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【様式Ｂ】 

九州スマート農業技術情報連絡会議資料【福岡県】

１．実証プロジェクトで採択された課題

令和元年度（平成３１年度）

〇福岡 R･O･I グループ次世代農業実証コンソーシアム 

・水田地帯における AI と IoT を活用した葉菜類大規模経営の実証 

令和２年度

〇ふくおか遠藤農産スマート農業実証コンソーシアム 

・ 麦・大豆の品質向上と既存機械やシェアリングを活用した土地利用型大規

模経営での実践型スマート農業技術体系の実証 

２．スマート農業推進方針及び推進体制について

〇昨年度の成果・今後の課題等 

・県や国、関係機関、メーカー等が一体となったスマート農業の推進を図る

ため、県推進協議会を設立（令和元年度）、令和３年度は８月に開催。 

 ・今年度から、農業ＤＸの実現を目標とする「福岡県農業ＤＸ推進協議会」

を設立予定（８月）。 

〇県独自の事業 

  ・農業版デジタルデータ活用研修（令和３年度～） 

普及指導センターが、各地域の水田農業・園芸・畜産のスマート農業の普

及実態に合わせ、機械の実演会や、生産者グループを対象にデジタルデー

タを共有・活用した生産性向上等を促進するための研修会を開催。 

〇県が行ったスマート農業の研修 

・農業者、ＪＡ関係者、県関係者に対し、先進事例や技術等を紹介する、「ス

マート農業推進研修会」を開催（令和４年１月）。 

 〇水田農業の先進的な事例

  ・ＪＡ糸島では、県の補助事業を活用し、令和３年４月にＲＴＫ基地局を管

内５カ所に設置、全域をカバーしている。組合員は利用料を支払うことで、

補正の位置情報が得られるため、今後の活用が期待される。
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【様式Ｂ】 

