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＜長野県川上村＞　高速インターネットＣＡＴＶ

○最適な出荷計画　－効率的な農業経営－
　時々刻々変化する全国の主要卸売市場の市況情
報を把握して、どこにどれだけの出荷するかの計
画を立案。

○天候を味方にした農業
　気象ロボットを設置し、きめ細かな気象情報(降
雨予報、霜予報等)による的確な農作業の実施。

○農業技術情報に敏感に反応
　栽培技術、栽培品種等の技術情報、病害虫情報
等を積極的に取り入れて、農業経営の向上を目指
す。

○防災の備え　－農地の状況把握－
　監視カメラにより農地の状況を把握し、洪水、
暴風等の災害に対処。

ＩＴが日本一のレタス産地 川上村を支える。

＜基礎データ＞
　・面　積：　20,961ha　　　　・耕地面積：　1,880ha
　・人　口：　4,908人　　　　　・農家人口：　3,226人
　・世帯数：　1,284世帯　　　　・農家戸数：　 687戸
◆田園地域マルチメディアモデル整備事業(H10～H12)
地域情報センター、伝送路(光ファイバー26.6km、同軸ケーブル

62.0km)、高度農業気象情報システム、高度野菜市況速報システム等

レタスネットの構築

農　　家

市況情報 農業気象情報 気象ロボット

農地監視カメラ

（川上村の情報システム）
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＜兵庫県朝来町＞高速インターネットＣＡＴＶ

○積極的に新しい農業技術の先取り
　　種苗、栽培等に関する新しい農業技術を入手し、ＣＡＴ
　Ｖで積極的に農家に提供。農業技術の向上により、農業生
　産の効率化が図れる。

○致命的な病害虫被害への対応
　　病害虫被害、過去の被害の実例、対応薬剤のデータベー
　ス等の情報を提供し、被害を軽減させる。

○高齢者の健康管理及び健康相談
　　自宅で血圧や脈拍などを測定し、蓄積され健康管理や指導
　　を行う。また、テレビモニターを通じ 保健福祉関係者と直接ア
　　ドバイスを受ける。

○特産物情報の発信
　　特産品情報、貸し農園情報などをホームページを通じて都
　　市住民あて発信

ＩＴがもたらす農

農業情報 在宅健康支援システム

CATVセンター

町役場

保健センター
農協・土地

改良区

消防本部

ケーブルテレビ　イメージ図

在宅介護支援
施設

個人

個人

個人

村振興及び都市との交流

＜基礎データ＞
　・面　積：　13,020ha 　　・耕地面積：　 436ha
　・人　口：　　7,549人　　・農家人口：　3,664人
　・世帯数：　 2,270世帯　・農家戸数：　 928  戸
◆田園地域マルチメディアモデル整備事業(H11～H13)
地域情報センター、伝送路(光ファイバー26km、同軸ケー
ブル142km)、農業情報システム、在宅ケアシステム等
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情報センター

