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スマート農業産地の展開支援

＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞

スマート農業産地展開支援 【令和４年度予算概算決定額 837（ー）百万円の内数】

＜対策のポイント＞
みどりの食料システム戦略の実現に向けて、スマート農業技術を活用して、持続性の高い生産基盤の構築を目指すスマート農業産地の取組を支援します。

［お問い合わせ先］ 農産局技術普及課（03-6744-2218）

＜事業の流れ＞

国
定額

都道府県 協議会
定額、1/2以内

実用化段階にあるスマート農業技術を活用して、労働力不足等の産地が抱える
課題を解決しつつ、環境負荷の低減など持続性の高い生産基盤の構築を目指す、
機械導入等と一体的に行うスマート農業産地の取組を支援します。

持続性の高い生産基盤の構築

みどりの食料システム戦略推進交付金のうち

持続性の高い生産基盤の構築に向けた課題

農業者

肥料・農薬
メーカー

普及組織

JA等

実需者

農機
メーカー等

地域一体で現地実証

大学

ICTベンダー 経営コンサル

都道府県

経営・環境の改善効果を分析

協議会（実施主体）

●産地が抱える課題
現場の労働力不足の解消
収量・品質の向上、等

●環境負荷の低減
化学農薬・化学肥料の低減
有機農業の拡大、CO2排出削減、等

環境にやさしい栽培技術や
省エネ化に資する技術

実用化段階にあるスマート農業技術
例：

ロボット農機 農業用
ドローン 営農支援ソフト

導
入
効
果
を
実
証
・
分
析

総合的病害虫
管理(IPM) 有機質肥料 堆肥施用による

土づくり
中干延長による
メタンガス削減

例：

水管理
システム

① 推進会議の開催
事業実施計画の具体化、事業の進捗管理、事業成果のとりまとめ 等

② スマート農業技術の実証
「スマ－ト農業技術の導入よる技術・経営面への効果」及び「環境負荷低減への
効果」を明らかにするための実証

③ 実証成果等の普及・情報発信
ア 実証で得られた成果を普及するための標準手順書の策定
イ 研修等の開催、技術指導の実施
ウ 標準手順書の概要や事業成果をまとめた動画等を用いての情報発信

６
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１．推進会議の開催
事業実施計画の具体化、事業の進捗管理、事業成果のとりまとめ など

２．スマート農業技術の実証
「スマート農業技術の導入による技術・経営面への効果」及び「環境負荷低減への効果」を明らかにするための実証

３．実証成果等の普及・情報発信
○標準手順書の策定
○研修等の開催、技術指導の実施
○標準手順書の概要や事業成果をまとめた動画等を用いての情報発信

事業内容
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※１～３全て実施

○スマート農業技術の導入による環境負荷低減効果等の実証や実証成果等の普及・情報発信を通じて、「スマート農業」＋「環境負
荷低減」の実践的モデルを創出する産地の取組を支援。

【成果物】 標準手順書

○導入したスマート農業技術の活用による環境負荷低減
効果等を記載。

（イメージ）
実証で得られた成果
を普及するための 化学農薬・化学肥料の低減、

有機農業の拡大、温室効果
ガス削減に対する効果、労働
時間の削減効果等を記載い
ただくイメージです。



③収量又は品質の向上目標

④労働生産性の向上目標（作業人員、

作業時間、作業工程等）

以下、①から②のいずれか１つ、③から④のいずれか１つを選択 （合計２つを選択）

成果目標、配分時のポイントの考え方

【環境指標】（上限14pt） 【収量・品質・労働生産性】（上限14pt）

＋ ＝

例えば、

・品目「稲」を選択

・自動操舵田植機による条間の機械除草、水管理システ
ムにより中干しの実施を最適化することで、成果目標①
に対して、○○年までに事業実施地域内の作付面積の８
割に取り組む」という目標を立てた場合、

環境指標 8pt

例えば、

・品目「稲」を選択

・ドローンによるピンポイント農薬散布
を実施し、成果目標④に対して、「ス
マート農業技術の導入面積の割合を
○○年までに８ポイント以上増加」とい
う目標を立てた場合、

