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１．農業・農村構造の変化及び課題

Ⅰ 農業・農村を巡る諸情勢の変化

1



4% 3%

27% 21%
28%

21%
31%

24%

96% 97%

73%
80%

72%

79%

69%

76%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

H12 H22 H12 H22 H12 H22 H12 H22

都市的地域 平地農業地域 中間農業地域 山間農業地域

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

Ⅰ 農業・農村を巡る諸情勢の変化と農業農村整備

１．農業・農村構造の変化及び課題
（１）農村地域の人口減少と高齢化、混住化の進展
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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。

○ 日本再興戦略2016（平成28年６月２日閣議決定）では、平成35年度までに全農地の８割を担い手に
集積することを目標としているなど、今後一層担い手への農地集積が進展することが見込まれる。
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○農家・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

日本再興戦略2016（平成28年６月２日閣議決定）

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」

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。

Ⅰ 農業・農村を巡る諸情勢の変化と農業農村整備

１．農業・農村構造の変化及び課題
（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。

※「担い手」とは、認定農業者、基本構想水準到達者、将来認定農業者
になることが見込まれる認定新規就農者、将来法人化して認定農業者に
なることが見込まれる集落営農を指す。



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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Ⅰ 農業・農村を巡る諸情勢の変化と農業農村整備

１．農業・農村構造の変化及び課題
（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
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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。
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資料：農林水産省「農林業センサス」
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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Ⅰ 農業・農村を巡る諸情勢の変化と農業農村整備

１．農業・農村構造の変化及び課題
（４）農業・農村構造の変化に伴う課題
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○ これら農業・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の支障
が生じる恐れ。

○総戸数規模別にみた集落活動の変化
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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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○ ＳＣとは、信頼に裏打ちされた社会的な繋がりあるいは豊かな人間関係として捉えられる。

○ ＳＣの明確な定義について一般的な合意は存在しないが、議論に最も影響を与えているものとして、
アメリカの政治学者パットナムによる

「協調的な諸活動を活発にすることによって社会の効率性を改善できる、信頼、規範、ネットワークといっ
た、社会組織の特徴」という定義があげられる。

○パットナムはSCを以下のように分類。農村における社会構造や人間関係性は、地縁、血縁に代表される
同質的な結びつきが強く、平成19年の農村におけるSC研究会では、農村のSCは下表のように特徴付けら
れるとしている。

【一般的なソーシャルキャピタル（SC）の定義】

○ 農村におけるSC研究会において、農村におけるＳＣのうち、農業・農村振興施策の対象とするものを

「農村、あるいは農村と都市の複数の主体が、農村活性化のための目標を共有し、自ら考え、力を合わ
せて活動をしたり、自治・合意形成などを図る能力または機能」

と考え、これを「農村協働力」と名付けた。

【農村協働力】

平成5年 ロバート・パットナム：「哲学する民主主義」

内閣府国民生活局：「平成14年度 ソーシャル・キャピタル：豊かな人間関係と市民活動の好循環を求めて」

（参 考） 農村協働力の定義（参 考） 農村協働力の定義

平成19年6月農村におけるソーシャル・キャピタル
研究会（農村振興局）：「農村のソーシャルキャピ
タル～豊かな人間関係の維持・再生に向けて～」

■パットナムによるSCの分類を農村振興局で修正

性質 内部結束型

形態 フォーマル

程度 厚い

志向 内部志向

性質 内部結束型 橋渡し型

形態 フォーマル インフォーマル

程度 厚い 薄い

志向 内部志向 外部志向

■農村のSC



○ 農村は、農地・農業用水等の「社会資本」、生態系や農村景観等の「自然資本」、同じ空間で
生産と生活を営む農業者等の「人的資本」により構成された社会的共通資本と捉えることが可能。

○ これら３つの資本を結び付けているのは、水管理といった共同作業等に由来する慣習や文化に
裏打ちされた「農村協働力」であり、農村協働力は、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ソーシャル・キャピタルとして、農村の持続的かつ安定的な発展を実現。

