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「農業機械を巡る現状・課題と今後の方向（中間整理）」を踏まえた農業機械化対策の推進状況「農業機械を巡る現状・課題と今後の方向（中間整理）」を踏まえた農業機械化対策の推進状況「農業機械を巡る現状・課題と今後の方向（中間整理）」を踏まえた農業機械化対策の推進状況「農業機械を巡る現状・課題と今後の方向（中間整理）」を踏まえた農業機械化対策の推進状況「農業機械を巡る現状・課題と今後の方向（中間整理）」を踏まえた農業機械化対策の推進状況「農業機械を巡る現状・課題と今後の方向（中間整理）」を踏まえた農業機械化対策の推進状況「農業機械を巡る現状・課題と今後の方向（中間整理）」を踏まえた農業機械化対策の推進状況「農業機械を巡る現状・課題と今後の方向（中間整理）」を踏まえた農業機械化対策の推進状況

中中中中間間間間整整整整理理理理

１ ＩＴ・ロボット技術等の先端技術を活用した革新的機械の開発

① 更なる省力・低コスト化、規模拡大、高品質化などの推進に向けた、ＩＴ・ロ
ボット技術等の先端技術の活用等を通じた革新的な機械開発の推進

② 消費者の信頼確保や環境負荷の低減などに資する機械開発の推進
③ 産地との連携強化など開発成果の充実に向けた開発プロセスの改善
④ ＩＴ・ロボット技術等先端技術の農業利用に向けた取組の強化

２ 農業機械費の低減

① 国内メーカーの海外展開等を通じたものづくり基盤の維持・強化
② 機能を絞った低価格農機のＰＲ活動等を通じた生産者の選択肢の拡大
③ 担い手の規模拡大や農業機械費の低減の支援に向けた基本方針の検討

３ 農作業安全対策の強化

① 安全性能に優れた農業機械の製造・流通の確保のための取組強化
② 農業機械の利用者に対する安全な操作に係る技能や知識の習得・周知
③ 適正な機械の管理・整備の徹底等に向けた啓発・指導体制の強化
④ 農業機械に関する事故情報の収集・分析、情報提供の仕組みづくり

４ 型式検査の新たなニーズへの対応

① 機械の安全性能、環境性能の確保の観点からの検査等の見直し・強化

５ 環境負荷の低減に向けた対策の強化

① 農薬、肥料、燃料等の低減に資する機械の開発と普及に向けた情報提供
② 省エネ利用マニュアルや農業機械のＢＤＦ利用の普及啓発の促進

農業機械化対策の推進状況農業機械化対策の推進状況農業機械化対策の推進状況農業機械化対策の推進状況

「高性能農業機械の試験研究、実用化の促進及び導入「高性能農業機械の試験研究、実用化の促進及び導入「高性能農業機械の試験研究、実用化の促進及び導入「高性能農業機械の試験研究、実用化の促進及び導入
に関する基本方針」の制定に関する基本方針」の制定に関する基本方針」の制定に関する基本方針」の制定
ロボット技術等を活用した省力化に資する機械、資材の
節減や地球温暖化等環境負荷の低減に資する機械を研
究対象に設定するとともに、機械の効率利用など機械費
の低減や安全な利用に向けた取組みを推進

機械開発の機種設定に際してニーズ・シーズ調査を徹底
するとともに、産地を含めたプロジェクトチームが開発の進
行管理を担当することを検討

農業へのIT利用に向けたシンポジウムを開催

関係団体が、食料供給コスト縮減アクションプランに位置
付けられた、型式・仕様の集約化、低コスト機械の供給拡
大等を推進

19年度緊急対策における省エネ農機の導入支援と併せて
省エネマニュアルの実践を推進

農業者の安全意識醸成に向けたパンフレットの作成・配布、
新聞への啓発記事の連載等を実施

メーカー・販売店等からの事故情報の収集及び迅速かつ
効果的な情報提供の仕組みの構築を推進

環境性能等に関する情報提供のあり方等を検討

関係機関との連携等を通じた輸出促進の支援を検討

ＢＤＦの農機利用ガイドラインを作成し、20年度予算におい
てそのモデル実証を推進

20年度予算において高齢者の農作業事故を効果的に防
止するための啓発教材の作成等を実施
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課題選定に先だって、開発ニーズ・技術シーズ調査を開発ニーズ・技術シーズ調査を開発ニーズ・技術シーズ調査を開発ニーズ・技術シーズ調査を
徹底徹底徹底徹底（ユーザー、指導組織、行政、メーカー、大学等）

課題を一定程度絞り込んだ段階で、分野毎に課題選課題選課題選課題選
定準備委員会定準備委員会定準備委員会定準備委員会を立ち上げ、生産現場やメーカーのニー
ズ等も踏まえつつ、課題化の必要性等を精査

