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四日市港ＡＩターミナルの実現に向けて
新たに整備する霞ケ浦地区北ふ頭８１号コンテナターミナルの
ＡＩターミナル化に向けた検討を開始！

国の港湾政策における『ＡＩターミナル』の内容（抜粋）

目的：ＡＩ、ＩｏＴの活用や自動化の導入により、「ターミナル荷役能力の向上」、
「ターミナルゲート処理能力の向上」、「港湾労働者の労働環境の改善」 を実現

四日市港ＡＩターミナルの実現に向けた検討

四日市港の港湾運送事業者、ターミナルオペ
レーター、管理組合等が連携して検討を開始

☆第１回 勉強会の開催
令和元年７月５日（金）
（内容）
国土交通省港湾局から
ＡＩターミナルに関する

情報提供

出典：国土交通省

外貿コンテナ取扱個数 単位：TEU

ターミナルの再編とＡＩ化に向けて

コンテナ取扱機能の高度
化・効率化および災害対応
力の強化等を図るため、北
ふ頭に新たな耐震強化岸壁
（Ｗ８１）を備えたコンテナ
ターミナルを整備

⇒ 再編とＡＩ化

自動化／ＲＴＧの遠隔化・自動化

管理棟からRTGを遠隔操作

ＡＩ／コンテナ蔵置場所の最適化

ＡＩ／ダメージチェックの効率化
カードのタッチのみで通過可能

ＩｏＴ／ゲート処理の迅速化

再編とＡＩ化



農業のスマート化 ～ ロボット・ＡＩの活用による生産性向上（トマト）

➢ デンソーが有する先進的なロボット等自動化技術と浅井農園が有する品種開発や高度栽培管理技術等を統合
➢ ＪＶモデル農園を整備し、技術実証・データ収集・展示普及のための拠点として新たな技術・サービス開発を推進
➢ 構造改革・大規模化が進む日本農業における新たな「次世代施設園芸モデル」を確立し、世界に普及・展開を目指す
➢ これらの取組により、地域雇用を拡大し、農業現場での働き方改革につなげる

マーケティン
グ

品種選定

施設設計
資材調達

生産工程管理
ロボ・自動化

労務管理
業務改善

出荷管理
パッケージング

物流管理
鮮度保持

販売管理
プロモーション

高度施設園芸技術

新品種開発技術

全国流通チャネル

高度生産管理技術

ロボット等自動化技術

農作業ロボット技術

物流・鮮度保持技術

FA・自動化技術

AFA-model
(Agri Factory Automation)

JV 新会社（（株）アグリッド）

【JVモデル農場イメージ】
・生産規模：4.0ha

・初期投資額：14億円

・売上高約６億円、経常利益20％以上

・事業拠点：三重県いなべ市

・事業開始予定：令和元年秋

スマート農業 ～ 次世代園芸技術と先進的自動化技術の融合

両社の強みを
生かす

強い農業バリュー
チェーンの構築

生産性・収益性
の向上

研究開発型農業カンパニー㈱浅井農園を率いる若きリーダー浅井雄一郎代表
➢ 三重県津市で百余年にわたり植木生産を行う浅井農園を継ぐにあたり、２００８年より

第二創業としてミニトマトの生産を開始
➢ 独自品種の開発（川上）から高度生産技術の体系化、全国流通網の開発（川下）まで

独自の農業バリューチェーンを構築（オランダのフードバレーの最先端技術を活用）
➢ 年間１，０００ｔを超えるミニトマトを生産し、収益性の高い農業モデルを実現
➢ 「常に現場を科学する研究開発型の農業カンパニー」を掲げ、世界中から優秀な人財

が集まるダイバーシティ経営により、真のＡｇｒｏｎｏｍｉｓｔ集団を目指す。
県内事業所で初めて
ＧＬＯＢＡＬＧ.Ａ.Ｐを取得

施設園芸の先端技術を研究
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農業のスマート化 ～大規模水田経営の先進的モデル（有）木曽岬農業センター

ＩＣＴを活用した栽培管理による生産性の向上

➢ 三重県木曽岬町の(有)木曽岬農業センター社長の古村精康氏は、県北
部や愛知県の農地を集積し、経営のべ面積で４００ｈａを越える県内屈指
の大規模水田経営を展開

➢ ２０１７年にＧＰＳを利用した田植機と、収穫と同時に食味分析が可能なコ
ンバインなど導入。省力化や作業レベルの向上、圃場ごとの食味管理を
品質向上につなげている

