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農業分野におけるデジタル技術活用の現状 ～データを活用している農業者について～

○ 2020年農林業センサス（令和２年２月１日現在）結果によると、データを活用した農業を行っている農業経営体数は18万３千経

営体で、農業経営体に占める割合は17.0％となっている。

データを活用した農業を行っている農業経営体数（全国：1,075.7千経営体）

資料：2020年農林業センサス（概数値）
注１： 「データを取得して活用」 とは、気象、市況、土壌状態、地図、栽培技術などの経営外部データを農業経営に活用することをいう。
注２： 「データを取得・記録して活用」とは、経営外部データに加え、財務、生産履歴、土壌診断情報などの経営内部データをスマートフォン、Ｐ

Ｃなどの機器に記録して農業経営に活用することをいう。
注３： 「データを取得・分析して活用」とは、上記のデータに加え、センサー、ドローン、カメラなどを用いて、ほ場環境情報や作物の生育状況と

いったデータを取得し、分析して農業経営に活用することをいう。

単位：千経営体

小計
データを取得・
分析して活用

データを取得・
記録して活用

データを取得
して活用

総数 1,075.7（100.0%） 182.6（17.0%） 12.0（1.1%） 61.7  （5.7%） 108.9（10.1%） 893.1（83.0%）
個人経営体 1,037.4（100.0%） 165.1（15.9%） 9.2（0.9%） 54.4  （5.2%） 101.5  （9.8%） 872.3（84.1%）
団体経営体 38.3（100.0%） 17.5（45.6%） 2.8（7.2%） 7.3（19.1%） 7.4（19.3%） 20.8（54.4%）

区分 計
データを活用した

農業を行っていない

データを活用した農業を行っている
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データを活用した農業を行っている農業経営体の割合（北海道・都府県別）
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・ 基幹水利施設の操作・監視の省力化等に必要な情報通信基盤の

整備・管理のあり方について、BWAやLPWA等の無線基地局を設置

し、検証を実施。

・ 全国5箇所の実証結果等を基に、総務省等の関係省庁と連携し、

農業農村における情報通信環境整備の在り方について検討すると

ともに、その成果を踏まえた情報通信基盤の整備・管理に関する技

術的資料を作成。

通信ケーブル
（光回線）

BWA基地局

Iotカメラ(1)（BWA）

Iotカメラ(2)（BWA）

LPWA基地局

ポンプ操作盤信号
取得装置（LPWA）

FP水位センサ（LPWA）

ため池水位センサ（LPWA）

用水路水位センサ
（LPWA）

越流吐

流入口

農業分野におけるデジタル技術活用の現状：農業農村における情報通信環境整備①

○ FTTH（光ファイバ）等の定額かつ高速な情報通信環境の整備状況は、居住エリアにおいては全国で98.8%（平成31年3月末）で

あるが、農地のような非居住エリアにおいては十分ではなく、ICTを活用した農業農村インフラ（農業水利施設、農業集落排水施

設等）の管理の省力化・高度化やスマート農業等の推進に当たり大きな課題。

○ こうした中、令和２年度より、「地域課題解決型ローカル５G等の実現に向けた開発実証（総務省）」、「スマート農業加速化実証

プロジェクト」実施地区等を含めた全国５箇所において、農機の自動走行やため池、農業水利施設等の遠隔監視・操作等の実証

を行うとともに、総務省等の関係省庁と連携し、農業農村における情報通信環境整備の在り方について検討 。

・ 平成31年3月末時点にお

けるFTTH（光ファイバ）の

世帯カバー率は98.8%ま

で上昇。

・ 一方、FTTHの利用可能

な農地面積の割合は、

居住エリアほど高くない

ことから、 ICTを活用し

た農業農村インフラの

管理の省力化・高度化

やスマート農業等を推

進するためには、引き

続き情報通信環境の整

備が必要。

情報通信環境の整備状況と農村地域の現状 農村地域における情報通信環境整備の
在り方の検討
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（出典）○○○

（出典：総務省北海道総合通信局「北海道ICT/IoT懇談会」報告書）

北海道における光ファイバ利用可能農地面積率
（平成30年3月末）

FTTHの世帯カバー率【推計】（平成31年3月末）
（出典：総務省webサイト）

無線基地局を活用したため池、ポンプ場及び水路の
遠隔監視／操作に関する実証状況

無線基地局

水位センサ

光ファイバ

BWA基地局

IoTカメラ①（BWA）

ため池水位センサ(LPWA)

