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【協会からのお知らせ】 
  

本年４月 23 日に、新型インフルエンザ対策特別措置法に基づく緊急事態宣言が 4つの都府県を対

象に発出されました。緊急事態宣言が出された状況でも、農畜産物は国民生活に、また、農業資材は

農業経営に不可欠な物品であることから、その安定供給が求められております。その安定供給のため

に施設園芸関係資材の供給者である当協会の会員の皆様に、感染防止とともに事業継続に向けた取組

が求められております。これまでも様々な取組を講じられていること存じますが、引き続き関係機関

からの通知等を踏まえ対策を推進されますよう重ねてお願い申し上げます。 

 また、新型コロナウイルスの感染拡大は、今年度も当協会の運営にも大きな影響が出てきておりま

す。５月 12～13日に開催を予定していました第 42回施設園芸総合セミナー・機材資材展の会場で開

催を中止し、セミナー講演について、参加申込者のご都合に合わせて視聴できる WEBオンデマンド方

式（視聴期間６月 10日（水）～６月 25 日（金））に変更しました。また、４月 26日開催を予定し

ておりました理事会についても書面開催に変更しました。さらに、感染拡大の防止に取り組む観点か

ら、協会事務局も時差出勤、自宅勤務（テレワーク）に取り組んでおります。このため、会員の皆様

にご迷惑をお掛けすることがあるかと思いますが、ご理解の程よろしくお願いいたします。 

 協会といたしましては、今年度も新型コロナウイルス感染の防止及びその影響の緩和、解消に向け

て農林水産省を始め関係機関のご指導・ご協力を得ながら対応して参りたいと考えております。会員

の皆さまのご支援・ご協力をよろしくお願いいたします。 

 
 

 

 
 

 

＊５月 27日（木）～  

「令和３年度第 22回施設園芸技術初級講座」の実施 

オンデマンド方式（視聴予定期間５月 27日（木）～６月９日（水）） 

＊６月 4日（金） 

「令和３年度 定時会員総会」の開催 

場所:ＫＫＲホテル東京（竹橋） 

＊６月 10日（水）～  

「第 42回施設園芸総合セミナー」の実施 

オンデマンド方式（視聴予定期間６月 10日（木）～６月 25日（水）） 
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２．（一社）日本施設園芸協会 今後の主要行事予定 

 

1．新型コロナウイルス感染防止対策の徹底と生産資材安定供給のお願い 

 

 



４． (一社)日本施設園芸協会 令和３年度の業務分担について 

＊7月 14日（水）～16日(金） 

「施設園芸・植物工場展 2021」（ＧＰＥＣ)の開催 

場所:愛知県国際展示場（Ａichi Ｓky Ｅxpo） 

 

※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、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。 

 

 

 

 

 ３月 31日付け  退職 開発部長 渡邉 義満  

 ４月 １日付け  採用 開発部長 近野 俊幸 

 

 

 

 

施設園芸等燃油価格高騰対策とスマートグリーンハウス展開推進事業の当協会での継続実施及び

水田農業高収益作物導入推進事業(全国推進)の野菜流通カット協議会での継続実施が決まったこと、

また、農林水産データ管理・活用基盤強化事業（施設園芸分野）の当協会での新規実施も決まったこ

とから、協会の令和３年度の業務内容が概ね決まりました。なお、これに合わせ業務執行体制も一部

見直し、４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。 

 

担当部長等 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、碓井 会長

役員業務打合せ 藤村、高市 会長

   協会の総務企画委員会の対応 高市、藤村 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） 高市、近野 藤村

施設園芸新技術セミナー（未定） 平島、土屋 藤村

施設園芸・植物工場展（GPEC)準備 平島、藤村 会長

技術講座（初級）・技術講座見直し関係 長岡、高市 藤村

国内産地・施設研修 近野、高市 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 藤村

予算説明会 長岡、藤村 会長

協会と農林水産省との意見交換会 長岡、藤村 会長

園芸用プラスチック適正処理対策事業 近野、高市 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） 近野、高市 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* 近野、高市 藤村

委託試験* 平島 藤村

令和３年度日本施設園芸協会の業務推進体制 （令和３年４月～）     　 2021/4/26現在

 

３．（一社）日本施設園芸協会 人事異動について 



５．令和３年度第１回理事会の書面開催について 

令和 元年度 第 ３回理事会について 

 