➢ ２，１００枚もの圃場における日々の作業管理には、ＩＣＴを活用した圃場
管理システムを活用

社員13名、臨時雇用10名、
経営は水稲１００ｈａ小麦７０ｈａ大豆５ｈａほかで売上４．２億円

２０１８年度に日本農業賞（個別経営の部）大賞を受賞

徹底した品質管理と米の直接販売

➢ 温度、湿度を適正に管理するための低温保存施設や、異物除去
のための色彩選別機を装備

➢ 室温１５度以下、湿度６０～８０％で保存した米は、精米後１週間
以内に必要な分だけ自社発送するというきめ細かい対応

➢ 収穫した米のほとんど（約５００ｔ）を弁当販売店、病院・介護施設、
ホテルなどへ直接販売
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課題は今後さらなる規模拡大に向けた労働力確保、経営人材の育成

県では農繁期における経営体や産地間における労働力融通の
仕組みづくりを提案

ＩＣＴを活用した
圃場管理

現地を視察（１０月３０日）

ドローン
の活用



農業のスマート化 ～ ＩＣＴによる生産性向上と鮮度保持輸送（バラ）

早期にＩＣＴを導入しＪＡ伊勢バラ部会を牽引する(有)大仲ばら園・大仲弘紀代表

➢ 三重県伊勢市の(有)大仲ばら園・大仲弘紀代表は、２００２年よ
りパソコン技術を活用したバラ栽培に取り組む

➢ 温・湿度・ＣＯ２管理にヒートポンプ、細霧冷房システム等を加え
た複合環境制御に取り組み、2010年には自宅に居ながら温室
環境をコントロールすることを可能とした

➢ 後継者が定まったのを契機に、２０１９年には規模拡大と同時に
栽培環境の高度管理を実現する「次世代型温室」の建設に着手
（2020年１月末完成予定）

➢ 他の2軒の生産者も「見える化」に取り組む

大仲氏が所属するＪＡ伊勢バラ部会（部会員９名：売上2.8億円）
２００７年度に日本農業賞（集団の部）優秀賞を受賞

建設中の次世代型温室

スマホでチェック

データにもとづく
栽培環境の最適化

鮮度保持輸送によりバラ輸送のコールドチェーン確立をめざす

ハッピーマインダー

➢ ＪＡ伊勢バラ部会では、鮮度保持効果が高い湿式輸送（エルフ
バケット）にいち早く取り組む(２００６年度導入）
※エルフバケット⇒水を入れたプラスチック製のバケットに切り
花を活けた状態で輸送。バケットは繰り返し利用し段ボール
ごみを削減

➢ 課題：市場の荷受場等における予冷設備の導入ができていない
ところがあり、生産・流通・小売の各段階における鮮度保持の一
貫した取組が困難

予冷施設整備に向けた支援が必要

台車ごと保冷車で輸送エルフバケットに活けら
れて出荷されるバラ 12
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林業のスマート化
林業では、航空ﾚｰｻﾞ測量やICT技術を活用し、災害に強い森林づくりや林業生産活動の効率化を推進。

測量結果の解析により把握した危険箇所

治山事業等の実施

●詳細な地形情報の把握により危険箇所を判定し、
効果的に治山事業を実施

●クラウド型森林ＧＩＳを活用したデータ
共有による、林業生産活動の支援

持続可能で災害に強い森林づくり 林業生産活動の効率化

●山土場や製材所等での
木材のストック状況を踏
まえた、トラックの配車
により、木材流通を効率
化（林業版ＭａａS）

●航空ﾚｰｻﾞ測量の実施に
より、詳細な地形情報や樹
種の配置のほか、樹高、直
径、森林の混み具合など、
森林の健全度を効率的に
把握
●整備が必要な森林を客観
的な基準により評価し、災
害に強い森林づくりを効果
的に進める ●ドローンによる苗木

