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４．２．地方公共団体 
① 愛知県 

 
 

（１）施設園芸の概況 
愛知県は、製造業の出荷額全国 1位を 30年以上維持しているとともに、毎年 3,000 億円超の農

業産出額を示す農業県でもある。全国の農作物別構成比と比較して、愛知県は野菜や花きの比率

が高く、特に渥美半島を中心とする東三河地域付近の施設園芸が盛んで、地の利を活かして、中

京の市場に留まらず、首都圏、阪神へも野菜や花きを安定的に供給している。 

野菜では露地栽培のキャベツの産出額が最も多いが、施設栽培ではトマト、シソ（大葉）、イ

チゴとキャベツに続く産出額となっている。花きでは、キク（スプレーを含む）が 4 割近くと最

も大きな産出額であり、鉢物の洋ラン、観葉植物と続く。 

全国的にみても、園芸用施設設置面積は４位と屈指の産地として名高いが、近年施設の老朽化

による生産性の低下が課題となっている。 

農業産出額の総額を経年で見ると、近年野菜に合わせて微増傾向にある。 

 

図：農業産出額構成比の比較 

 
 
 

図：愛知県の野菜・花き品目別産出額構成比 

 
 

出典：農林水産省「平成 29 年生産農業所得統計」より三菱総合研究所作成 
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図：愛知県農業産出額の推移 

 
出典：農林水産省「平成 29 年生産農業所得統計」より三菱総合研究所作成 

 

県が 2016年度に策定した「食と緑の基本計画 2020」は、人口減少や高齢化に伴う食市場の縮小

や食の多様化、グローバル化の進展、経営規模の拡大、先端技術の導入拡大、産地間競争の激化

と連携の進展、農林水産業や農山漁村に対する理解の希薄化など、2030 年の社会展望を見据え、

2020年までに県が目指す姿を表している。 

このなかで県は、一大消費地でもあり産地でもあるという強みを活かし、「めざす姿」として

以下の 3つの柱を立てた。 

柱 1：競争力の高い農林水産業の展開による食料等の安定的な供給の確保 

柱 2：農林水産業への理解の促進と食料等の適切な消費の実践 

柱 3：自然災害に強く緑と水に恵まれた生活環境の確保と元気な地域づくり 

この中で、柱の 1 が特に施設園芸の振興に関係しており、その項目として、「愛知の強みを生

かした技術による品質や生産性の向上」や「マーケットインの視点に立った生産・流通の改善と

需要の拡大」に取り組むとしている。 

「食と緑の基本計画 2020」では、3 つの「めざす姿」の実現に向け、関連する取組を効果的に

組み合わせた展開を図ることも必要としており、愛知県の強みや特長を生かした １２のテーマ

を設定し、その実現に必要な各種取組を「重点プロジェクト」としてパッケージ化している。 

この重点プロジェクトの一つとして、県の農業の特長である施設園芸の競争力をさらに高める

ため、「あいちの施設園芸高度化プロジェクト」を設けており、「あいち型植物工場の拠点づく

り」と「あいち型植物工場の「個」から「面」への拡大」に取り組んでいる。 
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図「あいちの施設園芸高度化プロジェクト」のイメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
出典：愛知県「食と緑の基本計画 2020」 

 

（２）目標とする経営の姿 
2016年 4月に策定された「農業経営基盤の強化の促進に関する基本方針」では、2025 年に向け、

以下の方向性がまとめられている。 

農業生産力を維持し、安定的な食料の供給を図るためには、効率的かつ安定的な

農業経営を実践する「基幹経営体」を目指す農業者及び更なる経営の改善を目指す

基幹経営体への農用地の利用集積、これらの農業者の経営管理の合理化、その他農

業経営基盤の強化を促進するための施策を総合的に講ずることにより、効率的かつ

安定的な農業経営体を育成し、本県農業の健全な発展を図る。 

ここで示されている基幹経営体とは、経営規模などから、他産業と比べて遜色がない所得を確

保する農業経営体のことを指しており、以下の目標が設定されている。 
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表：農業経営の目標（2016年 4月時点） 

 年間所得 年間労働時間/人 備考 

基幹経営体 概ね 800 万円 概ね 1,800 時間 所得は主体従事者 2 名分を想定。 

新規就農者 概ね 250 万円 概ね 2,000 時間 就農後 5 年で生計を立てられる目標値と

する。 

出典：愛知県「農業経営基盤の強化の促進に関する基本方針」 

 