収量・品質・労働生産性指標 ８pt

合計

１6pt/28pt

となります。

左例の場合、

- 4 -

※目標年度（事業採択初年度から５年後の年度の予定）
までの間、事業実施計画において設定する目標
の進捗状況について、フォローアップを行います。

①「化学肥料及び化学合成農薬の使用を地域の慣行から

５割以上低減する取組かつ温室効果ガスの削減に取り

組む面積目標」

②有機農業（化学肥料及び化学合成農薬を使用しない農

業）に取り組む面積目標

※①②の面積目標につ
いては、「環境保全型農
業直接支払交付金実施
要領及び実施要綱」で定
める要件を満たす取組
を設定する。

▲水管理システムにより中干し
の実施を最適化

▲自動操舵田植機による条間の機械除草

▲ドローンによるピンポイント農薬散布



みどりの食料システム戦略推進交付金のうち
スマート農業産地展開支援 【令和４年度概算決定額：837百万円の内数】

○ 地域協議会の構成
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＋ ＋
都道府県
（普及組織）

＋
農機メーカー

ICTベンダー

試験研究機関

必須 必須 必要に応じて

農業者
（個人、法人、団体）

農業協同組合
（営農指導担当）

必須

○ 交付率 スマート農業機械のリース導入費：1/2以内、ソフト経費：定額

○ １地域協議会当たりの交付金額の上限：2,500万円

※事業実施期間は最大２年以内ですが、単年度ごとの支援になります。

※リース料助成額＝リース物件購入価格（税抜き）×1/2

○ 対象経費
①推進会議開催のための、会場借料、通信運搬費、印刷製本費、消耗品費、委員旅費、調査等旅費、謝金、賃金等

②スマート農業技術の実証のための、備品費、スマート農業機械の借上費、ほ場の借上費、委員旅費、謝金、資機材
費、燃料費、役務費

③実証成果等の普及・情報発信のための、印刷製本費、役務費、研修会等への参加に係る旅費、標準手順書作成の原

稿執筆に係る謝金 等

○ 対象にならない経費

汎用性の高い機械等の購入費、交付決定前

の取組に係る経費 等

【補助率】
スマート農業機械のリース費：1/2以内
ソフト経費：定額

※導入したスマート農業技術の改良及び普及に取り組むに当たっては、都道府県の普及組織及び試験研究機関がサポートする体制を組み、
都道府県が主導して産地全体の技術力向上を図ること。また、都道府県は、事業が円滑に運営されるように地域協議会全体の調整役を担
うこと。
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スマート農業技術の導入による環境負荷低減の取組例

スマート農業技術 取組内容（例） 該当する環境指標

リモコン草刈機 ・畦畔等の機械除草 化学農薬低減

有機農業

自動水管理システム ・適正水量による圃場外への流出防止 化学農薬低減

・深水管理の実施を最適化 有機農業

・中干しの実施を最適化（メタンガス削減） 温室効果ガス

可変施肥機（可変施肥田植機も含む） ・可変施肥ブロードキャスターによる基肥施用 化学肥料低減

収量コンバイン ・収量データ等から翌年度施肥設計に反映 化学肥料低減

複合環境制御システム ・環境測定データに基づく的確な防除 化学農薬低減

・環境測定データに基づく的確な施肥 化学肥料低減

環境モニタリング装置との組み合わせ
（ヒートポンプ、木質バイオマスボイラー）

・ハウス温度管理の最適化による省エネ化 温室効果ガス
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スマート農業技術の導入による環境負荷低減の取組例2

土壌データセンサー ・土壌水分、湿度に基づく太陽熱処理の実施 有機農業

営農支援ソフト ・作業計画・作業実績等のデータ管理による経
営の合理化（無駄の削減）

化学農薬低減

化学肥料低減

有機農業

温室効果ガス

農業用ドローン及びその他自動航行機能を有す
る農業用無人航空機

・農薬のピンポイント散布 化学農薬低減

・肥料のピンポイント散布 化学肥料低減

・有機栽培作業の省力化（ドローン直播、施肥
等）

有機農業

・農薬散布、施肥等の省エネ化（トラクタ、乗用管
理機等と比較して省エネ）

温室効果ガス

・自動操舵農機（後付け装置を含む）
・無人自動走行農機

・自動操舵田植機による条間の機械除草 化学農薬低減

・自動操舵トラクタによる緑肥すき込み
・自動操舵トラクタによる発酵鶏ふんの施用

化学肥料低減

・有機栽培作業の省力化（耕起、緑肥すき込み、
施肥、田植、機械除草、収穫作業等）

有機農業

・作業能率向上による各作業の省エネ化（耕起、
施肥、播種、田植、収穫作業等）

温室効果ガス

スマート農業技術 取組内容（例） 該当する環境指標
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