
第１号議案　令和元年度　事業報告

１　平成３０年度総会　　令和元年５月１１日（土）　於：北大フィールド科学センター講義室　　２３名

　　　　第１号議案　　平成３０年度事業報告・決算報告

　　　　第２号議案　　平成３１年度事業計画(案)・予算(案)・特別会計予算(案)

　　　　第３号議案　　事務局変更に伴う会則の改正

　　　　第４号議案　　役員の改選　　川崎委員退任、新任　成松委員、山黒委員　他は留任

　　　　講演会　　　　・鷹栖町あったかファームの取組ときゅうりの養液栽培

　　　　　　　　　　　　 ・鷹栖町養液栽培の取組「うぃずone栽培導入経過」

※ ２　現地見学会　　　　令和元年８月２３日(金)　　５６名

　　　・JAひだか東　いちご共同選果場 (様似町)　　　　営農生産課　　川越課長

　　　・様似町　新規就農者研修ハウス　　　　 　様似町役場産業課　　逢山係長

※ ３　北海道次世代施設園芸フォーラム　令和元年 １２月 ５日（木）　於：北大学術交流会館 1９０名

　　　テーマ　『道産いちごの発展に向けて～養液栽培の実践と環境制御～』

　　　・次世代施設園芸の地域展開に向けた取組み報告

　　　　　1 )次世代施設園芸関係活動報告及び施設園芸高度化の推進

　　　　　2 )大規模いちご生産技術導入マニュアル策定の取組み報告

　　　　　3 )北海道における太陽光利用型の施設園芸導入マニュアル(いちご)策定の取組み報告

　　　・次世代施設園芸北海道拠点の取組み報告　　

　　　・すずあかね苗供給の取組と新品種開発の現状

　　　・施設園芸における植物生理と環境制御の関係性～高温対策を中心として～

※ ４　冬期講座 ２０２０　　令和元年 １２月 ６日（金）　於：北大学術交流会館　　１５５名

　　　テーマ　『いちごの生理と環境制御』

　　　・施設園芸における最新の研究内容と今後の展開方向

　　　・いちご栽培における環境制御技術と生産向上技術

　　　・愛知県における施設園芸の振興と環境制御への取組み

５　会報発行　　　　　　令和元年 ６月(１７号)、令和２年１月(１８号)　　各１５０部

６　人材育成事業　　　対象者なし

７　運営委員会　　　　 ５月１１日　第１回運営委員会

　　　　　　　　　　　　　　令和元年度　現地見学会・フォーラム・冬季講座の開催内容について

　　　　　　　　　　　　　　北海道次世代施設園芸地域展開コンソーシアムへの役員派遣と

　　　　　　　　　　　　　　各事業の取り組み内容について

８　会員数　（令和２年３月末現在）

　　　　　　　　　　　　　　正会員（個人）　　 　５７名

　　　　　　　　　　　　　　賛助会員（団体）　　１７団体

　　　　　　　　　　　　　　特別会員　　　　  　 　  名

※ は、北海道次世代施設園芸地域展開コンソーシアムの事業

豊橋技術科学大学エレクトロニクス先端融合研究所　教授　高山　弘太朗　氏

豊橋技術科学大学エレクトロニクス先端融合研究所　教授　高山　弘太朗　氏

農研機構西日本農業研究センター畑作園芸研究領域　研究員　山中　良祐　氏

愛知県農業総合試験場企画普及部広域指導室　主任専門員　長屋　浩治　氏

道農政部生産振興局農産振興課　主査　森　修治　氏

道農政部技術普及課農業研究本部駐在　主査　成松　靖　氏

㈱GB産業化設計　代表取締役　岩井　宏文　氏

苫東ファーム㈱代表取締役副社長　青山　征紀　氏

ホクサン㈱植物バイオセンター種苗課　鈴木　絵理奈　氏



第２号議案　令和元年度　決算報告 (平成31年4月～令和2年3月)

