第63回

全国野菜園芸技術研究会 大群会馬
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月 日（木）
・ 日（金）開催
群馬・高崎文化会館で、県内の関連施設視察も

器・資材・種苗の展示会
も同時開催し、生産者と
メーカーの情報交流の場
も設ける。
２日目の 日は、キュ
ウリ高収量技術を試験す
るＪＡ全農ぐんまの園芸
作物生産実証農場と、全
国有数規模のナスとキュ
ウリの併用選果場である
佐波伊勢崎農協なす・き
ゅうり選果場で、視察研
修を行う。
大山会長は、
「この大会
を通じて、全国の野菜生
産者同士が顔を合わせ交
流し、新しい技術や経営
手法の事例に学び、参加
者の野菜経営や、次世代
の若者が農業経営に夢が
持てるようにしたい」と
コメントしている。
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展示企業・団体

朝日工業㈱
ＡＧＣグリーンテック㈱
㈱加藤工業所
カネコ種苗㈱
㈲木紅木
㈱久留米原種育成会
㈱埼玉原種育成会
埼玉農工幾料販売㈱
シンジェンタジャパン㈱
㈱生科研
タキゲン製造㈱
タキロンシーアイ㈱
東罐興産㈱
東都興業㈱
㈱ときわ研究場
日本曹達㈱
日本ワイドクロス㈱
ベルグアース㈱
丸善薬品産業㈱
丸和バイオケミカル㈱
三菱ケミカル
アグリドリーム㈱
㈱村田農場
㈱ＴＭＲ
ネポン㈱
渡辺パイプ㈱
（一社）農山漁村文化協会

■視察研修
（バス移動）
① 全国農業協同組合連合会群馬県本部 園芸作物生産実証農場
～きゅうり高収量技術の実証～
② 佐波伊勢崎農業協同組合 なす・きゅうり選果場
～全国有数規模のなすときゅうりの併用選果場～

学東京の大澤剛士准教授
が「調査データとシミュ
レーションによる農業被
害リスクの見える化」に
ついて基調講演。
事例発表では、前橋市
の堀越徹也氏が「快適で
ゆとりある大規模キュウ
リ経営」、群馬県利根沼田
農業事務所の原澤幸二氏
が「次世代につながる力
強い雨よけトマト産地の
振興」について、北群馬
郡榛東村の南明法 氏は
「環境制御を活用した新
た な イチゴ 産 地を目 指
す」の題で発表する。
また、会場では園芸機

７月20日
（金）

産者が一堂に会し研鑽・
交流する。
今回は、
「新技術を活用
した『もうかる野菜経営』
の実現」をテーマに、これ
からの良品多収技術、地
域環境や条件を活かした
特徴ある野菜づくり、開
催地群馬の生産・流通・
販売の事例を学び、参加
者同士の情報交換を活発
にして、技術向上や経営
発展をめざす。
初日の 日は、首都大

■交流懇親会
（エテルナ高崎）
18：30～
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■研究会
（高崎市文化会館）
14：10～
●「群馬県の野菜生産」 群馬県農政部
●「10年後、あなたの産地はどうなる？」
～生産性向上と労働力確保に係る生産現場の課題解決に向けて～
清水治弥氏（農林水産省生産局園芸作物課
花き産業・施設園芸振興室課長補佐）
●基調講演「調査データとシミュレーションによる
農業被害リスクの見える化」～病害虫・雑草被害の天気予報～
講師：首都大学東京 大澤剛士准教授
●事例発表①「快適でゆとりある大規模キュウリ経営」～雇用活用と
施設の自動化による１ヘクタール経営の実現～
堀越徹也氏（群馬県前橋市）
②「次世代につながる力強い雨よけトマト産地の振興」
～生産拡大を続けるトマト産地の戦略～
原澤幸二氏（群馬県利根沼田農業事務所）
③「環境制御を活用した新たなイチゴ産地を目指す」
～これからのイチゴ経営モデルの確立～
南 明法氏（群馬県北群馬郡榛東村）
16：35～ 大会決議 次期開催地紹介
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■研究大会
（高崎市文化会館）
11：30～ 園芸機器・資材・種苗展示 （～16：00）
11：30～ 受付開始
13：00～
開会
式典 主催者挨拶・歓迎挨拶・来賓祝辞
感謝状贈呈、野菜園芸功績者表彰
13：40～ 展示見学・休憩
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第 回全国野菜園芸技
術研究会実行委員会（久
保田順一郎委員長）と全
国野菜園芸技術研 究 会
（大山寛会長）は、７月
・ 日の両日、群馬県
高崎市の高崎市文化会館

