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【協会からのお知らせ】 

 

 
 

                 
 

 
 

＊８月 31日(水)～９月２日(金)  

令和４年度(第 1６回)施設園芸技術中級講座 

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  

＊９月 16日(金)  15:00～16：30  

「GPEC2022」第３回実行委員会の開催  

場所：ＫＫＲホテル東京 朱鷺の間（11階）千代田区大手町 1-4-1  
 

＊11月 30日(水) ～12月１日(木)  

「施設園芸新技術セミナー・機器資材展 in 高知」の開催 

  場所：高知ぢばさんセンター 大ホール（高知県県高知市） 
 

※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､施設園芸に関する技術研修として、基礎知識・技術の習得を目的とした初級講座（５月

中～下旬の３日間）、より高度な内容の習得を目的とした中級講座（８月下旬～９月上旬の３日間）を

開設するとともに、中級講座を受講されて施設園芸技術指導士補の資格を有する方を対象として、施設

園芸技術指導士資格試験を例年実施しています。 

施設園芸技術指導士は、施設園芸に精通し、栽培施設の設計施工管理・施設内環境管理・園芸作物栽

培管理・経営管理等について、技術的な助言・指導等を行うことができる専門家としての資格です。昨

年度はコロナ感染状況に鑑み、試験を中止しましたが、今回は２年ぶりに実施しますので、受験資格の

ある方には奮って受験していただきたくご案内いたします（今年度の試験は下記のとおり実施予定）。 

なお、こちらも２年ぶりの第 16回施設園芸技術中級講座につきましては、令和４年８月 31日（水）

から９月２日（金）までの３日間、千葉県柏市で開催し、32名の方が受講される予定です。 
 

記 

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://jgha.com 

１．日本施設園芸協会 今後の主要行事予定 

 

２．第 11回「施設園芸技術指導士」資格試験の実施について 
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１．試験目的：施設園芸技術指導士にふさわしい知識・技術の習得がなされているか、指導者としての

適性があるか等を審査、判定することを目的としています。 

２．試験日時：筆記試験：令和４年 10月 27日(木)  10:00～12:00 

面接試験：    同 日        13:00～17:00 

３．試験場所：アットビジネスセンター東京駅八重洲通り 会議室 

            東京都中央区八丁堀 1-9-8 八重洲通りハタビル６階 

（前回と試験場所が異なりますので、ご注意下さい。） 

４．受験資格：施設園芸技術指導士補の資格を有し､かつ実務経験が６年以上であること 

５．試験内容：筆記試験は択一式とし、中級講座の講義内容及び「施設園芸・植物工場ハンドブック」

の記載内容から 50問を出題します。また､複数の委員による面接試験を受験者１人当た

り 15分程度行います。 

６．受験料：１）協会会員、学校関係        30,000 円(消費税込) 

２）会員外企業、一般          40,000円（消費税込） 

受験されなかった場合でも、支払われた受験料の払い戻しはいたしません。 

７．受験申込締切：令和４年 10月７日（金） 

８．合格発表：令和４年 12 月（予定） 

９．問い合わせ先：〒103－0004 東京都中央区東日本橋 3-6-17 山一ビル４階  担当：長岡 

        TEL：03-3667-1631 FAX：03-3667-1632 
 
 

 

【イベント紹介】 

 
 

 
 

・日  時  令和４年 11月 30日(水) 11:30開場 12:30開講～16:45 

令和４年 12月 １日(木)  8:30 開場  9:00開講～13:30 

・会  場  高知県ぢばさんセンター/高知県高知市布師田 3992-2 

・参 加 費  セミナー聴講：1,000円(２日間でも 1,000円) 

                            但し、当協会会員企業の方は、無料 

（講演テキストは 2,500円/１冊）  

機器資材展見学のみは入場無料 
  
 

本セミナーは「施設園芸・植物工場における先進技術と四国(高知県)の地域農業を支える施設園芸」

をメインテーマに、２部構成として２日間に亘り開催いたします。 

●講演内容は以下のとおりです。 
 

 11月 30日（水） 

第１部「施設園芸における新技術とスマート農業による生産性向上に向けて」 
  

■施設園芸におけるスマート技術の現場実装に向けて 

   農林水産省 農産局 園芸作物課 課長補佐  浅見 武人 氏 

■いちご栽培における環境制御技術と生産向上技術 

   農研機構 西日本農業研究センター 中山間畑作園芸研究領域 研究員  山中 良祐 氏  

１．「施設園芸新技術セミナー・機器資材展 in 高知」の開催について 
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■高知県 IoPクラウド『SAWACHI』で、楽に楽しく儲かる農業がスタート！ 

