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国営農地再編整備事業「上士別地区」は平成21年度に事業着手し、平成22年度から区画整理工事を開

始した。地区内では、ほ場の大区画化と併せた効率的な機械化作業体系の確立や、農業経営の低コスト

化を目指し、事業着手を契機にＩＴ技術を農業分野に活用する取り組みが行われている。 

本報告は、本地区内において取り組まれているＩＣＴ農業の実施例について報告するものである。 

 

キーワード：ＩＣＴ農業  

 

1.  はじめに 

(1)地域の概況 

上士別地区（図-1）が位置する士別市は、上川総合振

興局管内北部に位置し、天塩川流域の豊富な水や肥沃な

大地を背景に農林業を基幹産業として発展してきた。 

人口は平成24年時点で、昭和35年頃のピークに比べて

半分以下に減っており、販売農家数も平成2年から平成22

年の20年間に1,433戸から673戸と約4割に減少している。               

 

 

 
図-2 士別市の販売農家数と戸当たり面積の推移 

            （農林業センサスより） 

 

 

これにより、農家1戸当たりの平均耕地面積は平成2年

の約9ha/戸から平成22年には約22ha/戸に拡大（図-2）し

ている。これは既存の農家が離農跡地を継承し、経営規

模を拡大していることが主な理由である。 

 

(2)上士別地区の概要 
 上士別地区は、天塩川の最上流部に拓けた水田地帯で

あり、昭和46年に完成した岩尾内ダム（多目的ダム）を

水源とする、国営総合かんがい排水事業「天塩川上流地

区」（昭和42～61年度）により用水施設等が整備されて

いる。近年は水稲を中心に小麦、豆類、てんさいなどの

土地利用型作物に加えて収益性の高い野菜、花きを導入

した複合経営を展開している。 

 農家戸数の減少により生じる離農跡地を既存の農家が

継承する一方で、経営耕地が分散している状況が増加し、

さらにほ場が小区画で排水不良等(写真-1)が生じている

ことから効率的な機械作業が行えず、農業経営効率化の 

 写真-1 排水不良なほ場 

図-1 上士別地区位置図 

上士別地
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阻害要因となっている。今後、地域の農業生産を支える

担い手への農地集積や生産基盤の再整備など生産構造の

改善が喫緊の課題である。 

このような状況の中、ほ場の大区画化（写真-2）を行

い、生産性の高い基盤の形成と土地利用の整序化を通じ

て、農業経営の合理化と効率的な土地利用を図り、農業

の振興を基幹とした本地域の活性化に資することを目的

に、国営農地再編整備事業「上士別地区」が平成21年度

に事業着手した。 

 

(3)地域が目指す農業 

 上士別地区の事業実施により、ほ場の大区画化と併せ

た効率的な機械化作業体系の確立を目指す一方で、少子

高齢化による担い手不足の問題や、低コスト農業促進等

の取り組みが課題となっている。 

これらの課題解消の手段として地域では、『個別経営』

から農地を流動化して集落毎に営農組織を設立する『集

落営農』（集落経営体を組織化して協業経営を行う）へ

の移行（図-3）や、農業機械の自動走行(写真-3)などＩ

Ｔ技術を農業分野に活用する取り組みなどが試みられて

いる。これらの取り組みにより、効率的な生産体系によ

る営農コストの低減を図ることができるとともに、戸当

たり営農面積増に対応できることから、担い手不足によ

る耕作放棄地の発生を防ぐことができると考えている。 

また、農業者の経営規模拡大や新たな分野への挑戦の

可能性が生まれ、結果として集落全体としての所得が向

上し、足腰の強い持続的な地域農業に繋がることが期待

されている。 

 

 

 

 

写真-3 自動走行による田植え作業 

 

2.  ＩＣＴ農業の取り組み事例と効果 

(1)「上士別ＩＴ農業研究会」の設立 

ＩＣＴ作業は、近年では各地域で取り組まれているが、

本地区においては、事業によって整備された大区画ほ場

を利用して平成22年に北海道大学の野口教授がロボット

トラクター2台による自動走行・耕うん作業のデモンスト

レーションを行った。また、平成23年にはＧＰＳガイダ

ンスシステムによる代掻作業のデモンストレーションを

行った。 

図-3 営農の組織化 

ほ場面積：最大6.8ha 

ほ場面積：平均0.4ha 

写真-2 ほ場の大区画
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これらの活動を経て、平成24年3月に士別市上士別町の

