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○ 農業・農村構造が変化し、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、担い手政
策を推進していくため、農村協働力の補完・向上の観点も含めた、情報通信技術を活用した生産基盤
のあり方について検討。

○ 併せて、農業・農村構造が変わりゆく中、新たな農村協働力を形成し、担い手のみならず多様な主
体が安心して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。

社会情勢の変化を踏まえた次世代の農業・農村の構築

１．これまでの審議状況
（１）今年度の審議事項について
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担い手政策を推進していくため、農村協働力の
補完・向上の観点も含めた、情報通信技術を活用
した生産基盤のあり方について審議

農村協働力を活かし、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審議

第１回
農業農村振興整備部会
(平成29年９月５日)

検討課題に関する審議

検討課題 ①
担い手政策の推進に資する生産基盤の在り方

検討課題 ②
多様な主体が住み続ける魅力ある農村社会の構築

第２回
農業農村振興整備部会
(平成29年12月６日)

第１回の審議を
踏まえた現地調査
（岐阜県下）

第３回
農業農村振興整備部会
(平成30年１月16日)

他の議論（「今後の土地
改良区の在り方につい
て」等）について審議

第４回
農業農村振興整備部会
(平成30年３月14日)

これまでの審議・現地調
査の内容を踏まえた審議

平成30年度第１回
農業農村振興整備部会
(平成30年上半期の開催

を予定)

審議の取りまとめ

※このほか平成30年度
検討事項を示して審議
を行う予定
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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を図る必要。

○ これを実現する手段として、新技術の活用に期待。

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
（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。

人口減少

高齢化

混住化

農業構造の転換

＜省力化技術の活用＞

・ICTやカメラを用いた利水
状況の確認や遠隔操作

・GPSによる農業機械の自
動操縦

GPS（米国）

準天頂衛
星（日本）

担い手の負担軽減が必要

農村の人的
資本の減少

農村協働力
の低下

農村の人的
資本の減少

農村協働力
の低下

社会情勢の変化を踏まえた次世代の農業・農村の構築

２．担い手政策の推進に資する生産基盤の在り方
（１）第１回農業農村振興整備部会における検討



○ 先進的な地域の事例においては、基盤整備と併せてＩＣＴを導入することで労働生産性の
向上を実現し、６次産業化に取り組んでいる。

○ 北海道士別市では、大区画化やＧＰＳガイダンスシステム搭載型トラクターの活用により
生産性を向上し、高収益作物の導入、６次産業化に発展。

○ 岡山県岡山市では、大区画化やＧＩＳを活用した農作業管理や経理事務の効率化により、
新品種の酒米の導入、日本酒の開発・販売に発展。
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最大 6.8 ha/区画

130 m

520
m

○ 大区画化（最大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

北海道士別市の事例北海道士別市の事例

○ 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

岡山県岡山市の事例岡山県岡山市の事例

社会情勢の変化を踏まえた次世代の農業・農村の構築

２．担い手政策の推進に資する生産基盤の在り方
（１）第１回農業農村振興整備部会における検討



○ これまでの議論を踏まえ、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
も含めた、情報通信技術を活用した生産基盤のあり方について、整理・分析する。
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担い手政策を推進していくため、農村協働力の

補完・向上の観点も含めた、情報通信技術を活用

した生産基盤のあり方について審議

検 討 課 題 ①

担い手を支える生産基盤、新技術

［第１回部会による議論の概要］

農業農村整備分野においては、水管理や施工の

際にICTを活用。ICT活用による省力化の結果、6

次産業化等の新たな取組みを促進。

第１回部会における事例

広く新技術を普及していくための方策

［第１回部会による議論の概要］

次世代の農業・農村に向けた新技術の開発

 高齢化と後継者不足により離農者が増えており、担い手への農地集積が自然に進んでいる状況。
 高齢化、二極化、混住化という構造変化が進み、今や地域の担い手は地域の「少数派」であり、担い手の農作業と一般の

人々の生活が競合するようになってきた。
 担い手への農地集積が進展する一方で、農村の人口減少により、水管理、水路清掃、草刈等の地域の支えが必要な維持管理

活動が困難になってきており、担い手を支える対策が必要。
 新技術については零細農家を切り捨てるのではなく、全ての農家がどう関わっていくのか考えることが重要。

［第１回部会による議論の概要］

 新技術により未経験者の作業が可能となり、新規就農者や女性の活用といった多様な者の参画が展開される。
 新技術の普及には、地域の実情に応じて技術の内容や効果を具体的に示すことが必要。
 個別経営と生産基盤の在り方を分けて議論すべき。新技術の導入のために生産基盤をどうしていったらよいかということを

