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複数地域間における機器シェアリングによる労働費削減及び農家収益向上プロジェクト

エアロセンス（株）、桝田農場、(有)大塚農場、藤原雅史、原農場、阿波農場、(有)中村協
進農場、林農場、（株）スマートリンク北海道、（株）アグリルーターズ、酪農学園大学、
JAきたそらち、当別町IoT活用連絡協議会、沼田町、由仁町

近年の米価大幅下落による農家所得への影響を回避するため、生産費削減による利益確保及び生
産物の収益性向上が必須である。
ロボットトラクタ・自動アシストコンバイン・自律型防除用 UAV・可変施肥機により、生産費
削減効果が発揮されることは報告されているが、前述の機械は個人では導入負担が大きく、複数
生産者間での共用では作業時期の競合という課題がある。また可変施肥に人工衛星のデータを用
いる場合、曇天時では利用できないこと、UAV を用いる場合でも従来型の回転翼型では計測範
囲が狭く、面積拡大による運用コスト削減が難しい。肥料散布においても、UAV によるスポッ
ト散布を組み合わせて利用する要望がある。米価下落に対しては、タンパク値の高低に応じた分
別収穫により単位面積当たりの販売額を向上させたいという要望があり、従来にない情報提供の
ニーズが高まっているが、現状このようなサービス提供がないという課題がある。

〇気象情報に基づくスケジューリングにより機器を共有し、個別導入に比し、機械経費50％削減
〇機器の時期別シェアリングにより、対象作物の労働費 20%削減
〇可変散布及びUAVスポット散布により生育不均一性を改善し、肥料投下量 15％削減
〇上記の個別技術導入効果に加えて、単位面積当たりの収量向上、タンパク値別収穫による販売
　額の増加により、農家収益 20％向上
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桝田農場ほか（北海道沼田町ほか） 実証面積：労働費削減計測 45.9ha、UAV計測 157.27ha

実証課題名

構　成　員

スマート農業機械のシェアリングサービスが成立するかど
うかは、高額な機械を広範な地域の作業競合のない生産者間
で共有し、導入経費を軽減させながらサービスを提供するこ
とにあると考え、チャレンジングなテーマを設定しました。
　本実証ではこのテーマに対し、北海道のJAきたそらち管
内・当別町・由仁町といった地理的に広い範囲を機械共有
のモデル地区として設定し、上記課題を解決するための生
産者を精査のうえ選定しました。
　本実証で掲げた目標を達成すると共に、シェリアリング
サービスの成立要因を解明して、成果をノウハウとして横
展開ができるよう、知見を蓄積しながら実証を推進します。

▶実証代表 エアロセンス（株）菱沼倫彦　
（e-mail：tomohiko.hishinuma@aerosense.co.jp）
（株）スマートリンク北海道
（e-mail：nobuyuki.kobayashi@smartlink-h.co.jp） TEL：0126-33-4141

▶視察等の受入について
問い合わせ先

背景・課題

目　　標

本実証プロジェクトにかける想い

水稲を基幹作物とする沼田町の作業風景

実証する技術体系の概要

★

時期 9月 2月8月 1月7月 12月6月 11月5月 10月4月 3月

「見られる !」
ポイント

要素技術 ①気象観測機器、②ロボットトラクタ、③防除・スポット散布UAV、
④自動アシストコンバイン（自脱型・汎用型）、⑤センシングUAV（VTOL 型）

①気象観測機器 ②ロボットトラクタ ③防除・スポット
　散布UAV

④自動アシストコンバイン
　（自脱型・汎用型）

⑤センシングUAV
　（VTOL型）
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★

リモートセンシングを活用した小麦等共同作業体系の実用化実証

ＪＡ幕別町、田村農場、ＪＡ幕別町麦作連絡協議会、
幕別町、十勝農業協同組合連合会、（株）ヰセキ北海道

現行運用している十勝地域組合員総合支援システム（以下：ＴＡＦシステム）には、多くのほ場
情報などの個人情報が結びついているため、これを保護しつつ第三者も有効に活用できるシステ
ムの構築が求められている。また、人工衛星による NDVI データをマップ上で閲覧できるが、こ
れらの情報を活用した可変施肥技術の導入が望まれている。また、小麦収穫・受入時のペーパー
レス化を進めることで省力化を図るとともに受入データをTAFシステムに結びつけ情報共有する
ことにより収穫現場へのフィードバックや栽培技術改善につなげることが望まれている。

○作業集約及びシェアリング等の効果により、運搬効率を 10%向上。
○可変施肥等の導入効果による 5%の減肥、5％の収量UP。

4-2
田村農場 （北海道 幕別町）　 実証面積： 3,060ha

実証課題名

構　成　員

本実証事業で、既存のTAFシステムを改良して、JA等の関係機関の第
3者利用を可能にし、TAFシステムによる小麦収穫共同作業への支援に
より、作業の効率化、ペーパーレス化、営農改善を実現するとともに
可変施肥技術により、生産性向上と持続的な農業生産を実現したい。
　また、センシングデータ等の活用・解析による高度な農業経営を目
指し、産地を守るとともに「スマート農業と幕別農畜産物の魅力」を
発信するとともに、将来的に小麦だけでなく、牧草、ビートなど多く
の作物に応用し、TAFを活用した情報共有の仕組みを十勝管内全域に
広めたい。

▶実証代表 ＪＡ幕別町　下山一志　TEL：0155-54-4112
（e-mail : h.shimoyama@ja-maku.nokyoren.or.jp）
ＪＡ幕別町　葛西隆美
（e-mail : t.kasai@ja-maku.nokyoren.or.jp）

▶視察等の受入について
問い合わせ先

背景・課題

目　　標

本実証プロジェクトにかける想い

時期 9月 2月8月 1月7月 12月6月 11月5月 10月4月 3月
「見られる !」
ポイント

要素技術

①可変施肥機による追肥の精密散布
　（可変施肥対応ブロードキャスター）
　（NDVI マップ）

②データシェアリング
　※ 第３者利用（TAFシステム）

③小麦収穫・受入システムの改善
　※ペーパーレス化
　（小麦受入システム）

実証する技術体系の概要

①可変施肥対応ブロードキャスター＋リモセンデータ、②TAFシステム、③小麦受入システム

幕別町の風景
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★
カボチャ輸出産地における国産散布用ドローンによる連携防除の実証

農研機構北海道農業研究センター、相良農園、西口農園、あっさぶ農匠、農研機構植物防疫研究
部門、農研機構農業環境研究部門、北海道（檜山農業改良普及センター）、（一財）北海道食品開発
流通地興、厚沢部町スマートアグリ推進協議会

①うどんこ病AI診断 ②うどんこ病、つる枯病ドローン防除

　カボチャの輸出産地である厚沢部町では、出荷量を低下させる貯蔵中の腐敗果発生の抑制が急
務である。蔓が伸びるため地上からの薬剤散布に手間がかかるカボチャほ場において、ドローン
を利用した薬剤散布技術が必要とされている。

4-3
相良農園ほか（北海道厚沢部町） 実証面積：10 ha

実証課題名

構　成　員

▶実証代表 農研機構北海道農業研究センター寒地野菜水田作研究領域
中村卓司　（e-mail : smartagri-assabu@ml.affrc.go.jp）

同上▶視察等の受入について
問い合わせ先

背景・課題

実証する技術体系の概要

〇慣行防除と比べ作業時間 20% 減、農薬使用量 10% 減、収量 5％増、貯蔵中の腐敗果発生率
5％減
〇輸出用カボチャ出荷量 10%増、中核農家のカボチャ所得 5％増

目　　標

　これまでは、収量を低下させるうどんこ病や果実
腐敗の原因となるつる枯病の防除のため、畝間の蔓
を動かして作業道を造成してから、ブームスプレイ
ヤで薬剤散布を行う必要があった。生産者集団が複
数の散布用ドローンを管理、運用することで、適期
防除を達成し、輸出産地でのカボチャ出荷量を増加
させる。

本実証プロジェクトにかける想い

★

1ha を超える厚沢部町の畑ほ場

時期 9月 2月8月 1月7月 12月6月 11月5月 10月4月 3月
「見られる !」
ポイント

要素技術 ①うどんこ病AI診断、②うどんこ病、つる枯病ドローン防除、③営農管理システム

品目 カボチャ
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★
データ駆動型スマート自給飼料生産・飼養管理システムによる持続可能な酪農産地形成の実証

農研機構北海道農業研究センター、野原牧場、(有)デーリィサポート、JA帯広かわにし、
エゾウィン(株)、道総研(畜産試験場、酪農試験場天北支場)、北海道大学、北海道十勝振興
局十勝農業改良普及センター、よつ葉乳業(株)

（有）デーリィサポートの職員

〇地域内の酪農家 32 戸の飼料生産作業を一手に請け負うコントラクターは､作業量の増加と作業
時間の集中、人材不足や技術継承が課題。
〇利用者のトウモロコシ収穫作業が適期に行えず、収量や品質の低下が懸念材料。
　→コントラクターにおけるほ場情報と作業工程管理のシステム化による良質飼料生産が急務！
〇酪農家は繁殖管理や疾病予防を低コストで行いたい。

4-4
(有)デーリィサポート、野原牧場（北海道帯広市） 実証頭数：500ha、100頭

実証課題名

構　成　員

▶実証代表 農研機構北海道農業研究センター　寒地酪農研究領域　上田靖子　
Tel：011-857-9268　（e-mail : okabeys@affrc.go.jp）
農研機構北海道農業研究センター　寒地酪農研究領域　根本英子　
Tel：011-857-9235　（e-mail : eikotsu@affrc.go.jp）

▶視察等の受入について
問い合わせ先

背景・課題

〇コントラクターへの作業工程管理システム等の導入により、労働時間を 10%以上削減。
〇AI 乳量予測システムの導入による適正な搾乳期間提示と、疾病に伴う廃棄乳の減少で、乳量の
５％向上

目　　標

　先進技術の導入・シェアリングにより、高収益・低環境負荷を両立
した持続可能な酪農産地形成を目指します！
●マップを使ったほ場情報・作業工程管理の見える化により、コント
　ラクターの計画・実行・記録をスマート化！
●トウモロコシの適期収穫により地域全体の飼料生産量と品質を底上げ！
●牛に機器を装着することなく、個体の乳量推移から、AI が繁殖適
　期の判断や疾病予防をサポート！
●ほ場生産履歴と牛乳の生産工程を見える化し、環境負荷に配慮した
　乳生産システムの構築へ！

本実証プロジェクトにかける想い

★

実証する技術体系の概要

要素技術 ①気象データ等を用いたトウモロコシ収穫適期予測システム、
②ドローン等を用いたトウモロコシ収量予測システム、③ほ場と車両管理システム、④AI乳量予測システム

