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【協会からのお知らせ】 
 

 

 

 

＊3月 3日(金)  

「令和４年度 第５回理事会」の開催（令和５年度 事業計画及び予算等について） 

 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 
 

＊3月 7日(火)  

「施設園芸等燃料価格高騰対策全国担当者会議」の開催 

 場所：アットビジネスセンター東京駅八重洲通り 501号室 13：30～15：30 
 

＊4月下旬  

「令和 5年度 第１回理事会」の開催（令和４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 24日(水)～26 日(金)  

「第 24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 2日(金)  

「令和５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） 
 

 
 

 
 

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５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。 
 

〇令和５年度（第 24回）施設園芸技術初級講座 

 期日：5月 24日(水)～26日(金) 

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 ５年度 「施設園芸技術講座」等の日程について 

1



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 

  ＊なお、この時期の参加が困難な方等のため、参加ご希望人数にもよりますが。オンデマンド配

信による同内容の研修を秋に開催の予定です。 
 

〇令和５年度（第 17回）施設園芸技術中級講座 

期日：9月 6日(水)～9月 8日(金) 

場所：初級講座と同じ 
 

〇令和５年度（第 17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。 
 

〇令和５年度（第 12回）施設園芸技術指導士資格試験 

期日：10月 26日(木)  

場所：東京都内会議室 

 
 

 
 
 
  

令和４事業年度の燃料価格高騰対策施設園芸セーフティネット構築事業については、令和４年第

２次補正において、対象燃料にＬＰガス(プロパンガス)とＬＮＧ(都市ガス)を追加するとともに、

本対策の安定的な運営を図るため、85 億円が措置されたところであります。また、本事業も令和７

事業年度まで延長されたところです。 

今回の補正予算の成立を受け、昨年 12月にガスを対象とした追加加入公募を実施した結果、事業

参加の申請が 175者(申請額４.１億円)からあり、本年１月分から補填を開始することとしておりま

す(１月〆切分は２月分から対象となります)。 

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】 

 

「第 44回 施設園芸総合セミナー・機器資材展」【後援：農林水産省、協賛：全国農業協同組合連

合会、(一社)全国農業改良普及支援協会、(一社)農業電化協会、全国野菜園芸技術研究会】を 2月 9

日(木)～10 日(金)に、タワーホール船堀大ホールにて、２年振りに会場開催で行いました。参加者

は、２日間で延べ 274名で、うち、有料参加者 一般 116名、会員・生産者 65名で、機器資材展へ

の出展は 23社でした。 

現在、以下のとおり、オンデマンド配信の申込みを受付中です(2月 26日締切ですが、その後は岡

田（okada@jgha.com）までご相談ください）。引き続き、会員の皆様のご参加をお待ちしております。

なお、会場で参加費をお支払い頂いた方々は、そのまま、オンデマンド配信を視聴頂けます。後日、

参加時に登録頂いたアドレスに、オンデマンド配信 URL などをメールでお知らせしますので、お待

ちください。 

〇オンデマンド配信視聴期間：2023年(令和５年) 3月 3日(金)～24日(金) 

１．「第 44 回施設園芸総合セミナー・機器資材展」開催報告およびオンデマンド配信について 

 

３．令和４事業年度 施設園芸等燃料価格高騰対策の状況について 
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〇参加費：一般 6,000 円 

