⺠間企業・団体等

連携先リスト（肥料関係）

都道府県

名称

事業内容

北海道

肥商連北海道地区
部会

・肥料販売業に関する指導及び教育
・肥料販売業に関する情報又は資料の収
集および提供
・肥料販売に関する調査研究

・毎年2月に講習会を行っている。4～5のテーマを用意し、肥料だけ
でなく農業分野の広い範囲での講習会を設定している。
・知識向上のため農業関係の書籍を会員へ配布している。
・公的機関からの情報を会員へ提供している。

0166-46-3101

施肥技術マイスター」を生産現場
普及・指導のサポーターとしてご
活用頂けるように、今後も研鑽を
積んで参ります。

（株）渡嘉商店

・農業用資材販売（肥料、土壌改良材、
培土、飼料、農薬、ハウス資材）
・土壌分析
・米穀の集荷、検査、販売

・肥料メーカー、農薬メーカーの技術スタッフの協力による、年6回の
稲作講習会。（現地指導も含めた）
・土壌分析結果を基にした施肥指導お及び栽培指導。
（株）渡嘉商店営
0198-22-2155
・メーカーと連携し新商品、新技術の農業者への提供。
業部
・現地視察、現地指導。
・集荷した玄米の食味、整粒歩合の測定。

肥料メーカー、農薬メーカー、商
社との協力により各農家毎に適し
た資材、情報を提供する事ができ
ます。

岩手県肥料商協議
会

・全肥商連主催の施肥技術指導者「施肥
技術マイスター」の拡大と養成とフォ
ロー。
・農水、県が発信する政策・技術等の情
報収集と会員への発信。
・肥料に関わる県農林水産部の各部署、
県警本部等の情報交換。
・情報伝達、事務のスリム化の推進と研
究。

・県農業技術普及課と連携して土壌診断や施肥技術、情報交換を行
う。
事務局
・当協議会主催の講演会･研修会を県の関連部局と協力し、農業団体や
（株）森
生産者及び消費者へ、肥料の正しい知識の情報提供をする。
・普及組織の情報の提供の伝達にお手伝いができます。

019-635-3511

会員毎にたくさんのメーカーと商
品、その技術を持っています。得
意作物や技術ノウハウを生かし、
地域にあった栽培方法や施肥技術
を生産者に提供しています。普及
組織の情報の提供の伝達に活用で
きます。

（株）森

・農業用資材販売（肥料、土壌改良材、
農薬、資材）
・米穀集荷販売
・飼料販売（牛鶏配合飼料）
・園芸用品販売

・土壌分析結果に基づく施肥設計。
・作物の生育診断に基づく、追肥アドバイスを行っている。
・生産者対象に肥料・農薬の研修会を実施。
・県からの農業情報を生産者に伝達。

019-635-3511

メーカーと商社が商品や技術を
持っています。作物や作型の技術
ノウハウを生かし、地域や土壌に
あった栽培方法や施肥技術を生産
者に提供しています。普及組織の
情報の提供の伝達に活用できま
す。

フクダ物産（株）

・農業用資材販売（肥料、土壌改良材、
農薬、ハウス資材）
・日射比例型自動灌水栽培システム施工
販売
・米穀集荷販売
・青果物集荷販売
・飼料販売（圧ペン大麦、圧ペンとうも
ろこし、圧ペン飼料米）
・造園・緑化資材販売（屋上緑化、壁面
緑化、防草シート等）

・土壌分析結果に基づく施肥設計アドバイスを行っている。
・作物の生育診断に基づく、追肥アドバイスを行っている。
・土作り、育苗等作物栽培全般に係わる講習会を要望に応じて開催し
ている。（メーカー技師、社員による）
・農業者に対し飼料用もみ、飼料用玄米の契約先を紹介しており、取
組から7年の実績を持つ。
・卸売業として販売ルートを通じ、普及情報を広く案内可能。
・新規肥料の実証試験に協力できる。（各メーカーからの資材、情報
の提供、現地調査）

022-288-6438

・肥料メーカー、商社との連携に
より、産地に役立つ資材、情報の
提供が可能です。特に全国を巡回
しているメーカー専門技師による
講習会は栽培技術向上に一見の価
値あり。（水稲、野菜、花卉、果
樹、芝等）
・飼料用米の作付需要に対応でき
るとともに飼料米加工品の需要に
も対応可能。

岩手県

岩手県

岩手県

宮城県

普及組織と連携できるサービス

窓口

事務局
（株）愛農
（担当：春原）

営業

穀肥部

連絡先

普及組織へのメッセージ

都道府県

宮城県

名称

ワタヒョウ（株）

事業内容

普及組織と連携できるサービス

窓口

・肥料メーカー、商社との連携により、
産地に役立つ資材、情報の提供が可能で
す。特に全国を巡回しているメーカー専
門技師による講習会は栽培技術向上に一
見の価値あり。（水稲、野菜、花卉、果
樹、芝等）
・飼料用米の作付需要に対応できるとと
もに飼料米加工品の需要にも対応可能。