①気象データ等を用いたトウモロコシ
　 収穫適期予測システム

②ドローン等を用いたトウモ
　ロコシ収量予測システム

③ほ場と車両管理システム
　「レポサク」

④AI 乳量予測システム

時期 9月 2月8月 1月7月 12月6月 11月5月 10月4月 3月

「見られる !」
ポイント

　 収穫適期予測システム 　「レポサク」

品目 飼料用トウモロコシ、乳用牛
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ICT利用による東北地域における畑作物(大豆・小麦)収量向上サービスの実証・実装

農研機構東北農業研究センタ－、(株)西部開発農産、(一社)北上市機械化農業公社、JAいわ
て花巻北上地域営農グル－プ、(株)日立ソリュ－ションズ、SCSK（株）、農研機構本部農業経
営戦略部、岩手県農林水産部、岩手県中部農業改良普及センタ－、岩手県農業研究センタ－、
北上市、北里大学

岩手県北上・花巻エリアは、東北の主要な大豆・小麦産地の一つですが、耕地は市街地周辺から
中山間地におよび、大小様々な区画や排水不良田など多数存在します。この様な基盤のもと、大
規模な担い手への農地集積も進展しており、多様な分散ほ場で効率的に大豆・小麦の収量向上を
図ることが課題になっています。

〇センシング技術の活用による効果的な排水対策等の実施により、大豆・小麦の収量25％増。
〇スマ－ト農業技術の効果を提供し、3,000haのほ場をターゲットに技術導入を行う。

4-5

ICT利用による東北地域における畑作物(大豆・小麦)収量向上サービスの実証・実装

（株）西部開発農産ほか（岩手県北上市） 実証面積：約 3,000ha

実証課題名

構　成　員

　スマ－ト農業技術の進歩と普及により、営農に
関する様々なデータが容易に取得可能になりまし
た。次のステップとして、センシングなどで得ら
れるこれらのデータを活用し、効果的に収量向上
を実現する具体的な方法が求められています。
　本実証では、大豆・小麦の収量向上を実現する
具体的なデータの活用、対策の実施方法を確立す
る他、これらの技術をパッケ－ジ化し、サービス
事業として広範に提供することで産地形成を図る
ことを目的とします。

背景・課題

実証する技術体系の概要

目　　標

本実証プロジェクトにかける想い

茶

①ほ場簡易診断ツール ⑤収量計測コンバイン②ほ場内高低差
　センシング

③排水対策
　(暗渠・明渠 )

④生育センシング

▶実証代表 農研機構東北農業研究センタ－　（e-mail : www-tohoku@naro.affrc.go.jp）
農研機構東北農業研究センタ－　（e-mail : www-tohoku@naro.affrc.go.jp）▶視察等の受入について

問い合わせ先

時期 9月 2月8月 1月7月 12月6月 11月5月 10月4月 3月

「見られる !」
ポイント

要素技術 ①湿害など多収阻害要因のほ場簡易診断ツール、②トラクタ位置情報等によるほ場内の高低差センシン
グ、③高低差センシングに基づく排水対策、④ドロ－ン等による生育センシング、⑤収量計測コンバイン、
⑥営農・生産管理システム

建物

★

広範に分布する多様なほ場（北上市）

建物

出典：国土地理院空中写真を
ベースに東北農研作成

凸凹マップ
空撮画像

植被率
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サキホコレ！ローカル5Gとリアルメタバースを活用した秋田県産地モデル実証

（株）NTTアグリテクノロジー、（株）秋田食産、（有）アグリフライト大曲、草彅真也、秋田県仙北
地域振興局、鹿角市、潟上市、大仙市、美郷町、秋田県立大学、福島大学、宇都宮大学、山梨大学、農
研機構(野菜花き研究部門、東北農業研究センター、西日本農業研究センター)、（株）恋する鹿角
カンパニー、物産中仙（株）、（株）グランドパレス川端、ENEX（株）、（株）ポケット・クエリーズ、持
続未来（株）、グッド・アグリテクノロジーズ（株）、（株）フィデア情報総研、東日本電信電話（株）、
大仙アグリコミュニティー

4-6

サキホコレ！ローカル5Gとリアルメタバースを活用した秋田県産地モデル実証

（株）秋田食産 ほか（秋田県美郷町ほか）
実証課題名

構　成　員

背景・課題

実証面積合計：59a

高齢化・人口減少社会を迎えて秋田県の人口は 2017 年に 100 万人を割り込み、農業従事者数
もここ数年で 25％以上減少している。そのため、米に代わる新たな作目の「地域ブランド」に
よる地域活性化、新規就農者増に資する研修生募集や就農支援、スマート農業技術の導入による
超省力化、生産性・利益の向上や冬場に収入を得られる農作物の生産拡大が求められている。

★

　秋田県内の複数エリアで多種に渡る実証を推進することで、秋
田県全体での農業経営の成果最大化を目指したい！
　本実証においては、生産から販売までの出口戦略を考えた事業
になっており、農業関連の各種情報をローカル5G、リアルメタバー
ス※を活用してシェアリングすると共に、収穫ロボットや AI を活
用した超省力化を実現する。また、降雪地域特有の雪対策として
地下水活用により解決する等、複数経営体に対してスマート農業
技術を導入し、普及性を考えたデータ駆動型農業を実現すること
で、秋田県全域での持続可能な農業経営、所得向上を目指し産地
活性化モデルを創出したい。
※インターネットを介して利用する仮想空間にリアルな情報を組み合わせたもの

本実証プロジェクトにかける想い

〇遠隔監視指導による栽培作業時間の 15％削減　
〇イチゴ収穫・運搬ロボットによる収穫時間の 50％削減及びロス率 80％削減
〇遠隔ショッピングによる道の駅売上げ 16％増加　
〇スマホ活用の生販連携アプリによる販売額の 25％増　
〇地下水活用のクラウン温度制御による10aあたり収量30％増、光熱費30%削減、除雪作業時間を200時間削減｠
〇経営管理システムによる管理作業時間の 30％削減

目　　標

イチゴ農園内の風景イチゴ農園内の風景

実証する技術体系の概要

時期 9月 2月8月 1月7月 12月6月 11月5月 10月4月 3月

「見られる !」
ポイント

要素技術 ①遠隔技術指導、②自動収穫・運搬ロボット、③遠隔ショッピング、
④栽培管理及び経営管理システム、⑤生販連携アプリ

①遠隔技術指導 ②自動収穫・運搬ロボット ③遠隔ショッピング ④栽培管理及び経営管理システム ⑤生販連携アプリ

▶実証代表 （株）NTTアグリテクノロジー　
（株）NTTアグリテクノロジー　
（e-mail：contact@ntt-agritechnology.com） 

▶視察等の受入について問い合わせ先

リアル
販売員
を呼ぶ

シームレス
な切替

ボタン押下で詳細説明を閲覧

顧客（アバターで遠隔から会話）

リアル販売員
（映像越しに顧客アバ
 ターと会話）

・誰にも邪魔されずに店内を
   自由に見る
・友達同士で複数人アバター
   で店内に入ることも可能

勝手に遠隔
ショッピング
モード

販売員リアルタイム
サポート

ショッピングモード

AI 画像判定サポートによる
現場収穫作業

困った際の
遠隔熟練者によるサポート

遠隔の
熟練者へ
映像通話Call

・ AI 画像認識による収穫
  可否判定
・ 作業結果記録
（映像記録）

農作業現場
（スマートグラスで作業）

遠隔の熟練者
（PC or タブレットで現場視聴）

経営管理システム

メール等で
情報発信

Instagramや Facebook などの媒体に
自動で売買状況を発信できます

日々の業務が忙しくてなかなか情報発信
できない店舗様に代わってデジベジが
販促活動を請け負います

スマホやPC
で簡単に売場
状況を確認

現在や過去の
写真が見れる
だけではなく
AIの進化度合
い次第で未来
の予測もみれ
ます

情報発信

保守管理状況把握状況把握

契約

使用料金

メール等で
情報発信

WEBで
状況確認

メール等で
情報発信

WEBで
状況確認売場

店舗管理者

無
料

無
料

農作業現場
（スマートグラスで作業）

 確実な意思伝達

映像越しにラインや文
字を書き、現場の局所
部分を指し示して会話
する

熟練者が書いたライ
ンや文字は現実空間
に重畳表示される。

イチゴの自動運搬
ロボット

イチゴの自動収穫ロボット

消費者

売場

生産者

店舗管理者

メール等で
情報発信労働力分配システム 作業工程管理システム

収穫情報共有システム

収穫予測システム
（基幹システム）
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千葉県地域実装に向けたかんしょ栽培実証
日本工業大学、（株）芝山農園、（株）金太郎フィールド、特定非営利活動法人ジョブ
ファーム、千葉県、千葉県香取農業事務所、三栄産業（株）、同志社大学、（株）ササキコー
ポレーション、東日本電信電話（株）、（株）NTTアグリテクノロジー

時期 9月 2月8月 1月7月 12月6月 11月5月 10月4月 3月

「見られる !」
ポイント

要素技術

千葉県の主要作物である、かんしょ農家の高齢化とともに作付面積の減少が続いている。今後５
年間で生産者数、栽培面積ともに 88％に減少することが予測される。また、品質・出荷量のば
らつきにより、実需者ニーズに対応できていない。このような背景において、省力化による負担
軽減と生産効率向上、取引価格による所得向上が急務の課題であり、スマート農業技術を活用す
ることで課題を解決する。

〇自動調整つる刈機による作業時間削減
〇スマート農機利用による栽培面積拡大
〇統合型在庫管理システムにより
　バイヤー取引価格 33％増
〇貯蔵の見回り労力 20％削減
〇ロス率 2％削減
〇事業終了後の目標，所得 10％増

4-7
（株）芝山農園ほか（千葉県香取市ほか） 実証面積合計：2.12ha

実証課題名
構　成　員

　本実証において、農地集約と大規模化を推進することにより生
産者の労働負荷を低減することを目指し、千葉県におけるかんしょ
栽培の発展に寄与したいと考えている。また生産性向上のために
は、スマート農機による農作業のシェアリングを行い、AI 画像識
別による農作業の知能化、クラウドを活用した在庫一元管理等に
よる収穫データの見える化技術によって作業の効率化に貢献して
いきたい。さらに、この見える化技術は、収穫後にリアルタイム
でデータ更新が可能となるため、最新データを元にバイヤー取引
の交渉に大いに役立てることが可能であり、かんしょの単価向上
にも期待できる。 
　これらを実現することにより、最終的に生産者の利益向上を確
保し、持続可能な千葉県かんしょを中心とした産地形成としての
拡がりに繋げていきたいと考えている。

