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別添３
様式A
実証グループ名

北九州市スマート農業実証コンソーシアム

実証代表者

藤島 研二郎

進行管理役

森井 章太郎

実証課題名

デジタル技術を活用した農業支援人材の育成作業の集約と活用モデルの実証

構成機関
母体となる経営体
（実証農場）

生産者２名（岡村農園、高木翔太）、北九州農業協同組合、総合農事センター、株式
会社ファームプロ、株式会社インターネットイニシアティブ、福岡県普及指導センター、
北九州市
岡村農園、高木翔太

実証するスマート技術の概要
【産地の概要】
＜対象地域＞ 福岡県北九州市小倉南区の一部
＜対象品目＞ トマト（ハウス）、ミニトマト（ハウス）、大葉春菊（ハウス）、ナス（露地）
＜背景・課題＞
・北九州市は約93万人の人口を抱え、地産地消が盛んな都市近郊型の農業
・地産地消の需要の変化に合わせて柔軟に生産現場に投入できるパートタイム労働力が不足
・生産者が育成した有能な人材は個々の生産者が囲い込む傾向にある
・地産地消の需要の変動を断片的な販売実績データだけで判断しているため、正確な生産計画や出荷
計画を
立てることが難しい
【導入技術(栽培体系等）】
①農業支援人材育成、②農作業履歴記録システム、③農業支援人材データベース、④農作業環境監
視機器、
⑤地域需給データ共有、⑥共同利用LoRaWAN通信基地局

【目標】
・農業支援人材の育成と供給
（10名・90%）
・生産者の直売所販売額10%増
・産地全体での経営収支10%増
令和4年4月1日

実証開始または開始予定時期

本実証プロジェクトにかける想い
人手不足はどこの地域でも長年抱えている重要な課題です。
都市近郊型の北九州市においても、農業現場の近くに多くの人はいるものの「農業に携わる方法を知らない」、「そ
もそも農業が自分たちの地域で盛んにおこなわれていることを知らない・知る機会が無い」人々が多くいます。北九
州市では地域の人々に市内農業の生産現場を深く知ってもらい、農作業へ関わる機会を提供していきたいと考え
ています。
そのためには北九州市の地産地消の代名詞である 地元いちばん 事業を土台にして、
1. 地域全体で農業支援人材を育成するためのカリキュラムの作成
2. 生産データ・販売データを基に需要予測をすることで、農業支援人材が適時に農作業現場で活躍する場の提供
3. 農産物直売所の需要に合わせた適時生産による販売額の増加
を目指していこうと思います。
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別添３
様式A
実証グループ名

長崎スマート茶業産地実証コンソーシアム

実証代表者

長崎県央農業協同組合 北部営農センター センター長 谷口正浩

進行管理役

長崎県農政課技術普及・高度化支援班 寺井清宗

実証課題名

生産から出荷までのデータ共有によるスマート茶業と茶園管理省力機械のシェアリン
グ

構成機関

長崎県央農業協同組合、（農）長崎そのぎ茶萌香園、（株）FORTHEES、
（株）日本計器鹿児島製作所、（株）筑水キャニコム、（株）ビジョンテック、（株）MHIパ
ワーコントロールシステムズ、（株）NTTデータ、長崎県（農林技術開発センター、農政
課）、（一社）食品需給研究センター

母体となる経営体
（実証農場）

（農）長崎そのぎ茶萌香園、（株）FORTHEES

実証するスマート技術の概要
【産地の概要】
＜対象地域＞ 長崎県東彼杵町
＜対象品目＞ 茶
＜背景・課題＞
実証地域の長崎県東彼杵町は、全国茶品評会で優秀な成績を収めるなど高品質茶を生産する県内
トップ産地である。しかしながら、高齢化、担い手不足、市場単価の低迷、資材などコスト高騰、気候変動
や茶園の分散による適期作業の遅れ、安全安心志向への対応などの課題を抱えている。
産地一体となって、より省力・低コストで、高品質茶生産をデータに基づき行えるスマート農業技術の導入
が求められている。
【導入技術(栽培体系等）】
①リモコン式中切機、②自律式リモコン式草刈機、③50mメッシュ精密気象データ、④空撮画像による生
育予測、⑤営農管理システムとのデータ連携

