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資料：農林水産省「世界農林業センサス」

農家 非農家

○ 農村では、昭和45年以降、一貫して人口が減少基調。また、都市部に比べて20年程度早く高齢化が
進行。

○ 他方、非農家は相対的に増加し、都市的地域を除く全ての地域において、集落に占める非農家の割
合が、７ポイント上昇し、農家の占める割合は２割程度。

○農村・都市部の人口と高齢化率

都市的地域

○混住化の推移(地域類形別)

農家の割合は約２割

平地農業地域 中間農業地域 山間農業地域

都市的地域を除いて集落に占める非農家の割合
は7%上昇

20年程度先行
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第１章 農業・農村構造の変化
１．農村地域の人口減少と高齢化、混住化の進行
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資料：総務省「国勢調査」、国立社会保障・人口問題研究所「都道府県の将来人口推計(平成
25年3月推計)」を基に農林水産省で推計。

注：ここでは、国勢調査における人口集中地区（DID）を都市、それ以外を農村とした。
なお、高齢化率とは、人口に占める65歳以上の高齢者の割合。



○ 農家及び基幹的農業従事者が減少し、高齢化が進行する一方、担い手の利用面積は農地面積全体の５
割となっており、少数の担い手が農地の大宗を耕作する構造へと変遷。
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○農家人口・基幹的農業従事者の推移と65歳以上の割合

資料：農林水産省「農林業センサス」、「農業構造動態調査」

農家及び基幹的農業従事者は年々減少

基幹的農業従事者数
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２．農家数の変遷と担い手への農地集積の状況
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○ 農地面積に占める担い手の利用面積の推移

農地面積の約半数を
担い手が利用

担い手の農地利用
集積率（右目盛）

農地面積に占める担い手の利用面積
※（ ）書きは借入地・作業受託地

（113）（106）（104）（103）（100）（99）
（68）

（43）

資料：農林水産省「農業経営構造の変化」
注：「担い手の利用面積」とは、認定農業者（特定農業法人含む）、市町村基本構想の水準到達者、特定農業団体（平成15（2003）年度から）、集落営農を一括管理・運営してい

る集落営農（平成17（1995）年度から）が、所有権、利用権、作業委託（基幹３作業 耕起・代かき、田植え、収穫）により経営する面積。



資料：農林水産省「農林業センサス」
注：「販売農家」とは、経営耕地面積が30a以上又は調査期日前１年間における農産物販売金額が50万円以上の農家をいう。

「自給的農家」は、経営耕地面積が30a未満で、かつ、調査期日前１年間における農産物販売金額が50万円未満の農家をいう。
北海道を除く都府県のデータを集計

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

昭和60年 平成2年 平成7年 平成12年 平成17年 平成22年 平成27年

自給的農家

0.3～1.5ha
1.5～5.0ha
5ha以上

○ 担い手への農地集積が進展する一方、自給的農家を含む小規模農家は依然として多数存在しており、
大規模経営体と小規模農家の二極分化や、土地持ち非農家の増加も進行。
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３．大規模経営体と小規模農家への二極分化及び土地持ち非農家の増加
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資料：農林水産省「世界農林業センサス」
注：「農家」とは、経営耕地面積が10ａ以上の農業を営む世帯または農産物販売金額が年間15万円以上ある世帯。
「土地持ち非農家」とは、農家以外で耕地及び耕作放棄地を５ａ以上所有している世帯。
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注：「農業経営体」とは、農産物の生産を行うか又は委託を受けて農作業を行い、生

産・又は作業に係る面積が一定の基準※を満たす者をいう
※農林業センサス規則（昭和44年農林省令第39号）第２条第２項に定める基準



資料：ほ場整備をすすめる土地改良区（n=301）に対する調査結果
調査期間 平成23年10月～11月

○農道・水路や畦畔法面の管理に係る課題
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第１章 農業・農村構造の変化
４．農業・農村構造の変化に伴う課題
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○ このような農業・農村構造の変化により、農村の人的資本の減少及び農村協働力の低下が見込ま
れ、担い手の農作業の負担が増えるとともに、地域コミュニティの維持や農地・農業水利施設の保全管
理に支障が生じるおそれ。