この目標に対して、県では農地の集積や生産方式の改善、経営管理の合理化のための研修、補

助融資制度活用等の支援措置や生産組織の育成と法人化等の推進、新規就農者の受入体制整備、

人材育成に力を入れるとしている。 

 

（３）生産基盤の強化に向けた取り組み 
① 取り組みの方向性 

「食と緑の基本計画 2020」の個別計画として、県農業水産局農政部園芸農産課で策定されたの

が「愛知県野菜生産振興方針（2016年 3月、5か年計画で更新）」、「愛知県花き振興計画（2016

年 3月、5か年計画で新設）」である。 

「愛知県野菜生産振興方針」では、５つある主な振興方策の柱の一つに「施設野菜の生産性向

上」を設け、上述した、「あいち型植物工場」の推進のほか、老朽化施設の再整備等の推進に取り

組んでいる。 

また、「愛知県花き振興計画」では、「生産者の経営の安定」を図るため、花きの生産基盤の整

備として、野菜と同様「あいち型植物工場」などの環境制御技術の導入を行うとともに省力化を

進め、経営規模の拡大を推進するとともに、「生産性及び品質の向上の促進」を図るため、生産

技術の開発と導入推進として、産学官連携による新技術や新品種の研究開発に力を入れている。 

 

② 分野別の主な事業 

【人材育成】農業人材力強化総合支援事業（国費） 

現在県が行っている人材育成は、新規就農者の確保を目的とした農業次世代人材投資事業、農

業者育成支援研修のほか、より優れた経営感覚を磨くための農業経営塾管理運営事業がある。 

農業次世代人材投資事業では、就農前 2 年以内の研修期間、就農後 5 年以内の経営確立期間に

支援金が交付される制度である。 

県の農業大学校では、人材育成の一環として、農業経営に必要な基礎的な知識や技術を習得す

るための「ニューファーマーズ研修」実施しており、この研修は、概ね 45歳未満の農業経営希望

者を対象としたもので、花き、果樹、野菜などのコースが設定され、4月から翌 2月までの 10か

月間に約 180時間の講義と 900時間以上の実習を修了する必要がある。 

また、農業経営塾管理運営事業費を活用して、2018 年度から実施している「あいち農業次世代

リーダー塾」は、農業者が高度な経営ノウハウを体系的に学ぶためのもので、受講後 3 年を経過

するまでに、売上 10%以上向上、コスト 10%以上削減など数値目標を設定するプログラムである。

経営計画を策定することがひとつの目標であり、その中で労務管理や財務管理等どのように経営

を発展できるかを学ぶ。 

 

【運営モデルの確立と展開】 

具体的事業①あいち型植物工場推進事業など（国費） 
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県は、既存の園芸用施設の生産性向上を図るため、低コストで環境制御技術を導入可能な「あ

いち型植物工場」の導入を推進しており、そのため、国の地方創生推進交付金を活用して 2016年

度に「あいち型植物工場推進事業」を創設した。 

この事業は、県の施設園芸の主要な品目である、トマト、ミニトマト、イチゴ、キュウリ、ナ

ス、大葉、輪ギク、スプレーマム、バラ、ハウスみかんの１０品目で、既存の太陽光利用型の施設

において、温度、湿度、二酸化炭素濃度などの常時モニタリングし、環境制御を行うとともに、

産地の農業者のグループでデータを共有し「見える化」を図ることで、産地全体の生産性向上を

図るものであり、2018年度までの 3年間、「あいち型植物工場」に取り組む産地グループの活動

に必要な、モニタリング装置等の機器の導入や、産地グループ全体の技術確立、新技術の実証、

人材育成のための研修を支援した。 

 あいち型植物工場の取組の成果を普及するため、国の「産地パワーアップ事業」や県単独補助

事業を活用し、環境モニタリング装置や環境制御装置の導入、低コスト耐候性ハウス等の設置を

支援している。 

表：「あいち型植物工場」の普及状況（2019年 2月時点） 

品目 産地グループ数 農家数（戸） 実施面積（ha） 

野菜 35 268 49.0 

花き 21 134 19.3 

果樹 4 53 7.8 

合計 60 455 76.1 

出典：愛知県ホームページ「あいち型植物工場の普及状況」

https://www.pref.aichi.jp/soshiki/nogyo-keiei/guideline.html（2020 年 1 月 23 日閲覧） 
 

また、イノチオみらい株式会社をはじめとする民間企業、豊橋市、JA 豊橋、JA あいち経済連、

豊橋技術科学大学、県でコンソーシアムを組み、国の次世代施設園芸導入加速化支援事業を活用

して豊橋市に「次世代施設園芸愛知県拠点」を整備し、下水処理場の放流水の熱エネルギーの活

用による約 4ha規模のミニトマト栽培の実証を行っている。 

次世代施設園芸愛知県拠点は、導入技術の新しさ、地域エネルギーの活用方法などを含め、「最

先端」のモデルとして実証を行っており、GGAP も取得しているため、県としては研修の場として

地域の農業に貢献することを期待している。 

 