▶実証代表 学校法人　日本工業大学
株式会社芝山農園　TEL：0478-59-0784▶視察等の受入について

問い合わせ先

背景・課題

実証する技術体系の概要

目　　標

本実証プロジェクトにかける想い

①自動調整つる刈機、②かんしょ収穫量・サイズのAI 判定技術、
③かんしょ在庫管理システム、④貯蔵庫内腐敗状況センシング

かんしょ掘り上げ・収穫作業機
※AI かんしょ判別機を実装予定

②収穫量・サイズのAI 判定技術①自動調整つる刈機 ③かんしょ在庫管理システム ④貯蔵庫内腐敗状況センシング

★

かんしょ掘り上げ・収穫作業機
※AI かんしょ判別機を実装予定

断面図

センサーによってマルチまで
刈り取る高さに自動調整

先端部にセンサーを設置

生分解性マルチ

生分解性マルチごと
刈り取りで作業
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佐渡市棚田水稲における先端的畦畔草刈機、水田除草ロボおよび遠隔水管理技術によ
る減農薬・無農薬一貫農業体系実証

（株）NTTデータ経営研究所、（農）丸山営農組合、新潟大学、
エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社、佐渡市、新潟県地域農政推進課、
新潟県農村環境課、（農）かわも、農研機構農業機械研究部門、オギハラ工業（株）

佐渡市では朱鷺の放鳥とともに、人にも生き物にも優しい稲作を推進し 2011 年に日本で初めて
「世界農業遺産（GIAHS）」に認定された。減農薬や無農薬、無化学肥料栽培の取り組み面積の拡
大をめざしているが、管理に労力を要する棚田も多く、拡大が難しい状況にある。

〇畦畔草刈機導入における草刈作業時間 50%削減。
〇草刈機シェアリングの仕組み構築とビジネス化可能性を検証
〇棚田の高度水管理による 10%増収、省力化（給水自動化 60％削減、水見回り 40％削減）

4-8
（農）丸山営農組合（新潟県佐渡市） 実証面積：46.7ha

実証課題名

構　成　員

　親子式傾斜地草刈機、ラジコン草刈機、水田除草ロボ
を活用した除草、及び上記草刈機の地区内におけるシェ
アリングにより、労働負荷軽減、コスト削減、及び除草
剤の利用削減による環境保全レベルの向上効果に繋がる
スマート農業技術を実証します。また、上記スマート農
業技術を利用することにより、減農薬・無農薬、無化学
肥料栽培の取り組みを拡大し、「朱鷺と暮らす郷づくり認
証米」等、「世界農業遺産（GIAHS）」にふさわしい、佐
渡市のお米の高付加価値化を目指します。
　棚田における自動水門管理や水位計測を利用した高度
水管理を実施することで、多収化、省力化の効果を検証
する実証を行います。

▶実証代表 （株）NTTデータ経営研究所
視察に関する問い合わせ　新潟大学 高島 (takashima@ccr.niigata-u.ac.jp)
※実証状況により要ご相談。申し込みは 2週間前までにお願いします。
実証一般に関する問い合わせ　NTTデータ経営研究所 (sado-agri@nttdata-strategy.com)

▶視察等の受入について問い合わせ先

背景・課題

実証する技術体系の概要

目　　標

本実証プロジェクトにかける想い

水田作

実証を行うほ場の風景

時期 9月 2月8月 1月7月 12月6月 11月5月 10月4月 3月
「見られる !」
ポイント

要素技術

①親子式傾斜地草刈機＋ラジコン草刈機＋
　水田除草ロボ

②ドローンを用いた簡易空撮と画像処理 ③水田自動水管理装置＋農業 IT センサー

①親子式傾斜地草刈機＋ラジコン草刈機＋水田除草ロボ、②ドローンを用いた簡易空撮と画像処理、③水田自
動水管理装置＋農業ITセンサー

★
★

　水田除草ロボ
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中山間地域の水田転換畑における環境にやさしい農業及びスマート農業による持続可能
なにんじん新産地の確立
福光農業協同組合、（農）ファーム天神、（農）石黒営農、福光にんじん生産出荷組合、富
山県農業技術課、富山県砺波農林振興センター、富山県農林水産総合技術センター、ヤ
ンマーアグリジャパン（株）、クボタアグリサービス（株）、（株）エムエスシー、全国農業
協同組合連合会富山県本部、南砺市

○南砺市福光地区は高齢化等による労働力不足に加え、中山間地域であることから１ほ場当たり
の面積が小さい。
○収益確保のためには、稲作経営へのにんじん等の高収益作物の導入とほ場の利用効率を高める
ための高精度の機械化一貫栽培技術体系が求められるが、１経営体あたりの取組面積が小さく
過剰投資になりやすい。
○省力的な安定生産栽培技術の確立及び環境負荷軽減による持続可能な産地を確立するため、スマート
農業技術を用いた栽培技術を確立すると共にシェアリングによる減価償却費の低減を図る必要がある。

○ＪＡを中心とした営農計画の策定及び作業集約、直進アシストトラクタのシェアリングによる
減価償却費の低減

　・シェアリング面積　にんじん４.２ha、大豆 15.6ha、大麦 18.0ha
○スマート農機による精密作業及びデータに基づく栽培管理による省力化及び収量・品質の向上
　・作業時間 17％削減　・単収 30％向上

4-9

中山間地域の水田転換畑における環境にやさしい農業及びスマート農業による持続可能

（農）ファーム天神ほか（富山県南砺市） 実証面積：にんじん 1.9ha
農機シェアリング面積：大麦 18.0ha、大豆 15.6hａ、にんじん 4.2ha

実証課題名

構　成　員

●中山間地の水田転換畑におけるにんじんの省力性と持続性を両立した新
産地確立に向け、ＪＡが中心となり産地の営農・作業計画を策定すると
ともに、営農管理システムにより生産者全体で情報を共有し、作業に取
り組むことで効率的なスマート農機のシェアリング（にんじん、大麦、
大豆）及び作業集約を行いコスト低減を図る。

●スマート農機による精密作業によるほ場の有効利用や ICT 環境モニタリン
グデータを活用し、夏場の高温乾燥に対応した適正かん水等により単収・
品質の向上やリモートセンシング技術を活用した出荷予測に取り組む。

●オペレータの育成やみどりの食料システム戦略に対応した環境にやさし
い農業にも取り組む。

背景・課題

実証する技術体系の概要

目　　標

本実証プロジェクトにかける想い

①直進アシストトラクタ＋
超砕土ロータリ＋可変施肥は種

②ドローン防除・生育診断 ③ICT気温・土壌水分モニタリ
　ング結果に基づく適正かん水

④収穫機のシェアリング

時期 9月 2月8月 1月7月 12月6月 11月5月 10月4月 3月

「見られる !」
ポイント

要素技術 ①直進アシストトラクタ＋超砕土ロータリ＋可変施肥は種、②ドローン防除・生育診断、
③ICT環境モニタリング利用かん水、④収穫機のシェアリング 

▶実証代表 福光農業協同組合　TEL0763-52-4153　FAX 0763-52-1707
福光農業協同組合　営農部　湯浅　TEL0763-52-4153▶視察等の受入について

問い合わせ先

★

4-10

３つの野菜産地が一体的に取組む、ドローンのシェアリングとデータに基づく営農技術の確立
石川県農林総合研究センター、ＪＡ金沢市砂丘地集出荷場西瓜部会、ＪＡ金沢市砂丘地集出荷
場大根部会、ＪＡ金沢市五郎島さつまいも部会、(株)アグリサポートかなざわ、(株)アグリスマー
ト、スカイワーク、ワークスモバイルジャパン(株)、金沢市農業協同組合、金沢市農林水産局農
業水産振興課農業センター、石川県県央農林総合事務所、(公財)いしかわ農業総合支援機構

〇当地域のすいか、だいこん、さつまいもは暖地と寒冷地の端境期に栽培しており、需要者から
安定した品質と量の供給を強く求められており、収量向上と生産量の拡大が課題

〇多くの野菜では、活用できるスマート農業技術が少ないことや、経営規模が比較的小さな家族
経営にとって導入コストが多額となることが課題

〇シェアリングによるドローンの導入・運用コスト 2,000 円 /10a の達成
〇産地全体におけるすいか、だいこん、さつまいもの収益 10%向上

ＪＡ金沢市砂丘地集出荷場西瓜部会ほか（石川県金沢市） 実証面積：約 80ha

実証課題名
構　成　員

　すいか、だいこん、さつまいもの産地が一体
となって、ドローンのシェアリングやほ場モニ
タリング装置等の各種データをフル活用した生
産技術を実証します。
　作業集約化による生産量の拡大と収量向上に
より、持続的発展のできる野菜産地を実現し、
全国に普及できるスマート野菜産地のモデルを
目指します！

▶実証代表 石川県農林総合研究センター
石川県農林総合研究センター　農業試験場　砂丘地農業研究センター
増田大祐　TEL : 076-283-0073（e-mail : d-masuda@pref.ishikawa.lg.jp）

▶視察等の受入について問い合わせ先

背景・課題

実証する技術体系の概要

目　　標

本実証プロジェクトにかける想い

①ホース装着型ドローン及びピンポイント
　施肥

②ほ場観測・灌水自動制御装置 ③ビジネス用コミュニケーションツール

時期 9月 2月8月 1月7月 12月6月 11月5月 10月4月 3月

「見られる !」
ポイント

要素技術 ①ホース装着型ドローン＋ドローンによるピンポイント施肥、②ほ場観測・灌水自動制御装置、
③ビジネス用コミュニケーションツール

★

実証地区の風景

１つのアプリに仕事で使う機能を凝縮
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中山間地域の水田転換畑における環境にやさしい農業及びスマート農業による持続可能
なにんじん新産地の確立
福光農業協同組合、（農）ファーム天神、（農）石黒営農、福光にんじん生産出荷組合、富
山県農業技術課、富山県砺波農林振興センター、富山県農林水産総合技術センター、ヤ
ンマーアグリジャパン（株）、クボタアグリサービス（株）、（株）エムエスシー、全国農業
協同組合連合会富山県本部、南砺市

○南砺市福光地区は高齢化等による労働力不足に加え、中山間地域であることから１ほ場当たり
の面積が小さい。

○収益確保のためには、稲作経営へのにんじん等の高収益作物の導入とほ場の利用効率を高める
ための高精度の機械化一貫栽培技術体系が求められるが、１経営体あたりの取組面積が小さく
過剰投資になりやすい。

○省力的な安定生産栽培技術の確立及び環境負荷軽減による持続可能な産地を確立するため、スマート
農業技術を用いた栽培技術を確立すると共にシェアリングによる減価償却費の低減を図る必要がある。

○ＪＡを中心とした営農計画の策定及び作業集約、直進アシストトラクタのシェアリングによる
減価償却費の低減

　・シェアリング面積　にんじん４.２ha、大豆 15.6ha、大麦 18.0ha
○スマート農機による精密作業及びデータに基づく栽培管理による省力化及び収量・品質の向上
　・作業時間 17％削減　・単収 30％向上

