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岩見沢市は、北海道の中西部、札幌市や新千歳空港から約40㎞

に位置し、北海道内を結ぶ主要国道や鉄道網を背景に、周辺産炭

地にて産出される石炭や農産物等に関する物流の結節点として発

展してきた。

また、行政面積（48,102ha）の約4１．２%を占める農地は、

広大で肥沃な土地と石狩川水系の豊富な水資源を活かし、水稲や

小麦、大豆、玉葱等いわゆる土地利用型農業を中心とした国内有数の食料供給基地である。

しかしながら、エネルギー需要の転換や農業を取り巻く環境変化に伴い経済活動は停滞し、人口減少や

少子高齢化も急速に進んでいる状況にあるなど、「人口減少対策」や農業をはじめとする「経済活性化対

策」が喫緊の課題となっている。

岩見沢市
面 積：481.02ｋ㎡ ※行政面積の41.2%が農地（水稲作付面積は北海道最大）
人 口：81,778人、世帯：41,767世帯（平成30年12月末現在）
高齢化率：約34.87%

1.岩見沢市の概況
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農地面積 19,800ha 行政面積（48,102ha）の41.2%
農家戸数 1,265戸
主要作物 米（7,170ha）、小麦（5,150ha）、大豆（1,640ha）、玉葱（1,120ha）

2.農業の現況

岩見沢市における主要作物の作付面積・収穫量

出典：作物統計調査（農林水産省）

●岩見沢地域は、石狩川沿いの東に位置する広大な平坦地にあり、空知の豊穣な穀倉地帯の一翼を担う。
●石狩平野の中央部にあたるこの地域は、泥炭地のため客土による土地改良を進め米の大産地となった。
●近年は、玉葱や南瓜、白菜、胡瓜などの野菜、花卉・果樹などと、多種にわたる農作物を生産している。
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単位 H12 H17 H22 H27

農業就業人口（販売農家） 人 4,595 3,823 3,175 2,686

人 3,257 2,513 2,118 1,755

％ 70.9 65.7 66.7 65.3

人 1,338 1,310 1,057 931

％ 29.1 34.3 33.3 34.7

平均年齢 歳 54.5 56.3 56.8 57.1

うち65歳以上

うち64歳以下
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●農業就業人口（販売農家）は2,686人であり、H22比で-489人（-15.4％）
●年代別に見ると、「65歳以上」がH22より人数は減少しているものの構成割合は増加
●平均年齢も増加傾向にあり57.1歳にまで上昇

出典：農林業センサス（農林水産省）

●農業就業人口（販売農家）と平均年齢の推移

出典：農林業センサス（農林水産省）

●農業就業人口（販売農家）と平均年齢の推移

3.岩見沢農業の課題

課題
・農業経営の安定・経営体質の強化
・農畜産物の消費拡大・付加価値向上
・農業基盤の整備
・担い手の育成・確保
・活力ある農業・農村づくり
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●農業経営の安定

① 農作業の省力化、コスト削減
② 空知型輪作体系の確立
③ 下水道資源循環

●基盤整備

① 農地の大区画化・汎用化
② 排水性改良
③ 地下かんがい

集中管理孔施設の普及

とうも
ろこし

新規
作物

大豆小麦

水稲

図 空知型輪作体系例

課題対応に向けた取組み概要

●農村への定住促進に寄与するICT利活用

① 農村地域のデバイド対策
② 子育て支援
③ 在宅就業（テレワーク）
④ 健康増進など

●スマート農業の社会実装

① 営農者による研究組織組成 ② 農業気象システムの整備運用
③ 高精度位置情報利用機能に関する整備運用 ④ 普及促進に関する取組み

●新規就農支援

① 新規就農・農業後継者育成支援
セミナーでの周知
研修支援
経営安定支援
農業後継者育成

②経営体質の強化支援

基盤整備面

移住定住の促進

スマート化
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●空知型輪作体系

○省力・低コスト技術→乾田直播
・春期の作業ピークを低減
・作業機は麦や大豆を共用可。
・土壌の団粒構造を確保。
・濁り水が出ず、環境に優しい。
・排水性は良いが、保肥性に課題。