・メーカーと連携し、農業者向けの稲作講習会を年1回開催していま
す。
・土壌診断結果を素に、施肥指導を行っています。
・農業者に対して、施肥技術の指導を行っています。
・新規肥料、農薬の試験に協力しています。（メーカーからの資材供
与、現地調査）
・野菜の生育アドバイスや指導を行っています。
・販売ルートを通じた農業者への情報提供に協力ができます。

業務部

農材事業部

連絡先

普及組織へのメッセージ

0226-23-6820

・指導者の殆どが農家であり、そ
の時々に応じて的確なアドバイス
ができます。
・メーカとの連携を活かし、地域
に役立つ情報提供ができます。

022-288-6439

・原料として飼料用米だけでな
く、国産とうもろこし、国産大麦
の購入が可能であり、農業者の作
付需要に応えることができます。
・飼料米の加工には7年間の取組
実績とノウハウがありますので、
実需者に必要な情報が提供できま
す。

宮城県

（株）福田商会

・飼料の製造（大麦、とうもろこし、飼
料用米各種）
・飼料原料の購入（飼料用米）

・飼料用もみ、玄米の売買契約を農業者と7年以上実施している。
・現在一部畜産農業者とクラスター協議会を立ち上げ、畜産経営の安
定化に貢献している。今後も貢献が可能です。
・畜産農業者および飼料米を含む作物栽培農業者双方とのつながりを
通じ、現実的な普及情報提案活動が可能です。

秋田県

全肥商連秋田県部
会

・肥料販売業に関する指導及び資格制度
の推進（施肥技術マイスター等）
・肥料販売に係る情報の提供等

・県農業試験場の場内視察及び場内技術講師陣のご協力の下、土壌肥
料や水稲新品種等の研修会を行っております。
・県内地域、作物に適合した肥料の開発提案、普及の実施をしており
ます。

事務局
（出羽青岩アグロ 0182-24-1101
（株）・伊藤）

・土壌診断に基づく適正な施肥、
栽培指導に対応します。
・講習会や現地研修会を実施して
おり、引き続きご協力願います。

全肥商連山形県部
会

・肥料販売業に関する指導及び資格制度
推進（施肥技術マイスタ—ほか）
・肥料販売に係る情報提供

・土壌分析 化学的根拠と経験に基づいき植物が健康に生育するため
の処方箋の提案します。
・県内地域・作物に適合した肥料の開発提案を行います。
・機能性肥料などの効果試験また説明会をメーカーと共同で行う事が
出来ます。

全肥商連山形県部
会事務局
0236-54-1244
（株）野川ファー
ム（担当：菊地）

年1回、部会員に県農林部より予
算（補助金）の説明や取組、方針
などを発表して頂きたい。

全肥商連福島県部
会

肥料販売商業者の連携強化、経営者並び
に従業員等の資質向上支援事業（行事）

毎年9月と2月に団体関係者を対象とした技術向上講習会・講演会を開
催しており、近年は「普及指導員・試験研究職員」の方々に加え、農
毎回、著名な講師を迎えて開催し
部会事務局
ＴＥＬ ０２４－５２
業者も受講できる体制を確保しております。
ておりますので、是非、ご受講を
福島市中町５番２
２－２６５５
また、部会員の一部企業に於いては自社土壌分析施設を活用し、農
お願い申し上げます。
１号
業者圃場の土壌診断を行い、診断結果に基づく施肥設計の提供による
合理的な農業経営への助言を行っております。

全肥商連茨城県部
会

・肥料、農薬、農業資材、土壌改良材の
販売
・施肥設計、土壌診断
・農林水産省、茨城県、県内新聞の情報
発信（農業トピックス）

・土壌診断により施肥設計。
・開発中の製品の紹介、新製品の紹介。
・県内全域に網羅した販売店網により農業者のニーズに対応できま
す。

山形県

福島県

茨城県

県部会事務局

029-285-0311

・会員販売店を通じて、肥料、農
薬、資材について的確な情報の提
供を行い、儲かる農業への手助け
をします。
・毎年11月に講演会を開催して
います。

都道府県

栃木県

群馬県

埼玉県

東京都

名称

事業内容

普及組織と連携できるサービス

栃木県肥料協会

・肥料の円滑なる流通に関する研究及び
推進
・関係官庁並びに関係団体との連携建議
及び陳情
・会員の事業に関する経営技術及び経済
的地位の改善向上のため実施する知識の
普及及び情報の提供
・肥料及び施肥技術の研究と普及に関す
る事業

・当協会下の農業技術員会会員は「施肥技術マイスター」又は「施肥
技術指導員」として登録されており、土壌診断による適正施肥等、農
業者への農業技術の向上と普及に努めております。
・会員相互協力の下に絶えず新しい動向を把握し、農業者へ助言可能
です。

全肥商連群馬県部
会（農業技術員
会）

・肥料行政への協力（県が推進する諸施
策に協力し、本県農業の発展のための肥
料流通を図り、併せて商系の組織力の強
化を図る。）
・会員への指導及び教育事業（施肥技術
講習会等を通じて、会員の施肥、栽培技
術の向上を図るとともに、農業者への営
農指導を行う。）