 （テキストは pdfファイルのダウンロード URLをお知らせしますので、適宜ご利用ください） 

〇オンデマンド参加申込：2023年 2月 26日(日)締切、詳細は協会 HPの「施設園芸総合セミナー・ 

機器資材展」ページをご覧ください。 https://jgha.com/ssk/ 

〇講演内容(敬称、所属等など一部省略)：(前号ニュースレターでもお伝えしましたが、再掲いた 

します） 
 

<２月９日>【第１部】SDGsに対応した施設園芸の課題と展望 

(1) 農山漁村における自律分散型エネルギーシステムの技術戦略策定； 

櫻谷 満一（NEDO 技術戦略研究センター） 

(2) 再エネを地産地消する農山漁村エネルギーマネジメントシステム(VEMS) とゼロエネルギーグ 

リーンハウス(ZEG) の取り組み；         石井 雅久（農研機構 農村工学研究部門） 

(3) 再エネ利用による宮古島植物工場実証の取り組み； 

庄子 和博（電力中央研究所 グリッドイノベーション研究本部） 

(4) 資源循環を目指した農廃プラを含む廃プラ処理の現状と課題； 

竹谷 裕之（名古屋大学 名誉教授） 

(5) ゼロエミッションに向けて施設園芸が考えなければならないこと； 

丸尾 達（(公財)園芸植物育種研究所） 

○パネルディスカッション「ゼロエミッションに向けたエネルギー利活用と資源循環」； 

                                                     司会進行；岡田 邦彦（日本施設園芸協会） 
 

＜２月 10日＞【第２部】スマートグリーンハウスの現状と課題 

(1) スマートグリーンハウスなど施設園芸関係施策について； 

浅見 武人（農林水産省 農産局園芸作物課） 

(2) ICTエンゲージメント環境整備と自走型チームの育成；           長嶋 智久（絹島グラベル） 

(3)データを活用した作業管理と人事評価の連動；          若江 俊英（株式会社いわて若江農園） 

(4)計算できるキュウリの生産管理を目指して；                 山ノ上 慎吾（やまのうえ農園） 

(5)スマートグリーンハウス展開推進のための人材育成；                  吉田 征司（ＪＡ全農） 

(6)施設園芸分野における情報の標準化と農機 APIの取組；              安場 健一郎（岡山大学） 

○パネルディスカッション「スマートグリーンハウスの展開を目指して」 

司会進行；東出 忠桐（農研機構 野菜花き研究部門） 

このほか、会場にてプレゼンテーションを行って頂いた ネポン(株)、東都興業(株)、イノチオア

グリ(株)、トヨタネ(株)、(株)ネクシィーズ 各社様からのプレゼン動画配信も御覧になれるよう進

めております。 

 

 

 

 

 

 

 

 総合セミナー会場 

 

展示会場 
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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 27日

（金）に赤坂スターゲートプラザで開催いたしました。当日は、会員を中心に 80名の方々のご参加

があり、農林水産省からは 10名の担当官にご説明をいただいて質疑応答を行いました。ご説明いた

だいた農林水産省の皆様ご多忙の中、ご対応いただきありがとうございました。 

なお、具体的な内容は以下のとおりです。 

次回につきましても、今回の取組を踏まえて開催方法などをより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５年１月 27日(金) 
 

〇会 場：赤坂スターゲートプラザ B1F会議室 
 

〇説明事項及び説明者 

（１）大臣官房新事業・食品産業部 

・農林水産業と食品産業の連携強化支援事業（補正）        谷口 尚美 専門官 

・地域食品産業連携プロジェクト(LFP)推進事業（当初）          同 上 
 

（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 

    ・中山間地域等対策（補正）                                     木原 伸英 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（補正・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）                        山平 諭 課長補佐 

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

・外国人材受入総合支援事業（当初）                             同 上 

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

（５）農林水産技術会議事務局研究推進課 

    ・みどりの食料システム戦略実現技術開発・実証事業（当初）    中野 彰子 専門官 

    ・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）                        西﨑 哲也 係長 

    ・農業支援サービス事業インキュベーション緊急対策                同 上 

    ・グリーンな栽培体系への転換サポート（補正・当初）        道端 真沙 係長 
 

（７）農産局園芸作物課 

・青果物輸出産地体制強化加速化事業（補正）           三國 知 課長補佐 

２．園芸関係令和４年度補正予算及び令和５年度予算案説明会について（開催報告） 
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・SDGs対応型施設園芸確立（補正・当初）                 浅見 武人 課長補佐 

・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 

・養蜂等振興強化推進（当初）                                       同 上 

・施設園芸等燃料価格高騰対策（補正）                         同 上 

・農畜産業プラスチック対策強化事業のうち 

施設園芸における廃プラスチック対策の推進（当初）               同 上 

・産地生産基盤パワーアップ事業（補正）                            同 上 

・強い農業づくり総合支援交付金（当初）                            同 上 

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

(８) 農産局農業環境対策課  

   ・GAP（農業生産工程管理）拡大の推進（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４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。 

 当日は全国の加工・業務用野菜関係者 176名の参加者が集い、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・情報交換が行われ、参加者の皆様にとっ

て、新しい情報収集や何らか

の課題解決等に加え、今後の

加工・業務用野菜に関する展

開方向のヒントを示せた事

業成果発表会になったと思

われます。 

 
 

記 
 

 ◆開催日時：令和 ５年 ２月 24日(金) 12：30～16：50 
 

 ◆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) 
 
 

