
５．SDGs（持続可能な開発⽬標）

2015年９⽉の国連サミットで採択されたSDGs（持
続可能な開発⽬標）においては、「誰⼀⼈取り残さな
い」持続可能で多様性と包摂性のある社会の実現のた
め、2030年を年限とする17の国際⽬標（その下に、
169のターゲット、232の指標が決められている）が
掲げられた。

SDGsが掲げる17の⽬標及び169のターゲットは、
統合され不可分のものであり、持続可能な開発の三側
⾯（社会・経済・環境）を調和させるものであるとし
ている。
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█ 17の国際⽬標

３ ビジョンと優先課題
（１）ビジョン

（中略）
我が国は、このような持続可能な経済・社会づくりに向けた先駆者、いわ

ば課題解決先進国として、ＳＤＧｓの実施に向けた模範を国際社会に⽰すよ
うな実績を積み重ねてきている。今後のＳＤＧｓ実施の段階においても、世
界のロールモデルとなることを⽬指し、国内実施、国際協⼒の両⾯におい
て、世界を、誰⼀⼈取り残されることのない持続可能なものに変⾰するため
の取組を進めていくことを⽬指す。

以上を踏まえ、「持続可能で強靱、そして誰⼀⼈取り残さない、経済、社
会、環境の統合的向上が実現された未来への先駆者を⽬指す」ことを、本実
施指針のビジョンとする。

█ 我が国の持続可能な開発⽬標（SDGｓ）実施指針抜粋



６．気候変動への対応

気候変動の影響は、気温上昇や海⾯上昇、降⽔パ
ターンの変化による洪⽔や森林⽕災、⼲ばつの増加、
海洋の酸性化など、世界中様々なところに現れており、
気候変動対策は、国際社会において⼀刻を争う重要課
題となっている。

このような中、2015年12⽉に国連気候変動枠組条
約第21回締約国会議（COP21）で採択された「パリ
協定」では、2050年までに温室効果ガスの排出を
80％削減するという⽬標が掲げられている。
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█ 予測シナリオ別の平均地上気温変化のイメージ

█ 脱炭素化社会に向けた農林⽔産業の基本的考え⽅について
（平成31年４⽉22⽇）抜粋

Ⅱ 脱炭素化社会に向けた2050年のビジョン
現状の温室効果ガス排出削減の取組を⼀層加速化するとともに、以下の取

組の⽅針により、農林⽔産業における排出削減や吸収源の対策を徹底的に促
進する。さらに、農⼭漁村において地域の特性を踏まえ、経済効率性や安定
供給性の⾼い再⽣可能エネルギーやバイオマス資源の⽣産、活⽤を最⼤化す
るとともに、それらを都市部を含む他の地域や他産業に供給することによ
り、トータルとして我が国の温室効果ガスの⼤幅削減に貢献する。

１ 農⼭漁村における再⽣可能エネルギーのフル活⽤及び⽣産プロセスの脱
炭素化

２ 農地・畜産からの排出削減対策の推進と温室効果ガスの削減量の⾒える
化等による消費者の理解増進

３ 農⼭漁村における炭素隔離・貯留の推進とバイオマス資源の活⽤
４ 海外の農林⽔産業の温室効果ガスの排出削減の貢献及びクレジットの

獲得

資料：⾷料・農業・農村政策審議会企画部会地球環境⼩委員会
林政審議会施策部会地球環境⼩委員会
⽔産政策審議会企画部会地球間競争委員会

出典：IPCC第５次評価報告書
政策決定者向け要約

※RCP（代表的濃度経路）
温室効果ガス等の排出量と

濃度の時系列データを含むシ
ナリオ
・RCP2.6：

厳しい緩和シナリオ
・RCP4.5、RCP6.0：

中間的シナリオ
・RCP8.5：

⾮常に⾼い温室効果ガス
排出となるシナリオ
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第４章 ⽬指すべき農業・農村の姿
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国⺠に⾷料を安定供給し、農業が有する多⾯的機能
を発揮させるためには、農業を持続的に発展させる必
要がある。

農家数の減少、農家の⾼齢化がますます進⾏してい
くことが⾒込まれる中で、農業を持続的に発展させる
ためには、平地や中⼭間地などそれぞれの地域特性を
活かしながら、農業を成⻑産業化し、ジビエや農泊等
を含む６次産業化を推進し、農業・農村の所得向上を
実現する必要があると考えられる。