議論すべき。

 ＩＣＴにより地域の情報が整備されることによって、ビジョンが描きやすくなり、合意形成も行いやすくなる。
 個別ＩＣＴにより収集したデータを単に活用するのではなく、咀嚼・予測して次の行動に活かすことを始めていくべき。

こ
れ
ま
で
の
議
論
を
踏
ま
え
た

検
討
の
視
点

社会情勢の変化を踏まえた次世代の農業・農村の構築

２．担い手政策の推進に資する生産基盤の在り方
（２）これまでの議論を踏まえた今回の検討課題
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ポンプ出力の日毎の推移（7/20～8/15）

節電効果

システム導入前

システム導入後

○ ＩＣＴ等の新技術は、省力化・効率化によって担い手の農業経営を下支えする役割が期待。

○ 茨城県の事例では、ＩＣＴを活用した、ほ場の給水と揚水機場のポンプを自動化する水管理システ
ムの導入により、水管理労力とポンプ運転に係る電気料を大幅に削減。

5社会情勢の変化を踏まえた次世代の農業・農村の構築

２．担い手政策の推進に資する生産基盤の在り方
（３）担い手を支える生産基盤、新技術（ＩＣＴを活用した水管理システム）

［事例の概要］
土地改良区内の7.9haを耕作する大規模経営体で、圃場の給水と揚水機場のポンプの運転
を自動化するため、自動給水栓とiDAS（圃場－広域連携水管理システム）を試験導入。
クラウドサーバ間でデータの連携を行い，圃場ー広域連携型水管理システムを構築し、圃
場の水利用に応じた配水制御を実現。

ポンプ場

iDASの監視画面

連
携

圃場

地区全体の水管理状況を監視

モバイル端末で
監視、制御

●自動給水バルブを取り付けた試験圃
場は、降雨時を除いて設定水位（5～
6cm）を維持

【現地概要】

○ 管内4,033haの揚水機場130箇所で1日10時間
運転し、年間合計5,600kWの電力量を使用。
年間の電気料は1億円以上。

○ 掛け流しや締め切り運転が多く、節水の必
要性を認識しており、そのためには給水栓、
揚水機場、双方のきめ細かな管理が必要。

茨城県龍ケ崎市の事例茨城県龍ケ崎市の事例

・ほ場及び揚水機場における
水管理労力を大幅に低減。

・ポンプ運転にかかる電気量
を約4割削減

・ポンプの自動運転によって、
パイプライン管内圧力が6割
低減することによる施設の
保全効果
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○ 山形県河北町では、農家数の減少や高齢化により水路等の保全管理が困難になっており、ＧＩＳに
より地域資源情報の見える化を行い、地域住民による資源保全活動に活用。

○ ＧＩＳの導入により、担い手のみならず地域全体で地域資源を保全していく取組を促進。

6社会情勢の変化を踏まえた次世代の農業・農村の構築

２．担い手政策の推進に資する生産基盤の在り方
（３）担い手を支える生産基盤、新技術（ＧＩＳの活用による地域資源保全）

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

山形県河北町の事例山形県河北町の事例

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

２．担い手政策の推進に資する生産基盤の在り方
（４）広く新技術を普及していくための方策（国による実証事業）

○ 新技術を広く普及していくためには、国がモデル地区において実証事業を進め、その効果や課題を洗
い出し、公表していくことが有効。

〇 岐阜県の事例においては、ICTを活用したほ場の自動給水栓や水田センサをモバイル端末等で遠隔監
視・操作する実証事業を行い、水管理労力の軽減等の効果やコスト面や運用面の課題を整理。

7

長良川用水地区の事例長良川用水地区の事例

期待される効果

・水管理の見回り時間、給水栓操作等の水管理労力の節減。
・借り手側の労働力に余裕ができさらなる集約化が促進。
・余剰時間を新たな営農や６次産業化につなげるなど産地化や地域の農