（農）ファーム天神ほか（富山県南砺市） 実証面積：にんじん 1.9ha
農機シェアリング面積：大麦 18.0ha、大豆 15.6hａ、にんじん 4.2ha

実証課題名

構　成　員

●中山間地の水田転換畑におけるにんじんの省力性と持続性を両立した新
産地確立に向け、ＪＡが中心となり産地の営農・作業計画を策定すると
ともに、営農管理システムにより生産者全体で情報を共有し、作業に取
り組むことで効率的なスマート農機のシェアリング（にんじん、大麦、
大豆）及び作業集約を行いコスト低減を図る。

●スマート農機による精密作業によるほ場の有効利用や ICT 環境モニタリン
グデータを活用し、夏場の高温乾燥に対応した適正かん水等により単収・
品質の向上やリモートセンシング技術を活用した出荷予測に取り組む。

●オペレータの育成やみどりの食料システム戦略に対応した環境にやさし
い農業にも取り組む。

背景・課題

実証する技術体系の概要

目　　標

本実証プロジェクトにかける想い

①直進アシストトラクタ＋
超砕土ロータリ＋可変施肥は種

②ドローン防除・生育診断 ③ICT気温・土壌水分モニタリ
　ング結果に基づく適正かん水

④収穫機のシェアリング

時期 9月 2月8月 1月7月 12月6月 11月5月 10月4月 3月

「見られる !」
ポイント

要素技術 ①直進アシストトラクタ＋超砕土ロータリ＋可変施肥は種、②ドローン防除・生育診断、
③ICT環境モニタリング利用かん水、④収穫機のシェアリング 

▶実証代表 福光農業協同組合　TEL0763-52-4153　FAX 0763-52-1707
福光農業協同組合　営農部　湯浅　TEL0763-52-4153▶視察等の受入について

問い合わせ先

★

4-10

３つの野菜産地が一体的に取組む、ドローンのシェアリングとデータに基づく営農技術の確立
石川県農林総合研究センター、ＪＡ金沢市砂丘地集出荷場西瓜部会、ＪＡ金沢市砂丘地集出荷
場大根部会、ＪＡ金沢市五郎島さつまいも部会、(株)アグリサポートかなざわ、(株)アグリスマー
ト、スカイワーク、ワークスモバイルジャパン(株)、金沢市農業協同組合、金沢市農林水産局農
業水産振興課農業センター、石川県県央農林総合事務所、(公財)いしかわ農業総合支援機構

〇当地域のすいか、だいこん、さつまいもは暖地と寒冷地の端境期に栽培しており、需要者から
安定した品質と量の供給を強く求められており、収量向上と生産量の拡大が課題
〇多くの野菜では、活用できるスマート農業技術が少ないことや、経営規模が比較的小さな家族
経営にとって導入コストが多額となることが課題

〇シェアリングによるドローンの導入・運用コスト 2,000 円 /10a の達成
〇産地全体におけるすいか、だいこん、さつまいもの収益 10%向上

4-10
ＪＡ金沢市砂丘地集出荷場西瓜部会ほか（石川県金沢市） 実証面積：約 80ha

実証課題名
構　成　員

　すいか、だいこん、さつまいもの産地が一体
となって、ドローンのシェアリングやほ場モニ
タリング装置等の各種データをフル活用した生
産技術を実証します。
　作業集約化による生産量の拡大と収量向上に
より、持続的発展のできる野菜産地を実現し、
全国に普及できるスマート野菜産地のモデルを
目指します！

▶実証代表 石川県農林総合研究センター
石川県農林総合研究センター　農業試験場　砂丘地農業研究センター
増田大祐　TEL : 076-283-0073（e-mail : d-masuda@pref.ishikawa.lg.jp）

▶視察等の受入について問い合わせ先

背景・課題

実証する技術体系の概要

目　　標

本実証プロジェクトにかける想い

①ホース装着型ドローン及びピンポイント
　施肥

②ほ場観測・灌水自動制御装置 ③ビジネス用コミュニケーションツール

時期 9月 2月8月 1月7月 12月6月 11月5月 10月4月 3月

「見られる !」
ポイント

要素技術 ①ホース装着型ドローン＋ドローンによるピンポイント施肥、②ほ場観測・灌水自動制御装置、
③ビジネス用コミュニケーションツール

★

実証地区の風景

１つのアプリに仕事で使う機能を凝縮
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北

陸

品目 スイカ、だいこん、サツマイモ
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ほ場条件不利地域における持続可能な食料生産を実現するためのスマート農機低コ
スト利用実証 
岐阜県、（株）アオキ、（農）ふしみ営農、田中農機（株）、（農）みざの、御嵩町農林課、ＪＡ
めぐみの、（株）東海近畿クボタ、（一社）岐阜県農業会議

〇本実証地域は、小区画多筆で条件の不利なほ場で水稲や大豆を中心とした農業が営まれている
が、生産者の高齢化と担い手不足により地域の中核農家へ農地や作業の集約が進められている。
〇中核農家の既存の労働力や機械だけではきめ細やかな栽培管理が困難になっているため、ス
マート農機の導入により作業の省力化・効率化を図るとともに、作業集約やシェアリングを通
じて費用対効果の改善を行う。

〇スマート農機の導入による水稲生産コストの 2割削減及び作業集約面積 5ha
〇大豆を対象としたスマート農機のシェアリングを 10ha で実施及びシェアリング利用者の営業
利益 2割増　等

4-11 
（株）アオキほか（岐阜県御嵩町） 実証面積：19.5ha

実証課題名

構　成　員

　本実証地域は、水稲や大豆を中心とした農業が営
まれる中山間地域で、中核農家への集約が進む一方
で、中核農家の省力化・効率化や収量向上による経
営改善が大きな課題となっています。
　本実証プロジェクトでは、スマート農機による省
力化・効率化に取組むとともに、同一品目で品種構
成が異なる農家間においてシェアリングを行うこと
でコストを抑え、低コストでスマート農機を利用で
きる仕組みづくりを進め、中山間地域の農業の維持
発展を目指します。
　また、本実証結果を県内農業者等へ情報発信し、
普及を図っていきます。

背景・課題

実証する技術体系の概要

目　　標

本実証プロジェクトにかける想い

露地野菜

▶実証代表 岐阜県農政部農政課　（e-mail：c11411@pref.gifu.lg.jp）
岐阜県農政部農政課　Tel：058-272-1111（内線 2808）▶視察等の受入について

問い合わせ先

実証する技術体系の概要

★

御嵩地区の風景

時期 9月 2月8月 1月7月 12月6月 11月5月 10月4月 3月

「見られる !」
ポイント

要素技術 ①営農管理システム、②自動操舵システム（既存トラクタに取付）＋GNSS固定基地局、③直進キープ田植機、
④センシングドローン、⑤収量コンバイン、⑥ブームスプレイヤー＋GNSS 固定基地局

②自動操舵システム
（既存トラクタに取付け）

　＋GNSS 固定基地局

③直進キープ田植機 ④センシングドローン ⑤収量コンバイン ⑥ブームスプレイヤー
　＋GNSS 固定基地局

4-12

中山間カンキツ産地における人・もの・土地のシェアリングによるサステナブル産地
モデルの実現
JA伊勢、（株）オレンジアグリ、NECソリューションイノベータ（株）、鳥羽商船高等専
門学校、日本農業サポート研究所、三重県、東海地域生物系先端技術研究会

　三重南紀地区は、紀伊半島の南端付近に位置し、大規模なカンキツ類生産団地を形成している。現在の
カンキツ類生産面積は666haで、特に極早生温州では、全国をリードする産地となっている。しかし、高
齢化が進んでおり、担い手の数が10年後には現在の約半数になり、生産量が激減すると予想されている。
担い手不足による産地の衰退に歯止めをかけるためには、これまで以上に大きな労働力低減への対応

効果が期待できる技術対策が必要である。しかし、労働力低減に対応する打開策として期待されるス
マート農業機械は高価であり、潜在的な労働力の掘り起こしを含めたシェアリングが必要となることか
ら、事業での実証に取り組む。

〇スキル不要のスマート農機ワンデイワーク募集数が、前年比の10%向上
〇シェアリングするスマート農機のコストが保有する場合の1/2以下
〇作業時間 30～50%削減（単位面積当たり　シェアリングによる効果含む）
〇生産コスト 10～40%削減（単位面積当たり）
〇単位面積当たりの労働時間13%削減

（株）オレンジアグリ（三重県御浜町） 実証面積：5.18ha

実証課題名

構　成　員

背景・課題

実証する技術体系の概要

目　　標

露地野菜

▶実証代表 JA 伊勢三重南紀経済センター営農柑橘グループ
古芝正樹 TEL：05979-2-4545 （e-mail：m-koshiba@ise.jamie.or.jp）▶視察等の受入について

問い合わせ先

実証する技術体系の概要

　本プロジェクト実証によって、今まで産地で取り組んできたス
マート農業をさらに発展させ、産地の将来を担う農業者とともに
地域農業振興に貢献したい。
　この取り組みを起爆剤にして産地を復活させたい！

本実証プロジェクトにかける想い

三重南紀地区の柑橘園地

★

時期 9月 2月8月 1月7月 12月6月 11月5月 10月4月 3月

「見られる !」
ポイント

要素技術 ①アタッチメント式AI 防除機②UAV（ドローン）③営農指導支援システム
④AI 果実診断プレ選果ロボット⑤AI マルドリ遠隔操作システム

①アタッチメント式
　AI 防除機 

②UAV（ドローン） ③営農指導支援システム ④AI 果実診断プレ
　選果ロボット

⑤AI マルドリ遠隔操作
　システム
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ほ場条件不利地域における持続可能な食料生産を実現するためのスマート農機低コ
スト利用実証 
岐阜県、（株）アオキ、（農）ふしみ営農、田中農機（株）、（農）みざの、御嵩町農林課、ＪＡ
めぐみの、（株）東海近畿クボタ、（一社）岐阜県農業会議

〇本実証地域は、小区画多筆で条件の不利なほ場で水稲や大豆を中心とした農業が営まれている
が、生産者の高齢化と担い手不足により地域の中核農家へ農地や作業の集約が進められている。
〇中核農家の既存の労働力や機械だけではきめ細やかな栽培管理が困難になっているため、ス
マート農機の導入により作業の省力化・効率化を図るとともに、作業集約やシェアリングを通
じて費用対効果の改善を行う。

〇スマート農機の導入による水稲生産コストの 2割削減及び作業集約面積 5ha
〇大豆を対象としたスマート農機のシェアリングを 10ha で実施及びシェアリング利用者の営業
利益 2割増　等

（株）アオキほか（岐阜県御嵩町） 実証面積：19.5ha

実証課題名

構　成　員

　本実証地域は、水稲や大豆を中心とした農業が営
まれる中山間地域で、中核農家への集約が進む一方
で、中核農家の省力化・効率化や収量向上による経
営改善が大きな課題となっています。
　本実証プロジェクトでは、スマート農機による省
力化・効率化に取組むとともに、同一品目で品種構
成が異なる農家間においてシェアリングを行うこと
でコストを抑え、低コストでスマート農機を利用で
きる仕組みづくりを進め、中山間地域の農業の維持
発展を目指します。
　また、本実証結果を県内農業者等へ情報発信し、
普及を図っていきます。

