵送、FAX またはメールでお申

し込み下さい（申込書は当協会ホームページからダウンロード可）。 
 

11．受講申込締切：令和２年７月 10 日(金) 

 

 



（令和2年8月26日～8月28日)

講　　義　　名 時　間 講師名 役　職　名　等

 開講式（挨　拶）      9:20 東出 忠桐 農研機構 野菜花き研究部門

　 野菜生産システム研究領域長

 ①ハウスの設計・施工管理・保守管理   9:30～10:40 廣部 英夫 全国農業協同組合連合会 耕種資材部 資材課　

（70分）  　上席技術主幹

 ②植物生理に適応した施設作物の栽培法 10:50～12:20 鈴木 克己  静岡大学 農学部 生物資源科学科 教授

8 （90分）

月 （昼休み）

26

日  ③施設園芸とICT（情報通信技術）利用 13:20～14:40 星　  岳彦  近畿大学 生物理工学部 生物工学科 教授　

（水） （80分）

 ④青果物流通の概要と課題  14:50～16:10 櫻井 清一  千葉大学大学院 園芸学研究科 教授

（80分）

 ⑤大型施設園芸における経営管理問題と  16:20～17:20 田口 光弘  農研機構 企画戦略本部 農業経営戦略部

　　人材育成 （60分） 　  経営計画ユニット 上級研究員

 交流（懇親）会 17:40～

 ⑥施設園芸における換気・気流制御 8:50～10:20 佐瀬 勘紀  日本大学 生物資源科学部

（90分） 　  生物環境工学科 特任教授

 ⑦被覆資材の種類と利用  10:30～12:00 川嶋 浩樹  農研機構 西日本農業研究センター

8 （90分） 　　畑作園芸研究領域 施設野菜生産グループ長

月 （昼休み）

27

日  ⑧病害虫防除のための施設（地上部・地下 13:00～14:10 川城 英夫  全国農業協同組合連合会 耕種総合対策部

（木） 　  部）環境の管理 （70分） 　  営農企画課　主席技術主管

 ⑨園芸用施設の設計施工標準と災害対策 14:20～15:50 森山 英樹  農研機構 農村工学研究部門

（90分） 　  農業施設ユニット 上級研究員

 ⑩植物工場の概要と見学 16:00～17:30 塚越  　覚  千葉大学 環境健康フィ－ルド科学センター

（90分） 　  准教授

 ⑪養液栽培における培養液管理技術 8:30～10:10 福田 直也  筑波大学 つくば機能植物イノベーション研究センター

（100分） 　  次世代農業研究部門 准教授

8  ⑫夏期の高温対策技術および暖房・保温・ 10:20～12:20 林 真紀夫  東海大学 名誉教授

月 　  省エネ技術 （110分+休10分）

28

日 （昼休み）

（金）

 指導士補試験（筆記試験） 13:20～15:20

（120分）

 閉講式（挨拶、修了証書授与）    15:40～ 鈴木 秀典  （一社）日本施設園芸協会 会長

※ カリキュラム及び講師については、都合により変更することがあります。

※ 講師の役職名等は、人事異動等により変更になることがあります。

　　　　                　　　　令和2年度（第15回）施設園芸技術中級講座カリキュラム

 

 



【イベント紹介】 

 

 

 

・日  時  令和 ２年 ９月 ３日(木) 11:30 開場 12:30 開講～17:20 

令和 ２年 ９月 ４日(金)  8:30 開場  9:00 開講～13:00 

・会  場  武雄市文化会館（佐賀県武雄市武雄町） 

・参 加 費  セミナー聴講：1,000 円(２日間でも 1,000 円) 

                            但し、当協会会員企業の方は、無料 

（講演テキストは 2,500 円/１冊）  

機器資材展見学のみは入場無料 
  
 

本セミナーは、「施設園芸･植物工場における先進技術と九州(佐賀県)の地域農業を支える施設園

芸」をメインテーマに、２部構成として２日間に亘り開催いたします。 
 

【特記】※新型コロナウイルス対策として、会場への参加入場を制限する予定です。 

      本セミナー・機器資材展への参加申込は早めにお願いいたします。 

      参加申込が予定人数に達した時点で、締め切りとさせていただきますので、ご了承願います。 
 
 

●講演内容(テーマは仮）は以下のとおりです。 
 

 ９月 ３日(木)  