審議会からの答申後速やかに、分野または課題毎に
行政、生研、新農機、メーカー、産地等で構成されるプ行政、生研、新農機、メーカー、産地等で構成されるプ行政、生研、新農機、メーカー、産地等で構成されるプ行政、生研、新農機、メーカー、産地等で構成されるプ
ロジェクトチーム（ＰＴ）を立ち上げロジェクトチーム（ＰＴ）を立ち上げロジェクトチーム（ＰＴ）を立ち上げロジェクトチーム（ＰＴ）を立ち上げ、開発機のコンセプト
（性能、価格帯、普及見込台数等）の詳細を検討

革新性と普及性の高い緊プロ機の開発に向けて、その
準備段階との位置づけとなる「要素技術開発」に積極「要素技術開発」に積極「要素技術開発」に積極「要素技術開発」に積極
的に着手的に着手的に着手的に着手

ＰＴの運営を通じて、産地、農業者や栽培技術開発と産地、農業者や栽培技術開発と産地、農業者や栽培技術開発と産地、農業者や栽培技術開発と
の連携を一層強化の連携を一層強化の連携を一層強化の連携を一層強化し、機械開発状況に応じて開発機開発機開発機開発機
の目標コンセプトを補正の目標コンセプトを補正の目標コンセプトを補正の目標コンセプトを補正していくことで、実用性を向上

（参考１）（参考１）（参考１）（参考１） 緊プロ事業の緊プロ事業の緊プロ事業の緊プロ事業の開発プロセス等の開発プロセス等の開発プロセス等の開発プロセス等の改善改善改善改善ポイントと開発着手までの手順ポイントと開発着手までの手順ポイントと開発着手までの手順ポイントと開発着手までの手順

開発プロセス等に関する改善点開発プロセス等に関する改善点開発プロセス等に関する改善点開発プロセス等に関する改善点開発プロセス等に関する改善点開発プロセス等に関する改善点開発プロセス等に関する改善点開発プロセス等に関する改善点

開発期間は基本的に現行の５カ年から３カ年に短縮化３カ年に短縮化３カ年に短縮化３カ年に短縮化
するとともに、ＰＴが「中止」や「延長」を検討ＰＴが「中止」や「延長」を検討ＰＴが「中止」や「延長」を検討ＰＴが「中止」や「延長」を検討

農業機械開発ニーズ、技術シーズの調査

課題選定準備委員会による提案機種の精査（５回）

審議会への基本方針の諮問と答申

プロジェクトチームの発足（省内関係課、生研担当部、
新農機、農研機構、参画メーカー、協力産地）

参画メーカーと協力産地の決定

開発機のコンセプト（性能、価格帯、販売見込台数等）
の詳細と、開発工程、役割分担等の詳細を検討

農業資材審議会における「中間整理」の策定

第１回審議会小委員会における対象機種の選定手順
等についての検討

第２回審議会小委員会における対象機種（案）と目標水
準等の検討

開発の開始

課題選定から開発着手までの手順課題選定から開発着手までの手順課題選定から開発着手までの手順課題選定から開発着手までの手順課題選定から開発着手までの手順課題選定から開発着手までの手順課題選定から開発着手までの手順課題選定から開発着手までの手順

課
題
選
定
段
階

開
発
段
階
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（Ｈ19年度 強い農業づくり交付金 追加対策）

原油価格高騰対応省エネルギー型農業機械等緊急整備対策原油価格高騰対応省エネルギー型農業機械等緊急整備対策原油価格高騰対応省エネルギー型農業機械等緊急整備対策原油価格高騰対応省エネルギー型農業機械等緊急整備対策

