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【協会からのお知らせ】 
 

 

＊３月１日(月)  

「令和２年度 第３回理事会」の開催（令和２年度 事業報告案等の審議） 

場所：アットビジネスセンター東京駅八重洲通り 604号室 15：00～17：00 
 

＊４月下旬  

「令和３年度 第１回理事会」の開催（令和２年度 事業報告及び決算等の審議） 

場所：都内会議室 調整中 15：00～17：00 
 

＊５月下旬  

「第 23回施設園芸技術初級講座」の実施 

場所：WEB における開催を準備中 
 

＊６月４日(金)  

「令和３年度 第２回理事会及び定時会員総会」の開催 

場所:ＫＫＲホテル東京（竹橋） 
 
 
 

 

当協会では、施設園芸技術の知識を習得する学習の機会を提供し、施設園芸技術の普及等を図るた

め、施設園芸技術初級講座、同中級講座を開催するとともに、それぞれの資格に相応しい知識・技術

習得がなされているか等を審査する施設園芸技術指導士及び施設園芸技術指導士補の資格試験を実

施しています。 

令和３年度につきましては、新型コロナウイルス感染対応もあり、これらの実施について次のよう

な状況にありますことを知らせします。詳細につきましては、決定次第に当協会ホームページ等でお

知らせしますので、ご覧いただきますようお願いいたします。 
 

１．令和３年度（第 22回）施設園芸技術初級講座 

初級講座につきましては、当協会の会員企業の社員ほか、施設園芸技術の習得を目指す方たちへ学

習の機会を提供し、基礎的な施設園芸知識を取得していただくこと、また新入社員等の研修の場とし

てご活用いただくことを目的として例年実施しているところです。 

 令和２年度におきましては、緊急事態宣言発令に鑑み、残念ながら中止としましたが、令和３年度

においては Web開催の予定です。 

編集・発行：一般社団法人日本施設園芸協会 東京都中央区東日本橋 3-6-17山一ビル４F 
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1．（一社）日本施設園芸協会 今後の主要行事予定 

 

２．令和 ３年度 「施設園芸技術講座」及び 「技術指導士資格試験」等に関するお知らせ 



２．令和３年度（第 16回）施設園芸技術中級講座 

中級講座につきましても、当協会の会員企業の社員ほか、施設園芸技術の習得を目指す方たちへ学

習の機会を提供し、より高度な施設園芸の知識・技術を取得していただくこととして、例年実施して

おります。令和２年度につきましては、新型コロナウイルス感染予防の観点から受講者の人数を制限

して、2020年８月 26日～28日に千葉大学（柏の葉キャンパス）環境健康フィールド科学センター内

の植物工場研修室で開催しました。令和３年度（第 16 回）中級講座につきましては、現在検討中で

す。 
 

３．令和３年度（第 11回）施設園芸技術指導士資格試験及び令和３年度（第 16回）施設園芸技術指導士補

資格試験 

 令和３年度のこれらの資格試験につきましても、中級講座と同じく現在検討中です。 

 

 
 

  

 

令和３事業年度施設園芸セーフティネット構築事業について当協会の公募を３月８日から開始し

ます。 

令和３事業年度の制度内容は前年度から変更がなく、実施要領等については年度更新による積立金

単価の変更などの所要の改正を行っております。 

公募の締切は７月上旬となっていますが、各都道府県協議会がそれぞれ公募期間を設定しています

ので、詳しくは各都道府県協議会へお問い合わせください。 

なお、茶セーフティネット構築事業の公募は２月５日から開始しています。 

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、よろしくお願いしたします。 

 

 

【イベント紹介】 
 
 

 

 
 

