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【協会からのお知らせ】 

 

 
 

                 
 

 

 ＊9月 14日(火)  

 園芸用プラスチック適正処理対策委員会第２回 WG 会議 

 場所：日本施設園芸協会３階会議室 
 

 ＊9月 17日(金)  

「GPEC2021」第３回実行委員会の開催 

場所：アットビジネスセンター東京駅八重洲通り 604号室(中央区八丁堀 1-9-8） 
 

※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。 

 
 

 

 

 

当協会ホームページやニュースレターで既にお知らせしましたとおり、新型コロナウイルス感染拡大

に鑑み、本年度の施設園芸技術指導士資格試験及び施設園芸技術中級講座は中止とさせていただきまし

た。これらにつきまして受験・受講を予定されていた皆様には多大なご迷惑をおかけしますが、何卒ご

理解いただきますようお願い申し上げます。 

 また、技術講座を受講される方は協会会員企業の皆様がほとんどですが、協会会員企業の皆様の更な

る要望に応えるとともに、農業者（農業生産法人等）や営農指導関係者（農業団体職員等）の皆様にも

広く研修手段として技術講座をご活用いただけるよう、資格試験を含む研修制度に係る各般の事項（講

座の内容・実施方法、資格授与等）について検討するため、資格試験認定委員会委員、学識経験者、技

術講座講師等による「研修制度在り方検討会」（座長：千葉大学名誉教授 篠原 温）を今年度開催す

ることとし、来年度以降の施設園芸技術講座等について反映させることとしています。 
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１．日本施設園芸協会 今後の主要行事予定 

 

２． 「令和 3 年度施設園芸技術指導士資格試験」の中止及び 

「研修制度在り方検討会」の開催について 

 

 

 

 



【イベント紹介】 

 

 

会  期  令和３年７月 14日(水)～16日(金) 開場時間 10:00～17:00 

会  場  愛知県国際展示場（AICHI SKY EXPO） 

  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、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 

共  催  アテックス株式会社 

協  賛  施設園芸・植物工場関係諸団体 46団体 

来場者数  16,288 人 

出展者数  127社・団体（除く、スマートアグリジャパン） 

同時開催展 スマートアグリジャパン 
 

  ●来場者数 

日  付 天  気 来場者数 

７月 14日（水） 曇り時々晴れ ５，１４６名  

７月 15日（木） 晴れのち曇り ５，９１８名  

７月 16日（金） 晴れ ５，２２４名  

計  １６，２８８名  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．「施設園芸・植物工場展(GPEC)2021 in 愛知」の実施報告について 

  

 

 

開会式 会場内 開会式 

主催者コーナー 主催者コーナー 

開会式 
会場内 



 

 

 

 

 

このたびの当協会主催の「施設園芸・植物工場展(GPEC)2021 in 愛知」の開催に際しましては、会

員の皆様はじめ関係者の皆様には、多数のご出展並びにご来場いただきまして大変ありがとうございま

した。 

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として、今回第６回目を迎え、知

名度も上がり、しっかりと定着した感があります。昨年来からのコロナ禍に加え、初めての地方開催で

したが、おかげさまで、国内の関係企業・大学・研究組織・行政組織・各種団体など、127社・団体の

ご出展がありました。来場者に関してもコロナ禍ではありましたが、多くの地元東海地区の農業生産者

をはじめ全国各地から 16,288名もの方々をお迎えすることができました。会期中は展示会場内、各出

展ブースとも多くの来場者で賑わい、出展者と来場者の熱心なやり取りが行われていました。 

 なお、３日間で 23セッション開催されたセミナーに加え、出展者によるプレゼンテーションセミナ

ーにおいても連日盛況の中、実施されました。 

 施設園芸・植物工場展(GPEC)2021 in 愛知」の結果報告につきましては、上記にて概要記載しました

が、詳細の結果報告につきましては、９月下旬に冊子にして、皆様にお届けする予定です。 
 

 

 

 

 

 

 
 
        

