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【年頭所感】       
                    年頭にあたって               

                                           
新年あけましておめでとうございます。 

会員の皆様には、協会の活動に日頃からご理解とご協力を賜り 

感謝申し上げます。 

施設園芸を巡るこの１年間の情勢を振り返りますと、新型コロナウイルス

感染症による社会経済活動への影響が農業分野にも大きく及ぶ中で、施設園

芸資材を始め農業資材の安定供給のため、感染防止策や事業継続のための取

組強化が求められる年となりました。また、７月豪雨をはじめ、台風９号、10 号の発生・襲来によ

り、九州地域を中心に甚大な被害がありました。協会といたしましても、引き続き会員及び農林水

産省を始め関係機関・団体の皆様と連携を取りながら最大限の支援を行ってまいりたいと考えてお

ります。 

さて、農林水産省の調査によりますと、園芸用施設の設置面積は平成 30年には４万２千 ha と平

成 26 年からほぼ横ばい傾向が続いています。高齢化の進展や災害の発生が続いているものの、今

後もこの傾向を維持していくためには、経営の合理化や規模拡大が一層重要な課題となっておりま

す。 

協会としては、こうした課題に対応するため、データ駆動型農業を実践している施設園芸産地の

成果を全国に波及させることを目的とした農林水産省の「スマートグリーンハウス展開推進」に令

和２年度から取り組んでいます。また、意欲ある担い手が大型施設を導入して経営規模を拡大する

取り組みや、国産の加工・業務用野菜等の新たな園芸産地の育成に資するため、日本型大型（１ha）

モデルハウス実証・支援事業において、協会会員の持つ技術や知識を結集し、日本の気候や経営に

合った大型ハウスの高機能・低コスト化を図り、その標準化や実証に取り組んでまいります。 

さらに、農業のスマート化が進む中で、施設園芸分野においてデータの連携・共有化が期待され

る重要な年になりますので、一層のご理解とご協力お願いいたします。 

2021 年は、昨年開催予定であった「施設園芸・植物工場展」を「GPEC2021 in 愛知」と銘打って

本年 7 月 14～16 日に愛知県国際展示場（AICHI SKY EXPO）において開催いたします。「未来につ

なげる NIPPON 農業」をテーマに、スマート化の開発・普及が進む作物生産を最適化する環境制御、

養液栽培システムや実用化に向けて研究が進む栽培管理作業、収穫作業のロボット化技術など最新

技術や機器・資材等を紹介するとともに、日本型大型（１ha）モデルハウスや関連技術を展示する

こととしています。会員の皆様をはじめ多くの企業、団体の方々に GPE2021 にご出展いただきたい

と考えておりますので、ご協力をよろしくお願いいたします。 

今年が、コロナを乗り越え、会員の皆様にとってよりよい年になることを願い、施設園芸の更な

る飛躍・発展の年になることを祈念して、新年のご挨拶といたします。 
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【協会からのお知らせ】 

 
 

 

＊ 1 月 22 日(金)  

「園芸関係令和３年度予算案等説明会」 

   場所：三会堂ビル 石垣記念ホール（９F） 
 

＊２月４日(木)～５日(金)  

「第 42 回 施設園芸総合セミナー･機器資材展」の開催 

場所：東京都江戸川区総合文化センター 
 

＊ 3月 1日(月) （予定） 

「令和２年度 第３回理事会」 

   場所：未定 
 

※今後のスケジュールについては、新型コロナウイルス感染の影響が不透明であり、実施・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。 

    

 
 
 

 

令和２年度（第 15 回）施設園芸技術指導士補資格試験につきましては、施設園芸技術中級講座

（令和２年８月 26～28 日）の一環として実施された筆記試験及び課題に対するレポートをもって

実施されました。採点結果については、令和２年 12月 16 日開催の「施設園芸技術者研修及び資格

認定委員会」において審査が行われ、新たに 13 名の方が合格されました。この結果、第１回から

第 15回までの資格試験合格者の累計は 369 名となりました。 

施設園芸技術指導士補の資格は、施設園芸技術指導士資格試験の受験に必要です。奮っての受験

を期待いたします。 

 

 

 

令和２年 10 月 28 日に実施されました第 10 回施設園芸技術指導士資格試験の筆記試験の採点結

果及び面接結果につきましては、令和２年 12月 16 日開催の「施設園芸技術者研修及び資格認定委

員会」において審査が行われ、新たに６名の方々が合格されました。この結果、第１回（平成 23

年度）から第 10 回（令和２年度）までの施設園芸技術指導士資格試験の合格者の累計は 108 名と

なりました。 

施設園芸技術指導士資格試験の受験には、①６年以上の実務経験、②施設園芸技術指導士補資格

（施設園芸技術中級講座の一環として実施する資格試験の合格者に授与）が必要です。筆記試験に

ついては、園芸作物の栽培管理、栽培施設の設計・施工管理、被覆資材、施設の環境制御、施設経

営・青果物流通の各分野から出題されます。 

施設園芸技術指導士の皆さんは、これらの施設園芸の各分野に精通し、施設園芸に対する技術的

な助言、指導等を行うことができる技術者として、現場で一層活躍されることが期待されています。 

1．（一社）日本施設園芸協会 今後の主要行事予定 

３．第 10 回 「施設園芸技術指導士」資格試験の実施状況  

２．第 15 回 「施設園芸技術指導士補」試験合格者の決定について 

中級

延

期 



 

 
当協会では、例年のとおり、農林水産省各課室のご協力を得て、園芸関係に係る令和３年度予算

案及び令和２年度補正予算案に係る説明会を下記のとおり開催することといたしました。つきまし

ては、皆様には、今後の事業展開に活用していただくよう、積極的にご参加いただければと思いま

すので、ご案内申し上げます。 

記 

●日時：令和３年１月 22日（金） 13 時 00 分～17 時 00 分 

●場所：三会堂ビル９階 石垣記念ホール 

   （東京都赤坂 1-9-13  電話：03-3582－7451） 

＊最寄り駅は、地下鉄「溜池山王」です。詳しくは以下のウェブサイトをご覧下さい。 

http://www.jasnet.or.jp/3-koushukai/sankaidoubiru_map.15.11.11pdf 

 （昨年度と会場が異なりますので、ご注意下さい。） 

●内容（案） 

(1) 食料産業局・・６次産業化関係予算 

(2) 経営局・・・・就農支援関係予算 

(3) 農村振興局・・農山漁村振興交付金 

(4) 技術会議・・・スマート農業総合推進対策事業、スタートアップ総合支援事業 等 

(5) 生産局・・・・技術普及課（生産体制・技術確立支援 等） 

農業環境対策課（GAP拡大の推進 等） 

園芸作物課（水田農業の高収益化の推進、持続的生産対策事業（時代を拓く園芸産地づ

くり支援等）、スマートグリーンハウスへの転換促進、強い農業・担い手づくり総合支

援交付金 等） 

＜参加費＞    出席者１名につき、会員3,000円、非会員6,000円 

         （当日、会場でお支払い下さい。） 

＜お申し込み＞  令和３年１月８日(金)締切り 

（会員企業以外の方は、当協会にお問い合わせ下さい。） 

 

 

 
 

 

〇大規模施設園芸・植物工場の実態調査 

毎年、大規模施設園芸・植物工場の全国実態に関する調査を実施しており、本年度も 11 月にア

ンケート調査を実施しました。現在、回収した内容の整理・分析を進めています。本年度の調査で

は、特にスマート化技術(システム・各種ツール)の全国的な導入状況が把握できるように調査項目

を追加しています。これらの調査結果は令和３年３月に事業報告書およびホームページで公開する

予定です。 
 

〇スマートグリーンハウスセミナー(第１回 11 月下旬、第２回 12 月下旬) 