業収益力が向上。
・用水の不足、無駄水の防止。
・地区内全域に整備されれば用水需要の予測を把握し、機場単位の配水

調整が可能となり、機場の電気代の節減。

課題

・機器設置、管理・運用費が高額。
・機器の故障により、使用できない期間の発生。
・地区内全域に整備されれば新たな管理体制の構築が必要。
・水稲、麦、大豆の輪作体系における機器の移動が必要。
・生育状況や気象条件によっては、人の目による監視や手動による給水

作業が必要な場合あり。



畦畔除去

社会情勢の変化を踏まえた次世代の農業・農村の構築

２．担い手政策の推進に資する生産基盤の在り方
（４）広く新技術を普及していくための方策（新技術のための基盤の在り方）

○ 大区画で均平なほ場、排水路の地中化など、ロボット農業機械による自動走行システム等の新技術の
導入にも資する生産基盤を推進。

〇 こうした新技術の導入を今後進めていくための生産基盤の在り方を検討していく必要。

8

新技術に対応した生産基盤の例新技術に対応した生産基盤の例

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）

・開水路の排水路をパイプライン化
・パイプラインの上部は管理道
・草刈りが必要な面積が大幅減

排水路のパイプライン化大区画課ほ場の整備

◯ 農業機械の自動走行システムの導入にも資するほ場整備 ◯ 草刈りの労力減、草刈りの無人化にも資する排水路の地中化



○ 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省力化することが可能。

○ 情報化施工は、熟練技術者の不足を補い、事業現場の生産性の向上が期待。また、施工の成果をデータとし
て農業者に引き継ぎ、管理等に役立てることが可能。

9社会情勢の変化を踏まえた次世代の農業・農村の構築

２．担い手政策の推進に資する生産基盤の在り方
（５）次世代の農業・農村に向けた新技術の開発（ＩＣＴ施工）

GNSSアンテナつきバックホウ

施 工設 計測 量

設計図に合わせて丁張り設置 丁張りに合わせて施工

○平面測量、縦断測量、横断測量
など実施し、現況図（２次元）を
作成

○現況図に計画する施設等を配置した設計図（平面図、
縦断図、横断図など）を作成し、工事の土工数量等を計算

○設計図を元に、丁張り（位置、高さ、勾配を示す目印）を現地に設置
し、作業者はそれを確認しながら施工

○ドローン等を用いて測量を実
施し、３次元の現況図を作成

→短時間で面的な測量が可能

↑
UAV（ドローン）

レーザー
スキャナ →

○測量で得られた３次元の現況図と３次元の設計図
を合成 →施設等の位置や高さが分かる施工データ
と土工数量等が作成可能

従
来
型
施
工

○施工データを取り込み、GNSS（全球測位衛星システム）とアームに取
り付けたセンサーによりバケットの位置を特定することで、掘削位置等
を車載モニターで確認しながら施工が可能 →丁張りの設置が不要と
なり、施工効率が向上

車載モニター

平面図

縦断図

横断図

数量表

施⼯データ
３Ｄ現況図

３Ｄ設計図

⾞載モニター

ICT施工のイメージICT施工のイメージ

情
報
化
施
工



○ ロボットやＵＡＶ（ドローン）といった新技術を、施設の変状や漏水状況の点検に活用すること
で、より効率的にストックマネジメントを実施。結果的に施設の保全管理コストを低減し、受益者の
負担を軽減。

10社会情勢の変化を踏まえた次世代の農業・農村の構築

２．担い手政策の推進に資する生産基盤の在り方
（５）次世代の農業・農村に向けた新技術の開発（ストックマネジメントへの新技術の活用）

UAV（ドローン）による水路、海岸堤防の点検UAV（ドローン）による水路、海岸堤防の点検

土中に埋設されている管水路は、地表面への水の浸みだ
しや圧力・水位の急激な低下などの異常が生じるまで漏
水を察知することが困難。このため、長距離を効率的に
漏水位置を検出するロボットを開発。

【研究開発内容】
・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
・比重とバランス調整により，流水と一体的に流下（管底の泥な

どの影響を受けない）
・小型（直径55mm，長さ165mm）であるため、φ75mmの空気

弁から投入・回収が可能
・2～5kmの管路を3時間程度で流下し，漏水箇所を 直管1本分

の長さ精度で特定

継手からの漏水

管体の破裂

［背景］
• 農業用の水路の延長は約40万km（地
球10周分に相当）

• 管水路は約1万2千km整備
• 近年，老朽化に伴う管水路の漏水事
故が急増

• 営農面の被害
だけでなく，人
的被害のリス
クの高まり

漏水探査ロボット水中マイク

漏水音の判別

【研究開発内容】
・対象物に応じた最適な計測方法
・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。
・３次元モデルを生成し、測量では得られない形状情報を定量化。
・二時期の３次元モデルの差異から変状個所を抽出

