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【協会からのお知らせ】 
 

 

＊３月７日(月)  

「令和３年度 第４回理事会」の開催（令和４年度 事業計画及び予算について） 

 場所：アットビジネスセンター東京駅八重洲通り 601号室 15：00～17：00 
 

＊４月下旬  

「令和４年度 第１回理事会」の開催（令和３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：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 

    植物工場研修棟 A棟 1階研修室 
 

＊６月３日(金)  

「令和４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） 
 

※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。 

 
 

 

 

 

当協会では、施設園芸に関する知識・技術の知識を習得する機会の提供と普及等を図るため施設園

芸技術講座（初級・中級）を開催するとともに、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、それぞれに相応しい知識・技術の習得がなされているか等を審査し、資格を付与

しています。 

令和４年度の講座及び試験につきましては、次のとおり実施を予定しておりますので、お知らせい

たします。なお、詳細につきましては、当協会ホームページに後日掲載しますのでご覧ください。 
 

１．令和４年度（第 23回）施設園芸技術初級講座 

  期日：令和４年５月 25日(水)～27日(金) 

 場所：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 

    植物工場研修棟Ａ棟１階研修室 

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 

Tel:03-3667-1631 Fax:03-3667-1632  ホームページ https://www.jgha.com 

1．（一社）日本施設園芸協会 今後の主要行事予定 

 

２．令和 ４年度 「施設園芸技術講座」等の日程について 



＊新型コロナウイルス感染拡大等により対面開催が困難な場合には、６月頃に Webを活用して 

実施します。 

   ＊この時期の参加が困難な方等のため、Webを活用した機会を別途設ける予定です。 
 

２．令和４年度（第 16回）施設園芸技術中級講座 

 期日：令和４年８月 31日(水)～９月２日(金) 

 場所：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 

    植物工場研修棟Ａ棟１階研修室 

＊初級講座と同様、新型コロナウイルス感染拡大等により対面開催が困難な場合には、同時期 

    に Webを活用して実施する予定です。 
 

３．令和４年度（第 16回）施設園芸技術指導士補資格試験 

＊上記の施設園芸技術中級講座の際に実施します。 
 

４．令和４年度（第 11回）施設園芸技術指導士資格試験 

 期日：令和４年 10 月 27日(木) 

 場所：東京都内会議室 

 

 

 

令和４事業年度茶セーフティネット構築事業について当協会の公募を２月８日から開始していま

す。 

令和４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所要の

改正を行っております。 

公募の締切りは３月９日となっていますが、全国茶生産団体連合会が公募期間を設定していますの

で、詳しくは全国茶生産団体連合会へお問い合わせ下さい。 

なお、施設園芸セーフティネット構築事業の公募につきましては、おって、ご連絡致します。 

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】 
 

 

 
 

標記のセミナー・展示会は、[持続可能型施設園芸の発展に向けて]のテーマの下で２月 17 日(木)

～18 日(金)に東京都江戸川区において開催予定でしたが、新型コロナウイルスの急速な感染拡大の

状況を踏まえ、会場での開催を中止し、Web配信に変更して開催します。 

 会場での開催を断念することは誠に残念ですが、下記のとおり、今後の施設園芸にとった大変重要

な持続可能型施設園芸に向けてのテーマで、講演・パネルディスカッション、最新の機器・資材プレ

ゼンテーションの動画を配信し、充実した内容構成となっております。オンデマンド方式の配信です

ので、視聴者は期間中、興味のあるコンテンツを自由な時間・場所で何度でも繰り返し視聴できます。

PC以外にもタブレットやスマホでも視聴可能です。 

多くの皆様にご視聴いただき、今後の施設園芸の発展方向について理解を深め、生産技術向上や経

営改善にお役だていただくことを期待しております。 

３． 令和４事業年度の茶セーフティネット構築事業の公募について 

 

 

     

 

 

 

 

 

１．「第４３回施設園芸総合セミナー・機器資材展(Web 開催)」について 

 



＜開催方法＞Web配信(オンデマンド方式) 