具体的事業②あいち型産地パワーアップ事業（県費） 

国の産地パワーアップ事業等の補助事業の採択要件を満たすことができない産地を支援するた

め、県の単独事業として、耕種作物を対象に、産地の戦略に基づく、農業機械や生産資材の導入、

施設の整備、既存施設の機能向上を伴う改修などを支援するものであり、補助率は 1/3 以内とし

ている。   

今年度は県予算 1 億円を活用し、集出荷場の改修、キク、トマトの栽培施設への環境モニタリ

ング装置の導入などを支援し、産地の生産力強化に取り組んでいる。 
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図：施設園芸の振興における「あいち型植物工場」の位置づけ 

出典：愛知県「愛知県野菜生産振興方針」2016 年 3 月 

 

具体的事業②あいち型植物工場高度化推進事業（国費） 

2018年からは、地方創生推進交付金を活用した「あいち型植物工場高度化推進事業」にて、よ

り高収益な経営を実現するための高度な生産技術の開発を行うとともに、人材育成の研修を実施

している。 

本事業を活用し、あいち型植物工場推進事業での成果やノウハウをとりまとめ、生産者や指導

員に活用してもらうことを目的に、トマト、イチゴ、ナスを対象とした「あいち型植物工場環境

制御ガイドライン」を 2019年 3月に整備した。ここには、県内での実証を踏まえた数値目標を含

め、収量及び品質向上のためのポイントや経営モデル、栽培管理上の留意事項が記載され、県内

の生産者の技術力向上につながっている。 
本事業の成果としては、環境制御下におけるトマトの着果管理技術、イチゴのクラウンの加温

技術などが挙げられる。 

現在、トマトの花の色から着果程度を予測する技術の開発を豊橋技術科学大学等の研究機関や

農業団体などと共同で進めている。 

今後、環境データに加え、生育情報を収集し、それらのデータから収量予測につなげる仕組み

の検討を進めていく。 

 

具体的事業③スマート農業実証推進事業（国費） 

国の予算を活用し、農業者、普及組織、民間企業等で構成されるコンソーシアムにおいて、最

先端の農業技術の実証を行うもので、2019年から愛知県、農研機構、JA西三河、民間企業など 11

の組織から成る「日本をリードする施設キュウリスマート農業実証コンソーシアム」において、

「ICT に基づく養液栽培から販売による施設キュウリのデータ駆動経営一貫体系の実証」を開始

している。 

県が力を入れている産地の収益向上に向け、環境制御された養液栽培による周年栽培技術の確

立、生育データと環境データを活用した AIによる生育予測、それらによる出荷予測と労務管理へ
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の反映などが実証事項として設定されている。 

成果目標は、作業時間削減 10%（89h/t から 80.1h/t）、反収向上 30%以上（26.5t/10a から

34.5t/10a）としており、2年かけて実現することを目指しており、現在順調に進んでいる。この

実証ほ場において取得したデータを活用し、産地の技術の底上げを図る。 

 

具体的事業④農業生産力パワーアッププロジェクト推進事業（国費） 

この事業は、5 年後、10 年後の生産力の急減を見据え、主要産地・品目ごとに「産地戦略」を

策定し、担い手の確保、生産効率の向上などに必要な技術の実証について、地方創生推進交付金

を活用して支援するものである。 

「産地戦略」とは、各産地の県の農林水産事務所、市町村、JA、農家がチームを組み、10年後

の目指す姿と目標、その実現に向けた課題、目標達成のための取組方策と直近 5 年のアクション

プランを取りまとめたものであり、その実現に向けた取組を本事業により支援している。今年度

はナス栽培での環境制御技術の導入、キュウリ栽培でのハウス噴霧装置の導入、イチゴの防除技

術の導入などを実証している。 

 

愛知県は、隣接する中京の大都市だけでなく、首都圏にも近畿圏にもアクセスが容易で日照に

も恵まれた環境にある。全国と同じように、高齢化や担い手の不足、生産面積の減少などの課題

は進みつつあるが、県としては、今後も他産地の生産減少をカバーするような生産量の拡大、単

位面積当たり収量増、農家の収入増のための施策に力を入れていく。 

 

