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【協会からのお知らせ】 

 
 

   
                 

 

＊7月 14日(水)～16 日(金)  

「施設園芸・植物工場展 2021 in 愛知」（ＧＰＥＣ)の開催 

場所:Ａichi Ｓky Ｅxpo（愛知県国際展示場）ホールＢ 
 

 

※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。 

 

 

 
  

去る６月４日、東京千代田区の KKRホテル東京にて、協会の令和３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 17 会員、委任状提出 53 会員、議決権行使書提出３会員、合計

73 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・施設園芸振興室の尾室室長、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３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３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）役員の補充選任について・・・ 

 令和３年度は役員の改選期ではありませんが、人事異動その他の理由により、理事４名から辞任の

意向があり、辞任される理事の所属先から後任のご推薦があったので、その方を候補として、以下の

役員の選任が承認されました。 

 

理事   小嶋 康広   渡辺パイプ株式会社 

 理事   日高  啓      OATアグリオ株式会社 

 理事   安田 麻季代  一般社団法人日本花き生産協会 

      理事   藤村 博志   一般社団法人日本施設園芸協会 
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１．日本施設園芸協会 今後の主要行事予定 

 

２．（一社）日本施設園芸協会 令和３年度定時会員総会の報告 



 

 

 

常務理事について、高市理事の辞任により、書面で理事会を開き、藤村理事が選任されました。 

●一般社団法人日本施設園芸協会 新役員名簿     

令和3年6月11日

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

副 会 長 安 井 一 郎 ＡＧＣグリーンテック株式会社

常務理事 藤 村 博 志 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

大 賀 泰 光 タキロンシーアイ株式会社

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

川 西 裕 康 トヨタネ株式会社

小 嶋 康 広 渡辺パイプ株式会社 新任

小 堀 武 光 東都興業株式会社

近 藤 了 裕 株式会社サカタのタネ

坂 木 原 英 一 シーアイマテックス株式会社

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

高 市 益 行 一般社団法人日本施設園芸協会

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

林 真 紀 夫 東海大学名誉教授

日 高 啓 ＯＡＴアグリオ株式会社 新任

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

安 田 麻 季 代 一般社団法人 日本花き生産協会 新任

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　　

一般社団法人日本施設園芸協会 役員名簿

任期  ：　理事　令和２年6月５日～令和４年6月の定時会員総会の期日まで
　　　　　　監事　平成30年6月1日～令和４年6月の定時会員総会の期日まで

氏　　　　　名

    

３．（一社）日本施設園芸協会 令和３年度第３回理事会（書面開催）の報告 



４．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 

 

 

 
 

 

  令和３年度スマートグリーンハウス展開促進の補助事業により、以下の案内のとおり、応募受付

中！ 10年後の施設園芸を担う経営者・経営者予備軍の方々のたくさんの応募をお待ちしています。 

 

  



５．令和３年度施設園芸技術初級・中級講座の開催等について 

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 

 

 

  

 

 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に開催し、37 名の方が受講さ

れました。今回は、新型コロナウイルス感染状況に鑑み、視聴期間を２週間（5月 27日～6月 9日）

としたオンデマンド配信という形をとって開催いたしました。 

講座では、施設栽培、病害虫防除、被覆資材、施設の施工管理、養液栽培、環境制御、経営管理な

ど施設園芸の基礎に関する幅広い事項に係る講義のほか、千葉大学植物工場拠点などのバーチャル現

地視察も行いました。また、受講者アンケートでは、「見やすく分かりやすい講義であった」、「オ

ンデマンドなので、効率よく勉強できた」といった一定の評価を頂いているところであり、今回の経

験を踏まえ、今後は一層充実した講座にしたいと考えています。 

この講座には継続的に参加されている会員企業も多く、平成 11（1999）年度の開講以来、受講者

数の累計は 703名となりました。会員の皆様をはじめ、関係の方々のご協力に感謝いたしますととも

に、今後とも奮ってのご参加をお願いたします。 
 

 中級講座  

本年度の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

しましたとおり、残念ながら中止となりました。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きますよう期待いたします。なお、本