・毎年、県支部と農業技術員会の連携のもとに「施肥技術講習会」
「現地研修会」を実施している。「施肥技術講習会」においては、県
農政部技術支援課、各地域農業事務所の職員の参加を得て、県からの
技術指導、情報提供を受けている。
・また、「現地研修会」においては県農業技術センター、普及セン
ター等の協力、指導のもと水稲・野菜・本県特産のこんにゃく等の施
肥技術について現地研修を実施しており、会員の施肥・栽培技術の向
上を図ることにより、農業者へ技術提供をすることができる。

株式会社小池勝次
郎商店

・「農家の専門店こいけや」経営
取扱商品：野菜種子・苗・農薬、肥料、
資材、農機具、園芸用品、米など
・各種サービス：土壌診断、農機具機材
貸出、野菜苗、ねぎチェーンポット苗受
注
・専門職員：農薬管理マスター、施肥技
術マイスター、シードアドバイザー在籍

奥村商事株式会社

・農業資材販売、配合肥料製造販売、青
果物流通
・施肥提案・講習会（土壌医１名、土づ
くりマイスター３名、施肥技術マイス
ター6名による）

新潟県

全肥商連新潟県部
会

・肥料販売業に関する指導及び教育
・肥料販売業に関する情報 又は資料の
収集及び提供
・肥料販売業に関する調査研究

富山県

（株）国際有機公
社
企業
HP:https://o isiisaibai.com

・土壌診断に基づく施肥設計、土作りの
提案（土壌医1級）
・栽培技術相談（病害虫予防）
・農業用資材販売（肥料、種苗、農業資
材など）

窓口

連絡先

普及組織へのメッセージ

028-655-3371

「施肥技術マイスター」を生産現
場普及、指導のサポーターとして
活用頂けるように、引き続き研鑽
を積んで参ります。

事務局

027-289-8423

普及組織からの指導、助言より会
員の施肥・栽培技術の向上が図ら
れており、会員から地域農業者へ
の営農指導等を通じて、本県農業
の発展に寄与したい。

・深谷市というねぎの大産地で長年培った技術情報を、共有したいと
思います。
・ねぎ栽培全般の相談支援サービス「ネギ参謀」の、専門アドバイ
ザーを有します。（詳しくはHpをご参照ください）
・ねぎに特化した土づくり資材、ミネラルリレー栽培用肥料を取り揃
えています。

代表取締役
小池 博

090-3008－
0871

・ネット、リアルを通して産地以
外のねぎ栽培農家の方々や普及組
織へも、情報提供や支援を行って
います。

・土壌診断分析結果をもとにした施肥設計および施肥提案
・新規肥料の実証試験への協力

当社では茨城県、埼玉県、徳島県
に営業拠点を有しております。ま
た、当社営業員・技術員は肥料
営業部 技術普及
03－3642-1941
メーカー・商社と連携して全国展
推進チーム 加藤
開しておりますので、全国の普及
組織様と協業が可能です。

・県内全域を地域に適合した商品の提案、説明を行います。
・水稲、園芸、施設園芸、果樹等の土壌診断をもとに、適切な施肥設
計を行います。
・現地圃場の確認をし、適切な施肥指導を行います。
・圃場の施肥作業及び除草作業等の代行作業を行います。

（株）ネイグル新
潟
025-274-7151
代表取締役社長
五十嵐康之

・「施肥技術マイスター」を生産
現場普及・指導のサポーターとし
てご活用頂けるように、今後も研
鑽を積んで参ります。
・普及員様との情報交換の場をお
願い致します。

・複合土壌分析の結果に基づき、農薬の使用量を減らす、施肥設計及
び土作りのアドバイスを行います。
・連作障害圃場での改善アドバイスを行います。
・同一作物を栽培し、販売するグループ（組織）を対象に、土壌診断
結果などから、グループ内の格差を少なくし、グループ全体の生産性
を上げるお手伝いをします。