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

デジタル情報発信 藤村、土屋 藤村

青果物選果・予冷施設協議会の事務局 長岡、藤村 藤村

野菜流通カット協議会の事務局 平島、藤村、長岡、碓井 藤村

報道向け事業説明会 長岡、藤村 藤村

50周年記念の検討 藤村、高市 会長

協会会員の確保 藤村、高市 会長

JGHAシステム管理及びホームページ運営管理 藤村、碓井、高市 藤村

施設園芸等燃油価格高騰対策 小瀧、近野､高市 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

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　　 高市、土屋､長岡 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

農林水産データ管理・活用基盤強化事業 藤村、土屋、高市 藤村

1 協調データ項目の特定及びデータ形式の標準化

2 APIの仕様検討

3 APIの接続検証

4 API取扱いルールの策定

5 オープンAPIの必要性に関する関係者の理解醸成  

備考：上記は当面の分担であり、農水省の補助事業は、業務量等が不透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３年度第１回理事会については、４月 26 日（月）に開催を予定しておりましたが、今般の新

型コロナウイルス感染拡大に係る緊急事態宣言の発令を受けて、防止の観点から書面で開催すること

として、現在それぞれ、議案について委員、理事及び監事にご審議をいただいているところです。そ

の結果については、６月４日（金）に開催する総会に報告をさせていただく予定です。 

 第１回理事会については、総会に諮る①令和２年度実績報告、②令和２年度決算、③令和３年度事

業計画の変更、④令和３年度の予算の変更、⑤令和３年度会費・賛助費の額及びその徴収方法及び⑥

役員の補充選任等についてご審議をいただいております。 

 令和２年度事業報告及び決算については、新型コロナウイルス感染症の影響により、国の補助事業

を始め、協会プロパーの各種セミナー、技術講座及び現地研修等の各事業について、中止、縮小、見

直し等を図りつつ、経費の節減等にも努めた結果、事業収支は、約 5百万円のプラスとなりました。 

令和３年度の計画については、農林水産省の補助事業が予定通り実施できることとなりましたが、

新型コロナウイルスの影響を考慮した業務活動となることから予算的にも少し厳しい状況となって

おります。理事の皆様の同意が得られましたら、総会に提出し、会員の皆様にも詳しくご説明する予

定です。 



６．スマートグリーンハウス展開推進事業について 

平成 27 年度 次世代施設園芸地域展開促進事業（全国推進事

業）の取り組みについて 

民間部門農林水産研究開発功績者表彰候補者の推薦につい

て 

 

 

 

 

農林水産省では、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・収益性の向上につながる体制作り、ノウハウの分析・情報発

信などの取り組みを支援しています。 

 当協会では、令和２年度「スマートグリーンハウス展開推進」事業の成果を５冊の事業報告書に取

りまとめ、以下のホームページで公開しています。 

https://jgha.com/dl/ 

① 事業実施概要・指導者育成研修 

② 別冊１：大規模施設園芸・植物工場実態調査・事例調査 

③ 別冊２：スマートグリーンハウス転換の手引き 

～データ活用と実践の事例～ 

④ 別冊３：農業用ハウス設置コスト低減のための事例集 

⑤ 別冊４：スマートグリーンハウス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 

 

令和３年度も本補助事業の実施主体として採択されましたので、昨年の成果を踏まえて、専門家グ

ループによる委員会を編成し、以下の取り組みを推進します。 

（１）スマートグリーンハウス転換に取り組む産地についての情報発信 

・毎年継続的に行っている全国実態調査、優良事例調査を実施し、とりまとめます。 

・スマートグリーンハウスに関する情報や、優良取組事例をホームページ、Youtubeチャンネル

等で発信します。 

・WEBシンポジウムを開催します。 

（２）先進的な取組を行う生産者のネットワークの形成、栽培・経営指導、データ等の収集・分析、

手引きの策定等 

・スマートグリーンハウスへの転換に取り組む産地等における情報交換会、栽培及び経営面の指 

導を実施します。 

・スマートグリーンハウスへの転換に取り組む産地等のデータを調査・分析し、農業者向け手引

きを策定します。 

（３）スマートグリーンハウス転換に向けた研修、人材育成カリキュラムの検討等 

・全国６か所の植物工場事業拠点において、スマートグリーンハウス技術の指導者を育成するた

めの研修を実施します。 

・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て、標準的育成課程や共通

教材の構築を進めます。 

（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 

・スマートグリーンハウス転換の技術導入コスト低減に向けて開発された技術を紹介するととも

に、導入現場の調査・分析を行います。 

・被覆資材等の廃棄等の処理コストの低減及びリサイクル活用に向けて、廃棄農ビフィルムにつ 

いて、県枠を越えた運搬・リサイクル処理の試行を行い、将来の方向性について検討します。 

 