【話題提供】 
 

❶テーマ：農林水産省からの行政報告 「冷凍野菜等加工・業務用野菜を巡る情勢」について 

話題提供：農林水産省 園芸作物課 園芸流通加工対策室 課長補佐 坂東 樹 氏 
                                                                    

❷テーマ：「本年度事業で実施したセミナー等活動内容の報告」について   

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   

 
      

３．加工・業務用野菜に係る野菜流通カット協議会主催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 
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❸テーマ：「輸入農産物の現状」について  

話題提供：株式会社日本アクセス 生鮮第２営業部 部長代行 出田 大樹 氏  
      

❹テーマ：「冷凍野菜等における野菜の取り扱い等に関する調査報告」について 

話題提供：株式会社流通研究所 常務取締役 有山 公崇 氏 
 

❺テーマ：冷凍野菜産地事例集からの報告 

 ～「ジェイエイフーズみやざきにおける冷凍野菜の課題と取組み」について～    

話題提供：株式会社ジェイエイフーズみやざき 常務取締役 岩切 一紀 氏   
                                

   

❻テーマ：「冷凍野菜の加工特性と技術動向」について  

話題提供：農研機構 食品研究部門 食品加工グループ 主任研究員 安藤 泰雅 氏   
                                 

     

❼テーマ：「過熱水蒸気を応用した加工業務用野菜の高付加価値化」について 

話題提供：シブヤ精機株式会社 代表取締役社長 北川 久司 氏 
        

❽テーマ：「青果物の流通合理化を目指した生鮮貯蔵と冷凍技術」について 

話題提供：株式会社前川製作所 ソリューション事業本部 営業グループ 課長 比留間 直也 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  
 

 

 

 

 

我が国においては、パイプハウスによる中小規模の施設園芸が重要な役割を担っている中で、災害

に強く、また、復旧に向けた迅速な対応を図るとともに、コスト低減を意識しながら、技術的な発展

の著しいスマート化技術やカーボンニュートラルへの取組の強化等を加味した新たな施設園芸のあ

り方を明らかにするため、日本施設園芸協会では、農林水産省九州農政局及び本省の協力を得て、近

年のパイプハウスをめぐる諸問題を把握するとともに、その解決に向けた課題を明らかにするため、

パイプハウスの施工等に精通されている当協会の会員企業及び地域の農材店等による意見交換会を

実施しました。 
 

◎日 時：令和５年２月 16日(木)14:00～16:00 
 

◎場 所：熊本県熊本市「くまもと県民交流館パレア」会議室 
 

◎主 催：一般社団法人日本施設園芸協会 
 

◎参加者：会場/九州地域の会員、農材店等 23名    Web/27名 
 

◎意見交換会 

（１）情勢報告 

  ①農林水産省における施設園芸関係の施策について 

農林水産省 九州農政局 菊池園芸特産課長 

  ②施設園芸協会のおける支援事業の活動状況・・・日本施設園芸協会 

４．九州地域の施設園芸振興に係る意見交換会（開催報告） 

２．」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 
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５．スマートグリーンハウスシンポジウムの開催報告および AWARD 2023 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 

 

（２）意見交換会の内容 

  （意見交換対応者） 

   ・九州農政局 園芸特産課/菊池課長、林田係長、嶋田係長 

   ・日本施設園芸協会/大出会長、鈴木副会長、藤村常務理事兼事務局長、長岡部長 
 

  （意見交換の概要） 

  我が国（特に九州地域）のパイプハウスについて、部材・資材、施工方法、ハウス仕様に関す

る近年の課題抽出と災害復旧や低コスト化に対応するためのハウスや施工の標準化について、求

められるパイプハウスの仕様等明確化が必要なこと。 

  また、燃料をはじめ、農業用資材費の高騰により、農業者や施設園芸関係企業の厳しい実情と、

補助事業等によるより手厚い支援策が必要なこと。また、業界自身も協力してコスト低減等に向

けた姿勢を示していくことが必要なことなどが話題となりました。 
 

※ご参加の皆様、貴重なご意見ありがとうございました。 

 
 
 

 

スマートグリーンハウスシンポジウムを当協会主催、農林水産省 後援で、1 月 31日(火) 13 時～

16時 45分に、オンライン開催いたしました。これは、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行う、当協会が受託している「スマートグリーンハウス展開推進」事業の