＜開催(視聴)期間＞ 令和４年３月28日(月)10:00 ～ ４月18日(月)17:00 

＜主 催＞ 一般社団法人 日本施設園芸協会 

＜後 援＞ 農林水産省 

＜協 賛＞ 全国農業協同組合連合会  一般社団法人 全国農業改良普及支援協会 

   全国野菜園芸技術研究会   一般社団法人 農業電化協会  

＜Web参加（視聴）申込方法＞ 

下記ホームページの「第43回施設園芸総合セミナー(Web開催)申込書」により、Eメールまたは FAX

にてお申し込みください。 

https://jgha.com/news/sougou_semi43_annai/ 

・参加費(視聴およびテキスト代)：一般 6,000円 

（一般社団法人 日本施設園芸協会会員および農業生産者は 3,000円） 

・参加申込締切日：令和４年３月18日(金) 

・参加費支払方法：指定口座へ事前に振込み(締切：３月23日(水)) 

(振込先は参加申込者にご連絡します) 

＜視聴方法のご連絡＞ 入金確認後にテキスト冊子を送付、視聴方法（URL など）をご案内します。 

＜Web参加（視聴）の問合せ先＞ 

 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 

https://www.jgha.com  E-mail semi@jgha.com 
 

＜機器・資材プレゼンテーションの申込み・問い合わせ先＞ 

セミナー配信と同時に、機器・資材プレゼンテーション動画を配信いたします。プレゼンテーシ

ョンをご希望される企業の方は下記までお問い合わせください。 

問合せ先：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 https://www.agripress.co.jp/engei/2022s    E-mail engei@agripress.co.jp 
 

＜配信内容の構成＞ 

【第 1 部 】 施設園芸の新しい潮流 

(1-1) みどりの食料システム戦略における施設園芸の目指す姿 

浅見 武人 氏（農林水産省農産局園芸作物課 課長補佐) 

(1-2) 施設園芸の CO2ゼロエミッション化に必要な技術と考え方 

古在 豊樹 氏 (NPO植物工場研究会会長) 

(1-3) AIを駆使したスマート・メガスケール植物工場ネットワーク構想 

高山 弘太郎 氏(豊橋技術科学大学 教授) 

(1-4) 木質バイオマス発電を併設した野菜類の生産と販売 

佐野 泰三 氏 (株式会社 サラ) 

(トピック紹介)施設園芸 におけるデータ共有利用のためのオープン API 構築の取り組み 

一般社団法人 日本施設園芸協会 

https://www.jgha.com/
mailto:semi@jgha.com
https://www.agripress.co.jp/engei/2022s
mailto:engei@agripress.co.jp


【第２部】 SDGs に対応した持続可能型施設園芸の確立に向けて 

(2-1) 施設園芸におけるライフサイクルアセスメント(LCA) 

林 清忠 氏（農研機構 農業環境研究部門 主席研究員） 

(2-2) 中小規模園芸ハウス向けの省エネ対策 

宮内 樹代史 氏(高知大学 農林海洋科学部 准教授) 

(2-3) 持続可能な施設園芸に資するヒートポンプの研究開発と展望 

石井 雅久 氏 (農研機構 農村工学研究部門) 

(2-4) トマト・パプリカの大規模生産における木質燃料利用のメリットと課題 

阿部 淳一 氏(株式会社 デ・リーフデ北上 総務部長) 

(2-5) 大規模生産施設における温泉熱の活用と作業効率化 

松尾 崇史 氏 (株式会社 タカヒコアグロビジネス 専務取締役) 
 

【第３部】 パネルディスカッション 「持続可能型施設園芸と収益性向上の方向性」 

コーディネーター：丸尾 達 氏 (公益財団法人 園芸植物育種研究所 理事長) 

パネリスト：第２部の各講演者、農林水産省施設園芸関係担当官 

討議の概要：①施設園芸の環境影響と CO2排出抑制 

②施設園芸の安定経営と事業継続計画(BCP) 
 

【第４部】 機器・資材プレゼンテーション 

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・快適化につなが 

る新機能資材や機器等について、各企業からプレゼンテーション動画を紹介いたします。 

 

 

 

 

 データ駆動型農業を実践した施設園芸「スマートグリーンハウス」に取り組む産地で

得られた手法や成果を横断的に取りまとめたシンポジウムを令和３年度スマートグリ

ーンハウス転換推進の事業の一環として開催致しました。約 150 名の参加により、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、

