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スマート農業の現場実装に向けて



※各ブロックの品目毎の（ ）内の数字は、左から令和元年度採択地区数、
令和２年度採択地区数、令和２年度（緊急経済対策）採択地区数、令和３年度
採択地区数、令和４年度採択地区数である。（2022年４月現在）

岐阜、愛知、三重

水田作 ４（１、２、－、－、１）
畑作 ２（－、－、－、２、－）
露地野菜 １（－、－、１、－、－）
施設園芸 ３（１、１、－、１、－）
花き １（－、１、－、－、－）
果樹 ３（１、－、－、１、１）
合計 14（３、４、１、４、２）

滋賀、京都、大阪、兵庫、
奈良、和歌山

水田作 ４（３、１、－、－、－）
露地野菜 ３（－、－、１、２、－）
果樹 ７（２、２、２、１、－）
茶 １（－、１、－、－、－）
合計 15（５、４、３、３、－）

新潟、富山、石川、福井

水田作 10（８、１、－、－、１）
畑作 ４（－、２、－、１、１）
露地野菜 ４（－、３、－、－、１）
施設園芸 ２（－、－、－、２、－）
花き １（－、－、－、１、－）
果樹 １（－、１、－、－、－）
畜産 ２（－、１、１、－、－）
合計 24（８、８、１、４、３）

北陸

茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、
東京、神奈川、山梨、長野、静岡

水田作 ５（４、１、－、－、－）
畑作 ２（－、１、－、－、１）
露地野菜 13（２、２、４、５、－）
施設園芸 ６（２、２、－、２、－）
果樹 ７（２、２、１、２、－）
花き １（－、－、－、１、－）
茶 ２（１、－、－、１、－）
畜産 ２（１、１、－、－、－）
合計 38（12、９、５、11、１）

関東甲信・静岡

青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島

水田作 ８（５、２、－、１、－）
畑作 ２（－、１、－、－、１）
露地野菜 ５（３、－、１、１、－）
施設園芸 ２（－、－、１、１、－）
花き ３（１、１、－、－、－）
果樹 ４（１、１、１、１、－）
合計 23（10、５、３、４、１）

東北

水田作 ４（２､ １、－、－、１）
畑作 ６（２、１、１、１、１）
露地野菜 ３（－、２、－、－、１）
果樹 １ (－、－、－、１、－)
畜産 ７（１、１、２、２、１）
合計 21（５、５、３、４、４）

北海道

福岡、佐賀、長崎、熊本、
大分、宮崎、鹿児島、沖縄

水田作 ６（２、３、１、－、－）
畑作 ８（３、２、－、－、３）
露地野菜 ６（３、２、１、－、－）
施設園芸 13（５、３、１、１、３）
果樹 ３（１、１、－、１、－）
茶 ３（１、１、－、－、１）
畜産 ４（１、２、１、－、－）
合計 43（16、14、４、２、７）

九州・沖縄

近畿

鳥取、島根、岡山、広島、山口、
徳島、香川、愛媛、高知

水田作 ６（５、１、－、－、－）
畑作 １（１、－、－、－、－）
露地野菜 ７（２、３、１、１、－）
施設園芸 １（－、－、１、－、－）
果樹 ７（２、２、１、１、１）
畜産 ２（－、－、１、－、１）
合計 24（10、６、４、２、２）

中国・四国

東海

◎2019年度から全国202地区で展開。

令和元年度採択 69地区
令和２年度採択 55地区
令和２年度採択（緊急経済対策） 24地区
令和３年度採択 34地区
令和４年度採択 20地区

水田作 47（30、12、１、１、３）
畑作 25（６、７、１、４、７）
露地野菜 42（10、12、９、９、２）
施設園芸 27（８、６、３、７、３）
花き ６（１、２、－、２、－）
果樹 33（９、９、５、８、２）
茶 ６（２、２、－、１、１）
畜産 17（３、５、５、２、２）
合計 202（69、55、24、34、20）

全
国

スマート農業実証プロジェクト
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これまでの取組状況（代表的な実証事例 大規模水田作 家族経営）

区分
慣行区

（6.7ha）

実証区

（5.1ha）
備考

収入 117.8 129.3

  販売収入 117.8 129.3 販売単価はいずれも250円/kg

　(単収) （471㎏） （517㎏） 施肥設計の見直しにより単収増大

 その他収入 0 0

123.8

(81.3)

　種苗費 2.1 2.1

　肥料費 9.7 9.2 施肥設計の見直しにより施肥量を低減

　農薬費 2.8 2.8

59.2

(16.7)

　労働費 16.7 16.1 労賃単価1,500円/時間で計算

 (労働時間

  (時間/10a)）
（11.1時間） （10.7時間）

代かき、田植作業において18％省

力化

　その他費用 34.4 34.4

5.5

(48.0)