○総戸数規模別にみた集落活動の変化
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資料：農林水産政策研究所
※：1990年、2000年、2010年全てで調査対象となった125,120集落の抽出集計による。
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○ 「土地改良長期計画」では、「日本再興戦略2016」を踏まえ、平成35年度までに全農地の８割を担
い手に集積することが目標として掲げられており、担い手への農地集積が今後さらに進展することが
見込まれる。

○ さらに、同長期計画では、担い手の農作業の負担軽減・安全確保や、営農形態の変化に対応した水
利用の高度化を図るため、大区画化等に伴う施設の合理化に加え、法面を自走可能な除草ロボットや
遠隔監視や操作を可能とするICTの導入、パイプライン化や給水の自動化等による新たな農業水利シス
テムの構築など、新技術の導入を積極的に推進することとしている。
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第２章 農業農村整備に関する近年の政府の動向
１．土地改良長期計画

第２ 具体的施策
３ 攻めの農林水産業の展開と輸出力の強化
（１）KPIの進捗状況

「今後10年間（2023年まで）で全農地面積の８割が
担い手によって利用される」

（２）新たに講ずべき具体的な施策
ｉ）生産現場の強化

⑤生産現場の周辺にある優れた知見の結集・活用
（エ）革新的技術の導入による生産性の抜本的改善

・ 生産基盤の整備に当たっては、ICTの活用によ
る水管理の省力化技術の導入等を推進する。

土地改良長期計画（平成28年８月24日閣議決定）
第３ 政策課題を達成するための目標と具体の施策

３ 目指す成果と達成に向けて講ずべき施策
（１）政策課題Ⅰ：豊かで競争力ある農業

（１-２）担い手の体質強化
日本再興戦略2016 における担い手への農地利用集積の

目標８割（平成35 年度まで）の達成を実現するため、農地
整備事業と農地の公的な中間的受皿として各都道府県に整
備された農地中間管理機構との連携をさらに強化し、中山間
地域も含めて、集積・集約化に資する農地の大区画化、排
水改良等の基盤整備を一層推進する。
（中略）さらに、水田や畑地における担い手等の農作業の
負担軽減・安全確保や、営農形態の変化に対応した水利用
の高度化を図るため、大区画化等に伴う施設の合理化に加
え、法面を自走可能な除草ロボット、遠隔監視や操作を可
能とするICT  の導入や、パイプライン化や給水の自動化等
による新たな農業水利システムの構築、GPS による農業機
械の自動操舵システムや地下水位の自在の調整が可能な地
下水位制御システム等の省力化技術の導入を積極的に推進
する。

日本再興戦略2016（平成28年６月２日閣議決定）
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第２章 農業農村整備に関する近年の政府の動向
２．土地改良法の改正［（1）平成29年度の改正（平成29年９月施行）］

○ 今後、高齢化の進行に伴い、農地中間管理機構への貸付けは増加する見込み。その際、基盤整備が
十分に行われていない農地については、担い手が借り受けないおそれ。一方、農地中間管理機構に貸
し付けた所有者は基盤整備のための費用を負担する用意はなく、このままでは基盤整備が滞り、結果
として、担い手への農地の集積・集約化が進まなくなる可能性。

○ 国土強靱化基本法を踏まえ、国・地方公共団体の判断による、農業用用排水施設の耐震化事業の迅
速な実施が求められている状況。また、土地改良施設の突発事故が年々増加。

○ このため、土地改良法の改正により、農用地の利用集積の促進に関する措置、防災及び減災対策の
強化に関する措置、事業実施手続の合理化に関する措置等の土地改良制度の仕組みの見直しが行われ
た。

○ 国又は都道府県が行う土地改良事
業の申請人数の要件(15人以上)の廃
止

（第85条）

○ 農業用用排水施設の耐震化を目的
として国又は地方公共団体が急速
に行う土地改良事業の創設。

（第87条の４）
事業参加資格者の申請なく実施できること
とし、その費用負担・同意は原則として不
要

○ 農地中間管理機構が借り入れてい
る農地について、農業者からの申請に
よらず、都道府県営事業として、農業
者の費用負担や同意を求めない基盤整
備事業を実施できる制度を創設