（担当）吉田

普及組織と連携させて頂き、普
及・指導のサポーターとして、協
力させて下さい。日本の農と食を
守っていく力になれたらと思って
おります。

事務局

0763-55-1602

都道府県

名称

事業内容

普及組織と連携できるサービス

窓口

静岡県肥料商業
組合（全国肥料商
連合会静岡県部
会）

・肥料販売業に関する指導及び教育
・肥料販売業に関する情報又は資料の収
集及び提供
・肥料販売業に関する調査研究
・組合員の福利厚生

・本組合では昭和45年から平成22年まで、全国 肥料商連合会の委任
を受け、県農林技術研究所のご協力の下、組合員に対し講習会、検定
試験を実施し、技術の向上に努め、施肥技術指導員を認定しました。
・平成23年全肥商連本部が法人化した機会に、全肥商連が農林水産省
の後援を受け「施肥技術マイスター制度」を立ち上げ、静岡県肥料商
業組合でも講習会、検定試験を実施し、現在 197名の会員が、前記
「施肥技術指導員」又は「施肥技術マイスター」として登録されてい
ます。
なお、平成26年8月に静岡市で実施した講習会には、静岡県経済産業
部農業振興課のご理解のもと3名の普及指導員に受講いただきました。
・当組合では他に、県､試験研究機関等のご指導とご協力のもと、施肥
事務局
合理化推進事業として県肥料商中央研修会、肥料商セミナー、専門研
修会、支部別経営技術研修会等を実施し、適肥栽培を目指していま
す。
・上記研修を積んでいる「施肥技術指導員」又は「施肥技術マイス
ター」登録者は、日々営業活動の中で農業者との接点が多く、県から
農業者向けに発信される各種案内、情報等について、適切に伝達、提
供する事が可能です。
・営業活動を通じて入手した地域現場の営農情報や課題等について
も、農業者から直に聴取することができ、県への報告、連絡、相談等
可能です。県と生産現場をつなぐパイプ役としての役割は可能な立場
にあります。

静岡県

薮崎産商（株）

・農業用資材販売（肥料・土壌改良剤
等）
・施肥技術マイスター、施肥技術指導
員、Ｊ-ＧＡＰ指導員 との交流、相談
・有機配合、ＢＢ配合設計ア ドバイスに
よるオーダーメイド肥料の配合設計の提
案＆製造
・土壌診断、現地生育診断に基づく施肥
設計と施肥の提案

静岡県

（株）サンセイ

・指定配合肥料の製造、販売
・化成肥料、土壌改良剤の販売
・土壌分析に基づく施肥の提案

静岡県

連絡先

普及組織へのメッセージ

054-251-3875

・「施肥技術マイスター」を生産
現場普及・指導のサポーターとし
てご活用頂けるように、今後も研
鑽を積んで参ります。

・有機ＪＡＳ適合肥料の紹介
・土壌分析の実施。施肥技術マイスターによる施肥相談＆施肥設計
・現地農場相談。栽培技術・施肥講習会の指導＆アドバイス
・ＪＧＡＰ指導員によるＪＧＡＰ取得支援
薮崎産商（株）
・「食と農の架け橋」、新たな流通部門に架け橋
担当新木一志
・施肥技術マイスター、施肥技術指導員、Ｊ-ＧＡＰ指導員 との交流、
相談
・野菜ソムリエ、日本茶アドバイザー取得者による相談

054-641-2300

・「食と農の架け橋」、フード
チェーン、農業の六次産業化等の
情報の共有化。
・行政からの農業情報、農業研究
会、勉強会、講演会等へ会員の参
加を 促したく、今後とも情報提
供をお願いしたい。

土壌分析に基づく施肥の提案

054-375-2176

自社配合工場完備のため御希望の
肥料の製造が可能です。

（株）サンセイ

都道府県

名称

事業内容

日本オーガニック
（株）

配合肥料設計、製造、卸：
・土壌分析に基づいた土作りとカスタマ
イズ肥料設計及び施肥指導
・元気の出る勉強会４回／年開催（WEB
研修会計画中）
・環境計量士（1名）、施肥技術マイス
ター（12名）、農業検定３級（２名）、
毒劇物取扱責任者一般（２名）農業（８
名）、JGAP指導員（4名）、JGAP審査
補（１名）
・農業用資材販売（肥料、農薬、土壌改
良剤、資材）
技術部にて：
・土壌分析応需（実績2,000点／年）
・現地にて栽培指導、栽培相談、栽培
フォロー、講習会

・ご要請に応じ各有資格者を現場に派遣
・ご要望に応じ土壌分析応需（簡易土壌分析、細目土壌分析、その他
分析）
・土壌分析の情報交換
・普及組織からの情報を生産者に伝達
・未利用資源の共同開発

日本オーガニック
（株）本社
（令和3年11月1
日より右記連絡
先）

TRL:
053-488-8770
FAX:
053-488-8772

持続可能な農業を支え、食べる幸
せを追求する企業です。

静岡県

豊田肥料（株）

・肥料・農薬・資材の販売
・栽培技術相談（土壌分析、病害虫診
断、施肥相談（「土壌医」（１級）､土づ
くりマスター（土壌医２級）､施肥マイス
ター（37名）による））
・現地相談、「青空座談会」、講習会
・JGAP上級指導による取得支援
・オリジナル肥料の受注生産

・「豊田肥料ふじの国JGAP協議会」との連携
・普及センターの現場作物講習会への参加
・現場作物診断への情報交換
植物科学技術研究所 早川克己nouji@toyodahiryo.co.jp

豊田肥料本社
伊藤信介

TEL:
053-42-4111
FAX:
0538-42-1152

・作物別課題の抽出と解決の為の
テストを共有したい。
・優良事例の共有をしたい。

岐阜県

全肥商連岐阜県部
会

・肥料販売に関する情報又は資料の収
集・提供
・商系業者の連携強化に向けた情報提供

系業者の農家への技術サービス。
・岐阜県の実施している環境保全型農業への情報提供。

事務局

058-481-6280

施肥技術マイスターを生産現場で
活用できる連携・協力をお願いし
たい。

全肥商連
部会

・商系肥料業者への行政・試験研究機
関・県立農業大学校の最新情報の提供
・商系業者の連携強化に向けた情報交換
会
・商系業者のための民間農業事情の研究
会
・海外農業事情の句集会

