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█ データ連携の効果

（４）農業データ連携基盤（WAGRI）
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（WAGRI）が構築され、令和元
（2019）年度から本格運⽤されている。

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WAGRIに提供して
おり、WAGRIによって、様々なデータを駆使した農
業が可能になることで、農業の⽣産性や品質の向上、
農業者の戦略的な経営判断が実現することが期待され
る。

█ データ活⽤のイメージ

システムやデータを集約・統合し、総合的にデータ等を解析することに
より、農業の⽣産性や品質の向上等を実現。

WAGRIを通じて様々なデータを活⽤し、農業者による戦略的な経営
判断を実現。

◀複数の農
地データを
重ね合わせ
て利⽤
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（１）グローバリゼーションの進⾏
TPP11協定、⽇EU・EPAが発効し、農林⽔産品の

輸出重点品⽬のほぼ全てで輸出先国の関税が撤廃され
る中、⾼品質な我が国農林⽔産物の⼀層の輸出拡⼤、
輸出阻害要因の解消、６次産業化・地産地消による地
域の収益⼒強化等により、強い農林⽔産業を構築する
ことが求められている。

こうした中、「総合的なTPP等関連政策⼤綱」（平
成29年11⽉TPP等総合対策本部決定）に基づき、次
世代を担う経営感覚に優れた担い⼿の育成や⽔⽥、畑
作、野菜、果樹等の産地や担い⼿が地域の強みを活か
したイノベーションを起こすことを⽀援し、農業の国
際競争⼒の強化を図ることが喫緊の課題となっている。

█ 「総合的なTPP等関連政策⼤綱」のポイント抜粋

＜農林⽔産業＞
1 強い農林⽔産業の構築
（体質強化対策）
政策⼤綱策定以降、各種の体質強化策を実施。引き続き必要な施策を実施。

○次世代を担う経営感覚に優れた担い⼿の育成
○国際競争⼒のある産地イノベーションの促進
○畜産・酪農収益⼒強化総合プロジェクトの推進

ー 国産チーズ等の競争⼒強化等
○⾼品質な我が国農林⽔産物の輸出等需要フロンティアの開拓
○合板・製材・構造⽤集成材等の⽊材製品の国際競争⼒の強化
○持続可能な収益性の⾼い操業体制への転換
○消費者との連携強化、規制改⾰・税制改正

２ 経営安定・安定供給のための備え（重要５品⽬関連）
TPP⼜は⽇EU・EPA発効後の経営安定に万全を期すため、協定発効に合わせ
て経営安定対策の充実の措置を講ずる。

○⽶（政府備蓄⽶の運営⾒直し）
○⻨（経営所得安定対策の着実な実施）
○⽜⾁・豚⾁、乳製品（畜産・酪農の経営安定充実）
○⽢味資源作物(加糖調製品を調整⾦の対象)
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（２）担い⼿への農地の利⽤集積
農業の⽣産性を⾼め、競争⼒を強化していくために

は、担い⼿への農地集積・集約化をさらに加速し、⽣
産コストを削減していく必要がある。

現在の我が国の農業構造を⾒ると、農地中間管理機
構の導⼊（平成26（2014）年度）以降、担い⼿への
農地流動化が進展しているものの、担い⼿の利⽤⾯積
は農地全体の55.2％（平成29（2017）年度）に留
まっている。

未来投資戦略2018では、2023年までに全農地⾯積
の８割が担い⼿によって利⽤されるというKPI（重要
業績評価指標）が掲げられており、KPIの達成に向け、
担い⼿への農地集積・集約化の更なる加速化が求めら
れている。

資料：農林⽔産省「⽇本の農地集積の状況」

資料：農林⽔産省「農地中間管理機構による農地集積の状況（平成29年度）」
注：農地中間管理機構以外によるものも含む。

█ ⽇本の農地集積の状況（平成29年度）

█ 全耕地⾯積に占める担い⼿利⽤⾯積のシェア
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（３）⼤規模農家の台頭
基幹的農業従事者の減少・⾼齢化が進⾏する中、⼤