（千円/10a）

利益 38.4

　機械・施設費 13.7
導入機械の稼働可能面積（53ｈa）

での試算値。

経費 79.4

成 果
〇 自動運転トラクタ・田植機を活用し、代かきや田植作業(いずれも春作
業)で18％省力化

〇 収量コンバインのデータに基づき、低収量圃場に重点施肥するなど施肥設計
を見直し、全体では施肥量を5％低減しつつ、単収増により収入を10%増大

〇 なお、本経営体では、増加する農地集積に対応するため、実証に参加し、
スマート農業を導入。実証終了後も規模拡大を継続し、
スマート農機活用面積50ha以上に到達。

・労働力構成 経営者とその家族(計３名)
常時雇用1名、臨時雇用2名

・経営面積 65.2ha うち主食用水稲38.6ha
新規需要米26.6ha

・実証面積 5.1ha

・自動運転トラクタ （耕耘・代かき時間 20%減）
・自動運転田植機 （作業時間 30%減）
・収量コンバイン
・営農管理システム

経営概要(R2実証終了時)

実証内容（目標）

単収・粗収益 10％増

※ 上表は、「コシヒカリ」での収支を計算。実際に導入機器の稼動可能面積までスマート農業を展開する場合
には、業務用品種や新規需要米(飼料米等)も組み入れるため経営全体の収入・利益は、これよりも低位。

※

※ほ じょう
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これまでの取組状況（代表的な実証事例 大規模水田作 雇用型法人）

区分

令和元年

慣行区

（41.2ha）

令和２年

実証区

（45.6ha）

備考

収入 128.2 142.0

販売収入 128.2 142.0 販売単価はいずれも304円/kg

　(単収) （4２２㎏） （４６７㎏） 品種はいずれもコシヒカリ（特別栽培）

その他収入 0 0

経費 80.9 77.1

種苗費 2.2 2.5

肥料費 1.3 1.3

農薬費 2.1 2.1

機械・施設費 12.1 14.6

実証区は収量コンバインを導入。

その他の機械・施設は慣行区、実

証区で共通

労働費 13.7 12.8 労賃単価1,500円/時間で計算

 (労働時間

  (時間/10a)）
（9.1時間） （8.5時間）

各作業の効率化により省力化を

実現

その他費用 49.6 43.7

利益 47.3 64.9

（千円/10a）

・労働力構成 役員３名、従業員11名
・経営面積 160ha うち主食用米 119ha

飼料用米等 41ha
・実証面積 160ha

・収量コンバイン
・営農管理システム

経営概要（R2 実証終了時）

実証内容（目標）
データに基づく栽培管理に
より収量1０%増加

成 果
〇 収量コンバインによる圃場別収量データと営農管理システムを活用し、
圃場別に品種・作型配置を最適化することで、単収が10%以上増大

〇 営農管理システムを有効活用し、圃場毎の労働時間データ等に基づ
いて作業計画・人員配置を効率化し、大きなコストを掛けずに省力化
(▲7％)を実現

考 察
〇 各種データを活かして、作付時期を経営体の立地条件のもとで最大
限まで延伸・分散することで、農機１セット体系の最大稼動面積付近



岐阜県の事例

• 集落営農法人において、米の輸出拡大に向け、ロボットトラ
クターや直進キープ田植機等を導入して労働時間を削減。

• また、効率化だけではなく、「農作業のハードル」が下がり、農
作業の経験がない女性スタッフなど社内の人材が新たに活
躍できる機会をもたらした。

• こうした女性が新たにオペレーターとして活躍したこともあり、
経営面積は164haから196haに拡大、輸出米の生産量
は70トンから194トンへと2.8倍に増加。

取組の概要と効果

•今までは法人の経理担当をしてい
ましたが、オペレーターになりました。
自動で操作方法も簡単なので、慣
れれば大丈夫です。

•費用が少し高くなりますが、
（スマート農業技術を）取り
入れた方が女性でもすぐに機
械操作ができますし、作業時
間も短縮されます。

（水稲・小麦等 196ha）
宮崎県の事例

• 農機のオペレーター不足という課題に対して、ロボットトラク
ター、ラジコン草刈機等を導入し、経験の浅い職員も活躍。

• スマート農機を有効活用することで、作付面積が16.7haか
ら23.9haへと1.4倍に拡大。

• 女性、高齢者、学生アルバイトも含め、多様な人材が集う
法人経営を実現。

取組の概要と効果

•夏場の草刈は疲れるので嫌だけど、ラジコン草刈機を使えば、木陰
でくつろぎながらゲーム感覚で楽しい（学生アルバイト）。

（ゴボウ・ニンジン等 24ha）

5

これまでの取組状況（スマート農業の効果：女性や若者の参加拡大の事例）
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実証プロジェクトで培われた人材・ノウハウを集結し、チームで産地を支援する人材育成

○ 最先端の「知」を持つ研究者、民間企業、指導者、経営アドバイザー、生産者がチームでスマ農人材を育成。人材育成の
好循環を作り出す。
〇 この際、「今そこにいる」地域の潜在的人材の参画も促し、誰もが活躍できるインクルーシブな農業を実現。

