
「協同農業普及事業に
関する意見を聴く会」

令和元年１０月４日（金）

一般社団法人 全国肥料商連合会
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一般社団法人 全国肥料商連合会

National Association Network for Agriculture of Japan

（略称）全肥商連
設立：昭和３０年８月（1955年）
改組：平成２３年１月（2011年）

元和3年（1617年） 肥料商が歴史書に現れる
昭和14年（1939年） 全肥商組発足 昭和19年解散、配給制となる
昭和25年（1950年） 配給統制解除となり、肥料の自由販売化
昭和30年（1955年） 肥料の安定供給を図るため、二元流通政策の

商系流通を担う団体として設立（会員: 6,000社）
平成23年（2011年） 一般社団法人化を果たす
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目的： 全国肥料商業者の肥料流通における信頼と責任
の連鎖を図り、肥料並びに農業界、地域社会の発展に貢
献し、食と農の架け橋として社会的要請に努めること。



10人以下

11～50人

51～100人

101人以上

（一社）全国肥料商連合会 会員分布地図
（１，４７１会員 令和元年９月３０日現在）

【準会員 15社】 長野県３ 福井県１ 和歌山県１ 広島県２
大分県２ 長崎県２ 沖縄県１
日本ＧＡＰ協会 日本農業法人協会
日本肥料アンモニア協会

準会員

【都道府県部会 40会員】

【組織】
商人系肥料流通を担う、全国組織。
会員は、正会員、賛助会員、準会員、
パートナーズ会員がある。

【創立】 昭和30年8月1日

平成23年1月19日一般社団法人
化により、全国肥料商連合会の
事業継承する。
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一般社団法人 全国肥料商連合会 【組織図】 H30.1.17 改定

会員

正
会員

元売商 元売１１社
県部会 ４０県部会

５１会員

賛助
会員

肥料メーカー等
２７会員

準
会員

１６会員
（大分、長野、長崎、福井、広島、

和歌山、沖縄、団体等）

社員総会

理事会
（理事31名）

監事 2名

会長
諮問委
員会

・顧問
制度

（常）常務理事

農業技術部

〇行政との折衝
〇施肥技術講習会
〇都道府県部会と
の連携

事業支援部

〇新規事業支援
〇外部組織との連携
〇情報通信推進

事務局

（事務局長）

〇総務・会計
〇業務
〇広報
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副会長 6名

専務理事

パートナーズ会員

肥料業界関係

補
佐

（非）常務理事

業務執行理事会



（一社）全肥商連 理事・役員（R1.9.10）
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全肥商連主な活動

■ 情報発信
（ＨＰ，ﾒﾙﾏｶﾞ）

■ 研修事業 １． 全国研修会 （農林水産省後援 年1回開催）

・ 経営者向けﾄｯﾌﾟｾﾐﾅｰ（歴代来賓：49回小栗近畿農政局長、
第50回佐々木東北農政局長、第51回鶴見北海道農政事務所長）

・ 第52回大会兼創立60周年記念事業（平成28年7月、佐藤大臣政務官）

・ 第53回（平成29年7月、熊本市、金丸九州農政局長）

・ 第54回（平成30年7月、掛川市、浅川関東農政局長）
・ 第55回（令和１年７月、高松市、大浦中国四国農政局長）
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行政、農業、肥料、食品流通等関連情報等
＊農林水産省：生産局技術普及課、生産資材対策室、農業環境