 

 



 

 

 

●第 22 回施設園芸技術初級講座 

令和２年度の初級講座につきましては緊急事態宣言発令に伴い中止となりましたが、令和３年度の

本講座（第 22回）はオンデマンド方式（視聴予定期間：令和３年５月 27日(木)～６月９日(水)）で

開催することとしており、多くの方のお申込みをいただいております。講座では、施設園芸の基礎に

関する各分野の講義のほか、植物工場のバーチャル視察等を行う予定です。 

本講座につきましては、継続的にご参加いただいている会員企業も多く、新たに参加される企業な

ども幾つかあることから、大変評価され、皆様にも広く認識されてきているように思われます。会員

の皆様のご理解とご協力に感謝いたします。 

 

● 施設園芸技術中級講座（中止） 

本年度の中級講座につきましては残念ながら中止となりましたが、中級講座は専門性の高い施設園

芸技術者となるための重要なステップですので、来年度以降、奮ってご参加いただくようお願いたし

ます。 

 

【イベント紹介】 

 
 

 

令和３年５月 12 日～13 日に東京都江戸川区総合文化センターにおいて実施予定の第 42 回施設園

芸総合セミナー・機器資材展は、新型コロナ感染症拡大の影響により、残念ながら、会場における講

演会・機器資材展（会場開催）を中止します。一方、講演については、参加申込者にテキスト冊子を

配布し、WEB配信で視聴できるようにいたします。 

講演の WEB配信は、視聴期間中に参加申込者のご都合に合わせていつでも何度でも視聴できるオン

デマンド方式とし、視聴期間は６月 10日（水）～６月 25日（金）です。 

とくに、新型コロナの影響で出張しにくい方や、遠方で移動しにくい方におかれては、全国の最新

情報を得られる良い機会ですので、ぜひともご参加・視聴をしていただきたいと存じます。 

 

[講演動画の視聴期間] 2021 年(令和３年) ６月 10日(水)～６月 25日(金) 

[参加費(テキスト資料代) ] 

          ・一般６,０００円(税込み) ・協会会員・農業生産者は３，０００円(税込み)  

[参加申込み方法] 

当協会ＨＰから「オンデマンド方式参加申込書」をメール添付で事務局までお送りください。 

[参加申込期限] 令和３年５月 31日(月) 

申込みいただいた方にテキスト資料代の振り込み先をお知らせし、WEB接続先をご案内します。 
 

＜第１部＞施設生産の先進技術と収益性向上 

(1-1) 施設園芸施策の展開方向について ～施設園芸のスマート化の推進〜 

角張 徹 氏（農林水産省生産局園芸作物課 課長補佐） 

(1-2)農業データ連携基盤 WAGRIの推進 

川村 隆浩 氏（農研機構 企画戦略本部 データマネジメント管理役） 

７．令和 ３年度 施設園芸技術初級・中級講座について 

1．第４２回施設園芸総合セミナーの開催 （オンデマンド方式） 

 

 

 

 



(1-3)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ープマネージャー） 

(1-4) 10のポイントで学ぶ構造優位を創る農業経営 

岩佐 大輝 氏（(株)GRA 代表取締役社長） 

(1-5)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 （(一社)日本施設園芸協会 常務理事兼参事） 
 

＜第２部＞ 葉菜類の施設生産と植物工場生産の動向 

(2-1)葉菜類の施設栽培と植物工場生産における現状と課題 

       丸尾 達 氏（（公財）園芸植物育種研究所 理事長） 

(2-2)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） 

(2-3)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)ひむか野菜光房 取締役／(株)プランツ 専務取締役） 

(2-4)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)木田屋商店 小浜植物工場グリーンランド 栽培技術部） 

(2-5)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) ファウンダー） 

(2-6)パネルディスカッション「次世代に向けた葉菜類生産と植物工場生産の発展方向」 

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 

コーディネーター 高市 益行 (一社)日本施設園芸協会 常務理事兼参事） 
 

＜第 3 部＞施設園芸技術指導士資格取得者紹介 
 

＜第 4 部＞関連企業によるセミナー参加者に向けたプレゼンテーション(予定) 

