
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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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～
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●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～
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●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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