・商系業者による農家の土壌分析の実施及び施肥設計アドバイスの実
施。
・商系業者による農家への最新技術の技術指導。
・愛知県の実施している環境保全型農業への情報提供。
・愛知県の農薬適正販売・使用対策協議会との連携。

全肥商連愛知県部
会
052-551-8681
（事務局：小木
曾）

愛知県農業の更なる活性化の為、
新産地育成（薬草栽培等）に行
政・普及機関と連携して活動して
いきたい。

静岡県

愛知県

愛知県

普及組織と連携できるサービス

窓口

連絡先

普及組織へのメッセージ

都道府県

三重県

滋賀県

大阪府

名称

全肥商連
部会

三重県

全肥商連滋賀県部
会

全肥商連大阪府部
会

事業内容

普及組織と連携できるサービス

窓口

連絡先

普及組織へのメッセージ

・農業用資材販売（肥料、農薬、種苗、
ハウス資材、農機具等）
・土壌分析、施肥設計
・農産物集荷、販売など

１．取組への背景
従来より、三重県部会と県関係機関（植物防疫協会、農業研究所
他）とは良好な関係にあり、肥料高騰対策事業の際に、県、全農三
重、三重県肥料商業組合と連携し協議会を設置対応した経緯有り。平
成27年度全肥商連本部事業のバックアップもあり、普及センター協力
の下実証展示圃試験を実施した。
２．実証展示補（テーマと目的）
Ａ展示圃・・・普及センター
Ｂ展示圃・・・部会担当者 ＋ 普及センター
①Ａ：被覆殻の残留しない「環境保全型水稲一発肥料」の実証、②
Ａ：県産ブランド米「結びの神」施肥設計・基準タンパクの実証、③
Ｂ：直播水稲栽培に向く肥料選定と実証、④Ｂ：中干し時の倒伏軽
三重県部会事務局
減、食味向上実肥の同時期施用の実証、⑤Ｂ：県特認飼料米「あきだ
（上野、佐久
0592-25-5341
わら」向け肥料選定と施肥量の実証、⑥Ｂ：小麦栽培における一発型
間）
肥料の実証、⑦Ｂ：大豆における追肥効果の増収の実証
上記7テーマは、県の緊急課題（環境保全、施肥設計の確立、転作作
物の高品質、増収）であり、行政からも高い評価を得た。
３．検討会など
各展示補とも事前設計検討会、関連検討会、現地検討会を普及セン
ター、植防協会、部会員3者間で計8回実施。
４．成果と検討事項
上記展示圃は県植防協会刊行の肥料・農薬展示圃に掲載されること
で、普及指導員に商系の商材を認識して頂き、生産者へ試験資材の推
奨を行って頂くなど波及効果が見られた。また、「あきだわら」の実
証試験については不十分な結果となり、28年度も施肥設計を変え継続
試験を実施している。

・従来から行政には、県部会総
会、研修会、講習会などに出席頂
き、情報提供や技術指導を仰ぎ良
好な関係を築いてきた。
・しかし商系として実証展示圃を
使用した公的試験に参加すること
は少なく、普及センターから生産
者へ紹介する資材も少なく、系統
商材に偏った傾向であった。
・今回の公的試験を通じ、普及セ
ンターからの適切なアドバイスを
頂いたり、試験後の生産者への指
導に本試験資材を推奨して頂くこ
とで、改めて中立な立場であるこ
と再認識するもの。
・今後この経験を活かし、行政の
公募にも協議会メンバーとして参
画し、普及センターと連携強化を
図りたい。
・普及組織からも、更なる県部会
へご理解とご協力を願いたい。

・農業用資材販売
（肥料、農薬、種苗、ハウス資材等）
・土壌診断
・施肥設計
・現地視察、アドバイス
・施肥作業代行

・県内全域を地域に適合した商品の提案、説明を行います。
・水稲、園芸、施設園芸、果樹等の土壌診断をもとに、適切な施肥設
計を行います。
・現地圃場の確認をし、適切な施肥指導を行います。
・圃場の施肥作業及び除草作業等の代行作業を行います。

・今後の業界方向性を見極め、低
コスト型や高付加価値農産物型、
環境こだわり農産物型、有機
JAS対応型など、あらゆる生産
者のニーズに対応します。

・肥料販売商業者の連携強化、農業関連
情報収集及び啓発活動
・肥料販売業に関する指導及び資格制度
推進（施肥技術マイスターほか）

・土壌分析、診断をもとに各作物の施肥指導、栽培指導を行います。
・普及組織情報を販売ルートを通じて農業者へ届ける事ができます。
・機能性肥料など新規肥料の効果試験又は説明会等の実施をお手伝い
できます。
・地域・作物に適合した肥料の開発を共同で進めることができます。

