
＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞

１．スマート農業加速化実証プロジェクト
〇 各地域の実情に応じたスマート農業技術体系が構築・実践されるよう、現在の技
術レベルで最先端のロボット・AI・IoT等の技術の生産現場への導入・実証、技
術面・経営面の効果を明らかにする取組を実施します。

２．スマート農業普及のための環境整備
① 農林水産データ管理・活用基盤強化
データを用いた農業を加速するため、農林水産省が保有・収集するデータを農業
データ連携基盤（WAGRI）に実装します。
② 農林水産業におけるロボット技術安全性確保策検討
自動走行など農業用先端ロボットの現場導入の実現に向け、安全性確保につい
てのルールづくりや技術の検証を支援します。
③ 次世代につなぐ営農体系確立支援
産地が抱える課題解決のため、新技術を組み入れた新たな営農技術体系構築
の戦略づくり、データ駆動型農業の実践体制づくり、ノウハウの整理等の取組を支
援します。
④ データ駆動型土づくり推進
科学的データに基づく土づくりを推進する環境を整備するため、土壌診断データ
ベースの構築、土壌の生物性評価手法の検証等の取組を支援します。
⑤ スマート農業教育推進
農業大学校等においてスマート農業のカリキュラム化を推進するため、授業で活用
できる教育コンテンツを提供します。

＜対策のポイント＞
スマート農業を総合的に推進するため、先端技術の現場への導入・実証や、地域での戦略づくり、科学的データに基づく土づくり、教育の推進、農業データ連
携基盤(WAGRI)の活用促進のための環境整備等の取組を支援します。
＜政策目標＞
農業の担い手のほぼ全てがデータを活用した農業を実践［2025年まで］

【令和２年度予算額 1,500（505）百万円】スマート農業総合推進対策事業
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＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞

１．スマート農業技術の開発・実証
○ 生産現場が抱える課題の解決に必要なロボット・AI・IoT等の先端技術を現場
に導入・実証し、経営効果を明らかにします。
この中で、優先採択枠を設定し、被災地の速やかな復興・再生や、中山間地
等の条件不利地域の生産基盤を強化します。
また、異業種やベンチャー等を含め、地域の多様な関係者が参画して、シェアリ
ング・リース等のスマート農業技術の導入コスト低減を図る新サービスのモデル実
証を行います。

○ 併せて、スマート農業と連携しつつ、栽培体系の高度化等を図るための生産・加
工・流通関連技術の開発を支援します。

２．社会実装の加速化のための情報提供
○ 実証データや活動記録等を技術面・経営面から分析し、その結果を踏まえ、農
業者が技術を導入する際の経営判断に資する情報提供や、スマート農業技術を
より安価に提供する新サービスの創出を促す取組を実施します。

＜対策のポイント＞
国際競争力の強化に向け、ロボット・AI・IoT等の先端技術を活用した「スマート農業」を現場に導入・実証し、経営効果を明らかにするとともに、スマート農
業の最適な技術体系を検討し、情報提供を行うこと等により、スマート農業の社会実装を加速化します。
＜政策目標＞
農業の担い手のほぼ全てがデータを活用した農業を実践［2025年まで］

【令和元年度補正予算額 7,150百万円】
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スマート農業技術の開発・実証プロジェクト
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※ ＜事業の流れ＞の民間団体等は、公設試・大学を含みます。
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労働力不足の解消に向けたスマート農業実証

＜対策のポイント＞
新型コロナウイルス感染拡大に伴う外国人技能実習生の受入制限等によって急速に深刻化する人手不足の影響を受ける品目・地域を対象に、強い生産基
盤を構築するため、農業高校等と連携し、スマート農業技術の実証を緊急的に実施します。

＜政策目標＞
新型コロナウイルス感染拡大の影響による農業における人手不足の解消

＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞

労働力不足の解消に向けたスマート農業実証
○ 人手不足が深刻化する品目・地域を対象に、ロボット・AI・IoT等の活用による
農作業の自動化などのスマート農業技術を現場に導入・実証し、省力化等の効
果を明らかにします。
この中で、農業高校・農業大学校等と連携し、現に農業生産について学ぶ学生
等に実習の機会を提供します。

○ また、ローカル５G通信基盤を活用した高度なスマート農業技術について、シェア
リング等の手法も活用しながら、地域での実証を推進します。

（関連事業）
農業労働力確保緊急支援事業
他産業従事者や学生等の多様な人材が、人手不足の農業経営体において農作
業を実施する（援農）ための研修と活動費を支援します。

＜事業の流れ＞

【令和２年度補正予算額 1,046百万円】

［お問い合わせ先］農林水産技術会議事務局研究推進課（03-3502-7437）
国 （国研）農業・食品産業

技術総合研究機構

交付
民間団体等

委託

AIを搭載した
キャベツ自動収穫機

ドローンによる
農薬散布

搾乳ユニット
自動搬送装置

導入が期待される省力化スマート農業技術

農業高校等と連携したスマート農業技術の実証
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スマート農業の社会実装に向けた関連事業
１ スマート農機の導入等