【目標】
・リモコン中切機の導入により、労働時間を30%削減
・自律式リモコン草刈機の導入による労働時間75％削減
・50mメッシュ気象データと画像による生育予測が70％以上適合。
・茶業経営の見える化を可能とする営農支援システムの作成
令和4年4月1日

実証開始または開始予定時期

本実証プロジェクトにかける想い
〇実証地域は、全国茶品評会や日本茶AWARDで好成績を収め、近年注目されている「長崎そのぎ茶」の産地で
す。
〇H10年頃以降、乗用型機械の普及による労力削減効果等により、若手の生産者が多い地域ですが、高齢化・担
い手不足や市場単価の低迷により放棄茶園も増えてきています。
〇本実証プロジェクトでは、不整形茶園が多い中山間地域においても省力化機械の導入により作業者の軽労化、
営農支援システムを活用した茶業経営の見える化などにより、次世代に魅力ある茶業の姿を示し、産地の維持・拡
大を図っていきます。
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別添３
様式A
実証グループ名

「大分味一ねぎ」スループット最適化コンソーシアム

実証代表者

大分県農業協同組合

上田 大祐

進行管理役

大分県農業協同組合

上田 大祐

実証課題名

「大分味一ねぎ」産地用にチューニングされた生産・出荷の最適化による地域全体の
経営健全化の実証

構成機関

母体となる経営体
（実証農場）

代表機関
大分県農業協同組合 東部事業部
生産者
(株)らいむ工房、土谷 元尚、川原 慎也、横山 克己
必須参画機関
株式会社オーイーシー、APEX JAPAN 株式会社、株式会社 イシ
ダ
その他共同実証機関 大分県東部振興局、国東市、国立大学法人 大分大学 理工
学部
実証管理運営機関
一般社団法人食品需給研究センター
大分 味一ねぎ 生産部会
実証するスマート技術の概要

【産地の概要】
＜対象地域＞ 大分県国東市
＜対象品目＞ こねぎ
＜背景・課題＞
４．実証課題の目的
（１）実証課題を実施する背景及び課題
【「大分味一ねぎ生産部会」発足と現在までの経緯】
こねぎの作物の特徴としては、軽量で、痛みやすく、取り扱いが難しい。そのため、機械化によるコストの
回収の見込みがないため、生産から出荷・流通に至るまでの各工程での自動生産技術の体系化や専用
の高機能・高性能な農業機械の普及はほとんど為されておらず「スマート農業」としての研究や実証の事
例は存在しない。
また、長ネギ等と比べ、収穫後の鮮度維持が品質に大きな影響を与えるために、出荷までの時間や包装
形態に大きな制約が存在することに加え、全生産工程に占める収穫後の作業（調整・包装等）の経費割
合が高く、ある意味特殊な作物であると言える。
【直近の状況】
生産部会では、新規就農者の獲得は進んでいるものの、ベテラン就農者の高齢化は継続しており、跡取
り問題も看過できない状況にある。また、一昨年から継続する感染症問題の影響で、技能実習生の渡航
制限やステイホームブームの影響で、パート・アルバイトも含めた労働力の激減に直面しており、増員に
代わる対策が必須となっている。
現在、共同選果集出荷場を構築・運営し、組合員の収穫後作業負荷の低減と鮮度維持（＝品質の向上
とフードロスの削減）に取り組んでいるが、共同選果集出荷場の稼働率は様々な理由により 出荷計画の
70 % から 120 % 程度と変動しており、効率的な運用となっていない。
【課題1】
生産部会の、計画出荷、品質の安定。
【課題2】
現在の共同選果集出荷場のキャパシティは、最大で 88,000 kg/月 であるが、人員不足に陥っており、フ
ル稼働できる状態とはなっていない。近年のコロナ禍でパート職員が見込めず、生産量を確保するため、
仕方なく派遣社員を増員し、赤字に陥っている。そのため、人手不足の対策として「作業生産性の向上」
と「ロボット化」は不可欠で急務の課題である。
【課題3】
計画搬入を阻害する原因には、既存農家の高齢化等による労働力不足。そのためにスマート農機の導
入に期待がかかるところではあるが、小規模経営体や新規就農者に於いては、高額な農機具の導入
ハードルは高く、結果手作業の比率が高くなり、人手不足の対策や作業効率の改善が進んでいない。そ
こで、スマート農機をシェアリングし、より稼働率の高い効率的な運用を考える。
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【導入技術(栽培体系等）】