FP水位センサ(LPWA)

IoTカメラ②（BWA）

LPWA基地局

用水路水位センサ
(LPWA)

ポンプ操作盤信号
取得装置(LPWA)



・ 事業の内容

(1) 計画策定

情報通信環境に係る調

査・計画策定を支援。

（補助率：定額）

(2) 情報通信環境整備

① 農業農村インフラの管

理の省力化・高度化に

必要な光ファイバ、無

線基地局等の情報通

信施設の整備を支援。

② ①の情報通信施設を

地域活性化やスマー

ト農業に有効利用する

ための附帯設備の整

備を支援。

（補助率：50%等）

○ 前頁における実証及び検討結果等を踏まえ、令和３年度より、農山漁村振興交付金（情報通信環境整備対策）を創設。
農業農村インフラの管理の省力化・高度化を図るとともに、地域活性化やスマート農業の実装を促進するための情報通信環境
の整備を支援。

農山漁村振興交付金（情報通信環境整備対策）の概要

排水機場

ファームポンド

P

給水栓・落水口

分水ゲート

光ファイバ

水位・流量
パイプライン

鳥獣罠
センサー

頭首工

ため池

P

無線
基地局

無線
基地局

農道橋

公衆無線
LAN

排水路

ハウス
環境計測

揚水機場

活性化施設の
公衆無線LAN

農作業体験施設

林間広場施設

※ 無線基地局は地域の実状を踏まえて適切な
通信規格（LPWA、BWA、Wi-Fi等）を選定

直売所

自動走行農機
（VRS利用）

地域活性化・
スマート農業

集 落

農業体験等での活用

地域活性化

鳥獣罠センサー

農業農村インフラの管理の省力化・高度化

集落排水

無線
基地局

活性化施設の
公衆無線LAN

無線
基地局

自動走行農機
での活用

スマート農業

分水ゲートの
監視・制御農道橋の監視集落排水施設の監視

排水機場の
監視・制御

農業分野におけるデジタル技術活用の現状：農業農村における情報通信環境整備②
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農業分野におけるデジタル技術活用の現状：金融・保険①

・ 農業金融分野においては、民間金融機関が積極的に農業融資に参入できる環境を整備
することにより、農業者に対して、資金供給を円滑化していくことが重要。

・ このため、日本政策金融公庫において、農業者の決算データ等の情報を元に信用リスク

を数値化して民間金融機関に提供している。こういったデータ等も活用いただきつつ、両
者が連携し、農業分野への資金供給の円滑化に寄与しているところ。

・ 日本政策金融公庫においては、今後、eMAFFとの
データ連携を進めるとともに 融資の相談から実行、
その後のフォロー等の一連の手続のデジタル化
を進めていくことを検討。

・ また、農協系統金融についても、Fintech企業との連携を進め、利用者の利便性向上に向けたキャッシュレスの取組を推進。

【参考：フィンテックサービスの具体例】
分野 代表的なサービス例

出典：「決定版Fintech」(東洋経済新聞社)

融資 ソーシャルレンディング、クラウドファンディング
モバイル決済、オンライン決済決済
オンライン送金、P2P送金送金
ロボアドバイザー、オンライン証券投資
PFM(家計簿サービス)、顧客管理、金融メディア情報管理
家計・労務サービス、データ分析、セキュリティ業務支援
仮想通貨取引所、仮想通貨決済受付サービス仮想通貨

