
第１部 農村社会の変化や新たな農政の展開 

第１章 農村社会の変化 

（１）農村地域における人口減少・高齢化の進展 

○ わが国の国土の大半は依然として農村であるのに対し、全国の人口に占める割

合は約３分の１で、その割合は徐々に低下傾向。 

・農村（非 DID）の面積は９割以上であるのに対し、農村（非 DID）の人口割合は過去 40年

で約 45％から約 30％に減少。 

○ 農村における高齢化は、都市部に比べ 20 年程度早く進行しており、農村部の

高齢化率は約３割（平成 22 年度）から 20 年後には約４割に達する見込み。また、

今後、中山間地域での人口減少は、都市的地域や平地農業地域より早く進展する

見込み。 

・農村では平成 22年過ぎに、高齢化率が約 27％に達するが、都市部では平成 42年頃と見

込まれるなど農村の高齢化は、都市に比べ 20年程度早く進行。また 20年後には農村部の

高齢化率は 36％に達すると見込まれる。 

・平成 12年の各地域の総人口を 100 とした場合、平成 42年に中間農業地域では約 80、山

間農業地域では約 60と、都市的地域の約 95より人口減少が早く進展。 

・平成 42年の推計では、農村部の生産年齢人口割合は平成 22年の 60％から 55％まで減少

し、都市部より進行。 

・高齢者層では女性が過半数を占める見込みであり、年齢が上がるにつれ、その傾向は顕 

著。 

・平成 22年から平成 42年の人口の減少割合は、都市部に比べ、農村部が約 7ポイント高 

い。 

（２）農業集落機能の低下への懸念 

○ 一集落当たりの農家数は減少傾向。特に、集落人口規模が小さくなるに伴い、

人口減少率が増加する傾向。 

○ また、全国の農業集落における非農家割合は９割程度まで増加。中山間地域に

おいても非農家割合が７～８割程度まで増加。 

○ 農業集落の小規模・高齢化等に伴い、集落における生活や農業生産活動、更に

は永年培われてきた協同の取組や冠婚葬祭などの生活面にまで密接に結びつい

た生産及び生活の共同体としての機能が脆弱化。 

○ こうした中、耕作放棄地の面積は 39 万６千 ha（平成 22 年）となっており、高

齢化・労働力不足、地域内に引受手がいないことが発生要因。 

○ さらに、年間 200 億円を上回る鳥獣被害が発生し、営農意欲の減退など数字以

上に深刻な影響。 

○ これらにより農業・農村の地域資源の保全を通じた多面的機能の発揮が危惧。 
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○ 一方、これらを支える身近な行政支援についても、近年、市町村合併の進展に

伴い、市町村職員定数が減少する中、特に農林水産関係職員の減少が顕著であり、

行政サポート能力低下のおそれ。 

（３）農業構造の変化 

○ 基幹的農業従事者の平均年齢は 66 歳であり、高齢化が進行。今後、昭和一桁

世代のリタイヤ等に伴い、農村における基幹的農業従事者は大きく減少すると推

計。 

・基幹的農業従事者の平均年齢は平成 7年から 22 年までの 15 年間に 6.5 歳上昇。 

・基幹的農業従事者の高齢化によるリタイヤが進む中、60代の定年後サラリーマンの帰農

が見られる状況。今後の推計によると、昭和一桁世代のリタイアに伴い、基幹的農業従

事者の減少は急速に進む見込み。 

○ 総農家数が減少する一方、土地持ち非農家数が増加傾向にあり、総農家数の約

５割に相当。また、農地に占める土地持ち非農家の農地は約２割であり、耕作放

棄地の増加に影響。 

・土地持ち非農家が所有している農地は平成 22年は約 77万 ha（平成 17 年は約 60 万 ha）

となっており、このうち、約 56万 ha は貸付されているが、18万 ha は耕作放棄地。こ

れは全国の耕作放棄地面積の約５割に相当。 

○ 一方、これまでに利用権設定等による農地集積が進展し、平成 22 年には担い

手の利用面積は全体農地面積の 49％となるなど、担い手・組織の拡大と土地持

ち非農家の増加とに二極化が進行。 

○ また、家族経営体、法人経営体とも大規模化が進展。法人経営体の農地利用全

体に占める割合は上昇。 

・農地集積シェアで見ると、平成22年には、５ha以上層が家族経営全体の農地面積の45％。 

・法人経営体数は、この 10年で２倍以上に増加しており、農地面積全体に占めるシェアも

増加。 

・平成 22年の 20ha 以上の法人経営体は 22％、法人経営全体の農地面積の 80％。 

・50ha 以上の法人経営体は法人経営体全体の経営体数では 7％、農地面積では 50％。 

○ なお、法人を中心として、経営の多角化（６次産業化）、新規雇用就農者の増

加や女性の経営の参画、異業種キャリアを活かした外部からの経営参画等の動き

が活発。 

第２章 土地改良施設・管理における変化 

○ 基幹的水利施設については、既に耐用年数を超過した施設が約２割あり、今後

10 年以内に耐用年数を超過する施設を含めると約３割に上ると推計。農業水利施

設の老朽化に伴う維持補修費が増加傾向。 

・開水路を例にしてみると、耐用年数を超過した施設は約４割であるが、10年後には約６

割に達する見込み。 
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・また、開水路は土地改良区による管理が全体の約 72％、市町村による管理が約 20％であ