第１部「施設園芸における新技術とスマート農業による生産性向上に向けて」 
  
■施設園芸のスマート化を推進する農林水産省のプロジェクト 

   農林水産省 生産局 園芸作物課 課長補佐  角張  徹 氏 

■イチゴの栽培から出荷までを統合したスマート化技術 

   農研機構 九州沖縄農業研究センター イチゴ育種グループ グループ長  曽根 一純 氏 

■「ゆめファーム全農」における果菜類の大規模生産 

ＪＡ全農 耕種総合対策部 高度施設園芸推進室 室長  吉田 征司 氏 

■キュウリの光合成・蒸散のリアルタイム計測と栽培管理への利用 

   豊橋技術科学大学 エレクトロニクス先端融合研究所 教授  高山 弘太郎 氏 

■中小規模ハウスにおけるスマート化システムとデータ活用 

  近畿大学 生物理工学部生物工学科 教授  星 岳彦 氏 
 

 ９月 ４日(金)  

第２部「九州(佐賀県)の地域農業を支える先端施設園芸への取り組み」 
 
■イチゴ新品種「いちごさん」導入による産地強化 

   佐賀県農業技術防除センター 専門技術部 専門技術員（野菜） 小川 浩樹 氏 

■「きゅうりトレーニングファーム」による新規就農者確保、育成について 

    ＪＡさがみどり地区きゅうりトレーニングファーム(佐賀県）講師 西田 昭義 氏 

■Study Club を核としたキュウリ産地の生産力向上 

   宮崎県中部農業改良普及センター  主査（野菜担当）藺牟田 真作 氏 

■トマト生産の大型化と高収益化のポイント 

1．「施設園芸新技術セミナー・機器資材展 in 佐賀」の開催について 



農業生産法人 サンファーム・オオヤマ有限会社（栃木県）取締役会長  大山  寛 氏 

■野菜自動収穫ロボットと RaaS モデルがもたらす新しい選択肢 

  inaho 株式会社 アグリコミュニケーター 東榎田 晃太郎 氏 

■ハウス栽培における土着天敵の活用と放飼増強法 

  宮崎大学 農学部 植物生産環境科学科 教授  大野 和朗 氏 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 11 月実施予定の「2020 韓国施設園芸現地研修ツアー」は、延期とさせていただきます！ 
    

 ニュースレター５月号では、「2020 韓国施設園芸現地研修ツアー」実施について、11月開催、8

月よりツアー参加者募集開始とご案内させていただきましたが、現在世界的に新型コロナウイルス感

染拡大があり、依然として、日韓の間で渡航・入国制限措置及び入国後の行動制限措置が取られてお

り、いつ頃解除になるか？ 不透明なため韓国施設園芸現地研修ツアーの詳細企画を詰めることがで

きません。 

 そのため、これからの研修ツアー準備やツアー参加者募集期間等のスケジュール等を考慮すると、

11 月の研修ーツアー実施はいったん延期せざるを得ない状況と判断いたします。会員の皆様の中に

は、既にツアー申込を楽しみにされていらした方々には、誠に恐縮ですがこのような状況をご理解の

上、ご了承願います。 

 なお、「2020 韓国施設園芸現地研修ツアー」実施につきましては、今後の日韓の新型コロナウイ

ルス感染状況や日韓の間で渡航・入国制限措置解除等を鑑み、研修ツアー企画を再度組み立てたいと

考えています。 

 ツアー実施時期は現時点で未定ですが、研修先としては隣国である韓国を予定させていただきたい

と思いますので、よろしくお願い致します。 

 

 
 

 「施設園芸新技術セミナー・機器資材展 in 佐賀」のセミナーの講演内容等の詳細チラシ及び機器資材

展へのご出展案内は、本ニュースレターと同封していますので、内容をご確認ください。 

 どうか会員の皆様、関係者の皆様、「施設園芸新技術セミナー・機器資材展 in 佐賀」に、奮ってご出展、

セミナーへのご参加をしていただきますようお願いいたします。 
 

※「施設園芸新技術セミナー・機器資材展 in 佐賀」は、新型コロナウイルス対策を十分とりながら、開催

する方向で、準備を進めてまいりますが、今後の感染拡大状況によっては、開催中止となる可能性もあり

ますので、あらかじめご了解ください。 

開催の有無等につきましては、当協会のホームページ等で速やかにご案内予定ですので、ご理解ご協力 

の程よろしくお願いします。 

２．「2020 韓国施設園芸現地研修ツアー」延期について 



野菜流通カッ ト 協議会
Vegetables Distribution and Cutting Association

【国内情報】 

 