・ 日本政策金融公庫において、農業者の決算データ等の情報から信用リ
スクを数値化して提供。

・ 毎年精度の検証を行い、
必要に応じて経済情勢
等を反映したモデルの
改良を実施。

【農業信用リスク情報サービス(ACRIS*)】 【地域金融機関と日本政策金
融公庫との連携事例】

 信用金庫やJAバンクが日本政
策金融公庫と連携し、
事業性評価融資
や動産担保融資
を用いて協調
融資を実現。

 地方銀行が日本政策金融公
庫との連携で農業法人向け
ファンドを創設
し、資金調達の
多様化に貢献。

主なサービス
 スコアリングサービス
 統計情報等サービス
 サンプルデータ提供サービス
 スコアリングモデル提供サービス

(*) Agricultural Credit Risk Information Service

営業・借入相談 借入申込 貸付審査 契約・送金 事後フォロー

顧客目線で一連の手続きをデジタル化

【民間金融機関と日本公庫の役割】

○民間では対応が難しい
長期・大型の施設資金

（短期運転資金は扱わない）

○ 豊富な審査能力

○ 短期運転資金
○ 中期施設資金

※ 短期の預貯金が貸付原資のため、長
期資金の供給に限界

○ 近年、銀行・信金等も
農業融資に関心

⇒ ノウハウが十分でない

民間金融機関
（農協、銀行等）

日本公庫
（農林水産事業）

業務協力協定：402社
（ノウハウ提供、協調融資）

（R2.3時点）

役割分担
（公庫による民業補完）

民間支援

注：長期（10年以上）、中期（10年以内）、短期（１年以内）

制度資金として農業近代化資金
スーパーL資金等
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農業分野におけるデジタル技術活用の現状：金融・保険②
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農業保険の手続のオンライン化

収入保険では、農業者は、加入の申込みや事故時に保険金を受取る等
のために、以下の手続が必要

収入保険は、最近始まった制度（平成31年1月から）でもあり、当初からＩ
Ｔ化を念頭に置いてシステムを設計

上記手続は、農業共済団体が保有するタブレットを活用して、職員が現
場から実施可能としている

加入申請
営農計画の変更届
事故通知
つなぎ融資の申請
保険金請求

さらに、農業者自らが、オンラインで各種申請ができるように
するため、国の共通申請サービスを利用できるようにシステ
ムを整備中

収入保険に係る申請は、本年中にオンライン化が実現する
予定

農業共済も、収入保険と同様、共通申請を活用してオンライ
ン申請ができるよう、令和４年度中の稼働を目指してシステム
整備予定

これまで 今後の動き

（損害査定）

農業共済のうち、収穫共済や園芸施設共済では、被害を受けた耕地や
農業用ハウスを現地にて損害査定

一方、家畜共済では、第三者による家畜舎への立ち入りは防疫の観点
から極力控えた方が望ましく、畜産経営者の撮影によるスマホ等の画像・
動画で、対象家畜の死亡等の損害状況を確認・査定できることとなってい
る

（損害防止）

農業保険の実施主体である農業共済組合では、共済金が増高し、共済
掛金がいたずらに上昇しないよう、作物の病虫害、家畜の疾病等を未然
に防止し、事故の発生を低減させる活動を展開

例えば、無人ヘリによる農薬の空中散布、家畜の疾病予防のための健
康診断・投薬などを実施

（損害査定）

最近では、園芸施設共済の損害査定にドローンを活用して
いる事例あり

連棟ハウスの屋根面などの損害査定をドローンを活用して
確認

損害査定作業の省略化につながっている

（損害防止）

最近では、家畜の採食・飲水などの行動を記録・分析するシ
ステムを導入する畜産経営者も出てきている

餌を食べていない、寝ている時間が長いといった家畜の異
常をシステムがアラート

早期の疾病発見等により、事故の発生の低減を図っている

ＩＴ技術を活用した損害査定・防止

これまで 最近の動き



農業分野におけるデジタル技術活用の現状：新技術の導入・普及①（新技術導入の成果を最大化するためのDXの推進）

ロボット農機のほ場間移動を含む自動走行システム
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＜ほ場進入路付近＞