７月19日
（木）

と、県内の野菜生産・出
荷施設で、
「 全国野菜園
芸技術研究会 群馬大
会」を開催する。
全野研大会は、今年で
回を迎える。消費者・
実需者の期待に応える
安全・安心でおいしい野
菜の生産と、後継者や若
手生産者が夢と意欲が
持てる魅力ある農業を
実践し、野菜園芸経営を
安定的・持続的なものに
するため、全国の野菜生

大会日程

久保田実行委員長
大山会長
昨年の第62回兵庫大会から

２０１８年６月29日
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組合法人長生フロンティ
アファーム代表理事 石
井理永蔵氏）。
２日目は、
（一社）農業
電化協会の田澤信二代表
理事が「農業分野におけ
る人工光源の応用」につ
いて特別講演。
事例報告では、
「再点検
ハウスの管理・改良・高
機能化」のテーマで「パイ

プハウスの管理・補修・高
機能化について」
（東都興
業㈱ 本社営業二部 課長
近内直樹氏）と「鉄骨ハ
ウスにおける省エネ・好
環境の改良事例」
（㈱アグ
リプラン 社長 中村新也
氏）の２題、
「自分流ハウ
スの高軒高化 高軒高ハ
ウスの高収量栽培を目指
して」
（神奈川県藤沢市渋
谷農園 渋谷康宏氏）、
「キ
ュウリ産地に新規就農者
を呼び込む地域戦略」
（徳
島県ＪＡかいふ営業部長
豊田穂氏）、
「 次世代園芸
実験ハウスにおけるきゅ

高品質・安定多収へ
情報交換

うり養液栽培の技術 開
発」
（徳島県美波農業支援
センター 清水昇氏）、
「基
本を重視したトマトの安
定経営をめざして」
（神奈
川県藤沢市 和田政行
氏）、
「 低軒高ハウスにお
ける『トマト連続３段摘
心誘引法』による多収・
高品質栽培」
（栃木県栃木
市柏﨑農園 柏﨑弘行
氏）。
また、両日ともに最新
施設資材情報として、全
野研賛助会員の資材メー
カーが自社製品の特徴や
利用方法、導入効果など
をプレゼンテーションし
た。
講演会と併催の園芸資
材・種苗・機器を取り扱う
展示会では、 の企業・
団体が出展し、新品種や
防除資材、土作り資材、
栽培装置、被覆資材、環
境制御機器を展示し、大
勢の参加者で にぎわ っ
た。
展示企業・団体は以下
の通り（順不同）。
ＪＡ全農／朝日工業／
日本曹達／ときわ研究場
／三菱ケミカルアグリド
リーム／タキイ種苗／丸
善薬品産業／タキロンシ
ーアイ／埼玉原種育成会
／埼玉農工幾料販売／日
本ワイドクロス／アグロ
カネショウ／村田農場／
東都興業／タキゲン製造
／ＡＧＣグリーンテック
／加藤工業所／エフエム
シー・ケミカルズ／丸和
バイオケミカル／シンジ
ェンタジャパン／生科研
／ネポン／久留米原種育
成会／久留米種苗園芸／
木紅木／ＴＭＲ
／ベルグアース
／トヨタネ／東
セラクリエイト
／フジック／ロ
イヤルインダス
トリーズ／マッ
クス／日本モウ
ルド工業／グリ
ーン コムジャ
パン／シーシー
エス／アリスタ
ライフサイエン
ス／星光社／ク
ミアイ化学工業
／アグリセクト
／ダイオ化成／
アグリワークス
／（一社）農山
漁村文化協会／
エス・ディー・エ
ス バイオテッ
ク／ボッシュ