中の取り組みとして実施したものです。 

そして、この中で、10 年後の施設園芸を担う経営者、経営者予備軍の方々に向けた賞として開設

した「スマートグリーンハウス AWARD2023」の受賞者発表を行いました。 

大  賞  細野 晃大 様（岐阜県池田町・トマト生産者・株式会社細野ファーム） 

優秀賞 仙頭 明伸 様（高知県安芸市・ナス生産者・せんとうふぁーむ） 

お二方の今後のますますのご活躍とご発展を祈念いたします。 

なお、受賞者の取り組み内容などについては、後日、協会ＨＰにもアップする予定です。 

 
 
 

【国内情報】 

 
 

※「冷凍野菜産地事例集」～国産野菜の生産から加工・製品までの一貫体制～ 作成・発刊 
 

近年、食の安全・安心に対する消費者意識の高まりから、冷凍野菜において

も物理的・心理的に距離が近い国内産地のものを求める高いニーズがあるにも

関わらず、国内での供給が十分に応えられていない状況です。国内の野菜需要

を国産で賄っていくためには、海外への依存度が依然として高い冷凍野菜への

対応が重要な課題となっています。 

 

 

１．令和４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 
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このような状況において、国内産地の中には生産した農作物を冷凍製品にまで加工して販売する新

たな動きが始まっています。この動きは単に冷凍野菜の国産シェア拡大を推進するだけに留まらず、

野菜のフードチェーン全体を取り巻く様々な課題の解決に繋がることが今後期待されます。 

今回の事例集では全国に先駆けて野菜の生産から冷凍加工・販売を行っている６事例を取り上げ、

その取り組みを紹介します。扱う品目や取り巻く環境、抱える課題はそれぞれですが、様々な技術や

工夫を取り入れながら、また、関係機関と連携を取りながら冷凍野菜の国産シェア奪還に向けて生産

性の向上や販売力の強化を図っています。本事例の経営戦略が、これから冷凍野菜事業への参入を考

えている産地での計画策定やその推進の参考として役立てていただければ幸いです。 

 

【特記】 「冷凍野菜産地事例集」～国産野菜の生産から加工・製品までの一貫体制～ 

目次のみ以下に、ご紹介致します。 

     24頁からなる冊子の内容につきましては、掲載していませんので、 

     別冊を御覧いただければ幸いです。 
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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) 委員長:東京農工大学 渋沢 栄 氏)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ております。また、第２回事業検討委員会が 10 月

25日(火)に開催され、議事概要及び会議資料が公表されております。 

 農機 API 共通化コンソーシアム第３回事業検討委員会が令和５年３月６日(月)が開催され、令和

４年度の事業のとりまとめが行われることとなっています。その後、成果の報告が公表される予定

です。 
 

（第２回事業検討委員会議事概要）

https://www.naro.affrc.go.jp/org/brain/iam/API/pdf/04/report_02_07.pdf 
 

  （第２回事業検討委員会・施設園芸関係資料） 

https://www.naro.affrc.go.jp/org/brain/iam/API/pdf/04/report_02_03.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 

２．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 
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１．農業用廃プラスチックの資源循環促進に向けて 

プラスチック資源循環促進法が昨年４月に施行され、まもなく１年となります。農水省「みどりの

食料システム戦略」では、2035年廃プラのリサイクル率 100％が目標化されています。現在の農業用

廃プラのリサイクル率は 75％程度で、100％を目指すには相当な努力が必要になります。プラスチッ

クの資源循環促進を進めるためには、市町村協議会が中心に進められている集団回収において、分別

回収、異物除去が適正に行なわれていることが重要です。 

さらに、分別、異物除去された廃プラは、それぞれ再生処理されますが、その再生品の需要先が多

方面にあること、リサイクルの多様化が求められます。そんな視点にたち、当協会プラスチック資源

循環促進委員会（竹谷裕之委員長）では、マテリアルリサイクル、カスケードリサイクル、ケミカル

リサイクルについて、現地調査や取組み支援・協力を進めています。３月に第３回プラスチック資源

循環促進委員会を開催し、この１年の取組み活動を総括し、次年度に向けた取組み計画を策定します。 

その次年度取組みでは、「農業用使用済プラスチック適正処理の手引き」(令和３年２月)、パンフ

レット「農業用使用済プラスチック適正処理のご案内」(2021.11)について改定作業を進めたいと考

えています。 
 

２．スマートグリーンハウス展開推進 廃プラ作業部会の活動 

園芸用被覆資材は、製品価格および廃棄に係るコストが高騰しており、コスト低減が求められてい

ます。使用済みプラスチックは、産業廃棄物として県域での処理が基本となっていますが、本取組み

では関東４県(茨城県、栃木県、群馬県、千葉県)の委員および関係者により、県境を越えた広域での

廃農ビ収集運搬・再生処理を試行し、低コストに向けた取組みについて調査分析しています。 

廃農ビの再生処理は、茨城県にある園芸リサイクルセンターが施設的にも地理的にも最適であるこ

とから、本施設で再生処理を行うこととし、令和２年度は千葉県から茨城県園芸リサイクルセンター

に運搬処理する試行を行いました。今年度は、栃木県から茨城県園芸リサイクルセンターへ広域運搬

処理の取組みを試行しています。本取組みの結果については、次回レターで報告したいと思います。 
 

 

