
ＩＣＴを活用したスマート農業導入実証・高度化事業

【新品種・新技術活用型産地育成支援事業 ７０６（－）百万円の内数】

対策のポイント
「強み」のある産地形成に向け、ＩＣＴを活用したスマート農業を実証

するとともに、既に農業生産工程管理（ＧＡＰ）に取り組んでいる産地が
輸出を見据えて取組の高度化を図る上で必要となるＩＣＴ導入を支援しま
す。

＜背景／課題＞
・担い手の高齢化による高度な技術の喪失に対応するとともに、高品質なジャパン

ＩＣＴを活用したデブランドを安定的に生産・輸出までつなげていくためには、

ータの蓄積・分析を行うシステムを導入し、生産システムの高度化・効率化を図

です。ることが有効

・既にＧＡＰに取り組んでいる産地のGLOBALG.A.P.の認証取得といった輸出を見据

農業者にとって大きな負担とえて内容の高度化を図る取組を促進するためには、

なっている各工程ごとの記録の蓄積等の作業をＩＣＴの導入により軽減すること

です。が有効

政策目標
平成３２年までに我が国の農林水産物・食品の輸出額を１兆円まで伸長

＜主な内容＞

１．ＩＣＴを活用したスマート農業導入実証
、 、ＩＣＴを活用したスマート農業の導入の取組を進めるため 地域協議会の開催

精密農業実施に必要なフィールドサーバー等の導入 高度な農業生産工程管理に、

、 します。必要なＩＴ機器の導入 マーケティングに係る取組を一体的に支援

２. 既存ＧＡＰの高度化支援
既に各種ＧＡＰに取り組む産地について、輸出を見据え取組の高度化を進める

ＩＴ機器を導入 GLOBALG.A.P.等の高度なＧＡＰの実施に向けた取組をため、 した

します。支援

補助率：定額、１／２以内

事業実施主体：地域協議会等

[お問い合わせ先：生産局技術普及課（０３－３５９３－６４９７）]

［平成26年度予算の概要］
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【事業内容】

ＧＡＰの高度化に必要なシステム導入の取組
・研修会の開催
・ＩＴ機器（クラウドサービス）使用料
・GLOBALG.A.P.の認証取得費

【事業実施主体】

既にＧＡＰに取り組んでいる農業協同組合、

農業生産法人、複数の生産者又は生産者団体等

【事業実施期間】

平成２６年度（１年間）

【補助率】

定額、１／２以内

環境情報を蓄積・分析するセンサや農作業・経営管理を支援するシステムを導入
し、地域の農産物の高品質化・高付加価値化を図る取組の実証や、既に農業生産工
程管理（ＧＡＰ）に取り組んでいる産地のうち、将来的に輸出を見据えた産地の取
組の高度化に必要なシステムの導入等の取組を支援します。

・クラウドを活用した農業生産工程管理（ＧＡＰ）の高度化
・輸出を見据えたGLOBALG.A.P.の認証取得

【事業内容】
ＩＣＴを活用したスマート農業の導入の取組
・地域協議会、現地研修会の開催

・精密農業の実践に必要なシステム導入

・圃場・土壌情報管理システム、ＩＴ機器（ク
ラウドサービス）利用料

・システム開発・改良・管理に必要なコンサル
タント費

・マーケティング支援 等

【事業実施主体】

地域協議会（複数の生産者又は生産者団体、

研究機関、地方公共団体、流通業者、実需者
（加工業者、医療機関等）等）

【事業実施期間】

平成２６年度～平成２８年度

（３年間）

【補助率】

定額、１／２以内

ＩＣＴを活用したスマート農業導入実証

既存ＧＡＰの高度化支援

ＩＴ機器の導入によるデー
タ蓄積 (クラウド環境)

既にＧＡＰに取り組んでいる産地

新品種・新技術活用型産地育成支援事業のうち

ＩＣＴを活用したスマート農業導入実証・高度化事業
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農業生産工程管理(ＧＡＰ)の普及推進による消費者の信頼確保