年度の施設園芸技術指導士補資格試験（事前レポート及び中級講座最終日の筆記試験により実施）及

び施設園芸技術指導士資格試験（例年 10月下旬に実施）も中止となっております。 

これらにつきまして受講・受験を予定されていた皆様にはご迷惑をおかけしますが、ご理解いただ

きますようお願い申し上げます。 

 

【イベント紹介】 

 

「さらに内容を充実して、ご来場をお待ちします」 
 

第６回施設園芸・植物工場（ＧＰＥＣ in愛知）は皆さんの強いご期待に応えるべく知恵を絞り工

夫を重ねて万端の準備を進めています。特に今回の開催会場は東京ビッグサイトから国内でも有数の

施設園芸大産地である愛知県へ場所を移し３年ぶりのＧＰＥＣ開催となります。愛知県国際展示場

（Aichi Sky Expo）で開催される今回のＧＰＥＣは、国内外から 127社・団体が出展！施設園芸から

スマート農業まで最新の農業資機材・サービスが集結！致します。 

ＧＰＥＣは最新の技術や情報、各企業等の最新の製品を展示し、生産者の皆さんにとってはこれか

らの経営のより良い展開、JA や普及所等の皆さんには地域農業の一層の推進に役立てて頂くことを

大きな目的としています。特にＧＰＥＣが一般の展示会と大きく異なる特徴は、３日間連続して開催

される無料セミナーの開催。このセミナーでは、全国の最前線を行く生産者のこだわり・苦労話等や

技術研究の権威による特別セミナーは植物工場（人工光型、太陽光利用型）や統合環境制御・ＩＣＴ

利用、省エネ、スマート農業等に関する新技術の紹介など 19 テーマに加え、次世代施設園芸セッシ

１．「施設園芸・植物工場展」(ＧＰＥＣ in 愛知) の開催について 

  

 

 



２．第 42回施設園芸総合セミナー(Web オンデマンド配信にて 6/10～6/25まで) 

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 

 

ョンによるシンポジウムテーマ「次世代施設園芸の発展と生育・収量予測の可能性」においては、農

研機構や大学等の研究者４名による講演・質疑応答を行います。なお同時開催展の「スマートアグリ」

においても無料のセミナーをご用意しています。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。 

皆さんお誘い合わせの上、多数のご来場を心よりお待ちしています。 

 

ご来場には、ＷＥＢ事前来場登録が必要です。 

ＷＥＢで事前来場登録していただき、来場者証を印刷してご持参いただくことで、当日の 

受付が不要！スムーズに入場できます。招待券をお持ちの方も、受付での蜜を避けるため、 

できるだけ事前来場登録をご利用ください。 

３日間の各セミナーの聴講、最新ハウス見学ツアーも現在申込受付け中です。 

定員になり次第、受付終了となりますので、早めの事前登録を 

よろしくお願い致します。 

※ＧＰＥＣの詳細は公式Ｗeb サイトにアクセス  www.gpec.jp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 42回施設園芸総合セミナー・機器資材展については、新型コロナ感染症拡大の影響により、会

場における講演会・機器資材展（会場開催）を中止して、講演や企業プレゼンテーションを参加申込

者のご都合に合わせていつでも何度でも視聴できる WEBオンデマンド配信方式に変更し、以下のとお

り開催しました。 
 

[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）  

[参加者(聴講者)数] 

生産者、協会会員企業、行政関係の方々より、200 名以上の参加申込がありました。講師や来賓の

方々、報道関係者を含めますと、300名近くの方が視聴されています。多くの方々にご視聴いただき、

ありがとうございました。 

http://www.gpec.jp/


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等の補填金交付について 

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 

 

[講演の配信内容と視聴結果] 