るが、耐用年数を超過した施設に占める土地改良区の管理する施設の割合はさらに増加す

る見込み。 

○ 集落機能の低下や入り作農家の増加等の農村社会の変容により、集落が行って

きた農業用水の管理に変化が生じ、「掛け流し」を行う農家等が増えたため、下

流の水田に用水が届きにくくなるなど、土地改良区がこれまで介入してこなかっ

た段階の水利調整が増加。 

○ 土地改良区組合員に土地持ち非農家が増加し、賃借人である営農者が土地改良

区の連絡体制に含まれていないことから、渇水時などの管理体制にも影響。 

○ 施設整備費等を負担している土地持ち非農家が増加し、施設保全等の投資の必

要性に対する理解の低下等に繋がることが懸念。 

○ 混住化の進展に伴い、用排水路へのゴミ流入量の増加等により、維持管理労力

が増大傾向。 

 

第３章 災害脆弱性の高まり 

○ 近年の集中豪雨発生増加により、湛水被害が頻発している状況。 

・１時間 50mm を超える豪雨の年間発生回数が過去 20年で約 1.5 倍に増加。 

・平成 25年９月に京都で台風被害が発生する等、近年全国各地で湛水被害が頻発。 

・このような湛水被害に対しては、低平農業地域では、農業用の排水機場が農地・農作物の

他、宅地、公共施設などの湛水被害の防止を図っており、地域排水としても重要な役割を

担うべき施設となっている。 

○ 一方で、近年、渇水傾向も続いており、農業用水の反復利用や番水など、渇水

被害を軽減する取組みが各地で実施されたところ。 

・平成 24年も春からの少雨で関東・東海・四国地方等で取水制限が行われ、ブロック毎の番

水等による対応が実施。 

○ また、東日本大震災の発生により甚大な被害が発生。 

・東日本大震災では農地・農業用施設等に未曾有の被害。津波により東北地方を中心に約２

万 haの農地が流失や冠水等の被害を受け、沿岸部の用排水施設にも大きな被害。 

・また、関東地方でも農業水利施設の損壊や液状化等により、約２万６千 haの農地に被害が

発生し、営農に影響。 

・福島県の藤沼湖ではため池が決壊し、死者・行方不明者８名等の甚大な被害が発生。 

○ こうした中、今後発生のリスクが指摘されている南海トラフ巨大地震の影響を

受ける生産農業所得は全国の約４割、基幹的水利施設については全国の約３割と

想定されている。 

・南海トラフ地震で被害を受ける生産農業所得は全国の約４割の 1.2 兆円に上ると想定。 

・南海トラフ地震で被害を受ける基幹的水利施設は全国の約３割の 5.6 兆円（再建設費）に

上ると想定。 

○ 一方、農業水利施設の老朽化等は、災害に対する脆弱性に影響するとともに、

年々増加傾向にある突発事故により二次災害も発生。 
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・突発事故の発生件数は、施設管理者に対する聞き取り調査によれば、平成５年の約 160 件

から平成 23年には約 600 件に増加。 

・市街地を通過する農業水利施設も多く、これらが、突発事故や大規模地震の発生により損

壊した場合には人命・財産等に大きな影響を及ぼすおそれ。 

○ また、ため池については全国で約 21 万箇所あり、そのうち決壊した場合に人

命・人家等に影響を及ぼすおそれがあるとされるため池は約１万４千カ所存在。 

第２部 農業農村整備の課題 

第１章 農村社会の変化や新たな農政の展開と課題整理に当たっての視点 

（１） 農村の変化 
○ 近年の農村社会における人口減少・非農家の増加、農家の減少・高齢化といっ

た変化に加え、老朽化の進展等による農業水利施設の管理における変化、近年の

集中豪雨の発生増等に見られる災害脆弱性の高まりといった事態が相互に関連し

ながら農業・農村へ影響を及ぼしており、こうした状況は今後一層深刻化するお

それ。 

 