   高知県農業振興部 農業イノベーション推進課 主幹  松木 尚志 氏    

■農業経営を行う上での数字の重要性 

 株式会社東馬場農園 代表取締役  東馬場 怜司 氏 

■ピーマン自動収穫機ロボットを活用した持続可能な農業の実現    

 AGRIST株式会社 最高技術責任者  泰 裕貴 氏 
 

 12月１日（木） 

第２部「四国(高知県)の地域農業を支える先端施設園芸への取り組み」 
 

■ゆめファーム全農の取り組みについて       

    ゆめファーム全農こうち 場長  西村 宙晃 氏   

■現場におけるデータ駆動型農業からイベント駆動型農業への展開        

   株式会社はぐみ農園 代表取締役  西内 直彦 氏  

■経験と勘の農業からデータ駆動型農業の実践へ       

   高知県農業協同組合 春野営農経済センター  浪越 城介 氏   
  

 ◎パネルディスカッションのテーマ：「高知県の施設園芸の進む道」 

 【パネラー】 ・高知県農業振興部 IoP推進監  岡林 俊宏 氏    

      ・高知大学 IoＰ共創センター センター長  北野 雅治 氏    

      ・土佐くろしお農業協同組合 営農部長  廣見 哲夫 氏     

      ・株式会社 尾原農園 尾原 由章 氏（ピーマン生産者）    

      ・高知県安芸市 宮崎 武士 氏（ナス生産者）     

      ・高知県高知市 越智 史雄 氏（キュウリ生産者）     

  【ファシリテーター】 ・高知県 IoP スーパーバイザー  村川 弘美 氏 

 

 

 

 
２．加工・業務用野菜の情報交換会セミナーの実施について   

 ※当協会が事務局をしています、野菜流通カット協議会のセミナーのお知らせ！ 
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【国内情報】 
 

 
 

 

会  期  令和４年７月 20日(水)～22日(金) 開場時間 10:00～17:00 

会  場  東京ビッグサイト 南３・４ホール 

  テ － マ  「持続可能でステキな未来型農業へ！」 

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、（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）/８機関・団体 

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 45機関・団体 

出展者数  国内外 163社・団体（※共同出展含む、同時開催展は除く） 

同時開催展 スマートアグリジャパン 2022 

●来場者は、以下のとおり 

日  付 天  気 来場者数

７月20日（水） 晴れ ８，３１２名

７月21日（木） 晴れ １０，６６２名

７月22日（金） 雨のち晴れ １０，２４９名

計 ２９，２２３名  

１．「施設園芸・植物工場展 2022(GPEC)」の実施報告について 
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このたびの当協会主催の「施設園芸・植物工場展 2022(GPEC) 」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７回目を迎え、知

名度も上がり、しっかりと業界に定着してまいりました。今年度は、企業・大学・研究組織・行政組織・

各種団体など、171社・団体にご出展いただきました。会期中の感染者数が過去最多を更新するなどコ

ロナ禍の影響もありましたが、来場者数は、29,233 名の方々をお迎えして盛大に開催することができ

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 19 のセミナー（Web による１海外講演を含む）、１シンポジウム（４テーマ＋パネ

ルディスカッション）に加え、出展者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 2022(GPEC) 」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、10月上旬に冊子にして、皆様にお届けする予定です。 

       

    

会場内（商談風景） 

主催者コーナー 

会場内 

主催者コーナー 

開会式 

開会式 

セミナー会場 

登録所・入口付近 
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 令和４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、８月 15日に

申請を締め切り、９月中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。 

燃油価格については昨年 10 月から本年６月までのすべての月において発動基準価格（Ａ重油 83.1

円/Ｌ）を超える高騰が続いており、また、本事業による補填金交付額も全体で 70億円に達しているな

ど平成 25年度及び平成 26 年度以来の発動状況となっているところであります。 

燃油価格高騰が続く中での令和４事業年度の各協議会からの申請は、これまで事業申請がなかった東

京都及び沖縄県の協議会が新たに参加するなど令和３事業年度から事業参加者及び補填積立金も大幅

に増加しているところです。 

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。 

 

