18．農業経営モデル（施設園芸（家族経営））

食料・農業・農村基本計画（平成27年３月）
参考資料（抜粋）

○ 施設園芸の担い手の「効率的かつ安定的な農業経営」のモデルとして、その経営発展や所得増大の道筋を例示。
○ 施設園芸の家族経営については、環境制御技術により省力化・単収向上に取り組み、粗収益１億円を実現するモデル。
営農類型

野菜作（施設園芸）

対象地域

全国

モデルのポイント
環境制御技術等の導入により規模拡大と生産性の向上、実需者との直接契約販売に取り組む家族経営
技術・取組の概要






生産技術のトピックス

環境制御技術により温度や湿度等の調整を自動化することで省力化を図り、生産規模を拡大
高糖度多収品種、養液栽培、長期多段栽培及び環境制御技術の導入により生産量を大幅に
増加（10.4t/10a→30t/10a）
周年生産を実現することで、年間を通じた地域雇用を創出
ヒートポンプ等の省エネルギー機器を導入することにより、コストを低減
実需者の求める品質のトマトを生産することで直接販売契約を結び、経営の安定化と販路の確
保を実現（304円/㎏→350円/㎏）

長期多段栽培（トマト） 複合環境制御システム

経営発展の姿
【経営形態】
家族経営（２名、臨時雇用17名）
【経営規模・作付体系】
経営耕地
施設野菜
・ トマト
定植
出荷

（参考）平均的な主業農家の姿
【経営形態】
家族経営（２名、臨時雇用１名）

1ha
1ha
8月
9月～翌年7月

【試算結果】
粗収益
経営費
うち雇用労賃
農業所得
主たる従事者の所得（/人）
主たる従事者の労働時間（/人）

1億500万円
9,340万円
2,150万円
1,160万円
580万円
1,800hr

○ハイワイヤーシステムを
利用した養液栽培技術
により、従来より収穫期
間が長く、大幅に生産量
が増加

○複合環境制御システ
ムと省エネルギー機
器を組合せ、生育環
境の最適化とコスト低
減を図る

【経営規模・作付体系】
0.33ha
経営耕地
施設野菜
・ トマト
0.33ha
定植
9月
出荷
11月～翌年6月

○スーパー、百貨店、外食、中食等に対し、直接契
約販売を実施

28

農業経営モデル（施設園芸（法人経営））

食料・農業・農村基本計画（平成27年３月）
参考資料（抜粋）

○ 施設園芸の法人経営については、大規模温室でICTや地域エネルギーを活用し、粗収益５億円を実現するモデル。
営農類型

野菜作（次世代施設園芸）

対象地域

全国

モデルのポイント
木質バイオマス等の地域エネルギーと先端技術を活用し、生産から調製・出荷まで一気通貫で行う次世代施設園芸に取り組む法人経営
生産技術のトピックス

技術・取組の概要






環境制御技術による省力化、農地集積の促進及び耕作放棄地、工業団地等の確保により、規
模を拡大
高糖度多収品種、養液栽培、長期多段栽培及びICTを活用した環境制御技術の導入により生
産量を大幅に増加（10.4t/10a→35t/10a)
周年生産を実現することで、年間を通じた地域雇用を創出
化石燃料依存からの脱却に向け、木質バイオマス等の地域エネルギーを活用（化石燃料使用
量3割低減）
直接契約販売により、経営の安定化と販路の確保を実現（304円/㎏→350円/㎏）

経営発展の姿

高軒高ハウス

天窓・カーテン・循環扇

養液供給装置

環境制御システム画面

（参考）平均的な主業農家の姿

【経営形態】
法人経営（４名、常勤雇用６名、臨時雇用82名）

【経営形態】
家族経営（２名、臨時雇用１名）

【経営規模・作付体系】
経営耕地
施設野菜
・ トマト
定植
出荷

【経営規模・作付体系】
0.33ha
経営耕地
施設野菜
0.33ha
・ トマト
9月
定植
出荷
11月～翌年6月

4ha
4ha
8月
9月～翌年7月

【試算結果】
4億9,000万円
粗収益
4億3,450万円
経営費
1億2,360万円
うち雇用労賃
5,550万円
農業所得
1,390万円
主たる従事者の所得（/人）
1,800hr
主たる従事者の労働時間（/人）

複合環境制御システム

○情報通信技術（ICT）を活用し、温度、湿度、CO2、
日射量、施肥量等を制御

木質バイオマスボイラー

地熱エネルギーの利用

○木質バイオマス等の地域エネルギーを活用し、化
石エネルギーから脱却

29

19．農業用温室の価格上昇
○ 日本の農業用温室の価格は、資材、人件費の上昇を背景に近年大幅に値上がりした。
○ 施設園芸では、農業経営費のうち施設費が１割以上を占めることから、温室の設置コストの低減を図る必要。
○ 日本の農業用温室に関する価格について