剋剋剋剋剋剋剋剋剋剋剋剋剋剋剋嚴
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２日間で 件の生産現場報告
土壌消毒や既存ハウス生かす工夫など
30
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と技術実証や生産者の経
営事例などの報告・発表
を行い、北海道から九州
まで全国の生産者やＪＡ
担当者、試験研究機関・
普及関係者ら約４００名
が参加した。
開会式で、大山寛全野
研会長は、
「このサミット
は若手生産者の〝勉強し
たい、新しい技術・情報
を知りたい〟という気持
ちに応えて、本会青年部
を中心に企画している。
農業の活性化は、次の世
代が育つかがキーポイン
トだ。いまは施設園芸・
野菜生産の大きな変革期
で、技術が進み収量も増
えてきたが、まだまだ可
能性がある と 思 っ て い
る」と挨拶し、学ぶこと
の重要性と若い生産者へ
の期待を述べた。
１日目は、農水省生産
局園芸作物課清水治弥課
長補佐が「施設園芸をめ
ぐる情勢」と題した基調
講演と、
（一社）食と農の
健康研究所の渡辺和彦理
事長兼所長による特別講
演「野菜とミネラルと健
康」を行った。渡辺氏は、
これまで有害とされてき
た野菜に含まれる硝酸塩
に対する見方が近年変化
していること、同物質が
体内でＮＯ（一酸化窒素）
を生成して細菌を死滅さ
せるため、がん抑制など
人体に有益な作用をもた
らすこ と な どを説明 し
た。
生産現場からの報告で
は、
「農家と歩んだトマト
づくり」
（栃木県さくら市
元栃木県専門技術員 大
竹勝次氏）、
「 土壌伝染性
病害の防除対策（接ぎ木、
土壌消毒）」
（新潟県農業
総合研究所基盤研究部
前田征之氏）、
「 土壌還元
消毒の効果実証 ハウス
作型すいかの事例」
（新潟
県新潟市西蒲区
「地
大滝哲氏）、
元消費者に合わ
せたトマトブラ
ンドの確立 就
農６年で経験し
た農業」
（静岡県
牧之原市農業生
産法人㈱トマト
ップ 山本恭平
氏）「
、長生（なが
いき）トマトの
これから」
（千葉
県ＪＡ長生施設
野菜部会 農事

当日イベントに参加
した生産者からは、
▼「他産地の情報を知
る こ とがで き 良かっ
た。産地づくりの取組・
資材情報なども参考に
なった」
▼「同じ農業分野でも
立場によって考え方は
異なるということがわ
かった。今回の講演の
中にもあったが、既存
ハウス・施設を改良し
て誰もがすぐに取り組
めるような技術を取り

剋剋剋剋剋剋剋剋剋剋剋剋剋剋剋剋剋剋剋剋剋剋剋剋剋剋剋嚴

上げてほしい」
▼「大々的に行うこと
でなく、ひと工夫、ひと
手間あれば簡単にでき
る省力化や改善の技術
・アイデアがあれば紹
介してほしい」のよう
な意見・感想が寄せら
れた。
このほか、ドローン
などの最新技術や販売
戦略、ＧＡＰに関する
講演や事例発表を聞き
たいという声もあがっ
ていた。

参加者の声

第８回トマト・
キュウリサミット
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ヒントがザックザク

トマト
トマト・キュウリサミット開く

第８回

全国野菜園芸技術研究
会とトマト・キュウリサ
ミット実行委員会（渋谷
忠宏委員長）は、１月
・ 日の両日、
「第８回ト
マト・キュウリサミット」
を東京都江戸川区のタワ
ーホール 船 堀 で 開 催 し
た。
サミットは、第一線で
活躍している全国のトマ
ト・キュウリの生産者・経
営者が参加して生産・販
売・経営の諸問題解決の
参考となる新技術や事例
等を紹介し、安定的なト
マト・キュウリ経営の実
現を図ることが目的。８
回目となる今回は、
「高品
質・安定多収生産のヒン
トがザックザク」のテー
マで、２日間通して講演
31