【行政情報】 

  

 
 

現在、農林水産省の食料・農業・農村政策審議会の基本法検証部会において、制定後 20 年以

上が経過した食料・農業・農村基本法の検証・見直しに向けた議論が行われております。 

 令和４年 10月 18日の第１回基本法検証部会も令和５年２月 16日の第９回基本法検証部会に

よるヒヤリングや意見交換も最後です。これから基本計画に係る６月の中間とりまとめに向けて、

基本理念や施策の方向について議論が始まる予定です。 
 

(基本法検証部会資料） 

https://www.maff.go.jp/j/council/seisaku/kensho/9siryo.html 
 
（食料・農業・農村基本法） 

http://www.maff.go.jp/j/basiclaw/index.html 

３．令和４年度 園芸用プラスチック資源循環促進事業について 

 

 

１．農林水産省の基本法検証部会の検討状況について 

 

10

https://www.maff.go.jp/j/council/seisaku/kensho/9siryo.html
http://www.maff.go.jp/j/basiclaw/index.html


 

 

令和５年 10 月から消費税のインボイス制度（適格請求書等保存方式）が始まる中で、が適格請求

書発行事業者の登録の原則的な期限（令和５年３月末）が迫っています。改めて、農林水産省消費税

インボイス制度のホームページをご確認いただけると幸いです。 
 

『注：売り先が消費者、免税事業者、簡易課税事業者の場合以外の取引、協同組合特例や卸売市場特

例が適用される場合以外の取引は、相手方から適格請求書の交付を求められることがあります。』 

（※農林漁業者団体宛ての注書） 

『注：売り先が消費者、免税事業者、簡易課税事業者の場合以外の取引は、相手方から適格請求書の

交付を求められることがあります。』（※食品事業者団体宛ての注書） 
 

農林水産省の消費税インボイス制度のホームページ 

https://www.maff.go.jp/j/keiei/tyosei/inboisu.html 
 

 

 

 

２月 10日の新型コロナウイルス感染症対策本部決定「マスク着用の考え方の見直し等につい

て」及び基本的対処方針の一部変更において、 

・マスクの着用は個人の判断に委ねることを基本とする。 

・事業者が感染対策上又は事業上の理由等により、利用者又は従業員にマスクの着用を求める

ことは許容される。 

上記の方針等に沿って「業種別ガイドライン」の見直しを行い、現場や利用者へ周知する。こ

となどが示され、マスクの着用の考え方の見直しは円滑な移行を図る観点から、国民への周知期

間や各業界団体及び事業者の準備期間等も考慮し、３月 13日から適用することとされています。 

また、新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の感染症法上の位置づけが変更された以降は、

基本的対処方針及び業種別ガイドラインは廃止となることなどが明記されています。 
 

（３）事務連絡「基本的対処方針に基づくイベントの開催制限・施設の使用制限に係る留意事項

等について」、「イベント開催等における感染防止安全計画等について(改定その 10)」 

① 本事務連絡別紙２「イベント開催等における必要な感染防止策」における「マスクの着 

用」等の記載を削除。イベントの開催制限の留意事項として、下記の項目を新たに追加。 

 ・イベント主催者等が出演者や参加者等に対して、必ずしも「マスクの着用」等を働きかけ 

る必要はない。 

・イベント主催者等が感染対策上又は事業上の理由などにより、出演者又は参加者等に対し 

てマスクの着用を求めることができる。 

・５月８日に予定されている新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴 

い当該事務連絡も廃止される旨などを明記。 
 

【別添】 

・事務連絡「「マスク着用の考え方の見直し等について」を踏まえた業種別ガイドラインの

見直しについて（依頼）」(令和５年２月 10日) 

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 

 

３．新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針の変更等に伴う動き 
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・基本的対処方針に基づくイベントの開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等につい