 

 

 野菜流通カット協議会（事務局：一般社団法人 日本施設園芸協会）は、農林水産省の助成を受け

て、加工・業務用国産野菜の生産・流通等の拡大を図ることを目標に水田農業高収益作物導入推進事

業（全国推進）を新たに実施することとしています。 

 具体的には皆様が参加可能な圃場での収穫実演会・セミナーや先進地視察・契約取引セミナーや東

京ビッグサイトにおける情報交換会セミナー、最先端物流センター視察・セミナーなど下記のとおり

予定しています。 

                      記 
 

 ●加工・業務用野菜の情報交換会セミナーの開催 

     場所：東京ビッグサイト青海棟/フード展会場内（10月８日） 

 ●ブロッコリー圃場における機械収穫一貫体系実演会及びセミナーの開催 

     場所：北海道富良野市管内（９月予定） 

     場所：静岡県浜松市管内（11 月予定） 

 ●加工・業務用野菜先進地視察及び契約取引セミナーの開催 

     場所：長野県管内（時期未定） 

     場所：長崎県管内（時期未定） 

 ●先進的な物流センター視察及び物流・流通関連セミナーの開催 

     場所：横浜フレッシュセンター（10月予定） 
         

※上記スケジュール及び各セミナーの案内等は、協議会のホームページにて、ご確認ください！ 

 

ＵＲＬ：http：//www.vedica.jp 

 

 

【地域情報】 
 
 
 
 
 

 
佐賀県農林水産部園芸課 野菜担当 

  

佐賀県は、平坦地と中山間地を有しており、地域の気候を活かした多様な農産物があります。その

中でも、野菜・果樹・花き、茶などの園芸品目については、本県農業産出額の 46％を占める重要な

部門となっています。今後も、本県の農業が発展していくためには、農業所得の向上や新規就農者の

確保が期待される園芸農業の振興に、これまで以上にしっかりと取り組むことが必要と考えています。 

このため、令和元年度から、県、ＪＡ、市町と生産者が一丸となって「さが園芸生産 888 億円推進

運動」を展開しています。 

この運動は、稼げる農業者の育成や新規就農者の確保、新たな産地づくりなどを推進することによ

り、園芸農業産出額について平成 29 年の 629 億円から、今後 10年で 259 億円増加させ、令和 10 年

 水田農業高収益作物導入推進事業(全国推進)の取り組みについて 

 佐賀県の園芸振興とスマート農業の推進について 



までに 888 億円に拡大することを目指しています。 

県では、この「さが園芸生産 888 億円推進運動」の実現に向け、令和元年度から「さが園芸生産

888 億円推進事業」を実施し、規模拡大や収量向上を目指す農業者や新規就農者の取組への支援（ハ

ード・ソフト補助事業）を行うとともに、産出額向上につながる革新的な技術の開発（試験研究等）

などに取り組んでいます。 

また、国庫事業や県単独補助事業を活用した高度環境制御施設の整備や環境モニタリング装置等の

導入推進に加え、生産者間の情報共有や研修会を開催するなど、ハード・ソフトの両面からスマート

農業を推進しています。 

その結果、県内の施設園芸の生産現場では、きゅうり等の先進的な生産者やグループを中心に、ICT

等を活用した環境制御（スマート農業）技術の導入が進み、施設内環境の「見える化」「最適化」を

実現することで、生産性を大幅に向上されている事例が出てきています。 

さらに、県では、平成 29年度から 30 年度にかけて、きゅうり、ホウレンソウ、トマト、いちごの

施設野菜の品目で、就農希望者の研修施設であるトレーニングファームを整備し、新規就農者の確

保・育成の取組を進めています。これまで、トレーニングファームでは研修生 36 名を受け入れ、12

名が既に研修を修了され、5 名が就農、7 名が就農準備に入られており、将来の佐賀県の園芸農業を

支える担い手育成の好循環が始まっています。 

最後になりますが、本年の「施設園芸新技術セミナー・機器資材展 in 佐賀」は、９月３日～４日

の２日間、県西部の武雄市において開催されることとなりました。施設園芸の振興等に係る絶好の機

会ととらえており、全国各地から先進的な知見を有する講師の方々に御講演をいただくとともに、本

県からも事例等の紹介をさせていただく予定です。コロナ禍の状況ではありますが、せっかくの機会

ですので、本県の方々はもとより、全国の施設園芸に係る生産者をはじめ、関係者の皆様の御来県を

お待ち申し上げております。 

 