【収入の部】

費　　　目 予算額（円） 決算額（円） 備考

前年度繰越金 257,976 257,976

会費 414,000 442,000 個人 51、団体 17

現地見学会参加費 0 0

講演会参加費 0 0

冬季講座２０２０参加費 0 0

補助事業費 0 0

寄付金その他 0 1 利息

合　　　計 671,976 699,977

【支出の部】

費　　　目 予算額（円） 決算額（円）

現地見学会 5,000 14,900 手土産他

講演会（フォーラム） 30,000 35,688 講師役務費他

冬季講座２０２０ 35,000 47,027 講師・役員昼食代他

会報発行費 90,000 110,880 １５号、１６号　各２００部

人材育成派遣費 50,000 0

総会・活動費 50,000 38,520 総会・運営委員会

年会費 30,000 30,000 日本養液栽培研究会

通信費 25,000 24,928 切手代他

消耗品費 70,000 76,348 名刺・封筒・コピー用紙他

事務代行委託費 105,000 104,640 HP製作費

予備費 181,976 4,042 振込手数料

合　　　計 671,976 486,973

監査報告

令和　２年 ４月 １７日 監事　　谷口　龍治　　印

収入総額  699,977 円 - 支出総額 486,973 円 = 次期繰越金  213,004 円

令和元年度会計の経理状況について、諸帳簿・預金通帳・証拠書類・残高などを監査の結果、いずれも適

正に執行されており、収支決算書のとおり相違ないことをここに報告します。



第３号議案　令和２年度　事業計画

※印は、北海道次世代施設園芸地域展開コンソーシアムの事業

5月 令和元年総会・運営委員会(書面による決裁)

6月 会報（第1９号）発行

8月 ※現地見学会の開催 次世代園芸施設ほか 1回

日本養液栽培研究会大会参加

12月 ※フォーラムの開催 札幌市内 1回

12月 ※冬季講座２０２１の開催 札幌市内 1回

1月 会報（第２０号）発行　

5～3月 人材育成事業

第４号議案　令和２年度　予算 (令和2年4月～令和3年3月)