UAV（ドローン）によって；
・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

線的構造物（水路、海岸堤防等）、面的地形（農地、林
地）を対象物とする農林水産業では有効！

ロボットによる管水路（パイプライン）の漏水位置特定と状況把握技術ロボットによる管水路（パイプライン）の漏水位置特定と状況把握技術



○ ハード・ソフトの総合的な防災・減災対策の一環として、豪雨・地震時のため池決壊と下流被害
の危険度をリアルタイムで予測・表示し、ため池下流域の被害を未然防止するための情報を提供す
る「ため池防災支援システム」の開発を推進。

11社会情勢の変化を踏まえた次世代の農業・農村の構築

２．担い手政策の推進に資する生産基盤の在り方
（５）次世代の農業・農村に向けた新技術の開発（防災情報共有システム）

地震時の決壊予測

っっっっっっっっっっっっっっ
っっっっっっっっっっっっっっ
っっっっっっっっっっっっっｚ

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

っっっっっっっっっ
っっっっっっっっっ
っっっっっっっっっ

っっっっｚ

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

２．担い手政策の推進に資する生産基盤の在り方
（５）次世代の農業・農村に向けた新技術の開発（ＩＣＴ活用による合意形成の促進）

○ ＩＣＴ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さ
れる。

○ 石川県の事例では、水土里情報システム（ＧＩＳ）を活用することで、地域の情報を分かりやすく共
有し、担い手への農地集積に向け農地中間管理事業を推進。

12

石川県の事例石川県の事例

県土連が運用す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.中間管理権設定農地

AからCを重ね合せた図面



○ 農業の競争力強化や農業者の所得向上を実現するためには、データ活用型の農業を展開していくこ
とが不可欠であり、産学官で連携して農業に関連する様々なデータの連携を実現する「農業データ連
携基盤」が運用される予定。

〇 農地の整備状況（区画、用排水、農道等）についても「農業データ連携基盤」に提供しており、今
後のさらなる利活用に期待。

13社会情勢の変化を踏まえた次世代の農業・農村の構築

２．担い手政策の推進に資する生産基盤の在り方
（５）次世代の農業・農村に向けた新技術の開発（農業データの相互連携）

農業データ連携基盤で可能となること農業データ連携基盤で可能となること

○ 我が国農業ICTは、システム間の相互連携がない、
データが散在しているなどを理由にデータを活かし
きれていない。

○ 様々なデータを駆使した農業生産により農業者の所
得向上を実現するため、データの連携・共有・提供
を可能にするプラットフォーム（農業データ連携基
盤）を構築。

農業データ連携基盤ができたことで・・・農業データ連携基盤とは

資料：慶応義塾大学プレスリリース資料



○ 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、都市の人々等新たな社会的関係を導入した“開かれた”農村協働力への期待の拡大。

14社会情勢の変化を踏まえた次世代の農業・農村の構築

３．多様な主体が住み続ける魅力ある農村社会の構築
（１）第１回農業農村振興整備部会における検討

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
⾃治会など

農家
地域住⺠
企業団体
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



○ 先進的な地域の魅力ある農村社会の構築に係るプロセスにおいては、その過程で、新たな社会的関
係が導入され、開かれた農村協働力が醸成されている。

○ 宮崎県高鍋町では、観光協会、地元建設会社等との協働による「きゃべつ畑のひまわり祭り」の開
催や、商工会議所を中心となったご当地グルメの開発など、多様な主体の参画による地域の活性化を
実現。

○ 大阪府和泉市では、土地改良区の提案により、府・市との間でため池の防災活動への活用に関する
防災協定を締結したうえで、地域住民を含めた防災訓練を実施し、多様な主体の協働により地域の防
災・減災力を強化。