背景・課題

実証する技術体系の概要

目　　標

本実証プロジェクトにかける想い

露地野菜

▶実証代表 岐阜県農政部農政課　（e-mail：c11411@pref.gifu.lg.jp）
岐阜県農政部農政課　Tel：058-272-1111（内線 2808）▶視察等の受入について

問い合わせ先

実証する技術体系の概要

★

御嵩地区の風景

時期 9月 2月8月 1月7月 12月6月 11月5月 10月4月 3月

「見られる !」
ポイント

要素技術 ①営農管理システム、②自動操舵システム（既存トラクタに取付）＋GNSS固定基地局、③直進キープ田植機、
④センシングドローン、⑤収量コンバイン、⑥ブームスプレイヤー＋GNSS 固定基地局

②自動操舵システム
（既存トラクタに取付け）

　＋GNSS 固定基地局

③直進キープ田植機 ④センシングドローン ⑤収量コンバイン ⑥ブームスプレイヤー
　＋GNSS 固定基地局

4-12

中山間カンキツ産地における人・もの・土地のシェアリングによるサステナブル産地
モデルの実現
JA伊勢、（株）オレンジアグリ、NECソリューションイノベータ（株）、鳥羽商船高等専
門学校、日本農業サポート研究所、三重県、東海地域生物系先端技術研究会

　三重南紀地区は、紀伊半島の南端付近に位置し、大規模なカンキツ類生産団地を形成している。現在の
カンキツ類生産面積は666haで、特に極早生温州では、全国をリードする産地となっている。しかし、高
齢化が進んでおり、担い手の数が10年後には現在の約半数になり、生産量が激減すると予想されている。
担い手不足による産地の衰退に歯止めをかけるためには、これまで以上に大きな労働力低減への対応

効果が期待できる技術対策が必要である。しかし、労働力低減に対応する打開策として期待されるス
マート農業機械は高価であり、潜在的な労働力の掘り起こしを含めたシェアリングが必要となることか
ら、事業での実証に取り組む。

〇スキル不要のスマート農機ワンデイワーク募集数が、前年比の10%向上
〇シェアリングするスマート農機のコストが保有する場合の1/2以下
〇作業時間 30～50%削減（単位面積当たり　シェアリングによる効果含む）
〇生産コスト 10～40%削減（単位面積当たり）
〇単位面積当たりの労働時間13%削減

4-12
（株）オレンジアグリ（三重県御浜町） 実証面積：5.18ha

実証課題名

構　成　員

背景・課題

実証する技術体系の概要

目　　標

露地野菜

▶実証代表 JA 伊勢三重南紀経済センター営農柑橘グループ
古芝正樹 TEL：05979-2-4545 （e-mail：m-koshiba@ise.jamie.or.jp）▶視察等の受入について

問い合わせ先

実証する技術体系の概要

　本プロジェクト実証によって、今まで産地で取り組んできたス
マート農業をさらに発展させ、産地の将来を担う農業者とともに
地域農業振興に貢献したい。
　この取り組みを起爆剤にして産地を復活させたい！

本実証プロジェクトにかける想い

三重南紀地区の柑橘園地

★

時期 9月 2月8月 1月7月 12月6月 11月5月 10月4月 3月

「見られる !」
ポイント

要素技術 ①アタッチメント式AI 防除機②UAV（ドローン）③営農指導支援システム
④AI 果実診断プレ選果ロボット⑤AI マルドリ遠隔操作システム

①アタッチメント式
　AI 防除機 

②UAV（ドローン） ③営農指導支援システム ④AI 果実診断プレ
　選果ロボット

⑤AI マルドリ遠隔操作
　システム
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品目 柑橘
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★★
荒廃農地の再生による環境保全効果と生産性の高いスマート放牧体系の実証

農研機構西日本農業研究センター、かわむら牧場、三瓶牧野委員会、島根県畜産技術セ
ンター、山口県農林総合技術センター畜産技術部、島根県西部農林水産振興センター、
島根県大田市、島根県農業協同組合石見銀山地区本部

〇高齢化や人手不足による荒廃農地の増加
〇飼料価格の高騰、SDGs の浸透、地方創生の推進

〇牧草作付け支援システムにより提案された草種の導入による放牧可能日数増加（180日→200日）
〇荒廃農地の再生による利用面積拡大 (21ha→37ha)
〇放牧牛飼養頭数増加 (30頭→50頭 )

4-13
かわむら牧場（島根県大田市） 実証面積：37ha

実証課題名

構　成　員

●世界情勢の変化に伴う飼料や農業資材の高騰によ
り、国内資源を有効に活用した畜産の推進が喫緊の
課題です。

●その解決策の一つとして、家畜の放牧飼養がある
が、一般に放牧飼養は経験と勘に大きく依存するた
め、生産物の品質が安定しないという、欠点を持ち
ます。

●本プロジェクトでは、放牧飼養の生産工程をスマー
ト化し、放牧の持つ欠点を解消することで、農地を
保全しながら高い生産性を実現するシステムを提案
し、実証します。

▶実証代表 農研機構西日本農業研究センター　平野　清
農研機構西日本農業研究センター　渡辺　也恭
（e-mail : sanbe-symposium@ml.affrc.go.jp）

▶視察等の受入について問い合わせ先

背景・課題

実証する技術体系の概要

目　　標

本実証プロジェクトにかける想い

西の原第１牧区の風景

要素技術 ①牧草作付け支援システム、②マルチャー等による荒廃農地の効率的再生、
③放牧牛位置監視、電気牧柵監視、分娩監視、④自動体重計測システム

①牧草作付け支援システム ②マルチャー等による
　荒廃農地の効率的再生

③放牧牛の位置監視、電気
　牧柵監視、分娩監視

④自動体重計測システム

時期 9月 2月8月 1月7月 12月6月 11月5月 10月4月 3月

「見られる !」
ポイント
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4-13

★★
荒廃農地の再生による環境保全効果と生産性の高いスマート放牧体系の実証

農研機構西日本農業研究センター、かわむら牧場、三瓶牧野委員会、島根県畜産技術セ
ンター、山口県農林総合技術センター畜産技術部、島根県西部農林水産振興センター、
島根県大田市、島根県農業協同組合石見銀山地区本部

〇高齢化や人手不足による荒廃農地の増加
〇飼料価格の高騰、SDGs の浸透、地方創生の推進

〇牧草作付け支援システムにより提案された草種の導入による放牧可能日数増加（180日→200日）
〇荒廃農地の再生による利用面積拡大 (21ha→37ha)
〇放牧牛飼養頭数増加 (30頭→50頭 )

かわむら牧場（島根県大田市） 実証面積：37ha

実証課題名

構　成　員

●世界情勢の変化に伴う飼料や農業資材の高騰によ
り、国内資源を有効に活用した畜産の推進が喫緊の
課題です。

●その解決策の一つとして、家畜の放牧飼養がある
が、一般に放牧飼養は経験と勘に大きく依存するた
め、生産物の品質が安定しないという、欠点を持ち
ます。

●本プロジェクトでは、放牧飼養の生産工程をスマー
ト化し、放牧の持つ欠点を解消することで、農地を
保全しながら高い生産性を実現するシステムを提案
し、実証します。

▶実証代表 農研機構西日本農業研究センター　平野　清
農研機構西日本農業研究センター　渡辺　也恭
（e-mail : sanbe-symposium@ml.affrc.go.jp）

▶視察等の受入について問い合わせ先

背景・課題

実証する技術体系の概要

目　　標

本実証プロジェクトにかける想い

西の原第１牧区の風景

要素技術 ①牧草作付け支援システム、②マルチャー等による荒廃農地の効率的再生、
③放牧牛位置監視、電気牧柵監視、分娩監視、④自動体重計測システム

①牧草作付け支援システム ②マルチャー等による
　荒廃農地の効率的再生

③放牧牛の位置監視、電気
　牧柵監視、分娩監視

④自動体重計測システム

時期 9月 2月8月 1月7月 12月6月 11月5月 10月4月 3月

「見られる !」
ポイント

4-14

スマート技術導入による日本一の温州ミカン産地持続モデル実証

愛媛県、JAにしうわ真穴共選スマート農業研究会、愛媛大学、JAにしうわ、NECソリューショ
ンイノベータ(株)、OATアグリオ(株)

　愛媛県八幡浜市真穴地区は、カンキツ栽培面積のうち温州ミカンが 98% を占める。主力品種
の平均収量は 2.8t/10a と、県の平均収量 1.8t/10a を大きく上回るが、収穫時期の雇用確保、
担い手の高齢化や後継者不足、近年の気象変動や土壌の酸性化などにより、生産量はピーク時の
約 60％に減少している。

4-14
JAにしうわ真穴共選スマート農業研究会（愛媛県八幡浜市） 実証面積：67a

実証課題名

構　成　員

▶実証代表 愛媛県果樹研究センター　清水康雄

菊池泰志　Tell:0894-23-0163
（e-mail : kikuchi-yasushi@pref.ehime.lg.jp）

▶視察等の受入について
問い合わせ先

背景・課題

実証する技術体系の概要

〇トップリーダー栽培モデルシェアリングにより、S－L階級比率 80％以上
〇液体石灰肥料と自動液肥灌水システム利用により作業時間 30％削減

目　　標

　本実証プロジェクトにより、愛媛県八幡浜市真穴地区
柑橘産地の地域トップリーダーが蓄積してきたノウハウ
をシェアリングし、栽培技術の高位平準化を図り、高品
質果実生産による所得向上を実現する。
　また、酸性土壌を改善するため、効率的に施用できる
液体石灰肥料と自動液肥灌水システムを利用する土壌改
善技術を開発して、園地の生産力を高めるとともに、省
力化を図る。

本実証プロジェクトにかける想い

要素技術 ①営農管理支援システム、②自動液肥灌水システムによる土壌改良、
③生育データを形式知化した普及ツールの開発

①営農管理支援システム ②自動液肥灌水システムを利用した
　土壌改善

③生育データを形式知化した普及ツール
　の開発

時期 9月 2月8月 1月7月 12月6月 11月5月 10月4月 3月

「見られる !」
ポイント

★★

愛媛県八幡浜市真穴地区の風景
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4-15

高知県安芸地区におけるローカル５Gの活用によるゆず生産スマート化実証

（株）NTTデータ経営研究所、（株）土佐北川農園、浜渦健介、小松進、日鉄ソリューションズ（株）、
（一社）日本の農村を元気にする会、エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ（株）、（株）エムスク
エア・ラボ、北海道大学、高知県安芸農業振興センター、高知県農業協同組合安芸地区本部、北川
村、安芸市