配信する講演の構成は、５月に会場で開催予定としていた 10 題(第 1部および第２部で各５題)の

内容構成のままとし、講師の方々に１題あたり約 30 分～50分の動画を作成していただいて WEBで配

信しました。 

視聴回数の多かった講演は、大規模トマト多収生産と作業合理化、農林水産省のスマート化施策、

構造優位を創る農業経営(イチゴ)、農業データ連携基盤 WAGRI の推進などで、これらの関心は高く、

視聴回数が 250～300回を超える状況にありました。 

第３部では、施設園芸技術指導士を紹介するプレゼンテーションとして、２名の方よりご挨拶いた

だき、近年の合格者を紹介する動画を配信しました。 

また、第４部では、企業プレゼンテーションとして７社から９件の動画を配信しましたが 100回を

超える視聴回数のものもあり、動画配信でも新製品の情報伝達ができたと考えています。 

 これらの視聴者アンケートについては、まだ回収途中で整理は終わっていませんが、WEBオンデマ

ンド配信のメリットを高く評価する声が複数聞かれました。アンケートがすべて整理できましたらホ

ームページで公開するとともに、次回の第 43回総合セミナー(2022年２月に開催予定)に向けて、開

催方法・開催内容の検討の参考とさせていただきます。 

 

 

【国内情報】 

 

 

 

 昨年から燃油価格の高騰が続いていることから、令和３年３月分及び４月分のＡ重油全国平均価格

が発動基準価格を超えたため、農林水産省の承認を得て、施設園芸及び茶のセーフティネット構築事

業の補填金を交付することとしております。 

現在、各県協議会において支援対象者に対する補填金の交付作業を行っているところであり、今回

交付した全体の補填金額については、取りまとめ次第、情報提供して参りますので、よろしくお願い

いたします。 

 

（今回の補填金単価及び補填対象割合） 

① 施設園芸セーフティネット構築事業 

  ３月分 Ａ重油 ２.４円/㍑、灯油 ２.５円/㍑、70% ※ 

  ４月分  〃  ４.９円/㍑、 〃  ５.２円/㍑、70% ※ 

   ※ 地域によっては低温特例措置が適用される場合があります。 
 

② 茶セーフティネット構築事業 

  ４月分 Ａ重油 ８.６円/㍑、灯油 ９.１円/㍑、100%（急騰特例措置を適用） 

 
 

 

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。 

２．令和３年度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



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

 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・業務用かぼちゃ圃場におけるかぼちゃ収穫機実演会及びセミナーの開催 

     場所：北海道帯広管内（９月予定） 

●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 28日） 

 ●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：近畿地区管内（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：長崎県諫早市管内（12月予定） 

●水田農業高収益作物導入推進事業(全国推進) 事業成果発表会 

  場所：東京/タワーホール船堀（令和４年２月 28日） 
        

※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 

 

 

 

 

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。 

 令和３年度の「スマートグリーンハウス展開推進」事業では、専門家グループによる委員会を開催

し、本年度の取り組みを進めています。 

（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の準備を進めています。 

（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のための農業者向け手引きの策定に向けて、スマート化技術

に取り組んでいる産地等の調査を実施しています。 

（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 

・令和３年度も全国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

の育成のための研修を実施します。実施回数は令和２年度より少なくなる見込みです。 

・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

教材の構築の検討を始めました。 

（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 

３．令和３年度スマートグリーンハウス展開推進事業について 

 

 

 

 



・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、開発されている技術・製品の調

査を進めています。 

・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、廃棄農ビフィルムの県

枠を越えた運搬・リサイクル処理の試行を栃木県や群馬県で実施できるように検討を進めてい

ます。また、山梨県における広域運搬・処理の取り組み例を調査し、将来の方向性について検

討します。 

 

 

 
 