生活情報の提供

農業施設・集落排水施
設の自動監視、農業気
象の観測 高齢者の在宅健康管理

　　　　　告知放送　　　　　　　　　情報提供サービス

情報センター

高齢者の健康管
理等情報ｼｽﾃﾑ

施設・気象監
視システム

生活情報の
提供

＜新潟県吉川町＞有線電話施設を活用した
　　　　　　　　　　　高度情報基盤　

○農業施設・集落排水施設の自動監視
　農業施設及び集落排水施設の自動監視により、施設
の適正な管理及び緊急時・故障時に迅速かつ適切な対
策が可能となった。

○農業気象情報の観測
　気象情報をリアルタイムで入手し、的確な農作業・
収穫等の推進。

○高齢者の在宅健康管理
　在宅健康管理システム（他事業で実施）と組み合わ
せて、高齢者の体温、血圧他の自宅で健康管理・健康
相談が可能。

○生活情報の提供
　イベント、各種行政サービス等の提供が充実。

ＩＴによる快適な農村環境づくり

＜基礎データ＞
・面　積：　7,661ha　　　　　・耕地面積：　1,560ha
・人　口：　5,736人　　　　　・農家人口： 4,276人
・世帯数：　1,554戸　　　　　・農家戸数：　 986戸
◆農村総合整備事業(集落環境型)(H6～H9)
情報センター、伝送路(光ファイバー 33.1km、メタルケーブル
95.5km)、農業情報システム、公共施設監視システム等
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　内子町では、第３セクターによる「内子フレッシュパークからり」を設
立して、農産物直売所、情報連絡施設、販売管理システム等を整備。
農産物直売所を核として、中山間地域の農産物を集約し、多機能ＦＡＸ、
インターネット、ＰＯＳシステムなどのＩＴを活用した効率的な地産地消
の取組を展開。

○農家情報端末と販売管理システム（ＰＯＳ）との連携農家情報端末と販売管理システム（ＰＯＳ）との連携
・出荷予約、販売状況確認、精算業務等の迅速な処理
・POSデータ活用による消費ニーズ、時系列販売動向の把握

・情報活用による出荷調整、迅速な追加出荷

○顧客情報等のデータベース化顧客情報等のデータベース化
・生産者名、連絡先情報等をバーコードシールに表示して販売。消費
者意見・注文を生産・販売にフィードバック
・顧客情報をデータベース化。ダイレクトメール発信等によりリピーター
の獲得の増大　

○農業情報研修の実施農業情報研修の実施
　顧客管理、農業簿記、ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ作成等のパソコン講座を開催。農業
者の情報リテラシーを向上。　

農産物直売所

営農計画（収入計画）

ｺｰﾄﾞ12345  農協  太郎

平成９年 平成10年
チホク 0 0
ホクシン 8500 8700
タクネ 0 0
計 8500 8700
大豆 1600 1450
小豆 2650 2780
金時 1845 1320

小
麦

豆
類

ＰＯＳ

販売データオンライン

バーコード印刷

出荷予約（品目・数量・単価）追
出
荷

出
荷

ＰＯＳ画面

振込（２回／月）

〔地域農業基盤確立農業構造改善事業(H7）他〕

ITITをを活用した地産地消の取組み活用した地産地消の取組み

○○愛媛県内子町愛媛県内子町

事業の概要事業の概要 農　家

・１時間ごと売上情報
・販売分析情報
・市況情報
・気象情報
・消費者ニーズ情報
等

農業情報センター

販売情報
身元はっきり情報

消
費
者

注文・消費者の意見

金融機関

効　　　果効　　　果

・きめ細やかな出荷調整が可能となり、欠品や売れ残りの解消
・売れ筋商品、消費者ニーズの把握による戦略的な生産・販売
・生産者名等を表示した販売による、消費者意見を反映した農産物生
産の品質向上。顔の見える関係構築
・単作経営から少量多品目経営、有機農業への転換、消費者等との
直接取引への発展
・直売所来客数の増大（H10：２３万人　→　H13：３４万人）
・販売額の増大（H10：２億１千万円　→　H13：３億５千万円）

・きめ細やかな出荷調整が可能となり、欠品や売れ残りの解消
・売れ筋商品、消費者ニーズの把握による戦略的な生産・販売
・生産者名等を表示した販売による、消費者意見を反映した農産物生
産の品質向上。顔の見える関係構築
・単作経営から少量多品目経営、有機農業への転換、消費者等との
直接取引への発展
・直売所来客数の増大（H10：２３万人　→　H13：３４万人）
・販売額の増大（H10：２億１千万円　→　H13：３億５千万円）

多機能ＦＡＸ画面

バーコード

農産物直売所

ＰＯＳシステム
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　過疎・高齢化の進む山間地域の上勝町では、産業興し支援のため、
第３セクターの「彩（いろどり）」を設立。地域リーダーのもと高齢農業者
が中心となって、木の葉、稲穂、草花等を採取加工し、料理に添える
「つまもの」として商品化し、同報無線FAXやインターネット、高齢者向
け専用パソコン、POS等のITを活用して、生産・流通・販売を円滑に進
め、200アイテム以上の「つまもの」を全国に展開。