１ 対策の概要１ 対策の概要１ 対策の概要１ 対策の概要

今般の原油価格の高騰に耐え得る生産体制を確立するため、省エネルギー型の

農業機械等の普及を緊急的に促進することが必要となっています。

このため、平成19年度の限定的な措置として、強い農業づくり交付金の支援対

象を拡大し、共同利用組織等における省エネルギー型の農業機械等の導入を支援

します。

２ 採択要件２ 採択要件２ 採択要件２ 採択要件

支援を受けるためには、主に以下の要件等を満たす必要があります。

・ 新たに導入する農業機械等の利用に係る燃油の使用量低減する「省エネルギ

ー化推進計画」を策定すること

・ 「農業機械の省エネ利用マニュアル」を実践すること

・ 新たに導入する農業機械等の受益農家が原則として５戸以上であること

・ 水稲の生産者である場合は、生産調整実施者であること 等

３ 支援対象となる農業機械等３ 支援対象となる農業機械等３ 支援対象となる農業機械等３ 支援対象となる農業機械等

① 水稲直播機

② 田植機（高速作業が可能な機構又はディーゼル機関等の省エネルギー機構を

有するもの）

③ コンバイン（普通型で複数の収穫機能を有するもの又は収穫物の生体量測定

及び品質分析の機能を有するもの）

④ 共同乾燥調製施設における穀物遠赤外線乾燥機 等

４ 交付先、交付率４ 交付先、交付率４ 交付先、交付率４ 交付先、交付率

交付先：地方公共団体

交付率： ①、④）1/2以内 （②、③）1/3以内（

５ 事業実施主体５ 事業実施主体５ 事業実施主体５ 事業実施主体

農業協同組合、その他の農業者の組織する団体 等

６ 事業実施期間６ 事業実施期間６ 事業実施期間６ 事業実施期間

平成19年度

１／２以
内

直播きによって、面積当
たりの作業時間を短縮化
し、移植に比べて燃料（軽
油）を節減

水稲直播機

播種

・

移植

コンバインから運搬用の
フレコン等に籾を排出す
る際に籾量と水分含量を
計測し、最も省エネ効果
の高い乾燥機を選択・指
示することで、乾燥に係る
燃料（灯油）を節減

自脱型コンバイン
（収穫物の生体量
測定及び品質分析
の機能を有するも
の）

乾燥

・

調製

収穫

作
業

稲・麦・大豆の高速収穫
等によって、面積当たりの
作業時間を短縮化し、収
穫に係る燃料（軽油）を節
減

普通型コンバイン

１／２以
内（附帯
施設は１
／３以
内）

遠赤外線で籾を乾燥す
る機構によって、乾燥に
係る燃料（灯油）を節減

穀物遠赤外線乾燥
機

１／３以
内

①高速田植機

高速植付けによって、面
積当たりの作業時間を短
縮化し、燃料（ガソリン等）
を節減

②省エネ機構付き田植機

ディーゼル機関や高効
率な無段変速装置等の
省エネ機構によって、燃
料（ガソリン等）を節減

田植機

交付率燃料節減効果写 真機 械 名

１／２以
内

直播きによって、面積当
たりの作業時間を短縮化
し、移植に比べて燃料（軽
油）を節減

水稲直播機

播種

・

移植

コンバインから運搬用の
フレコン等に籾を排出す
る際に籾量と水分含量を
計測し、最も省エネ効果
の高い乾燥機を選択・指
示することで、乾燥に係る
燃料（灯油）を節減

自脱型コンバイン
（収穫物の生体量
測定及び品質分析
の機能を有するも
の）

乾燥

・

調製

収穫

作
業

稲・麦・大豆の高速収穫
等によって、面積当たりの
作業時間を短縮化し、収
穫に係る燃料（軽油）を節
減

普通型コンバイン

１／２以
内（附帯
施設は１
／３以
内）

遠赤外線で籾を乾燥す
る機構によって、乾燥に
係る燃料（灯油）を節減

穀物遠赤外線乾燥
機

１／３以
内

①高速田植機

高速植付けによって、面
積当たりの作業時間を短
縮化し、燃料（ガソリン等）
を節減

②省エネ機構付き田植機

ディーゼル機関や高効
率な無段変速装置等の
省エネ機構によって、燃
料（ガソリン等）を節減

田植機

交付率燃料節減効果写 真機 械 名

「原油価格高騰対応省エネルギー型農業機械等緊急整備対策」「原油価格高騰対応省エネルギー型農業機械等緊急整備対策」「原油価格高騰対応省エネルギー型農業機械等緊急整備対策」「原油価格高騰対応省エネルギー型農業機械等緊急整備対策」
で対象となる農業機械等で対象となる農業機械等で対象となる農業機械等で対象となる農業機械等

① 高速田植機
② 省エネ機構
付き田植機

（参考（参考（参考（参考２２２２）））） 省エネルギー型農業機械の緊急導入対策の概要省エネルギー型農業機械の緊急導入対策の概要省エネルギー型農業機械の緊急導入対策の概要省エネルギー型農業機械の緊急導入対策の概要
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（参考（参考（参考（参考３３３３）））） ＢＤＦの農業利用の普及促進に向けた取組状況ＢＤＦの農業利用の普及促進に向けた取組状況ＢＤＦの農業利用の普及促進に向けた取組状況ＢＤＦの農業利用の普及促進に向けた取組状況

事業名：事業名：事業名：事業名：知識集約型産業創造対策事業

実施主体実施主体実施主体実施主体：：：：（社）日本農業機械工業会

調査項目：調査項目：調査項目：調査項目：
① 農業機械でＢＤＦを利用した場合の製品保証の範囲
② 農業機械の高濃度ＢＤＦ利用における現状と課題
③ 安定的にＢＤＦを農業機械で利用するために地域シス
テムが具備すべき条件