事務局
（栄物産（株）） 077-569-5958

大阪府部会事務局
（（株）農産アグ 06-6536-1677
リーン）

・系統組織からの情報のみではな
く、各会員の幅広いネットワーク
を通じて収集される商系組織の情
報も活用いただき、農業者に最適
な情報の提供のために連携を図っ
て頂きたい。
・普及組織にて開発された技術及
び行政からの情報提供をお願いし
たい。

都道府県

兵庫県

奈良県

名称

全肥商連兵庫県部
会

奈良県肥料商業組
合

事業内容

普及組織と連携できるサービス

窓口

連絡先

普及組織へのメッセージ

肥料販売商業者の連携強化、農業情勢情
報収集及び啓発活動、施肥指導研修会の
開催

・毎年9月に兵庫県農林水産技術総合センターとの連携を取りながら、
技術向上のための講習会・講演会を開催している。「施肥マイス
ター」資格の取得を奨励している。
兵庫県部会事務局 078-912-2555
・また、部会員の各企業に於いては圃場の土壌診断を行い、診断結果
に基づく施肥設計の提供による合理的な農業経営への助言を行ってお
ります。

毎回、著名な講師を迎えて開催し
ておりますので、開催時には、是
非、ご出席をお願い申し上げま
す。

・農業関連資材販売（肥料・農薬・資材
等）
・肥料販売業に関する指導及び教育
・肥料販売業に関する資料の収集及び提
供
・組合員の福利厚生と親睦

・行政（県農業水産振興課）と全肥商連を両輪に、県下の友好団体奈
良県農薬商業組合及び奈良県毒物劇物取扱者協会と連携を密にし、奈
良県農業のハブになりパイプ役になる事を目指す。
・組合として不要又は廃棄農薬を年１度回収し産廃業者へ処分委託し
ており、普及組織からのご依頼あれば対応致します。
・毎年２月に実施される奈良県毒物劇物取扱者試験受講者に対し、試
験対策講習会を開催しております。
・組合員減少する中組織維持を図る為、中途半端な土作りではなく確
信を持った指導と効果の高い堆肥を斡旋し、生産者に喜ばれておりま
す。
・全肥商連主催の行事に毎年参加し、他府県の同業者と情報交換に努
め組合員へ還元しています。
・施肥技術マイスター取得を奨励し、組合員のレベルアップと知識の
向上に努めています。

・地産地消をモットーに儲かる農
業を目指す若い指導者育成の為、
行政・全肥商連からの情報をより
有効活用し友好団体と連携・連帯
の下、具体的な施策の受け皿にな
らんとすることを目指していま
す。
・過去の奈良県農業の輝かしい実
績を再検証し、その精神と技術力
を次世代に繋げる役割が、今を生
きる我々の最大の責務だと考えて
おります。

松本肥料店

0743-66-0045

〈土づくり講習会開催〉
開催日：平成27年9月8日
場 所：岡山県農林水産総合センター
岡山県部会
岡山県

徳島県

西日本日紅㈱
日植アグリ㈱
両備産業㈱
山陽薬品㈱

全肥商連
徳島県部会

・肥料販売業に関する指導及び教育
・肥料販売業に関する情報又は資料の収
集及び提供

・農業用資材販売（肥料、農薬、種苗ハ
ウス資材、農機具等）
・土壌分析、施肥設計
・農産物集荷、販売等

・講習会開催時何名かの出席者と
名刺交換したが、その後連携した
取組みはない。
・部会会員は日頃営業で末端巡回
講 師： 県農林水産総合センター農業研究所 大家 理哉氏
をしており、生産者との接点は多
テーマ：「岡山県における農耕地土壌の実態と今後の土づくり」
く、生産者訪問時行政の通知など
（事務局）
西日本日紅㈱
086－296-6757 を説明することは可能なポジショ
講 師： 東京農大名誉教授 後藤 逸男氏
ンにある。
（総務・経理部）
テーマ：「土壌病害から見直す土づくり」
・普及組織と情報交換等できれ
受講者：64名（内訳：普及職員18名、農大生9名、全肥商連 会
ば、行政が求められることの中
員37名）
で、出来ること出来ないことが具
体的に見えるのではないかと 考
岡山県農林水産部農産課のご協力の下、官民連携による講習会を開催
えます。
した。普及職員からも好評で、シリーズ化して進めてゆきたい取組。
・土壌診断結果に基づく農業者に対する施肥指導を行っています。
・新製品情報について、開発メーカーの協力を得ながら説明会を開催
できます。
・新製品の実証試験に協力（メーカーからの資材供与・現地調査）が
できます
・販売ルートを通じた農業者への情報提供に協力ができます

県部会事務局
（株）ヨシミ
見社長

𠮷 088-692-0021

・長い歴史を通じて育んできた農
業者との深い絆を活かして、産地
の課題解決に役立つ資材情報を提
供できます。
・土壌診断結果に基づく適正施肥
の指導に対応できます。