 

 

 

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。 

 これまでのニュースレターでもお知らせしているように、当協会では、令和４年度も実施主体として

取り組んでいます。以下に、７月 12日に開催された外部有識者からなる企画委員会において承認され

た取り組みの概略についてお知らせします。 
 

（１）スマートグリーンハウス転換に取り組んだ産地の取組等の横断的な情報発信 

ア スマートグリーンハウスのホームページ等による情報発信 

・YouTubeに解説したスマートグリーンハウスチャンネルで動画を公開しているのですが、本年

度は過去の手引き掲載事例等について、データ活用のポイントを中心に生産者や指導機関の取組

みを動画紹介します。 

イ 全国実態調査、優良事例調査の実施 

・「全国実態調査および優良事例調査」を、外部に委託実施します。優良事例調査については、

太陽光型植物工場１ヶ所以上、人工光型植物工場１ヶ所以上調査することとしています。 

ウ シンポジウムの開催 

・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、スマートグリーンハウスシンポジウム 2023をオンライン

開催します。開催予定は令和５年１月 31日で、事前収録講演のオンデマンド配信、およびパネ

ルディスカッション等の Zoomビデオウェビナーによるリアルタイム配信を予定しています。 
 

（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 

ア スマートグリーンハウスへの転換に取り組む産地等の情報交換会 

・スマートグリーンハウスセミナー（８月 30日）をオンライン開催（Zoomビデオウェビナーに

３．令和４年度スマートグリーンハウス展開推進について 

 

 

 

 

２．施設園芸等燃油価格高騰対策の令和４事業年度応募状況について 

実施について 

 

1．  
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よるリアルタイム配信）します。 

・次世代施設園芸拠点間で今日的経営課題・技術課題についての意見交換を行う、次世代施設園

芸拠点情報交換会を Web併用で開催します。 

イ スマートグリーンハウスへの転換に取り組む産地等への栽培及び経営の指導 

・全国 10地区程度を選定し調査、および適宜助言等を行います。ベテランから新規就農者まで

交えた産地での勉強会活動の取組み、研修生や新入社員を受入れて栽培技術や環境制御技術等を

修得する農業法人の取組みなどについて、経年のプロセスや課題について調査、支援等を行う予

定です。 

・「次世代施設園芸地域展開促進事業」において調査・支援を行った全国 10地区のうち、本年

度は前述の優良事例調査における宮城県拠点、大分県拠点、および愛知県拠点、兵庫県拠点、宮

崎県拠点の計 5地区の調査を行います。 

ウ スマートグリーンハウス転換に取り組んだ産地等のデータの分析、農業者向け手引きの策定 

・転換に取り組む意向のある産地又は生産者向けに、転換に取り組んだ産地等で得られた知見や

課題・ノウハウを分析・整理した手引きを策定し、事業報告書（別冊２）として「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～」を作成し、全国に発信します。 
 