 

第 42 回施設園芸総合セミナーの詳細と参加申込方法につきましては、下記ホームページを 

ご覧ください。 

https://jgha.com/ssk/ 

 

 
  
   

 

『施設園芸・植物工場展 2021(GPEC)』は、「施設園芸」と「植物工場」に特化した国内唯一

の専門展示会です。昨年開催予定だったＧＰＥＣは、新型コロナウイルス感染拡大のため１年

延期となり、前回の 2018 年以来３年ぶりの開催となります。今回は、施設園芸が盛んな東海

地域で初の開催となり、従来の東京ビッグサイト開催では来場できなかった人々から歓迎の声

が多く寄せられています。なお、Withコロナでの展示会となる中、多くの企業・団体から出展

があり、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です。ＧＰＥＣは通常２

年に一度開催しますが、新規の方たちはもちろん、多くのリピーター来場者が来られると確信

しており、その価値のある展示会であると自負しております。 

今回のテーマは、「未来につなげるＮＩＰＰＯＮ農業」とし、展示場内のセミナー会場においては、

２．施設園芸・植物工場展２０２１（GPEC in 愛知）開催について 

 

 

 

 

 

 



特別セミナー19に加え、シンポジウム等も開催いたします。内容としては、施設園芸・植物工

場の業界動向・新事業展開、統合環境制御や農業ロボット等の先端技術や先進的施設園芸農家

による品目ごと（トマト・きゅうり・イチゴ・花き）の研究事例や優良事例など、多くのすぐ

に役立つ最新情報を発信いたします。 

展示会場は展示ホールＢ（10,000㎡）を使い、全国の施設園芸農家様が、すぐに役立つ最新

資機材や出展各社の新製品も数多く提案されます。 

展示会は、一人一人が参加した実感がなければいけません。そのための仕掛けもＧＰＥＣで

は、数多く工夫しました。主催者コーナーでは、日本型大型（1㌶）モデルハウスの展示、 

モデルハウス内には栽培方式・付帯設備の展示、生産者相談コーナー（➀補助金等、②栽培技

術、③養液栽培・植物工場、④公庫・融資等）、政府・公的機関情報コーナーなどの設置を行

います。皆様の積極的な参加を期待しております。 

ぜひ、この展示会で何かヒントを持ち帰りましょう！ 
 

開催概要等は、以下のとおりです。 
 

◇ 開催概要 

■日 程：令和３年 7月 14日（水）～16日（金）  

■会 場：Aichi Sky Expo(愛知県国際展示場)展示ホールＢ 

■テーマ:「未来につなげるＮＩＰＰＯＮ農業」 

■主 催：一般社団法人 日本施設園芸協会   

■後 援：農林水産省、経済産業省、愛知県、（一社）全国農業協同組合中央会、全国農業協同組

合連合会、農林中央公庫、（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（順不同）/９機関・団体 

■共 催：アテックス株式会社 

■協 賛：47機関・団体 

■出展者数：国内外 126社・団体（4/22現在） 

■来場者数：28,000名（目標） 

■入場方法: 事前来場登録制 ※招待券持参も可 

■同時開催展 スマートアグリジャパン 
 

□来場誘致活動について 

今後の来場誘致活動につきましては、主催者・事務局側の活動〔ＧＰＥＣニュース、新聞・雑誌へ

の広告掲載、他業種向け媒体への広告掲載、Webサイト等への広告掲載、ＤＭの大量配布、東海エリ

アに強い媒体を利用しての広告掲載など〕と、関係各機関からの協力活動（出展者向招待状配布、出

展者検索機能を強化した情報の公開、後援・協賛団体からの来場依頼、全国のＪＡへ招待券等の送付、

記者発表会の開催、農協観光によるＧＰＥＣ視察ツアーなど）を実施、さらに、Webによるメール配

信、ＱＲコードシステムの周知による事前来場登録（非接触・感染症対策）などを行っていきます。 
 

◆ＧＰＥＣ事務局からのお願い！ 

施設園芸関連に特化した新技術の展示や最新の技術情報、先進的な生産者の成功事例紹介等のセミ

ナーなど（全て聴講無料）、大変内容の充実したものを提供できると考えていますので、多数の生産

者の皆さんのご参加の下、“日本の施設園芸の将来をみんなで考える場”として活用して頂ければ大

変ありがたいと考えます。生産者の多くの方々のご参加を心よりお待ちしておりますので、皆さんの

周りの生産者へ一声かけて頂ければ幸いです。 



 