○同報無線ＦＡＸシステム同報無線ＦＡＸシステム
　同報無線FAXにより、特別注文情報を生産者に一斉送信。生産者
はPC、TELにより出荷予約、定時出荷。

○集出荷支援システム（ＰＯＳ）集出荷支援システム（ＰＯＳ）
　生産者や品目ごとの情報をバーコード管理し、集出荷業務を効率化。
出荷先、商品コード、出荷数量等のデータをデータベース化し、需要予
測・出荷計画などの販売戦略に活用。

○販売支援イントラネットシステム販売支援イントラネットシステム
・販売実績、需要予測や売れ筋情報を提供し、農家が計画生産・出荷
調整により安定販売。
・高齢者向け専用パソコンの開発や研修実施により、パソコンが高齢
者にも普及。
・料理店、市場など実需サイドへの商品情報や活用提案を発信。　

過疎の町で高齢者がＩＴを活用して輝く農業ビジネス

○徳島県上勝町○徳島県上勝町

整備の概要整備の概要

効　　　果効　　　果

・高齢農家を中心とする200戸で約２億円の売上高を達成。（年商800
万円の80歳のおばあちゃんも出現　－　生きがい創出）

・高齢者でも操作が容易なキーボードや情報システムの導入により、
高齢者自らITを積極的に活用
・POS管理による出荷実績等をベースにした需要予測情報の提供・活

用により「必要なとき」「必要な人に」「必要なだけ」商品を提供できるコ
ンビニ型農業を実現

・高齢農家を中心とする200戸で約２億円の売上高を達成。（年商800
万円の80歳のおばあちゃんも出現　－　生きがい創出）

・高齢者でも操作が容易なキーボードや情報システムの導入により、
高齢者自らITを積極的に活用
・POS管理による出荷実績等をベースにした需要予測情報の提供・活

用により「必要なとき」「必要な人に」「必要なだけ」商品を提供できるコ
ンビニ型農業を実現
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JA長野県農業情報システム(アグリネット）○長　野　県

農家・組合員・地域住民農家・組合員・地域住民

業務系ホスト群業務系ホスト群アグリネットサーバ群アグリネットサーバ群

ＪＡ本所ＪＡ本所

ADSLADSL、、CATVCATV、、ISDNISDN

ＪＡ支所

アグリネットサーバ群アグリネットサーバ群

ＪＡ営農C

普及センタ普及センタ

農業試験場農業試験場

公共団体等公共団体等

農家・組合員・地域住民農家・組合員・地域住民

ADSLADSL、、CATVCATV、、ISDNISDN

ＪＡ支所

ＪＡ営農C

普及センタ普及センタ

農業試験場農業試験場

公共団体等公共団体等

都市部都市部
消費者消費者

インターネットインターネット
県域の情報発信基地県域の情報発信基地

地域の情報発信基地地域の情報発信基地
ＪＡ本所ＪＡ本所

アグリネットサーバ群アグリネットサーバ群

地域の情報発信基地地域の情報発信基地

県下16地域

長野県協同電算の県センタ長野県協同電算の県センタ

地域地域通信網通信網 地域地域通信網通信網

兼業化・高齢化・都市化・過疎化により農業担い手が空洞化しつつある農村が食糧
生産基地としての真価を発揮することを支援する、県域全体を対象とした農業情報
システム アグリネットシステム構成アグリネットシステム構成