（２）
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全 野 研 ニ ュ ー ス
第10号

44

最新資材情報
いちごの苗を万全の状態に
仕上げて本圃に定植
ベリマーク

用者から好評をいただい
ている製品で、有効成分
名はシアントラニリプロ
ール（通称サイアジピル
灌注処理用殺虫剤

）、ＩＲＡＣ番号は と
エフエムシー・ケミカルズ株式会社 なっている。
定植後の順調な活着と
昨年末、殺虫剤「ベリマ に登録取得した。近年、 生育の大敵は、害虫被害
ークＳＣ」が「いちご」 ねぎや果菜類などでの使 によるストレスや葉の食

S
C

(

28

害による光合成不足であ リダニなどの天敵」「ミ ルとウレタンでできた高
のサドル型で、面
る。それらを防ぐために ツバチ」「マルハナバチ」 さ
フ ァ ス ナーで 尻 に 固 定
も苗を定植する前にベリ を翌日より放飼可能。
マーク  ＳＣを処理して
さらに、長い残効を生 し、着けたまま移動が可
おくことが重要になる。 かして、定植後の防除負 能。高さ調節は厚さ２
ベリマーク  ＳＣは以 荷の削減を狙うこともで のスペーサーで行う。体
下の３拍子が揃 っ てお きる。実際の防除効果は 重を預けられるように座
り、苗を万全の状態に仕 試験結果の表を参照され 面は 度ほど前傾してお
り、長時間に渡る中腰姿
上げて本圃へ定植するこ たい。
とができる。
使用方法は〈希釈倍数〉 勢を補助することで、作
①定 植前の苗 に灌注 １０００倍、〈使用液量〉 業時にかかる足首付近へ
／株、〈使用時期〉 の圧力を軽減する。
処理することで「ハスモ
倉吉農業改良普及所が
ンヨトウ」「アブラムシ 育苗期後半～定植当日、
類」に対し定植後約１カ 〈使用回数〉１回となっ 生産者やメーカーへのモ
月間の効果を発揮する。 ている。こちらも詳細は ニタリング・現地試験・試
② 作物への 安全性が高 ラベルを参照されたい。 作品開発を行い、農研機
構がアドバイスや科学的
く、各種薬剤との混用事
な根拠に基づく実証試験
例も揃っている。③「カブ
を担当する。
倉吉農業改良普及所
は、ＪＡ鳥取中央の倉吉
西瓜生産部と連携し、特
産品であるスイカの作業
改善に取り組んでおり、
鳥取県倉吉農業改良普及所
農研機構・農業技術革新工学研究センター 平成 年につる引き作業
の軽労化に向けた製品開
鳥取県倉吉農業改良普 培におけるつる引き作業 発を開始した。
つる引きは不要な横芽
及所と農研機構・農業技 の負担を軽減する小型椅
や側枝を除いて着果位置
術革新工学研究センター 子を開発した。
は、スイカのトンネル栽
椅子は、発泡スチロー を揃える作業で、高品質
50

トンネル内の作業は生産者の大きな負担になっている

スイカ栽培を軽労化
生産者と〝二人三脚〟で
装着型椅子を開発

12
cm

10
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２０１８年６月29日

全 野 研 ニ ュ ー ス
第10号
（３）

cm

なものを作るうえで欠か
せないもの。高さ１ｍの
トンネルの中で、正座や
片膝立ての姿勢のまま長
時間行われる作業は約３
か月続き、農業者の足腰
に負担がかかり重労働と
なっていた。
小型椅子の開発では生
産者のアイ デ アをま と
め、現在の形を考案した。
農研機構の試験に よ る
と、これまでに比べ圧力
のかかる面積が約４分の
１になり、モニター 名
による主観評価では、足
首・首・腰などの負担が減
少した。
同普及所の担当 者 は
「方向性は絞られてきた
が、まだ改良が必要な点
もあり、現在進行系だ」
と現在の要望として、裏
作で栽培する葉菜類の作
業に応用するための高さ
調整機能などがあがって
いると話した。
今後は、意見を募りな
12