          令和 ３年度 水田農業高収益作物導入推進事業（全国推進） 

          加工・業務用かぼちゃ現地検討会開催要領（北海道下） 
 

１ 趣 旨： 

これまで加工・業務用野菜の機械収穫一貫体系については、昨年度までに重要品目であるキャベ

ツ、たまねぎ、にんじん、白ネギ、ほうれんそう、はくさい、えだまめ、ブロッコリーなどの現地

圃場での実演会及び関連するセミナーを全国各地で実施してきた。 

日本料理等で欠かせない緑黄色野菜のかぼちゃは、重量野菜のため生産者の高齢化に伴い、畑か

らの収穫・搬出作業が大変な重労働のため敬遠されつつある。 

  このため、今後については収穫部位の小型化による作業負担の軽減化や加工・業務用かぼちゃの

収穫・搬出作業については軽減化が望まれている。 

２．加工・業務用かぼちゃ現地検討会の実施について 

1．  

 

 

 

 

当協会が事務局しています、野菜流通カット協議会主催のセミナーのお知らせ！ 

出展者ブース 

主催者コーナー 

セミナー会場 



このような状況を踏まえ、今後の加工・業務用かぼちゃ収穫機の普及や、国産の加工・業務用か

ぼちゃの生産・流通の拡大を図るため、今年秋に北海道地区限定でモニター販売予定の加工・業務

用かぼちゃ収穫機の公開（ビデオ視聴）およびかぼちゃに関する最新の品種紹介、栽培・生産現場

の状況、収穫機開発の取り組み、大量に取り扱う実需者等からの話題提供を紹介するセミナーを実

施する。なお、かぼちゃ圃場での収穫機実演会はコロナ禍の影響を危惧される地元の心情を鑑み、

現地圃場での実演会を取り止め、実演風景を収録したビデオ視聴に切り替えた内容での開催とする。 
 

２ 日  時：令和３年 10月７日(木) 13：00～ 16：30  ※受付開始：12：15～12：45迄に集合 
 

３ 場  所（セミナー会場）：道民活動センター（かでる 2・7）「かでるホール」 

北海道札幌市中央区北 2条西 7丁目    TEL：011-204-5100 
 

４ 主催者：野菜流通カット協議会（補助事業の実施主体） 

 

５ 開催内容とスケジュール（以下、時間はおおよその目安） 

❶テーマ：「かぼちゃ収穫機開発への取組みと現状について」 

ヤンマーアグリ株式会社 国内統括部 技術顧問  宮永 豊司   

                  ヤンマーアグリジャパン株式会社 農機推進部 課長  西浦 雅宏 

❷テーマ：「スマート農業実証プロジェクトの取組み概要」 

          農研機構 北海道農業研究センター 作物開発研究領域長  老田   茂 

❸テーマ：「かぼちゃの品種・栽培技術に関するホクレン長沼研究農場での試験紹介」 

ホクレン農業協同組合連合会 農業総合研究所 作物生産研究部  内藤 洋太 

              ≪ 休 憩 ≫              （10 分） 

❹テーマ：「JA 道北なよろのかぼちゃの取組と課題について」 

JA 道北なよろ 営農センター 青果課  山本 将行 

    ❺テーマ：「フルックスグループの取組みについて」 

                       株式会社フルックス 取締役部長 藤澤 公義 
                                            

❻質疑応答・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（30 分） 

    司会進行/生産技術検討委員会 委員長 

    農研機構 野菜花き研究部門 露地野菜花き生産技術グループ長  佐藤 文生 
 

６ 参加申し込み ⇒ 野菜流通カット協議会の HPより申込書をダウンロード願います！ 

＊参加申込み期限：令和 ３年 ９月 24日（金） 

定員は 200名になり次第、申込締切りとさせて頂きますので､ご了承願います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【加工・業務用かぼちゃ収穫機「ＫＹＰ-900」イメージ】 

 



 

 

 

 

 

  

３．加工・業務用野菜の情報交換会セミナーの実施について 
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当協会が事務局しています、野菜流通カット協議会主催のセミナーのお知らせ！ 



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

【国内情報】 
 

 

