
336時間/10a 

白ねぎ 

139時間/10a 

たまねぎ 

2,019時間/10a 

いちご 

資料：農林水産省「農業経営統計調査品目別経営統計」（平成19年産） 

収穫 16% 

調製 33% 

出荷 17% 

その他 34% 

収穫 19% 

調製 14% 

出荷 20% 

その他 47% 

収穫 23% 

調製 1% 

出荷 26% 

その他 

50% 

ねぎ収穫機 

イチゴ収穫ロボット 

たまねぎ調製装置 

どの畝からでも自由に収穫でき、収穫・結束・
搬出作業を高能率で実施。能率は約1.2ａ／時
（１名作業）で、慣行作業（手作業）の約３倍。 

画像処理で収穫適期の果実のみを摘み取る
ロボット。能率は約350株／時で、夜間も収穫
可能。 

たまねぎの球以外の部分の自動調製装置。2
名1組で作業を行い、能率は約3,500個／時で、
慣行作業(手作業）の約２倍。 

⑧ 園芸分野における労働時間と省力化に向け開発された農業機械の例 

○ 園芸分野においては、稲作労働時間の25時間／10aと比較して労働時間が多く、特に収穫、調製、出荷の
割合が高くなっており、今後これらの機械化による省力化が必要。 
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○ 農業機械を開発するに当たっては、農業者に対してニーズ調査や意見聴取を行い、調査結果等を踏まえ
て機種選定をしている。 

○ 農業機械のニーズ調査結果や大規模農家からの意見聴取により、「草刈り等の管理作業の負担を減らし
てほしい」、「耐久性のあるコンバインを開発してほしい」という要望があったことから、平成26年度から開発す
る農業機械として、「高機動畦畔草刈機」と「高性能・高耐久コンバイン」を選定。 

高性能・高耐久コンバインの開発 
（開発期間：平成26年～28年） 

 自脱コンバインより構造が簡素で、汎用コンバインをベー
スに開発 

 刈取り部でのワラ処理による詰まり防止と脱穀所要動力
低減 

 作業の安定化、高速化による作業能率の向上 

高機動畦畔草刈機の開発 
（開発期間：平成26年～28年） 

走破性、制御性の高い走行部
（電動、負荷ピーク抑制） 

所用動力を低減した刈取
部（エンジン駆動） 発電部 

アタッチメント式 

低馬力、低騒音 
エンジン 

低重心 

リモコン 

 効率的で所用動力の小さい刈取部、安定走行が可能な走行装置で急傾
斜地にも対応。 

 畦畔では、天場＋法面刈に対応し、条件が整った畦畔では、畦畔に沿っ
て自動走行する‘倣い走行’で手放し運転を実現。 

 作業能率は現行の畦畔草刈機程度。倣い走行、軽量化により軽労化を図
る。 

 リモコン操作、過度な傾斜時の警報等により安全性を確保する。 

⑨ 農家ニーズを踏まえた農業機械の開発 
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1.1% 

0.3% 

10.9% 

14.0% 

20.5% 

23.9% 

29.4% 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

その他 

デザイン性に優れる 

価格が割安である 

購入先との長年の付き合い 

昔から使い慣れているメーカーの製品である 

他機種と比較して、優れた性能を持つ 

修理に迅速に対応してくれるなど、アフターサービスに優れている 

農業者が農業用機械の購入・利用において重視していること 

資料：農林水産省「農業資材コスト低減及び農作業の安全確保に関する意識・意向調査」から作成 

⑩ 農業機械に対する農家ニーズ 

○ 農業者からの聞き取りによれば、農業機械の購入・利用において、重視していることとして、「修理に迅速
に対応してくれるなど、アフターサービスに優れている」、「他機種と比較して、優れた性能を持つ」、「昔から
使い慣れているメーカーの製品である」などが挙げられている。 
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（参考１）米の生産コスト低減対策 

 １ 担い手への農地集積・集約を加速化するとともに 
 ２ 大規模経営に適合した省力栽培技術・品種の開発・導入を進め、産業界の努力も反映して農機具費等の生産資材費の低減
を推進。低コスト化・高収益化に資する技術カタログを作成し、情報提供。 