 

【行政情報】 
 

 

 

◎ 新型コロナウイルス感染症に伴う支援策について、５月 27 日に閣議決定された第 2次補正予算等

を踏まえた支援策が、農林水産省の HPに取りまとめられました。 

 

≪農林水産省ホームページ URL≫ 

https://www.maff.go.jp/j/saigai/n_coronavirus/support.html 

 

ホームページの内容は、第 1 次補正予算等の運用改善も含め、農林水産省の事業目的別の PR 動画

を含む支援策をはじめ、他省庁による支援策や都道府県による支援策、さらに花き生産者や肉用牛生

産者、酪農生産者、外食事業者など、事業者別に整理した支援策で構成されております。ぜひ一度ご

覧いただき、ご活用ください。内容について、疑問の点、ご意見等がございましたら、農林水産省園

芸作物課又は当協会までご連絡ください。 

 

 

 

1．新型コロナウイルス感染症関係のお知らせ 



◎ ５月 22 日付けで改正された農林水産省の「新型コロナ感染症が発生した時の対応及び事業継続

に関するガイドライン」（以下、ガイドライン）において、マスク着用を呼びかけているものの、そ

の後、厚労省・環境省の連名で熱中症の予防に関する事務連絡において「屋外で人と十分な距離（少

なくとも 2m 以上）が確保できる場合には、熱中症のリスクを考慮し、マスクをはずすようにしまし

ょう」との記述されたことを受けて、ガイドラインの補足がなされています。業務を進める参考して

ください。 

【厚労省・環境省による情報提供】 

https://www.mhlw.go.jp/content/000633494.pdf 

 

 

 

 
 

農林水産省では、近年の台風や大雪等による災害により、多くの施設園芸が被災したことを受け、

台風前の6月と降雪前の11月を「災害に強い施設園芸づくり月間」と定めています（平成30年10月30

日付け30生産第1409号農林水産省生産局園芸作物課長通知及び30経営第1671号経営局保険監理官通

知）。 特に、被災された場合の経営継続のためには、あらかじめ農業保険等への加入が重要視され

ています。今般、園芸施設共済が本年９月より制度拡充が行われ、新築時の資産価値まで補償できる

特約の追加など農業者のニーズに応じた保険メニューの選択が幅広く可能となるということです。施

設園芸農家の経営安定にも大いに役立つものですので、会員の皆様からも農家へのPRをよろしくお願

いいたします。 

  なお、パンフレットをこのニュースレターと同封しておりますので、ご活用ください。 
 

（参考） 

農業用ハウスや農業機械、各作物等の分野ごとに、豪雨や台風等の風水害に備えるためのポイント

に関する情報発信が、農林水産省が開発したＭＡＦＦアプリやホームページを通じて開始されていま

す。ご活用いただくとともに、会員皆様の関係する農業者の方々へ情報提供等よろしくお願いいたし

ます。 
  

＊ (注)ホームページのアドレスはこちら→   

https://www.maff.go.jp/j/saigai/taisaku_gaiyou/yobou_gensai.html 

 

＊ ＭＡＦＦアプリとは、農林水産省が、農業者と農林水産省をつなぐ新たなコミュニケーションツ

ールとして開発したスマートフォン用アプリであり、同アプリを通じて、農林水産関係の政策情報や、

イベント情報等、様々な情報が入手可能となっています。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

２．施設園芸共済の拡充について 

 

農業者と農林水産省をつなぐ

コミュニケーションツール 

大切な情報を 

PUSH 通知！ 

現場の情報 

を直接届ける！ 

欲しい情報を 

 サクサク検索！ 

農業に役立つ情報

が直接届く！ 

ス
マ

ト
フ

ン 

MAFF アプリ 



【会員通信】 
 

● 新入会員紹介：有限会社エスケイ・メンテナンス社 
 

＜会社概要＞ 

設立年   平成 13 年６月 

資本金   300 万円 

代表取締役 白井 秀一 

住所    〒441-8006 愛知県豊橋市問屋町 7-1 

電話/FAX  0532-33-7333 / 0532-33-7346 

 URL http:/www.nouzaishop.com/ 
 

＜事業内容＞ 

 ◆園芸施設資材全般の販売・施工 

◆園芸施設内外環境設備機器類の販売・施工 

◆温室、ハウスの新築、移設、改修、解体 

◆畑整地工事、温室ハウス置き基礎工事 

◆軟弱地の車両用敷板販売施工 

◆ネットショップ(農材ショップドットコム）の運営 

◆自走式立体駐車場の販売、施工、保守 

◆駐車場砕石敷整地工事 
 

 愛知県の三河地方は温室販売、施工をする大手会社から小さな会社が数多く有り、その中で数十

年もまれ、勉強させていただき今日まで会社運営してきました。 

 身近に有る多数の他社様の良いところも自社に取り入れたり、自社としてもいかに営業や施工を

していけば、お客様に喜んでいただき信用を得れる会社として続けていけるか日々勉強をさせて頂

いております。 

 
 