正座姿勢でひざや足首にかかる
負担を軽減（右）
手で持たずに移動可能（左）

がら、来年度作の始まる
年３月の実用化に向け
て 取 り組みを進めて い
く。今作でのつる引き作
業はすでに終了している
ことから、来年度作で最
終的なモニタリングを行
う可能性もあ る と の こ
と。
また、つる引き作業の
次に重労働であると意見
の上がったトンネルの支
柱運びについても、生産
者からアイデアを集約し
軽労化に向けた器具を開
発している。
担当者は「これまで倉
吉西瓜生産部と〝二人三
脚〟でやってきた」
「作業
を楽にして、ベテラン生
産者にも長く作り続けて
いただきたい」
「これから
は、栽培方式の違いはあ
るが、全国の産地で広く
使用されるようＰＲして
いく」と意気込みを語っ
た。
31

施設園芸・植物工場展
２０１８（ ＧＰＥＣ）開催

目標の下、様々な工夫を
凝らしている。開催は施
設園芸農家が来場しやす
い閑散期にあたる７月、
２年に１度のサイクルに
設定した。農家に対して
企業から常に新しい製品
を紹介・提案する場とし
て来場者からも、毎回新
しい発見があると高い評
価をいただき、今回の来
場者は４万２千人を目標
にしている」
「わが国の農業、施設園
芸に目を向けると、栽培
面積や就労人口が減少し

を展示する。海外の出展 技術や産地の取り組み事 うり部会の下村堅二氏、
では、オランダ、イスラエ 例報告、研究者による先 東北復興＝イグナルファ
ル、イタリア、スペイン、 端技術の解説、海外の最 ーム代表の阿部聡氏ら
ベルギー、アメリカ、韓 新施設園芸動向を紹介す 名が登場する。
入場料１０００円、Ｗ
国、中国から技術提案が る主催者セミナー、出展
ある。
者による新資材・新品種 ＥＢ事前登録者は無料。
同時開催として、稲作
各企業のブース以外に のプレゼンテーションも
・露地野菜作を含めた農
も、
「見える」環境制御技 行われる。
生産者等事例紹介は、 業生産・経営全般に向け
術、
「はかどる」次世代農
業ロボットを特集する主 トマト＝ＪＡしもつけ栃 のＩＣＴ、Ｉ Ｔ、ＡＩ、
けにＬＥＤランプ、室内 催者コーナーが設けられ 木トマト部会長の松本勲 ドローンなど先進技術を
氏、ゆめファーム全農栃 紹介する展示会「スマー
上下の温度差を解消する る。
空調システム、栽培用パ
期間中は、施設園芸農 木分室の石井正幸氏、き トアグリ・ソリューショ
ネルの蒸気消毒システム 家・法人の経営・管理・ ゅうり＝ＪＡ西三河きゅ ン」が行われる。

ＧＰＥＣ記者発表会に臨む鈴木新会長

できる電動台車や無人防
除 機から ア シ スト スー
ツ、熱中症対策技術を紹
介。人工光型植物工場向

見える・穫れる・稼げる施設園芸技術を紹介

（一社）日本施設園芸協
会（鈴木秀典会長）は、
７月 ～ 日の３日間、
東京ビッグサイトで「施
設園芸・植物工場展２０
１８（ＧＰＥＣ）」を開催
する。
５回目となる今回は、
テーマを『「見える」
「穫れ
る」
「稼げる」これからの
施設園芸』に設定。栽培
環境のデータ化・可視化、

ＧＰＥＣへの意気込み語る

最適化により収量増大、
栽培品目の拡大を図り、
施設園芸農家の収益向上
につながる技術を中心に
最新の機器・資材を紹介
する。
出展者数は過去最多の
２３４社・団体。このう
ち 社が初出展となる。
分野別には、生産性改
善・向上の手段として関
心が高まっている環境計
測・制御関連技術の出展
者数が前回 の ２ 倍 に 増
え、温度・湿度・ＣＯ２制
御による光合成増大技術
をはじめ、ＡＩを活用し
た病害予測技術の出展も
予定している。
作業の省力化・自動化
の分野では、座って収穫