地域社会振興 伝統文化保存 人間性回復 人間教育

環境への貢献持続的な
⾷料供給

地域社会の
形成・維持

水循環制御

物質循環調整

生物多様性保全

土地空間保全

安 定

安 全

安 心

人類が生存するために

最も大切な食料を生産

自然環境を始めとする
多様な社会的共通資本

を持続的に維持

自然と人間の調和的な
関わり方を可能にし、
社会･文化の基礎を形成※「地球環境・人間生活にかかわる農業及び多面的

な機能の評価（日本学術会議）」p37を参考に作成

社会的共通資本としての農村が有する多様な役割
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（参 考） 農村協働力が果たす役割（参 考） 農村協働力が果たす役割



○ 道路、河川、港湾といった他の一般公共事業は、生産活動や生活環境の基盤としての社会資本を直接的に強化する

ことを通じて生産性の向上や生活の質の向上といった効果を発揮するものであり、協働力といったものは基本的に介

在していないと考えられる。

○ これに対し、農業農村整備事業は、以下のようなプロセスを通じて農村協働力に働きかけ、地域経済の成長・発展

や公益的機能の維持・拡大に貢献するポテンシャルを有している。

① 農家が発意し、同意徴集を経るという手続きや完了後の施設管理を通じて農村協働力に働きかけ。

② さらに、整備された基盤での営農や地域振興の在り方について話し合いを行い、具体的に行動していくことで、

農村協働力がさらに活性化。

③ 活性化された農村協働力が、農村の社会資本、人的資本、自然資本を強く結びつけ、円滑に機能させることで

農村の有する潜在力が発揮。

○ 一般公共事業実施における概念図 ○ 農業農村整備事業実施における概念図
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資料：公共事業としての農業農村整備事業の在り方
について