○排水性改善技術→デントコーン栽培
・代掻き作業で生じる耕盤層を改善。
・デントコーンの根が耕盤層を割って伸長。
・生じた亀裂から暗渠までは水の通り道。
・亀裂を生かす営農管理で、排水性を確保。

○労働力低減技術→無代かき移植栽培
・乾田直播の大型機械が使用可。
・重労働である、ゴミ上げ作業がない。

4-(1).取組み事例 経営の安定・体質強化 ～空知型輪作体系～

根域が広く土壌物理
性が改善

小麦・大豆へ同じ収
穫機械が利用可能

大量の残渣物が畑
に還元される
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出典：国土交通
省

H27年度 国土交通大臣賞「循環のみち下水道賞(ネクサス部門)」：岩見沢地区汚泥利用組合
H28年度 農林水産大臣賞「全国麦作共励会表彰(集団の部)｣：(有)岐阜コントラクター

●下水道資源循環型農業（BISTRO下水道）

4-(2).取組み事例 経営の安定・体質強化 ～下水道資源の循環～
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●大区画化

国営緊急農地再編事業「岩見沢大願地区」

ほ場一枚当たりの面積が小さいと、機械作業の段取り換えや水作業の回数が多くなり、作業効率が低下する要因となる。
このため、経営面積の限界打破を実現するには圃場の大区画化が必要条件となる。

◎水田の標準区画の形状 検討例（国営緊急農地再編事業「岩見沢大願地区」の場合）
①長辺長の検討
→ほ場内の営農作業は長辺に沿って行なう。
→長い方が効率的、ただし田植え機・収穫機械の連続走行距離は約290m。
→本地区の植民区画辺長540mを2分割した270mを採用する。

②短辺長の検討
→短辺を長くするほど、整地土量と区画管段差が増加。潰れ地が増加する。
→小段設置がいらない高さ50cm以下、深水かんがい用畦畔高40cmを考慮。
→地区平均傾斜から、植民区画辺長540mを３分割した90mを採用する。

ここから、施設用地幅を控除した、長辺長254m×短辺長89m = 2.3ha(230a)とする。

4-(3).取組み事例 基盤整備 ～大区画化～
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4-(4).取組み事例 基盤整備 ～地下かんがい・集中管理孔～

●集中管理孔

●地下かんがい

集中管理孔は、用水路と暗渠排水上流部を接続し、かんがい用水を洗浄水として注水させることによって、暗渠管
の洗浄を容易にしたシステム。
また、暗渠末部の水閘を閉じることによって、「地下かんがい」として利用可能。

注水された用水は、暗渠（吸水渠）から疎水材を通り、補助暗渠や亀裂内などの水が移動しやすい部分を伝わって
土中に広がる。
また、畑利用の場合、作土層への水分供給は、毛管上昇によっても行われる。

北海道農政部HP「直まき１０俵どり指南書Vol.３」より引用
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●岩見沢市では新規就農者・農業後継者を支援
●新規参入者は、田園回帰の動きもあり、着実に就農
●高収益野菜（ミニトマト）等の品目が多い
●最近は既存農業法人への就職者も増えている
●新規就農者の定着率は非常に高い

新規就農者への支援フロー

4-(5).取組み事例 移住定住支援 ～新規就農サポート～

新規就農者の推移（農務課：各年1/1～12/31） （人）

H25 H26 H27 H28 H29

新規就農者数 13 12 10 11 17

5か年計

7

38

18

63

新規学卒者 2 3 2 4 7

新規参入者 2 4 0 0 1

Uターン者 9 5 8 7 9
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4-(6).取組み事例 経営体質強化支援
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志文児童館

中央小

健康ｾﾝﾀｰ

市立病院

上幌向中

第２小豊中 幌向小

幌向ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ

光陵中

緑陵高

美園小

清園中
志文小

ﾃﾚﾜｰｸｾﾝﾀｰ ﾒｰﾌﾟﾙ小

朝日ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ

消防本部

岩見沢小

東小

東光中

明成中

日の出小

北真小緑中第１小

南小

市役所

ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ

市民会館

総合体育館

高齢者福祉ｾﾝﾀｰ

市立図書館

道路管理事務所

婦人会館

岩見沢～札幌 延長 約５０ｋｍ

子育て支援ｾﾝﾀｰ

保健ｾﾝﾀｰ
● 光接続施設

FWA AP（5GHz)