（２） 新たな農政の展開 
○ 昨年 12 月にとりまとめられた「農林水産業・地域の活力創造プラン」におい

て、農業を足腰の強い産業としていくための政策（産業政策）と、農業・農村の

有する多面的機能の維持・発展を図るための政策（地域政策）を車の両輪として

推進することとし、 

① 農地中間管理機構の創設 

② 経営安定対策の見直し 

③ 水田フル活用と米政策の見直し 

④ 日本型直接支払制度の創設 

  の４つの改革を進め、創意工夫に富んだ農業経営者が存分にチャレンジできる環

境を整備するとともに、地域一体となって農業・農村の多面的機能を維持・発揮

し、食料自給率の向上と食料安全保障を確立する旨決定。 

 
（３）課題整理の視点 
 ○ 農村社会の変化や新たな農政の展開を踏まえ、農業農村整備の課題を整理する

にあたっても「産業政策」と「地域政策」とを車の両輪としてとらえるとともに、

平地から中山間地に至るそれぞれの地域特性に応じた取り組むべき施策の方向性

や価値の置き方に相違があることにも留意。 
 ○ 「産業政策」により、農業構造の改革と競争力強化を進め、農業・農村の経済

的価値を追求できる地域を拡大するとともに、「地域政策」により、構造改革の後

押しや地域コミュニティを軸とした産業化を図るなど、「産業政策」と「地域政策」

が相互に補完・連携しながら農業・農村の豊かさ（経済的・社会的価値）を高め

ていくことが重要。 

- 4 -



 

 ○ 農業生産や農村の環境・生活を支える基盤は、「産業政策」と「地域政策」を展

開していく上で基礎となり、ストックとして次世代に亘って引き継がれる社会資

本であることから、農業水利施設の長寿命化、農村インフラの保全・再編、防災・

減災力の強化等の整備を適切に実施していくことが必要。  

- 5 -



 

第２章 収益性の向上や競争力強化を目指した「産業政策」 

（１）農地集積の促進と生産基盤の更なる機能向上 

 

〇 農地整備については、農地中間管理機構とも連携し、担い手への農地の集積・集

約化を確実に進めることが重要。 

その際、畦畔除去等による大区画化の促進に向けて、候補となる区域情報（ほ区

均平等）について関係者間での共有を図るとともに、土地改良区の各種調整に係る

役割の強化などを通じて、戦略的に推進していくことが課題。 

○ また、スケールメリットが活かしにくいほ場レベルでの農地・水の管理省力化に

資する整備の一体的推進も重要。 

〇 なお、経営規模拡大や大区画化に制約のある中山間地域においては、特色ある営

農展開に資する整備を図るなど、地域特性に応じた整備の実施に留意。 

 

・これまで区画整理等の実施により、農地集積や生産コストの低減に大きく貢献し

てきているが、今後限られた担い手への更なる営農集中が想定され、一層の生産

基盤の機能向上が必要。 

・このため、経営の大規模化と生産コストの一層の削減を図るための大区画化を計

画的･効率的に推進していくことが重要。その際、ほ場施設の効率化や集約化を

進めるとともに、農業専従者１人当たりの規模拡大にも留意。 
 

・また、農地の区画整理や畦畔除去等による大区画化と併せて、担い手への農地集

積のみならず集約化（集団化）を確実に進めていくことが重要。 
・その際、畦畔除去による大区画化が可能なほ区レベルの区域情報について、市町

村、土地改良区、農地中間管理機構等とも共有しつつ、計画的に農地の大区画化

を推進すること等が重要。 

・加えて、水利調整や土地利用調整のノウハウがある土地改良区が農地中間管理機

構と連携しつつ、畦畔除去等による大区画化の推進や土地利用調整において十分

な役割を発揮していく必要。 

 
・また、経営規模拡大のスケールメリットが発揮されにくいほ場レベルでの用排水

管理、畦畔管理の更なる省力化を基盤整備と一体的に進めて行くことも重要。 
 
・一方、中山間地域等の規模拡大や大区画化が必ずしも適さない地域においては、

特色ある営農展開や安全性等作業環境の改善に資する地域特性に応じたきめ細

かな整備の推進に留意。 
・また、地域においては大きな課題となっている耕作放棄地対策や鳥獣害対策への

取組が重要。  
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（２）農政改革を踏まえた地域の農業構造や営農戦略等への対応 

 

○ 農政改革の展開により、今後、地域では農地利用の集積・集約化の加速的進展や

営農戦略の再構築が見込まれる。 

このため、地域の営農変化に伴う水需要の変化について、地元で情報共有を図り

つつ、現在確保されている農業用水を最大限活用することが重要。また、農村の人

口が減少し、大規模・少数の担い手が利用の大宗を占める水利秩序に適合するため、

新たな農業水利システムの構築が必要。 

○ また、ニーズの高い麦・大豆等に対応するための排水対策や、高収益作物導入に

向けたかんがい施設の整備などについて、地域ごとに作成される水田フル活用ビジ

ョンなどを踏まえつつ、機動的かつ重点的に対応することが重要。 

 

 

・農政改革の展開により、今後、地域では農地利用の集積・集約化の加速的進展や

営農戦略の再構築が見込まれ、地域毎に策定される「人・農地プラン」や「水田

フル活用ビジョン」を踏まえ、担い手に集中する営農体系とともに、農業用水の

需要変化や水田畑地化等に的確に対応し、多様な営農を支援する体制整備が課題。 

 