詳しくは公式Ｗeb サイトにアクセス     

www.gpec.jp 

※特別招待券は、５月中旬より全国に向けて発送予定です。 

特別招待券を大量にご希望の場合は、事務局までお申し出 

ください。 

多くの生産者の皆様へ配布をお願いいたします。 

併せて、感染症対策として、「事前来場登録」を推奨いたします。 
 

 

 
   

 

協会主催による「2021 韓国施設園芸現地研修ツアー」企画を中止します！ 
 

昨年開催予定であった海外施設園芸現地研修ツアーは、５年ぶりの韓国の施設園芸を訪問する視

察ツアーを企画していましたが、新型コロナウイルス感染拡大のため１年延期となり、今年 11月中

旬実施予定でお知らせしていました。しかしながら今なお、世界的に新型コロナウイルス感染拡大が

あり、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、いつ解除になるか？ 

不透明なため今年度についても昨年度に引き続き、海外研修ツアー企画を中止せざるを得ない状況で

すので、ご了承願います。当協会主催の海外研修ツアーを毎年楽しみされている会員様にとっては、

大変申しわけありませんが、ご理解の程よろしくお願いいたします。 

 
 

【国内情報】 

 

 

 

施設園芸等燃油価格高騰対策は、令和元年 12 月の改正で、令和４年まで３年間延長されることと

なり、１事業年度の期間が従来５月～４月だったものが７月～６月に改正されました。 

 また、令和２年２月の改正により、セーフティネットの補填金交付要件について、従来、当該月の

A 重油価格が基準価格（過去７年間のうちの中庸５カ年間の 11 月～４月（加温月）の A 重油平均価

格）を 15％以上高騰した場合にセーフティネットの発動がされることとなっていたものが、令和２

事業年度からは、該当月の A 重油価格が基準価格以上に値上がりした場合に発動がされることにな

り、）ました。発動された場合には、当該月の A重油購入数量の原則７割（補填割合）を価格差補填

することになります。（改正前は購入数量全量分） 

セーフティネットには、特例措置がありますが、今回の改正により低温特例措置として、その地域

の気温が平均気温より低温の場合又は急騰特例措置として、過去３年間の加温月ごとに A重油平均価

格に係数を乗じて得た３つの価格の一つでも上回った場合には、補填割合が上がることとなっていま

す。 

既にお知らせしたとおり、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。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。 

３．２０２１海外施設園芸現地研修ツアーの実施について  

     

 

 

 

 

 

１．令和３事業年度の施設園芸セーフティネット構築事業について 

 

について 

 

     

 

 

 

 

 



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

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下さい。 

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。 

 

 

  

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。 
 

❖事業の概要 

園芸産地の育成を促進し、実需者ニーズに対応した園芸作物の生産拡大を実現するため、まとま

った規模で安定的に園芸作物を生産及び供給することが可能となる水田地帯において、園芸作物へ

の作付けの転換に向けて新しい園芸作物産地育成に必要な技術面や販売面での課題の抽出、改善方

策の検討等を行うなど、水田地帯における水稲等から転換による園芸作物の生産・出荷体制の構築

に向けた取組が期待されています。 

なお、近年は異常気象の頻発等により加工・業務用野菜で求められる「定時・定量・定品質・定

価格」のニーズ対応や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導入、端境期の出荷等に取り組む産地育成等の課題解決に向け