九州スマート農業技術情報連絡会議資料【佐賀県】 

１．実証プロジェクトで採択された課題 

令和元年度（平成３１年度） 

〇(有) アグリベースにいやま 

・九州北部 2年 4作(稲・麦・大豆・麦)大規模水田スマート一貫体系の実証 

令和２年度補正（労働力不足の解消に向けたスマート農業実証） 

〇inaho（株） 

・自動収穫ロボットの導入による収穫作業の省力化及び自動化実証 PRJ 

（参考：R4 グリーンな栽培体系への転換サポート事業） 

〇「伊万里西松浦地区グリーンな栽培体系推進協議会」研究会（西松浦農業振

興センター関係） 

 ・自律走行無人草刈機の導入により、作業時間の削減を検証する。 

２．スマート農業推進方針及び推進体制について 

〇令和３年３月に佐賀県スマート農業推進方針を策定。 

 試験研究機関や農業振興センターが JA、農業者等と導入効果や費用対効果

を検証しながら、県内での普及が見込まれる技術について導入を推進する。 

〇スマート農機を活用した生産技術・飼養技術の実証試験を実施 

・きゅうりにおいて、熟練者の技術を伝承するシステムである「匠の技伝承シ

ステム」を開発 

・畜産において、スマート機器を活用した飼養管理体系の実証試験を実施 

・稲作において、スマート農機を活用した生産技術の実証試験を実施 

・果樹において、水田等の平坦地域における根域制限栽培の導入実証試験の中

で、スマート農業技術を活用した生産管理の実証試験を実施 

〇分野毎のワーキングチームを開催し、新たな取組について検討 

〇試験研究の取組 

・キャベツの収穫期予測、施設園芸における環境及び生育データの「見える化」、

水稲のフルドローン直播（直播・防除・追肥） 

３．独自資料 

別添のとおり 
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【 様式B】

九州スマート農業技術情報連絡会議資料【 長崎県】

１．実証プロジェクトで採択された課題

令和元年度

〇ＪＡ長崎西海農協させぼ広域かんきつ部会

・ 温州みかんの生産から出荷をデータ駆動でつなぐスマート農業技術一貫体

系の実証

令和２年度

〇ＪＡ島原雲仙

・ 中山間地におけるブロッコリーの生産から出荷をつなぐスマート農業シス

テム

〇長崎県農林技術開発センター

・ びわの品質を保証する生産から出荷までのスマート農業技術の実証と農福

連携の推進

〇南島原市

・ スマート農業技術の活用によるアスパラガス生産技術の確立

令和３年度

〇長崎県農林技術開発センター

・ with コロナ対応型地域内新流通の構築とカンキツの計画出荷によるスマー

トフードチェーンの実証

令和４年度

○ JA長崎県央
・ 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

〇長崎県農林技術開発センター

・ 画像を活用したAI 花き自動栽培システムの開発・ 改良

２．スマート農業推進方針及び推進体制について

○ 長崎県の主要な品目・ 畜種別の農業経営モデルや今後県が重点的に取り組
む施策を示した「 長崎県スマート農業推進方針」 を令和３年３月に策定。  

 （ 詳細は別添のとおり）  

○ 令和３年度に県の関係部署や関係団体からなる「 ながさきスマート農林業
推進会議」 を設置し、スマート農業技術の方向性等の検討を行っている。  
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また、地域段階において、「 スマート農業地域推進会議」 を設置し、地域

別の導入技術・ 方法等の検討を行うとともに、スマート農業技術の実演会

等の開催を行っている。  

 （ 推進体制の詳細については、別添のとおり）  

○ 試験研究分野においては、国、企業、大学等との情報交換等を行う「 研究
開発プラットフォーム」 により、農業者のニーズや各種情報の共有を行う

とともにマッチング会や研修会等の開催により、異分野融合による新しい

研究開発の枠組みづく りを推進している。  

 ○ 令和４年度では、デジタル田園都市交付金を活用し、施設園芸、畜産、鳥獣
対策において、若手農業者等や捕獲者へ環境制御機器、畜産ICT機器、ス

マートフォン等を配布し、それらデータを収集・ 分析し、データに基づく普

及指導等を実施する。
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長崎県スマート農業推進方針（概要）

スマート農業で３Ｋ農業から
新４Ｋ（快適・効率的・稼げる・かっこいい）農業へ！
１．スマート農機による省力化・軽労化
２．施設園芸での環境制御技術導入による収益性向上
３．スマート畜産による収益性向上
４．生産・出荷予測による作業効率化
５．消費者に選ばれる産地・商品づくり
本県の地域特性にあったスマート農業技術を取り入れた
「ながさき型スマート産地」づくりを推進する。

導入を目指す主な営農体系モデル

目指す姿（将来像）

地域で導
入技術を
検討

条件不利地域でも持続的に水稲の生産が可能な営
農体系を確立するため、ドローンによる防除やラ
ジコン草刈機による除草作業の省力化などを推進。

推進方策

１．スマート農業の開発・改良・実証・普及
（１）農業者のニーズに対応した新技術の研究・開発
（２）地域特性にあった技術の改良・実証
２．推進体制の整備と人材の育成
（１）スマート農業推進体制の整備
（２）普及指導員等指導者の育成
３．スマート農業技術の情報発信と技術習得支援
（１）研修会の開催
（２）実演会の開催
（３）教育機関などでの技術習得支援

代かき・
耕耘

田植 水管理 除草 防除

自動操舵システム直進アシスト
田植機

自動水管理システムラジコン草刈機

中山間地域の
水田

【水稲】

【ブロッコリー】

ドローン

平坦地が少ない本県において、生産が増加しているブ
ロッコリーの作付けを更に拡大するため、生産・出荷を
予測するシステムやＡＩを活用した高性能選果機の導入
などを推進。