・経営判断に基づく作付け体系の変化や、営農作業の低コスト化技術等の普及等、

地域の営農変化に伴う水需要の変化について、地元で情報共有を図りつつ、現在

確保されている農業用水を最大限活用することが重要。 

 

・また、農村の人口減少・高齢化の進展を踏まえた農地集積の加速化により生ずる、

大規模・少数の担い手が地域の水利用の大宗を占める水利秩序に適合するため、

より地域の営農を重視した水管理への転換や、これを支える持続可能な水管理体

制への再編等を行うなど、新たな農業水利システムの構築が必要。 

・具体的には、多様化する水需要にきめ細かく対応し、担い手農家の負担感が少な

い効率的な経営に貢献する水管理を実現するため、ICT 等の活用による水管理労

力の省力化・水利用の効率化を図る。また、土地改良区から集落・農家にいたる

現行の重層的な水管理体制から、土地改良区と大規模経営体等が向き合い連携す

る二層管理体制への再編を進め、持続可能な水管理体制を構築する。 

 

 ・また、地域毎の営農見直しを踏まえて、水田の汎用化のための排水改良や暗渠排

水、畑地かんがい、高付加価値の農業への転換等の取組を重点的かつ機動的に支

援する必要。 
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（３）基盤整備と多様な担い手の育成・強化 

 

〇 地域農業の姿を大きく変え、それに向けて多くの話し合いが行われる基盤整備の

機会を最大限活用して、多様な担い手の育成・強化を図ることが重要。 

その際、地域特性を踏まえつつ、農業経営の法人化や集落営農組織の育成を目指

すとともに、異業種との連携や既存の経営体の合併・外延的拡大による経営の広域

化等に資する基盤整備にも留意していく。 

また、複合経営強化等への対応を含め、担い手支援施策や生産振興策等との連携

の充実を図っていくことが重要。 

〇 基盤整備を契機とした６次産業化への取組の推進に向け、構想段階からの一体的

な検討を促進することが課題。 

 

 

・農地集積に向けた土地利用調整等を伴う基盤整備等の実施に際しては、地域にお

いて、構想・計画段階から多くの話合いがなされている。これらの機会を最大限

活用し、農業経営の法人化、集落営農組織の設立・法人化、個別経営体の規模拡

大を促進することが重要。 

・その際、水田地域においては、稲作経営の規模拡大のみならず、園芸作物の団地

化・規模拡大など複合経営強化への対応や、中山間地域における集落営農体制の

構築などの取組の促進にも留意する必要。 

・また、多様なノウハウやネットワークを有する異業種と連携した担い手の育成・

確保や営農組織の合併や法人経営の外延的拡大による担い手育成の促進等にも

留意しつつ、これらに資する基盤整備を図っていくことも重要。 

・これらの取組に際しては、担い手支援施策や生産振興施策等の関連施策と連携を

図ることが効果的。 

・なお、基盤整備を契機として、農家の女性グループ等が６次産業化に取り組む事

例、施設用地が創出される事例等も見られ、６次産業化の推進につながる形で農

業農村整備事業を実施していくことが効果的。その際、基盤整備に向けた地域の

話し合いを最大限活用し、担い手への農地集積計画等と６次産業化の構想段階か

らの一体的な検討を促進することが重要。 
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第３章 地域社会の維持・活性化等を目指した「地域政策」 

（１）集落構造の再構築と地域コミュニティの維持・強化 

 

〇 今後とも農村の人口減少・高齢化の進行が見込まれる中、担い手農家と土地持ち

非農家への二極化や集落機能の脆弱化が懸念。 

こうした状況を踏まえ、多面的機能支払を全国的に展開し、地域コミュニティを

維持･強化しつつ、農地等が有する多面的機能の維持・増進を図ることが重要。 

また、土地持ち非農家にも農地･水路等の地域資源の保全活動や６次産業化への

参画など新たな役割を明確化するなど集落構造の再構築を行い、構造改革を後押し

するとともに、産業競争力の強化を集落全体で支え、集落自体の生活を豊かにする

姿を目指していくことが課題。 

 

・今後とも農村の人口減少・高齢化の進行が見込まれる中、担い手農家と土地持ち

非農家への二極化や集落機能の脆弱化が懸念され、農業・農村の有する多面的機

能の発揮が危惧。 

・このため、多面的機能支払を全国展開し、本制度における「保全管理構想」の策

定や基盤整備事業を契機とした話合い等を通じて、担い手への農地集積計画の策

定と併せて、土地持ち非農家の新たな役割を構築し、持続的な農業を確保しつつ、

地域活性化や防災力強化を推進していく必要。その際は、地域コミュニティの維

持・強化を図りつつ、集落全体で地域の活性化につながる取組が重要。 

 
 
（２）地域資源の保全と高度な活用 

 