人材育成カリキュラムの検討等の事例報告及びディスカッションを行いました。 
 

 〇日 時：2022 年２月 22 日(火) 13 時～18 時頃 

                 (zoom ウェビナーによるオンライン開催) 

 〇主 催：一般社団法人 日本施設園芸協会 

 〇後 援：農林水産省 

 〇会 費：無料 

  ◇次  第 

（第一部） 

  ・スマートグリーンハウスの展開事例  

   （産地における IT ツールを用いた環境、植物生育情報等の分析と増収の取組み）  

 ・講演１ JA ながさき西海いちご部会でのデータ活用とイチゴ多収事例 

       長崎県県北振興局北部地域普及課 松本 尚之 氏  

２．「スマートグリーンハウスシンポジウム 2022」開催報告  

「第４３回施設園芸総合セミナー・機器資材展(Web 開催)」について 

 



 ・講演２ あぐりログプロジェクトの成果とデータ連携への発展 

       JA みなみ筑後瀬高ナス部会  井上 忠信 氏  

福岡県南筑後普及指導センター 奥 幸一郎 氏 

・パネルディスカッション  

座長：農研機構野菜花き研究部門 東出 忠桐  氏  

（第二部） 

・スマートグリーンハウスにおける人材育成  

（グロアー育成のための標準カリキュラムの策定と展開について）  

・講演１ 人材育成に必要な標準カリキュラムの展開とデータ活用 

JA 全農高度施設園芸推進室 吉田 征司 氏  

・講演２ 愛媛大学における人材育成プログラムの展開とデータ活用 

愛媛大学大学院農学研究科 高山 弘太郎 氏  

・パネルディスカッション 

座長：農研機構野菜花き研究部門 安 東赫 氏  

 

 

 

 

※ 今夏４年ぶりの東京開催！ コロナ禍でも出展申込好調！ 

※ 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）が、今年 2022年 7月 20日(水)から 22日(金)

までの３日間、東京ビッグサイトに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、 

出展申込締め切り期限を２月末日とさせていただきましが、現在もなお、全国 31都道府県において

「まん延防止等重点措置」が適用されており、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、出展締切りを 1ヶ月延長して３月末日とさせていただきます。 

ただし、会場スペースにも限りがあるため、出展申込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ＧＰＥＣ２０２２は東京での開催は実に４年ぶり、コロナが依然として猛威を振るってい

る中ですが、アフターコロナを見据え、多くの企業・団体からＧＰＥＣへの出展申込が届いていお

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、植物工場など最新の設備・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 

ＧＰＥＣ２０２２事務局 

ＴＥＬ：０３－３５０３－７７０３  ＦＡＸ：０３－３５０３－７６２０ 

Ｅ-mail：ｏｆｃ@gpec.jp  ｗｗｗ．ｇｐｅｃ．ｊｐ 

３．施設園芸・植物工場展２０２２（GPEC） 開催について  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●会場へのアクセス 

 

 

 

 
 

 

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 24 日

（月）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 87名の方々

にご参加いただくとともに、農林水産省からは 10 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。 

今回も昨年度と同様、会場参加と Web参加との併用で実施しましたが、Web参加の皆様が約３分の

２という結果となりました。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４年１月 24日(月) 
 

〇会 場：石垣記念ホール（三会堂ビル９F） 
 

〇説明事項及び説明者 

（１）大臣官房新事業・食品産業部 

・地域食品産業連携プロジェクト(LFP)推進事業（当初）    大竹 将之 課長補佐 
 

(２) 農村振興局農村政策部都市農村交流課 

・農山漁村発イノベーション対策（当初）                   大竹 将之 課長補佐 
 

(３) 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）                          神谷 英生 課長補佐 

   ・中山間地農業ルネッサンス事業（当初）                         同 上 

   ・中山間地農業推進対策（当初）                                  同 上 

   ・農村型地域運営組織(農村 RMO)形成推進事業（当初）             同 上 
 
（４）経営局就農・女性課 

   ・新規就農者育成総合対策（補正・当初）                    美保 雄一郎 課長補佐 

４．園芸関係令和 ３年度補正予算及び令和 ４年度予算案説明会について（結果報告） 

 



