令和元年度事業報告書
１．事業概況
（１）肥料時報の編集発行事業
本年度は、以下のとおり 3 回編集発行し、関係方面に頒布しました。
【2019 年度 第 1 号】令和元年 7 月 25 日発行
〇薫風
全農 3 か年計画について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・日比

健

○セミナー
肥料取締制度の見直しの方向性について・・・・・・・・・・・・・・・・安岡 澄人
〇肥料情報
令和１年肥料年度秋肥の肥料価格について（JA 全農ホームページ）
〇資料紹介
平成 30 年度 食料・農業・農村白書（目次掲載 農林水産省ホームページ参照）
〇肥経研だより
①最近の動き
・平成 31 年度第 1 回評議員会（書面審議）の開催
・令和元年度第 1 回理事会の開催
・令和元年度第 2 回評議員会の開催
・令和元年度全国炭酸カルシウム肥料協会定時総会の開催
②一般財団法人肥料経済研究所ホームページについて
【2019 年度 第 2 号】令和 2 年 1 月 31 日発行
〇薫風
「肥料の品質の確保等に関する法律」へ・・・・・・・・・・・・・・・・安岡 澄人
〇肥料経済研究会
テーマ：硫化水素可視化技術の開発と水田土壌管理への応用
・水田土壌での硫化水素発生を可視化する技術の発明と現場での活用・・・白鳥 豊
・水稲生育初期の土壌還元対策への取り組み・・・・・・・・・・・・・・齋藤 寛
・研究討議
〇肥経研だより
①最近の動き
・令和元年第 3 回評議員会（書面決議）の開催（令和元年７月１日）
・令和元年度第３回理事会の開催（令和元年 10 月 24 日）
・令和元年度 肥料経済研究会の開催（令和元年 10 月 29 日）
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・令和元年度第４回評議員会の開催（令和元年 11 月 18 日）
・令和元年度 講演会～肥料のリスク管理について～の開催（令和元年 11 月 29 日）
②一般財団法人肥料経済研究所ホームページをリニューアルしました！！
【2019 年度 第 3 号】令和 2 年 3 月 31 日発行
〇薫 風
狭まる世界とダイズ生産・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・大山 卓爾
〇講演会
テーマ：肥料のリスク管理について
①肥料取締制度の見直しについて・・・・・・・・・・・・・・・・・・・野島 夕紀
②登録認証機関から見た有機 JAS・特別栽培農産物に
使用する生産資材について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・水野 葉子
③肥料の生産・使用場面でのリスク管理について・・・・・・・・・・・・藤原俊六郎
〇肥経研だより
一般財団法人肥料経済研究所ホームページに新コンテンツ追加

（２）講演会：令和元年 11 月 29 日開催
新規に取り組む肥料品質管理事業のＰＲのために、参集人数を例年の約 3 倍の 220 名と広
げ開催した。
テーマ：肥料のリスク管理について
講演①：肥料取締制度の見直しについて
農林水産省 消費・安全局 農産安全管理課

課長補佐 野島 夕紀 氏

講演②：登録認証機関から見た有機 JAS・特別栽培農産物
に使用する生産資材について
有限会社リーファース 代表取締役 水野 葉子 氏
講演③：肥料の生産・使用場面でのリスク管理について
オフィスＦｕｊｉｗａｒａ

技術士 藤原俊六郎 氏

（３）肥料経済研究会：令和元年 10 月 29 日開催
テーマ：硫化水素可視化技術の開発と水田土壌への応用
話題提供①：水田土壌での硫化水素発生を可視化する技術の発明と現場での活用
新潟県農業総合研究所 企画経営部 企画調整室
専門研究員 白鳥 豊 氏
話題提供②：水稲生育初期の土壌還元対策への取り組み
山形県農業総合研究センター水田農業試験場 専門研究員 齋藤 寛 氏
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（４）肥料品質管理に関する事業
ア．賛助会員へのアンケートと意見交換の実施
新規に肥料品質管理事業に取り組むにあたり、賛助会員にアンケートを実施した。また、
賛助会員の工場へ出向き、
アンケート回答内容に関する意見交換を実施した
（4 社 4 工場）。
アンケート結果については、第 3 回理事会（10/24）
、第 4 回評議員会（11/18）で報告した。
イ．肥料品質管理研修会：令和２年 2 月 18 日（東京）、21 日（大阪）開催
研修会開催にあたり、賛助会員・講演会アンケート結果、有識者 3 名・関係団体協議に
よりカリキュラムを策定し、東京、大阪の各会場定員 60 名の計 120 名を対象に開催した。
講義①：肥料関係法令の基礎知識
ＪＡ全農 耕種資材部技術対策課

首席技術主管 天野 雅猛 氏

講義②：肥料制度の見直しについて 農林水産省 消費・安全局 農産安全管理課
食品安全情報分析官 春日 健二 氏
課長補佐

瀧山幸千夫 氏

講義③：立ち入り検査、肥料の分析方法等について
独立行政法人農林水産消費安全技術センター（FAMIC）
本部 肥飼料安全検査部 肥料管理課長 加島 信一 氏
神戸センター 肥料検査課長 水野 和俊 氏
講義④：ISO9001 を活用したマネジメントと品質管理の実際
ジェイカムアグリ株式会社

