
①農業支援サービスの支援強化
・新規事業立ち上げ当初のビジネス確立や機
械導入等を支援
・農林漁業法人等投資円滑化法に基づく農
林水産業支援サービス事業の育成等への出
資を促進
・日本版SBIR制度を活用し、スタートアップの
育成を支援

②農業支援サービスの調査・分析、
マッチング
・「スマート農業新サービス創出」プラットフォーム
において、スマート農業に関する情報交換、
異分野の組織・人材交流、新たなビジネスモ
デルの検討等を通じて、マッチングの機会を提
供
・地域公共団体等による、農業支援サービス
事業者と農業者のマッチングを促進

①実証の着実な実施
・スマート農業実証プロジェクトを全国202地
区※で実施
・これまでの実証で得られたデータ等を活用し、
農業者が利用しやすい形で経営診断を行う
システムを開発

②実証の分析と横展開に向けた体制強化
・スマート農業実証プロジェクト2019・2020年
度採択地区148地区のコスト・メリットを作物
別に分析・発信

スマート技術の費用対効果を明らかにし、
中山間地域を含む様々な地域・品目
での横展開を推進

導入コストを低減し、誰もがスマート技
術を利活用できるよう、新たな農業支
援サービスを育成・普及

１．スマート農業の実証・分析
２．導入コスト低減に向けた

農業支援サービスの育成・普及

スマート農業推進総合パッケージの概要①（2022年６月改訂）

①開発が不十分な領域の研究開発
・中山間地域や野菜・果樹など開発が十分に
進んでいない領域の研究開発

・有機栽培の需要拡大に対応する小型除草
ロボットの開発

②最先端の研究開発
・ほ場間の移動を含む遠隔監視によるトラクタ
の自動走行の開発
・AIやICT等を活用した病害虫発生予測技術
の開発
・セキュリティ機能を有し、農薬、肥料等の高精
度な散布が可能な農業用ハイスペックドロー
ンの機体開発

３．更なる技術の開発等

有機栽培に対応する
小型除草ロボット

野菜・果樹用作業ロボット

愛知・JA西三河キュウリ部会における組合員間でのデータ共有

開発が不十分な領域や最先端の研究
開発を進め、農業者のニーズを踏まえた
環境にやさしい技術を開発

センサーの導入で産地
の仲間とデータを共有
することができたおか
げで、産地の底上げが
できたほか、自分の栽
培管理を見直すきっか
けにもなった。
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①海外ビジネスの展開の推進
・国際市場の獲得や社会実装を加速していく
ため、スマート農機を活用したデータ連携シス
テムに係る国際標準化に向けた検討を推進

②国際的なアウトリーチ活動の強化
・専門家の派遣や積極的な国際議論への参
画を通じたスマート農業の海外展開の推進

③官民連携したプロジェクトづくり
・ASEANをメインターゲットとした技術導入に向
けた取組を推進
・アフリカにおける農業プラットフォーム・ビジネス
の展開を通じたフードバリューチェーンの構築の
支援

①スマートサポートチーム等によるデジタル人
材の育成・確保
・スマート農業を実践する農業者や産学官の
有識者等によるスマートサポートチームを通じ
た他産地の支援

・普及指導員と農業支援サービス事業者との
連携による技術指導を開始

②スマート農業教育の充実・関心醸成
・農業大学校・農業高校等におけるカリキュラ
ム化やスマート農機・設備の導入により実践
的な教育体制を整備
・農林水産省と文部科学省が連携し、地域の
農業者や農業支援サービス事業者などの授
業等への活用を実施

実証参加者によるスマートサポートチー
ムを通じた実地指導により、人材育成
とデータの活用を推進

知的財産の保護に留意しつつ、スマート
農業技術の海外展開を戦略的に推進

４．技術対応力・人材創出の強化 ６．海外への展開

スマート農業推進総合パッケージの概要②（2022年６月改訂）

①技術の進展に応じた制度的対応
・運搬、農薬散布等の負担を軽減する小型農
業ロボットが公道を走行するために必要な構
造要件や届け出方法などを製造メーカー等に
情報提供