・農業労働力確保支援事業（補正・当初）                         同 上 

・女性が変える未来の農業推進事業（補正・当初）                    同 上 

・海外人材受入総合支援事業（当初）                                 同 上 
 

(５) 農林水産技術会議事務局研究推進課 

 ・スマート農業の総合推進対策（当初）                     渕上 武士 課長補佐 

    ・スマート農業技術の開発・実証・実装プロジェクト（補正）      同 上 
 

（６）農産局技術普及課 

   ・農業支援サービス事業育成対策（当初）                    西崎 哲也 係長 

・グリーンな栽培体系への転換サポート（補正・当初）       福田 尚子 課長補佐 

・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）    同 上 
 

(７) 農産局園芸作物課 

・SDGs対応型施設園芸確立（補正・当初）            浅見 武人 課長補佐 

・強い農業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 

・施設園芸等燃油価格高騰対策                                       同 上 

・データ駆動型農業の実践・展開支援事業（当初）               同 上 

・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（当初）                               同 上 

・園芸産地における事業継続強化対策（補正）                        同 上 

・野菜支援対策(時代を拓く園芸産地づくり支援等)（当初）   会田 智明 係長 

・「アフターコロナ」を見据えた野菜・果実の消費動向調査事業（当初） 

     野島 夕紀 課長補佐 
 

（８）農産局農業環境対策課 

・GAP拡大の推進（補正・当初）                            岡本 博 課長補佐 

 

 
 

 
 

 
   

 野菜流通カット協議会が事業実施主体の令和３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。 

 当日は全国 31 都道府県において、新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置期間中ではあ

りましたが、全国の加工・業務用野菜関係者 108名の参加者が集い(※参加申込者 156名)、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。 

５．加工・業務用野菜に係る野菜流通カット協議会の事業成果発表会の開催報告  

 

 

 

 

事業成果発表会会場/意見交換会 

 



記 
 

 ◆開催日時・・令和 ４年 ２月 25日(金) 12：30～17：00 
 

 ◆開催場所・・タワーホール船堀 大ホール（東京都江戸川区船堀 4-1-1） 
 

【特別講演】 

❶テーマ：「みどりの食料システム戦略」について 

        話題提供：農林水産省 大臣官房 環境バイオマス政策課長 秋葉 一彦 氏 

 

【話題提供】 

・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）                                                                    

❷テーマ：「先進的な生産技術の普及に向けた取組に関する事業報告」 

（※併せて、ブロッコリー及びかぼちゃ収穫機による収穫実演をビデオ紹介） 

 話題提供：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 氏 
 

 ❸テーマ：「北陸地区における水田転作からのブロッコリー栽培への取り組み」  

   話題提供：有限会社安井ファーム 代表取締役  安井 善成 氏  
    

❹テーマ：「北海道における、カボチャ品種・栽培技術に関する最新情報」                       

    話題提供：株式会社武蔵野種苗園 北海道営業所所長  上野 秀典 氏    
 

❺テーマ：「加工・業務用キャベツなど水田での機械化体系による野菜の生産振興について」 

         （今年度発刊の事例集の中からのご紹介）    

  話題提供：全富山県農林水産部 農産食品課 園芸振興係長  宮元 史登 氏 

 
 

・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）      
      

❻テーマ：アンケートおよびヒアリング調査報告について 

    ①「新型コロナウイルス感染症の影響調査」、②「主要野菜の品目別用途別需要量等調査    

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

❼テーマ：「2021年度実証試験 ～ブロッコリーのフローレット流通実証試験結果報告～」 

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

❽テーマ：「青果物におけるＪＲ貨物の利用状況及び課題」    

  話題提供：日本貨物鉄道株式会社 鉄道ロジスティクス本部 営業部 副部長  中村  隆 氏     

    

【質疑応答/パネルディスカッション】       

    司会進行：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 氏  

 

 

【国内情報】 

  

農林水産省の標記事業では、データを活用した施設園芸（スマートグリーンハウス）の発展と普及

を推進するために以下の取り組みを実施しました。 
 

（１）大規模施設園芸・植物工場の全国実態調査 

１．令和３年度スマートグリーンハウス展開推進事業の推進状況について 

 