R元 69地区（水田作を中心に様々な品目で実証）
R２ 79地区（棚田や中山間、ローカル５G、農業高校等との連携など）
R３ 34地区（生産・消費の連携等のスマート商流、輸出重点品目の生産拡大、農業支援サービスなど）
R４ 20地区（シェアリング、データを活用した営農支援モデルなど）

全国202地区でスマート農業実証プロジェクトを展開

事務局
（ブロック別）

研究者
（農研機構・大学等）

スマ農アドバイザー
（実証参画生産者等）

普及指導員 営農指導員
（JA）

農業経営アドバイザー
（政策公庫の資格取得者）

民間企業
（農機メーカー・ICTベンダー・
サービス事業体・物流事業者等）

産地

自治体 生産者

JA等

相談 支援

体制イメージ 対応イメージ

②産地への個別サポート
• 個別サポートを希望する産地等を募集し選定。
• 事務局は、産地が抱える課題や取組の方向性を踏まえ、
適切なメンバーを選定し支援チームを形成。

• 当該産地に対しては、関連事業も活用し、ソフト・ハードの
両面から支援。

• 支援を受けて能力が向上した産地は、他の産地をサポート
し人材育成の好循環を生み出す。

支援チーム
を形成

普及指導員

支援を受ける中で
各参画者は必要な
知識を吸収

①実証成果の検証と情報発信
• 実証成果の検証

実証に参画した生産者の経営データを見える化
主要なスマート農業技術ごとに導入効果を分析

• 情報発信
実証プロジェクトに参画した農業者や他産業の生の声を動画
配信するとともに、一読性の良い紙面版も作成
オンラインセミナーの実施
地方キャラバンの実施

地域の潜在的
な人材

地域の潜在的
な人材

サービス事業体

産地 産地 産地
支援 支援 支援
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REAL VOICE
スマート農業実証プロジェクトに参加している

農業者の生の声を配信しています。

動画はこちらから
ご覧いただけます。

スマート農業
実証プロジェクトHP
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※ 農研機構（のうけんきこう）は、国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構のコミュニケーションネーム（通称）です。 1/6

令和4年6月28日(火曜日)
令和4年度九州スマート農業技術情報連絡会議

主催：九州農政局

スマート農業の現場実装に向けた
取組等について（情報提供）
農研機構九州沖縄農業研究センターから

農研機構 企画戦略本部 研究統括部
スマート農業事業推進室

相原 貴之
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2/6

九州地域におけるスマート農業実証プロジェクト

・採択数の概ね2-3割
・多様な分野にわたっている。

年度 水田
作

畑作 露地
野菜

花き 施設
園芸

果樹 茶 畜産 5G 計 全国
計

令和元 2 2 3 － 5 1 1 1 － 15 69
令和2 3 2 2 － 3 1 － 2 1 14 55
令和2（※） 1 － 1 － 1 － － 1 － 4 24
令和3 － － － － 1 1 － － － 2 34
令和4 － 2 － － 3 － 1 － ※※ 6 20

計 6 6 6 － 13 3 2 4 1 41 202
※：緊急経済対策 ※※：6/1-9/30公募
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3/6

実証から実装へ

社会実装社会実装

R1実証事業公募から謳われている。
R2までは実証＋導入による経営への効果に重点
R3で「シェアリング」や「持続可能な地域農業」
R4は「産地形成実証」

農研機構の対応農研機構の対応

スマート農業実証プロジェクト成果の社会実装を推進
R4.4 スマート農業事業推進室に「実装チーム」を設置
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4/6

各地域農業研究センターが主体となる取組

（名称は仮置きです。今後検討してまいります。）

スマート農業技術の横展開を図る活動の強化を・・・スマート農業技術の横展開を図る活動の強化を・・・

•（１）県普及組織との連絡会議
•（２）各営農体系の主要技術についての技術検討会

情報発信のための「見られる・試せる・体験できる」場を・・・情報発信のための「見られる・試せる・体験できる」場を・・・

•（３）実証地区とも連携した農業者・学生等も交えた実地勉強
会
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5/6

各地域農業研究センターが主体となる取組

（１）県普及組織との連絡会議

（２）各営農体系の主要技術についての技術検討会

（３）実証地区とも連携した農業者・学生等も交えた実地勉強会

・普及担当の方々へスマート農業技術の情報をより確実に
お伝えします。

・九州スマート農業技術情報連絡会議（事務局：九州農政局）や
九州沖縄農業試験研究推進会議（推進部会、研究会等。事務局：
農研機構九州沖縄農業研究センター）等の枠組みも活用します。

・普及担当の方々へ特定の体系の技術についての専門性の高い
情報をお伝えします。

・これからの担い手である方々に
スマート農業技術やこれらを導入した農業への就業を常に
意識していただけるよう、
情報発信の場を実証地区と連携して企画します。
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6/6

ご清聴ありがとうございました。
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