【収入の部】 単位：円

費　　　目 前年決算額 予算額 備考

前年度繰越金 257,976 213,004

会費 442,000 440,000 　個人 51名、団体 17、特会

現地見学会 0 0

講演会(フォーラム) 0 0

冬季講座２０２１ 0 0

寄付金その他 1 0

合　　　計 699,977 653,004

【支出の部】 単位：円

費　　　目 前年決算額 予算額 備考

現地見学会 14,900 10,000 役務費

講演会（フォーラム） 35,688 35,000 役務費

冬季講座２０２１ 47,027 45,000 役務費

会報発行費 110,880 110,000 1７号、１８号

人材育成派遣費 0 50,000 夏の学校他

総会・活動費 38,520 30,000 総会・運営委員会

年会費 30,000 30,000 日本養液栽培研究会

事務通信費 28,970 25,000 切手代、振込手数料他

消耗品費 76,348 20,000 名刺、封筒、コピー代他

事務代行委託費 104,640 105,000 HP運営費用

予備費 193,004

次年度繰越金 213,004

合　　　計 699,977 653,004



第5号議案　　細則の改定

　　細　　則

この細則は、北海道養液栽培研究会に所属する役員又は会員が、当研究会が所属する団体が主催する

事業、及び当研究会の会議、並びに当研究会が主催する事業に外部講師として出席するために必要な

旅費・宿泊費・日当を定め、支給するものとする。但し、国の支援事業に関しては、北海道が定める規定

基づき支給するものとする。

１． 外部講師に支払う旅費、日当、講演料は次の定めによる。

1) 旅費　講師の居住地または勤務地から会場までの往復に要する実費と、宿泊費は9,800円を

　 　　　　 一泊分として支払う。

2) 日当　講師の役職に関係なく、1日 3,000円とする。

3) 講演料　講師謝礼は、北海道自治政策研修センターが定める講師謝礼基準に準ずる。

　　　　　 拘束時間を含め支払う場合は、運営委員会代表の承諾を得るものとする。

２． 本会の事業遂行を円滑に行う為、運営委員会に出席した委員には、旅費を次の定めにより支払う。

1) 交通費　委員の居住地または勤務地から会場までの往復に要する費用とする。

　　　　　 JRの場合は、特急利用を認め、自由席とする。

　　　　　 自家用車使用の場合は、バス又はJR料金に振り替えて支給し、事故ある場合は個人の

　　　　　 責任に於いて対処するものとする。

３． 本会を代表して上部団体の事業に参加する場合の国内旅費・日当は次の定めによる。

1) 旅費　委員の居住地または勤務地から会場までの往復に要する費用と、宿泊費は良識の範囲

　 　　　　 内における実費を支払う。

2) 日当　委員の役職に関係なく、1日 3,000円とする。

3) 上部団体とは、日本養液栽培研究会及び北海道次世代施設園芸地域展開コンソーシアムを云う。

４． 第２項並びに第３項に於いて、所属先及び外部団体から旅費その他の支給がある場合は、支払わ

ないものとする。

５． 細則の施行

この細則は、平成27年5月22日から施行する。

この細則は、平成30年5月12日をもって 改定、施行する。

この細則は、令和2年4月30日をもって改定、施行する。



第6号議案

氏　名 連絡先

顧　問 荒木　　肇 新潟食料農業大学 0254-28-9832 hajime-araki@nafu.ac.jp

会　長 鈴木　　卓 北海道大学 011-706-4937 suz-tak@res.agr.hokudai.ac.jp

副会長 干場　法美 ほしばふぁーむ 090-7058-4307 hoshiba@arion.ocn.ne.jp

運営委員 代表 有村　利治 北農会 011-764-2438 toshiharu.arimura@gmail.com

森　　志郎 酪農学園大学 011-388-4858 mori@rakuno.ac.jp

桒原　　司 ホクサン㈱植物バイオセンター 080-2871-9914 tsukasa-kuwahara@hokusan-kk.jp

山黒　良寛 拓殖大学北海道短期大学 0164-23-4111 yamakuro@takushoku-hc.ac.jp

日並　善明 札幌市 090-3113-0116 hi-50_yk@ca3.so-net.ne.jp

生方　雅男 拓殖大学北海道短期大学 0164-23-4111 ubukata@takushoku-hc.ac.jp

柳山　浩之 ホクレン　種苗園芸部 011-232-6276 yanagiyama-hiroyuki@hokuren.jp

荒城　節夫 ノーザン・コア 080-4047-8987 0275wonu@jcom.zaq.ne.jp

大道　雅之 拓殖大学北海道短期大学 090-8907-2844 omichi@takushoku-hc.ac.jp

松本　　勇 石狩農業改良普及センター北部 0133-23-2146 matsumoto.isamu@pref.hokkaido.lg.jp

成松　　靖 道農政部　農業研究本部 0123-89-2589 narimatsu-yasushi@hro.or.jp

監　事 谷口　龍治 安平町　谷口農園 090-6261-9938 ryuji905sc@gmail.com

※印の方は、担当業務のチーフ

事務局 日並　善明 011-874-1226  info@h-greenhouse.com

北海道次世代施設園芸地域展開コンソーシアム関係先

道 農産振興課　　　　千葉　係長 011-204-5436

フード特区機構　　　　前田　部長 011-200-7000

令和2年4月30日

　〃　　　　総務

　〃　　    会計

　〃　　 ※事業

　〃　　　　事業

　〃　　　　事業

　〃　　 ※総務

　〃　　 ※広報

TEL FAX

令和２年度　役　員　

役　職  所　属 メールアドレス

　〃　　　　総務

　〃　　　　広報

　〃　　　　広報