②農業データの活用促進
・農業データ連携基盤の充実に
よるICTサービスの創出を促進
・企業間の垣根を超えた農機
データの連携（オープンAPI）
を推進

③スマート農業に適した農業農村整備の
推進
・自動走行農機等の導入に適した農地の大区
画化、情報通信環境、ICT水管理施設等の
整備を推進
・農林水産省と総務省が連携し、民間会社の
協力も得ながら、ローカル5GやLPWAの導入
拡大や衛星通信サービスに必要な制度整備
を実施

農業データの利活用・連携や情報通信
基盤の整備など、ソフト・ハード両面から
環境を整備

５．実践環境の整備

官民挙げた海外展開の

取組推進

スマート農業に適した農地整備 情報通信環境の整備

無線基地局 自動給水栓

オープンAPIによる
データ連携

スマート
サポート

チームを形成
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（参考）スマート農業人材の育成とデータ活用の促進

①実証成果の検証と情報発信

• 実証成果の検証

• 実証参加者の声を情報発信

②産地への個別サポート

• 事務局は、産地が抱える課

題や取組の方向性を踏まえ、

適切なメンバーを選定しスマー

トサポートチームを創設

• 支援により能力が向上した産

地は、他の産地をサポート

→人材育成の好循環

2025年までに農業の担い手のほぼすべてがデータを活用した農業を実践

スマートサポートチーム

実証で培われた技術・ノウハウを有する生産者、民間事業者等からなる
スマートサポートチームによる、新技術を積極的に取り入れる産地の支援

農業支援サービスの活用による、スマート農業に関心があるが、自力
では取り組むことが困難な生産者・産地の支援

普及指導員

農業支援サービス

普及指導員がタブレットを利用して迅速に害虫を判定

全ての普及指導センターにおける
スマート農業の相談窓口を設置

普及指導員による
アプリ等の活用促進

これらを総合的に行うことにより、現場でのデータ活用とスマート農業人材を更に創出

判断サポート型

データ分析

作業サポート型

専門作業受注 機械設備供給 人材供給

ドローンを用いた生育状況の
センシングデータ分析等により、
現場の課題への解決策を提案

ドローンを活用した農薬
散布作業の代行等により、
農業者の作業負担を軽減

農業機械のレンタル・シェア
リング等により、農業者の
機械コストを低減

作業者を必要とする農業
現場のために、人材を育成・
派遣

複合サポート型

ドローンを活用したセンシングとそのデータに基づく
農薬ピンポイント散布サービスなど、上記4類型を
複合した新しいサービスが生まれている

普及指導員による、データに基づく生産者・産地指導への支援

普及指導員を対象としたオンライン
セミナーの実施

スマート
サポート
チームを形成

農林水産省若手職員によるBUZZMAFFを通じたスマート農業の広報活動
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農業支援サービスについて

〇 スマート農業推進総合パッケージでは、導入コストを低減し、誰もがスマート技術を利活用できるよう、スマート
農機のシェアリングやデータに基づく経営指導を行う新たな農業支援サービスを充実・強化することとしている。

〇 農業支援サービス事業体には、農協、農機具メーカー、農業関連事業者の他、新規参入も想定され、これら
すべての事業体を育成・普及していく。

農業支援サービス事業体（例）

農協 農機具メーカー 農薬・肥料等の販売会社 他分野からの新規参入等

• JA鹿児島経済連
• (株)ジェイエイフーズ宮崎

•（株）クボタ
• inaho(株) (収穫ロボットレンタル)

•大信産業(株)
（農業資材販売店）

•テラスマイル(株)（データ分析）
•YUIME(株)（人材派遣）

•農業機械のレンタルサービス
•ドローンによる散布作業

•ドローンによる防除作業
•畦畔管理作業

•営農支援、データ分析サービス
•人材派遣、マッチングサービス

専門作業受注型 機械設備供給型 専門作業受注型 データ分析型

人材派遣型

•農業機械のレンタルサービス

新たな農業支援サービス① 農業支援サービスについて
スマート農業の現場実装の加速化

37 



JA鹿児島県経済連

【概要】
JA鹿児島県経済連の若手職員20名をドロー
ンオペレーターとして育成・配置。JA組合員から
防除作業を受託し、ドローンを活用した農薬散
布作業を代行。令和元年度から開始。

【サービス内容】

〇 JA組合員からの作業申請の後、JA職員がほ場確認や薬剤選定を行い、県
経済連職員が、水稲、かんしょ、茶等様々な品目でドローンによる防除作業を
実施。

〇 一回の防除作業は、約４～５名（オペレーター、薬剤調合者、ほ場案内者
等）で実施。

作業料金:約2,600円/10a(薬剤費込、料金は薬剤により変動)