当協会では、農林水産省関係課等のご協力を得て、例年開催しております予算説明会を１月 22 日

（金）に石垣記念ホール（三会堂ビル 9F）で開催いたしました。当日は、会員を中心に 70名の方々

にご参加いただくとともに、農林水産省からは 15 名の担当官にご説明をいただき、質疑応答を行い

ました。具体的な内容は以下のとおりです。 

なお、今回は、緊急事態宣言発令中であることに鑑み、会場参加と Web参加との併用という初めて

の方法で実施しましたが、Web参加の皆様が大部分という結果となりました（会場 17名、Web 53名）。

次回につきましても、今回の成果と反省を踏まえて開催方法などを工夫してまいりますので、奮って

のご参加をお願いいたします。 
 

〇日 時：令和３年１月 22日（金） 
 

〇会 場：石垣記念ホール（三会堂ビル９F） 

 

 

３． 令和３事業年度の施設園芸セーフティネット構築事業の公募について 

 

 

     

 

 

 

 

 

１．園芸関係令和 ２年度補正予算及び令和 ３年度予算案説明会について 

 



〇説明事項及び説明者 

（１）農村振興局整備部地域整備課 

   ・農山漁村活性化整備対策（当初）           我如古 春樹 課長補佐 
 

(２) 農村振興局農村政策部地域振興課 

   ・中山間地域所得確保対策（補正）           高石 洋行 課長補佐 

   ・中山間地農業ルネッサンス事業（当初）           同 上 
 
(３) 食料産業局産業連携課 

・食料産業・６次産業化交付金（当初）         杉山 高 課長補佐 

・６次化産業サポート事業（当初）              同 上 
 
（４）食料産業局知的財産課 

   ・農業分野における AI・データに関する契約ガイドラインについて 

清水 美佳子 課長補佐 
 
(５) 経営局就農・女性課 

・農業人材力強化総合支援事業（補正・当初）      美保 雄一郎 課長補佐 

・外国人材受入総合支援事業（当初）            同 上 

   ・農業労働力確保緊急支援事業（補正）           同 上 
 
（６）農林水産技術会議事務局研究推進課 

   ・スマート農業実証プロジェクト（当初）        豊井 一徳 課長補佐 

・スタートアップ総合支援事業（当初）         小島 拓磨 課長補佐 
 

(７) 生産局技術普及課 

   ・持続的生産強化対策事業のうち生産体制・技術確立支援（当初） 

 川上 英里 係長 

・農業支援サービス事業育成対策（当初）         小川 尚人 課長補佐 
 
（８）生産局園芸作物課 

・スマートグリーンハウスへの転換促進（当初）     角張 徹 課長補佐 

・スマートグリーンハウス先駆的開拓推進（当初）      同 上 

・農畜産業プラスチック対策強化事業（当初）        同 上 

・養蜂等振興強化推進事業（当初）             同 上 

・施設園芸等燃油価格高騰対策               同 上 

・園芸産地における事業継続強化対策（補正）        同 上 

・強い農業・担い手づくり総合支援交付金（当初）      同 上 

・産地生産基盤パワーアップ事業（補正）          同 上 

・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)（当初） 

会田 智明 係長 

・食品等流通持続化モデル総合対策事業（当初）       同 上 

・青果物輸出拡大加速化対策事業（補正）        竹内 和哉 係長 
 
（９）政策統括官付穀物課 

・水田農業の高収益化の推進穀物課           新保 貴裕 課長補佐 

・新事業開拓に向けた水田リノベーション事業（補正）    同 上 
 
(10) 生産局農業環境対策課 

   ・ＧＡＰ拡大の推進（補正・当初）           荒川 達朗 課長補佐 

   ・産地生産基盤パワーアップ事業（補正）        大城 智弘 課長補佐 

   ・強い農業・担い手づくり総合支援交付金（当初）      同 上 

 ・先進的省エネルギー投資促進支援事業費補助金（当初）   同 上 

 



 

 
 