各種データ（需要、環境、植物生育、作業、収量、販売等）を活用し生産性や収益性の向上を目

指す施設園芸（スマートグリーンハウス）の展開推進のため、事例紹介とディスカッションによる

４．園芸関係令和３年度予算及び令和２年度補正予算案の説明会の開催について 

５．令和２年度 スマートグリーンハウス展開推進事業の実施状況  



オンラインセミナーの第１回を 11月に、第２回を 12 月に開催しました。講演者によるプレゼン動

画を Youtube で事前に視聴していただき、最後にパネルディスカッションと Q&A をライブで実況す

る方式で開催しました。視聴者申込数は第１回、第２回とも、約 220 名前後となりました。 

（第１回の開催内容)  

[講演配信]令和２年 11月 18 日（水）～11月 24日（火）（YouTube にて限定公開） 

・テーマ：都市近郊複合経営と施設園芸でのデータ活用 

・講演１：株式会社東馬場農園 農場長 藤﨑 智佳 氏（兵庫県神戸市） 

・講演２：井出農園 井出 康平 氏（神奈川県藤沢市） 

[ライブディスカッション]令和２年 11月 24 日（火）14時～15 時半 

（Zoom ビデオウェビナーによるライブ、YouTube Live にて限定配信） 

・講師とパネラーによるディスカッション 

・講演配信の事前質問票による Q＆A、ライブ参加者との Q＆A 

・パネラー：（コーディネーター）農研機構 領域長 東出忠桐氏 

大阪府立大学 教授 大山 克己 氏 

オイシックス・ラ・大地株式会社 ファウンダー 阪下 利久 氏 

東海大学名誉教授 林 真紀夫 氏 
 

（第２回の開催内容)  

[講演配信]令和２年 12月 14 日（月）～12月 22日（火）まで（Youtube 限定公開） 

・テーマ：低コストトマト生産と ICT 活用の最前線 

・講演 1：絹島グラベル 代表 長嶋 智久 氏（栃木県宇都宮市） 

・講演２：サンファーム中山株式会社 代表取締役 玉井 大悟 氏（静岡県袋井市） 

[ライブディスカッション]12 月 22 日火曜日 14 時～15時半 

（zoom ウェビナー、YoutubeLIVE による配信） 

・講師とパネラーによるディスカッション 

・講演配信の事前質問票による Q＆A、ライブ参加者との Q＆A 

・パネラー：（コーディネーター）大阪府立大学 教授 大山 克己 氏 

オイシックス・ラ・大地株式会社 ファウンダー 阪下 利久 氏 

東海大学名誉教授 林 真紀夫 氏 
 

〇スマートグリーンハウス シンポジウムの開催 

施設園芸における各種データ活用の高度化を推進するため、令和 3 年 1 月 25 日（月）10 時～2

月 3 日（水）に講演 4 件を事前に視聴していただき、2 月 3 日（水）にパネルディスカッションと

Q&A をライブで配信するシンポジウムを開催します。詳細については、本ニュースレター後述の【イ

ベント紹介】の記事をご覧ください。 
 

〇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 

全国のモデルハウス型植物工場研修拠点(農研機構つくば、千葉大学、三重県農業研究所、大阪

府立大学、愛媛大学)において、施設園芸のスマート化技術の基本知識、実践的手法に関する指導

者育成のための研修を実施していますが、各拠点ともコロナ禍の影響で計画が変更される場合があ

ります。最新の情報は下記の当協会ホームページをご覧いただくとともに、各研修実施拠点に問い

合わせてご確認いただきますようお願いいたします。 

https://jgha.com/ps/ 



〇スマートグリーンハウス転換の技術導入コストおよびランニングコストの低減に向けた 

                                                   情報発信の取り組み 

低コストでハウス設置事例の調査、低コスト化につながる技術の紹介、各社環境制御システムの

適するハウス規模と機能の一覧などの情報とりまとめを進めています。また、廃棄農ビフィルムの

処理に関して、県域を越えた運搬・処理の試行と現実性の評価を行う予定です。 

 

 

 
 

当協会では、大型ハウスを利用した合理的な生産方式の普及を目指して、１ha 規模で新設する際

のハウスの推奨仕様を整理し、この規模の大型ハウスの利用を普及させていく取り組みを推進して

います。 

 本事業の趣旨に賛同しご寄付いただいた会員を賛同支援会員と呼んでいます。2020 年 12 月 21 日

現在の賛同支援会員は、以下の 14社です。 

◎(株)誠和。、◎(株)大仙、◎タキロンシーアイ(株)、◎ネポン(株)、〇AGC グリーンテック（株）、

〇(株)イーエス・ウォーターネット、〇イノチオアグリ（株）、〇東都興業（株）、〇トヨタネ(株)、

〇日本ロックウール（株）、〇(株)丸昇農材、〇三菱ケミカルアグリドリーム(株)、〇(株)山本産

業、〇福井シード（株） (◎：2口会員、〇：1口会員) 

 令和２年 10 月７日にトマトパーク徳島様において、本事業の現地検討会を実施し、１ha 規模で

の先進的生産施設を見学しました。また、実証協力生産者も継続して募集しています。 

また、2021 年７月 14 日～16 日に開催する GPEC では、主催者コーナーにおいて、本事業で推奨

するモデルハウス仕様に沿ったハウス構造と関連機器を展示する予定です。 

これらの活動の状況については、順次ホームページでお知らせします。詳細は下記の協会ホーム

ページをご覧ください。 

https://jgha.com/product/jgha_model_house/ 

 

 

 

 

 循環型社会の構築に向けて廃棄物の発生抑制や再利用などにより排出量を減らすことは、温室効

果ガスの削減や廃棄物処理コストの削減に繋がることから、農業分野における園芸用使用済プラス

チックの適正処理に対する関心を一層高め、とりわけリサイクルに向けた取り組みを進めることが

大きな課題となっています。 

 一方、廃掃法の度重なる改正に伴って排出者である農業者の義務・責務が拡大されたことや再生

原料の需要の先細りが予見され、また処理業者の廃業といった事態もあり、市町村協議会等におけ

る回収・処理の適正処理の継続、課題の解決が重要な局面に至っていることがあります。 

 適正処理の推進にあたっては、当協会が発行している「農業用使用済プラスチック適正処理の手

引き」、パンフレット「<農業用使用済プラスチック>適正処理のご案内」等を有効に活用していた

だくようお願いいたします。 

 今回、「農業用使用済プラスチック適正処理の手引き」の改訂時期にあたり農業廃プラスチック 

の適正処理推進のため、ワーキンググループ会議で検討（12 月 24 日開催）して次項を追記掲載を 

することとしました。。 

６．日本型大型（１ha）モデルハウス実証・支援事業 

７．園芸用プラスチック適正処理対策事業の実施状況について  



１.バーゼル条約改正に関わる規制対象該非判断基準(環境省 2020 年 10 月１日) 

※該非判断基準 

Ａ:飲食物、泥、油等の汚れが付着していないこと 

Ｂ:プラスチック以外の異物が混入していないこと 

Ｃ:単一のプラスチック樹脂で構成されていること 

Ｄ:リサイクル資材として加工・調整されていること 

Ａ～Ｄの条件を満たすことが外見から確認出来ることが必要です。 

２.災害時における農業廃棄プラの災害廃棄物該非判断について 

３.災害廃棄物として農業廃棄プラ:フッ素フイルムの排出の方法について 

４.海洋廃プラ汚染に関わる使用後の肥料用カプセル回収について 

５.農業廃プラ適正処理違反に関わるマニフェスト管理の罰則強化について 

（2018 年４月１日施行）の改訂 

６.農業廃プラ回収に関わる分別・異物除去・梱包方法（の必要性）について 

７.グリーンマルチの回収中止について 

８.廃農ビの適正処理に関わる広域対応について 

他方、放射性部室(セシウム等)に関わる農業廃プラ汚染の必要性低下により手引きの削除をする。 

また、関係資料として①運搬・処理業者への委託状況②農業用廃プラスチック排出及び処理状

況（農林水産省調査）の改訂を掲載する。            

 