環境安全品質部長 石原 彰 氏

講義⑤：肥料製造・流通現場からみた課題と対応策（複合肥料）
柴田技術士事務所

技術士 柴田 勝 氏

講義⑥：肥料製造・流通現場からみた課題と対応策（堆肥）

土壌医

鈴木 一好 氏

ウ．ホームページの開発およびメルマガ・有料会員募集
新しい事業を取り組むにあたり、ホームページをリニューアルし、新しいコンテンツを
付加し新体制での研究所イメージアップを図った。
（ア）ホームページのリニューアル：令和元年 11 月 29 日にリリース
（イ）新しいコンテンツの開発
肥料時報閲覧（ＰＤＦ）
、Web 講座閲覧（動画配信）
、質問・相談コーナー、講演会閲
覧（動画配信）のコンテンツ開発を行い、令和２年３月に開発を終了し、4 月よりリリ
ース予定。
（ウ）ホームページ上に新しいコンテンツのサイトを開設すると同時に、メルマガ会員、
有料会員が利用できるシステム環境を構築・開発した。
（５）施肥改善技術情報の収集提供事業
昨年度に国立研究開発法人、都道府県の各農業試験研究機関で実施された研究成績の中か
ら施肥改善技術に関する研究成果等の情報を収集していたが、ホームページ、肥料時報等を
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通じて会員、農業生産者、肥料関係者等に提供することを各研究機関から了解を得られてお
らず実施できなかった。来年度に再度、研究成績等の情報収集を行い取り組みを継続したい。

（６）肥料価格動向調査事業
本年度も10県22の肥料販売業者（全農県本部、経済連、JA、卸商、小売商）を対象に毎月
調査を行い、農林水産省に報告しました。
（７）肥料効果調査事業
当研究所の会員から肥料効果調査事業を受託し、全国5ヵ所の大学（５大学６課題：秋田県立・
東北・山形・千葉・東京農）で、有機物施用来歴と養分収支、硫黄供給力、肥培管理、ICT
技術利用、大豆施肥技術、有機肥料の影響等の土壌や作物及び生産性向上に及ぼす影響につ
いての解明を目的に、肥料効果調査事業を実施しました。
（８）全国炭酸カルシウム肥料協会の受託事業
全国炭酸カルシウム肥料協会の事務局として、会員の事業経営に資する情報の提供や関係官
庁及び関係肥料団体との情報交換等を実施しました。

２． 公益目的支出計画実施報告書の提出と実施完了確認書の受理について
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に
関する法律の施行に伴う関係法規の整備等に関する法律第127条第3項の規定により、令和元年
6月19日付けで内閣総理大臣宛に「平成30年度公益目的支出計画実施報告書」(第6年度)を提出
し、令和元年7月26日付けで「公益目的支出計画の実施完了の確認書」（完了日：平成31年3月3
月31日）を受理しました。

３．運営概要
（１）役員会等の開催
日時

場所

平成 31 年 書面決議

目的

出席者

第 1 回評議員会

4.17
4.23

千代田区神田小

監査

川町興信ビル 5 階

備考

評議員，理事長、 評議員、理事の辞任と後
専務理事

任の選任

監事、理事長、

平成 30 年度事業報告書

専務理事他

及び収支決算書の監査

理事、理事長、

平成 30 年度事業報告及

専務理事、監事

び収支決算の決議、役員

会議室
令和元年
5.14

千代田区神田小

第 1 回理事会

川町興信ビル 5 階
会議室

の職務執行状況の承認、
令和元年度評議員会開催
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の承認
5.27

千代田区大手町

第 2 回評議員会

ＪＡビル 32 階会

評議員、理事長、 平成 30 年度事業報告及
専務理事、監事

議室
5.27

の辞任と後任の承認

千代田区大手町

第 2 回理事会

ＪＡビル 32 階会

理事、理事長、

代表理事（理事長）及び

専務理事、監事

専務理事の選任（案）
、参

議室
7.1
10.24

び収支決算の決議、理事

与の委嘱の承認

書面決議
千代田区神田小

第 3 回評議員会
第 3 回理事会

川町興信ビル 5 階

評議員，理事長、 評議員の辞任と後任の選
専務理事

任

理事、理事長、

令和元年度事業計画及び

専務理事、監事

収支予算（変更案）の承
認、第 4 回評議員会の開

会議室

催の承認、定款の変更(案)
について報告
11.18

千代田区神田小

第 4 回評議員会

川町興信ビル 5 階

評議員、理事長、 定款の変更について承認
専務理事、監事

会議室
令和２年

書面決議

第 4 回理事会

3.27

理事、理事長、

令和 2 年度事業計画及び

専務理事、監事

収支予算承認、令和 2 年
度評議員会開催承認、令
和元年度役員の職務執行
状況承認、会員規約（案）
の承認、定款の変更(案)
について報告

（２）その他運営に関する主要会議等
日時
令和元年

場所
札幌第一ホテル

6.5

目的

出席者

備考

令和元年度全国

炭酸カルシウム

会長・役員の選任、平成

炭酸カルシウム

肥料協会会長、

30 年度事業報告及び収

肥料協会定期総

専務理事、理事、 支決算、令和元年度事業

会

監事

４．官公庁届出事項他
（１）内閣府宛て
①令和元年 6 月 19 日
・平成 30 年度公益目的支出計画実施報告書の提出
（２）内閣府より
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計画及び収支予算の承認

①令和元年 7 月 26 日
・公益目的支出計画の実施完了の確認書

以上
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