Free WiFi

ｲﾍﾞﾝﾄﾎｰﾙ

高等看護学校

稲穂児童館

利根別児童館

ｲﾍﾞﾝﾄ広場

北村小 保育所 北村中 北村支所 農業技術 学校給食 消防 高齢者

室内公園

郷土科学館

美流渡支所

ﾒｰﾌﾟﾙﾛｯｼﾞ

美流渡小 美流渡中

栗沢支所

栗沢病院

教育ｾﾝﾀｰ

来夢21

栗沢小 栗沢中

消防

新産業支援ｾﾝﾀｰ上位ISP

上位ISP

自治体ﾈｯﾄﾜｰｸｾﾝﾀｰ

野外音楽堂

ITﾋﾞｼﾞﾈｽｾﾝﾀｰ

鉄北児童館

幌向児童館
上幌向児童館

有明ﾌﾟﾗｻﾞ

北真児童館

中央児童館

東栄児童館

美園児童館

春日児童館

伝送速度、方式
1Gbps/Ethernet

接続数
市内104施設

総延長
市内：約 146㎞、市外：約 50㎞

ＦＷＡサービス用ＡＰ(5GHz)
22か所（デバイド解消）

Free WiFi
市内5か所

北海道大学

日の出児童館

防災無
線送信

塔

ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ

であえーる

主要公共施設、医療福祉施設、
文教施設等を接続

4-(7).取組み事例 ICT利活用 ～デバイド対策 幹線～
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旧岩見沢市

旧北村

旧栗沢町

平成18年度当初（Before）

FTTHｻｰﾋﾞｽ提供ｴﾘｱ

xDSLｻｰﾋﾞｽ提供ｴﾘｱ

条件不利地域

FTTH及びxDSLによるカバー率
・世帯率

93.37%(38,889世帯／41,651世帯)
・エリア（面積）率

24.44%(117.56k㎡／481.10k㎡)
36.88%(117.56k㎡／318.80k㎡ 可住地)

FTTHｻｰﾋﾞｽ提供ｴﾘｱ

xDSLｻｰﾋﾞｽ提供ｴﾘｱ

無線ｱｸｾｽ提供ｴﾘｱ

世帯カバー率
FTTH及びxDSL ： 93.46%(39,476世帯/42,234世帯)
無線ｱｸｾｽ方式： 5.54%(2,758世帯/42,234世帯）

１００．００％

※世帯数は平成21年12月末現在

５ＧＨｚ帯無線ｱｸｾｽ(22箇所)

平成21年度（after）

センター（コア施設） 中継局（光⇔無線親局） 利用者（無線子局）

キャリア

有線 無線

ここここここここここここここここここ

※有線（光ファイバ）無線（5GHz帯FWA）併用による公設民営型アクセスサービス開始
⇒ デジタルデバイド・ゼロを実現(平成21年度～)

4-(8).取組み事例 ICT利活用 ～デバイド対策 FWA～
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活用分野 システム・キーワード 概要 サービス開始

教育 遠隔教育システム
市内全小中学校、市立高校を対象に、ブロードバンド環境を用いた双方向遠隔学習
や学校間交流環境を提供

平成9年度～

医療 遠隔画像診断システム 北海道大学病院読影専門医等との連携のもと、「放射線画像診断」環境を構築 平成15年度～

安全 児童見守りシステム
希望する小学生に「920MHz帯アクティブタグ」を配布　学校玄関や児童館の通過
履歴を配信

平成19年度～

産業（就業） スキルアップ研修（通勤型・在宅型）
進出・創業企業が求める人材や在宅就業（テレワーク）を加速するための研修など
地元就業創出を加速

平成27年度～

産業（農業） スマート農業（気象情報、位置情報　他）
独自整備の「気象観測装置」による農業用各種予測情報の配信やRTK補正局によ
る高精度位置情報の配信など次世代型農業を推進