令和３事業年度の燃油価格高騰対策の施設園芸セーフティネット構築事業については、７月９日に締

め切り、８月上旬に事業実施計画の承認を行い、10 月からの事業実施に向けた手続きを進めていると

ころです。 

本年は、燃油価格が上昇傾向を示すとともに、令和２事業年度セーフティネット発動基準価格（84.7

円/Ｌ）を超える店頭価格が３月から６月まで４か月続いており、令和３事業年度の本対策への加入を

新たに検討する産地が出てくる可能性があることから、今回、２次公募を実施することとしました。 

具体的には９月６日から 10 月 29 日まで公募を行い、12 月１日から来年６月までを対象期間とする

こととしております。 

今回、新たに参加する支援対象者はもとより過去に事業に参加していた支援対象者や施設園芸農家も

参加できます。また、積立契約の増額や油種の追加・変更も可能となっております。 

詳しい内容については、各都道府県に設置されております協議会までお問い合わせをお願いいたしま

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）を新たに実施することとしています。 

 具体的には 11月から 12 月にかけてのセミナー等の実施については、下記のとおり予定しています。 
 

                      記 
 

 ●青果物の物流・流通に関連したセンターの開催 

    日 時：令和３年 11 月 18日(木) 13：00～16：30 

   場 所：大阪コロナホテル 200AB号室 

   概 要：今回のテーマは〝コロナ禍における青果物の今後の変化″をキーワードにした 

       話題提供５課題＋パネルディスカッション(含む、質疑応答） 
 

●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 

   日 時：令和３年 12 月 14日(火) 12：00～16：40 

   場 所：視察先/ブロッコリー機械収穫圃場(長崎県島原市管内） 

       :セミナー会場/諫早文化会館 中ホール 

   概 要：令和元年度の農林水産祭で天皇杯を受賞した雲仙ブロッコリー部会圃場での機械収穫 

       実演会の視察＆「加工・業務用野菜標準基本契約取引ガイドライン 2020」を教材とし 

て、売り手及び買い手のリスク軽減・啓発となる話題提供やブロッコリー栽培等の話題 

提供等４課題＋パネルディスカッション(含む、質疑応答） 
      

※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．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 

 

 

 

 

1．施設園芸等燃油価格高騰対策の２次公募の実施について 
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 農林水産省の補助事業「スマートグリーンハウス展開推進」において、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を本年度も実施する予定です。 

・「スマートグリーンハウス AWARD2022」として、10年後の施設園芸のスマート化に向けて、経営

者および経営者を目指す方が応募できる賞を設定しました。2021 年 12 月 31 日応募締切です。

詳しくは下記ホームページをご覧ください。 

          https://jgha.com/news/sgh_award2022/ 

（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 

・全国 6か所の植物工場研修拠点において、スマートグリーンハウス技術の指導者育成のための研

修を数多く実施します。順次実施が始まっており、下記のホームページでご案内しています。 

      https://jgha.com/ps/ 

・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発展に向けて、標準的育成課程や共通教

材の構築・整理を進めています。 
 

（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 

・農業者がハウスを導入する際の参考資料として、「低コストハウスの導入の手引き」を新たに編

集して、本年度末に発行する予定です。 

・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。 

・被覆資材等の廃プラスチック処理コストの低減及び再生処理に向けて、関東４県を対象に廃プラ

スチックの県境を越えた広域での運搬・再生処理の試行を進めています。今年度は、再生処理を

実施していない栃木県・群馬県から茨城県に運搬して再生処理する方法について検討しています。

これらの県では分別、異物除去、梱包の仕方を再生処理に適する形にする必要があり、その課題

解決を図るため、研修会の開催を調整しています。 

 

 

 

国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構（農研機構）より、生産現場で農業者が使

いやすいデータ連携を実現するため、農林水産省の「スマート農業総合推進対策事業のうち農林水

産データ管理・活用基盤強化事業」において、施設園芸分野も関わる「農機 API 共通化コンソーシ

アム」を設立し、『メーカー間の垣根を越えたデータ連携の取組を開始』したことについて、2021

年 8 月 11 日（水）に農機 API 共通化コンソーシアムの活動内容に関するプレスリリースが行われ、

以下のウェブサイトが公開されました。 

           https://www.naro.affrc.go.jp/org/brain/iam/API/index.html 

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 

 

 

 

 

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 

 

 

 

 

https://jgha.com/news/sgh_award2022/
https://www.naro.affrc.go.jp/org/brain/iam/API/index.html


 

            （参考）オープン APIの利用イメージ 

 

 

 

 

 

 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３年度もコロナ禍の中ですので、コロナ対策を十分にしながら、適正処理に向けた活動を進   