（３）次世代施設園芸の指導者育成のための研修、人材育成カリキュラムの検討、インターンのマッ

チングシステムの構築 

ア 指導者の育成のための研修の実施 

・全国５機関（農研機構、NPO法人植物工場研究会、大阪公立大学、愛媛大学、三重県農業研究所）

で、指導者の育成のための研修を実施します。 

イ 人材育成カリキュラムの検討、インターンのマッチングシステムの構築 

・昨年度までの共通カリキュラム策定の方針に沿って、第１章を中心に内容（項目レベル）の具

体化を進め、体系化を図ります。 

・体系化された共通カリキュラムについて、その趣旨、目的、概要、用途などについて、関係者 

との意見交換の場を設け、周知を図ります。 

・共通カリキュラムの実践のため、より具体的なコンテンツの検討を行います。 
 

（４）スマートグリーンハウス転換の技術導入コスト低減に向けた取組 

 ア 最近の生産コストを反映した施設園芸経営収支のモデル分析 

・最近の生産コストを反映した施設園芸経営収支のモデル分析を試み、収量や販売単価のレベ

ルを想定し、それに対応した生産コストを実際の事例から抽出して、収益性を検討します。 

 イ 「施設園芸経営収支のモデル分析の手引き（仮称）」の作成 

・具体的な分析事例も交えながら、経営戦略に今一度重きを置くことが，スマートグリーンハ

ウス転換等に不可欠であるというメッセージを発信します。 

 ウ 農業用ハウスに由来する被覆資材等の廃棄等の処理コストの低減及び有効利用に向けた取組 

・農ビフィルム廃棄物の取扱量が激減し、処理施設の稼働率の低下・コストの増加につながっ

ている現状に対し、県枠を越えた広域運搬再生処理について、関東４県（茨城県、栃木県、群馬

県、千葉県）を対象として、将来の広域処理の体制構築に向けた試行を実施します。 

・プラスチック資源循環に向け、再生処理品の出口対策、リサイクル技術について分析検討を

行います。 
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４．令和４年度 プラスチック資源循環促進事業概況について 

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 

 

 

 

 

当協会では、農林水産省のご指導のもと、関係団体・企業のご支援・ご協力を得て、農業廃プラスチ

ックの適正処理推進や資源循環促進に向け、委員会やワーキンググループ会議を通じて事業を進めてい

ます。 

 会員企業からも『「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律」（以下、「プラ

新法」という。）に関する問合せ、相談等がありますが、農水省から農業用廃プラスチック処理に

関するスキームはまだ提示されていませんので、今後の取組みとなると思います。これまで、廃棄物処

理法で排出事業者に義務付けられていた廃プラスチック適正処理に関する取組みは、これまで通りです

が、プラ新法では、製造事業者、販売事業者、排出事業者に新たに自主回収、再資源化への取組みが努

力義務となりました。 

 ＪＧＨＡの会員企業には、製造事業者、販売事業者も多くいますので、今後とも継続して効率的効果

的な取組みについて協議を継続し、支援していきたいと考えています。 
 

（１）新たな出口対策の模索 

本年４月施行のプラスチック資源循環促進法施行に合わせ、当協会ではプラスチック資源循環促進委

員会を設置し、これまでの適正処理の啓発活動に加え、リサイクル方策も重視した活動に強化しました。

再生処理について、多様な出口対策を目指すことが大切です。 

これまで、農ポリ・農ＰＯの再生処理についてはサーマルリサイクルがそのほとんどでしたが、マテ

リアルリサイクル、ケミカルリサイクル、カスケードリサイクルに可能性ある取組みを関係企業と連携

して考え、取組みを進めていきます。 
 

（２）広域運搬再生処理の取組み 

産業廃棄物処理に関する許認可は都道府県知事にあり、各都道府県での取組みが基本となりますが、

再生処理施設は都道府県に偏りがあり、処理業者が遠方に運搬し処理する場合が多くあります。 

また、最近の傾向として農業用廃プラの排出量が減少し、現在稼働している再生処理施設も老朽化し

ています。その施設の設備更新を進めるべきかどうか、再生処理企業にとっては悩みどころです。廃プ

ラスチックが年間安定的に排出され、再生処理しやすい良品質ものが回収できるといいわけですが、農

業用廃プラスチックの場合、野外での使用はもちろん、土壌に接する使用なので、異物混入や土壌・作

物残渣等の付着も多く、分別とともに異物除去が課題となります。 

こうした課題の解決を目指して、広域での運搬再生処理を試行し、いまある再生処理施設の活用を図

っていく取組みを進めています。 
 

（３）廃プラ適正処理現地調査と市町村議会の活動支援 

プラスチック資源循環促進委員会（ワーキンググループ）では、毎年数県しか調査には行けませんが、

都道府県協議会、市町村協議会、関係企業に伺い、ヒアリング調査とともに情報交換、課題解決に向け

た協議を進めています。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、今年

も実施しています。 

市町村協議会が主体となった、指定日に行われる農業用廃プラ集団回収は人も手間も予算もかかり、

ＪＡ職員や役場職員などボランティアで協力いただいているところです。が、その廃プラスチック処理

コストは高騰傾向にあり、農業者にとって頭の痛い話です。低コスト処理を目指し、多様な出口対策や

スムーズな資源循環の道を模索しています。 
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 本事業は「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）」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年度の成果として、以下の資料が農研機構における農機API共通化コンソーシアムのウェブサ

イトにて、６月１日に公開されました。    

   https://www.naro.go.jp/publicity_report/press/laboratory/iam/152519.html 

 ・農機OpenAPI仕様書（ドキュメント、Swaggerファイル） 

①ほ場農業機械 編 ②穀物循環式乾燥機 編 ③施設園芸機器（環境データ） 編  

・API利用規約条文例 及び条文例解説 

   ・API接続チェックリスト 及びその解説 
 

令和４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（令和４年６月 29日(水)）において、４年度の目標、計画等が検討され、議事概要及び会議資