(第87条の３、第91条、第91条の２及び第92条の２)
公共性・公益性の観点から、

① 農地中間管理機構が借り受けている農地で、
かつ、一定規模以上の面的まとまりがあること
② 農地中間管理機構の借入期間が相当程度ある
こと
③ 担い手への農用地の集団化が相当程度図られ
ること
④ 事業実施地域の収益性が相当程度向上すること
を要件とする。
併せて、農用地区域からの除外規制強化のための措

置等を講ずる。

法律の概要

農用地の利用集積の促進
に関する措置

（土地改良法・農地中間管理事業法）

防災及び減災対策の強化
に関する措置
（土地改良法）

○ 土地改良施設の突発事故被害の
復旧事業に係る手続の簡素化

（第２条、第49条及び第87条の５）

○ 除塩事業を土地改良法上の災害
復旧事業として位置付け

（第２条）

事業実施手続の合理化
に関する措置

（土地改良法、水資源機構法）

○ 土地に共有者がある場合等、合わ
せて一人の事業参加資格者とみなす
とともに、代表者一人を選任する等
の措置

（第113条の２）

○ 技術革新等に起因する機能向上を
伴う土地改良施設の更新事業におけ
る手続の簡素化

（第48条、第85条の３及び第87条の２）
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第２章 農業農村整備に関する近年の政府の動向
２．土地改良法の改正［（２）平成30年度の改正（平成30年６月成立）］

○ 組合員の高齢化による離農や農地集積の進展に伴い、土地改良区の中で土地持ち非農家が増加し、
土地改良施設の維持管理や更新等が適切に行えなくなるおそれ。耕作者の意見が適切に反映される事
業運営体制に移行していくことが必要。

○ 組合員数や職員数の減少により、土地改良区の業務執行体制が脆弱化する中で、適正な事業運営を
確保しつつ、より一層の事務の効率化が必要。

○ このような背景を踏まえ、土地改良区の組合員資格に関する措置、土地改良区の体制の改善に関す
る措置等の法改正が行われた。

○ 所有者から耕作者への資格交替に係る農業委員会の承認制の廃止（届出制の導
入）（第３条第２項）

○ 農地中間管理機構が農地の貸借を行う場合の資格得喪通知の手続簡素化
(第43条第３項)

○ 貸借地の所有者又は耕作者で事業参加資格がないものに准組合員（※１）の資格
を付与（第15条の２から第15条の４まで、第32条第４項及び第36条第２項）

※１ 議決権・選挙権を有しないが、総会に出席して意見を述べることが可能。また、組合員との間で賦
課金・夫役の一部を分割して負担することが可能。

○ 理事の５分の３以上は原則として耕作者たる組合員（第18条第５項）

○ 利水調整規程を策定し、利水調整をルール化
（第30条第１項第２号及び第57条の３の２）

○ 地域住民を構成員とする団体に施設管理准組合員（※２）の資格を付与
（第15条の２から第15条の４まで、第32条第４項及び第36条の２）

※２ 議決権・選挙権を有しないが、総会に出席して意見を述べることが可能。また、土地改良施設の管
理への協力を求めることが可能。

法律の概要

土地改良区の組合員資格に関する措置 土地改良区の体制の改善に関する措置

○ 総代会制度の見直し（第23条）
・ 総代会の設置要件を組合員200人超から100人
超に引下げ

・ 総代選挙について選挙管理委員会による管理
を廃止

・ 総代の書面・代理人による議決権行使を導入

○ 土地改良区連合の事業範囲を運営事
務・附帯事業に拡大（第77条）

○ 決算関係書類として、収支決算書に
加え、原則として貸借対照表を作成
し、決算関係書類の作成・公表に係
る手続規定を整備（第29条の２）

○ 監事のうち１人以上は原則として員
外監事（第18条第６項）
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第２章 農業農村整備に関する近年の政府の動向
３．経済財政運営と改革の基本方針（骨太の方針）

○ 「経営財政運営と改革の基本方針2018（骨太の方針）」では、インフラの維持管理・更新等の社会
的課題解決に資する研究開発を推進。

○ また、第４次産業革命の社会実装により、人口減少・高齢化などの社会的課題を解決するSociety 
5.0を実現。農業分野においては、スマート農業の実現により、競争力強化をさらに加速。