めています。第１回対策委員会は 6/18に開催しました。第１回ワーキンググループ会議は 5/21に 

開催し、第２回は９月 14日に予定しています。 

１．普及啓発対策事業 

 都道府県協議会で会議や研修会等の行事で活用できる適正処理パンフレットの更新作業を進め   

ています（10月完成予定）。また、令和２年度事業報告書には、農業廃プラ適正処理市町村協議 

会アンケート解析結果を掲載しましたので、参考にしていただきたいと思います。 

農水省が５月に公表した「みどりの食料システム戦略」を持続可能な施設園芸の生産及び地球温  

 暖化対策（ゼロエミッション化）という視点で見ると、2050年までに化石燃料を使わない方式に  

 転換、2035年までに廃プラスチックリサイクル率 100%等の目標設定がされています。廃プラスチ  

 ックリサイクル率は、現在 75%程度にありますが、さらに 100%を目指すというのは、かなりハード  

 ルは高いと見ることができます。 

都道府県協議会、地域協議会での分別、異物除去、回収の活動がベースになりますが、製造企業 

 及び関連企業団体、生産者及び生産者団体が協力して、適正処理に対するレベルを上げていかなけ  

 ればならないと考えています。 

 

５．令和３年度園芸用プラスチック適正処理対策事業について 

 

 

 

 



 

２．園芸用プラスチック適正処理現地調査 

 毎年、数県しか調査には行けませんが、都道府県協議会 地域協議会をお伺いし、ヒアリング調  

査とともに、地域協議会との情報交換、課題解決に向けた協議を進めていきます。コロナ禍の中な  

ので、困難はありますが、現地の皆様の理解を得る中で、進めたいと思います。 
 

３．県域を越えた広域でのリサイクル処理の試行 

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にもありますが、「廃プラスチッ 

 ク処理検討作業部会」では、関東４県域を対象として廃プラスチックの広域での運搬、再生処理を  

 試行しています。 

 

 

 
 

(1)取り組み状況 

本事業では、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

効率化が可能で合理的な仕様の提案の1つとして、トマトの40t/10aの高収量を安定して生産できる

仕様を策定し、モデルハウス仕様として提示しています。このモデルハウス仕様に沿って大型ハウ

スを建設し、トマトの高収量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。 

本事業を広く知っていただくために、現在、WEB上の外部サイトを利用して関連の動画や記事を公

開しています。下記のURLからご覧になれます。 

〇WEB展示会「AGRI EXPO ONLINE」におけるカンファレンスの1つ 

「これからの施設園芸の展望と日本型大型(１ha)モデルハウス仕様」 

            https://expo.agrijournal.jp/conference/takaichi/ 

〇マイナビ農業「AGRI+ Vol.3」の広告企画 

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

(2)GPECの主催者展示コーナーでモデルハウスを展示しました！ 

当協会主催の「施設園芸・植物工場展(GPEC)2021 in 愛知」が令和３年７月14日～16日に愛知県国際

展示場(Aichi Sky Expo)において開催され、来場者は３日間で延べ16,288人で、生産者の方も多く盛況

でした。 

今回のGPECの主催者展示コーナーはモデルハウス事業をアピールする場として、本事業の賛同支援会

員を中心に、JGHA会員のご協力もいただいて、高軒高ハウス２棟と内部設備、およびトマト植物体を展

示し、トマトの40t/10aの高収量を目指すモデルハウス仕様の全体をイメージできる展示とすることが

できました。 

高い採光性と換気性能を図った新しい構造のハウスとして、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タイプを展示しました。屋根部の被

覆資材や、二重カーテン装置も設置しました。栽培関連装置では、ハンギングガターや高所作業台車、

自動走行静電防除機、新しい機能が付加された温風暖房機とCO2施用機などを見ていただきました。 

来場者の多くは、初めて見るハウス構造や、ハンギングガター式ハイワイヤー栽培について、興味を

持たれていました。 

 

 

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/2021_06_18_159613/


【技術情報】 

 

 
 

 施設栽培の日々の環境管理に利用できる生育・収量予測ツール  
 

近年、ハウス内環境制御の高機能化について各地で意欲的な取り組みが進められており、生産性が大

きく向上する例が多く報告されています。 

しかし、個々の生産ハウスでは外部気象条件やハウス構造が様々で、環境制御システムの設定値をど

のようにすれば多収生産に結び付くかについての答えは難しく、環境制御の設定の仕方については大い

に迷うところです。 

最近、作物の生育メカニズムをモデル化した生育・収量予測ツールを利用して、日々の環境制御設定

や栽培管理の参考にする手法の実用化が進んでいます。 
 

◆主に研究手法として進められているツール開発の例 

「生育・収量予測ツールによるトマト年間収量55t/10aの実現」(農研機構、2018年研究成果情報) 

https://www.naro.go.jp/project/results/4th_laboratory/nivfs/2018/nivfs18_s04.html 
 