【消費・安全対策交付金 ２，０４８（２，０９６）百万円の内数】
【東日本大震災農業生産対策交付金

【７，４８７（１０，４２７）百万円の内数】

対策のポイント
食品の安全性等を向上し、需要者や消費者の信頼を確保するため、高度

な取組内容を含むＧＡＰの普及を推進します。

＜背景／課題＞
2,462産地・ＧＡＰの導入産地は毎年着実に増加しており、平成24年３月末現在、

しています。がＧＡＰを導入
高度な取組内容を・食品の安全性等を向上し、消費者の信頼を確保するためには、

含む「農業生産工程管理（ＧＡＰ）の共通基盤に関するガイドライン（以下、ガ
です。イドライン 」に則した取組を行うことが必要）

被災により生産を休止したり風評被害を受けた産地においては、需要者・さらに、
。や消費者の信頼の回復を目指したＧＡＰの実践が期待されます

政策目標
○ＧＡＰ導入産地 3,000産地（27年度）
○ガイドラインに則したＧＡＰ導入産地 1,600産地（27年度）

＜主な内容＞
１．食品の安全性等を向上し、消費者の信頼を確保するＧＡＰの導入支援

普及組織を対象とした指導ガイドラインに則したＧＡＰの導入を進めるため、
者の育成、普及組織による産地への指導 産地での研修会の開催や取組に必要な、

します。分析、実証等を支援

消費・安全対策交付金 ２，０４８（２，０９６）百万円の内数）
補助率：定額（10/10、1/2以内）

事業実施主体：地方公共団体、農業者団体

２. 被災地における産地ブランドを再興するＧＡＰの導入支援
震災被害津波や放射性物質の影響により生産や販売が低下した地域において、

します。（塩害、放射性物質等）に対応した高度なＧＡＰの導入を支援

東日本大震災農業生産対策交付金
７，４８７（１０，４２７）百万円の内数）

補助率：定額（10／10）

事業実施主体：地方公共団体、農業者団体等

［お問い合わせ先：生産局技術普及課 （０３－３５９３－６４９７ ］）

［平成26年度予算の概要］
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（※）青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、
神奈川県、新潟県、山梨県、長野県、静岡県（津波被災県及び原子力災害対策本部が求める検査対象自治体）

都道府県における
推進方針の検討

・検討会等の開催
・調査、実証

ＧＡＰの普及
・普及マニュアルの策定
・産地のリーダー等を対象とした研修の実施

普及指導員の養成

産地への指導

・新たな専門知識、技術習得のための研修

・産地への指導、助言

農業生産工程管理（ＧＡＰ）に取り組む産地の皆さんへ

都
道
府
県

【東日本大震災農業生産対策交付金、交付率：定額】

津波や放射性物質の影響により生産や販売が低下した地域において、震災被害（塩害、
放射性物質等）に対応した高度なＧＡＰの導入（放射性物質に関する対策技術研修を含
む）を支援します。
事業対象：都県、農業協同組合中央会、農業協同組合連合会等

１７都県（※）向け

＜２６年度予算における取組の概要＞

産地での導入

生産者の理解促進 ・研修会の開催

【消費・安全対策交付金、交付率：定額（１／２、１０／１０）】

・推進会議の開催
・ＧＡＰの策定、ＧＡＰ策定に必要な普及啓発資料
の作成

・危害要因の分析、実証 等

産

地

産地の取組を支援

【東日本大震災農業生産対策交付金、交付率：定額】

津波や放射性物質の影響により生産や販売が低下した地域において、震災被害（塩害、
放射性物質等）に対応した高度なＧＡＰの導入を支援します。
事業対象：市町村、３戸以上の生産者で組織される団体等

ガイドラインに則したＧＡＰの導入を支援します。
事業対象：市町村、農業協同組合、営農集団等

１７都県（※）向け

【消費・安全対策交付金、交付率：定額（１／２、１０／１０）】

「農業生産工程管理（ＧＡＰ）の共通基盤に関するガイドライン（以下、ガイドライン）」に
則したＧＡＰの普及推進の取組を支援します。
事業対象：都道府県、農業協同組合中央会、農業協同組合連合会等
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肥料コスト低減の推進

【生産環境総合対策事業のうち農業生産環境対策 ２１百万円】

対策のポイント
肥料使用量の適正化など、農業資材のコスト低減の推進を図ります。

＜背景／課題＞
などが求められています。・農業資材のコスト低減の推進に向け、肥料使用量の適正化

政策目標
農業経営費に占める主要３資材費の割合の削減
（29.6％（22年度）→28.1％（28年度 ））

＜主な内容＞
１．低コスト施肥技術体系の確立（低コスト施肥技術体系確立事業）

施肥量低減の基準策定、低コスト施都道府県全体又は都道府県内の広域における
を支援します。肥技術体系確立の取組

補助率：定額
事業実施主体：協議会、農業協同組合連合会

２．減肥基準等への適応（減肥基準等適応促進事業）
簡易土壌診断装置の導入や外注による土壌診断の実施、土壌診農業現場における

断結果等に基づく施肥設計の見直し 肥料コスト低減技術の導を支援するとともに、
を促進します。入

補助率：１／２以内
事業実施主体：農業者団体

〔お問い合わせ先：生産局技術普及課生産資材対策室
（ ）〕０３－６７４４－２４３５

［平成26年度予算の概要］
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① 低コスト施肥技術体系の確立

