
令和３年１２月１０日
総務省北陸総合通信局

総務省における農業関連施策の紹介



総 務 省 の 支 援 施 策 1

（１） 課題解決型ローカル5G等の実現に向けた開発実証

地域の企業等をはじめ様々な主体が個別のニーズに応じて独自の５Ｇシステムを柔軟に構
築でき、課題解決に資することが期待されているローカル５Ｇの普及のため、現実のユース
ケースに即した開発実証の実施を踏まえ、ローカル５Ｇの柔軟な運用を可能とする制度整備
や、低廉かつ容易に利用できる仕組みの構築を実現する。

（３）ICT国際競争力強化パッケージ支援事業

地域が抱える様々な課題の解決のため、分野横断的な連携を可能とする相互運用性・拡張性、
セキュリティが確保された都市OS（データ連携基盤）の導入を促進することにより、都市OSを活
用した多様なサービスが提供されるスマートシティの実現を関係府省と一体となって推進。

（２）データ連携促進型スマートシティ推進事業

我が国の革新的かつ質の高い情報通信技術（ICT）の海外展開を推進し、世界中で高まっている
ICT分野のインフラ需要を取り込むことにより、我が国の力強い経済成長を実現する。
ICTインフラシステムを相手国のニーズに応じて「パッケージ」で提案し、成功事例の他国への
横展開や新規分野開拓、対象国の社会課題の解決に貢献しつつ、我が国ICT関連企業の海外展
開を支援。
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【事業概要】
地域の企業等をはじめ様々な主体が個別のニーズに応じて独自の５Ｇシステムを柔軟に構築でき、課題解決に資
することが期待されているローカル５Ｇの普及のため、現実のユースケースに即した開発実証の実施を踏まえ、ローカル
５Ｇの柔軟な運用を可能とする制度整備や、低廉かつ容易に利用できる仕組みの構築を実現する。

建物内や敷地内で自営の５Gネットワークとして活用ゼネコンが建設現場で導入
建機遠隔制御

事業主が工場へ導入
スマートファクトリ

農家が農業を高度化する
自動農場管理

自治体等が導入
河川等の監視

センサー、4K/8K

インフラ監視

河川監視

スマート工場

建機遠隔制御

農業
での活用

建設現場
での活用

工場での
活用

スマート農業

防災現場
での活用

＜具体的な利用シーンで開発実証を実施＞

【R３補正予算： ７．９億円】

【R３当初予算： ６５．０億円】
【Ｒ２当初予算： ３７．４億円】
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一次産業（農業、漁業） ４件
• 農機（自動トラクター等）の自動運転やビッグデータ活用等
によるスマート農業、定住促進