規模経営体の数は増加している。⼤規模経営体の数の
増加に伴い、農地集積・集約化の進展から農地⾯積全
体に占める⼤規模経営体の農地利⽤⾯積の割合も上昇
している。10年前と⽐較すると20ha以上の農地を経
営する経営体の数が⼤きく増加しており、⼤規模農家
の台頭が著しい。 █ 主な営農類型別の農業所得

資料：農林⽔産省「農業経営統計調査 営農類型別経営統計」を基に作成
注：１）個別経営体と組織法⼈経営体の調査結果を⺟集団（農林業センサス）の経営体数で加重平均した１経営体当たりの結果

２）営農類型は、最も多い農業⽣産物販売収⼊により区分した分類。なお、⽔⽥作経営は、稲、⻨類、雑穀、⾖類、いも類、
⼯芸農作物の販売収⼊のうち、⽔⽥で作付けした農業⽣産物の販売収⼊が他の営農類型の農業⽣産物販売収⼊と⽐べて
最も多い経営

増減率
（％）

増減率
（％）

5ha未満 1,899,393 1,564,727 -17.6 1,262,058 -33.6

5ha以上20ha未満 51,634 59,838 15.9 64,428 24.8

20ha以上50ha未満 3,119 6,492 108.1 8,107 159.9

50ha以上100ha未満 459 1,165 153.8 1,537 234.9

100ha以上 159 313 96.9 422 165.4

平成17
（2005）

年

22（2010） 27（2015）

█ 経営耕地⾯積規模別農業経営体数の推移（平成17（2005）年⽐較）

資料：農林⽔産省「農林業センサス」
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█ ６次産業化の加⼯額・直売額の推移

資料：農林⽔産省「６次産業化総合調査」

※ 業態別に⾒ると、農産物直売所（約１兆円）、農産物の加⼯（約9千 億円）、観光農園（約380億円）の順。

10,924 10,697

█ 農林⽔産物・⾷品の輸出額の推移

資料：財務省「貿易統計」を基に農林⽔産省で作成

（４）新しい農業の展開
加⼯、流通、販売などの６次産業化の市場規模は

年々拡⼤している。また、平成29（2017）年度の農
産物を始め農林⽔産物・⾷品の輸出額も過去最⾼を記
録している。

６次産業化：農林⽔産物を収穫・漁獲（第⼀次産業）するだけでなく、加⼯（第⼆
次産業）し、流通・販売（第三次産業）まで⼿掛けることで、農林⽔産業の経営体
質強化を⽬指す⼿法。



３．国⺠の価値観の変化

（１）消費⾏動の変化
「物の豊かさ」より「⼼の豊かさ」に重きを置きた

いとする割合が⾼くなって久しい。近年では「モノを
所有することより、得られる体験（コト）にお⾦をか
けたい」というように「モノ消費」から「コト消費」
への消費⾏動の変化が⾒られる。

（２）⽥園回帰
団塊の世代を中⼼に、⾃然環境や農業への関⼼が⾼

まっている。また、20〜30代の若い世代をはじめと
して、「農⼭漁村地域に移住する予定がある」、「い
ずれは（ゆくゆくは）農⼭漁村地域に移住したいと思
う」との考えを⽰している⼈が多く、⽥園回帰に対す
る国⺠の意識が⾼まっている。

（３）都市農業
都市農業は、住⺠に地元産の新鮮な農産物を提供す

る機能のみならず、都市住⺠が⾝近に農業に親しむ場
所や災害時の避難場所の提供など多様な機能を発揮し
ており、住⺠の評価の⾼まりが⾒られる。

資料：内閣府「国⺠⽣活に関する世論調査」

█ 世論調査（これからは⼼の豊かさか、まだ物の豊かさか）

12

█ 農⼭漁村地域への移住希望（平成29年）

資料：総務省「⽥園回帰に関する調査研究中間報告書」（平成29年３⽉公表）を基に
農林⽔産省で作成

注：東京都特別区⼜は政令市に居住する20歳から64歳の在住者を対象としたアン
ケート調査

█ 住⺠の都市農業・都市農
地の保全に対する考え⽅

資料：農林⽔産省「都市農業に関する意向調査」
（三⼤都市圏特定市の都市住⺠2,000⼈を

対象に平成28年５⽉に実施したWEBア
ンケート）
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出典：総務省「関係⼈⼝」ポータルサイト