 

 

 



毎年継続実施している大規模施設園芸・植物工場の全国実態のアンケート調査を令和３年11月に実

施しました。大規模施設園芸や人工光型植物工場の施設数や収益状況、スマート化技術の導入状況な

どの整理・分析が終わりましたので、年度末に報告書として印刷しホームページでも公開します。 
 

（２）スマートグリーンハウスの現地調査と「スマートグリーンハウス・シンポジウム」の開催 

 スマート化技術の導入に取り組まれている生産者・法人について、全国からいくつかの例を選んで

委員とともに現地調査を実施しました。これらの情報を年度末に事業報告書にとりまとめます。また、

2022 年２月22 日(火)に「スマートグリーンハウス・シンポジウム」を開催致しました（Web配信）。 

※シンポジウムの内容については、P４をご覧ください。 
 

（３）スマート化技術に関する指導者育成研修の実施と共通教材の構築 

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

として、それぞれの拠点で特徴のある内容で実施しました。本年度これまでに実施した研修は下記ホ

ームページでご覧になれます。 

https://jgha.com/ps/ 

また、施設園芸の高度化・スマート化に関する指導者育成のために、共通テキストを整理して下記

ホームページで公開中です。さらに利用しやすくするために再整理して年度末に公開する予定です。 

https://jgha.com/tm01-4-kyoutsuutext/ 
 

（４）「低コストハウス導入の手引き」について 

 農業者がハウスを導入する際に高額な導入や過剰投資とならないための参考資料として、「低コス

トハウスの導入の手引き」を本年度末に公開する予定です。対象作物や規模に適したハウス構造・内

部設備等の仕様選定の考え方、低コスト設置事例、環境制御システムの機能一覧等について、わかり

やすく解説します。 
 

（５）廃棄フィルムの処理の問題への取り組み 

 本事業の廃プラ処理検討作業部会では、令和３年 11 月に農業用フィルムリサイクル促進協会と連

携し、茨城県農林振興公社園芸リサイクルセンターの現地視察と検討会を行いました。県境を越えた

広域での運搬・再生処理の試行およびリサイクル原料の利用拡大について取り組みを進めています。 

本委託事業は次年度も公募されますので、公募内容に従って実施体制を整えて応募する予定です。 

 

 

 

 

わが国で大型ハウスの普及と設置コストの削減を図るための取り組みの一環として、１ha規模でト

マトの40t/10aの高収量を安定して生産できるモデルハウス仕様を策定し、その実証協力生産者を募

集しています。本年度は広報誌でアピールし、愛知県で開催された施設園芸・植物工場展（GPEC）の

主催者展示コーナーにおいてモデルハウスの実物展示を行って、多くの来場者にモデルハウス仕様を

見ていただきました。 

この２年の新型コロナウイルスの世界的な感染拡大により、海外からの物流の停滞や資材価格の高

騰など、新規の大型ハウス建設には積極的に取り組みにくい状況ですが、引き続き、実証協力生産者

を募集しています。 

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

２． 日本型大型（１㌶）モデルハウス実証・支援事業について 

 

 

 

 

https://jgha.com/tm01-4-kyoutsuutext/


本事業では、これまでの取り組みを取りまとめ、新たにCO2ゼロエミッション型大型ハウスの推奨

仕様の検討を進めていく予定です。 

 

 

  

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』しています。 

 近々、令和４年２月 28 日に開催された第３回事業検討委員会における、令和３年度の事業の取り

まとめや今後の対応の方向について検討状況が公開される予定です。農業のスマート化に係る技術開

発や製品化を進める会員企業の皆様はもとより、農業者、普及・営農指導関係者の皆様にも、本事業

に係る農機 API共通化コンソーシアムの「システムを超えた農業データ連携の実現へ」 

（ホームページ： https://www.naro.affrc.go.jp/org/brain/iam/API/index.html ）をご覧ください。 

 

 

 
 

 

 