経済財政運営と改革の基本方針2018（平成30年６月15日閣議決定）
第２章 力強い経済成長の実現に向けた重点的な取組

２．生産性革命の実現と拡大
（１）基本的な考え方

第４次産業革命の社会実装により、日本の強みを最大活用
して、誰もが活躍でき、様々な人口減少・高齢化、エネル
ギー・環境制約などの社会課題を解決できる、日本ならで
はの持続可能でインクルーシブな経済社会システムである
Society 5.0を実現する。

５．重要課題への取組
（２）投資とイノベーションの促進
（中略）認知症、ゲノム医療、革新的エネルギー技術、イン

フラ維持管理・更新等の社会的課題解決に資する研究開発
を、優先順位をつけて推進する。

（４）分野別の対応
①農林水産新時代の構築
AI・IoT等を活用したスマート農業の実現などにより競争

力強化を更に加速させる。

第３章 「経済・財政一体改革」の推進
４．主要分野ごとの計画の基本方針と重要課題
（２）社会資本整備等
（公的ストックの適正化）

建設現場の生産性を2025年度までに２割向上を目指し、
i-Construction を推進するとともに、官民研究開発投資拡大
プログラム等を活用しつつ、インフラデータプラットフォーム
の構築やデータのオープン化、デジタルデータ化の徹底、
大学や企業等と連携したオープンイノベーション によるロ
ボット、ＡＩ 等の先進技術の実装を進める。こうした新技術
の活用により、公共事業のコストを削減する。

インフラメンテナンス国民会議等を通じて、新技術の優良
事例の全国展開を図るほか、インフラ維持管理業務の効率
化に向けた取組方針を明らかにし、既存の計画に反映する。
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第２章 農業農村整備に関する近年の政府の動向
４．未来投資戦略

○ 未来投資戦略では、人手不足への対応や生産性の向上を進めるために、ICTを活用したスマート農
業を推進。

◯ 「未来投資戦略2018」を受け、自動走行農機等の導入・利用に対応した土地改良事業を推進するた
め、自動走行農機等に対応するための仕様を検討し、マニュアルや手引き等の整備を進めていくこと
が必要。

◯ ICT技術を活用し、農業用水の利用の効率化を図るため、現場実証と普及に向けた取組を加速する
ことが重要。

◯ 農業データ連携基盤を構築することにより、気象・水文、土壌、農地等農業に関するデータをフル
活用し、生産性の向上や戦略的な経営判断の実現につなげていくことが重要。

未来投資戦略2018（平成30年６月15日閣議決定）
第２ 具体的施策

Ⅰ．「Society 5.0」の実現に向けて今後取り組む重点分野と、変革の
牽引力となる「フラッグシップ・プロジェクト」等

[４]「地域」「コミュニティ」「中小企業」が変わる
１．農林水産業全体にわたる改革とスマート農林水産業の実現
（３）新たに講ずべき具体的施策

ⅰ）農業改革の加速
③データと先端技術のフル活用による世界トップレベルの「スマー

ト農業」の実現
イ）先端技術の実装
・国、研究機関、民間企業、農業者の活力を結集し、現場ニー

ズを踏まえながら、バリューチェーン全体を視野に、オープン
イノベーション、産学連携等を進め、AI、IoT、センシング技
術、ロボット、ドローンなどの先端技術の研究開発から、モデ
ル農場における体系的な一気通貫の技術実証、速やかな現場
への普及までを総合的に推進する。

・具体的には、以下のような取組を工程表を定めて推進する。
－遠隔監視による農機の無人走行システムの平成32年までの実
－ドローンとセンシング技術やAIの組み合わせによる農薬散布、

施肥等の最適化
－自動走行農機等の導入・利用に対応した土地改良事業の推進
－農業用水利用の効率化に向けたICT技術の活用
－スマートフォン等を用いた栽培・飼養管理システムの導入
－農業データ連携基盤を介した、農業者間での生育データの共

有やきめ細かな気象データの活用等による生産性の向上
－農業データ連携基盤の将来の展開を見据えた、農業者・食に

よるマーケティング情報、生育情報の共有等を通じた生産・出
荷 計画の最適化
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○ 農業・農村構造が変化し、農村の人的資本の減少が見込まれる中で、少数の担い手が競争力のある
農業を展開するためには、個々の担い手の農作業の負担軽減・安全確保や、営農形態の変化に対応し
た水利用の高度化等を図る必要がある。これを実現する手段として、ICT等の新技術の活用が期待。