農業総合試農業総合試
験場験場

生産技術情報
農業気象情報、最低気温予測、農業技術情報、栽培マニュアル
病害虫図鑑、病害虫発生予報･予察、防除暦情報、営農メモ

資源有効活用
農用地利用調整、農業機械利用調整、農業施設利用調整、
農作業受委託、労働力募集、中古農機具情報、堆肥需給調整

地域連携、組合員情報 農業資材情報、農産物産直電子モール、農家台帳

農家経営支援

全国市況、県内農産物市況、売立情報、畜産酪農情報、
出荷予約・出荷調整、選果結果通知、園芸販売精算通知情報

マーケット・流通情報

農業簿記記帳支援、青色申告支援、農家経営分析、
購買品購入情報

生活福祉情報 健康管理・高齢者福祉情報、健康情報、賃貸住宅物件検索、

地域情報
農政情報、JA情報、県連情報、地域情報、電子掲示板、

広報･お知らせ、特産品情報、地域行事情報、話題・できごと

システム対象 具体的サブシステム名

情報活用能力向上
農家を対象としたパソコン研修
（パソコン操作、インターネット操作、アグリネットシステム）

中央気象中央気象
センタセンタ

全国市況全国市況
センタセンタ

県内縦貫基幹県内縦貫基幹通信網通信網

〔地域農業基盤確立農業構造改善事業（H10～１２）他〕

特徴

ＷＷＷサーバ＋ブラウザ・携帯電話による、インターネット基盤上インターネット基盤上での開放型システム（気象、
簿記、出荷予約）
全県全県での展開（県センター＋県内16地域拠点）、そのために県内各地域への通信基盤も整備
JAJA業務系オンラインシステムとのデータ連携業務系オンラインシステムとのデータ連携（簿記記帳データ、販売精算システム、出荷予約

システム）
農業関係機関と農業関係機関との連携の連携（農業技術情報、防除情報、最低気温予測システム等）
地域に開かれた地域に開かれた情報システム（農家＋地域住民・消費者＋地域内各組織団体＋都市部の消
費者）

期待される効果

経営感覚の優れた農家の育成

低コスト・高品質・安全な農産物の安定供給支援

消費者や流通関係者のニーズ把握

豊かで活気ある農村社会の実現
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携帯電話やパソコンを利用し「いつでも、どこでも、簡単に農林業情報が入手できる環境」の構築

○　長　崎　県

市町村

ＪＡ

直売所

農業団体

県機関

試験場

◆本日の目玉品

・取れたて伊木力

  １0Kg  800円

【直売所詳細情報2】 グリーンツリズム情報

<戻る　　　　　詳細>

大村市今西農園

◆防除方法

一度発生すると、翌年
も発生することが多い

ので、寄生・吸汁を盛ん
に始める時期（５～６

月）を見逃さないで、オ
ルトラン水和剤１５００

倍かスミチオン乳剤１０

案内地図

<拡大　天気 　縮小>

一般消費者・県民

品種：なつのたより

気象ﾃﾞｰﾀ：観測(諌早）

 ◆移植早限：4月8日

 ◆移植日：4月12日

 ◆穂肥日：6月7日

 ◆出穂期：7月2日

 ◆成熟期：8月5日

 ◆落水期：7月29日

シミュレーション結果

農林業者・
　　関係機関

一般消費者・
県民ホームペー

ジ

長崎県農業
総合情報　　

システム

生産者・農林
業者関係

ホームページ

○農林業者の経営を支援する各種情報システムの構築

・５００・２５０ｍの各種メッシュ情報を基本に、検索条件を付加し、気象・土壌分

析結果情報等を提供。

・生育予測や霜予測をはじめ、ハウス内の画像・温湿度等の情報を提供。

・大雨、強風、病害虫発生など災害予測時には緊急情報を会員携帯電話に

強制配信。

・「長崎県の農林業への応援団」と「ながさきの農産物のファンづくり」を目指し、

直売所・朝市のリアルタイム情報やグリーンツーリズム情報、旬の農産物情報

等楽しく農林業とふれあえる情報を提供。

○一般消費者・県民へ、わかりやすい農林業情報の提供

・長崎県の農林業に関するすべての情報について、リンクやデータの相互提

供により、何度も検索せずに、目的の情報が入手可能。

・ホームページの作成・更新も難しい専門知識を必要とせず、ワープロ感覚で

作成可能。もちろん携帯電話からも可能！

○長崎県の農林業情報のポータルサイトとしての機能

【事業名】高度情報化拠点施設整備事業(H14)