都道府県

名称

香川県

全肥商連香川県部
会（四国物産
（株）・立石商事
（株）・東洋物産
（株）・西日本日
紅（株）香川支
店・（株）石原林
造商店）

・農業資材販売（肥料、農薬、土壌改良
資材、種子、種苗、ハウス資材等）
・土壌診断
・施肥設計
・栽培指導

・土壌診断に基づく施肥設計、施肥指導、栽培アドバイス。
・メーカー、商社と連携し生産者向けの講習会、情報の提供。
・新規肥料、農薬の栽培試験に協力。
・「施肥技術マイスター」の取得を全面的にバックアップ。
・県農政水産部の協力を得て会員の技術向上を目指して研修会を開
催。

全肥商連高知県部
会

・農業用資材販売
（製造、肥料、農薬、種苗、ハウス資材
等）
・土壌診断に基づく施肥設計
・現地視察、アドバイス
・施肥作業代行
・米穀集荷販売

・毎年6月、高知県農業関係組織と農薬メーカ及び卸商との合同研修会
を開催しています。
・高知県の次世代型環境制御技術（炭酸ガス、日射量、水分など）の
「高知県版技術」普及の為、関連組織との合同研修会を2017年2月に 事務局
開催しました。
西内（株）
・トマト大型ハウスの見学視察コースは全国から来場しています。
・土壌診断に基づく施肥設計や作物の生育診断に基づく栽培アドバイ
スを行っています

万来屋物産（株）

・農業用資材販売（肥料、農薬）
・土壌診断
・施肥設計
・栽培指導
・玄米の買取と白米の販売

・土壌診断結果に基づく農業者に対する施肥指導や栽培指導
・新規の肥料・農薬について開発メーカーに代わって説明会を実施で
きる
・新規の肥料・農薬について実証試験に協力（メーカーからの資材提
供、生育調査）ができます
・販売ルートを通じた農業者への情報提供（肥料、農薬、講演会・セ
ミナーへの動員、公的機関の農業支援策等の連絡説明）ができます
・農業者から玄米の買取ができます

高知県

福岡県

事業内容

・農業関連資材販売
（肥料、農薬、資材など）
福岡県

全肥商連
福岡県部会
武藤農商㈱

・米・麦・大豆集荷販売
全肥商連会員
全集連会員

普及組織と連携できるサービス

窓口

事務局
東洋物産（株）

肥料農薬部長
木下久廣

「大和五石研究会」開催
会員： 農業者、肥料・農薬卸、メーカー（会員数32名）
行政： 柳川市役所、南筑後普及センター
【研究会概要】
・1960年発会後56年継続経過。発会当時会員数は100名を超えてい
たが高齢化、農業人口減により減少。
・年間行事は次の通り。
4月 定期総会
5月 麦作品評会（立毛）
武藤農商（株）
6月 水稲育苗品評会
９～10月水稲坪刈り品評会
11月 大豆品評会（立毛）
・研究会会員から試験圃場提供頂き、同社は事務局として取りまと
め、行政との連絡役を務める。
・定期的に普及センター職員、研究会会員、事務局が試験圃場巡回。
各作物の生育状況見ながら普及センター職員より指導を受け、生育向
上に繋げている。
・また同様に現地圃場巡回時、生育状況調査記録し、翌年の定期総会
時公表、表彰を実施。

連絡先

普及組織へのメッセージ

0877-46-0123

・土壌診断に基づく適正な施肥、
栽培指導に対応します。
・県、メーカー、商社等の協力を
得て、低コスト、環境、高収益作
物生産に対応した資材、情報を生
産者に提供が可能。

088-882-1668

高知県の農業従事者の所得向上と
省力化にむけた次世代型栽培技術
を広く普及することに関連組織と
連携強化をはかっていきたいで
す。県内に留まらず全国各地から
の御指導を広くお願い申し上げま
す。

0942-44-6101

・開発メーカーとの幅広いネット
ワークを生かして産地の課題解決
に役立つ資材情報を提供できます
・土壌診断結果に基づく適正施肥
の指導や栽培指導ができます

・当地は土地利用型作物（米・
麦・大豆）を栽培しているが、農
地の利用利率（200％）を高
め、自給率向上に努めている。

TEL0944－76－
3011

・普及指導センターからは適切な
技術指導を頂いており、収量、品
質向上とともに圃場管理、環境保
全への配慮も努め、大変感謝して
いる。
・しかし当研究会以外では圧倒的
に系統組織との連携が強く、情報
提供量の不足を感じる。作物栽培
暦の提供など、要求しなければ入
手できないなど、公平な対応をお
願いしたい。

都道府県

名称

佐賀県

九州日紅株式会社

農業用資材卸売（肥料・農薬・種苗・ハ
ウス資材他）

肥料・農薬についての新情報をメーカーに代わって説明会が実施でき
ます。
新規肥料・農薬の現地実証試験の実施及び調査実証
販売店を通じ農業者への情報提供の実施施肥防除暦の作成