平成25年度～

健康 北海道大学COI、健康経営都市
「食と健康の達人」拠点を目指す北海道大学COIの社会実装フィールドとして展開
また、国内自治体初となる「健康経営都市宣言」の認定（平成28年6月）地域とし
て、農・食・健康に関する各種施策を展開

平成27年度～

※北海道大学農学部との連携

※北海道大学COIとのI連携

※北海道大学病院とのI連携

4-(9).取組み事例 ICT利活用 ～各種利活用～
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地域イントラ網

サーバ（地域IDCに設置）

小学校、児童館の玄関に設置
したﾉｰﾄﾞ（ｾﾝｻｰ）でｾﾝｼﾝｸﾞ

920MHz帯ｱｸﾃｨﾌﾞﾀｸﾞを携行

電子ﾀｸﾞを用いた登下校情報配信

利用率95.7%(利用者3,527人/在籍児童数3,645人)

※平成30年5月現在

ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ
(民間ｺｰﾙｾﾝﾀｰ)

一斉同報メール配信
利用率 小学校95.1%

中学校62.9%
※平成30年5月現在

発生日時・場所～１２月１３日（木） １４：５５頃 １０条東５丁目付近
概要～児童が下校途中、車に乗った男性から「飴あげる」と声をかけられた。

当該児童が黙っていると「そこだったら届かないからこっちにおいで」
と言われた。児童は無視して走って家に帰った。児童にけが等はなし。

特徴等～４０～５０代男性。黒っぽい服装。サングラス着用。車は濃い茶色で
車高が低く長い感じ。

昨日来の大雨により、洪水被害が出ています。幌
向小学校は避難所に指定されました。本日は、児
童の登校時間を繰り下げます。午前１０時までに登
校させて下さい。

登録家庭（児童あたり最大4アドレスまで送信）

同報メール
※一斉同報配信のほか、学校毎の配信も実施中

児童

家庭

H19年度：総務省モデル事業
H20年度：岩見沢本格稼働
H23年度：夕張市等との協働利用開始

自治体、教育委員会
警察、消防、都道府県等

平成30年3月アンケート結果

95％以上の方が「安心感が高
まった」と回答

4-(10).取組み事例 ICT利活用 ～子育て支援～
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通勤型 在宅型

平成27年度 20名 37 29 8 １：３ 46.5 29 6 16 7 地方創生先行型

平成28年度 40名 63 58 5 １：３ 43.0 58 15 32 11 地方創生加速化

平成29年度 50名 58 52 6 １：４ 45.9 52 6 38 8 地方創生推進事業

小計 110名 158 139 19 １：３ 44.9 139 27 86 26

平成30年度予定 60名 地方創生推進事業

備考就業
計

研修終了者の動向

求職活動中計 修了者 途中辞退者 男女比 平均年齢
KPI年度

研修参加者

3か年の実績
研修修了者 139名

就業済：113名、就業活動中：26名

通勤型：27名、在宅型：86名

ICT関連資格取得など地域特性を活かした新たな就業環境の形成

※拡大する在宅就業（テレワーク）
・在宅コールセンター（通信事業者）
・模擬試験採点
・BPO業務（伝票入力等）

～子育て中の女性や通勤が困難な方（障がい者、介護、高齢者等）が活躍できる環境として期待～

4-(11).取組み事例 ICT利活用 ～在宅就業促進～
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プレママから、子育て、高齢者の健康を守り、
病後も美味しい食と、楽しい運動で“笑顔のあふれる”社会をめざす

乳児
こども

プレママ

出産 子育て

高齢者

美味しく食べて
楽しく運動する

行動が変わる
正しい知識を
楽しく学ぶ

自分の健康度を
ものさしで測る

少子化 低出生率, 低出生体重児の増加を解消
妊娠前の女性（プレママ）から 子育て育児のしくみを提供

食と運動の融合
個人個人に最適で, おいしい食, 楽しく継続できる運動の提供
高齢者が健康維持できる, 食と運動の提供

※北海道大学COI「食と健康の達人」拠点
北海道大学を中心とするプロジェクトに自治体として唯一参画し、大学（北海道大学、筑波大学、北里大学）や30社を超える企業・