（１）園芸用プラスチック適正処理対策委員会現地調査について 

 当協会園芸用プラスチック適正処理対策委員会では、廃プラ適正処理に関する普及啓発活動支

援として、委員会メンバー３名で農業廃プラ適正処理に関する現地ヒアリング調査、情報交換、

相談等を進めています。令和３年度は３県の調査を進めています。ご協力いただける都道府県が

ありましたら、お知らせください。 
 

（２）プラスチック資源循環促進法について 

令和４年１月プラスチック資源循環促進法の施行に向けた閣議決定がされ、官報に掲載されま

した。基本方針、環境配慮設計指針、手続き等が公開されていますので、下記の特設サイトから

最新情報を入手願います。 
 

【特設サイト】 

 http://plastic-circulation.env.go.jp（IE以外のブラウザで閲覧ください。） 

 

 

 

※「水田利用の園芸作物転換技術導入事例集」の発刊について 

近年、野菜を取り巻く状況が変化する中、生産、実需、行政が一体となって園芸作物の導入による

新たな産地形成の取り組みが全国各地で展開されています。 

平成 29 年度より今年度までの園芸作物転換強化事業（都道府県推進）において、採択された 28

カ所の取組主体となった協議会について、さらに本事業で今までに現地調査させていただいた中から、

４．園芸用プラスチック適正処理対策事業について 

 

５．令和３年度水田農業高収益作物導入推進事業（全国推進）について 

 

 

 

 

３．農林水産データ管理・活用基盤強化事業の取組みについて 

 

 

 

 

https://www.naro.affrc.go.jp/org/brain/iam/API/index.html
http://plastic-circulation.env.go.jp/


今回は８協議会７事例として、「水田利用の園芸作物転換技術導入事例集」の作成・発刊をさせてい

ただきました。 

今回の事例集は、これまでの取り組みの優良事例を紹介した「水田利用（転作・裏作）の野菜栽培

優良取組事例（平成 27年度発行）」の続編として作成しました。 

今回紹介する８協議会７事例は、それぞれ抱える課題は異なりますが、地域の

特色を活かし、また、様々な技術を取り入れながら、関係機関連携のもと産地化

の取り組みを推進しています。今年度事業で３月発刊します「水田利用の園芸作

物転換技術導入事例集」の中のこれらの事例が、今後の新たな園芸産地確立と水

田農業の活性化の取り組みに役立てていただければ幸いです。 

 

 【特記】「水田利用の園芸作物転換技術導入事例集」の目次のみ以下のとおり、 

    ご紹介致します。 

    冊子の内容につきましては、野菜流通カット協議会のホームページ 

    へ掲載予定です。 

 

 

『水田利用の園芸作物転換技術導入事例集』 
 
 

                          目      次 
 
 

はじめに 
 

事例 ① 花巻地域における水田を活用したピーマン栽培取り組み事例 

ＪＡいわて花巻営農部 園芸販売課 課長補佐 藤原 賢 
 

事例 ② 機械化体系による水田での加工・業務用キャベツの生産振興について 

富山県農林水産部 農産食品課 園芸振興係長 宮元 史登 
 

事例 ③ 福井県における県域ネギ推進協議会、県域キャベブロ推進協議会の取り組みについて 

福井県農林水産部 園芸振興課 園芸振興グループ 主任 神田 美奈子 
 

事例 ④ 水田活用（転作・裏作）加工・業務用タマネギ栽培の取り組み 

福井県農業協同組合 坂井基幹支店 営農部 営農指導課  課長補佐 寺澤 友康 
 

事例 ⑤ ダイム農園伊勢いちご協議会の取り組み 

株式会社ダイム  総務部長  橋爪 正樹 
 

事例 ⑥ 長崎県波佐見町における水田利用のキャベツ栽培等の取り組み事例 

長崎県県央振興局 農林部 大村東彼地域普及課 主任技師 重松 武 
 

事例 ⑦ JA壱岐市管内の水田フル活用に向けた生産基盤の確立を目指して 

壱岐市農業協同組合 営農センター 営農部 農産園芸課  業務係長  久原 陽一郎 
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【行政情報】 
 

  