〇 地域で受け継がれてきた豊かな資源の活用や新たな需要の発掘･創造を通じて、農

村の活性化につなげる取組として、地域資源・農村環境の保全活動と連動した農産

物のブランド化や女性･高齢者による加工･販売活動、環境教育の推進等に取り組む

とともに、先進事例の全国発信を通じた他地域への横展開を図っていくことが重要。 

〇 また、土地改良区等のネットワークも生かしつつ、地域コミュニティによる活動

の広域的な連携を図り、上下流域の一体的な保全活動等の推進にも取り組んでいく

ことが効果的。 

〇 なお、農村の地域資源を活用した再生可能エネルギー発電の導入による農業･農村

振興に向けて、新たに法定化された農山漁村再生可能エネルギー法に基づく計画等

と基盤整備との構想段階からの効果的な連携を促進することが課題。 

 

・地域で受け継がれてきた豊かな資源を、地域コミュニティによる高度な活用や新

たな需要の発掘・創造を通じて、農村の活性化に繋げていく取組が重要。 

・例えば、地域資源・農村環境の保全活動と連携した農産物のブランド化や女性・

高齢者による６次産業化等の優良事例について、積極的な全国発信を通じた他地
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域への横展開を図り、地域コミュニティによる地域資源の高度な活用をさらに促

進していくことが重要。 

・また、地域資源の保全活動の広域化・高度化を、土地改良区等のネットワークを

活かした主体的な取組等も導入しつつ促進していくことが効果的。 
・上流地域で生産された作物を下流地域の住民が支える地産地消による地域経済への貢献。 

・森・里・海の連携による地域資源の保全活動等。 

・豊富な水力、太陽光、バイオマス資源などの地域資源を活用した再生可能エネル

ギー発電の導入による地域活性化を、農業農村整備とも構想段階から連携しつつ

さらに加速していくことが重要。 
・土地改良施設を活用した小水力、土地改良施設のスペースを活用した太陽光発電等の整備

構想（スマートビレッジ等）を基盤整備の事業計画策定と一体的に策定。 

 
 
（３）生物多様性の保全 

 

〇 農村においては、農地・水路等で構築された水のネットワーク等が生態系を育み、

また、こうして形成された生物多様性は、農家等による農業生産活動や農地・水路

等の維持管理活動によって保全。 

○ 今後とも、農地・水路等の整備や維持管理、地域資源の質的向上のための活動等

に際しては、これまでの取組を検証しつつ、農村環境への配慮や保全活動を一層充

実する必要。 

○ また、これらの活動が地域づくりの一環として取り組まれるような計画づくりを

一般化していくことが課題。 

 

・水田、水路、ため池等の農村地域の水辺環境は、水と生態系の有機的なネットワ

ークを形成しており、多様な生きものがその生活史に応じ様々な生育・生息環境

を利用。 
・こうした農村地域の水と生態系のネットワークは、農家や地域住民による生産活

動や維持管理活動によって保全されてきており、一方、農業に対しても土壌形成、

水の浄化等に貢献してきている。 
・今後ともこれら豊かな地域固有の資源や農村環境を基盤整備等を行う機会にも再

認識していくとともに、その活用・向上を地域づくりに活かしていくことが重要。 
・このため、基盤整備を行う際の環境配慮計画等においてこれらの活動が地域づく

りの一環として取り組まれるような計画づくりを一般化していくことが重要。 

・国営事業着手時の環境配慮計画等において、地域資源・環境の再認識とその活用・向上に

地域づくりの一環として取り組むような計画づくりを促進していく仕組みや技術指針等を

整備。 

・土地改良区が中心となって農村環境の保全を契機とした地域づくりを展開。 

・また、これら取組を充実・促進していくための技術的手法の充実や基礎的な情報

整備を図っていくことも重要。 
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（４）農業・農村の魅力を活かした地域社会の活性化 

 

〇 農業･農村の魅力を活かした都市と農村の共生･対流等を通じた地域社会の活性化

を目指して、福祉・教育・観光・まちづくり・環境等の分野において、交流を軸と

した関係府省が連携した効果的な取組の拡大･定着を図っていくことが課題。 

〇 また、世界農業遺産（GIAHS）をはじめ、我が国の農山漁村が有する地域資源を活

用した農業･地域振興に向けた戦略的な取組を行う等、美しい景観、歴史・伝統等

の保全・活用を契機として、地域農業の付加価値を高め、地域活性化につなげてい

く取組を促進していくことが課題。 

なお、海外からの注目が高まっている日本の「食」を活かした地域活性化の取組

にも留意。 

 

・集落機能が低下しつつある農村の再生を図るため、さらなる都市と農村の共生・

対流を通じて農村の活性化を図る取組を関係省庁とも連携し効果的な取組の拡

大・定着を図ることが必要。 
・ 小学５年生を中心とした農山漁村での宿泊による自然体験や農林漁業体験等を、制度化も

視野に推進（子ども農山漁村交流プロジェクト）。 

・ 障害者や高齢者のための福祉農園の整備を推進（「農」と福祉の連携プロジェクト）。 

・ 農山漁村の空き家・廃校・耕作放棄地等の地域資源を活用した交流等を推進（空き家・廃

校活用交流プロジェクト）。 

・ 住民参加の下での交流農園や農林産物直売所等の整備を推進（「農」を楽しめるまちづく

りプロジェクト）。 

 