 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

員会の取組内容や実証試験結果など、今年度の事業成果発表会を下記の内容で実施しました。 

 当日はコロナ禍の中ではありましたが、全国の加工・業務用野菜関係者 118 名の参加者が集い、 

新たな生産・流通・貯蔵等を普及・啓発するための話題提供および参加者との活発な意見交換が行わ

れました。 

記 
 

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） 
 

【話題提供】        

・先進的な出荷技術の普及に向けた取組 （流通合理化検討委員会）       

❶テーマ：「青果物におけるモーダルシフト利用度実態調査報告について」      

  話題提供：株式会社流通研究所 常務取締役 有山 公崇 氏                              

❷テーマ：「ブロッコリー・カリフラワーのフローレット流通実証試験結果報告」  

        ～ 中間貯蔵施設を利用した貯蔵実証試験について ～   

     話題提供：Ａｇｓｏｉｌ株式会社 代表取締役 南 吉幸 氏                        

❸テーマ：「横浜南部市場の概要について」        

     話題提供：横浜丸中ホールディングス株式会社 常務取締役 岡田 貴浩 氏  
                                   
 

・先進的な生産技術の普及に向けた取組 （生産技術検討委員会）                  

❹テーマ：「園芸作物生産転換促進事業の実施地区への現地調査報告」          

     委員長報告：農研機構 野菜花き研究部門 生産生理ユニット長 佐藤 文生 氏   

❺テーマ：「加工・業務用野菜標準基本契約取引ガイドライン 2020」について    

     話題提供：株式会社彩喜 取締役社長（野菜流通カット協議会会長） 木村 幸雄 氏 

❻テーマ：「契約指定野菜等安定供給事業」と「契約野菜収入確保モデル事業」の概要説明                         

     話題提供：（独〉農畜産業振興機構 野菜振興部契約取引推進課 課長  長内 久美子 氏 

❼テーマ：「加工・業務用ブロッコリー ～全国１５県による栽培への挑戦と課題～」   

     話題提供：全国農業協同組合連合会 営業開発部 青果営業課  加藤 智揚 氏  

❽テーマ：「国産ブロッコリー２０２１ ～コンビニエンスストアへの導入について～」  

     話題提供：横浜市場センター株式会社 営業推進第 2部 執行役員 豊島 広之 氏 

【質疑応答】        

      司会進行：生産技術検討委員会委員長：佐藤 文生 氏    

      ※話題提供者に加え、JA 全農 園芸部  次長 小河 義徳 氏もパネラー参加しました！

       

 

 

２．加工・業務用野菜に係る野菜流通カット協議会の成果発表会の開催について  

 

 

 

 

  

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

ＵＲＬ：http：//www.vedica.jp 

 



 

 
 

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しています。 

令和２年度は栃木県下野市(トマトパーク)・小山市(小林菜園)で行い、コロナ感染拡大の中、感染

予防対応措置をして開催を行い、参加者は施設園芸協会員をはじめ県の試験・普及センター、生産者

等 36名の参加でした。 

研修先の株式会社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した。また、株式会社小林菜園では、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、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した。 

令和３年度の園芸施設・産地現地研修会は参加者の皆様に開催目的を満足していただくべく、令

和３年 12月上～中旬開催を目途に、次期開催地の選考をしてまいりますので、多数の参加をお待ち

しております。 

於：株式会社トマトパーク              於：株式会社小林菜園 

 

 
 

 

 

 

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した。 

 

【主催】一般社団法人日本施設園芸協会 
 

【後援】農林水産省 
 

【講演オンデマンド配信】 

・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） 

３．令和 ２年度 園芸施設・産地現地研修会の結果報告 

 

４． 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（結果報告） 

スマートグリーンハウス・シンポジウム 2021 の開催 

 

 



・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 代表取締役 若江 俊英 氏（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 代表取締役 佐藤 雄則 氏（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） 
 

【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、Youtube LIVEによる配信） 

 

《次 第》 

・開会あいさつ 

・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） 

・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） 

・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 
 

【申込者】 

・生産者・農業法人：30人(11%) 

・企業：122人(46%) 

・地方自治体：48人(18%) 

・大学・研究機関：51人(19%) 

・JA：6 人(2%) 

・その他：10人(3%) 

・合計：267人 
 

【アンケート結果】 

（回答数 64件） 

Q1：データ活用や IoT やロボットを活用した生産性向上について、重要だと思うものを選択してく 

ださい。 



Q2：Youtube講演、パネルディスカッションを通し、ご理解いただけた項目はどれでしょうか。 

 

 