○ 農業経営費のうち施設費の割合

農業経営費
（千円）

施設費の割合

施設野菜作

622

13%

施設花き作

1,422

11%

露地野菜作

216

5%

果樹作

291

8%

稲作

105

7%

農業経営費に占める
施設費の割合が大きい
パイプハウス本体の価格は８年前の約１．７倍
※パイプハウス本体価格、アーチパイプ価格：ハウスメーカーのカタログから引用（アーチパイプは１セット（20本）の価格）
※労務単価：国土交通省「公共工事設計労務単価（普通作業員）」(熊本県の単価)

30

20．農業用温室の価格が高い一因
○ 日本では、簡易なパイプハウスが多いものの、台風や大雪、地震など、地域の気象条件に対応して強度を高めた温室の整
備が進められており、地域によって温室の構造や価格が異なる。
○ 施主（農家）のニーズに応え、耐久性の高い資材（例：曇りにくいフィルム等）が開発されているほか、施主の農地で収益
を最大化できるよう、農地の大きさや形状に合わせて温室の仕様をオーダーメイドで決定する場合が多い。

パイプハウス

普及しているパイプハウス
（耐風速：29m/s、耐雪荷重16kg/㎡
本体価格：約500万円/10a）

耐候性ハウス

ガラス温室

台風常襲地帯向けの耐候性ハウス
（軽量鉄骨、連棟型）

軒高5mのガラス温室（鉄骨、連棟型）

（耐風速：50m/s、耐雪荷重27kg/㎡
本体価格：約1,200万円/10a）

（耐風速：50m/s、耐雪荷重25kg/㎡
本体価格：約2,300万円/10a）

高機能フィルムを用いた高軒高の温室

強度を高めたパイプハウス
（耐風速：37m/s、耐雪荷重27kg/㎡、
本体価格：約600万円/10a）
参考：ハウスメーカーカタログ、事業実績等

積雪地帯向けの耐候性ハウス
（軽量鉄骨、単棟型）
（耐風速：35m/s、耐雪荷重50kg/㎡、
本体価格：約1,900万円/10a）

10年張り替えが不要なフィルムを用いた軒高6m
の温室（軽量鉄骨、連棟型）
（耐風速：39m/s、耐雪荷重20kg/㎡
本体価格：約1,500万円/10a）
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21．韓国の農業用温室との比較
○ 韓国の温室の設置面積は約50,000haで日本とほぼ同じ規模。ビニール等のフィルムの温室が中心。
○ 韓国の温室の設置費は、日本よりも割安。耐候性は地域により異なるが、概ね耐風速30m/s、耐積雪深30cm。
○農業用温室の設置面積と施設栽培延面積

2012 年

韓国

温室面積

50,598ha

46,449ha

トマト

6,344ha

7,336ha

いちご

3,005ha

3,864ha

430ha

（ピーマン1,127ha）

パプリカ

○温室の設置費の事例（本体のみ、10a当たり）

韓国

日本
耐候性ハウス

1,000万円

1,200万円

ガラス温室

2,000万円

2,300万円

耐候性（概数）

耐風速 30m/s
耐積雪深 30cm

※ 両国ともビニール等のフィルムで被覆した温室が大半

※韓国の温室設置費は、１ウォン＝0.1円で換算

出典：韓国での面積及び設置費は、施設園芸・植物工場展2014 李基明氏
（慶北大学名誉教授）講演資料、日本での設置費はメーカー等からの聞き取り

○韓国における温室関連の支援策（2014年）

○日本と韓国の温室資材の輸出入





日本では2014年の大雪被害後、韓国から温室
用パイプやフィルムの輸入が検討されたが、実績
はほとんどない。
日本から韓国へは、耐久性のある農POフィル
ムが年間2,000トン程度輸出されている。

日本

耐風速 50m/s
耐雪荷重 30kg/㎡

◆ 施設園芸品質改善事業
：複合環境制御装置、かん水装置等の導入支援
（補助50％、融資30％、自己負担20％）

◆ 農漁業エネルギー利用効率化事業
：ヒートポンプ、保温カーテン等の導入支援
（補助80％、自己負担20％）

◆ 先端温室新築支援事業
：鉄骨温室、パイプハウスの設置支援（全額融資）

出典：メーカー等からの聞き取り
出典：施設園芸・植物工場展2014 李基明氏講演資料
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22．オランダの農業用温室との比較
○ オランダの温室の設置面積は約１０，０００haで、軒高の高いガラス温室が中心。
○ 高軒高のガラス温室を整備する場合、日本では、台風、大雪、地震等に耐える強度を確保するため、それらの気象災害が
ほとんどないオランダで整備する場合に比べ、１．５～２．１倍のコストがかかる事例がある。
○オランダの農業用温室

○高軒高のガラス温室の比較（事例）

オランダ

 設置面積 9,960ha
基礎工事

 主にトマト、パプリカ等
の長期栽培に適したガ
ラス温室

 底盤のない簡易な
基礎を埋設。

日本
（■は建築基準法が適用された場合
□は建築基準法が適用されない場合に、（一社）日本施設園芸協会が定
める業界基準に準拠して設置したとき）

■□ 雪による沈み込みと風による引抜へ
の強度を保つため、底盤のある基礎を
埋設。
オランダで使用する基礎

高軒高のガラス温室

本体工事

 骨材は軽量鉄骨。
 筋かいの本数は日本よ
り少ない。

日本で使用する基礎

■□ 風などの気象条件に応じて必要な耐力を
確保する必要。
※本体工事において、日本ではオランダよりも柱の本数、柱
の間の筋かいや梁を多く設置することとなる。
Ｈ鋼