本事業目的は「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。 

令和３年度農林水産データ管理・活用基盤強化事業 農機 API 共通化コンソーシアム第１回事業検

討委員会が開催されました。 

● 日 時：令和３年５月 21 日（金） 14:00～16:30 開催方法オンライン開催 

（委員長：東京農工大学 澁澤特任教授） 

【議事概要のポイント】  

1. 事業開始に先立ち、本事業は、農林水産省の政策目標「2025 年までに農業の担い手のほぼ全て

がデータを活用する農業を実践」することを目標に、政府全体のロードマップ（農業情報創成・

流通促進戦略）に対応する重要な活動の一環として 取り組む必要があること等を、農研機構農機

研 大谷所長、澁澤委員長より説明。  

2. 議事次第に沿って、コンソーシアム事務局（農機研）より本事業の推進体制、具体的な推進方

針および年度末の成果目標（WAGRI への API の実装計画の策定等）等について説明。その後、

各 WG の進行管理役より WG 毎の特徴・論点、推進体制および活動計画を説明。 

3. 委員からは、利用規約等のルール整備は WG 横断的かつ接続検証を待たず早期に協議を進める

べき、本事業は農機のデータを、API を使って提供する環境整備が目的であり、（その API を使

った）農機データの利活用・分析等は競争領域であるため、本事業からは切り離して考えるべき

等との助言。 

4. 事務局からは、本委員会での議論は各 WG での活動に可能な限り反映させる方針であること、

１年と短い期間ではあるが WG 間で情報を共有して連携して進めていく旨を伝え、閉会。  

 

【WG3（施設園芸機器）について】（ＷＧ３について抜粋） 

 ○ 施設園芸では環境制御が普及しているが、栽培面積、生産者数の減少が大きな課題。 

 ○ 環境制御等の様々な技術を駆使した先進的な事例で、トマトで収量が 30t を越える農家もいる

など、生産者毎でかなり生産量の差が出ている。今後はそういう技術・データを駆使しつつ PDCA 

を回しながら、いかに産地として生産性を（高水準かつ安定的に）高めるかが大きな課題。 

 ○ 今回のオープン API も、エンドユーザーの生産者・生産現場で利用ができる仕組み作りをしな

４．農林水産データ管理・活用基盤強化事業の取組について 

 

 

 

 



いと、生産現場での利活用が難しいと考える。 

 ○ WG3 については既にデータドリブンの展開が個別に進む一方、全体としては面積、人数が減少し、

どうやってこれを突破していくのかという「日本農業の縮図」のような状況。オープンデータ、

オープンイノベーションという切り口でどこまで展開できるかが課題。 

 ○ 本事業の目標は、データ共有のためのオープン API を実装してデータを WAGRI にあげるような

仕掛けを作ること。施設園芸関係は、先行しているほ場農業機械とは異なり今回 からのスター

トで、課題は多いと考えている。ルール作りが基本となるが、システム検証までいけるところは

実施することとしている。  

 

 

 

 

当協会では、農林水産省のご指導のもと、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、対策委員会やワーキンググループ会議を通じて事業を実施しています。 