栽培管理 出荷調整

生産経営管理システム
（根こぶ病対策） 自動操舵システム

生産経営管理システム
（出荷予測）

自動選果システム
（ＡＩ、センサー）

【みかん】

主に中山間地域に栽培されている温州みかんについて、産
地を維持・拡大するため、糖度などの品質を向上させる灌
水制御システムや選果作業を削減するプレ選果システムな
どの導入を推進。

営農一般 灌水 防除 選果 予措貯蔵

営農支援システム潅水制御システムドローン プレ選果システム予措・貯蔵システム

させぼ温州

ブロッコリー
の収穫

【肉用牛・酪農】

離島や中山間地で多く営まれている肉用牛・酪農経営につ
いて、AI、センサー等を活用し分娩間隔の短縮による生産性
向上や事故率低減による損耗防止及び搾乳・哺乳作業の省
力化を推進。
交配管理・損耗防止 分娩管理 搾乳 哺乳

発情発見装置・疾病兆候発見装置 分娩管理機器搾乳ユニット自動搬送装置哺乳ロボット

タブレットでの
飼養管理

スマート農業推進方針について
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長崎県のスマート農林業推進体制(R4)

【地域段階】

【県段階】

スマート農（林）業
地域
推進会議

農（林）業団体、市町、振興局
など

進捗状況の確認
振興局にスマート農業の窓口を設置し、 普及計画の重点プロジェクト計画に「スマート農業の推進」を位置付け

ながさきスマート農林業推進会議

農業・林業団体、農政課、農山村振興課、農業経営課、農産園芸課、農産加工流通課、畜産課、農村整備課、
林政課、森林整備室、農林技術開発センター、農業大学校、振興局農林（水産）部