対策課、消費・安全局農産安全管理課
経済産業省：製造産業局素材産業課

２． 施肥技術講習会 （農林水産省後援 年3～4回開催）

・ 施肥技術マイスター認定者（約2,000名、R1.9.30現在）

・ 環境・資源・健康を考えた「土と施肥の新知識」発刊（1.5万部）

・ 「人を健康にする施肥」発刊（2千部）

■ 連携・交流 ・４０都道府県部会を通じ地方行政との連携･調整

■ 研究 ・「食の安全＆人の健康」に繋がる協働

・「農産物付加価値化」に繋がる協働



第５５回全国研修会 日時：2019年7月4日（木）～5日（金）

会場： サンポート高松シンボルタワー 国際会議場（香川県） 主催： （一社）全国肥料商連合会

総合テーマ： 『四国のにぎわい～農業新時代に向けて！』

（瀬戸大橋）

（アート・直島） （栗林公
園）

（サンポート高松シンボルタワー）

■パソコンやスマホから、目的地
圃場の土壌分類や特徴が分かる

スマート農業の基本となる新技術！

『全国デジタル土壌図』の開発と活用
農研機構農業環境変動研究センター

上級研究員 高田 裕介氏

⇒ 施肥基準と連動し、適切な施肥設計ができる！

「総合力による農業の取組」

真言宗善通寺派菅管長の講話
（弘法大師空海の生誕寺院）

（瀬戸大橋）

（会場：サンポート高松シンボルタワー）



第５５回全国研修会 2019年7月4日（木）

総合テーマ：『四国のにぎわい～農業新時代に向けて！』
≪生産現場で活躍する四国の女性経営者≫

（株）三木肥料 阿波ノ北方農園
代表 三木 みずほ 様

「つなぐ、つながる農業へ」

森田農園（もりけんファーム）
森田 かおり 様

◇2日目（7月5日）は、現地視察を企画。
見どころ満載の四国です！

農業生産法人 （株）SUNSO
取締役 尾池 美和 様
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第28回全肥商連施肥技術講習会
＜施肥技術マイスター / 第2回基礎・実学混合コース・普及職員向け＞

日 程： 2019年11月20日(水）～21日（木）
会 場： ユースピア熊本(熊本県青年会館） 大ホール

〒862-0950 熊本市中央区水前寺3丁目17-15

ＴＥＬ096-381-6221

１．５万部出版の
ベストセラー！

主 催： （一社）全国肥料商連合会
後 援： 農 林 水 産 省

現場を知る著名な講師陣

渡 辺 和 彦 先生
農学博士 元東京農業大学客員教授

後 藤 逸 男 先生
農学博士 東京農業大学名誉教授

小 川 吉 雄 先生
農学博士 鯉淵学園農業栄養専門学校教授

六本木 和 夫 先生
農学博士 元埼玉県農林総合研究センター部長

実習風景

先生方との意見交換会

教材のキーワード
『環境・資源・健康』



ー 全国で約２，０００名が活躍中 ー “施肥技術マイスター”

学んでめざそう！ “施肥技術シニアマイスター”

を考えた 『土と施肥の新知識』

10

環 境 健 康資 源

作物の栄養と人間の健康

渡辺 和彦 先生
（元兵庫県農林水産技術
総合センター―部長）

土壌診断と土づくり

後藤 逸男 先生
（全国土の会会長）

栄養診断と施肥法

六本木和夫 先生
（元埼玉県農林総合研究

センター部長）

肥料取締法の概要

農林水産省
（農産安全管理課）

肥料の特性と農業環境

小川 吉雄 先生
（元茨城県農業総合センター

園芸研究所長）

〇受講対象者は全肥商連会員（肥料商、商社、メーカー等）、 普及職員受講料：１万円（教材費込み）
〇講義終了後、講師の先生方と意見交換会があります。 講義の補完や情報交換の場として好評です！

□お問合せ・受講申込先 ：（一社）全国肥料商連合会 TEL03-3817-8880 FAX03-3817-8882



施肥技術講習会講義概要（１）
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施肥技術講習会講義概要（２）
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施肥技術講習会実施状況
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都道府県別普及職員受講者一覧
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■ 優先的にリスク管理を行うべき有害化学物質のリスト
・農水省は、健康への悪影響や中毒発生の懸念が低い（中略）硝酸態窒素について、
優先的なリスク管理の対象から外した。
（農水省プレスリリース平成28年1月公表）

■ 農業技術の基本指針（平成29年改正）
Ⅰ農政の重要課題に即した技術的対応の基本方向
（Ⅱ）有害物質等のリスク管理措置の徹底

エ 野菜の硝酸塩対策
今般の平成29年改訂では、この「エ 野菜の硝酸塩対策」の項目全体が削除となった

■ 野菜含有の硝酸塩は有害から無害に改定！
（有益論を言うには、医学会、農学会の認識の定着が必要）

■ 農研機構 2017年3月追加記載
※硝酸イオンの人体に与える影響については、現在有用な効果も見つかっており、
更に研究が必要です。硝酸低減マニュアル内の記述（硝酸イオンはヒトにとって全く
必要でないものである）は作成時（2006年3月）の硝酸に対する認識が反映されたもの

行政との折衝・連携


