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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
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○ 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

4

19 
26 

36 
43 

50 
58 62 

0

10

20

30

40

50

60

70

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

○経営耕地面積5ha以上の販売農家数の推移
（千戸）

○ 農家及び土地持ち非農家の推移

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

35.9 

53.5 

68.4 

74.7 

75.1 

74.5 

67.7 

54.9 

66.6 

70.6 

74.4 

76.1 

78.6 

80.6 

63.6 

92.5 

96.1 

96.8 

96.9 

96.6 

93.4 

40.3 

49.7 

63.0 

71.4 

74.0 

76.1 

73.2 

76.4 

84.5 

84.3 

85.6 

85.8 

85.6 

86.1 

92.3 

99.2 

99.6 

99.7 

99.7 

99.6 

99.2 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

4戸以下

5～9戸

10～19

20～29

30～49

50～99

100戸以上

4戸以下

5～9戸

10～19

20～29

30～49

50～99

100戸以上

4戸以下

5～9戸

10～19

20～29

30～49

50～99

100戸以上

1990年

2010年

実

行

組

合

が

あ

る

寄

り

合

い

を

開

催

農

業

用

排

水

路

を

管

理

（％）

（総戸数規模）

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



第３章 社会情勢の変化を踏まえた検討事項
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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。

社会情勢の変化を踏まえた次世代の農業・農村の構築

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



第４章 担い手政策の推進に資する生産基盤の在り方
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○ 政府が提唱するSociety 5.0が実現する社会では、IoTで全ての人とモノがつながり、様々な知識や
情報がビッグデータとして共有され、AIにより必要な情報が必要な時に提供されるようになる。そし
て、ロボットや自動走行車などの技術により、少子高齢化、地方の過疎化、貧富の格差といった現代
社会が抱える課題の克服を目指すとしている。

社会情勢の変化を踏まえた次世代の農業・農村の構築

第４章 担い手政策の推進に資する生産基盤の在り方
１．農業農村整備における新技術活用の意義[（１）新技術に期待される効果］
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スマート農業の加速化（H29.2.6未来投資会議 構造改革徹底推進会合 農水省提出資料）

AI：
Artificial Intelligence, 人工知能

IoT：
Internet of Things, モノのインターネット, 
様々な「モノ（物）」がインターネットに接
続され、情報交換することにより相互に制御
する仕組み

ビッグデータ：
デジタル化の更なる進展やネットワークの高
度化、またスマートフォンやセンサー等IoT
関連機器の小型化・低コスト化によるIoTの
進展により、スマートフォン等を通じた位置
情報や行動履歴、インターネットやテレビで
の視聴・消費行動等に関する情報、また小型
化したセンサー等から得られる膨大なデータ



○ 農業・農村の構造が変化し、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る中で、少数
の担い手が競争力のある農業を展開するには、こうした新技術の農業分野への活用により、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ことが必
要。

○ これらの新技術の多くは、研究開発や現地実証段階にあり、農家等の関心を高めていくため、その
具体的な効果等を積極的に発信していくことが必要。

社会情勢の変化を踏まえた次世代の農業・農村の構築

第４章 担い手政策の推進に資する生産基盤の在り方
１．農業農村整備における新技術活用の意義[（１）新技術に期待される効果]
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①農業水利施設の水管理・施設管理の省力化 ②農作業の品質向上 ③施工コストの削減

④農業水利施設情報の蓄積、共有化、継承と
合意形成への寄与

⑤新規就農者も働きやすい就業環境の提供 ⑥降雨予測に基づく効率的な施設管理

○新技術活用により期待される農業農村整備における効果

水管理システムの導入 UAV（ドローン）によるピンポイント農薬散布 情報化施工の活用

ため池防災支援システム自動走行農機を活用できる基盤整備

農地中間管理権
のある農地や未整
備農地を見える化



明治期 昭和30年代～ 平成～ 現在～次世代

営
農
技
術

基
盤
整
備

＜田区改正、耕地整理法＞
乾田で蓄力を使い、深耕で生産

性の向上を目指す新農法において
水田作業を容易にするための形状
整形を実施。耕地の整形・交換を
行うと同時に暗渠により排水改良
を行った。
区画の大きさ：例 10間×30間

（約18m×約54m）

＜ほ場整備事業＞
昭和30年代後半からトラクター利

用に田植機、自脱型コンバインが結
びつき昭和45年頃には一貫した機械
化体系が完成。機械化の進展により、
より広い区画への要求が高まった。
区画の大きさ：30m×100m

＜高度利用集積ほ場整備事業、
担い手育成基盤整備事業等＞
ハード面では大区画化を進め、ソ

フト面では担い手への農地の流動化
を要件に補助率のかさ上げ等を行い、
30aを超える大区画ほ場整備を進展。
大区画化に合わせて、ラジコンヘリ
や大型機械の導入も図られた。
区画の大きさ：例 80m×125m

農地の大区画化、汎用化を推進し、
担い手に引き継がれる農業生産基盤を
整備。さらに、次世代に向けて、自動
走行農機やUAV、ロボット、水管理の
ICT化等の新技術を導入・応用する基盤
を構築。

○ 我が国では、稲作伝来より、人力による耕作から鉄器や牛馬力の導入による農地の拡大・効率化、
近世に入ってからは動力ポンプやコンクリート技術の導入を経て、営農作業の機械化に適合した大区
画化・汎用化が行われるとともに、水路の管路化や水管理の電気制御など、その時々の先端技術が展
開できる基盤の整備が農業農村整備により整えられてきた。