• 農機（摘採ロボット等）の遠隔監視制御やドローン・AI活用
等による農作業の自動化、地域の就業促進

• スマートグラスを活用した熟練農業者技術の「見える化」
• 海中ドローン制御による養殖漁場環境の遠隔監視制御

インフラ・モビリティ 2件
• 公道での自動運転車両の遠隔監視、操縦管制及び路車間協調
• 高精細映像のAI解析による鉄道インフラの維持・管理

医療・ヘルスケア ３件
• 山間部の診療所等における、患者の高精細映像や生体データ
等を用いた遠隔状態確認、リハビリ・健康医療指導

• スマートグラスと高精細映像を活用した、本土病院の専門医
から離島医療機関の医師への診察支援、患者のケアサポート

• 病院内／病院間における高精細映像を用いた診察支援、超低
遅延を活かしたAI処理による内視鏡検査

工場 ４件
• 製造現場の管理・制御の高度化、映像解析等を活用した作業
ミス検知やリアルタイム技術支援

• MR（Mixed Reality）システムの導入等による生産設備開発
工程の効率化

• 高精細映像やAIの活用による品質自動検査、遠隔作業支援
• Wi-Fiなどの活用が困難な製造現場の無線化

観光・文化・スポーツ ３件
• リッチコンテンツを有した観光ガイドや、クラウド型リアル
タイム同時翻訳提供による、観光客の回遊性向上

• スポーツ施設におけるeスポーツイベントの利便性・機能向
上

• 高精度MR等を活用した新たな観光体験や、複数の自動運転
車両の遠隔監視・制御

働き方改革 １件
• イノベーション拠点（地方都市と首都圏の産業支援施設）
間でのリアルコミュニケーションの実現による働き方改革

防災・防犯 ２件
• 河川等の高精細カメラ映像とAI活用による防災情報一元化、
リアルな災害情報提供による住民の避難行動の促進

• 自律型ドローン・ロボットや高精細映像のAI解析等を用いた
警備システムの高度化

２０２０年度地域課題解決型ローカル５G等の実現に向けた開発実証



分野 件名 請負者 実証地域

農業

1 自動トラクター等の農機の遠隔監視制御による自動運転の実現 東日本電信電話株式会社 北海道岩見沢市

2 農業ロボットによる農作業の自動化の実現 関西ブロードバンド株式会社 鹿児島県志布志市

3 スマートグラスを活用した熟練農業者技術の「見える化」の実現 日本電気株式会社 山梨県山梨市

漁業 4 海中の状況を可視化する仕組み等の実現 株式会社レイヤーズ・コンサルティング 広島県江田島市

工場

5 地域の中小工場等への横展開の仕組みの構築 沖電気工業株式会社 群馬県及び隣接地域
6 MR技術を活用した遠隔作業支援の実現 トヨタ自動車株式会社 愛知県豊田市
7 目視検査の自動化や遠隔からの品質確認の実現 住友商事株式会社 大阪府大阪市
8 工場内の無線化の実現 日本電気株式会社 滋賀県栗東市

モビリティ 9 自動運転車両の安全確保支援の仕組みの実現 一般社団法人ICTまちづくり共通
プラットフォーム推進機構 群馬県前橋市

インフラ 10 遠隔・リアルタイムでの列車検査、線路巡視等の実現 中央復建コンサルタンツ株式会社 神奈川県横須賀市

観光・
ｅスポーツ

11 観光客の滞在時間と場所の分散化の促進等に資する仕組みの実現 株式会社十六総合研究所 岐阜県大野郡白川村

12 ｅスポーツ等を通じた施設の有効活用による地域活性化の実現 東日本電信電話株式会社 北海道旭川市
東京都千代田区

13 ＭＲ技術を活用した新たな観光体験の実現 日本電気株式会社 奈良県奈良市
防災 14 防災業務の高度化及び迅速な住民避難行動の実現 株式会社地域ワイヤレスジャパン 栃木県栃木市

防犯 15 遠隔巡回・遠隔監視等による警備力向上に資する新たなモデルの構
築 綜合警備保障株式会社 東京都大田区

働き方 16 遠隔会議や遠隔協調作業などの新しい働き方に必要なリアルコミュニ
ケーションの実現 東日本電信電話株式会社 新潟県新潟市

東京都渋谷区

医療・ヘルスケ
ア

17 へき地診療所における中核病院による遠隔診療・リハビリ指導等の実
現

株式会社エヌ・ティ・ティ・データ経営研
究所 愛知県新城市

18 専門医の遠隔サポートによる離島等の基幹病院の医師の専門外来
等の実現 株式会社ＮＴＴフィールドテクノ 長崎県長崎市

長崎県五島市

19 中核病院における５Ｇと先端技術を融合した遠隔診療等の実現 特定非営利活動法人滋賀県医療情
報連携ネットワーク協議会 滋賀県高島市

令和２年度 4











令和３年度

実証件名 代表機関 主たる実施地域

中山間地域でのEVロボット遠隔制御等による果樹栽培支援に向けたローカル5Gの技術的条件及び利活用に関する調査検討※1 東日本電信電話株式会社 北海道浦臼町

フリーストール牛舎での個体管理作業の効率化に向けた実証事業※1 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ経営研究所 北海道常呂郡訓子府町