【イベント紹介】 

 
 

 
資材費や光熱費の高止まり、国際競争への対応等を受けて経営的に一層の生産性向上・コスト低

減が求められています。国においても次世代施設園芸の推進や燃油価格高騰対策等の施策が積極的

に展開されています。このような中で、本研修会は、会員、施設園芸関係の皆様方に施設園芸に関

する最新の情報や技術等を紹介し事業活性化・経営改善に役立てていただくべく開催いたしました。 

今回は令和２年 12月 18 日（金）に栃木県下野市・

小山市で行い、参加者は会員をはじめ県の試験・普及

センター、生産者等 36 名でした。株式会社「トマトパ

ーク」では営業の石川昌子様と株式会社誠和営業部の

三宅史高様・草分美桜様より、株式会社小林菜園では

代表取締役の小林正樹様・ハウス建設の施工管理を担

当した株式会社 JAグリーンとちぎ資材部部長の阿久

津 剛様・JA 全農栃木県本部の星田様よりご案内・ご

説明をいただきました。 

株式会社誠和トマトパークは、施設園芸における最先端の「試験・研究」や、様々な情報を公開

する「視察・研究」、そして次世代の農家を育てる「教育・研修」の３つを軸とした先端技術を体

感できるトマト栽培施設です。第一農場として敷地面積 18,000 ㎡、栽培面積 8,580 ㎡のハウスは

間口８ｍ、柱ピッチ５ｍ、軒高６ｍでアーチ形状の屋根でピッチは 2.5ｍで、屋根フィルムはエフ

クリーン自然光で壁は複層パネル（上アクリル、下ポリカ）を採用している、設備は総合環境制御

1．「令和２年度 園芸施設・産地現地研修会」の開催結果報告 

【 於：トマトパーク】 



機器で制御し暖房は温湯暖房(レール・グロウパイプ)で、給液装置は連続希釈型(排液殺菌装置)、

栽培ベッドはハンキングガーター、栽培試験用として除湿機・外気導入システム・補光(LED)を導

入されています。2016 年栽培開始より４年経過している中で、大玉トマトの収量で４年連続

50t/10a を達成している。また、ミニトマトの収量でも 30t/10a を達成、さらに 2019 年にトマト

パーク第２農場・2020 年にトマトパーク徳島を完成し栽培を開始されているとのことです。 

株式会社小林菜園は栃木県次世代施設園芸支援協議会の技術実証モデルとして令和元年５月に

完成した低コスト耐候性ハウスです。施設面積は 9,651 ㎡(間口 6.5ｍ×奥行４ｍスパン×11 連棟)

で栽培面積は 8,948 ㎡で軒高５ｍです。栽培は土耕栽培のトマト長期多段取り栽培で収穫時期は

10 月上旬から 7 月上旬としています。ハウスの特徴として作業性考慮をした中央通路（コンクリ

ート打）設置しています。また、光合成を促進するハイワイヤー誘引と誘引具を使用しています。

モニタリングと遠隔制御を備えた環境制御しており、液肥混合器・温風暖房機・炭酸ガス発生器の

付帯設備を設置し、被覆材としてはエフクリーン散

乱光フィルム採用しています。また土耕・レール併

用型高所作業台車・自走式防除機を採用しています。

令和２年度台風 19号で近くの姿川が氾濫してハウ

ス全体が水没潅水したが災害復旧対応が関係者の

協力により早かったので、被害は大きかったものの

早期に栽培を再開できたとのことです。昨年度の計

画収量は 28t/10a であったが、収量実績は 22.5ｔ

/10a でした。 

       