・世界農業遺産（GIAHS）を活用した農産物のブランド化や観光等との連携によるグ

リーン・ツーリズムなどをはじめ、棚田や疏水等の我が国の農山漁村が有する美

しい景観、歴史、伝統等を保全･活用・継承し、農業・農村振興に戦略的に活かし

ていくことが重要。 

 

・また、ユネスコ無形文化遺産に登録された和食を農村の活性化につなげていくな

ど、海外との交流にも着目した地域活性化を図っていくことにも留意。 
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第４章 老朽化の進行や防災・減災等に対応した農業水利施設等の保全・管理 

（１）農業水利施設等の持続的な保全・管理 

 

〇 農業水利施設については、戦後の食料増産や高度経済成長の時代に急速に整備が

進められ、今後耐用年数を一斉に超えるなど老朽化が進行し、効率的な保全・管理

が必要。    

このため、農業水利施設の点検･診断結果等のデータ蓄積･共有・可視化を進めつ

つ、インフラ長寿命化計画等に基づき、基幹から末端にいたる施設の所有者・管理

者が一体となって、農業水利施設の長寿命化を徹底することが重要。 

また、突発事故に対応したセーフティネットの対策の充実が課題。 

 
・インフラ長寿命化計画に基づく全国的な長寿命化計画の体系的作成及び監視強化

により、長寿命化対策を一層徹底することが重要。また、農業水利施設について

は、施設特性を踏まえ、所有者と管理者が一体となったライフサイクルコストの

縮減・平準化の取組や保全・管理体制の構築が重要。 

 

・その際、農業水利施設の監視体制の強化を図るとともに、診断の結果等をデータ

ベース化し、施設情報の蓄積・共有・可視化を図り、補修・更新時期の最適化や

ライフサイクルコストの低減に活用することが重要。 

・このため、施設の情報プラットフォームの構築とその充実とともに監視に基づく

長寿命化計画の適時・適切な見直し、国、都道府県、土地改良区等との連携強化

（基幹施設から末端施設までの一貫した情報整備と活用）が必要。また、突発事

態への迅速な対応等のセーフティネットの強化が課題。 

 

・さらに、農業水利施設の長寿命化のための新技術の開発・実用化に向けた取組を

推進していく。 
 

（２）農村インフラの戦略的な再編・保全 

 

〇 農業の生産性と農村の生活環境の向上を図るために整備されたインフラが老朽化。 

〇 過去、農村人口・農業者数が減少。今後、我が国の人口が減少するなかで、農村 

地域においてはより大きく減少するおそれ。 

〇 今後の高齢化・人口減少を見据え、農村の生産基盤や生活環境施設の総合的な集 

約・再編等を通じた利便性・効率性の向上等により、農業の産業としての競争力強 

化と地域活性化の両立を図ることが必要。 

 

・土地改良事業で整備され、農道として管理されている農道延長は約 17 万５千 km

のうち、建設後 30 年以上経過している農道橋は約 25％。集落排水施設において

は、設置後 20 年を経過する地区が今後 10 年間で約 3,200 地区増加する見込み。 
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・今後の高齢化・人口減少を見据え、農村の生産基盤や生活環境施設の総合的な集

約・再編等を通じた利便性・効率性の向上等により、農業の産業としての競争力

強化と地域活性化の両立を図ることが必要。 

 

（３）防災・減災への取組強化 

 

〇 大規模地震や集中豪雨等の発生による災害リスクが高まっている中、国土強靱化

の考え方を踏まえつつ、脆弱性評価に基づく農村地域における防災・減災対策につ

いて、地域単位の総合的な計画を策定の上、優先順位を勘案しながら取組んでいく

必要。 

  その際、ため池等の農業水利施設の総点検、被災時に周辺に与える影響の大きさ

などを踏まえつつ、ハード・ソフト対策を計画的に実施していくことが重要。 

  なお、ソフト対策としては、国営土地改良施設を管理する土地改良区等における

ＢＣＰ策定の推進や管理体制が脆弱となっているため池管理者への技術支援に対

して取組を強化することが課題。 

〇 水田やため池を活用した豪雨時の一時貯留など上下流一体の広域な視点から農

地・農業用施設が有する防災機能をフル活用して地域全体の災害対応力を向上させ

る取組について、地域コミュニティとも連携しつつ促進していくことが効果的。 

  また、被災時における農林道の迂回路としての機能発揮や複数の想定被害情報の

適切な共有と実践的な避難行動力の向上などに向けた取組について関係機関の連

携を進めることも課題。 

 