農業者

農機はセンサーにより、
障害物等を認識し、
危険を検知した際には緊急停止

関係者以外の進入を制限

・基盤整備時に得られた座標データを農機の走行
経路作成に活用

・自動走行に適したほ場進入路の傾斜、幅員を設計

自動走行に適した形状・強度の進入退出路
や農道を整備

・監視用モニターにトラクター前後のカメラ映像、リアル
タイム作業情報を表示

・ほ場内での遠隔監視によるロボット農機の自動走行や小型ロボット農機にも対応するよう
「安全性確保ガイドライン」を見直し

・ほ場間移動を自動走行する際の農道通行止め措置に関する
手続きについて、解説資料を作成、農水省Webサイトに
公表するとともに上記ガイドラインにも反映予定。

車両や周辺状況を遅滞なく確認できる
通信システム・環境を整備

技術進展に応じた制度的対応

遠隔監視モニター基地局
（LTE回線） 【農道通行止め措置に関する周知例】

○スマート農業を通じた労働力不足の解消や精度の高い作業といった強みを最大限発揮するためには、スマート技術やこれを

通じて得られるデジタルデータの有効活用を前提に、制度、行政もデジタル最適なものに見直していくハード・ソフト両面からの

変革が必要。例えば、飛躍的な生産性の向上を目指すほ場間移動と遠隔監視を実現するロボット農機（研究開発段階）につい

ては、農道での自動走行に適した基盤整備や座標データの活用、安全性確保策などを一体的に整備。



農業分野におけるデジタル技術活用の現状：新技術の導入・普及②（新技術の活用方法の工夫）

○ 農業従事者の減少や経営コストの削減など、産地や農業者が抱える課題は様々であり、それぞれに課題に対応した解決策が

必要である。特に、スマート農業技術は初期コストが高額となり、導入することでかえって経営を圧迫する可能性がある。

○ このため、新技術の導入に当たっては、他の既存技術も組み合わせた、これまでの営農技術体系の見直しまで考慮し、より高

い経営効果が得られるようにしていくことが重要である。

○ また、経営体単位でスマート農機を導入しても費用対効果が合わない場合も多いことから、スマート農機を「農業支援サービス

事業体」が所有してサービスを展開する形（作業受託、機械シェアリング等）を推進していくことが重要である。

○ 専門作業受託の例

○ 機械シェアリングの例

作業や資本の外部化による経営効率化
（農業支援サービスの活用）
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所有 シェアリング

コスト約２割減整備費用も含めた所有コストよりも、
シェアリングサービスを活用した方が
農業者のコストが約２割低い。

また農業者のメンテナンス等が不要。

（事業者のモデルケースより
大型コンバインを最大20日
使用する契約の場合のイメージ）

契約農家の作業をジェイエイ
フーズ宮崎や農業法人が分
担して受託

ジェイエイフーズ宮崎

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

JA鹿児島県経済連

・ 兵庫県加西市では、少人数による大規模経営の確立のため、これ
までの営農技術体系に、「乾田直播栽培」（既存技術）と「自動水管
理システム」（新技術）を組み合わせた効果を検証。

・ 乾田直播栽培は、水を入れない乾いた状態の水田に直接種籾を播
き、発芽後に水を張る直播方法で、春先の代かき・育苗・田植作業
を大幅に省力化できる。一方で、代かきを行わないため水田の水持
ちが悪化しやすく、多量の用水やこまめな水管理を要する。

・ この欠点を補うため、水田の給水・排水を遠隔操作又は自動制御
できる水管理システムを導入することで、水稲作業時間の３割を占
める水管理作業（水田を１枚１枚見回って水位を調整）を大幅に削
減するとともに、用水量を節約可能。

⇒ 水稲作業時間の約５～６割を占める育苗・田植及び水管理に要す
る作業の大幅な削減を実現するとともに、用水量の節約と適正栽
培も実現可能

乾田直播栽培に自動水管理を組合せ
（既存技術＋新技術の相乗効果）

ほ場水管理システム「WATARAS」Ⅴ溝不耕起乾田直播栽培



農業分野におけるデジタル技術活用の現状：新技術の導入・普及③（新技術の普及に関する施策や取組）

○ スマート農業の社会実装については、実際にその効果を実感してもらうことが重要である。

○ そこで、スマート農業実証プロジェクトにおいて、スマート農業技術の生産現場での実証を行う際、視察等を積極的に受け入れ、

実際の経営の中で稼働するスマート農機等を見て知る機会を提供している。

○ また、農業者がスマート農業技術を提供する企業担当者や実演機と直接接して、最新技術を知る場（フォーラム・マッチング）を

各地で開催している。

・ 農業者が関心のあるスマート農業技術について、提供する企業等と
直接対話して理解を深めるイベントを、全国各ブロックで開催（2018
年度：8回、2019年度：11回開催）。

・ イベントでは、来場者がスマート農業技術に触れられるよう、企業等
が農業用ドローンやアシストスーツ、スマート農機等の実機を会場
に持ち込み、展示や実演も実施。

なお、 2020年度は、新型コロナウイルス感染症の影響により実機を
展示するイベントの開催が困難であったため、農林水産省Webサイ
ト上でスマート農業関連の約190製品の情報をカタログとして発信。