ローカル5Gを活用した遠隔型自動運転バス社会実装事業 一般社団法人ICTまちづくり共通プラットフォー
ム推進機構 群馬県前橋市

新型コロナからの経済復興に向けたローカル5Gを活用したイチゴ栽培の知能化・自動化の実現※1 東日本電信電話株式会社 埼玉県深谷市

道路における災害時の被災状況確認の迅速化および平常時の管理・運営の高度化に向けた実証 中央復建コンサルタンツ株式会社 埼玉県越谷市

空港における遠隔監視型自動運転に向けた通信冗長化設計による映像監視技術の実現 東日本電信電話株式会社 千葉県成田市

スタジアムにおけるローカル5G技術を活用した自由視点映像サービス等新たなビジネスの社会実装 三菱電機株式会社 東京都文京区

ローカル5Gを活用した鉄道駅における線路巡視業務・運転支援業務の高度化 住友商事株式会社 東京都目黒区

ローカル5GとAI技術を用いた鉄道駅における車両監視の高度化 京浜急行電鉄株式会社 東京都大田区

ローカル5Gネットワーク網を活用したコンサート空間内におけるワイヤレス映像撮影システムの構築 株式会社stu 東京都渋谷区

大型複合国際会議施設におけるポストコロナを見据えた遠隔監視等による安心・安全なイベントの開催 株式会社野村総合研究所 神奈川県横浜市

5G及びデータフュージョンによる熟練溶接士の技能の見える化及び遠隔指導の実証 PwCコンサルティング合同会社 神奈川県横浜市

大都市病院における視覚情報共有・AI解析等を活用したオペレーション向上による医療提供体制の充実・強化の実現 トランスコスモス株式会社 神奈川県川崎市

ローカル5Gを活用した山間部林業現場での生産性向上および安全性向上のための実用化モデル検証 となみ衛星通信テレビ株式会社 富山県南砺市

富士山地域DX「安全・安心観光情報システム」の実現 NPO法人中央コリドー情報通信研究所 山梨県富士吉田市

ローカル5Gを活用した高速道路トンネル内メンテナンス作業の効率・安全性向上に関する開発実証 株式会社協和エクシオ 岐阜県美濃市

ローカル5Gを活用した操船支援情報の提供および映像監視による港湾内安全管理の取組み 株式会社ZTV 三重県鳥羽市

港湾・コンテナターミナル業務の遠隔操作等による業務効率化・生産性向上の実現 西日本電信電話株式会社 大阪府大阪市

高速道路上空の土木建設現場における、安全管理のDX化に求められる超高精細映像転送システムの実現 清水建設株式会社 大阪府高槻市

スマートシティにおける移動体搭載カメラ・AI画像認識による見守りの高度化 株式会社長大 奈良県三郷町

プラントの遠隔監視によるガス漏れ等設備異常の効率的検知の実現 広島ガス株式会社 広島県廿日市市

中小企業における地域共有型ローカル5GシステムによるAI異常検知等の実証（ユタカ社工場） 株式会社愛媛CATV 愛媛県松山市

中小企業における地域共有型ローカル5GシステムによるAI異常検知等の実証（ツウテック社工場） 株式会社愛媛CATV 愛媛県東温市

共生社会を見据えた障がい者スポーツにおけるリモートコーチングの実現 株式会社電通九州 福岡県田川市

ローカル5Gを活用した閉域ネットワークによる離島発電所での巡視点検ロボット運用の実現 株式会社正興電機製作所 長崎県壱岐市

ローカル5Gを活用した災害時におけるテレビ放送の応急復旧 株式会社地域ワイヤレスジャパン 沖縄県浦添市

※1：農林水産省『スマート農業加速化実証プロジェクト（ローカル5G）』と連携するもの
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(2)データ連携促進型スマートシティ推進事業

地域が抱える様々な課題の解決のため、分野横断的な連携を可能とする相互運用性・拡張性、セキュリティが確保された

都市OS（データ連携基盤）の導入を促進することにより、都市OSを活用した多様なサービスが提供されるスマートシティの実

現を関係府省と一体となって推進。 【令和３年度要求額：６．９億円】

○補助対象：地方公共団体等
○補助率：１／２
○平成29年度から開始

データ連携促進型スマートシティ

近隣自治体等へ
横展開し、波及
効果を最大化

都市が抱える多様な課題解決を実現

都市OS（データ連携基盤）

農林水産

交通

観光

健康・医療

行政 気象多様な主体が参画

様々なデータを収集

主な補助要件
 「スマートシティリファレンスアーキテクチャ」に基づき、スマートシティの構成要素が明確に整理されており、可視化されていること。
 他の自治体が容易に活用できるよう、データ連携基盤及びアプリケーションをクラウド上で構築すること。
 【新規追加】データ連携基盤、機材や端末などがセキュリティ対策やプライバシー保護を遵守したものであること。
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総務省 データ利活用型スマートシティ推進事業 実施地域

