福島県の取り組み・施策シリーズ

福島県では、ふくしまに想いを寄せる方々の協力を得ながら、ふるさと復興の決意
を新たに、ふくしまから“共に”新たな何かをはじめる活動として「ふくしまから
はじめよう。プロジェクト」を展開しています。

農林水産分野イノベーション・プロジェクトの
取り組みを進めています
福島県 農林企画課
県では、「福島イノベーション・コースト構想」に基づき、ICT（情報通信技術）やロボット技術
などの農林水産業の先端技術の開発・実証を進めるとともに、これらの先端技術を取り入れた先進
的な農林水産業を全国に先駆けて実践し、浜通り地域などの農林水産業の復興・再生を進めています。

「福島イノベーション・コースト
構想」とは
「福島イノベーション・コースト構想」は、東
日本大震災および原子力災害によって失われた浜

します。

開発 牛の個体一元管理システム

通り地域などの産業を回復するため、当該地域の

和牛繁殖経営では、繁殖雌牛の発情発見や分娩

新たな産業基盤の構築を目指す国家プロジェクト

介助など畜産農家が長年培った経験と牛を観察す

です。

る労力が必要となりますが、発情を検知するセン

この構想に基づき、廃炉、ロボット、エネルギー、

サーや分娩兆候を監視するカメラなどの ICT 機

農林水産などの各分野において、拠点の整備や、

器の導入により、技術の補完と労働力の負担軽減

拠点を活用した先端技術の開発・実証などの取り

が期待できます。

組みを推進し、先端産業の集積を進めています。

一方で、複数の ICT 機器をそれぞれ管理する
にも労力がかかることから、県では、ICT 機器
の連携により個体管理および経営管理を一元的に

農林水産分野におけるイノベー
ション・プロジェクトの取り組み

管理するソフトウェア「個体一元管理システム」

農林水産分野では、浜通り地域などにおいて、
ロボット技術や環境制御システムなどの先端技術
を取り入れた先進的な農林水産業を全国に先駆け
て実践し、農林水産業の復興・再生を図るため、
先端技術の「開発」、開発した技術の「実証」、そ
して現場への「普及」に向けたさまざまな取り組
みを進めています。
今回は、農林水産業における先端技術の開発、
実証、普及に係る県の主な取り組みについて紹介

タブレット端末で牛の情報を確認

福島の進路 2019. 8

25

福島県の取り組み・施策シリーズ
を開発しました。

い手の極端な不足、居住者の減少などによる集落

個体一元管理システムはクラウド上に存在する

機能の低下、区画や土地条件が異なるほ場が混在

アプリケーションで、インターネットが使える環

することに伴う収量や品質のばらつきなどの課題

境があれば、外出先からでも牛舎内の様子や牛ご

に直面しています。

とのデータを視覚的に確認することができます。

こうした中、今年度より県農業総合センター、
㈱紅梅夢ファーム、福島大学、㈱クボタ、（公社）
福島相双復興推進機構などが連携し、大規模な土

開発 苗木植栽ロボット

地利用型農業経営の実現に向けたスマート農業の
実証プロジェクトをスタートさせました。若い

東日本大震災の津波で被災した浜通りの海岸防

社員が多い㈱紅梅夢ファームを実証農場として、

災林の再造林は、今まで経験したことのない広大

「直進キープ」など作業アシスト機能を備えた田

な面積の災害復旧工事であることや、原発事故の

植機、有人運転のトラクタと協調して作業を行う

影響や他の復興事業の推進もあり、区域内での十

ロボットトラクタ、水田の用排水を自動で調節す

分な担い手の確保が課題となっています。

るリモート水管理システム、収穫作業と同時に翌

このため、県では、平成28年度から平成30年度

年の施肥管理に活用できる食味・収量のマップ化

まで、一般造林地用に開発された自動植付機を基

を行うコンバインなどを導入し、高い品質の農産

に、海岸防災林での作業に適した苗木植栽ロボッ

物を効率よく生産する技術体系の確立に取り組ん

トを開発しました。

でいます。

海岸防災林における植栽作業は、通常人力で行
われます。一方、今回開発した苗木植栽ロボット
は、バックホウをベース車両とし、コンテナ苗を
使用した仕組みであることから、作業のほとんど
が運転席での操作により可能となり、労働力の軽
減が期待できます。
今後は、海岸防災林の復旧での活用を進めてい
きます。

作業アシスト機能を備えた田植機

実証 先端技術活用による水産業再生
実証事業の取り組み
本県の沿岸漁業は、小規模な操業と販売により
出荷先での評価を調査する「試験操業」を行って
開発した苗木植栽ロボット

いる段階で、本格的な操業には至っていません。
漁業の再生を加速させるためには、放射性物質対
策に加え、操業コストの削減、販売収入の増額な

実証 スマート農業加速化実証
プロジェクトの取り組み
避難指示が解除された地域においては、農業担
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どによる収益性の向上が課題となっています。
こうした課題の解決に向けて、県水産海洋研究
センターおよび県水産資源研究所、漁業者や（国
研）水産研究・教育機構などが連携して、洋上に

福島県の取り組み・施策シリーズ
昨年９月には、「林業」をテーマとした「先端
林業技術体験フェア」を川内村のいわなの郷で、
12月には、「農業」をテーマとした「スマート農
業技術体験フェア」を楢葉町の J ヴィレッジで開
催し、先端農業・林業技術の展示、セミナーなど
を行い、それぞれ200人を超える来場者に参加い
ただきました。
今年度は、８月４日㈰に「水産業」をテーマと
した「先端水産業技術体験フェア」を相馬市の相
馬原釜地方卸売市場で開催します。
操業支援システムのイメージ