作業時間:約20分/ha ※JA南さつま（かんしょ）の例

〇 令和3年度は、11台のドローンを活用して600～700経営体（計450ha）
に対して、ドローン防除を実施。

(株)ジェイエイフーズ宮崎

【概要】
冷凍野菜やカット野菜等の加工・業務用需要の拡大に着目。ホウレンソ
ウやさといも等の冷凍加工工場を、JA宮崎経済連の出資により建設。収
穫作業も実施。

【サービス内容】

〇 ホウレンソウの収穫及び加工作業を実施。

〇 種まきや防除作業は大型機械を所有する産
地の農業法人へ委託。

〇 生産者からの栽培の相談から生育状況の確
認、収穫時期の決定等を行うため、フィールドコー
ディネーターによる契約ほ場を巡回するサービスも
実施。

〇 令和3年度は、61名の農業者が活用。

専門作業受注型

ドローンによる農薬散布

収穫作業の受託

防 除土づくり 種まき
中耕
除草 防 除 追 肥 収 穫 加 工

生産者自ら作業 農業法人が作業

自社が作業

今後、センシングドローンを活用した生育診断等のサービスを検討

農 業 支 援サ ー ビ スの 概 要 （農 協 ）

専門作業受注型

新たな農業支援サービス② 農業支援サービスの広がり
スマート農業の現場実装の加速化
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農 業 支 援サ ー ビ スの 概 要 （農 機 具 メー カ ー ）

（株） クボタ

【概要】
主に新規就農者を対象に、利用登録をした農業者が１時間単位で農
業機械をレンタルして使用できるサービス。令和3年4月から開始。

【サービス内容】

〇 貸出機械は、小型トラクター（21馬力）、リモコン草刈機、ロータリー、
小畝用マルチロータリー等

〇 茨城県つくばみらい市、下妻市、京都府亀岡市、滋賀県甲賀市、兵
庫県神戸市、大分県竹田市でサービスを展開。

〇 機械のメンテナンスはクボタが実施。利用者はトラクター等の保管場所
から自走、あるいはトラックなどで運搬。

〇 サービスの利用料金は、
・トラクター：2,000円～4,000円程度／１時間
・リモコン草刈機：990円～2,000円程度／1時間

〇 利用登録者数は100名

操作説明会の状況

機械設備供給型

【サービス内容】

○ 大規模な農業法人（目安は環境制御できる温室ハウスが1ha以

上）向けにトマト収穫ロボットや作業者の作業スピードを引き上げるマ
ルチ台車ロボットを1年単位でレンタルするサービスを実施。

〇 収穫ロボットが夜間も稼働することで全体の作業量の6割をカバーし、
マルチ台車ロボットを利用により人の作業時間が約半分になることで、
作業時間が従前の20％ほどになる。

○ 機械のメンテナンス等はinahoが実施。

農業法人は初期投資が不要となるメリット

【概要】
自社で開発した自動収穫ロボットのレンタル
サービス事業を展開。平成29年１月設立。

inaho（株）機械設備供給型

トマト収穫ロボット
による収穫の様子（夜間）

新たな農業支援サービス③ 農業支援サービスの広がり
スマート農業の現場実装の加速化

マルチ台車ロボット
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大信産業（株）専門作業受注型

【概要】
中山間地でのドローン防除をはじめ、施肥や、生育診断など多様なサー
ビスを提供。中四国地域を中心に活動。

【サービス内容】

〇 施肥・防除、耕作放棄地等の草刈り、リモートセンシングに
よる生育診断、病害虫の把握等の受託作業を実施。

〇 柑橘については、ドローンの自動飛行ルート作成技術を活
用した防除サービスにも取組予定。

〇 水稲防除は農薬費込５千円／10ａで提供。

〇 柑橘防除は農薬費込１万円／10ａ程度で検討
（2022年中にサービス開始予定）

〇 令和3年度の防除実績（延べ）は、445ha（内かんき
つの散布実証5.16ha）

中山間地における自動飛行による柑橘ドローン防除

リモコン草刈り機による
畦畔管理作業

自動飛行ルートに沿った
防除作業

3D画像上に作成した
自動飛行ルート

農 業 支 援サ ー ビ スの 概 要 ( 農薬 ・ 肥 料等 の 販 売会 社 )新たな農業支援サービス④ 農業支援サービスの広がり
スマート農業の現場実装の加速化
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テラスマイル（株）