て(令和５年２月 10日) 

・イベント開催等における感染防止安全計画等について(改定その 10)(令和５年２月 10日） 

 

 
 
 
 

 

 マイナンバーカードの取得等については政府を挙げて、周知が図られているところです。 

改めて、最新の情報を得るため、マイナンバーカードについて、農林水産省のホームページ（HP）

やデジタル庁のホームページ（HP）をご確認いただき、理解を深めていただけると幸いです。 
 

「農林水産省」ＨＰ 

ホーム＞申請・お問い合わせ＞個人情報の保護＞農林漁業者のみなさまへ向けてマイナンバー 

カードの取得促進  

https://www.maff.go.jp/j/kanbo/joho/kozin_zyoho/index.html 
 

また、このほかにも既存のリーフレット及びチラシにつきましては、デジタル庁 HPにも掲載

しておりますので、ぜひダウンロードの上、メールでのご周知やイントラネットへの掲載にご利

用ください。  

「デジタル庁」ＨＰ 

ホーム＞政策＞マイナンバー（個人番号）制度＞関連情報＞広報資料（リーフレット、障害者

の方向け資料等）  

（https://www.digital.go.jp/policies/mynumber_resources/） 

 

 

 

 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

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 

４．マイナンバーカードについて 

 

５．園芸施設共済で春先の強風被害への備えを（再掲） 
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●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 
 

 

 

                    
 

関東農政局では、令和５年３月 17日(金)に「関東地域野菜振興セミナー」を開催します。 

令和４年７月にみどりの食料システム法が施行され、より環境負荷低減に配慮した野菜生産が求め

られている中、環境負荷軽減の技術を活用した持続可能な施設園芸への転換を促進・普及していくた

め、ＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）に対応した施設園芸における先進的な取組や施設園芸のＳＤＧ

ｓ関連の先端技術を紹介します。 

本セミナーは２月 28 日にプレスリリースを行います。参加をご希望の方は、関東農政局のプレス

リリースの右記アドレス（https://www.maff.go.jp/kanto/press/index.html）に掲載しますので、

本セミナーのページをご覧いただき参加申込フォームにてお申込ください。 

セミナーの詳細は以下のとおりですので、是非ともご参加ください。 
 

１．開催日程等 

○日  時：令和５年３月 17日(金) 13：30～15：10 

 ○主  催：関東農政局生産部園芸特産課（さいたま市中央区さいたま新都心合同庁舎 2号館） 

 ○開催方法：Ｗｅｂ開催 

○参集範囲：生産者、都県及び市町村、JA等関係者 
 

２．内 容 

情報提供：農林水産省関東農政局 

講演１：千葉市経済農政局 農政部農政センター農業生産振興課長 森田 悟 氏 
 

講演２：国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構 農村工学研究部門  

資源利用研究領域 地域資源利用・管理グループ長補佐 石井 雅久 氏 

６．関東農政局主催「関東地域野菜振興セミナー」の開催について  
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https://www.maff.go.jp/j/keiei/nogyohoken/contact.html
https://www.maff.go.jp/j/keiei/nogyohoken/index.html
https://youtu.be/sXYVky5JLYE
https://www.maff.go.jp/j/keiei/nogyohoken/engei_voice.html


 
【事務局から】 

 ロシアの侵略によるウクライナ情勢は世界的に食料やエネルギー価格の高騰などを引き起こ

し、引き続き施設園芸への影響が心配されるものの、新型コロナウイルス感染症に対するマスク

の規制が緩和されたり、２類から５類への分類に変更されるなど、ようやく本格的に経済社会が

活発化に向かう体勢が整いつつあります。令和５年度は、当協会もコロナ以前の事業活動にもど

しつつ、会員の皆様により役立つ情報提供等に努めていきたいと考えております。令和５年度も

よろしくご支援ご協力お願いします。 

 

 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）  

 

【ＧＰＥＣ事務局から】 

 

 
 
 
 
 

〝ＧＰＥＣ ２０２４″の会期および会場が決定しました！ 
 
 
 
 

当協会が主催する施設園芸・植物工場展（ＧＰＥＣ２０２４）は、来年７月 24日(水)～26日(金)

までの３日間、東京ビッグサイト 南展示棟（南ホール１．２）【＊１Ｆ】おいて開催致します。 

 次回開催に向けて実行委員会開催等を早め、皆様のご期待に沿えるような企画立案を行い、出展募

集開始も 10月上旬より開始予定致しますのでご期待ください。 
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