（参 考） 農村協働力に対する農業農村整備事業の働きかけを通じた農村活性化（参 考） 農村協働力に対する農業農村整備事業の働きかけを通じた農村活性化



○ 平成18年度に52集落に対してアンケートを実施し、SC指標を推計。

○ 平成28年度に同じ集落に対し、同様の調査により現時点のSC指標を算出し、SC指標の変化を比較。

【H18年度アンケート調査】

■調査方法

9

（参 考） 農村協働力をとりまく現状と課題（１）（参 考） 農村協働力をとりまく現状と課題（１）

アンケート調査の項目

■指標化
アンケートに対する肯定的な回答の割合に質
問ごとの重み付け係数を乗じて集計

■H18年度に指標化した農村協働力
第１農村SC（協働型ＳＣ）
「社会活動への参加」や「地域共同活動」
など、主として協働を促進する構成要素

第２農村SC（互助型ＳＣ）
「近隣・友人とのつきあい」や「相互扶助」
など、主として互助的な構成要素

ネットワークに関する質問 社会的信頼に関する質問 互酬性の規範に関する質問

【近隣でのつきあい】 【相互扶助】 【地域貢献】

・つきあいの程度 ・つきあいの人数 ・心配事等の相談できる人の有無 ・地域活動への労働提供

・挨拶、会話の頻度 ・看病等をしてくれる人の有無

【友人とのつきあい】 【相互信頼】 【地域共同活動】

・会う頻度      ・友人の住む範囲 ・地域の人々に対する信頼度 ・農業関連の地域共同活動

【親戚とのつきあい】 ・落とした財布が戻る確率 ・農村関連の地域共同活動

・会う頻度      ・親戚の住む範囲 【問題解決】 ・農業用水路の管理活動

【社会活動等への参加】 ・地域内での争いの解決能力

・地域活動への参加（Ａ地縁的な活動 【一般的信頼】

①、Ｂ地縁的な活動②、Ｃ地縁的な

活動③、Ｄ地域活性化のための活動

Ｅスポーツ・趣味・娯楽活動、Ｆボ

ランティア・NPO/市民活動、Ｇ農

業関係組織の活動）

・政治の話の頻度

・政治への参加度質問項目

・農道等共用道路の管理活動

・見知らぬ人への信頼度

緑字：第１農村SCの構成要素 黄字：第２農村SCの構成要素
（注）

地縁的な活動①：自治会、町内会、婦人会、老人会、青年会、子供会等
地縁的な活動②：消防団活動や防犯のためのパトロール等
地縁的な活動③：地域の歴史、文化の学習や伝統を守る活動
地域活性化のための活動：直売所や加工所など、地域活性化のための活動

質問項目



○ 平成21年度に計81集落に対してアンケートを実施し、SC指標を推計。

○ 平成28年度に同じ集落に対し、同様の調査により現時点のSC指標を算出し、SC指標の変化を比較。

【H21年度アンケート調査】

■調査方法
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（参 考） 農村協働力をとりまく現状と課題（２）（参 考） 農村協働力をとりまく現状と課題（２）

ネットワークに関する質問 社会的信頼に関する質問 互酬性の規範に関する質問

質問

項目

【地域外とのつながり(Bridging)】
 地域外の友人知人の数(問8)
 地域外の友人知人と会う頻度(問8-1)
 地域外の友人知人と話す内容(問8-2)
 地域外の友人知人の空間的範囲(問8-3)
 域外の住民との交流行事への参加(問23)

【つながりの多様性(Bridging)】
 重要な3人の友人知人(問10) 

【地域外への信頼(Bridging)】
地域外の人への信頼感(問9)

【一般的信頼(Bridging)】
旅先等での人への信頼感(問11)

【合意形成のルール】
地域づくりにおける約束事の有無(問2)

【合意形成のプロセス】
集落単位の取り組みへの発言(問39)
集落単位の取り組みの決め方への納得(問
40)
集落単位での取り組みの決定結果への満足
(問41)

【土地改良区との関連(Bridging)】
改良区が隣の集落の水利組合とをまとめる
(問29)
水の融通において，改良区が調整役(問30)
合併の協議で、改良区が調整に貢献(問31)
別の集落への不満等を，改良区に相談(問
32)

【行政・政治とのつながり(Linking)】
 役場からの政策についての説明の有無(問37)
 役場からの農業技術の指導の有無(問38)

【社会経済への関心(Linking)】
問題を役場に相談(問7)
友人と政治経済の話をする(問35)
投票をするか否か(問36)

【土地改良区との関連(Linking)】
要望を事前に改良区に相談(問27)
改良区から制度の情報提供や具体
的申請支援(問28)

【近隣・親戚とのつきあい(Bonding)】
 つきあいの人数(問4)
 挨拶、会話の頻度(問4-1)
 親戚親類と会う頻度(問12)

【組織や集まり・行事への参加(Bonding)】
 伝統芸能・郷土芸能への参加(問21)
 運動会など地域住民交流への参加(問22)
 防犯防災活動、寄り合い、環境の保全活動(問24)
 自治会等、ボランティア等への参加(問25)

【問題解決力(Bonding)】
地域内での争いの解決能力への信
頼(問5)

【地域内への信頼(Bonding)】
地域の人への信頼感(問6)

【地域への価値観(SC全般)】
地域への愛着(問1)
定住意向(問3)

【地域共同活動(Bonding)】
地域共同活動の必要性に関する認識(問18)
地域共同活動の無断欠勤への制裁(問19)

【地域貢献(Bonding)】
地域への労働提供の決議への態度(問13) 

【土地改良区との関連(Bondging)】
改良区が地域資源管理活動の維持・向上に
貢献(問33)
役割を割り当てることで、集落内の協働を
維持(問34)