最先端の魚群探知機や通信機能を搭載した ICT
ブイなど、水産業の先端技術を展示するほか、水
産庁から水産分野の先端技術に係る情勢について、

設置したブイや人工衛星からの海洋環境データ、

㈱フィッシャーマン・ジャパン・マーケティング

漁船に装備したセンサーなどからの水温や漁獲情

（宮城県）から三陸地方における水産業の担い手

報、水産物の市況などの情報を集約し、漁業者の

育成、水産物の販売に係る先進事例について講演

スマートフォンなどに配信することで、無駄の少

をいただきます。

ない、効率的な操業を支援するシステムの開発と
実証に取り組んでいます。さらに、水揚げされた
魚介類の付加価値を高めるため、３Ｄフードプリ
ントによる新たな加工品の開発や、冷凍しても高
品質なヒラメ切り身の加工技術などの実証も進め
ています。

普及 先端技術の普及啓発に向けた取り組み
県では、農林漁業者に、最先端技術を活用する

スマート農業技術体験フェアの様子
（ロボットトラクタの実演）

農林水産業イノベーションを実際に見て、触れて、
体験してもらう展示会を開催しています。

おわりに
このほかにも、ブロッコリー自動収穫機の開
発・実証や先端技術を実際に導入した営農モデル
構築の取り組みなど、先端技術の開発、実証、普
及のためのさまざまな取り組みを浜通り地域の各
地で進めています。
今後も浜通り地域などの農林水産業の復興・再
生を目指し、「福島イノベーション・コースト構
想」に基づく取り組みを進めていきます。

先端林業技術体験フェアの様子
（高性能林業機械「プロセッサ」の実演）

問い合わせ先
県庁農林企画課

☎024（521）8027
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福島イノベーション・コースト構想

水産業イノベーション

先端水産業技術体験フェア
先進的な水産業を全国に先駆けて実践していくため、
スマート水産業や先進的な取組事例に関する
セミナーや、
最先端の水産業技術を実際に見て・触れて・体験できるフェアを開催します。

開催日時
会

場

2019年

8月4日 日 11:00～16:00

参加無料

相馬原釡地方卸売市場（福島県相馬市尾浜追川196）
同時開催

福島県水産資源研究所見学会

その他にも多数出展いたします!

最新の漁撈計器の展示
（プロッタ・マルチビームソナー）

古野電気株式会社

発表

実演

シャーベットアイス活用事例のご紹介
（いわき市漁業協同組合さま導入）
◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯

定員
毎回20名

◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯
高砂熱学工業株式会社 発表 実演

※先着順

昨年6月に開所し、
栽培漁業対象種の種苗生産
や放流、
沿岸底魚の資源やその管理、
松川浦の
増養殖の安定化に関する研究に取り組む水産資
源研究所の見学会を行います。
イベント当日、
会場
で受け付け、
バスで研究所まで送迎いたします。

■日本無線株式会社 ■ニチモウ株式会社 ■
（一社）
漁業情報サービスセンター ■ミツイワ株式会社
■株式会社スペースエンターテインメントラボラトリー ■日油技研工業株式会社 ■グンジ株式会社
■フルタ電機株式会社 ■株式会社スマートサポート ■JFEアドバンテック株式会社
■
（国研）
水産研究・教育機構 ■
（国研）
日本原子力研究開発機構 （国研）
海洋研究開発機構
■福島県水産海洋研究センター
（先端プロ社会実装拠点） ■福島県水産資源研究所
■福島県水産課／株式会社日本政策金融公庫

第1回

受付／11:30～13:10 見学／13:20～13:50
イベント会場着／14:00

第2回

受付／13:10～15:10 見学／15:20～15:50
イベント会場着／16:00

会場案内
至仙台

6

12：15～13：00

14：15～15：00

申し込み方法
申し込み・
問い合わせ先

水産分野の先端技術について
水産庁研究指導課海洋技術室長 三野 雅弘氏

113

わくわくランド

駒ヶ嶺

水産資源研究所

相馬原釡地方卸売市場
38

相馬

和樹氏

松川浦

115

相馬I.C

至いわき

6

アクセ ス

【お車の場合】

◉常磐自動車道 相馬I.Cより約20分
◉常磐自動車道 新地I.Cより約20分

【電車の場合】

◉JR相馬駅より車で約15分
◉JR新地駅より車で約15分

【送迎バス案内】

10:35 相馬駅発 → 10:55 会場着
11:35 相馬駅発 → 11:55 会場着
16:00 会 場 発 → 16:20 相馬駅着

メールまたはFAXに必要事項（代表者氏名、会社・団体名、参加人数、講演聴講希望人数、電話番号、車両台数）を
記入の上、7月29日（月）までに下記までお申し込みください。

先端水産業技術体験フェア事務局
◉FAX：024-991-4741
◉TEL：024-983-3498 （事務局開設時間 平日／9:00～17:00）
◉E-mail：nourin-event@exd-connect.jp

主催／（公財）福島イノベーション・コースト構想推進機構、福島県
共催／経済産業省
後援／水産庁、株式会社日本政策金融公庫福島支店
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新地I.C

新しい水産業を目指して

株式会社フィッシャーマン・ジャパン・
土合
マーケティング 取締役

38
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※申込みいただいた個人情報の取り扱いについて お申込みご記入をもって、
以下の①～③に同意頂いたものとさせて頂きます。

①ご記入いただきましたご連絡先へ、
ご連絡を差し上げる場合がございます。
②本イベントの主催以外の第三者への提供はいたしません。

③ご本人の承諾や法令により認められる場合を除き、
個人情報を他へ提供することはありません。