○ 新技術は担い手の農業経営の発展に寄与。また、労働生産性の向上を実現し、６次産業化に取り組む
事例も見られる。

○ このような点を踏まえ、担い手政策を推進していくため、農村協働力の補完・向上の観点も含め
て、ICTを活用するなど地域に応じた生産基盤のあり方について検討。

13

最大 6.8 ha/区画

130 m

520
m

○ 大区画化（ 大6.8ha区画）を行った圃場に対してGPSガイダンス
システム搭載型トラクターを導入し蛇行や重複走行を軽減し、作
業時間を削減。

○ 大区画化やＩＴ化により創出され
た労働力を活用し、土地利用型作
物に加え、収益性の高い野菜等を
導入した複合経営を展開。

○トマトジュースや米粉パン等の加
工･販売に取り組む地域団体と連
携した６次産業化を推進。

○ 農作業の効率化を図るため、GISを活用した作業計画管理支援シ
ステム（PMS）を導入し、栽培管理作業を「見える化」。

○ システム会社と連携し、作業計画管理支援システムを改良。
○ 商品の売上や農薬、肥料等の仕入の管理機能を付与し、農作業管

理と経理事務を一元化。

作物別の作付状況や作業進捗状況を視覚的に表示

○ 新品種の酒米「吟のさと」を栽培し、県内の
酒造会社と連携して日本酒を製造。

○ 酒類の販売業免許を取得し、自社でも販売。
○ 日本酒や備前焼を海外にPRするプロジェクト

に酒米生産者として参画。オーストラリアで
試飲会を開催。
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第３章 社会情勢の変化を踏まえた検討事項
１．担い手政策の推進に資する生産基盤の在り方

事例：新技術を活用した産地収益力の向上事例：新技術を活用した産地収益力の向上

北海道士別市の事例 岡山県岡山市の事例



○ 農業・農村の構造変化により農村協働力の低下が見込まれる中、時代の変化に応じた農村協働力の
深化を積極的に図ることが重要。

○ 先進的な取組を行っている地区では、“地縁的な”農村協働力の充実を図るとともに、集落を越え
た地域等との新たな関係を導入した“開かれた”農村協働力を発揮している事例も見られる。

○ このような先進事例を踏まえつつ、新たな農村協働力を形成し、多様な主体が農村に住み続けるよ
うな、強くしなやかで魅力ある農村社会の構築に向けた方策について検討。
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第３章 社会情勢の変化を踏まえた検討事項

２．多様な主体が住み続ける農村社会の構築

事例：６次産業化や地域イベントを通じた農村協働力
の醸成（宮崎県高鍋町）

事例：６次産業化や地域イベントを通じた農村協働力
の醸成（宮崎県高鍋町）

事例：地域の防災活動を通じた農村協働力の醸成
（大阪府和泉市）

事例：地域の防災活動を通じた農村協働力の醸成
（大阪府和泉市）

多⾯的機能⽀払の活動組織
「染ヶ岡地区環境保全協議会」が
畑地等の保全管理を実施。
キャベツ畑に景観形成や緑肥と
して活⽤できるヒマワリを植栽し
たことをきっかけに、商⼯団体、
観光協会、地元建設会社等が参画
し、町を挙げた「きゃべつ畑のひ
まわり祭り」として定着。

・商⼯会議所が中⼼となり、キャ
ベツをメイン⾷材としたご当地グ
ルメ「⾼鍋ロールキャベツ丼」を
開発し、町内の飲⾷店で提供
・緑肥としてヒマワリを植栽した
畑で収穫されたキャベツを「ひま
わりキャベツ」として商標登録

商⼯団体
観光協会
建設会社

商⼯会議所

○景観形成・地域イベントの実施

○⾼付加価値化

・⼟地改良区の理事⻑が、
災害時に農業⽤⽔を防災⽤
⽔として利⽤することを⼤
阪府に提案
・和泉市と調整し、⼟地改
良区、府、市の三者で防災
協定を締結

・協定に基づき、農業⽤⽔
を⽣活⽤⽔や消⽕作業に活
⽤する訓練を実施
・平成27年には、⾃衛隊の
協⼒を得た防災訓練も実施

○防災協定の締結

○防災訓練の実施

⼤阪府
和泉市

⼟地改良区

地域住⺠
⾃衛隊
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