このツールは、植物の物質生産メカニズムを積み上げたモデルを利用しており、環境情報と生体情報

によって生育や収量を予測することが可能です。そのため、環境条件や管理方法を変えると、生育や収

量がどのように変化するかがわかります。このツールを利用し多収となる環境設定・栽培管理を行うこ

とで、大玉トマト日本品種で年間収量50t/10a以上を実現したことが実証されています。 

 なお、このツールについては、農業データ連携基盤(WAGRI)を介した情報提供体制を整えており、作

目としてトマトやキュウリ、パプリカへの利用が可能です。生産者は、このツールの提携ICTベンダー

のアプリを使うことによって、生育・収量予測が活用可能です。現在、様々な企業がサービス提供を準

備しており、近日中にハウス栽培における生産支援ツールとして身近なものになると予想されます。 
 

◆現場で利用されている生育・収量予測ツールの例（市販製品） 

①「プロフィットナビ」(株式会社誠和) 

 物質生産メカニズムに基づくモデルにより、トマト（大玉・日本品種）の生育・収量が予測できます。

現在までのハウス外日射量とハウス内気象データ、およびトマトの生育調査の結果を入れたデータから、

栽培終了時までの収量予測が可能となっています。昨年のハウス内気象データをそのまま利用した試算

や、暖房温度や CO2濃度を上げた場合の収量の違いなどもグラフで確認できます。これらを今後の環境

制御設定の参考にできます。 

なお、この収量予測ツールを利用するには、当該会社のハウス内環境モニタリング装置（プロファイ

ンダー）とそのクラウドサービスが必要で、対象作物は今のところ大玉トマトのみとなっています。 

また、WEB上でだれでも利用できる「プロフィットナビ（デモ版）」が下記 URL で公開されています。 

https://profitnavi.seiwa-ecosys.jp/ProfitNaviDemo/index.html 
 

ここでは、全国各地について、2019年の日射量データを利用して、温度や CO2濃度の設定条件をいろ

いろ変えて、トマトの年間収量の最大可能値を試算することができます。 
 

②植物生理モデルに基づく温室栽培支援システム「Thinking Farm」(株式会社ダブルエム/(合)アグロ

インフォ) 

Thinking Farmはパソコンやスマホで動作するアプリで、以下のURLで概要がわかります。 

https://www.agroinfo.co.jp/thinking-farm/ 
 

１．施設園芸に係る注目技術 

 

 

 

 

https://www.naro.go.jp/project/results/4th_laboratory/nivfs/2018/nivfs18_s04.html
https://profitnavi.seiwa-ecosys.jp/ProfitNaviDemo/index.html
https://www.agroinfo.co.jp/thinking-farm/


日没時にその日の半日（昼間）の、日の出時に全日の平均気温、純光合成量、蒸散量などが表示され

ます。作物の毎日の果実成熟、開花、展葉などの齢の進行速度が表示できます。 

 このツールで特徴的な機能として、その時の日射やCO2濃度における最大の純光合成速度を与える温

度が提示されます。これにより、栽培管理者は多くの場合、その温度を実現するように温室管理をすれ

ば、順調な生育が得られることが期待されます。 
 

◆その他の生育・収量予測の動き 

ここに紹介した生育・収量予測ツールの例は、植物生理・物質生産メカニズムに基づくもので、広い

設定条件で利用できるものと考えられます。今後、トマト以外での作物への拡大が期待されます。 
 

 

 

 

８月 20日～９月 24日まで、（一社）全国農業改良普及支援協会（以下、普及支援協会）より、令和

３年度新技術波及展開事業における第２回普及技術カタログ公募が行われています。 

（普及支援協会の HP参照 https://www.jadea.org/news/news-20210820-2.htm） 

普及支援協会では、民間企業の開発した技術等を普及現場に迅速に波及・展開するため、令和元年度

から、当該技術に関する情報提供・意見交換、現地説明会・研修会の開催等を行う「新技術波及展開事

業」の取組を実施しています。 

本事業の一環として取り組まれている「普及技術カタログ」の整備について、別紙公募要領の通り、

本年度第２回目の公募をすることとなり、当協会の会員企業におかれましても該当する技術について、

積極的な応募が期待されています。 

この背景には、水田地帯における園芸作物への作付けの転換等、新しい園芸作物産地育成をはじめ、

収益の高い園芸作物の生産振興が、現場の普及指導機関においても大きな課題となっており、施設園芸

に係る技術情報へのニーズも高まっているとのことです。 
 

 