【事務局から】 
 

●退任のご挨拶（竹森常務理事兼事務局長） 
 

 平成 28 年６月から、当協会の常務理事兼事務局長を努めてまいりました竹森です。ニュースレタ

ーが 100 号を迎えます今月 19 日付を持ちまして退職いたしました。会員の皆様には４年間大変お世

話になり、またニュースレターをご愛読いただきありがとうございました。厚くお礼申し上げます。 

 この４年間を振り返りますと、私の仕事として一番思い出に残るのは、総務企画委員会の事務局と

して、今後の施設園芸の拡大を図るために、より良いそしてより安い温室を作るにはどうすればいい

のかということに取り組んだことです。就任当初は、TTP 対策として政府の産業力競争会議等におい

て生産資材の価格低減に向けた検討が進められており、農業用温室のコスト低減についても議論が行

われておりました。 

その後、総務企画委員会では、将来にわたって日本の大型温室のモデルとなるモデルを協会独自で

検討すべきということになりました。まず１つ基本となるものを作ろうということで、大玉トマトで、

愛知県を想定し、日本型大型（１ｈａ）モデルハウス仕様を作ることになりました。この取り組みに

関心のある会員企業にも積極的に参加していただき、検討を重ねた結果、昨年仕様を取りまとめると



 
【事務局から】 

お願い！ 

このニュースレターは、会員の皆様の参加により作られます。 

会社の動向、施設園芸等に関する意見、協会や国に対する要望等の“皆様の声”を積極的に 

お寄せ下さるようお願いします。 

            発行責任者:事務局長 藤村 博志 (fujimura@jgha.com)         

作成担当者:企画部長  平島 誠也（hirashima@jgha.com） 

 

ともに、実際にこの仕様によるハウスの建設と実証を行うための実施方法書を制定しました。これに

基づき 13 社の会員の方に賛同・支援会員となっていただき、協力をしてくれる生産者の募集を開始

しております。 

 この過程で本当に様々な議論が行われました。できるだけ多くの会員の方に関心を持っていただけ

るようニュースレターの中で総務企画委員会の議論の内容をお伝えしてきました。取り組みとしてま

だまだ改善すべき点は残されていると思いますが、できるだけ多くの会員の方に参加をしていただき、

日本でも大型の施設園芸が発展することを期待しております。 

 今年になり、新型コロナウイルスの感染拡大が続き、協会の活動にも大きな影響が出てきておりま

す。このような中で協会の事務局を去ることは大変心苦しいのですが、より若く有能な後任者の方が

協会にとってプラスになると私は信じております。理事としては再任されましたので、微力ながらで

きる限りの協力をしてまいりたいと考えております。最後に、ニュースレターがお役に立ち、会員の

皆様が新型コロナウイルスの悪影響を克服し発展されますことをお祈りしまして、私からの退任に当

たってのお礼の挨拶とさせていただきます。本当にありがとうございました。 

 

 
 

●施設園芸・植物工場展（ＧＰＥＣ2020）開催延期について 
 

ニュースレター５月号やホームページ等でもお知らせ済みですが、当協会が主催する施設園芸・

植物工場展（GPEC2020）は、今年 7 月 15 日(水)～17 日(金)までの３日間、『Aichi Sky Expo』(愛

知県国際展示場)おいて開催予定でしたが、この度の新型コロナウィルスの感染拡大に伴う緊急事態

宣言の発令を受け、『GPEC in 愛知』の開催を延期することといたしました。 出展を予定されてい

た企業・団体・研究機関等のみなさま、ご来場を期待されていらした方々には、大変ご迷惑をおか

けして誠に恐縮ですが、ご理解いただきたくお願い申し上げます。  

なお、開催日程は１年先の2021年７月14日(水)～16日(金)、会場は変更なく

『Aichi Sky Expo』で実施いたします。  

みなさまからのご出展、ご来場をいただきたく、引き続きよろしくお願い申し

上げます。  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