や資材の運搬



水産業のスマート化

真珠養殖業のスマート化 科学的知見を踏まえた資源管理

ＩＣＴブイによる
リアルタイム観測

資源管理計画のブ
ラッシュアップと
実践

ＩＣＴを
用いた漁獲量・

環境情報等の収集

解析モデル
による精度の
高い資源評価

実践結果の
検証と評価

ライブカメラを使用した給餌装置の遠隔操作

魚類養殖業のスマート化 本県の魚類養殖業の競争力の強化と働き方改革の推進

真珠養殖業における適正な養殖管理の実現に向けて

①真珠養殖漁場にＩＣＴブイを設置し、水温情報をリアルタイ
ムで養殖業者等に提供(令和元年11月から開始)

②環境変化等に応じた適正な養殖管理技術のマニュアル化

③ＩＣＴブイで得られたデータ等を解析し、水温・塩分・溶存酸
素・クロロフィルの環境変化の予測技術を開発

●給餌作業の効率化と疾病対策の迅速化を実現
●給餌量の調整による出荷サイズ・時期のコントロール
●全県的な計画生産体制の構築

めざす姿

〇手やり給餌と同様、魚の行動を見ながら給餌量等を
調整できるため、コスト削減や環境負荷の低減につ
ながる。

〇作業に要する時間は手やり給餌の1/10以下

〇高品質な養殖魚を生産するためには、魚類養殖の
経験が必要

養
殖
業
者
の
経
験
に
左
右
さ
れ
ず
に

高
品
質
な
養
殖
魚
を
生
産
す
る

仕
組
づ
く
り
が
必
要

め
ざ
す
姿

令和元年度からの取組

●高品質な真珠の安定生産の実現
●優秀な真珠養殖業が有する技術の継承

ＡＩ・ＩＣＴ技術を活用した養殖魚（マダイ等）の給餌・遊泳行
動パターン解析により

①小規模経営体が導入可能な完全自動型給餌システム
の開発

②疾病感染時にみられる行動を自動で検出し、疾病を早
期に発見するシステムの開発

令和元年度からの取組

収益性の向上及び経営の安定化のためには、適正な養殖管理技術の見える化
やＩＣＴ等を活用したスマート化を図ることが必要

水産資源の維持及び増大のためには、ＩＣＴを活用して科学的
知見を踏まえた資源管理体制の構築を図ることが必要

めざす姿 ●水産資源の適切な管理に基づく維持及び増大
の実現

令和元年度
からの取組
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農業のさまざまな人材育成に向けた取組

農福連携全国都道府県ネットワークでの
情報交換・発信
◇効果的な施策の検討
◇国への提言活動
◇農福連携マルシェでのPR など

政府主催の「農福連携等推進会議」
農林水産業版ジョブコーチ認定制度
の創設を提案 三重県における

障がい者の農業就労人数

会長 三重県知事
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ＧＡＰ認証の取得促進

2017年7月に、生産者や関係団体、三重
県が一丸となって認証取得拡大を目指す
「みえＧＡＰチャレンジ宣言」

・GAP指導員を20４名育成
（農産物164名・畜産物4０名）

ＧＡＰ認証取得件数（農産物）

農産物指導者数は全国トップ！
（H29末、H30末：都道府県別）

・三重県農業大学校、全ての県立農業高校
でＧＡＰ認証を取得！

23 29

63 73

2016 2017 2018 2019.9

農業と福祉の連携 障がいの有無にかかわらず誰もがいきいきと働くことができる社会に！



農林水産物の輸出拡大 ～ 世界に飛躍する三重の食

タイへのかんきつ類の輸出 シンガポールへの活カキ輸出へ向けた取組

世界の食市場が拡大する中、アジアを中心とした世界的な日本食ブームやＴＰＰ11、日EU・EPAなどに
よる相手国の関税引き下げは県産農林水産物・食品を世界に売り込む大きなチャンス！

タイ農業大臣

に対して、検疫
条件緩和を要請。

シンガポール
政府を訪問。

三重県の衛生管
理プログラムが
承認され、日本
初の活カキ輸出
に向けて大きく
前進！

グローバル産地の形成販路拡大の取組

アジアを中心にトップセールス、展示会・商談会
への参加支援等販路拡大を実施

南紀みかん、伊勢茶、真珠の各産地で
輸出に向けた産地拡大を宣言！

みえの真珠振興宣言

前向きに検討を
進める旨の回答
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