20代から50代の農家や後継者10名により「上士別IT農業

研究会」が設立された。本研究会では、ＧＮＳＳ（衛星

利用測位システム）を活用した農業機械を自在に操作す

る自律システムによる農作業のロボット化の導入実現を

主な活動内容としている。 

 

 

(2)ＩＣＴ作業の効果 

ＩＣＴ作業は、耕起、代掻きなどの作業で取り組まれ

ているが、実用化されている田植え作業について従来の

作業時間と比較し、その効果を検証している。 

 

 
 

 

ａ)直線走行時間 

 ＧＰＳオート田植機の導入により、苗補給のために運

転を停止する時間が必要ないことから、13.5分/10aから、

8.3分/10a（約39％減）と大幅に短縮された。 
 
（ＧＰＳオート田植え機：田植え機にＧＰＳガイダンスシステ
ムと自動操舵システムを搭載し、自動走行を可能とした田植え
機） 

ｂ)ターンに要する時間 

 基盤整備による大区画化に伴いターンの必要回数が 

減ったことが大きな要因であるが、ＧＰＳオート田植機

の導入により更に短縮されている。 

ｃ)１日当たりの田植え作業時間 

前述した効果により、１日当たり作業面積は、基盤整

備前では約216haであったが、基盤整備後のほ場において

ＧＰＳオート田植機を導入することにより約295haとな

り、約37％作業面積が増加した。 

 

(3)地区内におけるＩＣＴ機械の導入実績 

  本地区においては、平成26年に士別市がＲＴＫ無線基

地局を設置したことによりＧＰＳガイダンスシステムの

導入が急速に進み、現在で多くの農家（法人）において

導入されている（図-5）。 
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3.  ＩＣＴ農業に関する新たな取り組み事例 

本地区では、田植え後の水管理労力削減を目的に、平

成29年度から水管理システムの導入試験が行われてい

る。 

(1)水管理システムの概要 

水管理システムは、通信機器を搭載した給水栓を設置

し（写真-4）、基地局を介してほ場の水位等の情報をス

マートフォン等へ伝達し遠隔操作で水管理を行うもので

ある（図-6）。 
 

 
 

 

 

図-6 水管理システムの概要 

ＧＰＳ田植機の効 
果で大幅に短縮 

基盤整備の効果で 
大幅に短縮 

図-4 田植えの作業別の比較 

 

写真-4 水管理システム設置状況（給水栓） 

図-5 ＧＰＳガイダンスシステム等の導入実績 
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(2)水管理システムの実証試験結果 

地区内の基盤整備後のほ場において実証試験が行われ

ており、その結果、10ａあたりに要する水管理労力が約

72％削減されることが確認された（図-7）。 

 

ほ場枚数 総面積 距離
水管理の

合計時間

枚 ha ｋｍ ｍｉｎ １枚あたり 10ａあたり

試験区 1 3.4 0.9 96 61% 72%

対照区 13 31.6 7.1 3,233

上士別地区

（6/13-8/16）

地区名
（調査期間）

水管理労力の削減率

 

 

 

 

 

 

水管理システムを設置したほ場では、スマートフォン

アプリで水位等の情報を確認することにより水管理のた

めの見回りをほとんど行っておらず、労働力削減につい

て有効であることが確認された。 

 

 

(3)水管理システムの導入実績 

前述のとおり、実証試験により水管理システムの有効

性が確認されたことから、地区内においては令和元年度

から本格導入が進められている（図-8）。 

 

H30 R1 R2

50～60台（予定）

0

60

50

40

30
32

（実証試験）

８

20

10

台 （累計）

70

 

 

 

4.  本事業及びＩＣＴ農業の効果 

地区内では本事業を契機に法人化が進んでおり、離農

農家を社員として受け入れたり、非農家の新卒社会人が

他の会社と比較した上で本地区内の法人に就職するなど

地元の雇用対策の一役を担っている（図-9）。 

また、効率的な営農により余剰時間が生まれ、女性従

事者はミニトマトの栽培に取り組みホテルへの販売やト

マトジュースとして商品化するなど６次産業化の促進に

も寄与している（写真-6）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.  おわりに 

本報告では、上士別地区の整備で大区画したほ場の有

利性を更に生かすために、地区内で取り組まれているＩ

ＣＴ農業の取り組み事例と有効性を紹介した。 

本事業による基盤整備工事はおおむね完了しているが、

本事業とＩＣＴ農業とが一体となり一層の効果が発現さ

れるよう、事業の完了に向けて整備を進めていきたい。 
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図-8 水管理システムの導入実績 

 

写真-6 産業祭りでのトマトジュース販売状況 

図-9 新規就農者数の推移 
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