スマート農林業技術の方向性の検討、スマート農林業全般の進捗状況など

農産
ＰＴ
野菜
ＰＴ
果樹
ＰＴ
花き
ＰＴ
茶
ＰＴ
畜産
ＰＴ
林業
ＰＴ
施設園
芸ＰＴ
鳥獣
PT

農業・林業団体、関係課、農技センター、振興局など

スマート農林業技術の開発、改良、実証による技術確立、先進地事例調査等

研究開発
プラットフォーム

試験研究機関、企業、大学、
農業団体など

コンソーシアムの設立、
会員間の情報交換等

指導・助言 開発技術の提案

農産
ＰＴ
野菜
ＰＴ
果樹
ＰＴ
花き
ＰＴ
茶
ＰＴ
畜産
ＰＴ
鳥獣
PT

農（林）業団体、市町、振興局など

地域への導入技術・方法・コスト縮減対策などの検討、研修会、実演会の実施

〈専門PT〉

〈地域別専門PT〉

指導・助言

報告

報告

報告指導・助言

連携

R4新設
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【様式Ｂ】 

 九州スマート農業技術情報連絡会議資料【熊本県】 

１．実証プロジェクトで採択された課題 

【令和元年度】 

〇(株)東洋グリーンファーム 

・機能性食品素材加工工場を中核とした需要確定生産スマート農場クラスタの実証 

〇ＪＡ阿蘇いちご部会委託部 

・局所適時環境調節技術による省エネ多収安定生産と自動選別・パック詰めロボット 

を活用した調製作業 

〇ＪＡ熊本市園芸部会茄子部会ほか 

・ICT 技術や AI 技術等を活用した「日本一園芸産地プロジェクト(施設園芸：なす・

すいか)」の実証 

【令和２年度】 

〇公立大学法人熊本県立大学 

・スマート農業を導入した国際水準の有機農業の実践による中山間地域と棚田の活

性化モデルの構築 

〇熊本県農業研究センター草地畜産研究所 

・スマート農業技術を活用した広大な中山間地における周年放牧システム体系実証 

〇(株)果実堂 

・パイプハウス土耕栽培葉菜類の IoT 化・機械化によるスマート化実証 

【令和 3年度】 

〇（国研）農研機構九州沖縄農業研究センター 

   ・日本産イチゴの輸出拡大を強力に後押しするスマ-ト高品質生産・出荷体系の構築 

２．スマート農業推進方針及び推進体制について 

（１）昨年度の成果・今後の課題 

  ①昨年度の成果 

  「スマート農業導入加速化事業」（県事業）による推進 

   ・作業の軽労化やコロナ禍での密集回避のためのアシストスーツの実証（４か所） 

・中山間地域でのリモコン式及びロボット除草機の実証と導入支援（３か所） 

   ・ドローンオペレータ育成事業（技能取得支援）による 11 の中山間地防除組織育成 

   ・農業系高校（県内８校/11 校）で体験を中心としたスマート農業理解促進授業実施 
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②今後の課題 

   ・デジタル技術の進展やウィズコロナに対応したデータを活用した農家支援の強化 

   ・地域の実情にあったスマート農業技術の導入推進 

（２）県単独の事業 

  ①新たな野菜産地営農体系構築事業 

   予算額 １０，０００千円 

   ・スイカにおいて営農管理システム、センシング機器及び Web カメラを活用し、優良

農家の栽培管理データ、ほ場環境データを収集、分析、試験に基づく「作業のコツ」

をデジタル化 

   ・動画や数値データを中心とした優良農家のデジタル栽培管理マニュアルの作成 

  ②「ゆうべに」ブランド推進・出荷体制構築事業 

   予算額 ８，０３３千円 

   ・「ゆうべに」の摘果作業の平準化、平易化を図る動画コンテンツの作成 

   ・スマホアプリを活用した荷受け予約によるパッケージセンターの荷受作業の効率

化とスマート選果機の実証 

  ③次世代型果樹園モデル実証 

   予算額 １３，８０５千円 

   ・省力化栽培技術と除草ロボットや乗用管理機等のスマート機器を装備したモデル

果樹園の検証（ナシ、クリ） 

  ④デコポン管理 DX推進事業 

   予算額 ３，４９１千円 

   ・データに基づいたデコポンの貯蔵管理を行うＤＸ化マニュアルの確立 

   ・環境制御型の貯蔵管理機器の実証 

  ⑤花き管理ＤＸ推進事業 

   予算額 ４，９５４千円 

   ・宿根カスミソウの優良農家の栽培技術「匠の技」の継承を図るため、営農管理シス

テムやセンシング機器を活用し、管理作業や施設環境等のデジタルデータを収集。

⑥スマート農業導入加速化事業 （地方創生推進交付金 1/2対象） 

予算額 ４１,６９６千円 

    ・情報プラットフォームＨＰ「アグリくまもと」の拡充（ホームページの拡充） 

    ・RTK 利用スマート農機の有効性検証、アシストスーツの軽労化効果の検証 

    ・スマート農業による水稲品種「くまさんの輝き」の生産安定 

（３）県独自のスマート農業のイベント 

  ①Ｒ３年度 

    ・R3年 7月 29～31 日 スマート農業理解促進展示及びアシストスーツ試着体験会 
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           （農機展示会でスマート農業パネル展示、スーツ 2機種の試着） 

    ・R3年 9月 1日   ロボット草刈機現地実演会 

           （県内クリ園地でのロボット草刈機の実演、スマート農機展示会） 

②Ｒ４年度計画 

    ・R4年 8月と 11 月 RTK 利用自動操舵トラクター、自動航行ドローン等現地実演 

    ・R4年 12 月～１月  スマート農業推進セミナー（現地実証報告会） 

 ３．独自資料 

  （別添） 
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＜現状・ 課題＞

■情報プラットフォームの拡充と更なるデータ活用を行うことで、有益情報の提供による農家支援の強化

■試験研究による技術の有効性の検証、地域での現地実証と技術導入効果の周知を一体的に行い、
農業生産現場へのスマート農業技術の導入を加速。

スマート農業導入加速化事業 [農業技術課〕

＜事業概要＞

＜イメージ図＞※１、２

○提供する情報の更なる充実

○情報提供対象の拡大

○情報提供体制の強化

■情報プラットフォームＨＰ「 アグリく まもと」 の運用と情報強化

意見交換と地域での合意形成
モデル地区の選定
大区画圃場での実証
（ 1haほ場での無人トラクタ、田植機） 時間削減や労働負荷等検証

自走草刈機(果樹園)
リモコン草刈機(法面)