○ 次世代に向けて、農業農村整備においては、進展著しいIoT、ビッグデータ、AI、ロボットなどの新
技術を導入・応用する基盤を構築していく必要。

社会情勢の変化を踏まえた次世代の農業・農村の構築

第４章 担い手政策の推進に資する生産基盤の在り方
１．農業農村整備における新技術活用の意義[（２）技術開発と農業農村整備]
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乾田馬耕 トラクター、田植機、コンバイン
ラジコンヘリ・大型機械

自動走行農機・ICT活用によるほ場
の水管理資料：大地への刻印 農業土木歴史研究会編著 資料：大地への刻印 農業土木歴史研究会編著



分水工

分水工 中央管理所

ダム

ほ場レベル

幹線レベル

支線レベル

土地改良区

水利組合

農家

ゲート

管理主体 管理する施設

頭首工

ゲート

給水栓

頭首工

用水ブロック 用水ブロック

社会情勢の変化を踏まえた次世代の農業・農村の構築

第４章 担い手政策の推進に資する生産基盤の在り方
２．地域やユーザーのニーズに応じた多様な新技術[（１）基幹レベルとほ場レベルの新技術]

19

○ 農業用水は、ダム、頭首工等の施設から幹線水路を通じて支線水路からほ場へと送水されており、
土地改良区、水利組合、農家が重層的に役割分担したうえで管理。

○ 幹線レベルの水路は土地改良区が管理。支線レベルの水路は水利組合、ほ場レベルの水路は農家が
管理。

○ 現在の水管理は、同じような営農形態の農家が平均的な営農を行った場合の水需要等を前提とした
システムになっている。また、管理担当者による管理は経験や勘に頼るところがある。



社会情勢の変化を踏まえた次世代の農業・農村の構築

第４章 担い手政策の推進に資する生産基盤の在り方
２．地域やユーザーのニーズに応じた多様な新技術[（１）基幹レベルとほ場レベルの新技術]
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○ 規模拡大を進める担い手のニーズに応えるため、ほ場レベルでのICTの活用（遠方監視・操作、自動
化）を進め、ほ場の水位や水温等の確認や給排水口の操作等の水管理労力の軽減、農産物の品質・収
量の向上を図ることが必要。

○ さらに、基幹水利施設との一体的な水管理システムを構築することにより、ほ場レベルの水需要に
応じたきめ細かな水利用を実現し、水資源の有効活用を推進することが必要。

幹線用水路

（基幹施設）

(支線施設)

支線用水路

スマートフォン
タブレット

ほ場に行かなくても、
給排水口を遠隔操作
できるように！

今の時期は水が不足
しないよう、給水し
ておこう！

末端用水路
(末端施設)

土地改良区管理 水利組合/農家の管理

気温や水温、

降雨、水位データ

低温時の

深水管理

早生

中生

晩生

給排水口を遠隔操作

各ほ場の給排水口の操作に応じ
て、支線分水施設から自動送水

ほ場レベルにおけるICTの活用による水管理基幹水利施設からほ場レベルまでの一体的な水管理

○ほ場レベルの必要水量を、クラウドにより
中央管理所で把握

○必要水量に応じて、取水量や各水路への配
水量を遠隔操作（送水状況をクラウドで農
家等と共有）

調整施設

クラウド

データの
収集、共有

○ほ場内の気温や水位等のデータ
をスマートフォン等により確認

○データを踏まえ、ほ場への給排
水をスマートフォン等で操作

担い手の水管理労力を軽減

水需要に応じたきめ細かな水利用を実現



社会情勢の変化を踏まえた次世代の農業・農村の構築

第４章 担い手政策の推進に資する生産基盤の在り方
２．地域やユーザーのニーズに応じた多様な新技術[（２）地域特性に応じた新技術の開発導入]
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○ 自動走行農機やUAV（ドローン）など、生産コストを低減し、労働生産性を向上させる新技術の多
くは、平地農業を主な対象として、現在、研究開発や現場実証、導入が進められている。

○ 一方、中山間地域を対象とした新技術としては、労働力不足や鳥獣被害の増加など、現場が抱える
様々な課題に対応した研究開発が進められている。

○ 平地や中山間地域等それぞれの地域における新技術のユーザーは、それぞれ多様なニーズを有して
おり、それらのニーズに応える多様な新技術の研究開発を進めていくことが重要。

○ 新技術を普及するにあたっては、農家が導入しやすいように安価な除草ロボット等を開発したり、
新技術を導入する際に広く普及が進むスマートフォンやタブレットを活用したりすることにより、低
コストで「身の丈に合った新技術」の研究開発、現場実証等を行うことが必要。

○ 国営事業等を通じて、このような新技術の現場実証をモデル的に進め、その効果や課題等を抽出し、
他の国営事業や補助事業と共有することにより、新技術の普及を図ることが重要。

中山間地域における新技術の活用例中山間地域における新技術の活用例平地における新技術の活用例平地における新技術の活用例

⾃動⾛⾏トラクター
生育マップ

自動走行農機 UAVによる防除へのセンシング技術
の活用

ICTを用いた鳥獣被害対策 傾斜地に対応した草刈機



社会情勢の変化を踏まえた次世代の農業・農村の構築

第４章 担い手政策の推進に資する生産基盤の在り方
２．地域やユーザーのニーズに応じた多様な新技術[（３）開発段階にある技術と実用段階にある新技術]
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○ 開発段階にある新技術については、新技術に対応する農業生産基盤の仕様の検討などを通じて農業
農村整備への導入・応用を図ることが重要。

○ 実用段階にある新技術については、現場レベルで営農や施設の維持管理に効果的に導入・応用する
ための技術・ノウハウを蓄積・体系化するとともに、技術指針や各種基準に反映させ、その普及を図
ることが必要。