ネットワークに関する質問 社会的信頼に関する質問 互酬性の規範に関する質問

質問

項目

【地域外とのつながり(Bridging)】
 地域外の友人知人の数(問8)
 地域外の友人知人と会う頻度(問8-1)
 地域外の友人知人と話す内容(問8-2)
 地域外の友人知人の空間的範囲(問8-3)
 域外の住民との交流行事への参加(問23)

【つながりの多様性(Bridging)】
 重要な3人の友人知人(問10) 

【地域外への信頼(Bridging)】
地域外の人への信頼感(問9)

【一般的信頼(Bridging)】
旅先等での人への信頼感(問11)

【合意形成のルール】
地域づくりにおける約束事の有無(問2)

【合意形成のプロセス】
集落単位の取り組みへの発言(問39)
集落単位の取り組みの決め方への納得(問
40)
集落単位での取り組みの決定結果への満足
(問41)

【土地改良区との関連(Bridging)】
改良区が隣の集落の水利組合とをまとめる
(問29)
水の融通において，改良区が調整役(問30)
合併の協議で、改良区が調整に貢献(問31)
別の集落への不満等を，改良区に相談(問
32)

【行政・政治とのつながり(Linking)】
 役場からの政策についての説明の有無(問37)
 役場からの農業技術の指導の有無(問38)

【社会経済への関心(Linking)】
問題を役場に相談(問7)
友人と政治経済の話をする(問35)
投票をするか否か(問36)

【土地改良区との関連(Linking)】
要望を事前に改良区に相談(問27)
改良区から制度の情報提供や具体
的申請支援(問28)

【近隣・親戚とのつきあい(Bonding)】
 つきあいの人数(問4)
 挨拶、会話の頻度(問4-1)
 親戚親類と会う頻度(問12)

【組織や集まり・行事への参加(Bonding)】
 伝統芸能・郷土芸能への参加(問21)
 運動会など地域住民交流への参加(問22)
 防犯防災活動、寄り合い、環境の保全活動(問24)
 自治会等、ボランティア等への参加(問25)

【問題解決力(Bonding)】
地域内での争いの解決能力への信
頼(問5)

【地域内への信頼(Bonding)】
地域の人への信頼感(問6)

【地域への価値観(SC全般)】
地域への愛着(問1)
定住意向(問3)

【地域共同活動(Bonding)】
地域共同活動の必要性に関する認識(問18)
地域共同活動の無断欠勤への制裁(問19)

【地域貢献(Bonding)】
地域への労働提供の決議への態度(問13) 

【土地改良区との関連(Bondging)】
改良区が地域資源管理活動の維持・向上に
貢献(問33)
役割を割り当てることで、集落内の協働を
維持(問34)

赤字はH18から追加した項目

アンケート調査の項目

■指標化
アンケートに対する肯定的な回答の割合に
質問ごとの重み付け係数を乗じて集計

Bonding ＳＣ（内部結束型ＳＣ）
組織内のつながり
（草刈りや農業用水の管理等）

Bridging ＳＣ（橋渡し型ＳＣ）
異なる組織間のつながり（集落間での連携や
都市農村交流、加工・直売等）

Linking ＳＣ（結合型ＳＣ）
行政と地域社会のつながり

H18調査の対象

■H21年度に指標化した農村協働力

農村地域

都市的地域 都市的地域

行　　政

土地改良区

：農村集落

凡例

：Bonding　SC

：Bridｇing　SC

：Linking 　SC

：都市的地域

下流

上流

下流

【合意形成のルール（Bonding）】

【合意形成のプロセス（Bonding）】



◯ 平成18年・平成21年と平成28年のSC指標を比較すると全体として低下傾向。

◯ 平成18年以降に土地改良事業を実施した地区では、SC指標が増加する事例がみられる。

◯ SC指標が増加した集落では土地改良事業に加えて、地域住民が一丸となった活動を展開。

■10年間でSC指標が向上した例

【北海道D集落】
・H25からほ場整備事業を実施中
・平均年齢が５０代
・種モノ（野菜種子、種イモ）を

生産し、集落で病気の苗の除去
など共同で作業を行う習慣

・近年は気候変動対応などにより
研修にも熱心に参加

・集落全員が農業に関わってお
り、SNSで連絡をとりあっている。

■H21～H28におけるSC指標の変化の分布

<内部結束型> <橋渡し型> <結合型>

低下 同等 低下

<協働型>
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（参 考） 農村協働力をとりまく現状と課題（３）（参 考） 農村協働力をとりまく現状と課題（３）