耐候性

◆ 梁がない部分があり、簡
易な方法では構造計算で
きない。
◆ 耐震性は考慮していな
い。

■□ 耐風性：地域毎に定める風速に係数等を掛けて算出される風
圧力。
■ 耐積雪荷重：積雪1cm当たり約2.0kg/㎡×地域毎の積雪深。
□ 耐積雪荷重：積雪１cm当たり約1.5kg/㎡×地域毎の積雪深。

設置
コスト

■□ 施設の荷重×地域毎の係数に耐える
耐震性を確保。
◆ １，５００万円/10a

■ ３，２００万円/10a
□ ２，３００万円/10a

出典：日本施設園芸協会「オランダにおける温室建設コスト調査結果」及びメーカー見積りによる試算

軽量鉄骨と筋かい補強
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（参考１） 建築基準法における農業用温室の取扱について
○ 建築確認の事務は、自治事務として建築主事により実施される。
○ 建築物を建築しようとする場合、工事着手前に当該建築計画が適法であることについて、建築主事の確認（建築確認）を受
ける必要がある。
○ 一般的に、温室の被覆資材が取り外し容易なビニール等の場合は建築物ではなく、ガラスの場合は建築物であると判断する
建築主事が多い。
○ しかしながら、建築主事によっては、ビニール等の場合であっても軒高や面積が大きい場合は建築物と、ガラスの場合であっ
ても建築物ではないと判断する場合がある。
● 建築基準法（昭和25年5月24日法律第201号）
【用語の定義】
第二条第一項（抜粋）
建築物 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁
を有するもの（これに類する構造のものを含む。）
【建築物の建築等に関する申請及び確認】
第六条第一項（抜粋）
建築主は、建築物を建築しようとする場合、当該工事に着手
する前に、その計画が建築基準関係規定に適合するものであ
ることについて、確認の申請を提出して建築主事※の確認を受
け、確認済証の交付を受けなければならない。
※特定行政庁において、建築確認の業務を司る者

● 特定行政庁における農業用温室の取扱い（事例）
特定行政
庁名

被覆資材がビニール
等で取りはずしが容易

被覆資材が
ガラス

引用元

神奈川県

条件付きで不要
（最高の高さが5m以
下かつ面積が3,000m2
以下）

必要

神奈川県建築
行政連絡会議
通知（平成17年
8月4日）

鹿児島県

不要

必要

鹿児島県「建築
基準法の取扱
い」

静岡県

不要

不要

静岡県建築行
政連絡会議HP

● 建築基準法質疑応答集（抜粋）
園芸作物の栽培を目的としたビニールハウスは簡便なもので
あってその屋根、覆いをビニール等で作って簡単に取りはずし
が自由であるものは建築物としないがガラス板等でできている
ものは建築物として取扱われている。

※特定行政庁・・・建築主事を置く都道府県及び市町村
（全国に450存在）
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（参考２） 園芸用施設安全構造基準について
○ 農業用温室について、建築確認が不要な場合にも大雪などに対する強度を確保するため、（一社）日本施設
園芸協会が、昭和49年に大学教授等の有識者の議論を踏まえて業界基準を策定。
○ 構造計算の手法は建築基準法と同様だが、農業用温室が住宅等に比べ耐用年数が短いこと等を勘案し、建
築基準法を適用した場合と比較して一部を緩和した基準となっている。
※ 農水省では、都道府県に対し、本基準を参考に温室の安全性を確保するよう指導。

園芸用施設安全構造基準の概要
○ 地域毎の風速、積雪、地震等を踏まえた構造計算※の方法
○ 施工や保守管理に当たっての基準 等

○ 被覆資材の品質基準

※ 構造計算にかかる規定は、ガラス温室や耐候性ハウス等、基礎を有する温室が対象

園芸用施設安全構造基準と建築基準法の比較
園芸用施設安全構造基準
再現期間

建築基準法

15～30年程度
（小規模温室。温室の耐用年数を考慮）

50年

積雪荷重

積雪1cm当たり1.0kg/㎡×地域毎の積雪深（積雪深
50cm以下の場合）
融雪による軽減措置あり

積雪1cm当たり約2.0kg/㎡×地域毎の積雪深

風圧力

地表面に近づくにつれて、地上０ｍまで風速が減少
するとして計算
（基準となる風速に高さ等を乗じて風圧力を算出）

地上５ｍ以下はすべて５ｍの風速で計算
（基準となる風速に鉛直分布係数(高さ５ｍ以下は一
定)等を乗じて風圧力を算出）

変形制限

軒高の低い施設にも適用

軒高が高い施設（軒高９ｍ超又は棟高13ｍ超）にのみ
適用

（何年に一度の大雪等を想定
するか）

（地震や強風の際に生じる柱
や梁などの歪みの上限値）
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