【行政情報】 
 

 
 

令和４年度施設園芸関係予算概算要求の内容が農林水産省より公表されました。前年の予算と大きく

異なっている点は以下のとおりです。 

令和４年度予算概算要求については、攻めの農林水産業を展開し、成長産業にするとともに、美しく

伝統ある農山漁村を次世代に継承するために、新型コロナによる社会構造の変化にも対応しつつ、「農

林水産業・地域の活力創造プラン」等に基づく改革を着実に実行するための要求となっています。主な

ポイントとしては、農林水産業の生産基盤の強化、農林水産物・食品の輸出力強化のほか、環境負荷低

減に資する「みどりの食料システム戦略」の実現に向けた政策、農地の最大限の利用と人の確保・育成

などとなっています。特に、みどりの食料システム戦略関連の要求においては、新規に、「みどりの食

料システム戦略実現技術開発・実証事業」において、現場の農林漁業者等が活用する技術の開発や、ス

マート農業技術の実証等、「みどりの食料システム戦略推進総合対策」において、土づくりなどのグリ

ーンな栽培体系への転換、有機農業の団地化や学校給食での利用、販売拡大、また、地域循環型エネル

ギーシステムの構築など、地域ぐるみにおける取組の支援について要求することとなっています。また、

これらに加えて、持続的な食料システムの構築に向けて、環境への負荷低減に取り組むこととして、関

連する予算についても、必要な予算の確保に努めていくとのことです。 

２．普及技術カタログ公募について 

 

 

 

 

１．農林水産省 R４年度施設園芸関係予算概算要求 

 

 

 

 

https://www.jadea.org/news/news-20210820-2.htm


 

【特 記】 主だった施設園芸等への予算概算要求の内容は、別添でＡ４横サイズ 15頁掲載しています。 

 

 
 

 

内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室長から、令和３年８月 25日に各都道府県知事及び各

府省庁担当課室に向けて、「基本的対処方針に基づく催物の開催制限、 施設の使用制限等に係る留意

事項等について」が発出されました。 

内容は、「８月 27 日以降については、新型インフルエンザ等対策特別措置法（平成 24 年法律第 31

号。以下「法」という。）第 32条第３項に基づき、緊急事態措置区域として茨城県、栃木県、群馬県、

埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、静岡県、京都府、大阪府、兵庫県、福岡県及び沖縄県に加え、北

海道、宮城県、愛知県、岐阜県、三重県、滋賀県、岡山県 及び広島県を追加する変更を行うとともに、

北海道、宮城県、愛知県、岐阜県、三重県、滋賀県、岡山県及び広島県において緊急事態措置を実施す

べき期間を令和３年８月 27 日から令和３年９月 12 日までの 17日間 とすることとし、また、同じく令

和３年８月 25日に、８月 27日以降に ついては、法第 31条の４第３項に基づき、重点措置区域から北

海道、宮城県、愛知県、岐阜県、三重県、滋賀県、岡山県及び広島県を除外し、高知県、佐賀県、長崎

県及び宮崎県を追加する変更を行うとともに、高知県、佐賀県、長崎県及び宮崎県においてまん延防止

等重点措置を実施す べき期間を令和３年８月 27日から令和３年９月 12日までの 17日間 とする旨の

公示を行う等のため、基本的対処方針を改定したところ、都道府県対策本部において法に基づく適正な

運用がなされるよう、催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等が示されています。 

アドレス：jimurenraku_seigen_20210825.pdf (corona.go.jp) 

会員各位におかれては、新型コロナウイルス感染症に対して、万全の体制で対応されていると存じま

すが、当協会においても、同様に万全を期して業務を進めてまいりますので、引き続きご支援ご協力よ

ろしくお願いします。 
 

（参考資料） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

       資料：最近の感染状況等について（抜粋：令和３年８月 25日（水）厚生労働省） 

２．新型コロナウイルス感染症関係のお知らせ 

 