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

テーマ： 次世代に向けた施設生産の収益性向上 

＜日  時＞    2021年２月４日(木)１２：００～１７：２０ 

２月５日(金) ９：２０～１７：００ 

＜会  場＞   江戸川区総合文化センター（東京都江戸川区中央4-14-1） 

＜主  催＞   一般社団法人 日本施設園芸協会 

＜後  援＞    農林水産省 

２．「第 42 回 施設園芸総合セミナー・機器資材展」開催について 

【 於：小林菜園 】 

お詫び！ 

 「施設園芸総合セミナー・機器資材展」の開催の件ですが、下記のとおり、開催すべく 

準備を粛々と進めてきました。皆様にも既に案内チラシ等も配布済みですが、ここにきて

新型コロナウイルス感染拡大が全国的に拡がっており、今後予断を許さない状況にあるこ

とから、開催を当分延期させていただき、新型コロナウイルス感染が収束した時点での開

催に変更させて頂きます様、お願いしたします。 

※開催の内容は、そのまま持ち越すことで、ご了承願います。 

※突然の延期のお願いとなり、大変申し訳ございません。 

開催延期 



＜協  賛＞    全国農業協同組合連合会 （一社）全国農業改良普及支援協会 

全国野菜園芸技術研究会 （一社）農業電化協会        

＜参加費＞   6,000 円(税込) （協会会員・農業生産者は 3,000 円）  

＜申込み・問い合わせ先＞ 

一般社団法人日本施設園芸協会 

            〒103-0004 東京都中央区東日本橋3-6-17 

TEL 03-3667-1631   FAX 03-3667-1632 

URL http://www.jgha.com  E-mail semi@jgha.com 

＜出展の申込み・問い合わせ先＞ 

園芸情報センター 

        〒101-0048 東京都千代田区神田司町2-21 

TEL 03-3233-3634   FAX 03-3233-3666 

URL http://www.agripress.co.jp/engei/2017s.htm 

E-mail engei@agripress.co.jp 

＜日 程＞ 

２月４日（木） ――――――――――――――――――――――――――――――― 

12:00      開場、機器資材展示見学開始 

＜開 会＞ 

13:00～13:20 開会 主催者挨拶、来賓祝辞    

＜第１部＞ 施設生産の先進技術と収益性向上 

13:20～13:50 農林水産省の施設園芸関係の施策の新しい動き 

角張 徹 氏（農林水産省生産局園芸作物課 課長補佐） 

13:50～14:20 農業データ連携基盤WAGRIの推進 

林 茂彦 氏（農研機構 農業情報研究センター 室長） 

14:20～15:00 大規模トマト生産における多収生産と作業の合理化 

西海 健太 氏(有)アグリマインド明農菜園栽培技術グル-プマネ-ジャ-） 
 

15:00～15:40 (出展者プレゼンテーション・機器資材展示見学） 
 

15:40～16:20 イチゴのブランド化と大規模生産による多様な販売形態 

岩佐 大輝 氏（株式会社GRA 代表取締役社長） 

16:20～16:50 JGHAが推奨する日本型大型(1ha)モデルハウス仕様と普及の取り組み  

高市 益行（一  般社団法人 日本施設園芸協会 常務理事兼参事） 

16:50～17:20 (機器資材展示見学） 

２月５日（金）  

9:20          開場、機器資材展示見学開始 

＜第２部＞   葉菜類の施設生産と人工光型植物工場の動向 

10:00～10:50 葉菜類の施設栽培と人工光型植物工場生産における現状と課題 

丸尾 達 氏（千葉大学園芸学部 教授） 

10:50～11:20 ホウレンソウ養液栽培を中心とした多品目の周年生産 

小屋垣内 浩之 氏（小屋垣内農園） 



11:10～11:40 ICT利用による大型ハウスにおけるレタスの生産性向上 

嶋本 久二 氏（株式会社ひむか野菜光房 取締役） 

11:40～12:10 (出展者プレゼンテーション） 

12:10～13:00 (昼食休憩・機器資材展示見学） 

13:00～13:20 (施設園芸技術指導士資格取得者紹介） 

13:20～13:50  人工光型植物工場によるレタス類生産の大規模化と生産性向上 

廣瀬 翔太 氏（株式会社木田屋商店 小浜植物工場グリーンランド 栽培技術部） 

13:50～14:20  人工光型植物工場における衛生管理と付加価値を高める取り組み 

鈴木 建夫 氏（合同会社 アグリード君津植物工場 代表） 

14:20～15:00  施設栽培・植物工場生産の葉菜類に期待される、コロナ下のフードバリュ―チー

ンの変化と課題 

阪下 利久 氏（オイシックス・ラ・大地株式会社 ファウンダー） 

15:00～15:20  (休  憩） 

15:20～16:20  パネルディスカッション「次世代に向けた葉菜類生産と人工光型植物工場の発展

方向」 

コーディネーター 高市 益行(一般社団法人 日本施設園芸協会 常務理事兼参事） 

パネラー 第二部の話題提供者、農林水産省施設園芸関係担当官 

16:20～17:00 （機器資材展示見学）  

＜機器資材展＞ セミナーの期間を通じて、施設園芸に関わる最新の機器資材展を展示します。収

量・品質向上、環境負荷軽減、低コスト化、省力化・作業労力軽減・快適化など

をめざした新機能資材・機器等です。 

 
 

  

  

 

 

 各種データ（需要、環境、植物生育、作業、収量、販売等）を活用し生産性や収益性の向上を目

指す施設園芸（スマートグリーンハウス）の展開推進のため、講演とパネルディスカッションによ

るシンポジウムを下記の要領にてオンライン配信にて開催いたします。 

【主  催】一般社団法人日本施設園芸協会 

【講演配信】 

 ・日   時：令和３年１月 25日（月）10 時～２月３日（水）18 時（Youtube 限定公開） 

 ・基調講演１：農林水産省 生産局 園芸作物課（スマートグリーンハウス展開推進の 

                            ねらいと実施事項について） 

 ・基調講演２：宮城県（データを活用した施設園芸ネットワークのねらいと地域での展開状況） 

・事例紹介１：株式会社いわて若江農園（トマト周年栽培における環境制御技術及び自社開発作

業管理システムと人事評価の連動） 

 ・事例紹介２：株式会社イグナルファーム（キュウリ周年養液栽培での統合環境制御技術と 

                     人材育成） 

 

３．.令和２年度スマートグリーンハウス展開推進 

            「スマートグリーンハウス・シンポジウム」の開催について 



【シンポジウム配信】 

 ・日 時：令和３年２月３日水曜日 13 時半～15 時 

      （zoom ウェビナー、YoutubeLIVE による配信） 

《次 第》 

 ・13:20 開場（オンライン受付開始） 

 ・13:30 開会あいさつ 

 ・13:31 基調講演：大阪府立大学大学院 人間社会システム科学研究科 教授 大山 克己 氏 

          （次世代施設園芸拠点におけるスマートグリーンハウス導入ツールの開発と導入効果） 

・13:51 パネルディスカッション（データ活用の目的と導入ツールの概要、導入効果、データ 

 活用のポイント、地域展開における課題） 

・15:00 閉会 

《パネリスト》 

・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 東出 忠桐 氏（コーディネーター） 

・大阪府立大学大学院 人間社会システム科学研究科 教授 大山 克己 氏 

・東海大学名誉教授 林 真紀夫 氏 

（以上、本事業スマートグリーンハウス検討専門委員会委員） 

・宮城県農林水産部園芸振興室 株式会社イグナルファーム 

・株式会社いわて若江農園 代表取締役 若江 俊英 氏 
 

【申し込み】 

・日本施設園芸協会ホームページより https://jgha.com/ 

・講演配信定員：なし 

・ライブディスカッション定員：zoom ウェビナー100 名（オンラインで Q&A 書き込み可能、 

定員になり次第締切）、YoutubeLIVE（視聴のみ、定員無し） 

・申込締切期日：令和３年２月１日月曜日 16 時 

【会費】 

 ・無料 

【連絡先】 

 （一社）日本施設園芸協会 スマートグリーンハウス・シンポジウム担当 土屋・石井  

  〒103-0004 東京都中央区東日本橋 3-6-17 Tel:03-3667-1631 mail:jisedai1@jgha.com 

  ※講演、配信内容に変更の可能性があることをお断りいたします。 

 

 

  

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）を実施しています。 

今後のスケジュールとしては、皆様が参加可能なセミナーや報告会などは下記のとおり予定して

います。【参加料：無料！参加者全員へ講演資料を配付致します】 
 

                      記 
 

４．加工・業務用野菜に係る野菜流通カット協議会主催のセミナー等の開催について 



 「加工・業務用野菜契約取引等に関するセミナー」の開催  
 

 〇開 催 日：令和３年１月 26 日(火）13：00 ～ 16：30 

 〇開催場所：長崎県諫早市(諫早文化会館) 

  〇開催内容：契約取引ガイドラインからブロッコリー栽培・機械化一貫体系など 

     ※話題提供６課題及びセミナー参加者との質疑応答 
 

 

 「事業成果発表会」の開催  

全国の加工・業務用野菜に関係する皆さま！ 

加工・業務用野菜の新たな生産・流通・貯蔵等を普及・啓発するためのセミナー(事業成果発表会)

に参加して、最新の情報・意見交換等を図りませんか・・・。 

〇開 催 日：令和３年２月 26日(金）12：30 ～ 16：50 

 〇開催場所：東京都江戸川区(江戸川区総合文化センター） 

 〇開催内容：野菜流通カット協議会が事業実施主体の令和２年度 水田農業高収益作物導入推進 

        事業(全国推進)において、先進的な生産技術の普及に向けた取組、先進的な出荷技 

術の普及に向けた取組の各検討委員会の取組内容や調査結果などの事業成果の発 

表会を実施します。 

※話題提供８課題及びセミナー参加者との質疑応答 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
   当協会主催の「施設園芸・植物工場展 ２０２１(GPEC in 愛知)」現在、出展申込受付中！  
 

GPEC では、出展の申し込みを受付中です！ 

コロナ禍でも、対面での直接的な PR、操作性や使用感の伝達などの実機展示に価値を見出す各メー

カーなどから申込みをいただいています。 

ハウス本体、分析検査、水や気体の環境制御など、新規出展の申込み

もいただいており、専門展示会として GPEC へ寄せる期待の高さがうか

がえます。 

  今回の GPEC は、施設園芸のメッカでもあり、関連メーカーも多く拠

点を構えている東海エリア（愛知県）で初開催です！  

従来の東京開催では来場できなかった地域のユーザーへ、新たに PR

が可能となります。 

また、近年の台風や豪雨などの自然災害や、コロナ禍での外国人実習

生の入国制限など深刻化する人手不足により、安定生産を実現する「植

物工場」にも注目が集まっています。 

専門展示会ならではの投資意欲溢れる来場者との、有益な商談機会をぜひご活用ください！ 

５．施設園芸・植物工場展２０２１（GPEC in 愛知）開催について 

※開催内容・申し込み等は、協議会のホームページにて、ご確認ください！ 

  

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

ＵＲＬ：http：//www.vedica.jp 

 



●出展のご案内はこちら 

   https://www.gpec.jp/pdf/information_JP.pdf 

 

●出展申込み締め切り：2021 年２月 26日(金) 