 
・近年、地震、集中豪雨による洪水など、想定を超える規模の災害が多発化してい

る状況。大規模災害の発生リスクの低減を図るため、防災と併せて災害時の被害

を最小化させる減災とのハード・ソフト一体となった総合的な対策が重要。 
・なかでも、大規模災害は我が国の食料安定供給にも影響を与えるおそれがあるた

め、食料の安定供給の観点から、基幹的農業水利施設の耐震化･老朽化対策や各

種農地防災事業の推進とサプライチェーンを構成する関連事業（物流関連の災害

対応力強化等）との連携を進めることが重要。 
・重要公共インフラ等に二次災害を与えるリスクの高い交通ネットワークを形成する農道等

の保全･耐震化の推進。 

・特に、防災の観点から重要な施設であって、必要な耐震性を有していない基幹的水利施設

に対する耐震化整備を老朽化・機能向上対策と一体的に実施。 

 
・また、被災時の食料安定供給や二次被害への影響を最小に抑えるため、早期の農

業用施設復旧に向けて、国営土地改良施設管理者の業務継続計画（ＢＣＰ）策定

に取り組む必要。 
・BCP の策定を推進するため、BCP の策定手法（マニュアル）を整備し、施設管理者の業務継

続体制の確立を促進。 
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・国民生活･財産を保全する観点からは、ため池等について、施設の総点検や被災

時に周辺へ与える影響の大きさなどを踏まえつつ防災・減災対策を計画的に推進

することが重要。 
・東日本大震災の教訓等を踏まえ、平成 25 年度中に警戒すべきため池のうち受益面積２ha

以上のため池（約６万５千箇所）を、さらに 26 年度中に 0.5ha 以上のため池（約４万３

千箇所）を一斉点検する見込み。 

・点検結果を踏まえ、総合的な防災・減災対策として、老朽化施設の更新・補修・

補強や耐震整備等のハード整備、及びハザードマップの作成、情報伝達体制の構

築や管理体制を強化するための技術支援体制の構築等のソフト対策を効果的に

組み合わせながら計画的に推進していくことが課題。 

 
・また、農地や農業水利施設等が有する防災機能が最大限発揮されるような上下流

一体となった広域的な観点からの地域全体の災害対応力を向上させる取組みが

重要。その際は、多面的機能支払制度も活用しつつ、土地改良区、地域コミュニ

ティによる防災･減災や復旧･復興活動を促進し、優良事例等を取りまとめ、全国

的な普及を推進していくことが効果的。 
・農地や農業水利施設、農道等が有する防災機能が最大限発揮されるよう、廃止ため池の貯

留施設としての活用や、空き容量が生じ、かつ安全性が確保されているため池については、

洪水調節としての活用や低水管理を検討。 

・水田の貯留量を増やして洪水調整機能を持たせる取組（田んぼダム）や、あるいは津波対

策（耐水化）や排水機能強化を施した排水機場の整備等。 

・防災・減災対策においては、日常的な課題は地域で対応できるが、緊急時の対応は専門家

の対応が必要。 

 

・さらに、災害関連情報の適切な共有や実践的な避難行動力の向上に資するよう、

関係機関が連携した効率的･効果的な防災･減災への取組体制を構築していくこ

とも重要。 
 
・なお、今後、気温や海面水位上昇が見込まれる地球温暖化の影響を踏まえ、防災・

減災対策としての農業農村整備事業のあり方を検討していく必要。 
  ・第５次 IPCC 評価報告において、今後気温や海面水位の上昇の可能性が報告されたことを踏

まえ、中長期的な影響の予測評価の確度を向上。 
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第５章 土地改良施策の今後の留意点 