ポイント 

担い手への農地集積・集約等 

● 今後１０年間で全農地面積の８割を担い手に集積 
  ・ 分散錯圃の解消 
 ・ 農地の大区画化、汎用化 

大規模経営に適合した品種 

作期の異なる品種の組合わせ 

作期を分散することで、同じ人数で作付を
拡大でき、機械稼働率も向上 

コシヒカリ コシヒカリ ミルキーサマー あきだわら 

作業ピークを分散 

１日当たり作業量 

作業時期 

多収性品種 

直播栽培（育苗・田植えを省略） 

（実証例） 

労働時間 
 18.4時間/10a→13.8時間/10a 
  （移植）         （直播） 

費用（利子・地代は含まない） 

 103千円/10a →93千円/10a 
  （移植）         （直播） 

無人ヘリの活用も可能 

単収 
530kg/10a→700kg/10a 
（全国平均）  （多肥栽培で単収増） 

 

生産費 
16千円/60kg（全国平均） 

    →13千円/60kg（試算） 

ＩＣＴを活用した作業管理 

月の光 あきだわら 

作業が短期間に集中 

省力栽培技術の導入 

・土壌診断に基づく施肥量
の適正化（肥料の自家配
合等） 

 

生産資材費の低減 

農業機械の低コスト仕様 

・ 基本性能の 
 絞り込み 
・ 耐久性の 
 向上 

故障リスクに対応した 
農機サービスの充実 

・交換部品の迅速供給など故障
リスクを軽減するサービスの
充実・強化が必要 

⇒作業ロスの回避、機械所有
の効率化 （バックアップを想定した複数
台数所有の必要性減） 

肥料コストの低減 

・フレキシブルコンテナの利
用（機械化に 

 よる省力化等） 
 

未利用資源の活用 

合理的な農薬使用 

・発生予察による効果的か 
 つ効率的防除 
・輪作体系や抵抗性品種の 
 導入等の多様な手法を組 
 み合わせた防除（IPM） 
⇒ 化学農薬使用量抑制 
 （農薬費を１割程度低減 
      させた産地事例あり） 

・鶏糞焼却灰等の利用 
 

⇒土壌改良 
資材のフレコン利用 
（20kg袋比７%低価格化） 

⇒基本性能を絞った海外向け
モデルの国内展開等 

（標準モデル比２～３割の低価
格化） 

 

  作業のムダを見つけて手順を改善 
 

 （実証例）  

 田植え作業時間 
  1.62時間/10a→1.15時間/10a 
 （補植作業時間の削減） 

⇒農業機械の長寿命化 
（稼動年数が１割長くなれば、１年当た
りの農機具費を１割低減させるのと同
等の効果） 

○ 今後１０年間で担い手の米の生産コストを現状全国平均（１万６千円／６０kg）から４割低減し、所得を向上。 

目指す姿：農地集積・集約の加速化及び省力栽培技術・品種の開発・導入等により、生産コスト低減を実現 

（参考） 米の生産コスト（２４年産） 

    全国平均   ：１万６千円/60kg 
   １５ha以上層：１万１千円/60kg 

⇒従来品比 
７%低価格化 

鉄コーティング種子 
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○ 攻めの農林水産推進本部とりまとめ（平成２５年１２月）において、「低コスト化・高収益化に資する技術カタログを作成し、情 

 報提供（２５年度中）」することとしたところ。 

○ 技術カタログには、産学官から応募のあった技術のうち、技術の効果や適用条件等、担い手が技術の導入を判断するため 

 のデータが揃っている５８技術について、各技術の概要、問い合わせ先及び詳細データの掲載先を記載。 

  

 
 
 
 

 

労働費・資材費の低減 

単収 
530kg/10a→700kg/10a 
（全国平均）  （多肥栽培で単収増） 

 

生産費 
16千円/60kg（全国平均） 

    →13千円/60kg（試算） 月の光 あきだわら 

栽  培  技  術  生  産  資  材  

農機具費の低減 

○ りん酸・加里の低成分肥料 
      ・ りん酸・加里の含有量を低めにした  
         低コスト肥料（肥料費▲１割） 

肥料・農薬費の低減 

カタログ掲載技術の例 

 今後、担い手農家が自らの地域や経営に適した技術を選択・導入できるよう、①技術の提案者と担い手農家のマッ 
   チングと②現場に合わせた技術の改良又は微調整を支援するとともに、③２６年度中に技術カタログを改訂する。 