実用段階にある技術の例：地下水位制御システム実用段階にある技術の例：地下水位制御システム開発段階にある技術の例：自動走行農機開発段階にある技術の例：自動走行農機

⾃動⾛⾏トラクター ⾃動⾛⾏⽥植機

・自動走行農機に対応する農地整備の仕様をどのように
するかなど農業農村整備への新技術の導入・応用が課
題。

・農業者が現場レベルで同システムをより効果的に活用し、
品質向上を図るための技術・ノウハウの蓄積・体系化や
その普及が課題。



○ ICTを活用した情報化施工の導入により、「測量」における現況図の作成、「設計」における設計図の作成と工事
数量の計算、「施工」における丁張りの設置等を大きく省力化することが可能であり、これにより、熟練技術者の
不足を補い、事業現場の生産性向上が期待。

○ 農業農村整備事業における情報化施工の推進にあたっては、

① 情報化施工に係る実態把握調査を行い、基準・マニュアルの整備、取組事例の収集を行うこと、また、研修
会・勉強会の開催等により情報化施工の普及促進を図ること

② モデル事業を実施し、その効果を実証するとともに、現場への導入における課題を分析した上で、更なる普
及方法を検討すること

③ 情報化施工で得られた３次元データを農機等の自動走行に転用するなど、営農面への活用を図っていくこと

が必要。

23社会情勢の変化を踏まえた次世代の農業・農村の構築

第４章 担い手政策の推進に資する生産基盤の在り方
３．次世代の農業・農村の構築に向けた新技術の活用方策[（１）施工時における新技術の活用（情報化施工）]

営 農

施工時におけるＩＣＴ活用イメージ

①３次元測量
UAV等による写真測量
により、短時間で面的
な測量が可能

④検査の省力化
①の測量を活用した検査
により、出来形書類を省
力化

③ＩＣＴ建設機械による施工
設計データや現地盤データを建設機械の
オペレータに提供

②３次元測量データ
による設計
①で得られたデータと設
計図面との差分により数
量を自動算出

検 査施 工設 計測 量

⑤営農面への活用
情報化施工で得られた３次元デー
タを農機等の自動走行に転用



○ 近年、施設の老朽化等による農業水利施設の突発事故が増加。

○ 施設の機能診断・保全技術、状態監視技術等の高度化により、維持管理の省力化・効率化を図る
ことが必要であり、ICTを活用したストックマネジメント技術の高度化・省力化が急務。

○ 国が造成した農業水利施設等の情報を一元的に管理する農業水利ストック情報データベースに情
報を蓄積・集約化し、効率的な維持管理、さらに適切な工法選定等補修・更新等に活用し、戦略的
な保全管理を推進。

○ UAV等のロボットやICT等を活用した機能診断・施設監視等に資する技術開発を進め、これらに関
するマニュアルの整備や現場での実証試験等を実施。

24社会情勢の変化を踏まえた次世代の農業・農村の構築

第４章 担い手政策の推進に資する生産基盤の在り方
３．次世代の農業・農村の構築に向けた新技術の活用方策[（２）ストックマネジメントの高度化]

農業水利ストック情報データベース農業水利ストック情報データベース

・農業水利ストック情報データベースは、国営造成施設の施
設諸元、補修履歴、機能診断や点検整備結果等の情報を体
系的に整備したシステム。

・登録された情報を県単位の情報プラットフォームに蓄積し、
地方公共団体や土地改良区等と共有。施設の機能保全計画
等の策定等に活用。

戦略的な保全管理の推進

③機能保全計画の策定

点
検
情
報

支援

補修等情報 診断情報

農業水利ストック情報ＤＢ

維持管理費情報

補修等履歴情報

施設基本情報

機能診断情報

④施設監視

②機能診断

【施設造成者】

【施設造成者】
【施設管理者】

【施設造成者・施設管理者】

①日常管理
（施設監視）

⑤対策工事

補修
補強
更新

【施設管理者】

ロボットによる管水路の漏水位置特定と
状況把握技術

ロボットによる管水路の漏水位置特定と
状況把握技術

UAVによる水路、海岸堤防の点検UAVによる水路、海岸堤防の点検

自律飛行・自動撮影

GPS基準局

各種センサー計測

・写真

・レーザ点群

・⾚外線 等

UAV計測

GPS補正制御

コントローラ

３次元モデル化

CLOUD

情報可視化
変状抽出・台帳作成

・複数枚の画像からひび
割れ等の変状箇所を計
測
・データとして蓄積・保存台帳

漏水探査ロボット水中マイク

漏水音の判別

継手からの漏水

管体の破裂

・管路の空気弁から投入し、管路内を流下。水中マイクに
より管内音を収集し、周波数分析により漏水音を判別。

・ジャイロセンサと水中超音波により自機位置を把握。
・空気弁からの回収が可能。

・ＵＡＶにデジタルカメラ、レーザ、マルチスペクトルカ
メラ等を搭載し、上空から手軽に画像撮影。

・画像処理により、線的、面的、立体的な数値情報を取得。
・ＵＡＶで撮影した画像等からひび割れ等の変状を自動的
に検出。

・異なる２つの時間の３次元モデルの差異から変状個所を
抽出。



○ 豪雨・地震時の施設情報をリアルタイムで予測・表示する情報システムについて、研究機関、施設
管理者等とともに実際の利用形態を踏まえた研究開発・実用化を進める。

○ 関係者間の迅速な情報共有を図り、住民の早期避難や破堤時の二次被害の防止等に役立てることが
重要。
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第４章 担い手政策の推進に資する生産基盤の在り方
３．次世代の農業・農村の構築に向けた新技術の活用方策[（３）防災情報の共有]