《基礎データ》

　・面　積：４０９，２０４ｈａ　　　　　　　　　・耕地面積：５３，４００ｈａ

　・人　口：１，５１６，５２３人　　　　　　 　・農家人口：１８９，７９８人

　・世帯数：５４４，８７８世帯　　　　　　　 ・農家戸数：４４，４１５戸

情報提供内容：気象・市況・土壌・生育予測・ライブ画像・災害予測時の強制配信等

　　　　　　　　　直売所・朝市・グリーンツーリズム・郷土料理・森林公園他多数
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ＩＴを活用した漁場管理の取組み

　市の中心部から離れた漁村地域へ情報基盤（ＣＡＴＶ）の整備を拡大するととも
に、漁海況情報等提供システムの構築により、市街地との情報格差の是正と魚類
養殖業経営の安定を図る。

 ○漁場環境観測システム
　　　海況観測ブイを養殖海域（野見湾）に設置、海況情報（水温、塩分、
　　溶存酸素　等）情報を発信、情報処理後、漁業協同組合、各漁家等
　　へ発信。水産試験場からの赤潮注意情報も提供。
 ○難視聴地域の解消、地域情報の受発信等
　　　難視聴区域の解消とともに保険・福祉情報の住民へ提供や「道の駅」
　　での地域産業、観光情報の発信。

 ◆漁港漁村活性化対策事業（Ｈ１１～Ｈ１３）：伝送施設（光ケーブル等）
    沿岸漁業構造改善事業（Ｈ１２～Ｈ１３）：漁海況情報提供システム
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（観測ブイ、データベース等サーバー）　　　等

整　備　の　概　要

○ 送られてくる海況データや水産試験場からの技術指導情報を基に、適
　切な給餌の量、回数や魚病対策（投薬）の方法を漁協、自宅に居ながら
　判断できることによる、
　　　①労力の軽減
　　　②無駄餌の減少や魚病対策費の軽減
　　　③良好な漁場環境の維持による養殖魚生残率向上
　を通じて、良質で低価格な養殖魚の安定的出荷を目指す。

○ 「道の駅」観光案内システムへの地域水産物等の資源情報の提供によ
　る地域活性化を促進。

期待される効果

○高知県須崎市

ＣＡＴＶ局

水産試験場
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離島におけるＩＴ活用による漁業・漁村の振興

 
　大分県国東半島の北に位置する離島にあり、情報基盤施設整備を通じたＩＴネット
ワークの構築により、漁業生産活動の支援や多チャンネル化、防災情報提供、医療
サービス等快適で暮らしやすい漁村づくりにより島の活性化を図る。

 ○安全で効率の良い漁業活動支援
　　　出漁や操業判断のための地域気象情報の提供、漁獲情報（量、陸揚げ
　　時間）及び市場情報の提供。
 ○沿岸・漁村の安全管理
　　　台風等異常気象時における気象情報、監視カメラによる漁港周辺映像
　　の提供や地震、火災時におけるの避難情報の提供。
 ○都市部との情報格差のない、高齢者にも住良い環境
　　　行政からの広報、行事案内等提供。健康情報の発信や自宅療養者の
　　血圧、体温等基礎データの診療所への送信。
 ○地域情報発信
　　　水産物直販やイベント、自然体験等交流情報の提供。

 ◆漁港漁村活性化対策事業（Ｈ１２～Ｈ１４）

　　　伝送施設、漁業情報システム、緊急防災システム、医療サービスシステム　等

整　備　の　概　要

 
 ○ 自宅で出漁等操業判断ができるとともに、漁獲・市場情報をもとに効率的
　　な漁獲、水揚げ。
 ○ 在宅で波浪状況や港の状況が確認できることによる危険な港の見回り労
　　力の軽減や地震、火災時の迅速な避難対応。また、監視カメラによる効率
　　的な密漁対策。
 ○ 行政情報提供の効率化（時間、人員）が図れるとともに、多チャンネル化に
　　よる地域の情報環境の改善や高齢者医療、福祉体制の確立等離島におけ
　　る暮らしやすい漁村づくりの促進。
 ○ 都市との交流による地域水産物消費拡大等島の活性化に貢献。

期待される効果

○大分県東国東郡姫島村
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