作期分散 収量増・販路拡大 

○ 農家用小型光選別機 
  ・ カメムシ被害粒等を高精度に除去 
   ・  設計の見直しや部品の量産化により、 
    従来モデル比５割以上の低価格化 

○  外食・中食向きの良食味・多収 
  品種「あきだわら」 
       ・  コシヒカリに近い食味で１～３割多収 

品 種 

○    晩植でも多収な品種「ほし 
        じるし」 
 ・  早生品種との組み合わせや稲麦二 
   毛作に適する 
  ・ 倒伏しにくいため、直播栽培にも向く 

○ 流し込み施肥 
  ・ 肥料を水口から潅漑水とともに流し込む 
        省力的な追肥法（追肥作業時間▲７割） 

○ 育苗箱全量施肥 
  ・ 緩効性の窒素肥料を育苗箱に施用し、本田 

   への基肥や追肥を省略（肥料費▲２割）  ○ 不耕起Ｖ溝直播栽培  
  ・ 乾田状態で播種するため、作業 

   速度を向上（労働時間▲３～４割） 
     ・  耐倒伏性や鳥害防止にも優れる 

○ 大型・小型汎用コンバイン 
  ・  稲・麦・大豆等の多くの作物に利用が可 

   能なコンバイン  

  ・ 汎用利用により農機具費を３～４割低減 

  ・  小型汎用コンバインは、公道自走が可能  

○ 基本性能を絞った低価格農機 
  ・ 海外共通設計を国内展開（標準モデ 

   ル比１～３割の低価格化） 
  ・ 耐久性も向上 

○ 中山間地域対応自脱型コン 

    バイン 
  ・  超小型・軽量・高精度な自脱型コンバイン 

   （従来の２条刈コンバイン比２割以上の低 

    価格化） 

○ 混合たい肥複合肥料 
   ・ 家畜又は食品系たい肥を普通肥料 と 
      混合し、成分を安定化した低 コスト肥料 
      （肥料費▲１～３割） 

施設費・燃料費の低減 
 ○ もみ殻燃焼型乾燥機  
  ・   米を乾燥するための燃料として、灯 
    油等に代わり、もみ殻を利用（燃料費 
    不要） 

○ 農薬の省力製剤「豆つぶ剤」 
   ・ 従来の粒剤より粒が大きく、水面を浮 
         遊して均一に拡散するため、10a当たり 
          施用量を従来の１/4に低減 
 

○   米菓向きの多収品種「もちだわ ら」 
      ・ あられ等の米菓加工適性が高く、３割多収 

○ 疎植栽培 
 ・ １坪当たりの移植株数を減らし、苗箱等の資 

  材費を３～４割低減 

  

○ 湛水直播栽培 
  ・  酸素発生剤又は鉄をコーティング 
   した種もみを播種することで育苗・田 
   植えを省略 （労働時間▲２～３割） 

（参考２）担い手農家の経営革新に資する稲作技術カタログの概要 （平成２６年３月３１日公表） 

ポイント 
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○ ジャガイモの機械は農家が鉄工所で自己流に改造する。なぜ農機
メーカーは現場に根付いて開発をしないのか。民間と農業者のマッチ
ングを図った上で機械開発を行えるよう、政策的なアプローチが必要
である。 

 
○ 国内の農機は不必要な機能により価格が高くなっているが、海外
向けにはシンプルなものが輸出されている。日本の農機メーカーは海
外マーケットにシフトしており、農機メーカーの農業生産に対する寄与
をどう進めていくかを行政が考える必要がある。 

 

○ 作業の外部化により単純にコストダウンになるかは疑問。外部化す
るからには、その経営体の規模が拡大するか、専門化することによっ
て付加価値がつくのかということをセットにしなければ、単なる延命措
置になってしまっているところもある。 

  第４０回企画部会における主な意見の概要 
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