地震時の決壊予測

っっっっっっっっっｚ

他機関からの情報の活用

1

下流域の被害予測

ため池管理者への情報提供

降雨前の
水位低下 等

避難勧告等

他省庁情報
（道路、河川、土砂災害など）

豪雨・地震情報

基礎情報・被災情報 ため池データベース

ため池決壊時の下流被害予測

ため池情報の収集・管理 地方公共団体への
情報提供

都道府県、市町村

豪雨時の決壊予測

国への情報提供
決壊予測

下流被害
予測

農林水産省、他府省庁

地震情報
豪雨情報
基礎情報
被災情報
他機関情報

ため池防災支援システム

平常時・災害直後の情報の収集・管理 ため池の決壊・被害予測 情報提供

SIP4D ため池
防災支援
システム

ため池防災支援システムによる情報共有ため池防災支援システムによる情報共有

水利組合
土地改良区
市町村 等連鎖決壊予測

土石流

道路

ため池
決壊

河川氾濫

避難所

学校 ため池

病院

ため池被害情報状況図



社会情勢の変化を踏まえた次世代の農業・農村の構築

第４章 担い手政策の推進に資する生産基盤の在り方
３．次世代の農業・農村の構築に向けた新技術の活用方策[（４）GISを活用した保全管理体制の構築と合意形成の促進]

○ 農業水利施設の持続的な保全管理を推進するため、GIS（地理情報システム）を活用した情報の可視
化、関係者間での情報共有を図り、関係者が一体となって保全管理体制の構築を図ることが重要。

26

農村地域の地域資源をデータベース化

現地調査にモバイル端末
を持ち出し、破損箇所を
地図の位置を確認。

モバイル端末に地図で
場所を記録し、破損状
況を撮影。

修復プランを検討。破損箇所発見

排水路での生き物調査
と景観調査

モバイル端末を現地に持
ち出し、生き物の生息地
点と写真、景観の写真を
記録。

同定できない生き物は、
専門家にメールで写真を
送信。

生き物の生息分布、景
観の移り変わりのデー
タを蓄積。

水路施設管理での利用

事例：GIS活用による地域資源保全（山形県河北市）事例：GIS活用による地域資源保全（山形県河北市）

環境情報管理での利用

様々な情報が層になって入っている

用水路、排水路の色分け表示と
路線番号を管理

水路の幅、材質、型番、施工年次が整理できる



社会情勢の変化を踏まえた次世代の農業・農村の構築

第４章 担い手政策の推進に資する生産基盤の在り方
３．次世代の農業・農村の構築に向けた新技術の活用方策[（４）GISを活用した保全管理体制の構築と合意形成の促進]

○ また、GISの活用により、地域の情報が整備・共有されることで、地域の合意形成を促進することが期
待。
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事例：GISを活用した合意形成の促進（石川県）事例：GISを活用した合意形成の促進（石川県）

県土連が運用するGISである水土里情報シス

テム（Web版農地・施設情報管理システム）に

おいて、ほ場整備済エリアと未整備エリア及

び農地中間管理権が設定されている農地を合

わせて表示し、農地の集積状況を視覚的に把

握する取組を実施。

ほ場整備が未整備の農地のうち、中間管理

権が集中して設定されている区域を優先的に

ほ場整備事業を計画することにより、担い手

への農地集積を効率的に行うことができるよ

う、農地中間管理事業の管理台帳としての活

用を図る。

取組概要

農振農用地

整備済エリア

整備済エリア内
中間管理権設定農地

未整備エリア内
中間管理権設定農地

A.農振農用地エリア
B.ほ場整備済エリア

C.農地中間管理権設定農地

AからCを重ね合せた図面



○ 農業が抱える課題を解決し、農業の担い手がデータを使って生産性向上や経営改善に挑戦できる環
境を生み出すため、データ連携・共有・提供機能を有する農業データ連携基盤を構築（2019年４月本
格稼働予定）。

○ 農林水産省は、農地の区画形状や用排水の整備状況をはじめとする農業関連データを農業データ連
携基盤に提供しており、農業データ連携基盤によって、様々なデータの統合や分析・活用等、データ
を駆使した農業が可能になることで、生産性の向上や戦略的な経営判断を実現。
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第４章 担い手政策の推進に資する生産基盤の在り方
３．次世代の農業・農村の構築に向けた新技術の活用方策[（５）農業データ連携基盤]

農業データ連携基盤：WAGRI農業データ連携基盤：WAGRI

システムやデータを連携した総合的な解析により、収量、品質の
向上を実現。

農業データ連携基盤を通じて様々なデータを提供し、農家
の戦略的な経営判断を⽀援することが可能。

【データ連携の効果】 【データ活⽤のイメージ】

▲農地データと⺠間企業が提供する営農管理システムを重ね合わせて利⽤



第５章 多様な主体が住み続ける農村社会の構築

社会情勢の変化を踏まえた次世代の農業・農村の構築
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○ 農業・農村構造の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。

○ 農業・農村構造の変化により“地縁的な”農村協働力の充実を図るとともに、今後は、集落を越え
た地域、都市の人々等との新たな社会的関係を導入した“開かれた”農村協働力の拡大を図ることが
必要。
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都市⾏政 農村