料が公表されました。 

（議事概要）https://www.naro.affrc.go.jp/org/brain/iam/API/pdf/04/report_01_06.pdf 

 （施設園芸関係資料） 

https://www.naro.affrc.go.jp/org/brain/iam/API/pdf/04/report_01_04.pdf 

（農機API共通化コンソーシアムのホームページ） 

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

 

 

 

 

 

当協会主催の「施設園芸・植物工場展2022(GPEC)」が令和４年７月20日～22日に東京ビックサイト南

館において開催され、コロナ禍ではありましたが、３日間延べ29,223人のご来場をいただきました。 

今回のGPECの主催者展示コーナーは、昨年の「GPEC in 愛知」の展示会に続いて、1ha規模の高軒高

ハウス１棟を展示するとともに、本モデルハウス実証支援事業に係るJGHA賛同支援会員の情報提供ブー

スを設置しました。 

施設園芸を目指す農業者に夢をもって、今後取り組んでもらえるように、日本における設置ハウスの

合理的な仕様を標準モデルとして提示し、業界全体で設置コストの削減に取り組み、効率化・合理化さ

れた魅力的な生産体系の広範な普及につなげていきたいと考えています。一方で、燃油や資材高騰など

の環境変化や気象変動への対応した安定生産の実現、また、施設園芸の脱炭素化やスマート化などへの

一層の取組強化など、一層の低コスト化と、生産性の向上と環境保全の調和について、バランスを考慮

した日本型大型モデルハウスに向けたバージョンアップの必要性も出てきています。 

５．農林水産データ管理・活用基盤強化事業の取組について 

 

 

 

 

６．日本型大型モデルハウス実証支援事業について 

GPEC の主催者展示コーナーにおいてモデルハウスを展示しました！ 
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野菜流通カッ ト 協議会
Vegetables Distribution and Cutting Association

また、今回のモデルハウスの中では、今後、施設園芸のロボット化やスマート化に期待の係るワイヤ

ー吊り下げ式で、AIにより収穫に適したピーマンを選別して自動収穫を行うロボットや自動走行する着

果モニタリングシステムにより、AIを活用して果数を熟度別に数え、収穫果数や収穫作業時間を予測す

る生育・収量予測システムなどを展示し、今後の施設園芸の発展につながっていくイメージの中で、来

場者の皆様に、今後の施設園芸分野における日本型大型ハウスのあり方を考えるきっかけになればと思

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。 

 具体的には皆様が参加可能な研究農場視察、スマート農業実践圃場での機械収穫実演会、先進的な新

市場視察や各視察先に沿ったセミナー開催、東京ビッグサイトにおける情報交換会セミナー、事業成果

発表会など下記のとおり予定しています。 

                      記 
 

 ●ホクレン長沼研究農場視察＆セミナー（４課題）の開催 ☞ 募集定員に達し、参加申込締切り 

  ※研究農場視察と加工・業務用野菜品種開発の状況等を大手種苗メーカーから話題提供 

     場所：北海道北広島市管内（９月９日実施予定） 
 

●加工・業務用野菜の情報交換会セミナー（５課題＋パネルディスカッション）の開催 

    ※加工・業務用野菜にまつわる様々な旬の話題をお届け ☞ 参加申込受付中 

     場所：東京ビッグサイト東ホール/フード展会場内（９月 29日実施予定） 
 

 ●新生成田市場視察と青果物物流・流通に関連したセミナーの開催 

    ※今年１月に開場した市場視察と青果物の鮮度保持・保管・輸出状況等を話題提供 

     場所：千葉県成田市管内（10月 13日実施予定） ☞ 参加申込受付中 
 

●スマート農業実践圃場視察＆セミナー（４課題）の開催 

    ※ブロッコリー機械収穫・ロボットトラクター・ドローン各実演を視察 

     場所：石川県白山市管内（11月８日実施予定） ☞ 9/12～参加申込受付開始 
 

●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 

   ※令和４年度事業における加工・業務用野菜の生産・流通・貯蔵等の成果を報告 

  場所：東京/タワーホール船堀（令和５年２月 24日実施予定） 

        

