
当資料には、全国農業協同組合連合会が保有する内部情報が含まれているため、利用・保管などの取り扱いは、十分にご注意ください。
なお、当資料に含まれる情報は、全国農業協同組合連合会の資産であり、本案件以外の目的に利用することはできません。

ＪＡ全農は、生産資材費低減に向け、農業生産の中核となる経営体・部会ニーズを把握し、
価格、商品規格、物流、輸入、共同利用、情報提供など多面的に検討をおこなうため、平成２８
年１１月に「生産資材費低減に向けた資材事業研究会」（以下 資材事業研究会）を、農業者３
団体（JA全青協,日本農業法人協会,全国農業青年クラブ連絡協議会）の参画により開始しま
した。

資材事業研究会はこれまでに１４回開催し、肥料の銘柄集約集中購買や農薬の担い手直送
、大型トラクター共同購入などの成果をあげることが出来ました。

今後は生産資材費の直接的な低減に留まらず、スマート農業や水田利用など取組範囲を広
げて研究会を継続して開催して参ります。

第７回JA全青協Webセミナーテーマ 令和３年５月１７日

JA全農が進める「生産資材費低減に向けた資材事業研究会」とは？
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メンバー構成
農業者メンバー12名農業者（３団体から４名ずつ参加）＋ 全農メンバー

資材事業研究会とは

主な検討項目 検討の視点

①生産資材価格形成と流通
の現状と課題

新たな資材事業モデルへの転換
現行の系統購買事業モデルにメスを入れ、意欲ある農業者
に視点をあてた新たな事業モデルへと転換をはかる。

②生産資材の価格引き下げ
策

農業者意見を反映した実効ある価格引き下げ策づくり
全農が提案する生産資材価格引き下げ策について、現場の
農業者視点で意見交換をおこない、実効ある施策とする。

③農業者とＪＡ・全農によ
る共同購入

実オーダーにもとづく真の「共同購入」の追求
集約した肥料銘柄や機能を絞った型式の農機について、農
業者の実オーダーにもとづく集中購買を全農に負託するこ
とにより、農業者にとって最も有利な価格条件を実現する。

④資材費低減に向けた規制
緩和・制度の見直し

資材費低減に資する規制緩和・制度の見直し
農業者の努力では解決できない構造的な問題の解決に向け、
国や業界に対し、規制緩和・制度の見直し提言を共同歩調
ですすめる。
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取組成果の一部

肥料銘柄集約 農薬担い手直送規格



－4－ © 2020 ZEN-NOH

取組成果の一部

大型トラクター 中型トラクター
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取組成果の一部

トラクター仕様協議
および実機の試乗
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１．共同購入トラクター（大型）の取組み

■令和2年12月10日のメーカー発注（令和3年3月出荷分）をもって
3か年（平成30年10月～令和３年3月出荷）の取組み期間終了

■3か年取扱目標1,000台に対し、取組期間累計は2,214台となった

平成30年度 令和元年度 令和2年度 累計

853台 717台 644台 2,214台

<3か年の発注実績>

取組成果の一部

２．共同購入トラクター（中型）の取組み

■令和２年12月より出荷開始
■令和３年３月末の受注実績 全国計１，４４３台
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取組成果の一部
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自己改革に対する認知度（農家アンケートの結果から）

〇 本会が実施している農家アンケート「肥料農薬の資材費低減に向けた調査」によると、肥料

集中購買･農薬担い手直送の取組みについて、約半数が｢知らない｣ことが明らかになった。

〇 購入した農家は、価格や製品の魅力のほか｢JAが推進に来たから購入した｣と回答している。

51%49%

肥料集中購買

知っている知らない

48%52%

農薬担い手直送
知っている

知らない 知っている

＜ 取 組 み の 認 知 度 ＞

購入した購入して
いない

購入した

＜ 購入の決め手となったこと（農薬担い手直送）＞

＊1/14現在の集計 回答数：肥料307・農薬405

＜ 参考＞所属している団体別の取組みの認知度

～「知っている」と回答した生産者の割合～

農家への取組み周知とあわせて

各地域の担い手のもとに出向き

商品・価格・サービスなどの

具体的な提案することが重要！

所属団体 肥料集中購買 農薬担い手直送

ＴＡＣが対応している担い手 74% 73%

全国農業青年クラブ連絡協議会 25% 33%

全国農協青年組織協議会 36% 30%

日本農業法人協会 38% 30%

合　　計 51% 48%

取組成果の一部
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第 １ 期
生産資材価格引下げに向けた開発および共同
購入方法の検討