参考資料： 
愛知県農業水産局農政部園芸農産課ホームページ 

農林水産省「平成 29 年生産農業所得統計」 

愛知県「食と緑の基本計画 2020」、「愛知県野菜生産振興方針」、「愛知県花き振興計画」、「農

業経営基盤の強化の促進に関する基本方針」 

愛知県農業総合試験場、愛知県経済農業協同組合連合会、トヨタネ株式会社「あいち型植物工場

環境制御ガイドライン（トマト、ナス、イチゴ）」2019 年 3月 

西三河農業協同組合ホームページ 
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② 佐賀県 
 

（１）佐賀県の園芸農業振興～さが園芸生産 888 億円推進運動～ 
佐賀県では、九州の多くの県と同様に、平成元年以降農業生産額が緩やかに減少してきた。

そうした中で、「佐賀県『食』と『農』の振興計画 2019」を策定し、「稼げる農業」の実現を

目指している。 
今後の農業産出額向上の柱として、現在県の農業産出額の約半分を占める園芸農業の拡大

を掲げ、「さが園芸生産 888 億円推進運動」を展開している。本推進運動では、園芸農業の産

出額を 2017 年の 629 億円から、2028 年までに 888 億円まで伸ばすことを目指している。 
佐賀県の露地野菜の玉ねぎなども園芸産出額の多くを占めるが、10 年間で 259 億円増加さ

せる目標のうち、施設野菜が 91 億円（3 割強）を占めている。その振興方策の一つとして、

いちごやきゅうりを中心とした、環境制御技術の導入を掲げている。 

 

図：「さが園芸生産 888億円推進事業」の施策概要 

 

  

県園芸産出額向上の柱の一つとして、高度施設園芸の普及促進に取り組む 
＜佐賀県＞ 
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（２）県として力を入れていきたい品目 
施設園芸において、佐賀県の今後の主力品目いちご、きゅうり、ハウスみかん等を掲げて

おり、特に高度環境制御の普及に関してはいちごときゅうりをメインターゲットとしている。 

① いちご 

いちごについては、従来佐賀県施設園芸のメイン品目であったが、近年担い手の高齢化が

進む中で、単収向上と品質向上をテーマとして取り組みを進めている。環境制御技術の普及

に加えて、新たな品種として 2018 年に「いちごさん」をデビューさせ、県主力品種として普

及推進している。 
従来品種の「さがほのか」に対して、「いちごさん」は、高単価期である年内の収量が多い、

果実の赤味が濃い等の特徴を有しており、生産者の収益性向上に資すると期待されている。

一方で、「さがほのか」と栽培方法が若干異なる部分があるため、環境制御技術の普及・デー

タ収集と併せて、最適な栽培体系の確立に向け、県として取り組んでいる。 
なお、「いちごさん」の現在の県内導入率は栽培面積で５割程度であるが、2020 年までに

100％の導入率を目標としており、環境制御技術の普及と新品種の導入により、県内平均単収

の向上を図る。 
 

表：いちごの収量目標（佐賀県「食」と「農」の振興計画 2019より） 

指標 
基準 

（2018） 
中間目標 
（2022） 

目標 
（2028） 

いちごの 10a 当たり収量 4.4t 4.7t 5t 

 

② きゅうり 

きゅうりについては、環境制御技術の活用に先進的に取り組んでいる県内の生産者が複数

あり、そうした先進生産者をモデルとしながら、地域への技術普及促進を図っている。 
施策の方向性は、「大規模化」と「省力化」、「生産性向上」の３つである。前者に関しては、

現在県内のきゅうりの平均ハウス栽培面積は約 20a であるが、将来的には１ha 規模の生産者

を生み出していくことを目指している。後者に関しては、県の農業試験研究センターが中心

となって、環境制御技術等の技術導入と併せた効率的な栽培方法確立に向けた試験研究を進

めている。単収の水準も、現在県内平均である 10a 当たり 18t をさらに向上させていく。県内

トップクラス生産者で 10a 当たり 40t 程度までの単収を実現しているが、それをさらに高い

50t 程度まで引き上げることを目指している。 
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（３）生産基盤の強化に向けた取り組み 
① 環境制御技術の普及 

具体的施策：「さが園芸生産 888億円推進事業」（H31予算：11億 3445万円） 

園芸農業産出額の向上を図るために、先進的経営の実現による所得向上、意欲ある新規就

農者の確保・育成、産出額拡大につながる経営体・産地の育成等に取り組むものである。 
上述の、「さが園芸生産 888 億円推進運動」を展開していくために、「A 施設・機械整備、