＜補助対象となる取組例（補助率：定額）＞

・ 地域に適応した施肥量低減の基準策定のためのデータ収集

・ 肥料コスト低減技術導入の必要な実証試験、機械借上

・ 土壌中の肥料成分を把握するために行う土壌分析

・ 現地検討会の開催 など

＜支援の対象者＞

協議会（都道府県（普及組織、試験研究機関等）、農業者
団体、肥料販売又は製造事業者等の幅広い肥料関係者が組
織する団体）、農業協同組合連合会

② 減肥基準等への適応

＜補助対象となる取組例（補助率：１／２以内）＞

・簡易土壌診断装置の導入

・土壌中の肥料成分を把握するために行う土壌分析

・肥料コスト低減技術導入の必要な実証試験、機械借上

・講習会の開催 など

＜支援の対象者＞

３戸以上の農業者グループや農業生産法人等の担い手組織、農協等

【生産環境総合対策事業のうち農業生産環境対策事業】

肥料コスト低減の推進

肥料使用量の適正化による肥料コスト低減を図るための取組を支援します。

土壌分析の実施

高精度高速施肥機

うね立て同時施肥技術

肥料使用量の適正化による肥料コスト低減

【対象となる肥料コスト低減技術例】

① うね立て同時施肥技術、② 側条施肥技術、③ 高精度高速施肥機の導入、④ 単肥の混合
に必要な肥料混合機の導入、⑤ 低成分肥料や肥効調節型肥料の導入 など
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農作業安全緊急推進事業

【産地活性化総合対策事業 ２，８８２（２，２７１）百万円の内数】

対策のポイント
農作業事故の防止に向けて、農作業事故の詳細な調査・分析や高齢農業者

をはじめ地域全体の安全意識を向上させる取組を支援します。

＜背景／課題＞

作業事故での死亡者数は近年約400・高齢化等により農業就業人口が減少する中で、農

しており、 となっています。人で推移 農作業事故の減少は喫緊の課題

・ により、高齢農現場の実態に応じた地域ぐるみでの自立的で継続的な農作業安全活動

業者をはじめ させる取組が必要です。地域全体の安全意識を向上

政策目標
農作業事故での農業者死亡者数を３年間で１割以上低減

＜主な内容＞

１．全国推進事業

対面調査により事故農作業事故の実態や事例に基づいて安全指導を行うため、

原因の詳細な調査・分析 農機具の改善に関する提言や映像等をを行うとともに、

用いて高齢農業者の安全意識を効果的に高めるなど有効な啓発方法等の検討・啓

を行います。発資料の作成

補助率：定額

事業実施主体：民間団体等

２．地域活動促進事業

を促進地域ぐるみでの農作業安全活動を自立的で継続的に実践する体制の整備

農作業安全推進協議会のするため、都道府県段階または市町村段階に設置される

します。取組を支援

補助率：定額

事業実施主体：協議会

［お問い合わせ先：生産局技術普及課生産資材対策室

（０３－６７４４－２１１１ ］）

［平成26年度予算の概要］
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これらの取組により、地域全体の安全意識が向上

農作業事故による死亡者数の減少

農作業死亡事故の発生状況

死
亡
者
数
（人
）

高
齢
者
比
率
（％
）

情報提供型

体験型

チラシの配布
広報誌への掲載
ポスター掲示

ＨＰからの情報発信

チラシの配布
広報誌への掲載
ポスター掲示

ＨＰからの情報発信

講習会へ参加
座談会での対話
イベントへの参加
ほ場での指導

講習会へ参加
座談会での対話
イベントへの参加
ほ場での指導

安全意識を更に高めるためには・・・

さらに効果が高い！

【農作業安全対策をめぐる現状と課題】
○農作業事故による死亡者は毎年400人前後。うち、高齢農業者の割合は８割
○ 安全対策を徹底するためには、個々の農業者に直接訴えかける取組が必要

農作業安全緊急推進事業
産地活性化総合対策事業 ２，８８２（２，２７１）百万円の内数】

・事故の実態や事例を活用した
効果的な安全指導の実施

・高齢農業者に対する効果的な
安全指導手法の確立

効果○農作業事故の詳細な調査・分析により、
効果的な安全指導に必要なデータを把握
するとともに、農機具の改善に関する提
言や高齢農業者の安全意識を効果的に向
上させる啓発方法等の検討・啓発資料の
作成を実施

１．全国推進事業 補助率：定額

・地域全体の安全意識の向上
・自立的かつ継続的な取組体制の
構築

効果
○地域協議会が実施する安全推進ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰの
育成や高齢農業者等の安全な作業環境を整
備する実践研修の開催等を支援

２．地域活動促進事業 補助率：定額

(59) (71) (77) (76) (80) (93) (94) (106) (121) (134) (121)
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