※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を、ご確認ください！ 

ＵＲＬ：http：//www.vedica.jp 

 
 

７．令和４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
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【技術情報】 

 

 
 

８月 22日～９月 22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

４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始まりました。 

（普及支援協会の HP参照 https://www.jadea.org/news/news-20220822-2.htm ） 
 

普及支援協会では、技術を普及現場に迅速に波及・展開するため、民間企業等が開発した農業の生産

性向上等に資する技術をカタログ化し、当該技術に関する普及組織への情報提供・意見交換、現地説明・

研修会等の場づくりを行い、技術・製品・サービス等の迅速な普及を支援するとともに、普及現場に上

がってくる農業者や関係機関等のニーズを民間企業等につなぐこともめざし、民間企業等の技術普及担

当者と普及指導員とのネットワークづくりを支援しています。 

「普及技術カタログ」では、令和３年度に26社43技術を掲載し、年鑑（冊子）や本会で運営するWeb サ

イトEK-SYSTEMにて普及指導員等に情報提供されたところです。 

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、とりわけ、施設園芸関

係については、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が高まっているとのことです。こうした背景を受けて、カタログ掲載技術の募

集の対象者を、『全国農業改良普及支援協会賛助会員企業及び日本施設園芸協会会員企業を対象としま

す。』と記載されております。 

協会会員企業の皆様におかれましても該当する技術について、積極的な応募へのご検討お願いします。 

 
 

【行政情報】 

 

 

７月 29日（金）の定例閣議で、予備費において、本年の秋用肥料から来年の春用肥料を対象に、化

学肥料の使用量の低減に向けた取組を行う農業者に対し、肥料価格高騰の影響緩和のための新たな対策

を講ずることが決定されました。 

また、肥料コストの低減とともに、みどりの食料システム戦略の目標の実現の観点からも、化学肥料

の使用量の低減に向けた取組の実施は重要なものとなっていますので、各現場で有益かつ実施可能な取

組を選んで取り組んでいくことが期待されています。 

（農林水産省の HP参照 https://www.maff.go.jp/j/seisan/sien/sizai/s_hiryo/220729.html ） 

 

 

技術普及カタログ公募について 

  

 

 

 

 

１．肥料価格高騰対策事業について 

 

 

 

 

11

https://www.jadea.org/news/news-20220822-2.htm
https://www.maff.go.jp/j/seisan/sien/sizai/s_hiryo/220729.html


 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 毎年、台風や大雪などの自然災害で多くの農業用ハウスが被害を受けています。 

園芸施設共済は、国が掛金の 1/2を負担することにより、被災した農業用ハウスの復旧を支援する制 

度であり、施設園芸農家の７割が加入しています。 

園芸施設共済の標準のプランでは、築年数に応じた資産価値の８割まで補償します。 

〇 標準の加入プランに「復旧費用特約」と「付保割合追加特約」を付加していただくと、古くなっ

たハウス本体でも新築時の資産価値の 10割まで補償 

〇 通常は３万円を超える損害から共済金をお支払いするところ、「１万円特約」を付加していただ

くと、わずかな追加掛金でビニールの破れなど１万円を超える程度の小さな損害から共済金をお

支払い 

〇 太いパイプ（31.8mm）の頑丈なハウスを加入される場合など掛金を割引。また、小さな損害を補

償範囲から外すことで掛金を大きく割引 

 といった様々なニーズに対応した補償プランをご用意しております。詳しくは最寄りの農業共済組  

 合までお問い合わせください。 

２．農林水産省R５年度施設園芸関係予算概算要求について 

 

 

 

 

   ３．園芸施設共済で台風シーズンへの備えを（再掲） 

 

 

 

 

　令和５年度農林水産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。 

　令和５年度農林水産関係予算概算要求については、世界の食料需給を巡るリスクの顕在化に対応す

るとともに、農林水産業の成長産業化と農山漁村の次世代への継承をするため、食料安全保障の確立

と農林水産業の持続的な成長を推進するための予算として、総額2兆6,808万円（前年度比18％増）が

打ち出されました。なお、食料安全保障の強化に向けた対応に係る経費については、予算編成過程で

検討となっており、概算要求時には具体的な金額を示されていません。

　施設園芸関係では、脱炭素化や環境負荷低減に向けた「みどりの食料システム戦略」の強化と関連

したスマート農業の推進などへの強化を目指すものとなっています。

 【特 記】　主だった施設園芸等への予算概算要求の内容は、別添資料を参照。
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＜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 