（一社）日本施設園芸協 企業に出展いただき、来 が行われることを期待し
会は６月１日に開いた平 場者の方と積極的な交流 ている」
成 年度定時会員総会・
「ＧＰ
理事会で役 員 改 選を行
ＥＣの最
い、新会長に鈴木秀典氏
大のター
（㈱大仙会長）を選任し
ゲ ッ ト
た。
に、この
日のＧＰＥＣ記者発
産業を支
表会で鈴木会長は、
「今回
える生産
で開催５回目を迎えるＧ
者 を 定
ＰＥＣは、施設園芸と植
め、農家
物工場に特化した専門展
が儲かる
示会として生産者をはじ
ように、
め全国の農業関係者に高
という日
い評価をい た だ い て い
本施設園
る。今回も非常に多くの
芸協会の

o

10

農家の高齢化が進んでい
るなど、課題が山積して
いる。毎年のようにおき
る自然災害や、原油価格
の高騰は農業生産にとっ
て今秋以降のコスト増に
なる不安感・不透明感を
もたらしている。こうし
たなかで 開くＧ Ｐ Ｅ Ｃ
は、技術の向上・作業の
効率化を図る新たな切っ
掛けとして、農業関係の
皆さんに様々な情報を発
信する場である」とコメ
ントした。

剪剪剪剪剪剪剪剪剪剪剪剪剪剪剪剪剪剪剪剪囃

ＧＰＥＣでは、出展
者の中からこれからの
施設園芸で注目の分野
を特集する主催者コー
ナーが設けられる。
「見える」環境制御技
術コーナーでは、ハウ
ス内の環境制御技術に
ついて、デモンストレ
ーションなどを実施。
▼参加企業ネポン、
トヨタネ、星光社、環境
デザインラボ、ニッポ
ー、渡辺パイプ、セラ
ク、誠和。
「はかどる」次世代農
業ロボットコーナーで
は、栽培・収穫・梱包
といった農作業の省力
化を推進するロボット
を紹介する。▼参加企
業・団体ヤンマーグ
リーンシステム、有光
工業、井関農機、立命
館大学。

剪剪剪剪剪剪剪剪剪剪剪剪剪剪剪剪剪剪剪剪剪剪剪剪剪剪剪剪剪剪剪剪剪剪剪剪剪剪剪剪剪剪剪剪剪剪剪剪剪剪囃

「話せる」生産者相談
コーナーでは、栽培技
術や補助金等の制度、
ＧＡＰ取得、融資等に
関する生産者・参入希
望者の相談を受け付け
る。▼相談員（補助
金）農水省生産局、
（栽
培技術）三菱ケミカル
アグリドリーム・稲山
光男氏他、
（養液栽培・
植物工場）日本養液栽
培研究会、
（公庫・融資）
農林中金・日本政策金
融公庫。
「わかる」政府・公的
機 関 情 報 コーナーで
は、農水省等が政策や
業界の現況、融資・補
助金の制度や共済制度
等に関する情報を提供
する。▼参加機関農
水省、経産省、農林中
金他。

〝施 設 園 芸 の 未 来 に触 れ る 〟
主催者コーナーも

剪剪剪剪剪剪剪剪剪剪剪剪剪剪剪剪剪剪剪剪剪剪剪剪剪剪剪剪剪剪剪剪剪剪剪剪剪剪剪剪剪剪剪剪剪剪剪剪剪剪囃

剪剪剪剪剪剪剪剪剪剪剪剪剪剪剪剪剪剪剪剪囃

過去最多
２３４社の出展

13

前回の「ＧＰＥＣ２０１６」会場内のもよう（写真右下も）

30

18

63

日本施設園芸協会
会長に
鈴木秀典氏が就任

7月11～13日
11

（４）
２０１８年６月29日
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Nｅｗｓ
持ち運びできる農産物ディスプレイ台
「マルシェキット」
を発売〈ＪＡ全農〉
軽量･丈夫な段ボール製で組み立ても簡単

年内早出しに適した
宮城県のイチゴ新品種

｢いいきゅうりの日｣

（４月を除く）

きゅうり主産県ＪＡ県連･東京青果が
販促呼びかけ

13

11

費拡大を図る。
記念日は、ＪＡグルー
プによる全国きゅうり主
産県会議で発案され、４
月を除 い た 毎 月 日を
「１（い）い９（きゅう）
り」と読む語呂合わせと
して設定した。４月 日
をＪＡあいち経済連の西
三河冬春きゅうり部会が
「良いきゅうりの日」と
して登録しているため重
複を避け、日々の出荷量
増減が大きいきゅうりを
産地リレーの良さを生か
して効率よく販促しよう
と、４月を除く毎月 日
の登録を行った。
いいきゅうりの日はプ
ロジェクトに参加してい