4-15

高知県安芸地区におけるローカル５Gの活用によるゆず生産スマート化実証

（株）土佐北川農園ほか（高知県北川村ほか）
実証課題名

構　成　員

背景・課題

実証面積合計：2.9ha

本実証フィールドである安芸地区では、小規模経営への対応や傾斜地での作業安全性の確保と
いった中山間地域の地形的な特徴に由来する課題に加え、生産コストの低減や新規就農者の確保・
受け入れ体制の強化等が求められている。

　高知県における北川村を含む安芸地区は日本最大のゆず産地と
して知られ、我が国で初めてゆず青果の輸出に成功した産地でも
あります。県の普及指導計画においては、作業受託組織の育成な
ど産地維持の仕組みづくり、担い手の育成支援、などの課題を位
置付けています。
　これらの課題を踏まえ、防除・除草といった負荷が高く頻度も
多い作業をスマート農機に代替し、ローカル５ G の大容量・低遅
延の通信ネットワークを活用したソリューションによって生産者
の作業時間軽減を目指すとともに、新たな担い手育成のために新
規就農者受け入れ体制を強化するなど、各技術の社会実装に向け
た実証を行います。また、これらの技術を産地でシェアリングす
ることにより、生産者のコスト低減を目指していきます。
　中山間地域で同様の課題を抱えている地域にも展開できるソ
リューションを実証しますので、ぜひ高知県安芸地区にお越しく
ださい。

本実証プロジェクトにかける想い

〇モバイルムーバーの導入により、農薬散布時間を 50%削減、草刈時間を 35％削減。　
〇新規就農者遠隔指導ソリューションの導入により、新規就農者受け入れ可能数 2名増、指導コスト 33％減

目　　標

実証する技術体系の概要

時期 9月 2月8月 1月7月 12月6月 11月5月 10月4月 3月

「見られる !」
ポイント

要素技術 ①バイルムーバー（マルチワーク可能なロボット台車）を用いた自動防除ソリューション、
②バーチャル圃場見学システム、③遠隔指導システム

①モバイルムーバー

▶実証代表 （株）NTTデータ経営研究所  社会システムデザインユニット　小島 卓弥　

（株）NTTデータ経営研究所 実証事務局　
（e-mail：ml_shikoku_l5g_main@nttdata-strategy.com） ▶視察等の受入について

問い合わせ先

★

②バーチャル圃場見学システム ③遠隔指導システム

遠隔監視センター

圃場 圃場

映像配信インターネット

360°カメラで中継 VRゴーグルを装着

イベント会場 監視センター・建屋
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デジタル技術を活用した農業支援人材の育成作業の集約と活用モデルの実証 

北九州市、岡村農園、高木翔太、北九州市立総合農事センター、北九州農業協同組合、
（株）インターネットイニシアティブ、（株）ファームプロ、福岡県八幡農林事務所北九
州普及指導センター

〇北九州市は約 96万人の人口を抱え、地産地消が盛んな都市近郊型の農業
〇地産地消の需要の変化に合わせて柔軟に生産現場に投入できるパートタイム労働力が不足
〇生産者が育成した有能な人材は個々の生産者が囲い込む傾向にある
〇地産地消の需要の変動を断片的な販売実績データだけで判断する必要があり、正確な生産計画
や出荷計画を立てることが難しい

〇農業支援人材を 10名育成
〇生産者の直売所販売における対象品目の販売額を 2021年度比 10%増加
〇農業支援人材の育成カリキュラム 25作業作成

4-16
岡村農園ほか （福岡県北九州市） 実証面積：50a

実証課題名

構　成　員

人手不足はどこの地域でも長年抱えている重要な課題です。
都市近郊型の北九州市においても、農業現場の近くに多くの人はいる
ものの「農業に携わる方法を知らない」、「そもそも農業が自分たちの
地域で盛んにおこなわれていることを知らない・知る機会が無い」人々
が多くいます。北九州市では地域の人々に農業の存在を深く知っても
らい、農作業へ関わる機会を提供していきたいと考えています。
　そのためには北九州市の地産地消の代名詞でもある”地元いち
ばん事業“を土台にして、
1. 地域全体で農業支援人材を育成するためのカリキュラムの作成
2. 生産データ・販売データを基に需要予測をすることで、農業
　 支援人材が適時に農作業現場で活躍する場の提供
3. 農産物直売所の需要に合わせた適時生産による販売額の増加
　を目指していこうと思います。

背景・課題

目　　標

本実証プロジェクトにかける想い

露地野菜

実証する技術体系の概要

▶実証代表 北九州市産業経済局農林水産部農林課
北九州市産業経済局農林水産部農林課　Tel：093-582-2078▶視察等の受入について

問い合わせ先

★
★

要素技術 ①農業支援人材育成、②農作業履歴記録システム、③農業支援人材データベース、
④農作業環境監視機器、⑤地域需給データ共有、⑥共同利用LoRaWAN通信基地局

②農作業履歴記録システム ③農業支援人材データベース ④農作業環境監視機器 ⑥共同利用 LoRaWAN通信基
　地局

時期 9月 2月8月 1月7月 12月6月 11月5月 10月4月 3月

「見られる !」
ポイント 5

6

北九州市直売所
大地の恵み西中店
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生産から出荷までのデータ共有によるスマート茶業と茶園管理省力機械のシェアリング
長崎県央農業協同組合、（農）長崎そのぎ茶萌香園、（株）FORTHEES、（株）日本計器鹿
児島製作所、（株）筑水キャニコム、(株)MHIパワーコントロールシステムズ、（株）ビ
ジョンテック、（株）NTTデータ、長崎県（農林技術開発センター、農政課）、(一社)食品
需給研究センター

〇実証地域の長崎県東彼杵町は、全国茶品評会で優秀な成績を収めるなど高品質茶を生産する県
内トップ産地である。しかしながら、高齢化、担い手不足、市場単価の低迷、資材などコスト高騰、
気候変動や茶園の分散による適期作業の遅れ、安全安心志向への対応などの課題を抱えている。
　　産地一体となって、より省力・低コストで、高品質茶生産をデータに基づき行えるスマート
農業技術の導入が求められている。

〇リモコン中切機の導入により、労働時間を 30%削減
〇自律式リモコン草刈機の導入による労働時間 75％削減
〇クワシロカイガラムシ効率的防除による多発園減少による 2,700 円 /10a の減収抑制
〇降霜予測による被害回避により 4,300 円 /10a の減収抑制

4-17
（農）長崎そのぎ茶萌香園、（株）FORTHEES（長崎県東彼杵町） 実証面積：411ha

実証課題名
構　成　員

●実証地域は、全国茶品評会や日本茶 AWARD で好成績
を収め、近年注目されている「長崎そのぎ茶」の産地です。

●平成10年頃以降、乗用型機械の普及による労力削減効果
等により、若手の生産者が多い地域ですが、高齢化・担
い手不足や市場単価の低迷により放棄茶園も増えてきて
います。

●本実証プロジェクトでは、不整形茶園が多い中山間地域
においても省力化機械を導入した作業者の軽労化、営農
支援システムを活用した茶業経営の見える化などによ
り、次世代に魅力ある茶業の姿を示し、産地の維持・拡
大を図っていきます。

背景・課題

目　　標

本実証プロジェクトにかける想い

露地野菜

実証する技術体系の概要

▶実証代表 長崎県央農業協同組合北部営農センター
長崎県農政課　技術普及・高度化支援班　担当：寺井
TEL: 095-895-2947（e-mail : kterai@pref.nagasaki.lg.jp）

▶視察等の受入について問い合わせ先

長崎県東彼杵町茶産地の風景

★

★

時期 9月 2月8月 1月7月 12月6月 11月5月 10月4月 3月

「見られる !」
ポイント

要素技術 ①リモコン中切機、②自律式リモコン草刈機、③50mメッシュ精密気象データ、
④空撮画像による生育予測、⑤営農管理システムとのデータ連携

①リモコン中切機 ②自律式リモコン草刈機 ③50mメッシュ精密
　気象データ

④空撮画像による生育
　予測

⑤営農管理システム
　とのデータ連携　気象データ
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4-17

生産から出荷までのデータ共有によるスマート茶業と茶園管理省力機械のシェアリング
長崎県央農業協同組合、（農）長崎そのぎ茶萌香園、（株）FORTHEES、（株）日本計器鹿
児島製作所、（株）筑水キャニコム、(株)MHIパワーコントロールシステムズ、（株）ビ
ジョンテック、（株）NTTデータ、長崎県（農林技術開発センター、農政課）、(一社)食品
需給研究センター

〇実証地域の長崎県東彼杵町は、全国茶品評会で優秀な成績を収めるなど高品質茶を生産する県
内トップ産地である。しかしながら、高齢化、担い手不足、市場単価の低迷、資材などコスト高騰、
気候変動や茶園の分散による適期作業の遅れ、安全安心志向への対応などの課題を抱えている。
　　産地一体となって、より省力・低コストで、高品質茶生産をデータに基づき行えるスマート
農業技術の導入が求められている。

〇リモコン中切機の導入により、労働時間を 30%削減
〇自律式リモコン草刈機の導入による労働時間 75％削減
〇クワシロカイガラムシ効率的防除による多発園減少による 2,700 円 /10a の減収抑制
〇降霜予測による被害回避により 4,300 円 /10a の減収抑制

（農）長崎そのぎ茶萌香園、（株）FORTHEES（長崎県東彼杵町） 実証面積：411ha

実証課題名
構　成　員

●実証地域は、全国茶品評会や日本茶 AWARD で好成績
を収め、近年注目されている「長崎そのぎ茶」の産地です。

●平成10年頃以降、乗用型機械の普及による労力削減効果
等により、若手の生産者が多い地域ですが、高齢化・担
い手不足や市場単価の低迷により放棄茶園も増えてきて
います。

●本実証プロジェクトでは、不整形茶園が多い中山間地域
においても省力化機械を導入した作業者の軽労化、営農
支援システムを活用した茶業経営の見える化などによ
り、次世代に魅力ある茶業の姿を示し、産地の維持・拡
大を図っていきます。

背景・課題

目　　標

本実証プロジェクトにかける想い

露地野菜

実証する技術体系の概要

▶実証代表 長崎県央農業協同組合北部営農センター
長崎県農政課　技術普及・高度化支援班　担当：寺井
TEL: 095-895-2947（e-mail : kterai@pref.nagasaki.lg.jp）

▶視察等の受入について問い合わせ先

長崎県東彼杵町茶産地の風景

★

★

時期 9月 2月8月 1月7月 12月6月 11月5月 10月4月 3月

「見られる !」
ポイント

要素技術 ①リモコン中切機、②自律式リモコン草刈機、③50mメッシュ精密気象データ、
④空撮画像による生育予測、⑤営農管理システムとのデータ連携

①リモコン中切機 ②自律式リモコン草刈機 ③50mメッシュ精密
　気象データ

④空撮画像による生育
　予測

⑤営農管理システム
　とのデータ連携
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「大分味一ねぎ」産地用にチューニングされた生産・出荷の最適化による地域全体の
経営健全化の実証