機関とともに「女性や子供、高齢者にやさしい社会」の実現を目指し、妊産婦や市内医院等の協力による各種コホート研究をはじめ
スマートフォン等を用いた子育てサポート機能の開発、農産物を用いた健康食の開発など様々な取組みを展開中。

COI（Center of Innovation）：文部科学省・科学技術振興機構（JST）による新たなイノベーションを作り出す施策

4-(12).取組み事例 ICT利活用 ～健康経営～

全国初認定
健康経営都市宣言 （平成28年6月27日）
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●地産地消等向上対策事業：道内外における販売促進など知名度向上等

●地域産業等協働促進事業：農を中心としたバリューチェーン促進
●ICT特性を活かし産学官連携による地域課題解決・企業誘致・雇用創出の連動

地域の農業生産基盤・技術等の整備・普及、生産効率性の向上

農業所得の向上、及び農産物の品目別生産量の増大

地域農業及び農業関連産業の活性化による雇用増加等の経済効果

●スマート農業の社会実装
・ロボット技術導入→低コスト精密農業
・IoT/AIによる高精度生育予測→農作業意思決定支援機能の構築 等々

4-(13).取組み事例 スマート農業実装 ～コンセプト～
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●位置情報配信サービス開始（平成25年4月）
区分：市単独事業（営農者からの声を反映）
内容：RTK-GPS基地局（市内3か所）を用いて農作業機等に対する高精度位置情報を配信

●農業気象配信サービス開始（平成25年5月）
区分：市単独事業（営農者からの声を反映）
内容：気象観測装置（市内13か所）にて取得するビッグデータを基に、50mメッシュ単位で

営農関連情報を配信

●産学官連携体制構築（平成25年10月）
名称：IT活用による地域課題解決検討会
内容：農業をはじめとする地域産業分野や除排雪分野への利活用具体化に向け、産学官による連携体制を構築

北海道大学大学院農学研究院 野口教授、酪農学園大学、北海道総合研究調査会、岩見沢市 他

●G空間シティモデル構築事業（平成26年度）
区分：総務省委託事業（平成25年度補正予算 災害に強いG空間シティの構築・街づくり実証事業）
内容：G空間情報活用による次世代型農業モデル実証（営農作業体系の効率化）

●革新的技術開発・緊急展開事業（平成28年度～）
区分：農林水産省実証事業
内容：地域の競争力強化のため、生産現場における革新的技術体系の実証研究・普及支援

・品質の高位平準化など生産物の付加価値向上（地域ブランド化）、流通促進
・域内連携推進による営農コストの低廉化促進

●ICT農業普及促進事業（平成28年度～）
区分：地方創生（加速化交付金、推進交付金）
内容：営農者の設備整備に対する支援（対象経費の1/2）
対象：自動操舵（オートパイロット、オートステア）、RTK-GPS関連機器

●研究会設立（平成25年1月）
名称：いわみざわ地域ICT(GNSS等)農業利活用研究会
目的：ICT利活用など次世代農業の実現を目指し、営農者自ら実証や普及展開に関する取組みを展開
構成：市内営農者109名で設立 現在は169名

●ロボット技術導入実証事業（平成27年度）
区分：農林水産省実証事業
内容：ロボット技術の導入促進

単独

単独

単独

地方創生 ●次世代農林水産業創造技術で取り組む多収と高品質を 実現する
ための気象変動に対応した最適栽培管理システム（平成29年度～）

区分：内閣府SIP（戦略的イノベーション創造プログラム）パイロットファーム指定
地

内容：マルチロボットシステム稼働検証、自動水管理システム検証

総務省

農水省農水省

内閣府
●近未来技術等社会実装事業（平成30年度～）

区分：内閣府認定
内容：3者共同（北海道・岩見沢市・更別村）
対象：市マート農業実装（ロボットトラクター、ドローン活用 等々）

内閣府

4-(14).取組み事例 スマート農業実装 ～取組み経緯～
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市民気象サービス農業気象サービス