Linking

（結合型）

Bridging

（橋渡し型）

Bridging

（橋渡し型）
農家

地域住⺠
企業団体
農業団体
⾃治会など

農家
地域住⺠
企業団体
農業団体
⾃治会など

国
県

市町村

都市住⺠
⼤学
企業

NPOなど

開かれた農村協働力（橋渡し型、結合型）

地縁的な
農村協働力

農業生産活動の活性化
• 高収益作物の導入
• 担い手の育成、農地集積
• ６次産業化
• 新技術の導入

暮らしを支える
相互扶助活動

• 介護・福祉サービス
• 配送・移送サービス
• 子育て支援

地縁活動
• 農業施設等の保全管

理、用水管理
• 防犯・防災活動
• 寄り合い、地域行事

地域資源を活用した地域活性化
• 特産品の開発
• 都市農村交流
• 移住・定住事業
• 再生可能エネルギーの活用

Bonding
（内部結束型）

地縁的な
農村協働力

Bonding
（内部結束型）

地域内外の多様な主体の協働による地域の維持・活性化

社会情勢の変化を踏まえた次世代の農業・農村の構築

第５章 多様な主体が住み続ける農村社会の構築
１．農村協働力を醸成する契機としての農業農村整備事業の役割



○ 農村協働力は機能させるほど強固になることから、機能させるための最初のきっかけが重要。農業
農村整備事業は、農村協働力を機能させるきっかけとしての役割を果たしうる。

○ また、農業生産基盤の整備や美しい農村環境の創造は、地域住民が地域の魅力を再認識し、地域活
動に取り組む契機となり得る。
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第５章 多様な主体が住み続ける農村社会の構築
１．農村協働力を醸成する契機としての農業農村整備事業の役割

事例：多様な主体の協働による地域活性化
の取組（岐阜県羽島市）

事例：多様な主体の協働による地域活性化
の取組（岐阜県羽島市）

事例：農道整備を契機とした都市農村交流
（山梨県甲州市）

事例：農道整備を契機とした都市農村交流
（山梨県甲州市）

事例：環境配慮施設の整備を契機とした
多様な主体が参加した環境活動
（三重県桑名市）

事例：環境配慮施設の整備を契機とした
多様な主体が参加した環境活動
（三重県桑名市）

○甲州市の景観計画の策定にあた
り、玉宮地区の住民が参加した
ワークショップを開催し、地区
内で富士山が眺望できるポイン
トを抽出。

○地域で「玉宮フットパスの会」
を立ち上げ、夏に「桃狩りフッ
トパス」、秋の「ぶどう＆野菜
狩り」、冬の「星空のワイン
会」（いずれも婚活イベント）
を開催。

従前は、軽トラックが入れないほど狭小だった農道を整
備するとともに、景観に配慮した石積み水路やこげ茶
色のガードレールの整備を実施。

↑整備前

↑整備後

↑ ビオトープ
土水路を玉石積水路に整備

し、水路脇に設置。

↑ 粗石付き魚道
生息域の連続性を確保する

ため、落差工を撤去し魚道を
新たに整備。
円弧状に埋め込まれた玉石

が浅いプールを形成。

○土地改良区が主体となって、
地域住民を含めた「ヒメタ
イコウチ・ホトケドジョウ
保存会」を設立。

○モニタリング調査や生き物
観察会を実施。

圃場整備事業の実施
集落営農組織の設立

農地整備環境機能増進事業の
実施、「市之枝地域づくり
ネットワーク協議会」の設立

平成９年度 平成14年度

「いちのえだ田園フラ
ワーフェスタ」の開始

市政50周年記念事業とし
て、羽島市と共同開催

平成15年度平成16年度

市之枝地域づくりネットワーク協議会

生き物調査

【活動内容】
・景観形成
・生態系保全
・ﾌﾗﾜｰﾌｪｽﾀの運営 等

ほ場整備の実施に際し、営農に係る体制が整備され
る中、受益農家を含めた地域住民が生活環境と自然
環境の調和を意識することで設立。

いちのえだ田園フラワーフェスタ

ほ場整備により整備された道路沿いの水田に季節の花
（レンゲ・ひまわり・コスモス）を植栽。毎年、県内外からお
よそ２万人の観光客が訪れ、市の観光資源の一つとして
も成長。

区画整理等の通常の整備に加え、希少生物が生息す
る環境を保全するため、既設石積水路の現況保存や魚
道、ビオトープ等を設置。



○ 条件に恵まれない地域においても、地域の課題に向き合う体制を整えることで、農村協働力を深めつ
つ、農村振興を図っている取組が見られる。
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第５章 多様な主体が住み続ける農村社会の構築
２．条件不利地域における多様な主体が連携した地域づくり

事例：中山間地域における「恵那栗」の産地形成の取組（岐阜県恵那市）事例：中山間地域における「恵那栗」の産地形成の取組（岐阜県恵那市）

栗の産地形成に伴う協働体制の構築

○ 「東美濃‘クリ地産地消（商）拡大’
プロジェクトチーム」の発足（平成18年）

構成員
・恵那農林事務所
・中山間農業研究所
・ＪＡ
・東美濃栗振興協議会
・中津川市
・恵那市

→管内の栗や栗の圃場管理、新規就農者の発掘などを後押し

栽培見学ツアー 新規栽培チャレンジ塾

栗の生産を土地改良事業で後押し

○ 中山間地域総合整備事業「恵那北部地区」

くり菓子の原料のクリが
地元から十分に供給で
きない。

グリーンピア恵那の跡地
を活用して、栗園を造成

栗園の造成図

地域振興を通じた多様な主体との連携

○収穫祭の実施により都市
住民へＰＲ

○栗きんとんの製造・販売 ○植樹による理解促進

○近隣の地域資源「坂折棚田」と
協働で地域振興

地元業者 地元住民、高校生、小学生

都市住民 棚田保存会

事例：中山間地域における営農体制の確立と企業誘致（埼玉県秩父市）事例：中山間地域における営農体制の確立と企業誘致（埼玉県秩父市）

兎田
集落

暮坪
集落

㈱秩父ファーマー
ズファクトリ－

多面的機能支払交付金（H21～）、兎田暮坪
土地改良組合を中心とした協議会の設立

環境保全協議会の設立

県営中山間総合整備事業(H18～25)