第 ２ 期
共同購入の実践および人材育成

第 ３ 期
分科会よる多分野への進展および開発資材の
評価

期間：平成２８年～２９年
第１回 平成２８年１１月
第２回 平成２８年１２月
第３回 平成２９年 ２月
第５回 平成２９年 ６月
第６回 平成２９年 ８月
第７回 平成２９年１１月

期間：平成３０年
第８回 平成３０年 ２月
第９回 平成３０年 ８月
第１０回 平成３０年１２月

期間：令和元年～
第１１回 令和元年 ８月
第１２回 令和元年１２月
第１３回 令和２年８月
第１４回 令和２年１２月
※分科会を複数回開催

肥料銘柄集約 農薬担い手直送
４００銘柄→１０銘柄 ・・・

農機 ３５馬力トラクター
農機 ６０馬力トラクター

１０００台の需要結集
開発機の試乗会

今後の資材事業研究会

肥料事業 農薬事業 農機事業 資材事業

スマート農業分科会 ①Ｚ－ＧＩＳ＆ＸＡＲＶＩＯ ②ＲＴＫ・自動操舵 ③水稲自動給水機

フレコンの検討

今後の資材事業研究 第３期の継続

水田利用分科会



－10－ © 2020 ZEN-NOH
10

全農の取組みの考え方の確認

1. 農業現場のニーズに応じたスマート農業ツール・サービスの提供
2. 営農管理・栽培支援のシステム化・高度化
3. スマート農業に対応できる人材の育成・情報発信

取組み内容・体制

芽出し・開発・評価 展示圃・実証圃 実用化・事業化

スマート農機（例）
自動運転

新規ツール

自動操舵
自動給水機・ドローン

自動収穫機

導入の仕組み（例）
農家手取り最大化実証

153JA・74経営体 作業受委託

営農管理・栽培支援シ
ステム（例）

AI活用栽培支援
（ザルビオ）

リモートセンシング
営農管理システム

（Z-GIS）

体制

耕種総合対策部・スマ農室

耕種資材部・県本部・JA営農・技術センター

資材事業研究会

農家

法人

メーカー・農研機構・試験場

課題抽出
芽出し

普及課題抽出、協議・提言
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スマート農業のメニューと費用対効果（水稲・平地・フルメニュー）