て、当事業において幅広い取組みを推進し、その成果を全国の加工・業務用野菜の産地や実需者に

波及させることを目的として本事業を行います。     

このため、本協議会では、これらの課題解決に必要な以下の取組みを実施します。  
 

① 機械化一貫体系確立のための、産地での野菜等機械収穫実演会の開催   

② 加工・業務用野菜の先進地圃場視察及び加工・業務用野菜の契約取引等に関するセミナーの開催 

③ 加工・業務用野菜の販路確保・拡大を促進するための産地・実需者に向けた情報交換会セミナー

開催 

④ 水田農業高収益作物導入推進事業（都道府県推進）の実施地区へ、現地ヒアリング調査の実施 

⑤ 水田農業高収益作物導入推進事業実施地区による水田転換生産技術導入マニュアル作成 

⑥ 過去及び本年度の本事業主催の各セミナー参加者に対し、意識・効果等のアンケート 

⑦ センサスを元とした主要野菜の加工・業務用需要の動向と国内の対応方向についての調査 

⑧ 新型コロナの影響・事例等や、青果物・野菜加工品等の輸出入動向・今後の可能性に関するアン

ケート調査          

⑨ 中間貯蔵施設等を利用した青果物貯蔵短期・中期実証試験の実施    

⑩ 物流・流通センター等視察及び青果物貯蔵・流通・販売等に関するセミナーの開催  

⑪ モーダルシフトを利用した、特に夏場の遠隔地からの輸送・予冷実証試験の実施  

⑫ 当事業で課題解決に向けて年間取り組んだ内容を盛り込んだ、総括的なセミナーの開催  
           

※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 

 
 

２．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 

 

 

 

 

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



    

 
 

本事業については、農研機構がコンソーシアムの代表となって、当協会もコンソーシアムのメンバ

ーとして、事業の実施計画策定に向けて、以下の検討が進められていますので、一端をご紹介します。

今後、変更もあることもご理解ください。記述は、先行して検討が進んでいる農機を中心のものとな

っていますが、施設園芸分野も鋭意詰めていくこととしています。本事業の今年度の取組を通じて、

今後、施設園芸分野で本格的な検討を進めていく、検討のたたき台としての成果につながればと考え

ています。 

事業目的は「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（農林水産省 令和３年２

月10日策定、以下、「GL」という）」に基づき、①トラクター、田植機、コンバイン、②穀物乾燥調

製機器、③施設園芸機器から取得できる営農上有益なデータをシステムの垣根を越えて連携・共有す

る仕組みの確立に向け、農機メーカー、ICTベンダー、業界団体、学会および研究機関等を構成員と

したコンソーシアムを設立の上、事業検討委員会（以下、「親会」という。）ならびに親会下に①～

③に関するワーキンググループ（以下、「WG1～3」という）を設置・開催し、オープンAPIの整備に

向けた以下の課題と方向性に関する各種検討を行うこととしています。 

これらの取組を通じて農業機械・システムに関するデータ連携・共有の環境整備を図り、もって農

業現場のデータ活用を促進してまいります。 
 

【課題１】 農機別の協調データ項目の特定およびデータ形式の標準化に関する検討 

（方向性）農業機械の利用場面や技術の到達状況を踏まえ、データ連携が推奨される協調データ項目

を特定する。さらに、GLおよびGLの参照先である内閣官房IT総合戦略室が策定した農業情報に関する

各種ガイドラインに基づき、特定した協調データ項目について、用語の統一、データ形式の標準化に

ついて検討する。 
 

【課題２】 APIの仕様検討 

（方向性） 協調データ項目を対象に、データ共有・連携方法、ＷＡＧＲＩとの連携等も踏まえたAPI

の実装方法を関係者間で協働して検討し、農機・システム毎にAPIの仕様を策定する。また、協議の

結果を踏まえ、市販機に実装が望まれるデータの種別・形式を「コンソ標準仕様（試行版）」として

取りまとめる。 
 

【課題３】 APIの接続検証 

（方向性）各農機・システムメーカーで作成した農機APIの接続検証を行い、その結果を分析の上、

必要に応じてAPIの接続検証に具備すべき要件を取りま とめる。 

なお、関連事業者が効率的に接続検証に取り組める体制を整備するため、代表機関である農研機構が

APIの設計・開発・検証・実装を支援するソフトウェア開発を行い、中立性を担保しつつ、農機分野

でのオープンAPIの普及拡大に資する試験環境を整備する。 
 

【課題４】 API取扱いルールの策定 

（方向性） 農機メーカー、ICTベンダーの双方が協働でAPIの利活用に取り組むことができるよう、

農機データの活用場面を踏まえたAPIの取扱いのルールのあり方を協議する。また、農機メーカーが

オープンAPIの実装時に活用可能な利用規約の条文例を作成する。 

 

 

３．農林水産データ管理・活用基盤強化事業の取組について 

 

 

 

 



【課題５】 農機分野におけるオープンAPIの必要性に関する関係者の理解醸成 

（方向性） データ駆動型農業の普及に不可欠と考えられる農機の効率的かつ有効なデータ連携の在

り方について、異業種の取組、農機における国際的な取組状況、国内農業現場の現状・要望等を把握

し、もって関係者の理解醸成およびノウハウ蓄積を図ることを目的とした WEB シンポジウムを開催す

る。 

 