佐賀営業部（今坂
0952-51-3121
靖之）

販売店を通じての肥料・農薬・資
材について的確な情報の提供を行
い、儲かる農業への手助け を
テーマに活動しています。

佐賀県

筑紫アグリ株式会
社

農業用資材販売
（肥料・農薬・農業資材他）

作物別の防除暦を作成、配布し、各機関（防除センター等）からの情
報を活用しながら現地視察により的確な防除説明を行っています。

佐賀営業所（下村 0952-51一寿）、杵島営業 3128、
所（馬場 直樹） 0954-65-4851

土壌診断による施肥管理や肥料農
薬の講習会や現地研修会を実施し
ています。

肥料
農薬
資材
種苗

*土壌分析
*土壌診断結果の解析及びそれに基づく施肥設計
*肥料情報の説明会の開催
*農薬情報の説明会の開催
宮原
*新規肥料などの試験及び資材供与試験の調査
*販売ルートを通じた農業者への情報提供
*農薬の体系処理へのアドバイス（如何に少ない散布回数で最大の効果
を上げることが出来るか）

佐賀県

熊本県

熊本県

宮崎県

合資会社
店

宮原商

事業内容

卸・小売
小売
小売
卸・小売

普及組織と連携できるサービス

窓口

連絡先

普及組織へのメッセージ

0952-23-0551

JA以外の肥料の情報提供及び産
地の問題解決に結びつく肥料の施
肥方法などの情報提供「弊社の肥
料を使えば減肥ができる」をテー
マに活動しています。

事務局
清和肥料工業
（株）九州支店
（渡辺）

096-338-1525

土壌分析に基づく施肥指導により
省力化、コスト低減を目指し、安
心で安全かつ高品質な農産物の栽
培を永久的に継続できる様にサ
ポートを実践します。

更に行政、民間の連携が深まり九
州の農業が発展する様に努めて参
ります。
096－372-5151 生産現場に役に立てる企業とし
て、活用を頂ける様にこれからも
研鑽して参りますので、ご指導を
宜しくお願い致します。

茂行

全肥商連熊本県部
会

R3年８月現在 部会員数61社
・農業生産資材販売
（肥料、農薬、種苗、ハウス資材等）
・土壌分析、診断
・施肥設計
・栽培アドバイス

・土壌分析、診断をもとに各作物の施肥指導、栽培指導を行います。
・安心、安全な農産物の栽培の為に適切な生産資材を提供し、高品質
な農産物の安定的な生産にアドバイスを行います。
・普及組織、指導機関と連携を取り新技術の普及、推進活動を行いま
す。

ヒノマル株式会社

・肥料、農薬、園芸資材の販売
・栽培施設の設計施工
・土壌分析、ドローンの販売ならびに講
習会開催
・事業所：熊本県、福岡県、大分県、長
崎県、宮崎県、鹿児島県

農業に特化した卸売としてより広く、より深く、柔軟に農家様のニー
ズにお応えできる体制を整えています。
九州各県に「施肥技術マイスター」を配置し土壌分析に基づいた施肥
のご提供を行います。肥料、農薬、資材、施設工事の４つの部門を網
羅した総合力で生産現場をサポートいたします。

営業本部
徳永 純也

・肥料販売業者の資質向上と連携強化
・地域農業者への施肥栽培指導並びに各
種情報の提供

毎年、関係団体者を対象とした施肥技術講習会を開催し、土壌・肥
料・栽培技術スキルアップを図っています。連携できるサービスとし
ては 土壌診断結果を基にした施肥アドバイス、生育診断に基づく栽
培指導、土づくりに関する各種アドバイスが可能です。
また、新規作物や新規肥料・改良剤等の実証試験に協力できます。会
員のネットワークを通じて 農業者へ優良情報の提供や合理的な農業
経営への助言を行うことが可能です。

県部会事務局
（資）菊池商店
0985-24-567
部会長菊池、事務
局高橋

従来は系統組織以外の肥料・資材
での指導を主に行って参りました
が、地域農業の更なる発展のため
に普及センターとの連携を図らせ
ていただきご指導を仰ぎながら農
家所得の向上に寄与できればと考
えています。

・農業生産資材販売
・肥料、農薬、種苗、ハウス資材等
・土壌分析、診断
・施肥設計と各種情報提供
・栽培アドバイス

・土壌分析は勿論、土壌分析結果の解析及びそれに基づく施肥設計。
・安心、安全な農産物の栽培の為に、適切な生産資材を提供し、高品
質な農産物の安定的な生産にアドバイスを行います。
・県普及組織、県指導機関との連携を取り新技術の普及、推進活動を
行います。
・肥料、農薬、農業用資材の説明会の開催（少人数可）。

事務局
九州日紅（株）鹿
児島営業部
担当：宮下

・各地区の販売店を通じた肥料・
農薬・農業資材の的確な情報提供
の下、土壌分析による省力化、高
齢化社会での人材不足への機械
化、更なるコスト低減を目標に、
安心・安全・省力化をテーマに活
動していきます。
・県普及組織、指導機関、病害虫
防除所と連携します。

全肥商連宮崎県部
会

全肥商連鹿児島県
鹿児島県
部会

TEL:
099-267-2361
FAX:
099-267-2360