15社会情勢の変化を踏まえた次世代の農業・農村の構築

３．多様な主体が住み続ける魅力ある農村社会の構築
（１）第１回農業農村振興整備部会における検討

宮崎県高鍋町の事例宮崎県高鍋町の事例 大阪府和泉市の事例大阪府和泉市の事例

キャベツ畑に緑肥として
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

○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



○ これまでの議論を踏まえ、農村協働力を活かし、多様な主体が住み続ける魅力ある農村社会の構築に
向けた方策について、整理・分析する。

16社会情勢の変化を踏まえた次世代の農業・農村の構築

３．多様な主体が住み続ける魅力ある農村社会の構築
（２）これまでの議論を踏まえた今回の検討課題

農村協働力を活かし、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審議

検 討 課 題 ②

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

 事業を進めていくことでさらに鍛えられる農村協働力を、次世代に向けて仕立て直していくことが重要。
 農村協働力は活動すればするほど強くなるもので、最初のきっかけとなる活動が重要。土地改良事業はそうした契機として機能

してきた。

［第１回部会による議論の概要］

先進的な地域の農村社会の構築に係るプロセスで

は、新たな社会的関係が導入され、開かれた農村協働

力が醸成されている。

第１回部会における事例

条件不利地域における農村協働力を活かした地域づくり

 優良事例について、先進的な地域のような展開が困難な地域における解決策を見つけることが重要。
 人口減少が進んだ地域は外部との協働を担う人材がいない。中山間地域では国の施策からは置き去りにされている感がある。

［第１回部会による議論の概要］

担い手を含む多様な主体が引き続き農村に住み続けるための方策

 担い手農家に農地を出した者がなおも農業に関わっていけるような政策が必要。
 担い手集積の機能を高めるためにも土地持ち非農家や不在地権者を参画させる農村協働力の仕組みをつくっていかなければならない。
 多様な価値観の中、離農した結果、そこに住み続ける必要がないという考えがある中、非農家を含めた農村協働力を高め、地域に住み

続ける動機を作らなければならない。

［第１回部会による議論の概要］

こ
れ
ま
で
の
議
論
を
踏
ま
え
た

検
討
の
視
点



○ 岐阜県羽島市では、平成９年度に着手したほ場整備事業を契機に設立した営農組織を起点として、
平成14年度には「市之枝地域づくりネットワーク協議会」を設立。

○ 協議会により、環境機能の維持・増進活動を継続し、その取組の一環である「いちのえだ田園フラ
ワーフェスタ」は、市を代表する観光行事となり、地域内外の多様な主体との社会的関係を構築し、
農村協働力が醸成されている。

17社会情勢の変化を踏まえた次世代の農業・農村の構築

３．多様な主体が住み続ける魅力ある農村社会の構築
（３）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

市之枝地域づくりネットワーク協議会

岐阜県羽島市の事例岐阜県羽島市の事例

→農業農村整備事業は、関係者が地域振興を目指していく
きっかけとその実践の基盤を提供する。

生き物調査

地域住民による清掃活動

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

【構成団体】
・営農組合
・土地改良区
・自治会
・農事改良組合
・ｺﾐｭﾆﾃｨｰｾﾝﾀｰ
・消防・水防団
・交通安全協会
・小中学校
・子供会
・老人クラブ

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

【活動内容】
・景観形成
・生態系保全
・清掃活動
・小学校等の
勉強会

・ﾌﾗﾜｰﾌｪｽﾀの
運営

いちのえだ田園フラワーフェスタ

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。 ・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。
・イベントの情報は地域の旅行雑誌にも掲載。

・羽島市としても、貴重な観光資源として、関係部
局が連携してPRを実施。

・近年は「インスタ映え」効果により若い人の来場も
増加。



○ 農村の生活基盤の整備や美しい農村環境の創造においても、整備された環境を活用した地域振興の
契機となる。

○ 山梨県甲州市では、農道等の整備に伴い、住民参加のワークショップにより、農村環境の魅力を地
域で再認識するとともに、その魅力を活かした都市農村交流を実施。

○ 三重県桑名市では、ビオトープや粗石付き魚道などの環境配慮施設の整備を契機に、土地改良区が
主体となって生態系の保全体制を確立し、子供会や都市住民も参加した環境活動を実施。

18社会情勢の変化を踏まえた次世代の農業・農村の構築

３．多様な主体が住み続ける魅力ある農村社会の構築
（３）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