【概要】
デジタルマーケティングを農業経営に応用し、
データのスムーズな可視化・予測・試算が可能な
経営分析サービスを提供。九州地域から次第に
全国に活動の幅を拡大中。

農業者が蓄積する
様々な形式の経営データ

ICTデータの自動整形と
多面的な経営分析・予測

【サービス内容】

〇 農業者の蓄積したデータを可視化するだけでなく、単収・所得目標に応じた経

営指針との比較分析が可能なサービス「RightARM」を提供。新たに、令和4年
2月から、農業者のデータを自治体、JAと共有しながら、地域単位で幅広い比
較分析を行うことにより、高収益産地形成への貢献が期待できる 「RightARM
EX」によるサービスを開始。

〇 利用料金は、

・農業法人向け：法人あたり36万円～／年

・生産者グループ（５名～）：一戸当たり3万6千円～／年

・自治体・JA向け：80万円～／年 （RightARM EXでは110万円～／年）

〇 利用者は、生産者グループ、自治体など 20グループ以上

自治体、JAと連携して、産地内の
営農データの比較分析等を実施

ＹＵＩＭＥ（株）

【概要】
沖縄でのサトウキビ短期派遣を契機に、産
地間連携により全国的に農業人材を確保す
るサービスを展開。OJTによるスタッフ育成も組
み込んだチーム編成により、質の高い人材派
遣サービスを展開。

収穫や戦果などの作業を受託

分析レポートや成績表を活用
した新たな営農支援

農 業 支 援サ ー ビ スの 概 要 （他 分 野 から の 新 規参 入 等 ）

【サービス内容】

〇 産地の繁忙期に特化した労働力人材を派遣するサービス。外国人材も活用
しながら全国の産地に人材を派遣。稲作から他の作物へ転換をはじめ幅広い
農業技術を蓄積しており、播種～収穫までの作業を実施可能。

〇 サービス提供料金は当該地域の日本人材派遣単価をベースに決定。

〇 令和４年５月に富山県における農業支援サービスの利用拡大と県内サービス
事業体の育成を目的に、県内15JA、県JA中央会、全農県本部、農林中央
金庫、サービス事業体（YUIME(株)）を構成員として「富山県農業支援サー
ビス活用協議会」を設立し、タマネギ、キャベツ、トマトなどの生産について、県内
での利活用の拡大に向けた実証を開始。

〇 R4年7月現在、特定技能1号の在留資格を持つ外国人材が270人在籍。

水田から転換したたまねぎほ場における作業実証の様子

データ分析型 人材派遣型

新たな農業支援サービス⑤ 農業支援サービスの広がり
スマート農業の現場実装の加速化
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2．関連施策を見える化

➢経済産業省と連携し、農業支援サービスに取り組む事業者を対象に、
活用できる主な施策（出融資、保証制度、税制、補助金等）を
とりまとめ、パンフレットとして作成・公表（以下リンク先からご覧いただけます）。

１．新たな農業支援サービス

➢農業の担い手不足が深刻化する中、農機のリース・シェアリング、
ドローンによる防除の代行、データを駆使したコンサルティング等、
農業者をサポートするサービス（農業支援サービス）が登場。

➢新たな食料・農業・農村基本計画に即し、農林水産省では、
関係省庁と連携し、農業支援サービスの育成・創出を推進。

（農業支援サービスの例）

▲ドローンによる防除の代行
（JA鹿児島県経済連）

▲夜間に収穫を実施する収穫ロボットの貸出
（inaho㈱）

▲AI病害虫診断とピンポイント防除の複合サービス
（㈱オプティム）

（農林水産省ホームページ：https://www.maff.go.jp/j/kanbo/smart/nougyousien.html ）

スマート農業の現場実装の加速化

新たな農業支援サービス⑥ 推進に向けた情報提供（施策パンフレットの作成）
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農業支援サービス事業の育成（多角的支援の具体的内容）

スタートアップへの総合的支援

新たな日本版SBIR制度を活用し、新たな技術・サービスの事業化を目指すスタート
アップが行う研究開発やベンチャーキャピタル等による伴走支援など、起業に必要となる
取組を切れ目なく支援。