・区画整理、用排水路の整備 等

基盤整備の実施

協議会による企業誘致
凡 例

水 田

畑

非農用地
ワイン用ぶどう園

二条大麦の栽培エゴマほ場

企業と連携した「多業型経済」の実践

・地区内の農地1haで栽
培された二条大麦を使用
しウィスキーを製造

㈱ﾍﾞﾝﾁｬｰｳｨｽｷｰ

・借受けた農地2.5haで
エゴマを栽培し、エゴ
マ油などへ加工・販売

㈲モリシゲ物産

○ 協議会が中心となって企業の誘致や地権者とのマッチン
グを図り、法人３社が新規参入

○ 基盤整備により耕作放棄地を解消しつつ農地を集約化
するとともに、法人３社と連携した多業型経済を実践

・借受けた農地2haで
ぶどうを栽培し、ワ
インを製造

㈱秩父ﾌｧｰﾏｰｽﾞﾌｧｸﾄﾘｰ

農地の利用状況

20.8ha

畑
12.8ha

樹園地
2.0ha（法人）

水田
3.0ha

うち法人
3.5ha

非農用地等
3.0ha

うさぎ だ くれつぼ



○ 担い手に農地を集積させる一方で、担い手以外の者が農業に関わる仕組みを作り、農村協働力の発
揮に不可欠な人材が地域に関わり続ける受け皿を構築していくことが重要。
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第５章 多様な主体が住み続ける農村社会の構築
３．担い手以外の者が引き続き住み続けるための方策

事例：営農構想発表会、園芸メガ団地構想（秋田県）事例：営農構想発表会、園芸メガ団地構想（秋田県）

連携
（農業農村整備一体）

連携
（農林部一体）

あきた型ほ場整備推進チーム

地域ほ場整備推進チーム
（地域振興局）

地域支援チーム
（本庁）

農村整備課
（計画～実施）

農業振興普及課
（担い手育成・技術普及）

農村整備課
（農地整備班）

農山村振興課
（計画課）

情報共有

全体会議
（リーダー会議）

全体会議
（リーダー会議）

活動を
サポート

市町村、土地改良区
農協、農業団体

農林水産部各課
（農林改革、水田、園芸ほか）

協働（連携と役割分担）協働（連携と役割分担）

農業農村整備事業の効果を最大限に発揮する「園芸メガ団地構想」

・平成23年度以降の新規地区採択に当たっては、地元の農業
者が中心となって、地域の現状・課題、事業後の農地集・
集約化、複合経営等の構想を「営農構想」として取りまと
め。

・さらに、各地区の代表者がそれぞれの「営農構想」を発表
し、意見交換・質疑応答を行う「営農構想発表会」を開催。

ねぎ（施設12棟）
■ほ場整備事業

きく類
（施設20棟、路地8ha）
■土地改良総合整備事業

ダリア、ねぎ、えだまめ
（施設14棟、路地11.5ha）
■ほ場整備事業

きく類
（施設21棟、路地7.3ha）
■ほ場整備事業

りんどう（路地7.3ha）、
小きく（路地1ha）、
アスパラガス（路地4ha）
■ほ場整備事業

えだまめ（路地50ha）
■ほ場整備事業
■水田畑地化基盤整備事業

きゅうり（施設25棟、路地2ha）
ほうれんそう（施設25棟）
キャベツ（路地12ha）
■基盤整備促進事業

トマト（施設104棟）
■ほ場整備事業

菌床しいたけ
（29万菌床）

ほうれんそう、きゅうり、
きく類、すいか
（施設77棟、路地50ha）
■ほ場整備事業
■地下かんがいシステム

導入支援事業

営農構想発表会



〇 防災活動は、非農家も含めた地域住民が関係することから、連携等による防災体制の構築を通じて農
村協働力の強化を図り、農村の防災・減災力の強化を図ることが重要。

社会情勢の変化を踏まえた次世代の農業・農村の構築

第５章 多様な主体が住み続ける農村社会の構築
３．担い手以外の者が引き続き住み続けるための方策

事例：防災体制の構築による
農村協働力の強化
（宮城県角田市）

事例：防災体制の構築による
農村協働力の強化
（宮城県角田市）

・あぶくま川水系角田地区土地改良区・亘
理土地改良区・名取土地改良区の３土地
改良区は、災害時における相互応援協定
を締結し、大規模災害時の資機材貸出や
技術者派遣を行う体制を整備。

防災に関する土地改良区相互の連携
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GISに地域情報を登録

GISによる地域情報の見える化と活動の促進

多様な主体が活動を支援

・地域の高齢者（生き物の住処となる環境配慮型水路や観察用木道の施工）
・研究者・企業（生態系に関する授業の実施、地域に即したGIS技術開発）
・行政（意欲的に活動する子どもを表彰）

※活動には多面的機能支払交付金を活用

事例：GISを活用した地域資源の「見える化」（山形県河北町）事例：GISを活用した地域資源の「見える化」（山形県河北町）

子どもたちによる生き物調査（生き物マップ作成）



景観配慮の事例

〇 農村に人が住み続けていくには、農業に関わることのない人に、自らの地域の魅力を再認識し、地
域に「愛着」をもってもらうことが必要。「美しい農村」の創出・維持は、「愛着」を醸成する重要
な要素と考えられる。

〇 このため、農業水利施設の整備に当たっては、地域の特徴的な材料の使用やデザインコードなどの
景観配慮技術を用いながら、地域の人々に愛され、誇りとなるような施設を整備することが重要。