  ・園芸施設共済パンフレット 

http://www.maff.go.jp/j/keiei/nogyohoken/attach/pdf/index-12.pdf 

  ・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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 ８月３日からの記録的な大雨に係る農業関係の被害は、８月 29日現在、農作物等、農地・農業用施

設関係で、400億円、農林水産業全体では 605億円に上っております。被災された皆様には、心からお

見舞い申し上げます。 

    

 

【入会に当たって】 

 現在、日本施設園芸協会では、新たな会員及び賛助員を求めています。この度、施設園芸に関わる全

国の農材店の方々や、この度の GPECの出展いただいた企業の皆様に対し、８月にご入会の案内をお送

りしています。 

以下の入会案内のとおり、現在、我が国施設園芸は、農業者の所得や雇用の確保、食料の安定供給や

地域の活性化などの面で、その地位は益々高まっていると思います。一方で、エネルギーや様々な資材

を活用して、高い生産性と高度な経営を実現していく農業形態であり、燃油や農業資材の高騰などによ

って、経営の大小を問わずその対応には、苦慮されているところです。 

 日本施設園芸協会では、こうした厳しい環境を乗り越えるため、また、農業のスマート化や脱炭素化

などの新たな技術の開発普及を図るため、大規模ハウスやその技術展開のみならず、パイプハウス等の

中小規模の施設に係る企業や、施設園芸に関心を持たれている異業種の方々に、是非会員になって、一

緒に業界を盛り立てていただければと幸いです。 

 また、施設園芸にご関心のある農業者、企業関係者、研究者等の有識者の皆様には、個人賛助会員と

して、当協会活動にご協力ご支援いただけると幸いです。 

４．災害関係（８月３日からの大雨に係る農業関係の被害状況） 
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一般社団法人日本施設園芸協会ご入会のご案内 

 我が国の施設園芸はこれまでに著しい発展を遂げ、国民生活に無くてはならない農業分野として重要

な役割を担っております。 

 しかしながら、新型コロナウイルス感染症による影響が依然として続く中で、国際情勢の緊迫化によ

り、原油価格、原材料、食料等の価格高騰や安定供給の滞りなどによって、施設園芸は厳しい状況にあ

ります。 

こうした中で、今後の施設園芸の発展には、規模の大小に関わらず、厳しい気象変動への対応ととも

に、脱炭素社会実現に向けた持続可能な生産・流通技術を磨き上げて、安心・安全な農産物の更なる安

定供給を実現していく営農体系として大きな期待が寄せられています。 

 これに対し、当協会は設立以来 50年に亘り、その時々の諸情勢に対応し施設園芸の安定的な発展を

図るため、関係各界のご支援・ご協力の下、会員の皆様の要望を聞きつつ、産官学の力を結集して、新

技術の開発、情報の収集と普及などにより、施設園芸関係企業と施設園芸農家をつなぐ架け橋となる各

種活動を展開しております。 

 御社にも当協会の会員としてご入会頂き、施設園芸及び関連業界の一層の発展に向けて共にご活躍賜

りたいと存じます。 
 

※年会費は、次の基本会費と特別負担会費の合計となります。 

(1) 基本会費 

      ・製 造 業   36万円 

      ・販 売 業   24万円 

      ・地域限定業種等 12万円（営業地域が特定地域に限られる企業等） 

    (2) 特別負担会費 

      ・施設園芸関係の売上高が 50億円以上の会員 30万円 

      ・施設園芸関係の売上高が 30～50億円の会員 20万円 

      ・施設園芸関係の売上高が 10～30億円の会員 10万円 

      ・施設園芸関係の売上高が 10億円未満の会員  0万円 

 

(一社)日本施設園芸協会の概要、活動内容については、ホームページをご覧ください。 

     https://www.jgha.com    （担当）事務局長 藤村 博志 

TEL:03-3667-1631  FAX:03-3667-1632      E-mail  fujimura@jgha.com  

 

一般社団法人 日本施設園芸協会における会員の募集案内について 

 