市内13か所に設置の「気象観測装置」にて取得する各種データ（ビッグデータ）等を
基に解析する各種予測値を50mメッシュ単位で情報提供

4-(15).取組み事例 スマート農業実装 ～農業気象～
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表 岩見沢市農業気象サービス配信情報一覧

図 岩見沢市農業気象サービス配信情報画面例

図 岩見沢市農業気象サービス配信情報画面例

●防除資材の変更による費用の軽減（玉葱農家）
●生育予測情報に基づく適正な用水管理の実現（水田農家）

4-(16).取組み事例 スマート農業実装 ～農業気象～
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＜定点カメラによる生育状況監視＞ ＜個別気象・水温観測＞

図 積算気温の相違の把握写真 観測画像例

＜土壌水分・地温計測＞

図 深度別土壌水分

H30 岩見沢市 スマート農業推進業務

4-(17).取組み事例 スマート農業実装 ～データセンシング～
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＜GNSS-RTK補正基地局の活用＞

【効果例】

作業機重複幅の減少
走行方法の変更による作業効率化

●岩見沢市内に基地局を独自に設置
●重複幅減少、走行ライン適正化による労働時間の削減（耕起・整地時約20%減）
●直線部での作業速度向上（北海道生産技術体系に比べ約2割の向上）

4-(18).取組み事例 スマート農業実装 ～高精度位置情報～
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＜ロボットトラクタ利用に向けた実証実験＞

無人（施肥機）先行
有人（コンビドリル）追従

・無人の施肥跡を有人が追従して整地播種
・3行程飛ばしの往復作業

無人有人

（3行程飛ばし）

…

ロボット

完全無人作業 有人－無人協調作業

図 完全無人作業計測結果例（水稲代かき）

慣行 ロボット
慣行 ロボット

＜走行軌跡＞ ＜横方向偏差＞

作業 作業 投下 〃（有人－有人

面積 能率 労働量a の場合）b

(ha) 合計 作業 旋回 補給 (ha/h) (h/ha) (h/ha) (%)

無人 (秒) 1341 750 406 185

施肥機 (%) 100 56 30 14

有人 (秒) 1341

コンビドリル (%) 100
無人作業時間の内訳はGPSログから解析

a/b

50.6

作業時間

内訳

0.315

（140×2.5m、

9行程）

0.85

1.18 2.33

0.85

表 作業能率及び投下労働量（水稲直播施肥播種）

●完全無人作業により、慣行作業と比較して労働時間の7割以上削減。
●有人－無人作業により、慣行作業と比較して労働時間の5割以上削減

4-(19).取組み事例 スマート農業実装 ～高精度位置情報～
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世界トップレベルの「スマート一次産業」の実現に向けた実証フィールド形成による地域創生

【北海道・岩見沢市・更別村 共同提案】

◆ メイン事業
遠隔監視による農機の無人走行システム（SIPの成果）の社会実装を実現

北大を中心に世界最先端の研究が進む無人トラクターの遠隔走行の実現に向けて、稲作に
ついては岩見沢市、畑作については更別村を中心に、産学官による社会実装を進める研究
・実証フィールドを目指すとともに、一次産業の生産性向上や周辺産業への波及を促す。

◆ サブ事業

一次産業分野におけるドローンの活用

◆ 実現に必要な国の支援メニュー等

《STEP1》
遊水地・村有地
における実証

《STEP２》
社会実装に不可欠な
圃場間移動を含む実証

《STEP３》
産学官による開発・検証

拠点の形成

・岩見沢市：水稲作付面積・収穫量が全道一位であり、実証フィールドとして遊水地を活用し、
地域BWA（広帯域移動無線アクセスシステム）網の整備を併せて進める。

・更別村：農家一戸当たりの農地面積49.7haと日本を代表する大規模畑作地帯であり、実証
フィールドとして村有地等を活用し、Wi-Fi環境の整備を併せて進める。

・ドローンによる農薬散布自動航行の実証
・スマホ等を活用したリモートセンシングアプリとＡＩによる生育状況等の把握
・森林におけるドローンを活用した殺鼠剤散布

【規制緩和等】
○無人トラクターの実証時における圃場間移動に関する各種規制や運用の緩和

・農業機械の自動走行ガイドライン（農林水産省）
・道路使用許可等の手続きなどに関する連携・協力など(警察庁)