■土地利用における取組

アシストスーツ実証

現地でのドローン防除の実証

傾斜地での作業負荷等に加え、収益性の向上を図るため
新たな技術の導入に着手

※省力化、少人数化
の効果は確認

※自走草刈機は20度以下の
果樹園で効果有

ドローン防除・ アシストスーツによる省力化試験

ドローンによる防除試験
自動給水栓による水管理

■中山間地における取組

オンラインの強化

現場での迅速な災害情報の収集やより高度な現場指導等に活用
HPで多彩な情報（ 産地・ 技術・ 経営分析等） を提供
職員向けのデータ書庫を活用した技術指導

H25から導入したi pad(144台)を活用した普及指導を実施

デジタル技術で変革デジタル技術で変革

生産条件が不利なため高齢化が著しく 、耕作放棄地も
県全体の６割

課題

指導力の強化による農業者の
生産性と所得の向上

生産性向上による経営面積の
拡大と生産力の強化

規模に合う機械導入と作業効
率化による生産力強化

■情報プラットフォームＨＰ「 アグリくまもと」 の拡充

①ホームページシステムの整備
・ 情報検索機能の強化（ ファイル管理システム整備）

②ホームページコンテンツの拡充

・ 農地GI S情報、経営継承情報等の入力

・ 農業革新支援センターにおける技術動画の作成

■スマート農業機械の導入に向けた支援

①RTKを活用したスマート農業の有効性検証

・ RTK活用モデルの実証【 農業技術課】
平坦地と中山間地でスマート農業モデルを実証展示（ 委託）
（ 県内2地区)