１．施設園芸技術講座に実費負担参加（特典有り）できます。 

   ●施設園芸技術初級講座（５月）（受講料 70,000円が 50,000円）２泊３日 

    講座は、施設園芸全般、野菜の栽培、施設、環境制御、被覆用資材、安全構造基準と施工管理、

生分解性資材の特性、プラスチックの適正処理、青果物の流通など 

    施設園芸分野の大学の著名な先生や試験場の研究者などが講師を担当されます。 

  ●施設園芸技術中級講座（８月）（受講料 80,000 円が 60,000円）２泊３日 

 最終日筆記試験有り 

     合格者には、資格（施設園芸技術指導士補）を授与します。 
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２．各種の催しに実費負担参加（一部無料）できます。 

●施設園芸・植物工場展（GPEC）（開催は２年に１回） 

出展小間料金  会  員 363,000円/１小間（税込）（非会員の 89％）  

 非会員 407,000円/１小間（税込） 

●施設園芸新技術地域セミナー・機器資材展（年 1回 地方で開催） 

出展小間料金  会  員  99,000円/１小間（税込）（非会員の 82％）  

 非会員  121,000円/１小間（税込） 

      セミナー参加料 会 員    無 料            

             非会員   1,000円（税込） 

●施設園芸総合セミナー・機器資材展（年１回 ２月に東京で開催） 

  セミナー参加料   会  員    3,000円  非会員   6,000円 

●海外施設園芸現地研修ツアー （会員割引あり） 

●各種研修会・研究会・説明会等（随時） 
  

３．施設園芸に関する各種書籍情報などが入手できます。 

●機関誌「施設と園芸」年４回（無料進呈） 

 全国の試験場や産地から施設園芸の旬の新技術情報や施設園芸に役立つ情報を満載 

にしてお届けします。 

●「ニュースレター」年６回送付(メールマガジン) 

最新の行政情報や当協会主催のセミナーや行事などタイムリーにお届けします。 

●協会発行図書の特典購入(書籍は１割引き送付無料で購入、事業報告書等は無料配布) 
 

４．政府予算決定概要説明会及び農水省担当官の出席も求め、当協会会員も含む情報交換会を開催。 

   ●毎年１月下旬、東京で開催。なお、遠隔の会員のために、WEBでの参加も可能です。 

●参加費も会員価格で 
 

５．当協会の通常総会への参加 

  ●通常総会（６月上旬開催）の終了後、参加者による交流会への無料参加（ＫＫＲホテル東京） 
 

その他施設園芸に関する各種の相談が随時受けられます。 

 

 

 

【会員（通信】 
 

● 新入会員紹介： 株式会社デルフィージャパン 
 

 会社社概要  

 ・所在地： 〒329-0412 栃木県下野市柴 262-10 

・代表取締役：アード・ファン・デン・ベルグ 

・会社設立： 2014年 4月 

・資本金： 1,000万円 

・電話/FAX： 0285-44-2811 / 0285-42-2891 
 

 
 

令和４年度事例 

栃木県 

令和４年度事例 
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【事務局から】 

新型コロナウイルス感染症や気象変動などによる体調への影響はまだまだ心配されるところで

す。また、我が国経済や社会を取り巻く環境も、引続き厳しい状況にありますが、科学的な情報

を基に、リスクもある程度受け入れながら前進を続けるマインドをもった社会への転換を期待し

て、９月以降の協会業務を積極的に進めていきたいと考えています。引き続き、ご支援ご協力よ

ろしくお願いいたします。 

 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） 

 
 

 

    

 

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） 

 
 

 

 

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） 

 
 

 

      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） 

 

 

 営業品目  

 ・栽培コンサルティング：現地訪問・遠隔による環境管理、植物体管理、労務管理への助言 

・教育・研修：自治体・企業向け研修会、オンラインセミナー、原稿執筆・出版 

・プロジェクト：栽培施設建設のための事業計画、施設デザイン、人材育成 
 

 事業内容  

   私たちデルフィーグループは本部をオランダにおき、世界中の農業に関するあらゆる知識と技術を

保有する国際的な企業です。特に農作物の栽培に関する最先端で実践的な専門知識を得意とし生産者

や企業の方にサービスの形で提供しています。 

デルフィージャパンは、農業および園芸のより高い知識サービスにより皆様のパートナーとなるこ 

とを目指しています。私たちデルフィージャパンの専門家は、お客様の収量および品質向上と効率的 

な資源投入を支援することで、ビジネスにおける知識と収益向上に貢献しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

          新型コロナウイルス感染対策実施中！ 
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