社会情勢の変化を踏まえた次世代の農業・農村の構築

第５章 多様な主体が住み続ける農村社会の構築
４．農村への愛着の醸成[（１）美しい農村の創出・維持]
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農業農村整備事業における景観配慮の技術指針（平成30年５月）農業農村整備事業における景観配慮の技術指針（平成30年５月）

＜技術指針の目的＞
本技術指針は、農業農村整備事業において、良好な農村景

観への配慮のため、農地・農業水利施設等の整備に当たって、

調査から維持管理に至る各段階の景観配慮手法をより具体化

することにより現場適用性を向上させ、景観に配慮した事業

を推進することを目的とする。

（農業農村整備事業における景観配慮の技術指針 抜粋）

整備前 整備後

デザインコード：
景観を構成する要素の「あり方」及びその「組み合わせ」につい

ての視覚的な約束事（「配置」、「色」、「形」、「素材」、「生
物種」の共通性）とされており、景観との調和を検討する上で重要
な手掛かりとなるもの。

視点場：
ある景観を眺めるときの人間の目の位置を代表する「視点」の周

囲を指し、ある視対象を見るときに、見る者が意識する空間。

○国営かんがい排水事業 最上川下流沿岸地区：水路工

・用水路は、現況の玉石護岸の良好な景観を保全するこ
ととし、玉石を用いた石積み工法を採用している。

・安全柵は、周囲になじむように落ち着いた茶系の色彩
を採用している。



〇 地域のあゆみ・特徴を理解することは、地域への愛着を深めることに寄与すると考えられ、農村振興
に取り組む地域の魅力や、農業水利施設等の歴史とそれらの施設が地域で果たしてきた役割について若
い世代に伝えていくことも重要。

〇 世界農業遺産、世界かんがい施設遺産等と連携した広報、地域住民や消費者等に対する農作業、地域
資源保全活動や次世代を担う子どもたちへの参加型学習の機会の提供などに取り組むとともに、UAVや
VR（Virtual Reality）等の新技術を活用しつつ、あらゆる広報手法を用いて理解の促進を図ることが
重要。

社会情勢の変化を踏まえた次世代の農業・農村の構築

第５章 多様な主体が住み続ける農村社会の構築
４．農村への愛着の醸成[（２）地域の魅力や農業水利施設の歴史・役割の発信]
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農業水利施設の歴史・役割の発信農業水利施設の歴史・役割の発信

あぶくま川系角田地区土地改良区（管内5,113ha）では、近隣の小学校と
連携して農業水利施設の見学会や出前授業等を実施し、農業水利施設の歴
史や施設が果たしてきた役割を説明。

水の恵みカード水の恵みカード

地域の農産物と農業水利施設
（水の恵み施設）をわかりやす
く紹介するため、各地の直売所
及び収穫祭等において配布。

農業・農村VRコンテンツ農業・農村VRコンテンツ 農村カメラガールズ農村カメラガールズ

【VR動画】
"自動運転"田植機に乗ってみよう！！

【VR動画】
田んぼの水はどこからやってくる？

農業、農村、農業水利施設への国民の理解を深めることを目的に、VRコン
テンツを作成し、いつでもどこでも誰でも簡単に農業・農村のVR体験がで
きるよう農林水産省ホームページにおいて発信。

農村振興に取り組む地域への訪問やその魅力発信に取り組むカメラ好き
女子の全国コミュニティ「農村カメラガールズ」との連携により、農村
の魅力発信に向けた取組を推進。



〇 高齢化や混住化の進展に伴い、ため池、水路への落下事故などが地域の課題。

〇 このため、安全柵の設置等のハード対策と操作者への安全教育、啓発活動等のソフト対策を組み合
わせた安全対策を強化する必要。

〇 また、農業水利施設が非農家を含めた地域全体の安全に果たす役割を広く発信していくことが必要。

社会情勢の変化を踏まえた次世代の農業・農村の構築

第５章 多様な主体が住み続ける農村社会の構築
５．安全で人に優しい基盤整備 [（１）非農家も含めて安全に配慮した基盤整備]
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地域における安全対策の例地域における安全対策の例

説明会や防災訓練、啓発活動 安全柵の設置、パンフレットの作成

地域住民と緊急防火用水を利用した防火訓練

水難事故防止の啓発と施設での親水体験

排水の「見える化」プロジェクト

排水機場にどのような負荷？

可視化＝定量化

農 地 山 林 市街地



〇 農家に農業水利施設への愛着をもってもらうためには、使いやすく、安全に営農や維持管理ができ
る施設を構築していくことが必要。

〇 また、担い手への農地集積の推進の観点からも、借り手を選ばず誰でも使えるほ場を構築すること
が重要。

〇 このため、バリアフリーやユニバーサルデザインに配慮するなど、ユーザーフレンドリー（人に優
しい）な施設整備を推進していくことが重要。

社会情勢の変化を踏まえた次世代の農業・農村の構築

第５章 多様な主体が住み続ける農村社会の構築
５．安全で人に優しい基盤整備 [（２）ユーザーフレンドリーな整備]

38

ユーザーフレンドリー（人に優しい）な整備の工法例ユーザーフレンドリー（人に優しい）な整備の工法例

 全面改修で長方形区画を採用する場合、農区内を緩傾
斜とし、外縁部に長大法面を設置。

 法面を45°以下の勾配にできれば、自走式草刈機導入
の可能性。

 法肩、法尻位置の修正、または法面勾配の修正により
小段を設置。

 等高線上に作業道を設置することで、
機械化体系への転換を実現。最低限
の成木伐採による比較的簡易な整備
を通じ、作業効率の向上を図る。

等高線上に作業道を設置

管排水路

水尻工

ポリ波状管

0.40
0.30 ～0.80 0.30 0.50

　　　1：1.0 　　　　1：1.0 1

鉄筋コンクリート （暗渠排水吐出管）
　排水フリューム水路

　（ＨＦ404～ＨＦ608）

外縁部に長大法面設置、法面に小段を設置 排水路のパイプライン化

 排水路をパイプライン化。パイプラ
イン上部は管理用道路として利用。
草刈りが必要な面積が大幅減すると
ともに、排水路への転落事故の発生
を防止。



第６章 まとめ ～次世代の農業・農村の構築に向けて～

社会情勢の変化を踏まえた次世代の農業・農村の構築
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（地域やユーザーのニーズに応じた多様な新技術の実証・普及）