フォーラム・マッチングの開催

実演（直進キープ田植機）

アシストスーツ試着

ICTベンダー等との直接対話
（マッチング）

・ 全国148地区で実施している、スマート農業実証プロジェクトについ

ては、実証地区において実演会を行うなど、実際の生産現場でス
マート農業技術を見て・触れてもらう取組も行っている。

・ 農業高校等と連携した実証も行っており、実際に農業高校生がド
ローンや搾乳ロボット等のスマート農業機械を操作・学習する機会
を提供している。

スマート農業実証プロジェクト

出典：ホームページ「みんなの農業広場」

直進アシスト機能付きトラクタ等の実演

2020年11月27日 岐阜県下呂市 2020年9月26日 千葉県神崎町

2020年6月17日
帯広農業高校の実習ほ
場で行われた農薬散布
用ドローンのテスト飛行
に生徒80人が参加

ロボットコンバイン等の実演
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農業分野におけるデジタル技術活用の現状：新技術の導入・普及④（新技術導入の判断に資する情報の提供について）

○ スマート農業の社会実装に向けて行っている、「スマート農業実証プロジェクト」において、実証成果の普及のため、水田作の

初年度の実証成果や実証農家の生の声を伝える動画「Real Voice」等を農林水産省のホームページで公開しているほか、政府

広報を活用した情報発信等を行っている。

・ 実証農家（水田作、畑作・園芸等）の経験・効果についての声を動画
「REAL VOICE」として公表。

実証農家の生の声を伝える動画「Real Voice」水田作の実証成果（中間報告）

10

（出典）令和元年度スマート農業実証
プロジェクト 農業者 REAL VOICE

作業の自動化

■ スマート農業機械のうち、特に直進キープ田植機、農薬散布ドロー
ンや自動水管理装置は、確実に効率化や軽労化に繋がる。

■ 労働環境が改善されたことにより社員の労働のモチベーションが
上がった。

情報共有の簡易化・データの活用

■ 栽培・経営管理システムが算出する追肥計画は、経験に基づく発
想とは異なる効果的なやり方のアイデアを提供してくれる。

■ データの見える化・共有化がコスト削減につながる。

● 実証農家からの主な意見

 労働時間については、各類型に共通して、ロボットトラクター、農薬散布用ドロー
ン、水管理システム等の導入により、一定の削減効果。

類型 大規模 中山間 輸出

削減割合
13％削減

（19％削減）

12％削減

（11％削減）

４％削減

（10％削減）

 10a当たりの収入、経費、利益を見ると、各類型とも収入は増加しているが、高価
なスマート農機を慣行区よりも少ない限られた面積に導入していることから、機
械費等の経費が増大し、利益は減少。

慣行区（124ha） 実証区（18ha）

収入① 120.9千円 125.8千円

経費② 90.6千円 122.9千円

うち機械・施設費 12.8千円 46.2千円

利益（①-②） 30.4千円 2.9千円

（表１）慣行農法と比較したスマート農業による労働時間の削減割合
※ （）内はスマート農

業関係作業のみの
比較

※ 輸出型の労働時間
は大規模と比較して
1/2以下の水準。

（表２）10a当たりの収支（大規模水田作の事例）

 以上から、スマート農機導入の適正面積の見極めや、初期投資の影響を緩和す
るためのシェアリング等の農業支援サービスの創出・活用方策の充実が必要。

• 水田作のうち、①大規模水田作、②中山間地域の水田作、③輸出を
目的とした水田作の３つの営農類型について、代表的な事例を基に、
１年目の成果となる営農面のデータを可能な限り収集し、経営に与
える効果を分析。