Q3：本シンポジウムに参加をされて、今後どのようにご活用されるでしょうか？ 

 

 

 

 

Q4：今

後、セミナー・シンポジウム等の開催に期待されることについて、お願いいたします。 

 

 

Q5：日

本施設園芸協会の活動やこれからの施設園芸のスマート化の取り組みについての意見、要望が

あればご記入ください。 

 

・各メーカーの環境制御装置を活用された農家様の声（設備への要望、メーカ対応など）から各メ 

ーカーが取り組んでいることについて聞いてみたい。 

 このような WEBによる講演やシンポジウムの開催を是非、増やしてください。 

 Webセミナーはとても良いです。パネリストや質疑応答など工夫されるとなお、よいと感じます。 

 規模の大小に関わらず、有効に活用できる技術を紹介していただきたいです。 

 今回のような webでの開催は参加がしやすくありがたいので、今後も行なって欲しい。 

 多くの方に参加してもらうには、このような方法は有効と思われます。 
 

以上、「スマートグリーンハウス・シンポジウム」へご参加・ご協力ありがとうございました。 

大規模施設園芸経営の優良事例 

センサー・環境モニタリングの実例 

スマート農業の実例 

作業管理・労務管理システム化の事例 

データ活用した生産者勉強会活動事例 

夏期高温対策の事例 

中小規模施設園芸経営の優良事例 

大規模施設園芸経営の優良事例 

雇用者のモチベーション向上の事例 

センサー・環境モニタリングの実例 

統合環境制御技術の動向 

灌水管理・水分管理技術の動向 

植物生育調査方法の実例 

低コスト生産の実例 

経営の参考にしたい 

栽培技術面での参考にしたい 

販売面での参考にしたい 

データの収集や活用の参考にしたい 

労働生産性向上の参考にしたい 

研究開発面での参考にしたい 

市場の研究 

環境制御の普及 



 
 

 
 

近年、施設園芸では経営規模の拡大が進み、ハウス面積の合計が１ha を超える生産者も多くなっ

てきました。同じ１ha の経営でも、ハウス１棟のサイズが大きい方が高機能な設備を無理なく導入

でき、作業性は大幅に改善します。 

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と低コスト化を推進するため、１ha

規模でハウスを新設する際に推奨される仕様を提案しています。トマトで年間 40t/10aの多収生産に

適した１ha モデルハウス仕様をとりまとめました。このモデルハウス仕様では、採光性と換気性能

を向上させた新しいハウス構造を提案し、内部設備には先進的な機能を取り入れる一方で、設備が過

剰とならないように配慮しています。 

このモデルハウス仕様に沿ったハウスを実際に建設していただき、トマトの多収生産(目標

40t/10a)に取り組んでいただける方を募集しております。 

当協会では、新規に 50a～1ha 規模のハウスを建設してトマトの多収生産を始めようとされている

生産者(個人・法人)と連携して、トマトの多収生産(目標 40t/10a)に取り組んでいく取り組みを進め

ており、ご協力いただける方を募集しています。詳しく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/ 

また当協会は、令和３年７月 14 日～16 日にセントレア空港に隣接する Aich Sky Expo において、

「GPEC 2021 in Aichi」を開催予定です。その主催者展示コーナーにおいて、日本型 1haモデルハウ

ス仕様のハウス構造と内部設備の実物展示を行います。間口 8mで軒高 5mの高軒高ハウスで、屋根フ

ィルムの固定ピッチを広げた採光性の高いハウスがご覧になれます。ハンギングガターやレール式高

所作業台車、CO2施用兼用型温風暖房機、高度環境制御システムなどを展示する予定です。大型ハウ

ス利用による合理的生産のイメージが具体的に掴める展示・説明を行いますので、ぜひともお越しく

ださい。 

 

 
 

 

 