３ 普及・指導に関する支援
協同農業普及事業交付金

【令和２年度予算額 2,431百万円】

普及指導員による農業者への直接的な技術・経営支援を行うとと
もに、担い手のニーズに即した開発技術の迅速な社会実装を支援
します。

（１）強い農業・担い手づくり総合支援交付金
【令和２年度予算額 20,020百万円の内数】

①先進的農業経営確立支援タイプ

②地域担い手育成支援タイプ

広域に展開する農業法人等の経営の高度化に
必要な農業用機械・施設の導入を支援します。

・補助率：融資残額
（事業費の３/10以内）等

・上限額：個人1,000万円、
法人1,500万円等

・補助率：融資残額
（事業費の３/10以内）等

・上限額：300万円等

２ 基盤整備・通信環境整備

(１) 自動走行農機の導入に対応した農地整備
【令和２年度予算額（農業農村整備事業）326,436百万円の内数

（耕作条件改善事業） 24,990百万円の内数】

自動走行農機の導入・利用に対応するため、GNSS（衛星測位シ
ステム）基地局等の整備や農地の区画・形状の整備を行います。

(２) 土地改良施設情報基盤整備推進調査
【令和２年度予算額（農業農村整備事業）326,436百万円の内数】

情報通信基盤（無線基地局等）の導入により、ICTを活用した
農業水利施設の操作・監視の省力化や、用排水管理の適正化等
を図る取組を推進します。

スマート農業に対応した基盤整備

農業者の経営基盤の確立や更なる発展に向けた農
業用機械・施設の導入を支援します。特に、労働力
不足等の課題に対応するロボット技術・ICT機械等
の導入について、優先枠を設定します。

（２）担い手確保・経営強化支援事業
【令和元年度補正予算額 6,379百万円の内数】

（３）産地生産基盤パワーアップ事業
【令和元年度補正予算額 34,750百万円】

先進的な農業経営の確立に意欲的に取り組む地
域の担い手に対し、必要な農業用機械・施設の導入
を支援します。また、更なる生産性向上を図るため、
優先枠を設定し、スマート農機等の生産現場への
導入を推進します。

・補助率：1/2以内
・上限額：個人1,500万円

法人3,000万円

収益力強化に計画的に取り組む産地に対し、農業
者等が行う高性能な機械・施設の導入や栽培体系
の転換等に係る経費等を総合的に支援します。

補助率：定額、１/２以内

［お問い合わせ先］
１(１、２)の事業 経営局経営政策課担い手総合対策室（03-6744-2148）

(３)の事業 生産局総務課生産推進室 （03-3502-5945）
２(１)の事業 農村振興局農地資源課 （03-6744-2207）

(２)の事業 農村振興局地域整備課 （03-6744-2209）
３の事業 生産局技術普及課 （03-3501-3769）
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農業支援サービスの事例

【実績と今後の展開】
○ 佐賀県鹿島市に拠点を設け、アスパラガ
ス収穫ロボットのサービスを令和元年10月
に開始。

○ 今後、台数普及を図るとともに、トマト、い
ちご、きゅうり、ピーマン、ナスなど品目を拡大。

○ 海外展開も見据える。

【サービス内容】
○ 収穫ロボットを無償でレンタルし、ロボッ
トが収穫した量に応じた利用料が発生す
るRaaSによる事業を展開。（アスパラガ
スでは収穫物の市場価格の15%）

・ 初期費用やメンテナンス費用が不要。
・ 最新の技術をロボットに取り入れられる
ので、性能が継続的に向上。

カメラで収穫基準を満たす作物
だけを選択し、アームに取り付け
られたカッターとハンドで収穫。
スマートフォンから予め登録した
ルートを自動で収穫。

【概要】
自動収穫ロボットを販売せずサービスとして提供するRaaS（Robot as

a Service）による事業を展開。令和元年10月にサービスを開始。

農業支援サービスの広がり

事例② iｎａｈｏ(株)

【概要】
JA鹿児島県経済連の若手職員６名をドローンオペレーターとして育成・配

置。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。令和元年度からサービスを開始。

【実績と今後の展開】
○ 令和元年度は、かんしょ、水稲において
約36ha実施。 （令和元年度９月時点）

○ 今後は、ばれいしょやさとうきび、大豆も
対象品目にするとともに、県内の幅広い地
域でサービスを展開予定。

ドローンによる農薬散布の代行

【サービス内容】
○ JA組合員からの作業申請の後、JA職員がほ場確認や薬剤選定を行
い、県経済連職員がドローンによる防除作業を実施。

○ 一回の防除作業は、約４～５名（オペレーター、薬剤調合者、ほ場
案内者等）で実施。
作業料金：約2,600円／10a（薬剤費込、料金は薬剤により変動）
作業時間：約20分／ha ※JA南さつま（かんしょ）の例

○ 農薬散布計画や実績報告書の作成及び市町村への提出までを受託。

事例① ＪＡ鹿児島県経済連（鹿児島県鹿児島市）

〇 近年、ドローンやIoTなどの最新技術を活用して重労働の農薬散布作業を代行したり、自動収穫ロボットを販売せ
ず収穫量に応じて課金するRaaS（Robot as a Service）による事業を展開するなど農業支援サービスが増加。
〇 こうした取組は、人手不足に悩む生産現場で広がりつつあり、スマート農機等の導入コストの低減にも期待。
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2．関連施策を見える化

農業支援サービスの推進に向けた情報提供（施策パンフレットの作成）

経済産業省と連携し、農業支援サービスに取り組む事業者を対象に、
活用できる主な施策（出融資、保証制度、税制、補助金等）を
とりまとめ、パンフレットとして作成・公表（以下リンク先からご覧いただけます）。

１．新たな農業支援サービス
農業の担い手不足が深刻化する中、農機のリース・シェアリング、
ドローンによる防除の代行、データを駆使したコンサルティング等、
農業者をサポートするサービス（農業支援サービス）が登場。

新たな食料・農業・農村基本計画に即し、農林水産省では、
関係省庁と連携し、農業支援サービスの育成・創出を推進。

（農業支援サービスの例）

▲ドローンによる防除の代行
（JA鹿児島県経済連）

▲収穫量に応じた自動収穫ロボットの貸出
（inaho㈱）

▲作物の生育状況のセンシング
（ファームアイ㈱）

（農林水産省ホームページ：https://www.maff.go.jp/j/kanbo/smart/nougyousien.html ）
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