令和２年度はコロナ禍の中、都道府県協議会・市町村協議会とも適正処理に向けた活動に苦労、苦

難が多かったと推測しています。本協会としても予定していた活動は、一部延期や中止となりました。

このため、都道府県協議会や地域協議会との情報交換の場も通年より少なくなりました。 

一方、中国の廃プラスチックの輸入禁止やバーゼル条約の改正、レジ袋の有料化などプラスチック

資源循環をめぐる動きは加速化しており、引き続き適正処理へ向けた取組みと資源の有効利用を進め

なければなりません。 

現場では、いろいろと困難や課題はありますが、分別、異物除去を徹底し、行政機関やＪＡなどで

組織する地域協議会が中心となり、都道府県協議会の支援のもと、回収・処理の仕組みを農業者に理

解していただくことが重要と考えています。 

令和２年度活動概要は以下のとおりです。 

１．普及啓発対策事業  

（１）都道府県協議会の研修会等の講演・意見交換（福岡県等） 

（２）農業廃プラ運搬・処理業者調査の解析 

（３）農業廃プラ適正処理市町村協議会アンケート解析 

（４）普及促進資材の配布 

適正処理手引（更新）及び適正処理パンフレットの配布 

令和２年度事業報告書の作成、マニフェストの提供（31回 9900部） 

（５）施設園芸新技術セミナー・機器資材展（佐賀市） 

パネル展示、適正処理パンフレット・手引の配布 

（６）施設園芸技術中級講座（8/28～30）で手引の配布 

（７）産業廃棄物適正処理推進センターへの基金拠出 

２．園芸用プラスチック適正処理現地調査 

（１）都道府県協議会の調査（２県：福岡県・岐阜県） 

（２）地域協議会のヒアリング調査（５地域） 

（３）処理業者のヒアリング調査（４社） 

３．県域を越えた広域でのリサイクル処理の試行 

①スマートグリーンハウス展開推進 低コスト化検討専門委員会「廃プラスチック処理検討作業部

５．令和２年度園芸用プラスチック適正処理対策事業の取組み状況について 

 

 

 

 



会」で県域を越えたリサイクル処理を試行  

②関東４県（茨城県、栃木県・群馬県・千葉県）をモデル。新型コロナ感染拡大の中でもあり、千

葉県から廃棄農ビ 10t車 1台を茨城県(茨城県園芸リサイクルセンター）へ搬入処理 

③千葉県湾岸近郊から 10t 車 1台（7.6t 廃農ビ）搬送・リサイクル処理した経費は、運搬 132,000

円、処理費 74.8 円/kg（税込）。搬送の際、異物チェックは受入可能なレベルであり、リサイク

ルされた原料（グラッシュ）は透明度が高く、品質良好 

４．情報収集・発信 

農業用フィルムリサイクル促進協会研修会（2/26）等の行事やセミナーに参加し、情報収集・発信

に努めた。 

＊令和２年度活動は、事業報告書として発刊し、関係機関・会員へ送付。下記の付属資料も掲載した。 

①竹谷委員長「使用済プラ適正処理市町村協議会アンケート解析結果」 

②農水省：農業分野から排出されるプラスチックをめぐる情勢 
 
 

 

 

 

(1)取り組み状況 

当協会では、わが国の1ha規模ハウスの普及と設置コストの削減を図るために、多収生産と作業

効率化が可能で過剰投資とならない合理的な仕様を検討し、モデルハウス仕様として提案してい

ます。このモデルハウス仕様でトマトの大型ハウスを建設し、40t/10a以上の多収生産に取り組ん

でいただける生産者(実証協力生産者)を募集しています。 

本年度は、新たな広報メディアとして、マイナビ農業の広告企画を利用して、冊子体とWEBによ

りアピールをしています。 

記事が掲載されている冊子体はマイナビの「AGRI+ Vol.３」で、冊子のテーマは「進価すべき

農政力」で、約60ページの冊子体となっています。その中で見開き２P(P46～47)で、日本型大型 

(１ha)モデルハウス実証・支援事業を紹介しています。冊子体は、都道府県農政局、JA関係、普

及機関などへ６月下旬に約8000部が配布されました。 

「AGRI+ Vol.３」のデジタルブックは以下のURLです。 

https://agri.mynavi.jp/agriplus/ 

また、WEB版の記事は、下記のURLからご覧になれます。 

https://agri.mynavi.jp/2021_06_18_159613/ 
 

(2)GPEC主催者展示コーナーにおけるモデルハウス展示 

当協会の主催で、施設園芸・植物工場展(GPEC in 愛知)を令和３年７月14日～16日に愛知県国際展

示場(Aichi Sky Expo)において開催します。その主催者展示コーナーでは、モデルハウス仕様に沿っ

た高軒高ハウスと内部設備を展示します。 

軒高5mで間口8m、奥行9mの大きさで、低コスト型の丸屋根型ハウスと、耐風性が高い2屋根型ハウ

スの2タイプを展示します。内部設備では、ハンギングガターや高所作業台車、新しいタイプのCO2

施用機などを展示します。 

トマトで40t/10aの高収量を安定して生産できる施設として、当協会が推奨するモデルハウス仕様

がわかる展示としております。多くの皆様の来場をお待ちしております。 

６．日本型大型モデルハウス実証支援事業について 

 

https://agri.mynavi.jp/agriplus/
https://agri.mynavi.jp/2021_06_18_159613/


【行政情報】 
 

 