● 概要



農業分野におけるデジタル技術活用の現状：流通①（商品マスタデータベースの共有化）

11出所）同社ＨＰ及び会社概要資料より抜粋

会社名 株式会社ジャパン・インフォレックス

設立時期
設立の趣旨

２００６年４月
※業界全体の商品データ管理における業務効率化のため、 食品卸９社で出資して設立

出資企業 ９社 国分グループ本社、日本アクセス、三菱食品、加藤産業、三井食品、伊藤忠食品、トーカン、
日本酒類販売、ファイネット→主な利用卸売業者は13社

メリット 商品情報のシングルインプットを可能とし、情報授受が整流化。商品管理に係る時間の削減
につながっている。

240万件以上の
商品マスタ



農業分野におけるデジタル技術活用の現状：流通②（製・配 間のＥＤＩ）

12出所）同社ＨＰ及び会社概要資料より抜粋

会社名 株式会社ファイネット

設立時期
設立の趣旨

１９８６年４月

※酒類・加工食品業界における企業間情報交換のシステム化・標準化の推進を通じて、業界
各社の業務効率化・情報伝達のスピードアップに貢献することを目的に設立。

出資企業 １６社 味の素株式会社、日本水産株式会社、マルハニチロ株式会社、カゴメ株式会社、ネスレ日本
株式会社、キリンホールディングス株式会社、加藤産業株式会社、三菱食品株式会社、株式
会社ニチレイフーズ、テーブルマーク株式会社、雪印メグミルク株式会社、キユーピー株式会
社、ハウス食品グループ本社株式会社、伊藤忠食品株式会社、国分グループ本社株式会社、
株式会社インテック

メリット 受発注をオンライン化することで、入力業務を削減でき、電話やFAXで起こりがちな人的ミスも
防ぐことができるため作業効率も上昇。

参加メーカー
1,433社

参加卸
562社



AGV（自動搬送機）

RFIDタグ

卸売業者産地

産地段階からRFIDに
ソースマーキング

AGV×RFIDゲート⇒自動搬送・自動検収

自動で商品管理

仲卸業者・実需者

オンライン・リモートAGV操作、
マッチング

RFIDタグ

○ 品目・品種の数が極めて多い中、手作業による荷の検収、搬送、所在管理
○ 慢性的な労働力不足。作業の非効率やミスの発生
○ 人材の適正配置が困難

○ 産地、運送会社、卸・仲卸業者、システム会社が連携し、産地から一貫したRFID管理システムを構築。

○ 卸売市場に自動搬送機（AGV）を導入し、市場内での搬送作業・検収の自動化を実現。
※ 株式会社フラワーオークションジャパン（東京都中央卸売市場大田市場花き部卸売業者）が調査・実証

（令和２年度食品等流通合理化促進事業（輸出拠点・流通新技術導入モデル形成事業）を活用）。

○ 商品管理・品質確認（＝検収）作業の効率化・省力化
○ 卸売市場内の荷受、分荷、仲卸までの搬送業務の自動化

目 標

課 題

農業分野におけるデジタル技術活用の現状：流通③（ＲＦＩＤとＡＧＶを活用した効率化・自動化）
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食品等流通持続化モデル総合対策事業 【令和3年度概算決定額 305（156）百万円】

＜ 事 業 の 内 容 ＞ ＜ 事 業 イ メ ー ジ ＞

１．持続的な食品流通モデルの実現

① 輸出条件への対応及び取引の高度化に必要なトレーサビリティ
を確保するためのデータ連携システムの構築、安定的かつ低コスト
なコールドチェーンの整備等を支援します。

② データ連携の効果を最大限発揮しうるICTを活用した業務の
省力化・自動化等を支援します。

③ 食料品アクセスの確保に向けた課題解決のための取組を支援
します。

２．農産物等の物流合理化

ICTで管理する出荷・搬入情報等を活用し、生産者や流通業者
等が行う次の流通合理化の取組の導入を支援します。

① トラックドライバーの乗船が不要な鉄道・船舶輸送の導入
② 複数産地や異業種間の連携による積載率の向上等、効率的
な共同輸送の実施

③ 最新鋭の冷蔵技術等を活用した新たな出荷体制の整備
④ 従来の出荷規格を実需者が受け入れられる形で見直し、流通
方法を簡素化

＜対策のポイント＞
食品等流通の合理化・高度化を図るため、サプライチェーン全体のデータ連携システムの構築等による持続的な食品流通モデルを実現します。

＜事業目標＞
農林水産物・食品の輸出額の拡大（２兆円［2025年まで］、5兆円［2030年まで］）

１．持続的な食品流通モデルの実現

輸出港 相手国

生産地

業務の省力化・自動化

AI・ICTによるリモート商品管理・
マッチング、AGVによる自動搬送

データシステム連携によるトレーサビリティ確保・取引高度化

海外実需者

情報登録
情報共有

コールドチェーンによる品質維持

産地・出荷者
市場

拠点倉庫

低コストなコールドチェーンの整備

２．農産物等の物流合理化

トラックドライバーの乗船が不要な鉄道や
船舶などを利用した輸送体制の導入

〇モーダルシフト

実
需
者

産

地

〇出荷規格の簡素化

実需者が受け入れられる形で従来の
出荷規格の簡素化を推進

＜事業の流れ＞
国 食品流通業者等

定額、1/2以内
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