施設園芸に使用されるハウス用プラスチックフィルム、マルチフィルム、またその他のプラスチッ

ク製農業資材の多くは一定の使用期間の後、廃棄されますが、その処理については「廃棄物の処理及

び清掃に関する法律」により農業者に対し産業廃棄物として適正な処理を行うことが義務付けられて

います。 

   しかし、農業分野では農業者個々の排出量が少なくまた季節性もあり、業者の対応に困難が伴うた

め、市町村、農協、その他の関係機関が協力して農業者への啓発、指導をすすめるとともに、農業者

の依頼を受けて収集・運搬、処理に関する実務の支援・代行を行っているところです。 

   環境についての社会の関心がますます高まる中で、使用済みプラスチックの輸出先を確保しにくく

なる状況にあり、農業用使用済プラスチックの適正処理の推進は一層重要になっています。 

   当協会では、農林水産省の指導のもと、園芸用プラスチック適正処理対策委員会を設置し、全国農

業協同組合連合会等の関係各団体のご協力・ご支援のもと、情報・資料の提供、各種調査等農業用使

用済プラスチック適正処理の推進を行って参りました。 

５． 日本型大型（１㌶）モデルハウス実証・支援事業について 

 

 

 

 

６．園芸プラスチック適正処理事業の実施状況について 

(農業用使用済みプラスチック適正処理の手引き 令和３年２月改訂版) 
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※ 出展申し込み堅調ですが、コロナ禍のため出展締切りを〝３月末″とします！ 
 

当協会が主催する施設園芸・植物工場展（ＧＰＥＣ）は、本来であれば昨年７月開催予定でした

が、コロナ禍のため 1年延期して、今年 2021年 7月 14日（水）から 16日（金）までの３日間、Aichi 

Sky Expo(愛知県国際展示場)おいて開催致します。 

開催に伴い、会員の皆様をはじめ、関係機関へ出展のご案内・申し込み受付を昨年 10月より開始、 

出展申し込み締め切り期限を２月末日とさせていただきましが、現在もコロナ禍の中であり、新型

コロナの今後の動向を見守っていて出展を保留している企業があるため、出展締め切りを 1 ヶ月延

長して３月末日とさせていただきます。 

６．施設園芸・植物工場展２０２１（GPEC in 愛知）開催について  

 

 

 

 



 

 つきましては、出展申込み保留中の企業の皆様やこれから申込みを検討したい企業の皆様におか

れましては、できるだけ早急に事務局へ連絡いただければ幸いです。 

 今回のＧＰＥＣ２０２１は、初の愛知開催にも関わらず多くの企業・団体から、出展申し込みが

届いています。加えて地元企業からの出展も多数にのぼり、盛大に開催される運びとなっています。 

 出展各社は、生産者が直面する喫緊の課題に対応する製品・技術の展示や災害対策、次世代大規

模施設、スマート農業など最新の設備・技術が一堂に結集され、来場者との活発な商談や技術・情

報交換が期待されるところです。 

 
 

＊出展に関する資料請求や詳細のお問い合わせ 

ＧＰＥＣ２０２１事務局 

ＴＥＬ：０３－３５０３－７７０３  ＦＡＸ：０３－３５０３－７６２０ 

Ｅ-mail：ｏｆｃ@gpec.jp  ｗｗｗ．ｇｐｅｃ．ｊｐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●会場へのアクセス 

 

 

 

 

 

【行政情報】 

 

 

 

農林水産省は、令和３年２月１０日付けで農業機械から得られるデータを様々なソフトと連携す

る仕組み（オープン API※）の整備に向けて、事業者の対応指針を示した「農業分野におけるオープ

ン API整備に関するガイドライン ver1.0」を策定しました。 

 ※オープン API（Application Programing Interface）：データ連携のための仕様を外部へ公開し、

一定の条件の下、他のシステムと連携する仕組み。これにより、農業者が営農管理ソフトを利用し

て、ほ場ごとの作業記録を一元的に管理・分析ができるようになるなど、経営の効率化が期待され

ます。 

２．農林水産省 データ駆動型農業の実現に向けてガイドラインを策定 

 



 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本ガイドラインは、以下の農林水産省ホームページから、閲覧・ダウンロードすることができます 

【農林水産省ホームページ：農業分野におけるオープン API整備に向けた検討会】 

  https://www.maff.go.jp/j/kanbo/smart/openapi.html 

 