  
○ 土地改良事業は、農家からの申請と地域内の受益農家の３分の２以上の同意があ

って実施。また、土地改良区は地域内の農業者（事業参加資格者）を組合員とし、

国や都道府県等と役割分担しながら土地改良事業を実施。 
○ 一方、今後、農業構造の変化（大規模経営体と土地持ち非農家等への二極化）が

進む過程で、均質な農家で構成されていることを前提として成り立ってきた、集落

による農地や水の管理、土地改良区の組織運営、土地改良事業の実施等の様々な局

面において、新たな事態が生じる可能性。 
○ また、農業水利施設の老朽化が進展し、「新設」から「更新」に事業が移行する中、

農業生産力の維持に加え国土強靱化の観点からも、管理者や造成者等が連携を図り

つつ、効果的な長寿命化対策の実施や円滑な更新を進めていくことが必要。 
○ 土地改良施策のあり方については、今後の地域の動向や意向等を把握しながら、

これらに留意しつつ、必要に応じて検討していくことが重要。 
 
・土地改良事業の実施には、農家からの申請と地域内の３分の２以上の同意があっ

て実施することが原則であり、都道府県・市町村との協議・調整、学識経験者か

らの調査報告、地域住民からの意見聴取等も必要。 
・土地改良区は、土地改良法に位置づけられた法人格を有する団体であり、農業者

の発意により知事の認可を得て設立され、国や都道府県等と役割分担しながら土

地改良事業を実施。地域内の農業者（事業参加資格者）は、全て組合員として土

地改良区に加入。事業の費用は組合員が負担し、強制徴収が可能。 
・今後、農地中間管理機構の活動等による構造改革の進展や、農家の高齢化による

離農や農業者人口の減少に伴い、小規模農家や土地持ち非農家が増加し、大規模

な担い手へ農地が集積される、農業構造の二極化が進展。均質な農家で構成され

ることを前提として成り立ってきた、集落による農地や水の日常的な管理、土地

改良区の組織運営、土地改良事業の実施等の様々な局面において、新たな事態が

生じる可能性。さらに、水管理等に対する技術的ニーズが高度化し、調整方法も

多様化することが想定。 
・また、農業水利施設の老朽化が進展し、「新設」から「更新」に事業が移行する

中、農業生産力の維持に加え、大規模災害の発生可能性に備えた国土強靱化の観

点からも、管理者や造成者等が連携を図りつつ、効果的な長寿命化対策の実施や、

円滑な更新を進めていくことが必要。 
・土地改良施策のあり方については、地域により状況が様々に異なる中、地域の動

向・課題やニーズをきめ細かく把握しながら、これらに留意しつつ、必要に応じ

て検討していくことが重要。 
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第６章 課題に対応した施策展開における横断的な留意事項 

 
○ 産業政策と地域政策も攻めの視点を重視 
 

・新たな農政が今後展開されていく中で、これらの効果が地域において最大限発

揮されるような農業農村整備の展開を目指すことが重要。 

   ・その際に 

・農業の自立を促す仕組みに転換し、経営規模拡大や新規作物の導入・高

品質化、更には６次産業、再生可能エネルギー利用との連携などを含め、

チャレンジする地域・農家を支援 

・個々の活動主体の数、規模等が限定されてくる中で、広域的な連携や異業

種交流等を通じた効果的・効率的な取組を強化 

していくことに留意が必要。 

・また、地域資源の保全に留まらない高度な活用や地域社会の維持に留まらない

高齢者・女性の積極的な参画等による地域活性化等、地域政策においても攻め

の視点が重要。 

・なお、今後の新たな農政の展開状況や現場における取組状況に対応し、具体的

な施策については適時見直していく必要。 

 
 
○ 産業政策と地域政策の有機的な連携・補完 
 

・農業農村整備は産業政策と地域政策の両方の側面を有しており、双方ともに重

視していく必要。     

・その際、担い手の育成に向けて展開する産業政策と地域コミュニティ強化を軸

として展開する地域政策を有機的に連携させ、農村社会の維持・発展を図りつ

つ、産業競争力を強化していくことが重要。 

・また、集落の構造として産業競争力の強化を集落全体で支え、それが集落自体

の生活を豊かにする姿を目指していくことが重要。 

 

 

○ 地域の特性に配慮した機動的な対応 

 

・平場と中山間等、地域毎に異なる特性や条件を踏まえて、画一的でない、それ

ぞれに応じた目指すべき方向性や方策を追求。 

・また、施策の展開においては、それぞれの地域でボトルネックとなる事項を明

らかにし、その解決を図っていくなど、きめ細やかな対応が必要。 
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○ 人材育成の強化 

 

・地域の特性を十分理解し、活性化に向けて営農面を含め様々な施策と連携を図

りながら農業農村整備事業を実施することが重要であり、総合的に地域支援で

きるよう、行政や関係団体等における人材育成が必要。 

・大学・研究機関における知見、研究と行政機関における知見、施策の双方を関

連付けながら活かせるような連携や人材育成を充実していくことが重要。 

・特に、防災面においては、集中豪雨や大規模地震のリスクが高まってきている

ことを踏まえた大学や研究機関と連携に加えて、地域の民間業者の活用や土地

改良区との連携も重要。 

・新たな就農者等に対し、地域としてサポートする体制作りや農村環境保全に関

する研修等を行うことが重要。また、地域コミュニティを維持・活性化してい

く際には、リーダーの育成が重要であり、多様な人材からの幅広い活用が必要。 

 

 
○ 関連施策や関係団体との連携強化 
 
・関連施策との連携、省庁間連携の枠組みを構築することにより、効率性の高い

行政サービスを提供するとともに、施策の相乗効果を高めていくことが効果的。 

・また、都道府県・市町村等行政機関や土地改良区、農地中間管理機構等関係団

体との効果的・効率的な連携、支援体制の充実が重要。 

 

 

○ 優良・先進的な取組の体系的整理・効果的な広報と横展開 

 

・優良事例の横展開等を目指し、国際的な発信も視野に入れた新しい農村の魅力

の積極的な情報発信。 

・国、都道府県、市町村、関係団体が連携した農政等に係る意見交換や広報活動

の積極的な展開。 

 

  

 ○ 施策の評価 

 

・施策の展開に当たっては、あらかじめ目標を定めた上で実施・評価を行い、そ

の結果を次の取組にフィードバックするサイクルを組み込むことが重要。 
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