 

「令和３年６月 2 1 日以降における取組」（令和３年６月 17 日 ：新型コロナウイルス感染症対策

本部）における飲食対策・人流抑制対策の内容 

○新型コロナウイルス感染症対策本部緊急事態措置区域においては、酒類提供する飲食店に対する

休業要請を含め、これまでの取組を継続・徹底  

○まん延防止等重点措置区域においては、以下の取組を実施 

 ・飲食店に対し 20時までの時短要請を行い、徹底を図る  

・酒類提供は、一定の要件（※）を満たした店舗において 19 時まで提供可。ただし、感染状況に

応じ、知事の 判断でさらに制限を行うことができる ※いわゆる 4 項目（アクリル板等+換気+

消毒+マスク会食）の感染防止策等  

・飲食店における感染防止策の第三者認証の普及と適用店舗の拡大に努める  

・協力飲食店等への協力金支給の迅速化促進  

・催物・イベントの収容率及び人数上限 収容率：大声なし 100％/大声あり 50％ 人数上限：まん

延防止等重点措置区域である都道府県は 5000人 解除後１か月間の地域は 10,000人 等 

 

 

 

 
 

 

マイナンバーカードの健康保険証利用の促進について（依頼）マイナンバーカードの普及につい

ては、令和２年 12 月 25 日に閣議決定された「デジタル・ガバメント実行計画」において、全業

所管官庁等を通じて「関係業界団体等に対してマイナンバーカードの普及と健康保険証利用につい

ての要請を行うとともに、説明会を開催する等により企業等におけるマイナンバーカードの積極的

な取組と利活用の促進を推進 する」とされたところです。 マイナンバーカードの健康保険証利用

（オンライン資格確認）は、健保組合等の医療保 険に係る事務のコスト縮減につながります。また、

マイナンバーカードは、従業員にとっても、公的な本人確認書類となる他に、住民票の写し、課税

証明書等のコンビニでの取得 や e-Tax による確定申告で利用できる等、大きなメリットのあるカ

ードです。なお、今後、マイナンバーカードは、運転免許証との一体化も検討されており、そのメ

リットはさらに拡大される予定とのことです。 つきましては、マイナンバーカードの積極的な取得

と健康保険証の利用申込の促進についてご協力よろしくお願いします  
 

記 
 

１ マイナンバーカードの積極的な取得と健康保険証の利用申込の促進  

マイナンバーカードの取得促進に効果的な出張申請受付等 （市区町村の職員が会社等に赴く方

式）の積極的受入れに取り組まれていること。出張申請受付では、企業・団体が指定する場所で申

請書を受け付けるため、企業・団体内で一度にマイナンバーカードを普及することができますので、

市区町村のマイナンバーカード担当課に御相談くださいとのことです。 

令和３年３月までにＱＲコード付きのカード交付申請書が、カード未取得者に送付されており、Ｑ

Ｒコードを用いたオンライン申請が推奨されております  

＜マイナンバーカードの健康保険証利用にあたっての留意事項＞ 

２．マイナンバーカード関係 

 

 

1．新型コロナウイルス感染症関係のお知らせ 

 



 マイナンバーカードの健康保険証利用（オンライン資格確認）については、システム の安定性や

データの正確性確保の観点から、一部医療機関等において実施しているプレ運用を継続したうえで、

遅くとも 10 月までに本格運用が開始する予定です。プレ運用を実施している医療機関等では、マ

イナンバーカードを健康保険証として利用できますが、本格運用までは確実な資格確認のために併

せて健康保険証の持参もお願いしております。プレ運用を実施している医療機関等は厚生労働省 

HP※で公開されています。 

※１「マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関・薬局についてのお知らせ」

（https://www.mhlw.go.jp/stf/index_16743.html） 

 ※２ 被保険者のマイナンバーについては、事業主が本人確認の措置（マイナンバー確認、身元（実

存）確認）を行う必要があります。なお、被扶養者のマイナンバーについては、被保険者が本人確

認の措置を行う必要があります 

 

 

 