 経産省、環境省のホームページからプラスチック資源循環促進法に関わる取組み概要が公開されて

います。特に以下の３つのキーワードを参考にご確認いただけると幸いです。 

プラスチック製品の製造・販売企業が、資源循環に向けてどんな取り組みをしなければならないの

か、認定制度とはどんなものか案内されています。 

◇キーワード１ 「プラスチック使用製品設計指針に沿って製品を設計製造する」 

◇キーワード２ 「製造・販売企業は、自主回収・再資源化に取り組む」 

◇キーワード３ 「設計認定や認定事業者の仕組みがある」 
 
 
 
 
 

 

 消費税の軽減税率制度の実施に伴い、令和５年 10 月１日から消費税の適格請求書等保存方式（い

わゆるインボイス制度）が施行されることとなっています。 

 インボイス制度においては、買手として消費税の仕入税額控除のためには原則としてインボイスの

保存が必要になり、売手としてインボイスの交付を行うためには令和３年 10 月から開始されている

「適格請求書発行事業者」の登録申請が必要となるといった変更点がございます。 

 そのため、制度開始に向けて制度の内容をご理解いただき、事業者の方々の円滑な準備のために、

以下の４点についてご協力が求められています。 
 

１．団体の会員事業者向けの説明会開催の検討及び実施  

 希望に応じ、団体が主催する会員向けの説明会・研修会に財務省・国税職員を講師として派遣。 
 

２．（インボイス制度）消費税の適格請求書等保存方法の施行に向けた周知等について 

 

１．プラスチック資源循環促進法について 

 



２．登録申請開始に関する会員事業者への案内  

 国税庁ホームページの「インボイス制度特設サイト」内に「適格請求書発行事業者」の登録申請手

続を掲載。同サイト内には、事業者の方の制度理解に資する資料や国税庁・税務署が主催するどなた

でも参加可能な説明会のご案内等も掲載。また、一般的なご質問を受け付けるフリーダイヤルも開設。 
 

３．「免税事業者及びその取引先のインボイス制度への対応に関するＱ＆Ａ」について  

 免税事業者やその取引先の対応に関して、消費税法だけでなく独占禁止法及び下請法、建設業法と

いった関係法令に基づいて「免税事業者及びその取引先のインボイス制度への対応に関するＱ＆Ａ」

をとりまとめて公表。 
 

４．中小企業等に向けた支援措置等  

 令和３年度補正予算において、インボイス制度への対応に向けたＩＴ導入補助金や持続化補助金と

いった予算措置。 
 

（参 考） 

＜制度に関する各種ご案内＞ 

【国税庁 インボイス制度特設サイト】 

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice.htm 

【国税庁 知っていますか？インボイス制度（リーフレット）】 

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0022001-063.pdf 

【国税庁 適格請求書等保存方式の概要 インボイス制度の理解のために】 

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0020006-027.pdf 

【国税庁 適格請求書等保存方式に関する Q＆A】 

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/qa_01.htm 

【国税庁 消費税軽減税率・インボイス制度電話相談センター】 

0120-205-553（無料） 【受付時間】9:00～17:00（土日祝除く） 
 

＜免税事業者及びその取引先のインボイス制度への対応に関するＱ＆Ａ＞ 

【財務省】  

https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/consumption/d02.htm  

【公正取引委員会】 

https://www.jftc.go.jp/dk/guideline/unyoukijun/invoice_qanda.html 

【中小企業庁】  

https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/index.html 

【国土交通省】  

https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bt_000178.html 

※ 各ホームページに掲載されているものは同様の内容です。 
 

＜中小企業等に向けた支援措置＞ 

【中小企業庁 生産性革命推進事業】 

https://www.chusho.meti.go.jp/koukai/yosan/2021/1224/003_seisansei.pdf 
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 マイナンバーカードの取得及び健康保険証利用申込の促進については、この度、健康保険証利用の

本格運用をはじめ、マイナンバーカードのメリットがさらに拡大することとなりました。更なる取得

促進及び健康保険証利用申込の促進が求められています。 
 

マイナンバーカードのメリット拡大について 

① 健康保険証として使えます。 

 令和３年 10月 20日から本格運用を開始した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、本人が同意をすると、医療機関・薬局において薬剤情報や特定健診情報等が閲覧可能と