取組への支援」（ハード事業）、「B 新種技術確立、規模拡大技術の開発」（ソフト事業）

の２側面から支援を行っている。 
事業期間は、2019 年度～2022 年度の４年間である。 

A. 施設・機械整備支援（ハード事業） 
ハード事業においては、(i) 規模拡大や機能高度化図るための革新的技術導入、(ii) 新規就

農者等における園芸面積の拡大、(iii) 経営力向上に向けた収量向上、低コスト化、規模拡大

等の施設整備、の３つの枠で補助を行っている。(i)については、環境制御型対候性ハウスの

整備に対して、国 50%、県 20%、市町 5%の補助を行う。品目別には、いちご高設栽培システ

ムや果樹根域制限システムの導入に県 50％、市町 10％の補助を行う。 
B. 収量・品質、産地の向上（ソフト事業） 
ソフト事業においては、ICT 技術を活用し環境データに基づく収量向上を支援する施策（ハ

ウス内環境「見える化」促進事業）や、露地栽培、果樹園芸栽培、茶栽培を中心に、新しい品

目や栽培技術を導入するための研修会の経費や栽培実証経費等に対する補助等を行っている。 
「ハウス内環境『見える化』促進事業」では、JA 生産者などを実施主体として、栽培環境

測定装置を導入し、ハウス内環境の「見える化」とデータに基づく栽培への取り組みを支援

するものである。栽培環境測定装置の購入費や、研修会開催日、外部講師招聘や先進事例調

査にかかる経費を補助する。成果指標として、単位面積当たりの出荷量の 10％以上の向上を

提示している。 
 

② 人材育成 

具体的施策：「トレーニングファーム」における新規就農者人材育成 

佐賀県では、次世代の担い手の確保・育成のための施策として、新規就農者が技術習得す

るための「トレーニングファーム」を県内 4 カ所に設け、市町や農協、生産部会など地域が

主体となって、就農希望者の募集から研修、就農まで一体的に支援している。対象品目はほ

うれんそう、トマト、きゅうり、いちごの 4 品目であり、トマト、きゅうり、いちごの３品

目については、環境制御機器を導入し、その使用方法等の指導も行っている。 
研修内容は、２年間のカリキュラムで、１年目に技術研修を行った後、２年目に模擬経営

研修を行う。 
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表：佐賀県トレーニングファームの概要 

 ① ② ③ ④ 

所在市 佐賀市 鹿島市 武雄市 白石市 

運営 ＪＡさが（県が整備補助・運営支援） 

対象品目 ほうれんそう トマト きゅうり いちご 

特徴  雨よけハウス  ハイワイヤー

式 
 環境制御機器

導入 

 環境制御機器

導入 
 多段式栽培シ

ステム 
 環境制御機器

導入 

 

具体的施策：「農業経営塾創出・展開支援事業 『さが農業経営塾』研修事業」 

農林水産省の「農業競争力強化プログラム」に基づき、人材強化のシステム整備の一環と

して、「さが農業経営塾」を開講し、地域農業者が営農しながら体系的に経営を学ぶ場を提

供している。経営発展に意欲的な農業者を対象として､経営力・販売力強化のノウハウ、雇用

を取り入れた農業経営や法人経営に関するノウハウに関する研修を行っている。 
さが農業経営塾では、2019 年の研修講座として、「トップマネジメント研修」を開講した

（期間は 2019 年 10 月～2020 年 2 月の５か月間（全 11 回））。主なテーマは、経営戦略の立

案、マーケティング、会計、労務管理・組織マネジメント、等であり、テーマごとに先進的な

事業者や専門家の講師を招聘した講演や現場視察研修を行うなどしている。 
 

参考資料： 
佐賀県「佐賀県『食』と『農』の振興計画 2019」（令和元年 8 月） 
佐賀県「さが園芸生産８８８億円推進事業実施要領」（平成 31 年 3 月 7 日） 

 
 
 
  


	31bessatsu1
	４．大規模施設園芸及び植物工場の事例調査
	４．２．地方公共団体
	①　愛知県
	（１） 施設園芸の概況
	（２） 目標とする経営の姿
	（３） 生産基盤の強化に向けた取り組み

	②　佐賀県
	（１） 佐賀県の園芸農業振興～さが園芸生産888億円推進運動～
	（２） 県として力を入れていきたい品目
	（３） 生産基盤の強化に向けた取り組み