・ ドローンによる３Ｄ防除、上向き散布の有効性検証【 果樹研】
・ SS道のない園地での自動SSによる防除の有効性検証【 果樹研】

②アシストスーツの性能評価や軽労化効果の検証

・ 腕のアシスト機能の有効性の検証【 アグリ総研】

■スマート農業による創造的復興支援

スマート農業による水稲品種の生産安定

・ 「 く まさんの輝き」 のドローン防除と生育診断技術の検証 【 アグリ総研】

○担い手の確保と省力化技術の確立

○地域の実情にあったスマート農業
技術の導入

課題

○少ない人材でも大規模経営を可能
とする生産体制

○導入コスト削減とそれに見合うス
ケールメリットが必要

課題

(目指す姿）

(目指す姿）

(目指す姿）

現状

（課題整理）

効果は？

コストは？

連携

RTK活用イメージ図※１

※２

対象機械の適応性
・作業能力評価
・コスト評価

農業
技術課

メーカー
調査ほ
（生産者）

農研
センター

委託契約 調査

連携

効果の検証
（経営指標）

調査結果

令和４年度 今後の展開
モデル地区での実証 面的展開

ドローン

ロボット田植機
ロボット
ﾄﾗｸﾀ

無人散布機

ドローン

カメラ一体型ドローン
R T K対応

ＲＴＫ
利用者

1
2



【様式Ｂ】 

九州スマート農業技術情報連絡会議資料【大分県】

１．実証プロジェクトで採択された課題

令和元年度（平成３１年度）

〇(株) オーエス豊後大野ファーム 

・白ねぎ大規模経営体における大苗定植と省力機械の導入による新たな効率

的生産体系の実証 

〇(株) タカヒコアグロビジネス 

・大規模施設園芸の生産性を飛躍的に向上させる技術体系の実装（パプリカ）

令和２年度補正（労働力不足の解消に向けたスマート農業実証）

〇（株）田んぼ屋のじり 

・中山間地域におけるスマート農業技術を活用した効率的かつ省労働力 

大規模水田農業経営モデルの実証  

２．スマート農業推進方針及び推進体制について

【昨年度の成果・今後の課題】

R3 年 3 月に設置した農林水産業スマート技術研究会での検討を経て技術開

発 2 件、技術実証 3 件がプロジェクトとなり R4 年度から実施されている。

  その他、民間コンサルタントを講師とした施設内環境モニタリングデータ

の活用に係る研修会を複数回実施し、農業者の意識改革に寄与している。

 課題は、現場から求められる新技術開発に関する開発実現性の試算や、ビジ

ネスとして成立する出口戦略の立案と、データの活用（特に労務分析に係るこ

とや環境・生育のモニタリングデータの活用に係ること）の精度を農業者や県

職員等関係者も含め向上させること。

【県独自の事業】

 事業名：スマート農林水産業技術普及拡大事業

 予算額：20,880 千円（当初）

 事業内容

○民間企業や大学等との連携による新技術の研究開発

（ねぎ調製機の改良、ドローンセンシング生育診断ソフト開発）

 ○新技術の普及実証

 （大葉選別・結束機導入体制の実証、電子遊漁券を活用した内水面漁業の資源

管理技術の実証等）
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 ○技術活用の更なる推進に向けた人材育成

  （スマート農業研修会、普及員の先進地視察等）

【先進的な事例の紹介】

R3 年 3 月に設置した農林水産業スマート技術研究会では、農林水産部だけで

なく先端技術や DX 関係課室担当の商工観光労働部も加え、農作業の機械化や

データの有効活用に向けた現場課題の検討、事業化する課題の選定を実施して

いる。選定した課題は商工観光労働部と連携している先端技術挑戦協議会（県内

大学・企業が参画）等に技術的課題やマッチングの相談を実施し開発・実証を促

進。

３．独自資料

（別添）農林水産業スマート技術研究会
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【様式Ｂ】 

九州スマート農業技術情報連絡会議資料【宮崎県】

１．実証プロジェクトで採択された課題

令和元年度（平成３１年度） 

〇(株) ジェイエイフーズみやざき 

・加工業務向け露地野菜における「機械化・分業化一貫体系」ほうれん草モ

デルブラッシュアップと水平展開の実証 

〇(株) 新福青果 

・多様な人材が集う農業法人経営による全員参加型のスマート農業技術体

系(大規模露地野菜複合経営)の実証 

令和２年度  

〇有限会社太陽ファーム 

・畑地かんがいを利用したスマート農業技術による生育環境制御及び

kintone を活用した生産・加工・物流の一元管理体系の実証 

〇一般財団法人こゆ地域づくり推進機構 

   ・施設園芸野菜（ピーマン等）における自動収穫機を活用した「生産管理体

制の構築」収穫・栽培管理の実証 

〇高千穂町 

・中山間地域の棚田等を支える農業生産・農業基盤の省力管理技術の実証 

２．スマート農業推進方針及び推進体制について

 ○スマート農業技術の具体的な取組や時期等を整理したスマート農業推進ロ

ードマップを作成（令和３年９月）

 ○デジタル田園都市国家構想推進交付金を活用し、施設園芸品目において、環

境測定データの収集・蓄積・活用に向けた仕組みを構築（令和４年７月～）

 ○県単独事業により、以下取組を実施。

  事 業 名 みやざき農業ＤＸスタートアップ事業 

  予 算 額 ９，７３３千円

  事業内容 ・普及指導員等を対象としたスマート農業に関する体系的研修

       ・企業及び農業者等が取り組むスマート農業技術の実証支援

３．独自資料

（別添）スマート農業推進ロードマップ
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