 

 

 

https://corona.go.jp/news/pdf/jimurenraku_seigen_20210825.pdf


 

 

 令和３年７月１日に農林水産省において、以下の観点で組織再編が行われました。 

1.  省内の輸出関連施策を中心に直接実行し、省横断的に強力に指揮・指導するとともに、対外関係

や国際協力等の業務についての全体的な調整を一元的に実施する「輸出・国際局」を設置 

2.  耕種農業の高収益化を強力に進めるため、米・麦・大豆等と園芸作物を一体で担当する「農産局」

を設置 

3.  今後の更なる輸出拡大の主翼を担う畜産分野について、新たな市場環境に適応した生産基盤の強

化等を推進する「畜産局」を設置 

4.  食に関する新事業を創出し、国産農林水産物の需要拡大への貢献が期待される食品産業の振興等

を専門的に担う「大臣官房新事業・食品産業部」を設置 

5.  バイオマスを含む省環境政策や「みどりの食料システム戦略」を取りまとめる体制として、「大

臣官房環境バイオマス政策課」を設置 
 

 ※     が変更された組織です。 

 

 

 
 

令和３年８月１日付けで農林水産省園芸作物課花き産業 施設園芸振興室の施設園芸対策班担

当の角張 徹課長補佐が知的財産課総括補佐へご栄転され、新たに、浅見 武人課長補佐が着任さ

れました。 

３． 農林水産省の組織再編について 

 

 

 

 

４．農林水産省の人事異動 

 

 

 

 



 
【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: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） 

 
 

 

    

 

【刊行物のご案内】 
 
● 施設と園芸 

当協会では、機関紙「施設と園芸」を年４回発行しており、2021 年 7 月 25 日に第 194 号(特集「被

覆資材の最新の動向」)を刊行しました。その記事の内容は以下のとおりです。 

[巻頭言]「施設園芸におけるゼロエミッション化の意義と方向」(古在豊樹、NPO植物工場研究会) 

[特集]「被覆資材の最新の動向」 

・わが国の園芸用被覆資材の利用の現状と課題(川嶋浩樹、NARO西日本農研) 

・市場の要望に応えた高機能農業用 POフィルム‘スーパーダイヤスター’の開発と特徴(柘植隆司、 

 三菱ケミカルアグリドリーム（株）) 

・PO系フィルムの散乱光特性の最近の動向と利用の考え方(杉山聡教、タキロンシーアイ（株）) 

・カーテン資材の種類と利用法(新村素晴、（株）誠和) 

・施設園芸の被覆資材の廃棄・リサイクル利用の課題(麻生一夫、農業用フィルムﾘｻｲｸﾙ促進協会) 

・熱線透過抑制型の被覆フィルムによる高温抑制効果について(西村安代、高知大学農学部) 

[海外情報] 

・欧州における被覆フィルムの種類と利用の現状(ファン・アントニオ・ガルシア・コリャド、(スペ   

 イン)アルマンド・アルバレス・グループ) 

[連載]作生育・収量予測による施設園芸の発展方向 ②生育・収量予測ツールの仕組みと流れ(東出  

 忠桐、農研機構野菜花き研究部門) 

[施設園芸技術指導士のフィールドノート] 

・施設園芸技術指導士として(川口哲平、ヤンマーグリーンシステム(株)) 
 

■「施設と園芸」の最新号は当協会の会員に送付させていただいておりますが、追加のご購入やバ 

 ックナンバーの購入を希望される方は、１冊 838 円(762円＋税〔送料別〕)となります。定期購読 

  は、年４回発行で年間購読料 4,188円(送料税込み）です。 

バックナンバーの検索や購入・購読お申込みは、下記のホームページをご覧ください。 

https://agripress.co.jp/se 

 

【ＧＰＥＣ事務局から】 
 
●施設園芸・植物工場展（ＧＰＥＣ2022）開催について 

 施設園芸・植物工場展（ＧＰＥＣ2022）が 2022年 7月 20～22日、東京ビッグサイト南３・４ホール

で開催されます。４年ぶりの東京ビッグサイトでの開催となることから、ＧＰＥＣ2022 への期待が高

まっています。今年 11月より出展募集開始予定で現在準備を進めております。会員様はじめ皆様から

のご出展いただきたく、引き続きよろしくお願いいたします。 
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