【目標】
1) 作業集約又はシェアリングを効果的・効率的に進めるための目標
【営農管理システム】
a) 夏作:収穫1ケ月前の「収穫日」予測誤差、前後1週間以内
b) 冬作:収穫1ケ月前の「収穫日」予測誤差、前後10日間以内
c) 共同選果集出荷場の「搬入量」誤差を上限 15 % 以内
【共同選果集出荷場】
d) 稼働率を 80 % 程度に安定
【遠隔操作型多機能 UGV】
e) 播種、散布・運搬の一般的な作業時間（手作業）を 1/2
特に高齢者の利用を優先
2) 生産者における生産コスト低減、収量・品質向上等についての目標
【生産者】
a) 実証農家において平均秀品率を 70 %以上
【共同選果集出荷場】
b) 現状の処理量に必要な人員を2名削減
c) 削減された要員数で現行の最大キャパシティ(最大処理能力) 88,000 kg/月 を維持
3) 産地における経営全体の改善についての目標
令和 3 年度の実績から収益 5 ％ 以上の向上
（慣行 189 万円/10a → 実証 222 万円/10a）
システムの利用料の普及性、減価償却を考慮
個別の実績を元に各寄与率も算出
実証開始または開始予定時期

令和4年6月24日
本実証プロジェクトにかける想い

・頑張ります！！！
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別添３
様式A
実証グループ名

有機苗安定供給実証コンソーシアム

実証代表者

有限会社かごしま有機生産組合

有馬 亮

進行管理役

有限会社かごしま有機生産組合

川﨑 直人

実証課題名

ハウス内環境の統合制御を行い有機苗を安定生産し、安定供給をおこなうことで有機農業産
地形成を実証

構成機関
母体となる経営体
（実証農場）

鹿児島県姶良・伊佐地域振興局 農林水産部農政普及課
国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構 九州沖縄農業研究センター
一般社団法人フローネ
株式会社大仙 宮崎支店
有限会社かごしま有機生産組合

実証するスマート技術の概要
【産地の概要】
＜対象地域＞ 鹿児島県姶良地区
＜対象品目＞ 各種野菜苗（品目：ナス、ピーマン、シシトウ、トマト、ミニトマト、南瓜、ズッキーニ、ニガウリ、キュ
ウリ、スイカ、レタス類、セロリ、キャベツ、白菜、ニラなど）
＜背景・課題＞
有機農産物の需要は大きく増大しており、生産組合に対して生産拡大が求められている。
生産拡大のためのひとつの方策として、有機苗の安定供給体制の構築が必要である。
化学農薬や化学肥料に頼らない有機育苗において、良苗の生産は容易ではなく、経験則や肌感覚などの熟練
が特に重要である。しかし、小規模な生産者も多く、育苗に十分な労働力をさけていない。
また、有機農業に取り組む新規就農者は多いが、有機苗を育苗する技術、また、施設も有していない。
さらに、育苗の難しい果菜類では、経過措置で許可されている非有機苗の使用率がほぼ100％と高い。
将来を見据え、果菜類も含めた有機農産物の日本農林規格の厳格化に対応可能な有機苗安定生産に取り組
む必要がある。
【導入技術(栽培体系等）】
かごしま有機生産組合に育苗を集約し、苗を安定供給することで、生産拡大を行う。
組合員生産者における有機苗の使用割合を増やし、有機農産物規格本則に適合した有機農産物の生産割
合を増加させる。
①ハウス内統合環境制御による有機苗の安定供給
統合環境制御技術でハウス内環境を見える化し、育苗管理の省力化、また、異常時の早期発見に努める。
②局所CO 施用による優良有機苗生産
CO の局所施用により、有機苗品質を向上させる。
③育苗記録システムに栽培情報を蓄積し、非熟練者でも有機育苗を担うことを可能にする。
【目標】
1)集約化
・育苗を組合に集約し、生産者への果菜類慣行苗出荷（手配）割合を100 ％から 50 ％に低減
・R ２年度と比較して生産者に対する 果菜類・葉茎菜類合わせた 苗の総供給本数を 20 ％増加
2)品質向上
・冬季育苗時の局所CO 施用で無施用条件と比較して有機苗の乾物重 5 増
・有機農産物規格の本則への適合性向上のため 、慣行苗の使用割合を 100 ％から 50 ％に削減
3)産地の経営全体の改善
・組合直営農場の年間売上高および売上総利益をそれぞれ1 ％増
・組合員生産者の総販売額（出荷額）を3 ％増
・組合員生産者の所得3% 向上
実証開始または開始予定時期