【行政情報】 

 

 
 

令和３年４月１日付け等で施設園芸を担当されている農林水産省園芸作物課花き産業 施設園

芸振興室の人事異動があり、それに伴い業務分担も一部で変更がありましたので、当協会に関係

する業務に係る主な業務分担とともに、ご紹介致します。 
 

○花き産業・施設園芸振興室の施設園芸関係の体制 

尾室 義典 花き産業・施設園芸振興室長    

   角張  徹  課長補佐（施設園芸対策班担当） 

   白井 由紀  係長： 

（一社）日本施設園芸協会の担当窓口。スマートグリーンハウス展開推進（全国事業）、

スマートグリーンハウス先駆的開拓推進事業の主担当。 

注：静岡県からの出向。 

   有坂 紀子 係長： 

データ駆動型農業の実践体制づくり支援（地区推進事業）、強い農業・担い手づくり

総合支援交付金等の施設整備事業、ＧＰＥＣの主担当。 

   野見山 直美 係長：  

燃油価格高騰緊急対策、園芸用プラスチック適正処理対策の主担当。 

豊川 浩気 係員： 

訪花昆虫対策、研究開発等の技術対策の主担当。 

濵口 大空 行政事務研修員： 

園芸産地における事業継続強化対策、日オランダ農業協力対話の主担当。 

 注：長崎県からの派遣。 
 

 

 

 

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４月 27日 17時現在） 

 

 

 

 

 

 

１．農林水産省 花き産業・施設園芸振興室の新体制について 

     

 

 

 

 

 

２．今般の大雪に係る農業用ハウスの被害状況について 

 

 

 

 

 



 取扱注意  

 

   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 

  

都道府県 被害件数 被害金額（千円）

北海道 860 ー

青森県 623 119,429

岩手県 4,248 ー

宮城県 353 247,377

秋田県 5,938 3,815,835

山形県 2,417 866,997

福島県 ー ー

栃木県 ー ー

群馬県 3 1,045

新潟県 2,035 ー

富山県 715 ー

石川県 847 180,958

福井県 327 ー

岐阜県 52 29,165

滋賀県 ー ー

京都府 ー ー

兵庫県 64 113,112

和歌山県 37 2,290

鳥取県 120 177,074

島根県 302 261,933

広島県 43 35,992

愛媛県 3 7,145

高知県 1 124

佐賀県 8 3,624

長崎県 1 645

大分県 20 68,119  

【注】 

１．掲載道府県は４月 27日 17 時 00 分現在で農業用ハウスに被害が発生している道府県 

２．被害件数、被害金額とも、関係者への共有について道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道府県からの報告を基に整理したものであり、道府県の公表値と異なる場合がある 

 

 

 

 

公益社団法人農林水産・食品産業技術振興協会から、標記の表彰候補者の推薦について当協会に依

頼がまいっております。この事業は、農林水産業及び関連産業の研究開発業務に従事し成果を挙げら

れた個人または団体を表彰対象とし、民間企業の研究者・技術者とともに、地域に根ざした地道な技

術開発や篤農技術の開発を行った農林漁業者も表彰の対象としています。皆様のご存知の方で、施設

園芸関係の研究開発業務で成果を挙げられた方がいらっしゃいましたら、是非当協会までお知らせく

ださい。詳しいことは、下記のホームページをご覧ください。 

 https://www.jataff.jp/project/preize/index.html 

 

 

３．令和３年度（第 22 回）民間部門農林水産研究開発功績者表彰候補者の募集について 

 

     

 

 

 

 

 

https://www.jataff.jp/project/preize/index.html


 

【事務局から】 

お願い！ 

 今年度のニュースレターから、メール配信を行います。これまで、会員向けの情報提供として、

印刷物として発行してまいりました。また、当協会の活動をサポートしていただいている国や地

方自治体、農業団体、農業者、大学等研究機関、企業・団体等、皆様にもお送りしてきたところ

です。 

 今後、施設園芸の発展には、当協会の会員のみならず施設園芸に関わる又関心を持たれる多く

の皆様との連携・協力が益々欠かせないものと考えております。メールマガジン化を通じて、少

しでも、多くの皆様に当協会の活動をご理解いただき、ご支援を賜りますよう、関心のある方は

メールアドレスのご登録よろしくお願いいたします。【登録先：fujimura@jgha.com】 

また、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、引き続きよろしくお願いします。 

 

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） 
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