○一自治体に限定されている周波数帯の基準（総務省）
○ドローンに係る各種規制や運用の緩和（国土交通省等）

・補助者配置義務 ・目視外飛行時（夜間を含む）の基準 ・最大離陸重量(25kg)
など

【活用事業】
○地方創生推進交付金（内閣府）
○地域IoT実装推進事業（総務省） など

【税制優遇】
○地域未来投資促進法を活用した税制優遇

4-(20).取組み事例 スマート農業実装 ～近未来技術～

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　24



●農・食・健康施策の連動

北海道大学
岩見沢市

地域事業体（エミプラスラボ）

「農」 市内営農者、JAなど

・ロボット技術による生産効率化
・各種データのAI解析による営農支援

「食」 食品加工業など

・岩見沢産物をベースとした健康食品
の開発（購入先の内製化、外貨獲得）

・各種データのAI解析による営農支援

農産物によるバリューチェーン促進
（北大COI参画企業との協働など）

「健康」 市民、市内企業

・ウェアラブル端末による自己意識開発と経営者への施策連動
・地元金融機関による新たな金融商品開発
・市民の健康意識向上、在宅生活の快適化に向けたサービス連動
・新たなコミュニティサービス創出（移送手段、買物支援 等）

付加価値形成による課題解決

所得向上・担い手確保・匠の技継承

ICT環境など地域特性を活かす地方創生には産学官協働体制が不可欠
スマート農業の社会実装のもと「農・食・健康」が連動する施策を網羅的に展開

北海道大学との連携
ロボット技術、IoT/AI

北海道大学COIとの連携
食と健康の達人拠点

関連事業
〇内閣府「SIP（パイロットファーム）」
〇内閣府「近未来技術等社会実装事業」

関連事業
〇文部科学省「センターオブイノベーション」
〇経済産業省「農商工連携促進事業」

4-(21).取組み事例 地域戦略 ～地方創生～
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地域として考える

これからの農業基盤

・防災機能
・環境機能
・スマート化

（農地への高度情報通信基盤確保を含む）
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●防災性能の連続性（田んぼダム、監視クラウド化）

◎農地保全活動の継続性（岩見沢市広域協定：多面的広域活動組織）

●防災性能の継続性（老朽化・地盤沈下への対応、人材の確保）

●災害多様化への対応（融雪・鳥獣被害）

都市部を含む地域の防災性能を発揮

・内水と外水の防災性能を連続させる取組。
・水田の自動給排水栓を利用した「田んぼダム」を普及する。
→基盤整備事業での導入を検討（国・道）
→多面的活動組織における現地研究（H30～岩見沢南）

・水田と基幹水利施設の連携による排水量ピーク削減に向けた取組研究（H30～道,地域,市）
・河川管理者、周辺自治体との連携を検討（H30年度 北村地区排水機場監視クラウド化）
・今後は石狩川流域での連携を希望（開発局・周辺自治体との意見交換→事業計画への反映）

・排水区域の地盤沈下、排出先河川の土砂堆積の為、排水性能が低下
・予測困難な地盤沈下に対応した施設更新（H30～34年：第１期南利根別排水機場再整備）
・排水施設の長寿命化への対応

→アグリトライボロジー技術の効果的活用（分解整備の合理化、H30～実証実験に協力）
→農業資材の見直し（農道：H29～メタルコルゲートからCON製品へ変更）

・排水機場操作員不足への対応と事業継続性確保（H29年 包括的民間委託：官公需適格組合）

・地域資源の保全活動を実施する農家が減少に伴い、多面的活動組織の継続性の確保が課題。
・岩見沢市はH30～31年度にかけて、「岩見沢市広域協定」による広域活動組織化を実施。