三重県桑名市の事例三重県桑名市の事例山梨県甲州市の事例山梨県甲州市の事例

← 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

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

○ 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

○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→



○ 中山間地域などの条件不利地域においても、地域の課題に向き合う体制を整え、地域特性を活かし
た地域づくりを図ることが重要。

○ 振興山村地域である岐阜県恵那市では、基盤整備を契機に、地域の特性を活かし、多様な主体によ
る協働体制により栗の産地形成に取り組む。

○ 地域住民との協働による植樹祭や、近隣の棚田と併せて観光資源とした都市農村交流など、限られ
た地域資源を活用した地域づくりを推進。

19社会情勢の変化を踏まえた次世代の農業・農村の構築

３．多様な主体が住み続ける魅力ある農村社会の構築
（４）条件不利地域における農村協働力を活かした地域づくり

岐阜県恵那市の事例岐阜県恵那市の事例

栗の産地形成に伴う協働体制の構築

○ 大粒で高品質な「超特選栗」の生産拡大

○ 「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

栗を核とした地域振興を通じた多様な主体との連携による農村協働力の醸成

地元業者地元業者
地元住民
高校生
小学生

地元住民
高校生
小学生

都市住民都市住民

○ 収穫祭の実施により恵那農業
を都市住民へＰＲ

○ 地元菓子業者と一体となって
上質な栗きんとんの製造・販売

○ 地元住民・高校生・小学生と協働
での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

棚田保存会棚田保存会

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。（推定必要量1,000～1,200㌧に対し、
生産量約120㌧）

グリーンピア恵那の跡地を活用して、栗園を
造成

栗園の造成図栗園の造成風景

平成12年に閉鎖した
グリーンピア恵那



○ 埼玉県秩父市では、中山間地域の特性を活かしたワイン用ぶどうやエゴマの栽培・加工販売、ウィ
スキーの製造など、地域活性化の取組を推進。

○ 基盤整備を契機として、土地改良区を核に地域ぐるみの保全管理を行う環境保全協議会を設立。協
議会が中心となって市、農業委員会、ＪＡ等と連携し、営農体制を確立し、企業誘致を実現。

20社会情勢の変化を踏まえた次世代の農業・農村の構築

３．多様な主体が住み続ける魅力ある農村社会の構築
（４）条件不利地域における農村協働力を活かした地域づくり

埼玉県秩父市の事例埼玉県秩父市の事例

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、農道整備

暗渠排水の整備 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

農地の利用状況

20.8h
a

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

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

・近隣に蒸留所を持つウィ
スキー専業メーカー

・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

・東日本大震災により、
福島県から農場を移転

・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、ワイナリーやレストランの経営、
エゴマの加⼯販売、ウィスキーの製造など多業型経済を実践

・兎田集落にワイナリー
を開設

・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



○ 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ることで、農村協働
力の発揮に不可欠な人材が地域に残るための受け皿を構築することが重要。

○ 秋田県由利本荘市では、基盤整備を契機に、農地中間管理事業を活用し、集落営農組織が担ってき
た地域内の農地を１法人に集積し、水稲作を中心とした営農から複合経営への転換を推進。

○ 生産法人は、所得確保のためアスパラガス、りんどう、小ぎくの栽培にも取り組み、労働力として
地域内女性、高齢者のほか、後継者となり得る若者を雇用し、年間延べ1,300人以上の地域雇用を創
出。

21社会情勢の変化を踏まえた次世代の農業・農村の構築

３．多様な主体が住み続ける魅力ある農村社会の構築
（５）担い手を含む多様な主体が引き続き農村に住み続けるための方策

秋田県由利本荘市の事例秋田県由利本荘市の事例

○ 農業競争力強化基盤整備事業
農地整備事業（経営体育成型）「平根地区」

平根地区

農地中間管理事業により、
ほ場整備地区内の全農地
を１法人に集積し複合経営
を推進

農事組合法人 平根ファーム

・経営面積：66ha

・ほ場整備を契機に２つの集落営農組織を合併
し、農事組合法人を設立。

・農地中間管理事業により、地区内の全ての農
地を集積・集約。

・園芸メガ団地を導入し、出荷調整作業施設や
選花機械等を整備し、地域特産の鳥海りんど
う3haや小ぎく2ha、アスパラガス4haの栽培
に取り組む。

・地域内の女性や高齢者を中心に、年間延べ
1,300人以上（H28）の地域雇用を創出。



○ 秋田県では事業実施に当たり、ほ場整備と経営、普及等の担当がチームを組んで担い手のサポート
を行うほか、農業者代表が地域の営農構想（農地集積、複合経営等）を発表する「営農構想発表会」
を開催。