なり、従業員にとってより良い医療を受けられることにつながります。また、健保組合等

の医療保険に係る事務のコスト縮減が期待できます。 

 なお、健康保険証利用ができる医療機関等は厚生労働省 HP※1で公開しております。 

 ※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 薬剤情報や特定健診情報等がマイナポータルで確認できます。 

 令和３年 10月 21日から、マイナポータル※2で、自分の薬剤情報や特定健診情報等※3の

閲覧が可能となり、自身の健康管理に役立てることが可能となりました。また、11月から

は、医療費通知情報も閲覧でき、医療費控除の申告手続が簡素化されます。 

 ※２ マイナポータル「マイナンバーカードの健康保険証利用」 (https://myna.go.jp/) 

 ※３ 薬剤情報は令和３年９月に診療したものから３年分、特定健診情報は令和２年度以降に実施 

したものから５年分（直近５回分）の情報が閲覧できるようになります 。 
 

③ 新型コロナワクチンの接種証明書（電子版）が取得できるようになりました。 

 新型コロナワクチンの接種証明書（電子版）について、スマートフォン上で専用アプリから申請・

取得し、表示可能となっています。接種証明書（電子版）の申請には、マイナンバーカードが必要と

なります。 

 

 

 

 今季も各地で雪による農業用ハウスの被害が発生していますが、ハウスを襲う災害リスクは雪だけ

ではありません。被覆を開始する春先にかけては、しばしば発達した低気圧（春の嵐）が日本列島に

襲来し、水稲育苗ハウス等に被害が多発しています。特に、北日本や北陸では台風並みの暴風が吹き

荒れ、大きな被害になることもあります。 

 園芸施設共済の補償期間は１年間ですが、例えば、春先の 2～3 ヵ月間だけ被覆をする水稲の育苗

ハウス等は、未被覆期間の掛金が大幅に安くなる仕組みとなっており、通年被覆するハウスの掛金の

約 2～3割程度の掛金で加入できるのが一般的です。 

会員の皆様におかれましては、農業者の方々が予期せぬ被害に対しても早期に再建、営農再開がで

３．マイナンバーカードについて 

 

４．園芸施設共済で春先の強風被害への備えを 

 

 



 
【事務局から】 

 令和３年の５月より、本ニュースレターをメール配信とさせていただき、発信する情報内容の

充実に努めているところですが、まだまだ、電子化のメリットを十分発揮できていません。 

 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。 

 会員企業様の動向や新商品・新製品の情報、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致します。 

 

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）   

きるよう、育苗ハウス等の更新や新築時に園芸施設共済への加入等の備えを勧めていただきますよう

ご理解とご協力をよろしくお願いします。 
 

＜一般的な新築の育苗ハウスの加入例（富山県の場合）＞ 

◎３間×30ｍ、パイプ径 22mm、新築、再建築価額 833,000円 

●３万円を超える損害から支払の場合（基本コース・補償額 666,000） 

・１年間通じて被覆：掛金  7,402円  

・３ヵ月間のみ被覆：掛金   1,917円  

●１万円を超える損害から支払の場合（基本コース・補償額 666,000・１万円特約付き） 

・１年間通じて被覆：掛金  7,535円 

・３ヵ月間のみ被覆：掛金   1,954円 

●１万円を超える損害から支払の場合（充実コース・補償額 833,000・１万円特約付き） 

・１年間通じて被覆：掛金 11,258円 

・３ヵ月間のみ被覆：掛金   2,918円 
 

＜お問合せ先＞ 

 ・全国の農業共済組合（NOSAI） 

https://www.maff.go.jp/j/keiei/nogyohoken/contact.html 

 ＜関連サイト＞ 

・農業保険（農業共済・収入保険）ＨＰ 

https://www.maff.go.jp/j/keiei/nogyohoken/index.html 

  ・サクッと分かる！園芸施設共済のしくみ！（Youtube動画） 

   https://youtu.be/sXYVky5JLYE 

  ・園芸施設共済加入者の声 

https://www.maff.go.jp/j/keiei/nogyohoken/engei_voice.html 
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●施設園芸・植物工場展（ＧＰＥＣ２０２２）への 

出展申込み（申込み期限:３月末日）をお待ちしています！ 

 