19

19

19

21

19

19

「にこにこベリー」

毎月 日が「い
いきゅうりの日」
（４月を除く）とし
て日本記念日協会
の記念日に登録さ
れた。
申請したのは、
宮崎や群馬、福島、
高知など全国のき
ゅうり主産県のＪ
Ａグループ（ の
ＪＡ、 の県連）
と東京青果で結成
した「いいきゅう
りの日プロジェク
ト」。今後、毎月
日に低カロリーで
美味しく、さまざ
まな料理に活用で
きるきゅうりの消

ないＪＡや、スーパーな
どの小売店でも使 用 で
き、すでに東京青果では
販促用のＰＯＰや資材な
どを準備している。
プロジェクトに参加す
るＪＡの担当者は、
「きゅ
うりはメジャーな食材な
だけに、販促やレシピ開
発が後手に回っている。
高齢者の漬物需要だけで
なく、若者をもっと取り
込みたい」
「３～５月は出
荷量が増えるが、需要が
少ないため低価格になり
がち。そこを販促によっ
て伸ばし、生産者の所得
向上につなげたい」と話
す。

養液栽培・高設栽培に
「マルシェキット」の販売
おける 収量 性の 良 さも
を開始した。
特長で、東日本大震災か
マルシェキットは、段
らのイチゴ産地復興で養
ボール製で持ち運びがで
液・高設栽培の整備がす
きる組み立て式の什器。
すんでいることから、そ
軽量で丈夫、組み立て・片
の特性が生かされること
付けが簡単、持ち運ぶ時
も期待される。
はコンパクトに折りたた
宮城県内のイチゴ生産
めることが特徴。全農が
宮城県が育成したイチ ー」は、同県育成の「も め」の交配により誕生し は、
「もういっこ」と「と
平成 年から延べ１２０
回開催している「みのり ゴ新品種「にこにこベリ ういっこ」と「とちおと た。年内早出しに適し、 ちおとめ」の２品種で約
みのるマルシェ」などで
全 体 収 量 も 多 い ９割を占め、最近は「もう
品種。
「 も う い っ いっこ」の割合が増加し
ＪＡ全農は、イベント 産物販売促進活動の商品 得た販売ノウハウと、段
こ」の多収性と、 ており、県内のクリスマ
会場などの対面販売や農 ディスプレイに使用する ボールメーカーのレンゴ
ーの加工技術を融合して
年内出荷ができる ス需 要 向け の生 産 量が
共同開発した。
「とちおとめ」の 減少していた。
キットは、農産物や農
早生性を合わせ持 「にこにこベリー」は、
産加工品など商品を並べ
ち、夜冷栽培なら ２０ ２ ０年 産から の本
るトレイ（箱）と、トレ
ば ９ 月 上 旬 の 定 格生産を目指し、今秋か
イを載せる台の組合せ。
植で 月中旬から ら親 株 の販 売を開 始す
トレイを前傾して縦に３
収穫できる。果実 る。宮城県は「今後面積
段配置できるアーム台セ
は硬く輸送性に優 を増やし、県内のイチゴ
「にこにこベリー」
ット、高さ ㎝のテーブ （右）
れており、果肉ま を宮城県オリジナル品種
ル台セット、高さ ㎝の 高設栽培のもよう
で 鮮 や か な 赤 色 に変えられるように、栽
平台セットの３種類があ （下）
で、 さわやかな 培 面 か ら 支 援 し て い
る。
味。
く」と話す。
トレイと台の表面は木
板調の仕上げで暖かみが
あり、採れたての野菜や
果物の鮮やかな色を引き
立てる。
全農では、
「マルシェキ
ットを通じて、近年増加
しているＪＡや生産者に
よる農産物イベントの開
催を支援する」と話す。
発売を記念して７月６
日までの期間、通常価格
の１割引で販売するキャ
ンペーンを実施する（７
月末までに納品予定）。
購入の問い合わせは、
全農生産資材部包装資材
課・電話０３―６２７１
―８３２２。