H30実施H29実施 R1実施凡例

※分野については主にデータを利活用して課題解決に取り組んでいる分野を記載

さいたま市
（（一社）美園タウンマネジメント）

横浜市
（（株）リアライズ）

会津若松市
（アクセンチュア（株））

木曽岬町

札幌市
（（一財）さっぽろ産業振興財団）

分野：観光、交通、健康

分野：観光、防犯、生活

分野：健康、購買、地域経済

分野：地域経済

分野：健康、生活

R2実施

分野：健康、スポーツさいたま市、鴨川市
（（一社）美園タウンマネジメント）

調布市
（アフラック生命保険（株））

分野：健康、教育

伊那市 分野：交通、医療、物流

分野：防災、防犯、交通

分野：防犯、防災、インフラ管理富山市

分野：エネルギー、コロナ対策富山市
（関西電力（株））

大田区
（鹿島建設（株））

水戸市
（（株）茨城ロボッツ・スポーツ

エンターテインメント）

分野：地域経済、スポーツ

東村山市 分野：交通、地域経済

加古川市

益田市
（シマネ益田電子（株））

京都府
（（一社）京都スマートシティ推進協議会）

分野：観光、防災、環境

分野：防災、鳥獣被害対策

嬬恋村 分野：防災、コロナ対策

加賀市 分野：行政

高松市

分野：防災、観光

予算額 5.1億円の内数 2.5億円 2.2億円 2.2億円

補助数 ６件 ３件 ５件 ７件

分野：防犯、交通

飯塚市

新居浜市 分野：防災、交通、地域経済

分野：健康、交通、まちづくり
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• 通信・郵便システム、グリーンデジタル（農業IoT等）、防災／医療ICT等のICTインフラシステムについて、
①案件発掘（規制／ニーズの事前調査等）、②案件提案（官民ミッション・デモンストレーション）、③案
件形成（整備計画策定・モデル事業実施等）といった展開ステージにあわせた支援の実施により、海外展
開を促進。

• 展開国を含む周辺地域の経済的繁栄の促進や課題解決も考慮しつつ、「インフラシステム海外展開戦略
2025」で設定された目標（2025年のインフラシステム受注額「３４兆円」）やSDGｓの達成に貢献。

• デジタル海外展開プラットフォームと連携して優良な案件発掘や効果的な案件提案などに繋げるほか、支援
段階からJICT等のファイナンスへの橋渡しを考慮し、効果的に案件形成。

• 令和4年度より「ICT海外展開パッケージ支援事業」に名称変更予定。
通信インフラやICT利活用モデル等のデジタル分野における案件形成に至るまでのあらゆるステージで支援を実施

【令和３年度補正予算】
8.3億円

【令和３年度当初予算】
3.3億円

(3)ICT国際競争力強化パッケージ支援事業 17



農業が主要産業であり、コメの需要が高まる一方、コメ消費の自給率等に課題があるコロンビアにおいて、センサー
データ（温湿度、水量等）を集約・分析し、最適な水量・収穫時期を提案する等により、農作業の効率化・生産
性向上を実現する農業IoTシステムの実証事業を2018～20年度に実施。（米州開発銀行とも連携）

政府関係者との協議、ワークショップの開催を通じた人材育成など、本プロジェクトの実施を通じて、先方政府ハイレ
ベルとのコネクション構築や政府関係者との信頼関係を構築する中で、本実証で得られたデータを政府内で検討中
の農業情報基盤に活用するなどの協力を日本に求められるなど、相手国と強固な関係を構築。

上記実証の結果、生産量20％以上アップすることが確認され、コロンビアの農業IoTソリューションの受注に繋がった。
実証成果をエクアドル、ブラジルに横展開を実施中。

具体的事例① コロンビアの農業情報基盤構築に向けた農業ＩｏＴプラットフォーム事業 18



（地方案件例②）ICT農業の海外展開

1
 （株）農援隊（島根県の農業コンサルティング会社）が、医療用アイメックフィルムを農業に転用し、

収量・品質・採算性が高い栽培法（アイメック農法：1/10の水量で栽培）として海外へも展開中。

 アイメック農法を導入したボツワナの農場において、日本から温度・湿度・作物の状況をモニタリ
ング、営農指導を行うシステムを実証（2019～2020年度総務省事業）。

→ この結果、現地品種のトマトの収穫量が倍増したほか、通常農法で栽培が難しい日本品種の

トマト（アイコ）が収穫可能に。

簡易なセンサー、カメラ
（通信機能付き）

アフリカ

日本

温度、湿度、作物の状況を
モニタリングし、定期的に送信

現地への適切な指導

19

アイメックフィルムを活用した農法
（特殊なフィルムにより、水と養分のみを通す）

砂漠地帯やコンクリートの上など、「どこでも農業」が可能
日本から遠隔指導が可能。収穫量の倍増とともに、
アフリカでは栽培が難しかった日本品種のトマトが収穫可能に。

19



企業のご担当者皆様へ

 海外展開について相談事項がございましたら、

総務省北陸総合通信局情報通信振興室まで

お知らせください。

問い合わせ先： hokuriku-shinkou@soumu.go.jp

20
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