など

調査結果を踏まえた提言等：調査結果を踏まえた提言等：調査結果を踏まえた提言等：調査結果を踏まえた提言等：
① 農業機械メーカーのＢＤＦ対応の加速化への提言
② ＢＤＦの製造と農業機械への利用のガイドライン
など

推進委員会メンバー

ＢＤＦの利用促進に向けた調査

平成19年度

事業名：事業名：事業名：事業名：地産地消型バイオディーゼル燃料農業機械利用産地
モデル確立事業

予算額：予算額：予算額：予算額：57百万円

ＢＤＦの農業利用のモデル実証

平成20年度

ナタネ油
の供給

ＢＤＦの
供給

農業生産サイド農業生産サイド農業生産サイド農業生産サイド

廃食油提供サイド廃食油提供サイド廃食油提供サイド廃食油提供サイドＢＤＦ製造サイドＢＤＦ製造サイドＢＤＦ製造サイドＢＤＦ製造サイド

廃食油
の供給

この事業で、農業生産サイドはＢＤＦの利用ガイドライ
ンや省エネ運転マニュアルを実践した農業生産活動を通
じて、二酸化炭素の排出抑制に配慮した産地を確立

三菱農機（株）小室 康憲

（株）クボタ坂根 弘史

井関農機（株）山崎 俊明

（社）日本陸用内燃機関協会若山禎一郎

（社）日本有機資源協会今井 伸治

ヤンマー農機（株）小竹 一男

（独）農研機構生研センター森本 國夫

（独）農研機構中央農研センター谷脇 憲

滋賀県立大学山根浩二（委員長）
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((((参考４参考４参考４参考４)))) 「農作業安全対策の強化」に係る主な取組について「農作業安全対策の強化」に係る主な取組について「農作業安全対策の強化」に係る主な取組について「農作業安全対策の強化」に係る主な取組について((((平成平成平成平成19191919年９月以降年９月以降年９月以降年９月以降))))

○ 農業機械による事故情報の収集体制の整備○ 農業機械による事故情報の収集体制の整備○ 農業機械による事故情報の収集体制の整備○ 農業機械による事故情報の収集体制の整備
平成19年12月３日付け生産局長通知により、農業機械の製造・販売等に係る事業者が把握した事故情報の提

供を要請(参考資料６)。さらに、農業機械士による地域での安全啓発活動を通じて、詳細な事故情報の収集の

可能性について検討するための試行調査を実施。

○ 農作業安全対策ブロック会議の開催(19年12月)○ 農作業安全対策ブロック会議の開催(19年12月)○ 農作業安全対策ブロック会議の開催(19年12月)○ 農作業安全対策ブロック会議の開催(19年12月)
各地方農政局(７か所)ごとに、管内の都府県、農業機械士会、県中、農業機械商業組合等を参集範囲とした

会議を開催し、各県での取組状況(予算、取組内容、推進体制)と課題、事故情報収集体制の整備等について意

見交換を実施。

○ 農作業安全パンフレットの作成・配布(20年３月)○ 農作業安全パンフレットの作成・配布(20年３月)○ 農作業安全パンフレットの作成・配布(20年３月)○ 農作業安全パンフレットの作成・配布(20年３月)
農作業事故の実態、事故防止のための留意点等を内容とする農家向けの安全啓発パンフレットを３３万部作

成し、行政や系統・商系の農業機械販売店等を通じて配布。(参考資料７)

○ 農業者に対する安全啓発記事の新聞への掲載(20年３月～11月を予定)○ 農業者に対する安全啓発記事の新聞への掲載(20年３月～11月を予定)○ 農業者に対する安全啓発記事の新聞への掲載(20年３月～11月を予定)○ 農業者に対する安全啓発記事の新聞への掲載(20年３月～11月を予定)
日本農業新聞の協力を得て、当該期間中に４回程度設けられる予定の農作業安全特集面において、各時期の

農作業の安全確保のポイントを啓発する記事を掲載(参考資料８)。

○ 高齢者等による事故を効果的に防止するための研修教材の作成等(20年４月～)○ 高齢者等による事故を効果的に防止するための研修教材の作成等(20年４月～)○ 高齢者等による事故を効果的に防止するための研修教材の作成等(20年４月～)○ 高齢者等による事故を効果的に防止するための研修教材の作成等(20年４月～)
平成20年度予算において、高齢者等による農作業事故の発生実態の詳細な調査・分析を行った上で、高齢者

でも安心して使用できる安全性の高い農業機械の普及や、安全意識の向上に向けた啓発教材を作成するための

事業を実施(参考資料９)。

５５５５