併せて、農家の減少、⾼齢化、農業の⼤規模化等が
進む中で農業を安定的に⾏うために、農地・農業⽤⽔
の維持管理を適切に⾏う必要がある。

１．⼈⼝減少下で持続的に発展する農業
█ ⼈⼝減少下で持続的に発展する農業のイメージ

⾷料の安定供給の
確保

多⾯的機能の
⼗分な発揮

農業の持続的な
発展

農業・農村の所得増⼤

⼈⼝減少化における
・農業の成⻑産業化
・６次産業化の推進
・農地・農業⽤⽔の適切な管理



安全で⽂化的な住みやすい農村環境の整備
多様な主体が農村に住み続けるには、安全・安⼼で教育、医療等へのアクセ

スが良好で、⽂化的で利便性の⾼い⽣活を確保する必要。このため、農村の防
災・減災対策、⽣活環境整備等を推進し、安全で⽂化的な住みやすい農村環境
を整備する。 34

２．多様な主体が住み続けられる農村

農業を持続的に発展させるには、平地や中⼭間地な
どそれぞれの地域特性を活かした農業が展開し、農
家、⾮農家を問わず多様な主体が住み続けられるよう
な、強くしなやかなで魅⼒ある農村を構築し、振興す
ることが必要である。

このような農村を構築・振興するには、農業農村整
備を核とし、開かれた農村協働⼒を発揮させ、地域内
外の多様な主体が参画・協働して地域振興施策を推進
することにより、農村に住むための基礎的な条件整備
（「農村住⺠の雇⽤確保、所得増⼤」、「安全で⽂化
的な住みやすい農村環境の整備」）と農村に住みたく
なる条件整備（「地域資源を活⽤した魅⼒ある農村の
創造」）を併せて推進していく必要がある。

また、こうした農村を振興することが持続的で強靭
な国⼟の形成に寄与するものと考えられる。

█多様な主体が住み続けられる農村のイメージ

地域資源を活⽤し
た魅⼒ある農村

の創造

安全で⽂化的な
住みやすい

農村環境の整備

農村住⺠の
雇⽤確保、所得増⼤

農村に住みたくなる
条件整備

農村に住むための
基礎的条件整備

農村住⺠の雇⽤確保、所得増⼤
多様な主体が農村に住み続けるには、農業の担い⼿以外の農村住⺠にも雇⽤

と所得を確保することが必要。このため、スマート農業を積極的に導⼊し、農
村の基幹産業である農業の成⻑産業化を図るとともに、６次産業化の取組を積
極的に⽀援し、農業・農村の所得を増⼤する。

地域資源を活⽤した魅⼒ある農村の創造
農村は、都市と異なる固有で様々な有形無形の地域資源（農産物、⽣物多様

性、農村景観、伝統⽂化等）を有している。その地域資源を適切に保全しつ
つ、持続可能な形で最⼤限活⽤する取組を⽀援する。そして、農村に住み続け
たくなる、住みたくなるような農村の魅⼒を顕在化し、農村内外に発信する。



第５章 新しい時代が到来する中での農業農村整備の
基本的な考え⽅
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⼈⼝減少、⾼齢化が進⾏し、災害が頻発化、激甚化
することが今後さらに⾒込まれる中、国⺠に⾷料を安
定供給し、農業が有する多⾯的機能を発揮させるには、
農業、そして農業を⾏う場である農村の持続性と強靱
性を強化することが重要である。

農業・農村の持続性、強靭性を強化するには、⾃然
環境、景観、伝統⽂化等農村が有する多様な地域資源
を保全・活⽤しつつ、農村の基幹産業である農業の成
⻑産業化を図り、ジビエや農泊等を含む６次産業化の
取組を推進し、農業・農村の所得向上を実現すること
が必要である。

１．⼈⼝減少下における農業・農村の持続性と強靱性の強化
█ 事例 基盤整備を契機とした新たな産地創出に向けた取組（島根県

出雲市）
 あかつきファーム今在家

 64.5ha の⼤区画ほ場におい
て、⼀集落⼀農場・全員参加
⽅式の集落営農を推進。平成
15年に法⼈化。

 ⽔稲作業の省⼒化によって⽣
じた余剰労働⼒を活⽤し、野
菜⽣産のほか、ぶどう栽培に
よる観光農園や、⼤⾖加⼯品
の⽣産販売に取り組む。



ほ場の状況を確認し
て配⽔できる

適正な配⽔による
⽤⽔や電気代の節
約

ICTを活⽤してほ場の⽔
需要を確認

ICTを活⽤して配⽔状
況を確認

スマホで⽔が来てるかどうか分
かるし、給⽔栓も開けられる

⾃動給⽔栓
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ICTやAI、ロボット等の新技術の進展が著しい。農
業分野では「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』」が求められ
ており、農業農村整備においても新技術の現場適⽤性
や経済性を考慮しつつ、研究開発や社会実装を積極的
に推進していく必要がある。