  ※但し、予定小間数に達し次第締め切ります。 

   出展に関心がございましたらお早めにお問合せください。 
 

●GPEC 感染症対策について 

今回の GPEC では、接触を極力減らすため従来の招待券による入場を廃止して 

【完全 WEB 来場登録制】による来場登録を導入いたします。 

入場の際は、来場登録証に印刷された QR コードを読み取ることで、接触を極力減らして入場が可

能です。皆さまが安心してご参加いただけるよう、GPEC においても対策に努めてまいります。 

ぜひ GPEC に、ご出展・ご来場ください！ 
 

■ 開催概要は、以下のとおりです。 

１．開催日時:令和３年７月 14日（水）～16日（金）  

会場時間 10:00～17:00 

２．開催場所：愛知県国際展示場（AICHI SKY EXPO） 

３．搬入/搬出 

    搬入: 令和３年７月 12 日(月)～13 日(火) 

    搬出: 令和３年７月 16 日(金) 閉場後～22:00 

４．主    催  一般社団法人 日本施設園芸協会 

５．後    援  

    農林水産省、経済産業省、全国農業協同組合中央会、全国農業協同組合連合会 

    農林中央金庫、(一社)全国農業会議所、(公社)全国農業共済協会、(株)日本政策金融公庫 

６．共    催  アテックス株式会社 

７．協  賛 施設園芸・植物工場関係諸団体(46 団体） 
 

■ 2021(GPEC)テーマ  

「未来につなげるＮＩＰＰＯＮ農業」 
 

■ 出展小間料金 

   ① 会員 326,700 円（税込）/１小間 

   ② 一般 366,300 円（税込）/１小間 

※１小間=９ｍ2(間口３ｍ×奥行３ｍ×高さ 2.7ｍ)  

                                              

【行政情報】 

 
令和２年 12 月９日に開催された行政改革推進会議（第 41回）において、施設園芸等燃油価格高

騰対策について次のような指摘を受けているところです。 

会員の皆様には引き続き本対策について情報提供して参りますので、よろしくお願いいたします。 

１．施設園芸等燃油価格高騰対策に係る行政改革推進会議による指摘事項（通告）について 



【指摘のポイント】 

〇施設園芸等燃油価格高騰対策（農林水産省） 

 省エネ化を進めるという事業の目的に対し、燃油価格が高騰した際のセーフティネットの構築支

援という制度が効果的であるか等、事業の目的を達成するために何が真に必要なのか、抜本的に見

直しを行うべき。見直しの結果、余剰資金が生じる場合には、余剰資金は国庫返納すべき。  

 

 

 

 

 令和２年度第３次補正予算案が 12 月 15 日に、また、令和３年度予算案が、12 月 21 日に閣議決

定されました。詳細については、１月 22 日の説明会で農林水産省の担当官から直接説明をしてい

ただきますので、ぜひご出席ください。園芸関係の主な事業の概要は以下のとおりです。 

 

●野菜・施設園芸支援対策事業（時代を拓く園芸産地づくり支援等） 

【令和３年度予算概算決定額 １，０５９ （１，１１４） 百万円の内数】 
 

対策のポイント 

 実需者ニーズに対応するとともに、園芸作物の生産を拡大するため、水田を活用した新たな園芸

産地の育成、まとまった面積での機械化一貫体系等の導入、端境期の出荷等に取り組む産地の育成

等を支援します。 
 

事業目標 

加工・業務用野菜の出荷量（直接取引分）の拡大 

    （98 万トン［平成 29年度］⇒145 万トン［令和 12年度まで］） 
 

＜事業の内容＞ 

１．水田における園芸作物の導入支援 

 水田農業における高収益な園芸作物の導入・産地化を実現するため、新たに園芸作物を導入す  

る産地における合意形成や、園芸作物の本格的な生産を始める産地における機械・施設のリース 

導入の取組等を支援します。 
 

２．労働生産性を抜本的に高めた野菜のモデル産地形成支援 

 一定規模以上（露地野菜５ha以上、施設園芸１ha以上）での水田転換やほ場整備と併せて、機 

械化一貫体系の導入や生育予測システムの導入等の取組を支援します。 

 （農地耕作条件改善事業により支援） 
 

３．国産が需要に応え切れていない端境期の野菜の生産拡大支援 

 実需者からの国産野菜の安定調達のニーズに対応するため、需要に応え切れていない品目や作 

型（端境期）の出荷に必要な新たな生産・流通体系の構築や作柄安定技術、新たな作型の導入等 

を支援します（15万円/10ａ）。 

※ 対象品目として、にんにく・しょうが・アスパラガス・さといも・えんどう等５品目を追加 

(Ｒ２:14品目⇒Ｒ３：19品目) 
 

（関連事業） 

スマート農業総合推進事業のうち次世代につなぐ営農体系確立支援 

２．令和２年度補正予算案及び令和３年度予算案の概要について 



　

　　　　　　　　　　　

国

都道府県

生産者団体、協議会

民間団体等

交付

（１の事業、関連事業）

（２の事業）

定額、１/２

（１、関連事業のうち全国推進、

３の事業）

定額、１/２

定額、１/２

施設園芸産地におけるデータ収集・分析機器の活用、既存ハウスのリノベーションなど、デー 

タを活用して生産性・収益向上につながる体制づくり等を支援します。 
 

＜事業の流れ＞ 

                    ［お問い合わせ先］  生産局園芸作物課 （03-3501-4096） 

 

 

●スマートグリーンハウスへの転換促進 

【令和３年度予算概算決定額 ２１７ （３８５） 百万円の内数】 
 
 

対策のポイント 

 我が国の施設園芸の大宗を占めるパイプハウスなどの従来型の既存ハウスも活用しながら、デー

タを活用した施設園芸（スマートグリーンハウス）への転換を促進するため、生産性・収益向上に

つながる体制づくり、ノウハウの分析・情報発信等の取組を支援します。 
 

政策目標 

農業の担い手のほぼ全てがデータを活用した農業を実践［令和７年まで］ 
 

＜事業の内容＞ 

１．スマートグリーンハウスへの転換促進 

○ 施設園芸産地においてデータを活用した農業（スマートグリーンハウス）への転換を促進するた

めの取組を支援します。 

① データ駆動型農業の実践体制づくり支援 

環境制御や作業管理等の技術習得に必要なデータ収集・分析機器の活用、既存ハウスのリノベ 

ーション等、データを活用して生産性・収益向上につなげる体制づくり 

② スマートグリーンハウス展開推進 

スマートグリーンハウス転換に向けた課題の調査、ノウハウの整理や更なる低コスト化の検

討、農業者への情報発信を支援します。 
 

（関連事業） 

２．強い農業・担い手づくり総合支援交付金 

○ データを活用した農業への転換をハード面からサポートするため、低コスト耐候性ハウスや高度

環境制御栽培施設等の導入を支援します。 

○ スマート農業の実践施設について優先枠を設け、高度環境制御技術や自動化技術等のスマート技 

術と施設の整備を支援します。 
 



　

　　　　　　　　　　　

国

都道府県 協議会

民間団体等

定額

都道府県

（１①の事業）

（１②の事業）

１/２

（２の事業）

定額

定額 定額、１/２

農業者等

　

国 民間団体等

定額

＜事業の流れ＞ 

［お問い合わせ先]   生産局園芸作物課 (03-3593-6496) 

 

 

 

●スマート農業総合推進対策事業のうち スマートグリーンハウス先駆的開拓推進 

【令和３年度予算概算決定額 ４０ （０） 百万円】 
 

対策のポイント 

我が国のハウス面積が減少する中で、施設園芸をさらに発展させていくためには、国内外を問わ

ず、これまでに施設園芸の進出していない地域や、生産物のニーズがある地域に進出し、現地生産

を行うビジネスモデルを進めることが有効です。また、スマート農業の新規市場の開拓は、将来的

な量産化の実現などへの寄与も大きく、積極的に進めていくことが重要です。このため、先駆的な

事業者によるスマート技術を含む施設園芸の現地生産の事業化可能性調査を支援し、スマート技術

も駆使した施設園芸の開拓を促進します。 
 

事業目標 

〇これまでに施設園芸の進出していない地域に生産拠点を持つ企業を年間３社増加 

〇農業の担い手のほぼ全てがデータを活用した農業を実践［令和７年まで］ 
 

＜事業の内容＞ 

〇スマートグリーンハウス先駆的開拓推進 

農業者や法人・企業が国内外を問わず先駆的に進出してスマート技術を含む施設園芸の現地生産

に取り組むにあたり、課題となりやすいポイントごとに、本格的な事業化に先立った事業化可能性

調査等を支援することにより、スムーズかつ低リスクな事業化を推進します。 
 

＜事業の流れ＞ 

 