初期コスト

（現状比）

年間固定費

（10a）

変動費

（10a）

増収効果

（10a）
備考

スマート農業に適応した基盤整

備（長辺伸長、ﾀｰﾝ農道、幅広畦畔）
6,190

「ほ場整備の効果と農家の負担について」（農水

省）

自動運転トラクタ（レベル2） 5,000,000 1,587 -1,650 ﾛﾎﾞﾄﾗ11百万円-現行機6百万円、償却7年

直播、高密度播種 -2,917
高密度播種：稲作スマート農業の実践と次世代経

営の展望（養賢堂）より

自動運転田植機（可変散布機能

付）
3,700,000 1,175 -1,312

自動運転田植機6.25百万円-現行機2.55百万円、償

却7年

自動給排水機（遠隔操作可能） 9,000,000 2,857 -5,400 200千円/台×整備後の圃場数、償却7年

畦畔の幅広化による管理の効率

化・軽労化
基盤整備に含む -569

無人ヘリ＋ドローンの機動的散

布
2,000,000 635 新規取得、修繕費、維持費は含まず

収量コンバイン 2,000,000 635 〇 収量コンバイン15百万円-現行機13百万円

リモートセンシング 1,000,000 317 750 4,167 ドローン1百万円、解析料0.75千円/10a、5%増収

営農管理・栽培支援システム

収益改善 赤字は収益プラス、黒字はコスト

*自動運転トラクター、田植機、給排水機、収量コンバインは利用料、通信費、修繕費を含まない

シミュレーション条件

現状 導入後

水田（耕地）面積（ha） 30 45

圃場数 100 45

反収（㎏/10a） 500 -

販売単価（円/60kg） 10,000 -

労働費（円/時・人） 2,500 2,500

耕うん労働時間（時間/10a） 2.0 1.3 ▲33%

田植え労働時間（時間/10a） 1.6 1.1 ▲33%

水管理労働時間（時間/10a） 2.7 0.5 ▲80%

畦畔除草労働時間（時間/10a） 0.7 0.5 ▲33%

1,868
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スマート農業のメニューと費用対効果（水稲・平地～中山間地）

初期コスト

（現状比）

年間固定費

（10a）

変動費

（10a）

増収効果

（10a）
備考

スマート農業に適応した基盤整

備
畦畔除去（自主施工）、機械除草に適した畦畔

自動操舵（トラクターに装着） 3,000,000 2,143 -500 償却7年、資材低減効果は含まない

直播、高密度播種 -2,917
高密度播種：稲作スマート農業の実践と次世代経

営の展望（養賢堂）より

直進アシスト・キープ田植機 1,500,000 1,071 -398
直線アシスト田植機4百万円-現行機2.5百万円、償

却7年

自動給水機 3,000,000 2,143 -3,375 30千円/台×圃場数、償却7年

リモコン草刈り機 4,000,000 2,857 -569

無人ヘリ＋ドローンの機動的散

布
2,000,000 1,429 新規取得、修繕費、維持費は含まず

収量コンバイン

リモートセンシング 1,000,000 714 750 4,167 ドローン1百万円、解析料0.75千円/10a、5%増収

営農管理・栽培支援システム

収益改善 赤字は収益プラス、黒字はコスト

*自動操舵は利用料、通信費、修繕費を含まない

シミュレーション条件

現状 導入後

水田（耕地）面積（ha） 20 20

圃場数 100 100

反収（㎏/10a） 500 -

販売単価（円/60kg） 10,000 -

労働費（円/時・人） 2,500 2,500

耕うん労働時間（時間/10a） 2.0 1.8 ▲10%

田植え労働時間（時間/10a） 1.6 1.4 ▲10%

水管理労働時間（時間/10a） 2.7 1.4 ▲50%

畦畔除草労働時間（時間/10a） 0.7 0.5 ▲33%
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スマート農業の費用対効果（例：長ネギ）

初期コスト

（現状比）

年間固定費

（10a）

変動費

（10a）

増収効果

（10a）
備考

スマート農業に適応した圃場整

備
排水対策など

自動操舵（トラクターに装着） 3,000,000 14,286 -750 償却7年

潅水装置（各圃場に設置） 5,350,000 41,667 32,500 108,000 本体：耐用年数5年、潅水チューブ：3年

自動操舵＋潅水施肥による肥料

費削減
-3,000 肥料費15,000円/10aを▲20%削減

自動収穫機（中型） 2,500,000 11,905 -71,200
償却7年、増収により収穫・調整時間増えるも、自

動収穫機導入により、減少

収益改善 赤字は収益プラス、黒字はコスト

*自動操舵は利用料、通信費を含まない

シミュレーション条件

現状 導入後

栽培面積（ha） 3 3

圃場数 10 10

反収（㎏/10a） 2,000 2,400 +20%

販売単価（円/kg） 270 270

労働費（円/時・人） 2,500 2,500

耕うん労働時間（時間/10a） 3.0 2.7 ▲10%

資材設置・撤去時間（時間

/10a）
0.0 13.0 +13時間

収穫・調整労働時間（時間

/10a）
178.0 149.5

増収に比例して増加

収穫機による▲30%

82,593
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