 

省エネルギー・省資源対策推進会議省庁連絡会議では、６月から９月において夏季の省エネルギー

の取組を促進するため、「夏季の省エネルギーの取組について」を、リンク先ＵＲＬのとおり決定さ

れ、政府の取組に加え、産業界にも幅広く協力を要請されております。 

この中で、夏季の省エネルギーに係る農林水産省の取組として、「農業者等に対して、施設園芸の

省エネルギー生産管理の実践及び農業機械の省エネルギー利用の推進について普及啓発活動を行う

こと」などが掲げられているところです。 

 多くの皆様に、本趣旨をご理解いただき、国をあげた省エネルギー活動にご協力いただきますよう、

よろしくお願いいたします。 
 

【ＵＲＬ】 

・「夏季の省エネルギーの取組について」を決定しました（2021年 5月 28日ニュースリリース） 

https://www.meti.go.jp/press/2021/05/20210528003/20210528003.html 

・「夏季の省エネルギーの取組について」 

https://www.meti.go.jp/press/2021/05/20210528003/20210528003-3.pdf 

・（参考資料）リーフレット 

https://www.meti.go.jp/press/2021/05/20210528003/20210528003-1.pdf 

 

 

 

【会員通信】 
 

● 新入会員紹介： 南勢資材有限会社 

 

会社概要 

・設立      1987年 6月     

・代表取締役   村木 厚之 

・所在地     〒519-2141 三重県松阪市上蛸路町 840番地 

３．夏季の省エネルギーの取組について 

 

 

https://www.meti.go.jp/press/2021/05/20210528003/20210528003.html
https://www.meti.go.jp/press/2021/05/20210528003/20210528003-3.pdf
https://www.meti.go.jp/press/2021/05/20210528003/20210528003-1.pdf


・電話/FAX    0598-29-4664/0598-29-0659 

・URL       www.nansei.mie.jp 

 

事業内容 

「すべてと真摯に、すべてに進歩を、そして すべてを信頼へ、」を社是として、創業以来 30 余年、

三重県中南勢地区の就農者様を対象に趣味の小さな園芸室からオーダーメイドの特殊な大型施設ま

で農業用施設、設備の販売から施工までを一貫してまかなってまいりました。 

ハウス及びその付帯システムのビルダーに特化しました小さな職人企業です。 

経験豊富な技術担当者が都度 お客様からの様々なご要望に柔軟に対応しながら進行していくバイ

オーダーを基本としたご提案に幅広い規格サイズの農ビ管を社内に豊富に在庫しながら、高性能の油

圧式ベンダー機を備えた自社工場にてレスポンス良く加工を施すことで、お客様からの急なご要望、

特殊なアレンジにもスムーズにご対応できますよう心掛けております。 

 また施工に際しましても自社内に施工課を設置し 精鋭の職人たちが企業の顔として迅速かつ丁寧

な施工を邁進していく責任施工を基本とし、すべてにおいて機動力を備えた一連の体制づくりをモッ

トーといたしております。 

そうしたフレキシブルな対応がご好評をいただきまして、近年では地域の枠をこえたＢtoＢのご依

頼も数多く承っております。 

 これからも みなさまとともに、施設園芸の未来をサポートしていくハウス職人たちの心粋が途絶

えることなく次代へと繋がっていけますよう日々切磋琢磨してまいります。 

 

 

 

【◆ＧＰＥＣ事務局からのお願い！】 

 

 

 

 

まもなく開催！  開催日：2021年 7月 14日（水）～16日（金）        

開催場所：Ａichi Ｓky Ｅxpo（愛知県国際展示場）ホールＢ 

 

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、多数のご参

加をお待ちしています。 

 

●ＧＰＥＣ主催者セミナー 

 

詳しくは公式Ｗeb サイトにアクセス  www.gpec.jp 

 

 

 

全セッション聴講無料・Web サイトからの聴講申込制 



 

【事務局から】 

お願い！ 

  今年度のニュースレター105号から、メール配信を行っております。 

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 

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、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:常務理事 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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