 

 

 

［お問い合わせ先］生産局園芸作物課（０３－３５９３－６４９６） 

 

 

 

 



　

国 協議会、民間団体等

定額

●養蜂等振興強化推進事業 

【令和３年度予算概算決定額 １９４ （４０） 百万円】 
 

対策のポイント 

養蜂振興のため、蜜源植物の確保や植栽状況の実態把握、蜂群配置調整の適正化やダニの防除手

法を中心とした飼養衛生管理技術の普及に向けた取組を支援します。また、花粉交配用昆虫の安定

確保を図るため、園芸産地と養蜂家の連携や在来種マルハナバチの利用拡大、健全な蜂群の供給に

向けた技術導入を支援します。 
 

事業目標 

○ 蜜源植物の植栽面積拡大や適性な蜂群配置調整、ダニ被害低減による蜂群数増加 

（21万５千群［令和元年度］⇒30万群［令和11年度まで］ 

○ セイヨウオオマルハナバチから在来種マルハナバチへの転換の加速化 
 

＜事業の内容＞ 

１．蜂群配置調整適正化支援 

① 蜂群配置調整の適正化に向けた環境整備のため、蜂群の位置情報や蜜源植物の植栽状況の実

態把握、樹木を中心とした蜜源植物の植栽・管理などの取組を支援します。 

② 適正な蜂群配置調整の参考となる優良事例の調査・分析や、蜜源植物の位置や植物の種別、

蜂群の位置情報をはじめとする関連データを蓄積・活用するための検討会の開催や地図データ

の作成を支援します。 
 

２．花粉交配用昆虫の安定確保支援 

① 園芸産地において、花粉交配用蜜蜂を養蜂家と連携して安定的に確保する協力プランの作成

や蜜蜂の適切な管理技術、他の花粉交配用昆虫による代替技術の実証等を支援します。また、

特定外来生物であるセイヨウオオマルハナバチから在来種マルハナバチへの転換実証を支援

します。 

② 養蜂家による健全な花粉交配用蜜蜂群の供給体制を強化するための蜂群の低温管理技術の 

 導入などの取組を支援します。 
 

３．飼養衛生管理技術向上支援 

 ダニの防除手法を中心とした衛生管理や蜜蜂の飼養管理の高度化・省力化のための技術の普

及などの取組を支援します。 
 
＜事業の流れ＞ 

 

 

 

［お問い合わせ先］（１、２②、３の事業）生産局畜産振興課（03－5591－3656） 

                             （２①の事業）     生産局園芸作物課（03－3593－6496） 

 

 

 

 



燃油価格高騰の影響を受けにくい経営への転換

施設園芸等燃油価格高騰対策の目的設

●施設園芸等燃油価格高騰対策（事業期間 令和４年度まで） 
 

対策のポイント 

施設園芸等において、燃油価格高騰の影響を受けにくい経営への転換を進めるため、省エネルギ

ー化等に取り組む産地に対し、燃油価格が高騰した場合に国と生産者が積み立てた基金から補填し

ます。 
 

政策目標 

燃油価格高騰の影響を受けにくい経営への転換（施設園芸等の主要な産地におけるＡ重油使用量

を15％削減 等） 
 
＜目的と基本的な仕組み＞ 

 
基本 

 

 

 

 

 

施設園芸農家３戸以上又は農業従事者５名以上で構成する農業者団体等。 
施 

 

 
 

支援対象者は、３年間で燃油使用量の15％以上削減する省エネ目標と、目標達成に向けた取組を

設定。 

※ 初めて取り組む場合は3年間で10a当たり燃油使用量を15％以上削減、2期目以降に継続して取り組

む場合は、３年間で10a当たり燃油使用量を更に15%削減するほか、単位生産量(額)当たり燃油使用

量を15％以上削減する目標（収量増で達成可能）を立て、計30%以上の省エネに取り組む。 

計30%以上の削減を達成した者は、自身の削減目標を定め、更なる省エネに向けて不断に取り組む。 

 
 

 
 
①支援対象者は、セーフティネットの対象期間を選択し、燃油購入数量を設定して補填積立金を

納入（国と生産者が１：１で積み立て） 

②省エネルギー等対策推進計画の目標達成に向けて取組を実施し、燃油価格が一定の基準を超 

えた場合に補填金を交付。 

 

 

 

 

 

 

 
 



　

国

民間団体等

民間団体等

（１～３の事業）

（４の事業）

委託

定額

●農畜産業プラスチック対策強化事業 

【令和３年度予算概算決定額 ８ （１１） 百万円】 
 

対策のポイント 

令和元年5月に閣僚会議で決定された「海洋プラスチックごみ対策アクションプラン」等に基 

 づき、農林水産省としても「新たな汚染を生み出さない世界」の実現を目指し、所管する各業界 

 におけるプラスチックごみ対策を強力に推進します。 
 

政策目標 

 2050 年までに海洋プラスチックごみによる追加的な汚染をゼロにまで削減 
 

＜事業の内容＞ 

１．施設園芸における廃プラスチック対策の推進  ４（５）百万円 

○  農業者やリサイクル業者、行政等が連携して、廃プラスチックの排出抑制、循環利用の促進

のための技術実証等の取組を支援します。 
 

２．生分解性マルチ導入の推進  ２（２）百万円 

○  生産現場で生分解性マルチの耐久性や強度に関する現地実証等を行い、生分解性マルチの利

用拡大を推進します。 
 

３．畜産における廃プラスチック対策の推進  ２（２）百万円 

○  サイレージ用ラップフィルムの過剰包装抑制のための適切な使用方法、生分解性飼料梱包材

等の使用効果に係る実証を行い廃プラスチック対策の推進に向けた基礎を構築します。 
 

４．プラスチックを使用した被覆肥料の実態調査  ２（２）百万円 

○  プラスチックを使用した被覆肥料の被膜殻のほ場(水田)からの流出実態を調査します。 
 
 

＜事業の流れ＞ 

 

 

 

 

 

（１の事業） 生産局園芸作物課   （03-3593-6496） 

（２の事業） 生産局農業環境対策課（03-6744-2114） 

（３の事業） 生産局飼料課      （03-6744-7192） 

（４の事業） 生産局技術普及課   （03-6744-2435） 

 

 

 

 

 

 

 



定額、１/２

国 都道府県 市町村、農業者の組織する団体等

定額

●園芸産地における事業継続強化対策 

【令和２年度第３次補正予算額 ２６０ 百万円】 

対策のポイント 

 自然災害発生に予め備え、災害に強い産地を形成するため、園芸産地における非常時の対応能

力向上に向けた複数農業者による事業継続計画（BCP）の策定を支援します。また、BCPの実行に

必用な体制整備やＢＣＰの実践に必要な取組を支援します。 
 

事業目標 

 全国の非常時の備えが必要な施設園芸等の産地において、BCP の策定と BCP に基づく対策を実

施し、非常時の対応能力を向上［令和７年度まで］ 
 

＜事業の内容＞ 

産地の生産深い当の単位で複数農業者による共同の事業継続計画（BCP）を策定し、計画に基

づく事業の継続や非常時の早期復旧に必要な体制整備、BCP の実践に必要な技能習得、ハウスの

補強、非常時の復旧の取組実証等を支援します。 
 

１． 産地等における取組【補助率：定額、１/２】 

①事業継続計画の検討、策定 

②非常時の強力体制（従事者の融通当）の構築 

③災害に備えた自力施工技能習得、復旧体制の整備 

④災害に備えたハウスの補強、防雨ネットの設置 

⑤停電時の被害防止に必要な非常用電源や大雪によるハウス倒壊を防ぐ融雪装置等の導入 

⑥事業継続計画に基づく災害復旧の取組実証 
 

＜事業の流れ＞ 

 