日本政策金融公庫における融資面からの支援

融資面から農林水産業支援サービスを支援するため、 日本政策金融公庫における、
農商工連携の枠組みを活用した融資制度を拡充

フェーズ１

（構想段階）

フェーズ２

（実用化段階）

フェーズ３

（事業化段階）

フェーズ０

（発想段階）

【研究開発等】

創発的研究に
よる事業シーズ

創出

実行可能性調
査や概念実証

試作品の作成・
試験等

社会実証等

【プログラムマネージャー等による伴走支援】

全ての段階で「スタートアップ・エコシステム拠点都市」の取組と連携

（拡充）農商工連携

農林水産業支援サービスを包含

大臣認定を受けない場合でも
農林水産業支援サービス業を営む者
（※1）であって、一定程度中小企
業者の付加価値額の増加（※2）が
見込まれる取組も対象とするよう拡充
金利：特利①

中小企業者と農林漁業者が連携し、
農商工等連携事業計画の大臣認定
を受けた者が対象
金利：特利②

（※1）産業用機械器具賃貸業、労働者派遣業及び情報処理・提供サービス業の３業種を対象とした
（※2）３年間で２％の付加価値額の増加とした（大臣認定の場合は、３年間で３％）

ドローン等による作業受託や農業機械のレンタル、センシング・データ分析等
の新たなサービスを提供する農業支援サービス事業の立ち上げ等を支援

農業支援サービス事業の立ち上げ支援

農林漁業法人等投資育成事業

➢ 農業支援サービス事業の新規事業立ち上げ当初のニーズ調査や人材育
成（研修経費）等を支援（上限1,500万円）

〔農業支援サービス事業育成対策（Ｒ５継続）〕

➢ サービス事業体の農業機械等のリース導入・取得等を支援
（補助率 1/2以内等）

〔強い農業づくり総合支援交付金（ R ５継続）〕
〔農業支援サービス事業インキュベーション緊急対策（ R４補正）〕

〔産地生産基盤パワーアップ事業（ R４補正）〕

43

農林漁業法人等投資円滑化法に基づき、農林漁業・食品産業に寄与する新
たな取り組みにチャレンジするスタートアップ等の事業者への資金供給を促進

農林漁業法人等投資育成事業

【事業イメージ】

投資

投資出資

出資

民間金融機関等

国
公
庫

投資主体の大臣承認

（投資主体） （投資対象）
①農林漁業及び食品産業の事業者

・農林漁業法人

・食品製造、食品流通事業者

・輸出事業者（海外拠点含む）

・外食産業事業者 など

②農林漁業及び食品産業をサポートする

産業や新しい食産業

・スマート農林水産業などの機械･

ソフトウェア関係の事業者

・生産資材や農業支援サービス･

コンサル関係の事業者

・フードテック等のベンチャー など

出資 投資事業
有限責任
組合

株式
会社

○ ピッチコンテスト等の開催
○ 研修等の実施
○ チーム組成支援
○ インキュベーション施設の活用 等

経営人材、国内外のVCや事業会社との
マッチング等

ESG投資の呼び込みやグローバル展開に向
けた環境整備



スマート農業推進総合パッケージ 関連予算一覧表（令和３年度補正予算・令和４年度予算概算決定）

○ロボット、AI、IoTなど先端技術を活用した「スマート農業」を推進し、生産現場の課題を解決していくため、①スマート農業の実証・分析、
②導入コスト低減に向けた農業支援サービスの育成・普及、③更なる技術の開発等、④技術対応力・人材創出の強化、⑤実践環境の
整備、⑥海外への展開等に総合的に取り組んでいくこととする。

（１）実証の着実な実施
①スマート農業技術の開発・実証・実装プロジェクト【技術会議】
海外依存度の高い農業資材や労働力の削減、自給率の低い作物の生産性向上等に必要な

スマート農業技術の開発・改良及び実証を実施。あわせて、実証参加者が実証成果を全国各地の
生産者・産地に横展開する取組を推進。

②みどりの食料システム戦略緊急対策交付金のうち
グリーンな栽培体系への転換サポート【農産局】

③スマート農業産地モデル実証（継続) 【技術会議】
人口減少社会の進展に対応し、地域が一体となって、持続性の高い生産基盤の構築を図るため、
サービス事業体等を活用して産地単位で作業集約化等を図るスマート農業産地のモデル実証を実施。