大分県農業協同組合、大分“味一ねぎ”生産部会、(株)オーイーシー、APEX JAPAN
(株)、(株)イシダ、大分県東部振興局、国東市、大分大学、(一社)食品需給研究センター

こねぎ生産において生産技術の確立、作業工程の連携が行われておらず、生産者は個々に独自の
判断をしながら生産を行っていたため、同選果集出荷場の効率的な運用、タイムリーな販売計画
を実施できていなかった。

〇営農システム、多機能UGV、組み合わせ計量結束機等の導入により、出荷量を10 % 以上に増大、
収益 5%アップ、平均秀品率 70%以上。

4-18

「大分味一ねぎ」産地用にチューニングされた生産・出荷の最適化による地域全体の

大分“味一ねぎ”生産部会（大分県国東市） 実証面積：12a

実証課題名

構　成　員

生産部会でのこねぎ栽培において、生産者間の技術差が大きく、出荷
計画を大きく下回る状況が続いている。生産工程での遅れも目立ち、
作業の遅れによる収入の減少、高収入を望むあまり高い単価を求め前
年度の需要期に出荷が集中して、安定供給を前提とした目標に乖離し
た生産実績となっている。
　以上の課題を解決するために、生産の平準化ならびに高品質化に取
り組む。基礎データとなる土壌中の肥料・水分、温度等のセンサーの
みならず、こねぎの育成状況、生産予測、害虫検出、高齢者に優しい
多機能UGV、高効率の組み合わせ計量結束機の稼働状況、就労データ
も営農管理システム「ねぎ博士」に集約させる。「ねぎ博士」は、リソー
ス管理を含めた栽培から出荷までの一連の工程でのデータについて、
理想との差を分かりやすく見える化する、営農マニュアルとなる。安
定的な品質の栽培・出荷の実現により、有利販売が行え、生産者、選
果場の収支を大きく改善すると考えている。

背景・課題

実証する技術体系の概要

目　　標

本実証プロジェクトにかける想い

▶実証代表 大分県農業協同組合
実証代表者　上田大祐（TEL : 0978-68-0994）▶視察等の受入について

問い合わせ先

大分味一ねぎ武蔵パッケージセンター

★

要素技術 ①ねぎ博士(土壌センサー)、②ねぎ博士(営農管理システム)、③多機能UGV、
④組み合わせ計量結束機

①ねぎ博士 (土壌センサー ) ②ねぎ博士
　(営農管理システム )

③多機能UGV ④組み合わせ計量結束機

時期 9月 2月8月 1月7月 12月6月 11月5月 10月4月 3月

「見られる !」
ポイント
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センシングドローンとＧＰＳレベラーのシェアリングによるさつまいも産地におけ
る基腐病軽減技術の実証
鹿児島大学農学部、JAいぶすき野菜部会えいさつまいも専門部およびえい加工甘藷
部会、西之表市野菜部会協議会青果用さつまいも部会、JAいぶすき、JA種子屋久、(公
社)西之表市農業振興公社、農研機構植物防疫研究部門および九州沖縄農業研究セン
ター、鹿児島県農業開発総合センター、JA鹿児島県経済連、(株)南日本情報処理セン
ター、鹿児島くみあい食品(株)

〇収量・品質の向上については、基腐病発生前の水準に戻し、
　単収は、平成 30年度水準のえい：2.2t/10a、西之表：1.8t/10a を目指す。
〇実証の成果により、離農、耕作放棄によるさつまいもほ場の減少を防止し、
　産地面積を令和３年度実績のえい：252ha、西之表：325ha に堅持する。

4-19

センシングドローンとＧＰＳレベラーのシェアリングによるさつまいも産地におけ

JAいぶすき及び JA種子屋久管内生産者（鹿児島県南九州市、西之表市） 実証面積：5.34ha

実証課題名

構　成　員

背景・課題

目　　標

▶実証代表 鹿児島大学・農学部　准教授　神田　英司
（e-mail：kanda@agri.kagoshima-u.ac.jp）
JA鹿児島県経済連・野菜振興課　松枝　弘実
（e-mail：kei-2922@ks-ja.or.jp）☎099-258-5425

▶視察等の受入について
問い合わせ先

　鹿児島県で平成30年度にサツマイモ基腐病が初めて確認されて以降、令和３年度の鹿児島県全体での発病率は 74.5％
に達しており、実証によりサツマイモ基腐病軽減技術の普及を図り、サツマイモ基腐病発病前の産地収量に戻したい。

本実証プロジェクトにかける想い

時期 9月 2月8月 1月7月 12月6月 11月5月 10月4月 3月

「見られる !」
ポイント

要素技術

実証する技術体系の概要
①センシング用ドローンシェアリングによるほ場高低差調査、②ＧＰＳレベラーシェアリングによるほ場高
低差修正、③センシング用ドローンシェアリングによるサツマイモ基腐病リスク判定、④サツマイモ基腐病
リスク判定システムの精度向上

②GPSレベラーシェアリング
　によるほ場高低差修正

①センシング用ドローンシェア
　リングによるほ場高低差調査

③センシング用ドローンシェ
　アリングによるサツマイモ
　基腐病リスク判定

④サツマイモ基腐病リスク判定
　システムの精度向上

★ ★

　サツマイモ基腐病は鹿児島県で平成30年に確認されて以降、県内で急速に広がって
おり、青果用、加工用、でん粉用などに甚大な被害を与えている。
ほ場内の標高が低いために明渠での排水が困難なほ場に対し、ＪＡおよび経済連が中
心となり管内生産者に対し、ドローン計測によるほ場高低差マップを作成する。ほ場高
低差の大きいほ場については、ほ場内滞留水の額縁明渠への排水が確実になるようほ場
整備後の標高マップを提案し、マップに基づくＧＰＳレベラーによるほ場整備を行うこ
とで基腐病被害を軽減する技術の実証を行う。
　さらに、発病株の現地ほ場での早期発見、早期抜き取り、早期防除を支援するため、
令和３年度に鹿児島県の事業でＪＡ鹿児島県経済連、鹿児島大学、（株）南日本情報処
理センターが共同で開発した、「センシングドローンによるサツマイモ基腐病リスク判
定システム」（LINE WORKS による関係者へのサツマイモ基腐病警報送信システム）
を現地ほ場で活用しつつ、リスク判定精度の改善を行う。

★

南九州市のサツマイモ実証ほ場
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スマート農機を用いた徳之島全域における受委託調整と情報有効活用によるさとう
きび産地形成

（有）南西サービス、徳之島さとうきび農作業受委託調整センター（協力農家）、徳之島
さとうきび新ジャンプ会、南西糖業(株)徳之島事業本部、鹿児島県大島支庁徳之島事
務所農業普及課

徳之島のさとうきび * 生産は、高齢化等による労力不足が要因で、生産基盤弱体化の循環構造と
なっている。これを解決するために営農支援システムを活用した効率的な受委託調整を徳之島全
域にわたる「徳之島さとうきび農作業受委託調整センター」を設立して開始したが、「適期作業
の実施」や「担い手の確保・育成」が課題となっている。　*以下，きびと表記

〇受委託調整1,400ha（R2実績 1,141ha）　〇受委託調整適期作業率85%（R2実績66%）
〇GNSSトラクタ作業 665ha（R2実績無し）   〇受委託調整センター売上105百万円以上（R2実績85百万円）
〇新ジャンプ会きび出荷量17,500ｔ（R2実績15,848ｔ）
〇徳之島全体の平均単収・生産量の改善　平均単収　5.149ｔ（過去5年実績4.904ｔ）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　生産量  187,910ｔ（過去5年実績170,828ｔ）

4-20 
（有）南西サービスほか（鹿児島県天城町ほか） 実証面積：1,400ha

実証課題名

構　成　員

①作業できる人を増やす仕組み
「きび農作業受委託調整センター協力農家 96名の活用」
「ＧＮＳＳトラクタの活用で熟練技術の継承」
②受委託を効率的に実施できる仕組み
・きび農作業受委託調整センター業務の体制強化
「受委託調整」「作業ニーズ早期把握」
「事務代行（受託受付、作業実施、作業料金支払」
「作業日誌」「ほ場位置情報他登録」
③適期作業を徹底実施する仕組み
「担い手農家（新ジャンプ会）との連携」
「受委託調整センターのデータ，情報利用」
スマート器機・技術で資源とデータを活かしてこれらの仕
組みを実現し､オール徳之島での受委託増と適期作業徹底を
実現することで徳之島の平均単収の向上に繋げたい。

背景・課題

目　　標

本実証プロジェクトにかける想い

露地野菜

▶実証代表 有限会社 南西サービス　千葉　茂
南西サービス　千葉　　茂　(e-mail : s_chiba@nanseitg.co.jp)
南西糖業㈱　　永井　浩二　(e-mail : k_nagai@nanseitg.co.jp)

▶視察等の受入について問い合わせ先

★

徳之島天城町のさとうきび畑

時期 9月 2月8月 1月7月 12月6月 11月5月 10月4月 3月
「見られる !」
ポイント

要素技術

①営農支援システムを用いた
　農作業受委託調整

②効率的受委託調整と適期作業による担い手
　農家の経営改善

③GNSS トラクタによるオペレータ
　の確保と精度の高い作業の実施

実証する技術体系の概要

①営農支援システムを用いた農作業受委託調整、②一元化情報と営農支援システムに基づく効率的受委託調
整と適期作業、③GNSSトラクタ導入によるオペレータの確保と精度の高い作業の実施
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センシングドローンとＧＰＳレベラーのシェアリングによるさつまいも産地におけ
る基腐病軽減技術の実証
鹿児島大学農学部、JAいぶすき野菜部会えいさつまいも専門部およびえい加工甘藷
部会、西之表市野菜部会協議会青果用さつまいも部会、JAいぶすき、JA種子屋久、(公
社)西之表市農業振興公社、農研機構植物防疫研究部門および九州沖縄農業研究セン
ター、鹿児島県農業開発総合センター、JA鹿児島県経済連、(株)南日本情報処理セン
ター、鹿児島くみあい食品(株)

〇収量・品質の向上については、基腐病発生前の水準に戻し、
　単収は、平成 30年度水準のえい：2.2t/10a、西之表：1.8t/10a を目指す。
〇実証の成果により、離農、耕作放棄によるさつまいもほ場の減少を防止し、
　産地面積を令和３年度実績のえい：252ha、西之表：325ha に堅持する。

JAいぶすき及び JA種子屋久管内生産者（鹿児島県南九州市、西之表市） 実証面積：5.34ha

実証課題名

構　成　員

背景・課題

目　　標

▶実証代表 鹿児島大学・農学部　准教授　神田　英司
（e-mail：kanda@agri.kagoshima-u.ac.jp）
JA鹿児島県経済連・野菜振興課　松枝　弘実
（e-mail：kei-2922@ks-ja.or.jp）☎099-258-5425