→事務作業と広域的取組の最適化が目的（事務局：北海土地改良区）

・近年では、融雪期の水害のリスクが大きくなっている。
→アイスジャム ：（異常な外水上昇）
→内水域での局所的な出水 ：（ほ場湛水、主要道路の通行止等の被害）
→冬期の排水機場運転の検討 ：（施設凍結への対応）

・山林農地から市街地に広がっている、鳥獣被害への対応。
→ハンターの担い手不足。コンプライアンスへの対応。

今後、有効な対応方法を模索する。

5-(1).これからの農業基盤 ～防災機能～

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　27



●地球温暖化防止効果

●地域の生物多様性の発揮へ

地域に寄与する環境機能を発揮

・岩見沢では農業系廃棄物（稲ワラ等）の発生量が多いが、畜産農家が少ない。
・堆肥の材料となる牛糞等の供給が不足している。
・地域の下水道資源を利用して、堆肥化やそれに準じる施用をおこなう動きが活発化。
→H30～下水由来肥料による有機質資材の腐熟促進効果実証（道総研、道、市、農家）
→水田中の還元作用が抑制される傾向を確認。 （温暖化ガスの発生抑制）
→土壌中への炭素貯留効果と営農効果の双方発揮の実証を期待。

・資源循環型農業を行う水田では、生物の多様性が確認出来る。(水田環境鑑定士）
・地域の生物多様性

・今後は、水田と河川をつなぐ水田魚道の普及に努め、農地から河川等を含めた
地域の生物多様性に貢献する考え。
→地域作物ブランド化のツールとしても有効。

・農業基盤整備による水管理施設との水田魚道整備手法を検討中（メーカー、地域）

●都市部と連携した資源循環

・下水道事業と連携した農業の例では、コストカットによる下水道使用料の安定に貢献。

5-(2).これからの農業基盤 ～環境機能～
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自治体NWC
新産業支援C

北村遊水地整備エリア

FTTHサービス提供エリア

xDSLサービス提供エリア

5-(3).農地のブロードバンド環境
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○Point
●ブロードバンドサービスは、本来は通信事業者主体による整備運用が望ましい
（移動局向け超高速、常時接続、冗長性・・・）

→地方においては、経済性等を勘案すると困難
→「公設」若しくは「公設民営型」による構築を目指す

●圃場をカバーするためには光ファイバ網（キャリア、自営）と無線の併用が必須

センター（拠点）

中継局（光⇔無線親局）
利用者宅・圃場（無線子局）

有線区間（光ファイバ）

5-(4).農地へのブロードバンド整備

※考慮すべき課題
整備面（市町村単独では困難）
運用面（目的を共有する地域をカバーできる体制づくり）等々

Internet

無線区間（BWA（地域LTE）、5G等々）

圃場を含むデバイド解消のもと
・「スマート農業の社会実装による経済活性化」
・「市民生活の質の向上」
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農業の持続性確保に向け、農業生産のあらゆる面でのスマート化は不可欠

5-(5).これからの農業基盤 ～スマート農業～

●ロボットトラクタ（完全無人型、有人－無人協調型）の汎用化
・既存トラクタのロボット化 ⇒ 導入コスト低減

●センシングネットワークの充実化
・気象情報の活用 ⇒ 気象指数化による作業適期情報
・作物生育情報の収集 ⇒ 生育センサ、リモートセンシングの利用

●ドローン等の有効活用
・機器利用に関する法規制等の統一
・機材仕様のメーカー間での統一やルール検討

●情報通信基盤の整備
・圃場を対象とする高度情報通信環境の確保

●ドローンによる撮影
生育ステージ毎の作業支援情報配信機能

●気象システムの細密化
作物毎の営農スケジュール機能

●ロボット技術普及
テレメータ・テレコントロール機能

地域ブロードバンド環境・・・
スマート農業の社会実装には不可欠であり、かつ、農村への定住促進には重要な社会基盤

特に、スマート農業実装においては、
遅延がなく常時接続可能で可用性を確保できるネットワークが不可欠

地域包括
ケア

子育て
除排雪、
デマンド在宅就業
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