［お問い合わせ先］ 生産局園芸作物課（03-3593-6496） 

 

 

●強い農業・担い手づくり総合支援交付金等 

【令和３年度予算概算決定額 １６，２１４ （２０，０２０） 百万円】 

対策のポイント 

  産地の収益力強化と担い手の経営発展のため、産地・担い手の発展の状況に応じて必要な農業

用機械・施設の導入を切れ目なく支援します。また、地域農業者の減少や労働力不足等生産構造

の急速な変化に対応するための新たな生産事業モデルや農業支援サービス事業を支援します。 
 

事業目標 

○ 加工・業務用野菜の出荷量（直接取引分）の拡大 

                   （98万トン［2017年度］⇒145万トン［2030年度まで］） 

○ １中央卸売市場当たりの取扱金額の増加（695億円［2016年度］⇒719億円［2024年度まで］） 

○ 意欲ある担い手の育成・確保 



　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　

都道府県
農業者等

１/２、３/１０以内等

市町村交付

（定額）

国

農業者等

定額、１/２以内

１/２、３/１０以内等

（２の事業）

（１の事業）

１/２、３/１０以内等

＜事業の内容＞ 

１．地域の創意工夫による産地競争力の強化と担い手の経営発展の推進 

① 産地基幹施設等支援タイプ 

ア 産地農業において中心的な役割を果たしている農業者団体・農業法人等による集出荷貯 

  蔵施設等の産地の基幹施設の導入を支援します。 

イ 品質・衛生管理の強化等を図る卸売市場施設、産地・消費地での共同配送等に必要なスト 

   ックポイント等の整備を支援します。 

 

② 先進的農業経営確立支援タイプ 

  広域に展開する農業法人等の経営の高度化に必要な農業用機械・施設の導入を支援します。 

③ 地域担い手育成支援タイプ 

ア 農業者の経営基盤の確立や更なる発展に向けた農業用機械・施設の導入を支援します。 

イ 小規模・零細地域における、意欲ある経営体の共同利用機械・施設の導入を支援します。 
 

２． 生産構造の急速な変化に対応するための生産事業モデルの育成 

① 生産事業モデル支援タイプ 

  核となる事業者が連携する生産者の作業支援など様々な機能を発揮しつつ、安定的な生産・   

 供給を実現しようとする新たな生産事業モデルの育成を支援します。 

② 農業支援サービス事業支援タイプ  

  農業支援サービス事業の育成に必要な農業用機械等の導入を支援します。 
 
 

＜事業の流れ＞ 

［お問い合わせ先］ 

(１①ア、２①の事業)  生産局総務課生産推進室        （03-3502-5945) 

(１①イの事業)      食料産業局食品流通課          （03-6744-2059) 

(１②③の事業)      経営局経営政策課担い手総合対策室 （03-6744-2148) 

(２②の事業)        生産局技術普及課生産資材対策室   （03-6744-2111) 

 

 

 

●産地生産基盤パワーアップ事業  

【令和３年度第３次補正予算額 ３４，１６０ 百万円】 

対策のポイント 

 収益力強化に計画的に取り組む産地に対し、農業者等が行う高性能な機械・施設の導入や栽培

体系の転換等に対して総合的に支援します。また、輸出関連等の事業者と農業者が協働で行う取



　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　 都道府県

国

農業者等

定額、１/２以内等

（２、３の事業）

（１の事業）

国
基金管理団体

定額、１/２以内等

定額

民間団体等

１/２以内等

定額、１/２以内等

組の促進等により海外や加工・業務用等の新市場を安定的に獲得していくための拠点整備、全国

産地の生産基盤の強化・継承、堆肥の活用による全国的な土づくり等を支援します。 
 

事業目標 

〇 青果物、花き、茶の輸出額の増加 

(農林水産物・食品の輸出額２兆円［2025年まで］、５兆円［2030年まで］ 

〇 品質向上や高付加価値化等により販売額の増加（10％以上［事業実施年度の翌々年度まで］） 

〇 産地における生産資源（ハウス・園地等）の維持・継承  等 
 

＜事業の内容＞ 
 

１．新市場獲得対策 

① 新市場の核となる拠点事業者の育成 

 新市場のロット・品質に対応できる拠点事業者の育成に向けた貯蔵・加工・物流等拠点施設等 

の整備、拠点事業者と連携する産地が行う生産・出荷体制の整備等を支援します。 

② 新市場対応を支える物流体制の革新 

生産コスト低減に向けた肥料物流の合理化を図るため、統一規格の追跡型パレットの導入や、   

管理システムの開発の実証等を支援します。 
 

２．収益性向上対策 

収益力強化に計画的に取り組む産地に対し、計画の実現に必要な農業機械の導入、集出荷施

設の整備等を総合的に支援します。 
 

３．生産基盤強化対策 

① 生産基盤の強化・継承 

農業用ハウスや果樹園・茶園等の生産基盤を次世代に円滑に引き継ぐための再整備・改修、

継承ニーズのマッチング等を支援します。 

② 全国的な土づくりの展開 

  全国的な土づくりの展開を図るため、牛ふん堆肥等を実証的に活用する取組を支援します。 
 

＜事業の流れ＞ 

              

 ［お問い合わせ先］(１①、２の事業)  生産局総務課生産推進室（03-3502-5945） 

(１②の事業)    生産局技術普及課    （03-6744-2435） 

（３①の事業）    生産局園芸作物課     （03-6744-2113） 

(３②の事業)     生産局農業環境対策課  （03-3593-6495） 

 



　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　

定額、１/２

国

都道府県

民間団体等

民間団体等

定額

（１の事業）

（２③の事業）

定額

定額

定額、１/２
協議会

民間団体等

民間団体等

（国研）農業・食品産業

技術総合研究機構

委託定額（定額）

（２⑤の事業）

（２①②③⑥の事業）

（２④の事業）

●スマート農業総合推進対策事業 

【令和３年度予算概算決定額 １，３５９ （１，５００） 百万円の内数】 
 

対策のポイント 

 スマート農業の社会実装を加速するため、先端部の現場への導入・実証や、地域での戦略づくり、

科学的データに基づく土づくり、教育の推進、農業データ連携基盤（ＷＡＧＲＩ）の活用促進等の

環境整備の取組を支援します。 
 

政策目標 

農業の担い手のほぼ全てがデータを活用した農業を実践［令和７年まで］ 

＜事業の内容＞ 

１．スマート農業加速化実証プロジェクト 

    先端技術産業を活用したスマート農業技術を生産現場に導入し、テーマに基づく現場実証や情

報提供・経営分析等を実施します。 
 

２．スマート農業普及のための環境整備 
 

①農林水産データ管理・活用基盤強化 

 農業データの連携・共有やＷＡＧＲＩ活用促進のための環境整備を支援します。 

②農林水産業におけるロボット技術安全性確保策検討 

 ロボット農機の現場導入に向けた、安全性確保のルールづくり等を支援します。 

③次世代につなぐ営農体系確率支援 

 新たな営農体系の戦略づくり、データ駆動型農業の実践・展開を支援します。 

④データ駆動型土づくり推進 

 科学的データに基づく土づくりのため土壌診断データベースの構築等支援します。 

⑤スマート農業教育推進 

 農業大学校等の授業で活用できる教育コンテンツ提供等を実施します。 

⑥スマートグリーンハウス先駆的開拓推進 

 国内外を問わず、スマート技術も駆使した施設園芸の先駆的開拓を支援します。 
 
 