なお、新技術の研究開発や社会実装においては、
ハードウェアの開発とソフトウェアの開発をともに進
めていく必要があることに留意する。

例えば、⽔⽥におけるICTを活⽤した⽔管理におい
ては、⽔⽥に⾃動給⽔栓やセンサー（ハードウェア）
を設置すれば済むものではなく、取⽔施設から末端ほ
場までの安定的な配⽔を確保するための最適な取⽔操
作⽅法（ソフトウェア）の確⽴が必要である。

また、新技術の普及に係る体制を構築、強化し、⼈
材の確保、育成に取り組む必要がある。

２．Society5.0の実現に向けた新技術の導⼊
█ 新技術導⼊に対応した農業農村整備の事例

 ⾃動⾛⾏農機等の導⼊に対
応するほ場の⼤区画化等を
実施。

 ほ場の進⼊路、農道の構造
等に加え、電源設備や
RTK-GPS基地局等の整備
に関する検討を実施。

⼤区画化を⾏い、⾃動⾛⾏農機を導⼊

整備前 整備後

隣接するほ場への移動が容易な農道

 ⾃動⾛⾏農機等に対応した農地整備

 ICTを活⽤した⽔管理
 ほ場の⽤⽔需要が把握でき

ないまま配⽔しており、⽤
⽔や電気代にムダが発⽣。
また、⽔路やほ場の配⽔状
況の⾒回りに多⼤な労⼒。

 このため、ICTを活⽤した
⽤⽔配分システムを開発
し、開発した技術を国営地
区等に横展開。

 情報ネットワーク環境の整備
 情報ネットワーク環境を活⽤

したスマート農業を展開。
 農村におけるICTを活⽤した

定住条件の強化に向けた取組
においても活⽤。

 この情報ネットワーク環境整
備の推進について総務省と連
携して検討。
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農業農村整備は、農地の⼤区画化による営農コスト
の⼤幅削減、⽔⽥の汎⽤化や農業⽤⽔の⾼度利⽤等に
よる⾼収益作物の導⼊等を実現するとともに、農地の
集積・集約化を進め、地域の農業構造を⼤きく改善す
るものであり、農業・農村の所得増⼤に⼤きく貢献す
る。このように、農業農村整備は「農村活性化の最⼤
のツール」である。

農村を振興する際には、このような農業農村整備を
核としつつ、併せて地域内外の多様な主体と協働で、
ジビエや農泊等を含む６次産業化の取組や定住対策等
の地域振興施策を推進することが効果的である。

３．地域振興施策との連携
█ 地域振興施策と連携した農業農村整備のイメージ

○農泊○ジビエ

○農福連携○６次産業化

○農地整備

＜地域振興施策＞

＜農業農村整備＞

農
村
振
興

Etc.

Etc.

Etc.

○かんがい排⽔
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（１）「開かれた」農村協働⼒
農業・農村の構造変化により、農村協働⼒の低下や

その発現の場の減少が⾒られるようになり、今後、そ
れがさらに進⾏することが⾒込まれることから、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
が重要である。

具体的には農業・農村の構造変化を踏まえ「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
地域や⾏政、関係⼈⼝を含む都市住⺠との社会的関係
を導⼊した「開かれた」農村協働⼒の拡⼤を図ること
が必要である。また、農村協働⼒の発揮に不可⽋とな
る多様な主体が農村に住み続けるために、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り続
けられる仕組みを作ることが必要であると考えられる。

４．多様な主体の参画・協働の促進
█ 「開かれた」農村協働⼒イメージ

█ 「開かれた」農村協働⼒の醸成のイメージ

農村協働⼒：農村におけるソーシャル・キャピタルに相当するもの。アメリカの政
治学者ロバート・パットナムによれば、ソーシャル・キャピタルとは、⼈々の協調
⾏動を活発にすることによって、社会の効率性を⾼めることのできる、「信頼」
「規範」「ネットワーク」といった社会的仕組みの特徴と定義される。

既存の集落
既存の信頼関係 新たな社会的関係の導入

地域
住民

行政
都市
住民

農家間 開かれた
農村協働力

の醸成