█ 関係⼈⼝と地域との関わり

（４）関係⼈⼝
農村地域への新たな関わり⽅として「関係⼈⼝」

が注⽬されている。地域によっては、若者を中⼼に変
化を⽣み出す⼈材が地域に⼊り始めており、今後、
「関係⼈⼝」と呼ばれる地域外の⼈材が地域づくりの
担い⼿となることが期待されている。

（５）都市と農村の交流
近年、若年層、団塊の世代、さらにはインバウンド

（訪⽇外国⼈旅⾏者）をターゲットとして、インター
ネット等のメディアによる情報発信を通じて、グリー
ンツーリズムや農泊といった滞在型の都市農村交流
等、農村地域の活性化のための取組が推進されてい
る。

█ 訪⽇外国⼈旅⾏者数

資料：⽇本政府観光局（JNTO）資料を基に作成

█ 訪⽇回数別に⾒た外国⼈旅
⾏者の訪問地に占める地⽅部の
割合（平成29年）

資料：観光庁「訪⽇外国⼈消費動向調査（平成29年
年間値（速報））」を基に農林⽔産省で作成
注：訪⽇外国⼈旅⾏者が訪問した都道府県の延べ数に
占める、三⼤都市圏（埼⽟千葉県、東京都、神奈川
県、愛知県、京都府、⼤阪府、兵庫県）以外の道県の
割合

関係⼈⼝：移住した「定住⼈⼝」でもなく、観光に来た「交流⼈⼝」でもない、地
域や地域の⼈々と多様に関わる⼈々のこと。
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█ 農村・都市部の⼈⼝と⾼齢化率

20年程度先行

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。

█ 農業地域類型別の⼈⼝（推計）

中⼭間地域をはじめとする農村では、急激な⼈⼝減
少、⾼齢化、⾃然災害の激甚化・頻発化、⿃獣被害の
深刻化等の課題が⼭積している。

（１）⼈⼝減少
我が国の⼈⼝は、平成20（2008）年をピークに減

少傾向にある。⼈⼝集中地区を都市部、それ以外を農
村部とすると、農村部では、昭和45（1970）年以
降、⼀貫して⼈⼝が減少基調にあり、都市部に⽐べて
20年程度早く⾼齢化が進⾏している。

また、⼈⼝減少は、条件の不利な中⼭間地域ほど進
むとみられており、2010〜2050年の40年間に、⼭間
農業地域で約７割、中間農業地域で約５割、平地農業
地域で約４割の⼈⼝が減少すると予測されている。
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（２）農林⽔産業就業者の減少
農林⽔産業就業者数は年々減少し、平成30(2018)

年で235万⼈となっている。基幹的農業従事者も減少
しており、⾼齢化が進⾏している（平成29（2017）
年の基幹的農業従事者は175万⼈、その平均年齢は67
歳）。

（３）農地の減少
耕地⾯積は、ピーク時の昭和36（1961）年から56

年間で164万ha（27.0％）減少した。
⼀⽅、荒廃農地の⾯積は、平成29（2017）年時点

で28.3万haである。このうち、再⽣利⽤可能なもの
が9.2万ha、再⽣利⽤困難なものが19.0万haとなって
いる。
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█ 農林⽔産業就業者数の推移 █ 基幹的農業従事者の年齢構成

█ 農地（耕地）⾯積の推移
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（４）⼟地持ち⾮農家の不在村地主化
総農家数が年々減少する⼀⽅、⼟地持ち⾮農家は増

加している。総農家と⼟地持ち⾮農家の⽐率は、昭和
60（1985）年では９：１であったが、平成27
（2015）年では６：４となっている。

また、2015年農林業センサスの分析結果による
と、販売農家数の減少率は増加傾向にあり、⾃給的農
家数が減少に転じたにもかかわらず、⼟地持ち⾮農家
数の増加はわずかである。農地所有世帯数は急激に減
少していることから、⼟地持ち⾮農家の不在村地主化
が進⾏していることがうかがえる。
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█ 総農家及び⼟地持ち⾮農家数の推移

█ 農地所有世帯数の推移（全国）
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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。

農家 ：
土地持ち
非農家

９ ： １ ６ ： ４

農家 ：
土地持ち
非農家