＜事業の流れ＞ 

                  [お問い合わせ先] 農林水産技術会議事務局研究推進課 (03-3502-7462) 

 

 



国

定額交付

協議会等 生産者

●高収益作物時期作支援交付金 

【令和２年度補正予算額 １５８，４９０ 百万円の内数】 
 

対策のポイント 

 新型コロナウイルス感染症拡大の影響による需要の減少により市場価格が低落するなどの影響

を受けた花き・茶・野菜・果樹等の高収益作物について、次期作に前向きに取り組む生産者を支援

し、国内外の新たな需要促進につなげます。また、令和２年 10 月に行った本交付金の運用見直し

により、交付金が減額又は交付されなくなる生産者を対象として、本交付金を見込んで既に実施し

た機械等の投資に対し、減額分を上限として支援します。 
 

事業目標 

野菜・花き等高収益作物について、新型コロナウイルス感染症の収束後に向けた生産体制の強化 
 

＜事業の内容＞ 

１．次期作に前向きに取り組む生産者への支援 

 ①次期作に前向きに取り組む花き・茶・野菜・果樹等、高収益作物の生産者に対し、種苗等の資

【定額支援】 

    野菜・果樹・花き・茶等：10ａあたり５万円（注１） 

    施設花き等      ：10ａあたり 80万円 

    施設果樹       ：10ａあたり 25万円 

   

運用見直しに伴う追加措置 

   本交付金の 10 月の運用見直しにより、交付予定額が減額又は交付されなくなる生産者であ

って、事業開始(４月 30日）から 10 月 30 日までの間に、次期作に向けて、新たに機械・施設

の整備や、資材等の購入又は発注を行った生産者を対象に、減額分を上限として支援します。 

 ②新たな品種や新技術の導入等の取組を支援します。 

  【定額支援：10ａあたり２万円×取組数】（注２）（運用見直し対象外） 
 

２．厳選出荷に取り組む生産者への支援 
 

〇 花きや茶等の高品質なものを厳選して出荷する取組を支援します。   

   【定額支援：１人・１日あたり 2,200 円（ただし、作業従事者１人につき 90日まで）】 

（注 1）、（注２）は、中山間地域等では支援単価を１割加算 

※政府の用意するセーフティーネットへの加入を検討する生産者を支援 

 

＜事業の流れ＞ 

［お問い合わせ先］（野菜等関係） 生産局園芸作物課   （03-6738-7423） 

（花き関係）   生産局園芸作物課    (03-6738-6162） 

（茶関係）     生産局飼料課      (03-6744-2117) 
 
 



 
 

 スマート農業技術の実用化や導入が進むに伴って、農業現場からは、異なる機器・システムの利

用に当たり、メーカーの垣根を越えて相互にデータ連携し、一元的にデータを管理・分析すること

で、経営改善に生かしたいというニーズが高まっています。こうした課題を解決するため、令和２

年７月 17 日に閣議決定された規制改革実施計画においては、位置、作業記録等のデータを取得す

るトラクター、コンバイン等の農機の使用に当たり、農業者がこれらのデータを当該農機メーカー

以外の作ったソフトでも利用できる仕組み（オープン API）の整備を令和３年度までに行うこと等

とされています。 

 このため、農林水産省では、農業者がシステムの壁を越えて利用するデータの洗出し、データ連

携の在り方の検討など、円滑かつ迅速な検討・整備に資するよう、農業分野におけるオープン API

整備に向けた検討会（以下「検討会」という。）を設置し、関係者一体となって農業者のデータ利

用環境の向上に取り組むこととしています。 

 検討会の議論を踏まえ、農業分野におけるオープン API の整備に向けたガイドライン（案）が作

成され、パブリックコメントの募集中です。 

 パブリックコメントの募集期間は令和２年 12月 11日から令和３年１月９日までです。意見のご

提出は下記 URL (外部リンク) からということです。 

https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id= 

550003235&Mode=0 

 

 

マイナバーカードの積極的な取得等については、会員の皆様には令和２年 12 月９日付け事務連

絡において協力依頼をお願いしているところです。 

マイナンバーカードの普及については、これまでも、昨年６月４日にデジタル・ガバメント閣僚

会議で決定された「マイナンバーカードの普及とマイナンバーの利活用の促進に関する方針」に基

づき、マイナポイント事業による消費活性化策や令和３年３月から開始予定のマイナンバーカード

の健康保険証利用を念頭に、マイナンバーカードの積極的な取得と利活用の促進の呼びかけについ

てお願いしたところですが、改めて、農林水産省生産局園芸作物課を通じて依頼がありました。 

マイナンバーカードの健康保険証利用は、企業の健康保険に係る事務のコスト縮減につながるこ

とが期待されます。また、従業員にとっても、公的な身分証明書になる他に、マイナポイント１人

5,000 円分（上限）がもらえるとともに、住民票の写し、課税証明書等のコンビニでの取得、e-Tax

による確定申告等での利用、さらには今後、運転免許証との一体化も検討され、住所変更等の際、

市区町村窓口でマイナンバーカードの住所変更をすれば警察署に届け出ることは不要になるなど、

マイナンバーカードは、大きなメリットがあるカードです。 

つきましては、関連する動画等を参考に、貴社の従業員、個人の加入者や組合員等に対し、マイ

ナンバーカードの積極的な取得と利活用の促進の呼びかけを行っていただきますよう、今一度、お

願い申し上げます。 

※説明動画「メリットいっぱいマイナンバーカード」 

（動画でマイナンバーカードのメリット、取得方法、安全性等について紹介）  

https://www.cao.go.jp/bangouseido/link/prmovie33.html 

３．農林水産省 農業分野におけるオープン API 整備に向けたガイドライン（案）について 

４．マイナンバーカードの積極的な取得等について 



 
【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）   

【会員通信】 

● 新入会員紹介：Itbook テクノロジー株式会社 
 

＜会社概要＞ 

設立年   令和２年２月 

資本金   2,000 万円 

代表取締役 菊田 志向 

所在地   〒190-0022 東京都立川市錦町 1丁目 8番 7号 8階 

電話／FAX  042-523-1177／042-523-7070 

URL     https://www.itbook-tec.co.jp/ 
 

＜事業内容＞ 

◆施設園芸向けの自動制御 IoT クラウドサービスの『温調みつばち』 

各種センサーにて室温や日射の制御はもちろんのこと、CO2 量の調整、溶液の供給制御、なども

可能。 

計測した値や制御状態は、クラウドにて保存管理。 

外出先でスマートフォンやパソコンで閲覧可能。 

クラウドから情報閲覧から制御まで可能です。 

［対象品目］ 

施設野菜、施設園芸（花き、果菜、等） 
 

◆環境センシング IoT『みまわり伝書鳩』 

温度、湿度、風向、風速、雨量、照度、紫外線、気圧の標準センサーに加え 

土壌、CO2、日射センサーも追加可能。 

単管パイプで簡単設置が可能。路地から施設園芸まで幅広く活用頂いています。 

『計測なくして改善なし』と言われ、農業分野での導入が加速しています。 

［対象品目］ 

水稲、畑作、露地野菜、施設野菜、果樹、茶 

Itbook テクノロジーはセンサーからクラウドまで統合した「IoT ソリューション」 

を得意とし様々な製品とサービスを提供します。 

農業分野以外にも建築現場の安全安心を支援する IoT サービスも提供しています。 

デジタル社会の実現に向け、社員一丸となってお客様の変革をご支援していきます。 

 

 

 

 

 

 

                 

 

 

 



 

 
 

日本施設園芸協会 

 

 

 

 