○ 自動走行農機やUAVなど、生産コストを低減し、労働生産性を向上させる新技術の多くは、平地農業を主な対象と
して、現在、研究開発や現場実証、導入が進められている。

○ 一方、中山間地域を対象とした新技術としては、労働力不足や鳥獣被害の増加など、現場が抱える様々な課題に
対応した研究開発が進められている。

○ 平地や中山間地域等における新技術のユーザーは、それぞれ多様なニーズを有しており、それらのニーズに応え
る多様な新技術の研究開発を進めていくことが重要。

○ 新技術を普及するにあたっては、農家が導入しやすいように安価な除草ロボット等を開発したり、新技術を導入
する際に広く普及が進むスマートフォンやタブレットを活用したりすることにより、低コストで「身の丈に合った
新技術」の研究開発、現場実証等が必要。

○ 国営事業等を通じて、このような新技術の現場実証をモデル的に進め、その効果や課題等を抽出し、他の国営事
業や補助事業と共有することにより、新技術の普及を図ることが重要。

（スマート農業に対応した基盤整備）

◯ 「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。

◯ 自動走行農機やUAV等新技術の研究開発は、それぞれ個別に進められていることから、以下について検討すること
が必要。

① それぞれの新技術の能力を最大限に引き出すインフラ整備をいかに進めていくか

② 農業生産から製造・加工、流通、消費に至るフードバリューチェーンにそれぞれの新技術をいかに組み込んで
いくか

③ それぞれの新技術から得られる情報をいかに統合していくか。また、統合した情報をビッグデータとしてい
かに活用していくか
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第６章 まとめ ～次世代の農業・農村の構築に向けて～
１．担い手政策の推進に資する生産基盤の在り方 ～新技術の徹底活用～



（農村協働力を醸成する契機としての農業農村整備の役割）

◯ 農業・農村の構造変化により“地縁的な”農村協働力の充実を図るとともに、今後は集落を越えた地域、都市の
人々等との新たな社会的関係を導入した“開かれた”農村協働力の拡大を図ることが必要。

◯ 農村協働力を機能させるには最初のきっかけが重要であり、農業農村整備はその役割を果たしうる。また、農業生
産基盤の整備や美しい農村環境の創造は、地域住民が地域の魅力を再認識し、地域活動に取り組む契機となり得る。

◯ 担い手に農地を集積する一方、担い手以外の者が農業に関わる仕組みを作り、農村協働力の発揮に不可欠な人材が
地域に関わり続ける受け皿を構築していくことが重要。

（農村への愛着の醸成）

◯ 農村に人が住み続けていくには、農業に関わることのない人に自らが住む地域の魅力を再認識してもらい、地域に
「愛着」をもってもらうことが必要。「美しい農村」の創出・維持は、「愛着」の醸成の重要な要素であると考えら
れる。このため農業水利施設を整備するにあたっては、地域の特徴的な材料の使用やデザインコードなどの景観配慮
技術を用いながら、地域の人々に愛され、誇りとなるような施設を整備することが重要。

◯ 地域のあゆみ・特徴を理解することは、地域への愛着を深めることに寄与すると考えられることから、農村振興に
取り組む地域の魅力や、農業水利施設等の歴史とそれらの施設が地域で果たしてきた役割を若い世代に伝えていくこ
とが重要。さらに、新技術を活用しつつあらゆる広報手法を用いて、地域のあゆみ等の理解の促進を図ることが重要。

（安全で人に優しい農業農村整備）

◯ 安全柵の設置等のハード対策、安全教育、啓発活動等のソフト対策を組み合わせた安全対策を強化するとともに、
農業水利施設が非農家を含めた地域全体の安全に果たす役割を広く発信していくことが必要。

◯ 農家が安全に営農や維持管理できるように、バリアフリーやユニバーサルデザインに配慮するなど、ユーザーフレ
ンドリー（人に優しい）な施設整備を推進していくことが重要。
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第６章 まとめ ～次世代の農業・農村の構築に向けて～
２．多様な主体が住み続ける農村社会の構築 ～農村協働力の醸成・深化～



（次世代の農業・農村に求められる人材）

◯ 次世代の農業・農村に求められる人材として、

① 高度化する水管理や営農等のノウハウを知る担い手

② 担い手を支える非農家も含めた地域資源保全組織

③ 新技術の実証普及を推進するため、地域への技術的サポートができる技術者

④ 制度や技術に精通し、地域を総合的にサポートするコーディネーターやプランナー

⑤ 農業農村整備を契機とした農村の活性化を図るため、農村以外の多様な主体を橋渡しする者

等を確保することが重要。

（技術の継承）

◯ 人口減少・高齢化や担い手の規模拡大が進む中、用水の配水管理や洪水時の水門管理のような管理者の経験に基づ
く水利施設の操作方法等の技術について、後継者を確保し、新技術を活用しながら確実に継承していくことが必要。

社会情勢の変化を踏まえた次世代の農業・農村の構築

第６章 まとめ ～次世代の農業・農村の構築に向けて～
３．横断的留意事項
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