④ペレット堆肥活用促進のための技術開発・実証（拡充）【技術会議】
「みどりの食料システム戦略」のKPI目標達成に向け、畜産業が盛んな地域に偏在しがちな家畜排せ

つ物を原料とした堆肥の有効活用を進めるため、ペレット堆肥の効率的流通を推進。

⑤みどりの食料システム戦略推進交付金のうち
グリーンな栽培体系への転換サポート（拡充）【農産局】
各産地に適した環境にやさしい栽培技術と省力化技術を取り入れたグリーンな栽培体系への転換を

推進するため、技術の検証、定着等の取組を支援。

（２）実証の分析と横展開に向けた体制強化
①農山漁村振興交付金のうち中山間地農業推進対策 【農村振興局】

②担い手確保・経営強化支援事業【経営局】
農産物の輸出に向けた取組など意欲的な取組により農業経営の発展を図ろうとする担い手に対し、
必要な農業用機械・施設の導入を支援。スマート農業推進優先枠を設定し、労働力不足等のリスク
に対応し得る経営構造への転換を重点的に支援。

③農山漁村振興交付金のうち中山間地農業推進対策（継続） 【農村振興局】
中山間地域等において、地域別農業振興計画に基づき、収益力向上、販売力強化、生活支援、
デジタル技術の導入・定着等に関する具体的な取組（スマート農業技術を活用した農業生産活動の
実証等）に必要な経費を支援。

１．スマート農業の実証・分析

※ 青字：令和４年度補正予算事業
赤字：令和５年度予算事業のうち、「みどりの食料システム戦略実現技術開発・実証

事業のうちスマート農業の総合推進対策」に含まれる事業
黒字：令和５年度予算事業

＜スマート農業推進総合パッケージ＞ 令和４年度補正予算・令和５年度予算①

（１）農業支援サービスの支援強化
①産地生産基盤パワーアップ事業(収益性向上対策及び新市場獲得対策) 【農産局】
農業支援サービス事業の新規事業立ち上げに必要な、農薬散布用のドローン等、農業用機械等の
リース導入・取得等を支援。

②農業支援サービス事業インキュベーション緊急対策【農産局】
農業支援サービス事業者の創出を促すため、スタートアップ段階の農業支援サービスについて試行・
改良を行いながらマッチングを行う取組や、農業支援サービス事業者が行うスマート農業機械等の導入
の取組等に対して支援。

③スマート農業産地モデル実証（継続) 【技術会議】 （再掲）

④農業支援サービス事業育成対策（継続）【農産局】
農業現場の課題に対応しつつ、農業支援サービス事業体の新規参入、既存事業者による新たな
サービス事業の育成・普及を加速化するため、新規事業の立上げ当初のビジネス確立等を支援。

⑤強い農業づくり総合支援交付金(生産事業モデル支援タイプ)（継続）【農産局】
核となる事業者が連携する生産者の作業支援など様々な機能を発揮しつつ、安定的な生産・供給
を実現しようとする生産事業モデルの育成を支援。

⑥強い農業づくり総合支援交付金(農業支援サービス事業支援タイプ)(継続) 【農産局】
農業支援サービス事業の新規事業立ち上げに必要な、農薬散布用のドローン等、農業用機械等の
リース導入・取得等を支援。

（２）農業支援サービスの調査・分析、マッチング
①農業支援サービスに関する利用意向調査業務（継続）【統計部】
農業支援サービスに関する利用意向調査を実施。

２．導入コスト低減に向けた農業支援サービスの育成・普及

④農地利用効率化等支援交付金（継続） 【経営局】
地域が目指すべき将来の集約化に重点を置いた農地利用の姿の実現に向けて、経営改善に取り組
む場合、必要な農業用機械・施設の導入を支援。優先枠を設置し、スマート農業を加速化。優先枠に
おいては、農業支援サービス事業体も対象。

⑤畜産経営体生産性向上対策（拡充）【畜産局】
酪農・肉用牛経営の省力化に資するロボット・AI・IoT等の先端技術の導入や、それらの機器等によ

り得られる生産情報等を畜産経営の改善のために集約し、活用するための体制整備等を支援。
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