▶視察等の受入について
問い合わせ先

　鹿児島県で平成30年度にサツマイモ基腐病が初めて確認されて以降、令和３年度の鹿児島県全体での発病率は 74.5％
に達しており、実証によりサツマイモ基腐病軽減技術の普及を図り、サツマイモ基腐病発病前の産地収量に戻したい。

本実証プロジェクトにかける想い

時期 9月 2月8月 1月7月 12月6月 11月5月 10月4月 3月

「見られる !」
ポイント

要素技術

実証する技術体系の概要
①センシング用ドローンシェアリングによるほ場高低差調査、②ＧＰＳレベラーシェアリングによるほ場高
低差修正、③センシング用ドローンシェアリングによるサツマイモ基腐病リスク判定、④サツマイモ基腐病
リスク判定システムの精度向上

②GPSレベラーシェアリング
　によるほ場高低差修正

①センシング用ドローンシェア
　リングによるほ場高低差調査

③センシング用ドローンシェ
　アリングによるサツマイモ
　基腐病リスク判定

④サツマイモ基腐病リスク判定
　システムの精度向上

★ ★

　サツマイモ基腐病は鹿児島県で平成30年に確認されて以降、県内で急速に広がって
おり、青果用、加工用、でん粉用などに甚大な被害を与えている。
ほ場内の標高が低いために明渠での排水が困難なほ場に対し、ＪＡおよび経済連が中

心となり管内生産者に対し、ドローン計測によるほ場高低差マップを作成する。ほ場高
低差の大きいほ場については、ほ場内滞留水の額縁明渠への排水が確実になるようほ場
整備後の標高マップを提案し、マップに基づくＧＰＳレベラーによるほ場整備を行うこ
とで基腐病被害を軽減する技術の実証を行う。
　さらに、発病株の現地ほ場での早期発見、早期抜き取り、早期防除を支援するため、
令和３年度に鹿児島県の事業でＪＡ鹿児島県経済連、鹿児島大学、（株）南日本情報処
理センターが共同で開発した、「センシングドローンによるサツマイモ基腐病リスク判
定システム」（LINE WORKS による関係者へのサツマイモ基腐病警報送信システム）
を現地ほ場で活用しつつ、リスク判定精度の改善を行う。

★

南九州市のサツマイモ実証ほ場
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ハウス内環境の統合制御を行い有機苗を安定生産し、安定供給をおこなうことで有機農業
産地形成を実証

(有)かごしま有機生産組合、鹿児島県姶良・伊佐地域振興局、農研機構九州沖縄農業研究セ
ンター、（一社）フローネ、(株)大仙

有機野菜の需要が増す中で、有機苗の生産又は入手が困難であることが産地規模拡大の足かせの
一つとなっており、それを解決するため育苗ハウスに統合環境制御装置を導入し、有機苗の安定
供給をおこない、有機産地拡大を目指す。

〇ハウス内統合環境制御装置の導入により、安定的に有機苗を供給し、有機生産者への苗の総供
給本数を20％増加させるとともに、慣行苗の使用割合を50％削減

〇局所CO₂施肥装置の導入で有機苗乾物重5％増
〇生産者年間総売上を2％増加

4-21

ハウス内環境の統合制御を行い有機苗を安定生産し、安定供給をおこなうことで有機農業

（有）かごしま有機生産組合（鹿児島県鹿児島市） 実証面積：0.1ha

実証課題名

構　成　員

　鹿児島は有機農業を実践している生産
者が多く、また新規就農者も有機農業を
目指す方が多い。
　有機生産者にとって、有機苗の生産や
入手は以前からの課題となっており、そ
れを解決するために最新の技術を用いて
有機苗の安定生産供給を行い、生産者が
農業生産に集中し、規模拡大ができるよ
うな環境を目指して、実証に取り組みた
いと思います。

背景・課題

実証する技術体系の概要

目　　標

本実証プロジェクトにかける想い

茶

①統合環境制御（底面自動給水、自動換気、細霧発生装置、自動制御加温） ②CO₂局所施肥 ③育苗記録システム

▶実証代表 （有）かごしま有機生産組合　有馬　亮
（有）かごしま有機生産組合（e-mail：k-organic@chikyubatake.jp）▶視察等の受入について

問い合わせ先

時期 9月 2月8月 1月7月 12月6月 11月5月 10月4月 3月

「見られる !」
ポイント

要素技術 ①統合環境制御（底面自動給水、自動換気、細霧発生装置、自動制御加温）
②CO₂局所施肥、③育苗記録システム

建物

★

かごしま有機生産組合の生産者
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ローカル５Ｇを活用した画像解析・見回りロボットによる大規模高品質和牛肥育体系の
省力化

鹿児島大学農学部・工学部・共同獣医学部、㈲うしの中山、㈱うしの中山志布志牧場、鹿児島県畜
産協会、鹿児島県肉用牛改良研究所、ＪＡ鹿児島きもつき、関西ブロードバンド㈱、㈱ドリーム
ワンカゴシマ、㈱クリエート、㈱ロボネット・コミュニケーションズ、㈱コンサル41

4-22

ローカル５Ｇを活用した画像解析・見回りロボットによる大規模高品質和牛肥育体系の

（有）うしの中山ほか（鹿児島県鹿屋市ほか）
実証課題名

構　成　員

背景・課題

実証頭数：2,325 頭

和牛を含めた高品質な畜産物の輸出増加や飼料費やもと畜費等の生産費の低減を背景に、ローカ
ル５G を利用したリアルタイムな画像解析と見回りロボットにより大規模肥育牛舎で起立困難牛
や異常行動牛の早期発見、採食行動の AI 解析、適正出荷時期の AI 推定等を実証し、事故率や飼
料ロスの低減を達成し、高品質和牛肉の生産を省力化、効率化する。

　（有）うしの中山 大隅ファームでは約 5,000
頭の黒毛和種を肥育し、志布志牧場は繁殖と肥
育の一貫経営を行っております。大隅ファーム
は大規模ながら、こだわり抜いた設備やエサな
どの飼養マニュアルで 1 頭 1 頭を丁寧に飼育、
令和 2 年九州管内系統和牛枝肉共励会での金賞
受賞など優れた肥育技術も持っております。ロー
カル 5G や先端技術の導入により、少人数で高
品質な牛肉を持続的に生産できる仕組みを整え、
「うしの中山が日本のスタンダードになる」こと
を目指します。

本実証プロジェクトにかける想い

〇観察時間を 66％削減　　　　　　　　　　　　〇緊急出荷牛および死亡牛を 30％削減
〇見回りロボットにより、給餌ロスを 20%削　　〇夜間監視（分娩監視を含む）の集約　
〇素牛導入・出荷作業時間 を 36％削減｠　　　　 〇出荷牛の 15%で肥育期間を 1カ月短縮
〇肥育期間短縮牛のA4と A5の割合 95.5% 　 〇産地における利益率向上 0.8％→1.2％

目　　標

（有）うしの中山の俯瞰図

実証する技術体系の概要

時期 9月 2月8月 1月7月 12月6月 11月5月 10月4月 3月

「見られる !」
ポイント

要素技術 ①IP カメラによる動態解析・監視、②見回りロボット、③分娩室モニタリングシステム、
④肥育牛個体管理システム、⑤事務処理の RPA化

①IP カメラ ②見回りロボ ③分娩監視システム ④牛台帳管理システム ⑤事務処理のRPA化

▶実証代表 （国）鹿児島大学農学部　

（株）ロボネット・コミュニケーションズ　
（e-mail：r_manabe@robonet-c.jp） ▶視察等の受入について

問い合わせ先

★ ★

分娩室モニタリングシステム

牛見時

画像認識
行動量解析
メール通知

RPA（robotic process 
Automation）は、事業
プロセス自動化技術の
こと
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★

ビッグデータ・AI解析に基づく地域営農支援システムの高度活用によるさとうきび
スマート産地モデルの実証

国立大学法人琉球大学、（有）サザンドリーム、大城健実、アグリサポート南大東(株)、
（株）ユニバーサルブレーンシステム、（株）くみき、（株）エーディエス、日本大学、NPO
亜熱帯バイオマス利用研究センター

遠隔離島の南大東島は機械化一貫体系が整ったさとうきび産地であるが、厳しい自然環境と労力不足によっ
て生産が不安定な上、担い手の引退で栽培・経営技術伝承の問題が深刻である。
これらを解消するために、品質取引データなど、さとうきび関連の膨大なビッグデータを高度活用する「地
域営農支援システム」を中心に、産地機能を強化した「さとうきびスマート産地モデル」の構築を目指す。

〇希望農家全員への営農支援システムを通じた株出ほ場の診断等AI 解析データの提供。
〇スマート遠隔潅水システムの利用による増収 20％。植付の分業化（面積 100%）、収穫の分業
化（面積 70～ 80％）。

〇けん引式自動操舵体系による労働時間 50%削減、燃費 40%削減、CO2排出量 30%削減。

4-23
（有）サザンドリーム（沖縄県南大東村） 実証面積合計：10ha

実証課題名

構　成　員

▶実証代表 川満芳信（国立大学法人琉球大学農学部・教授）
川満芳信（e-mail：kawamitu@agr.u-ryukyu.ac.jp）▶視察等の受入について

問い合わせ先

背景・課題

目　　標

●「地域営農支援システム」を高度活用して、南大東村をさとうきび
スマート産地モデルとして発展させたい。

●そのために、さとうきび関連ビッグデータを AI 解析などによって
農家が使える「情報」に変換し、提供したい。

●安定したさとうきび産地を構築するために、株出を中心に、デー
タ駆動型スマート潅水を始めとするスマート栽培管理技術を効果
的に運用して、増収・高品質化を実現したい。

●スマート産地として、スマート機器やデータを共有・シェアリングし、
植付や収穫、さらには、防除などの高度な分業化を推進したい。

●GNSS 自動操舵機械化一貫体系の確立に加え、けん引式作業機の導入と、さ
とうきび生産における炭素収支を評価し、産地全体の低炭素化に繋ぎたい。

●地域の中核農家・生産法人を中心に、今すぐ使えるスマート農業
の普及だけでなく、子供たちに興味と夢を持たせる「カッコ イイ」
将来を見越したスマート農業を追及したい。

本実証プロジェクトにかける想い

南大東地区の風景

要素技術 ①GNSS自動操舵機械化一貫体系および低炭素機械化体系、②データ駆動スマート灌水、
③地域営農支援システム

①GNSS 自動操舵機械化一貫
体系および低炭素機械化体系

②データ駆動型スマート灌漑 ③地域営農システム・AI 解析 ④微気象・CO2 観測システム

時期 9月 2月8月 1月7月 12月6月 11月5月 10月4月 3月

「見られる !」
ポイント

実証する技術体系の概要
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