〇 農業農村整備事業の効果を最大限に発揮するため、「園芸メガ団地構想」による高収益作物の産地づくり、
「農地中間管理事業」を活用した農地集積を、ほ場整備と三位一体で推進。

22社会情勢の変化を踏まえた次世代の農業・農村の構築

３．多様な主体が住み続ける魅力ある農村社会の構築
（５）担い手を含む多様な主体が引き続き農村に住み続けるための方策

秋田県の事例秋田県の事例

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
地集積・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



○ 山形県河北町では、生き物調査においてＧＩＳを活用した「見える化」を行い、生きものマップの
作成や発表会を充実。研究者や地域の高齢者などの多様な主体が活動を支援。

○ 河北町では、この取組によって、地域の子どもたちに対しふるさと教育を進めるとともに、今後、
更に地域の話し合いを進め、将来は都市農村交流や農福連携等に発展させていく意向。

23社会情勢の変化を踏まえた次世代の農業・農村の構築

３．多様な主体が住み続ける魅力ある農村社会の構築
（５）担い手を含む多様な主体が引き続き農村に住み続けるための方策

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

山形県河北町の事例山形県河北町の事例

子どもたちによる生き物調査（生き物マップ作成）



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、農業水
利施設等の歴史や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 あぶくま川水系角田地区土地改良区は、地域の排水機能を担う農業水利施設をクリーンアップ活動
や見学会等により小学生等に公開し、施設の役割等を積極的に発信。

社会情勢の変化を踏まえた次世代の農業・農村の構築

３．多様な主体が住み続ける魅力ある農村社会の構築
（５）担い手を含む多様な主体が引き続き農村に住み続けるための方策

宮城県角田市の事例宮城県角田市の事例

←地域排水も担う
幹線農業用排水路

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。

農業用排水機場→
（管内に132施設）

農業水利施設が果たしている役割の発信

〇 農業水利施設の歴史・役割の発信

・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

24



25社会情勢の変化を踏まえた次世代の農業・農村の構築

４．総括
（１）担い手政策の推進に資する生産基盤の在り方

担い手政策を推進していくため、農村協働力の補完・向上の観点も含めた、情報通信技

術を活用した生産基盤のあり方について審議

検 討 課 題 ①

担い手を支える生産基盤、新技術

ＩＣＴ等の新技術を生産基盤に導入し、担い手の農作業の省力化・効率化を図るとともに、地域による生
産基盤の維持保全においても効率化を図ることが可能である。
このような取組を進め、担い手を地域全体で支えていく仕組みを作っていくことが重要である。

広く新技術を普及していくための方策

新技術の普及には、民間企業の技術を活用して行政・研究機関が現場実証を進め、その成果を広く発信
し、関係者の関心を高めていく必要がある。
農業機械の自動走行システム等の新技術の導入が進められており、今後、これらに対応した生産基盤の在

り方を検討していく必要がある。
また、新技術の開発に併せ、研修等を通じた人材育成を図っていくことが重要である。

次世代の農業・農村に向けた新技術の開発

次世代の農業・農村に向け、担い手や地域にとって有益な新技術を開発・実用化していく。特に、農業水
利施設の管理・点検に資する技術、地域の合意形成や防災減災に資する技術、分析・予測などデータの高度
活用に係る技術の進展が期待されてる。



26社会情勢の変化を踏まえた次世代の農業・農村の構築

４．総括
（２）多様な主体が住み続ける魅力ある農村社会の構築

農村協働力を活かし、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審議

検 討 課 題 ②

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

事業を契機に農村協働力が醸成され、魅力ある農村社会の構築に至った例がみられる。このような観点に
配慮し、事業形成段階で将来的な地域振興をイメージした地域での話し合いを持つことが重要である。

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

条件不利地域ならではの特性を活かした地域づくりにあたっては、地域の強みを活かしたビジョン、取組
の核となる人材、地域内外の多様な主体の参画、行政の支援などが重要である。

担い手を含む多様な主体が引き続き農村に住み続けるための方策

担い手による土地利用型農業に加え、高収益作物の生産や６次産業化等を進めることで、地域に新たな雇用を生
み出し、担い手以外の者が農村に住み続けることにつながる。これらの人材が農村協働力発揮の下支えともなり、地
域の活性化にもつながる。

地域住民が地域の魅力を再認識し、愛着を深めていくことも、地域に住み続けることに寄与するため、農
業水利施設等が有する機能や役割を積極的に周知していくことが重要である。
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