令和4年8月1日
本実証プロジェクトにかける想い

鹿児島は有機農業を実践している生産者が多く、また有機農業をめざす新規就農者も多い。
有機生産者にとって、有機苗の生産や入手は以前からの課題となっており、それを解決するために、有機苗の育苗をかご
しま有機生産組合が引き受け、スマート技術を用いて有機苗の安定生産・供給を行い、生産者が農業生産に集中し、規模
拡大できるような環境の確立を目指し、実証に取り組みたいと思います。
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別添３
様式A
実証グループ名

JAいぶすき・JA種子屋久さつまいもコンソーシアム

実証代表者

神田 英司

進行管理役

松枝 弘実

実証課題名

センシングドローンとGPSレベラーのシェアリングによるさつまいも産地における基腐
病軽減技術の実証

構成機関

鹿児島大学農学部、JAいぶすき野菜部会えいさつまいも専門部およびえい加工甘
藷部会、西之表市野菜部会協議会青果用さつまいも部会、JAいぶすき、JA種子屋
久、(公社)西之表市農業振興公社、農研機構植物防疫研究部門および九州沖縄農
業研究センター、鹿児島県農業開発総合センター、JA鹿児島県経済連、(株)南日本
情報処理センター、鹿児島くみあい食品(株)

母体となる経営体
（実証農場）

別府 宏一、別府 孝雄、小原 廣見、高江 広人、谷 健一、日高 三男、鮫島 真
治、梶原 敏夫

実証するスマート技術の概要
【産地の概要】
＜対象地域＞鹿児島県南九州市頴娃町、西之表市
＜対象品目＞ さつまいも
＜背景・課題＞
サツマイモ基腐病は鹿児島県で平成30年に確認されて以降、県内で急速に広がっており、青果用、加
工用、でん粉用などに甚大な被害を与えている。
ほ場内の標高が低いために明渠での排水が困難なほ場に対し、ＪＡおよび経済連が中心となり管内生
産者に対し、ドローン計測によるほ場高低差マップを作成する。ほ場高低差の大きいほ場については、
ほ場内滞留水の額縁明渠への排水が確実になるようほ場整備後の標高マップを提案し、マップに基づく
ＧＰＳレベラーによるほ場整備を行うことで基腐病被害を軽減する技術の実証を行う。
さらに、発病株の現地ほ場での早期発見、早期抜き取り、早期防除を支援するため、令和３年度に鹿
児島県の事業でＪＡ鹿児島県経済連、鹿児島大学、(株)南日本情報処理センターが共同で開発した、
「センシングドローンによるサツマイモ基腐病リスク判定システム」（LINE WORKSによる関係者へのサツ
マイモ基腐病警報送信システム）を現地ほ場で活用しつつ、リスク判定精度の改善を行う。
【導入技術(栽培体系等）】
10〜3月
（さつまい

12〜4月
（さつま

①センシング用ドローンシェアリングによる

②ＧＰＳレベラーシェアリングによる
4〜3月
（全期間）

4〜10月
（さつま

④サツマイモ基腐病リスク判定システムの

③センシング用ドローンシェアリングによる

【目標】
・収量・品質の向上については、基腐病発生前の水準に戻し、単収は、平成30年度水準のえい：
2.2t/10a、西之表：1.8t/10aを目指す。
・実証の成果により、離農、耕作放棄によるさつまいもほ場の減少を防止し、産地面積を令和３年度実績
のえい：252ha、西之表：325haに堅持する。
実証開始または開始予定時期

令和4年4月1日
本実証プロジェクトにかける想い

・鹿児島県で平成30年度にサツマイモ基腐病が初めて確認されて以降、令和３年度の鹿児島県全体での発病率は
74.5％に達しており、実証によりサツマイモ基腐病軽減技術の普及を図り、サツマイモ基腐病発病前の産地収量に
戻したい。
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別添３
様式A
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