こうした取り組みが、施設園芸分野においても、こうした取組が期待されており、日本施設園芸

協会として、現在公募が始まっている、「農林水産データ管理・活用基盤強化」事業（令和３年度予

算概算決定）に係る取り組みに積極的に関わっていく予定です。 

 
 

 

 

令和２年から３年までの冬期の大雪に係る農業用ハウスの被害状況について、農林水産省による取

りまとめ状況をお知らせいたします。（令和３年２月 18日 18時現在） 
 

  取扱注意  

都道府県 被害件数 被害金額（千円）

北海道 ー ー

青森県 109 31,994

岩手県 3,287 ー

宮城県 265 232,967

秋田県 4,457 2,760,614

山形県 1,709 703,086

福島県 ー ー

栃木県 ー ー

群馬県 3 1,045

新潟県 1,507 ー

富山県 704 ー

石川県 847 180,958  

１．今般の大雪に係る農業用ハウスの被害状況について 

 

https://www.maff.go.jp/j/kanbo/smart/openapi.html


福井県 327 ー

岐阜県 52 29,165

滋賀県 ー ー

京都府 ー ー

兵庫県 67 調査中

和歌山県 37 2,290

鳥取県 120 177,074

島根県 302 261,933

広島県 16 11,280

愛媛県 2 7,000

高知県 1 124

佐賀県 8 3,624

長崎県 1 645

大分県 20 68,119

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

(注) 

１．掲載府県は２月 18 日 18 時現在で農業用ハウスに被害が発生している府県。  

２．被害件数、被害金額とも、関係者への共有について府県の了解が得られたもののみ数値を掲載。 

 ３．数値は農林水産省が各府県からの報告を基に整理したものであり、府県の公表値と異なる場合がある。 

 

 

 

 

 

マイナン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。 

 

 

３．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】 
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【会員通信】 

● 新入会員紹介： 株式会社デンソーアグリテックソリューションズ 
 

<会社概要> 

設立年月日 2020年 5月 29日 

資本金  7,000万円 

代表取締役 清水 修 

所在地  〒108-0075 東京都港区港南一丁目 8番 15号 

電話／FAX 03-4231-2730／03-6478-7548 

URL  https://www.denso-agri.com/ 

 

＜事業内容＞ 

◆機器販売からターンキーまでご要望に合わせた施設園芸ソリューションを提供 

フェンロー型ハウスや環境制御一体型植物工場などの栽培施設、環境制御システムや空調システムな

どのハウス内設備、そして栽培相談や機器の保守メンテナンスなどのサービスといったお客様の施設

園芸にとって必要なアイテムを適切な組合せでご提供いたします。 

また、各システムの販売はもちろんのこと、お客様のご要望に合わせ、ターンキーソリューションの

ご提供も実施します。 
 

（１）快適な環境を実現する制御 

施設園芸を始めるには、ハウスや環境制御装置、冷却システム、灌水システムといった多岐に渡るア

イテムの組合せを検討する必要があります。お客様の栽培に適切な組合せをパッケージとしてご提供

していきます。 
 

（２）高生産性を実現する工程設計 

生産のみならず出荷まで全体の物の流れを考慮したレイアウト設計や使いやすい道具、管理ツールの

ご提案により、生産性の高い工程設計で高効率な農場づくりをお手伝いします。 
 

（３）人と機械が協調する自動化 

製造工場で培った自動化技術を基に、お客様の農場に合わせた適切な自動化を提案し、作業者にも働

きやすい労働環境づくりのお手伝いをします。 

 

 

 

＜ニュースレターのメールマガジン化について＞ 

  来年度から、施設園芸ニュースレターのメールマガジンとして、配信することとして、 

準備を始めています。メールマガジン化することによって、より多くの方の目に触れる 

機会を作りたいと考えており、引き続きニュースレターを、情報収集のツールとして 

ご活用いただければ幸いです。 
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●施設園芸・植物工場展（ＧＰＥＣ2021）への 

出展申込みをお待ちしています！ 

 