毎月１９日は

２０１８年６月29日
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折りたたんで持ち運び（上）
「マルシェキット」の展開例（左）

23

70

50

19

想」に取り組んでいる。
このサミットは、移住就
農にむけた先進事例につ
いて情報交換するととも
に、
「きゅうり養液
栽培」技術確立に
向けた取組みを加
速化させ、次世代
に向けた園芸産地
の展開を図るも
の。
主催は、徳島県
の美波町・牟岐町
・海陽町・かいふ
農協・南部総合県
民局で構成する
「海部次世代園芸
産地創生推進協議
会」。一般社団法人
農林水産業みらい
基金、全国野菜園
芸技術研究会（＝
全野研）、㈱農協観
光が後援する。
今回は、１日目に養液
栽培や新規就農に関する
事例報告とパネルディス
カッション、２日目には
安定多収技術の実験ハウ

新規就農と安定多収技術の
事例を情報交換

昨年開かれた第１回全国きゅうり養液栽培サミットのもよう

スの事例報告と、現地の
ハウス視察を行う。
予定している事例報告
は、
「高収量を実現！ 環
境にやさしい養液
栽培」
（新潟県総合
農業研究所）、
「環
境制御技術での養
液栽培」
（東京都農
林総合技術センタ
ー）、
「 佐賀県トレ
ーニングファーム
の新規就農者事例
について」
（佐賀
県）。
パネルディスカ
ッションを、
「次世
代技術に挑戦する
若者に対する支援
（仮題）」と「魅
力ある農業の実現
にむけたきゅうり
養液栽培技術の確
立」の２つのテーマで実
施する。
詳しい開催内容は今後
全野研のホームページで
も案内する。
12

農水省は、４月から共
済責任期間が開始する園
芸施設共済で適用する掛
金率の算定方法を見直し
た。
生産者の負担を軽減し
ようと、ＮＯＳＡＩ団体
が保有する積立金
の水準に応じて共
済掛金の引き下げ
幅を大きくする。
棟数の多いプラス
チックハウスⅡ類
（パイプ）の本体部
分の基準共済掛金
率は２・３９４％
と ・９％低下し、
プラスチックハウ
スⅢ類（鉄骨）は
１・１０４％で６
・８％低下する。
また、今年４月
に農業保険法（旧
農業災害補償
法）が施行され、
年１月から始まる収入保
険制度の導入や、従来の
農業共済制度の見直しが
行われた。
そのなかで園芸施設共
済制度は、１農家あたり
の掛金の国庫負担は、共
済金額８千万円までを限

農水省のホームページでは、詳しいパンフレットなどをダウンロードできる

〈農水省〉

度としているが、１億６
千万円にまで引き上げら
れるため、大規模経営者
も、少ない掛金負担で加
入できるようになる。
また近年の災害など、
未被覆期間における水害
・雪害などの被害
を考慮して補償の
総合化を図 る た
め、被覆期間のみ
の短期加入が廃止
される。未被覆期
間は被覆期間と比
較して低率な掛金
となり、両期間を
含めた補償へ変更
となる。
さらに従来、共
済金の支払い対象
となる被害につい
ては、園芸施設１
棟ごとに３万円ま
たは共済価額（資
産価値）の ％超
としているが、サービス
向上の一環として、加入
時に、被害が３万円以上
（または共済価 額 の ５
％）、 万円以上、 万円
以上のいずれかを選択で
き、それに応じた掛金と
なる。
20

10

掛金など見直し
生産者の負担軽減・
サービス向上へ

10

10月開催へ

村文化館で開かれる。昨
年に続き２回目。
徳島県海部郡は歴史あ
る促成きゅうり産地の維
持発展のために、他地域
からの新規就農者定着を
図る「きゅうりタウン構

２日目に現地のハウスを視察（昨年のもよう）

園芸施設共済の
31

野菜園芸
Nｅｗｓ

18

第２回
｢全国きゅうり
養液栽培サミット｣
魅力あるきゅうり経営
に向けて取り組む 生 産
者、技術者、企業が一堂に
集う第２回「全国きゅう
り養液栽培サミット」が
月 ・ の両日、徳島
県の海陽町阿波海南文化

10
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