■H18～H28におけるSC指標の変化

【石川県T集落】
・H23～H25にほ場整備を実施
・ほ場整備に伴い多くの会合が行

われた
・きれいに整備された農地を守ら

なくてはという機運が高まった
・H20より多面的機能支払を開始

<互助型>

<協働型> <互助型>

H21年SC値 H21年SC値 H21年SC値

H
2

8
年

S
C

値

H
2

8
年

S
C

値

H
2

8
年

S
C

値

-0.2

-0.16

-0.12

-0.08

-0.04

0
H18 H28

-0.5

-0.4

-0.3

-0.2

-0.1

0
H18 H28

0

0.5

1

1.5

2

2.5

-1

-0.5

0

H18 H28

H18 H28



２．課題を踏まえた検討事項

Ⅰ 農業・農村を巡る諸情勢の変化

12



○ 「日本再興戦略2016」等に基づき、攻めの農林水産業の展開と輸出力の強化に向け、革新的技術の導
入を推進。

○ 生産基盤についてはICTの活用による水管理の省力化技術の導入等を推進。

○日本再興戦略2016－第4次産業革命に向けて－
（抜粋）(平成28年6月2日閣議決定)
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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
（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。

○科学技術基本計画（抜粋）(平成28年1月22日閣議決定)

２．経済・社会的課題への対応
（１）持続的な成長と地域社会の自律的な発展

①エネルギー、資源、食料の安定的な確保
ⅲ）食料の安定的な確保：ICTやロボット技術を活用した低コスト・大規模

生産等を可能とする農業のスマート化等を推進し、収益性を高め、新
たなビジネスモデルを構築

②超高齢化・人口減少社会等に対応する持続可能な社会の実現
ⅲ）効率的・効果的なインフラ長寿命化への対策、地域ニーズに応じてア

セットマネジメント技術の開発

（２）国及び国民の安全・安心の確保と豊かで質の高い生活の実現
①自然災害への対応：災害情報をリアルタイムで共有し、利活用する仕組

みの構築

戦略的イノベーション創造プログラム（ＳＩＰ）（内閣府）

ＳＩＰ次世代農林水産業創造技術（2014～2018年度、府省連携）
（１）農業のスマート化を同時に達成するシステム

ⅲ）農作物・生産環境情報に基づいた最適な圃場水管理の自動化及び地域全体の水源から圃場までの水分配システムの開発

Ⅰ 農業・農村を巡る諸情勢の変化と農業農村整備

２．課題を踏まえた検討事項
（１）新技術活用に関する近年の政府の動向



○ 人手不足への対応や生産性の向上を進めるためには、ICTを活用したスマート農業の推進が重要。

○ 今後、人工知能やIoT等の先進技術により、生産現場のみならずサプライチェーン全体にイノベー
ションを起こし、生産性向上や新たな価値創出を推進。

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）

14Ⅰ 農業・農村を巡る諸情勢の変化と農業農村整備

２．課題を踏まえた検討事項
（１）新技術活用に関する近年の政府の動向



○ 未来投資会議の議論を受け、農業データ連携基盤（情報連携プラットフォーム）を本年中に構築。

○ 担い手がデータを使って生産性の向上や経営の改善に挑戦できる環境を生み出すため、気象や土地、
地図情報など様々なデータを提供。

15

未来投資戦略2017―Society 5.0 の実現に向けた改革―
（平成29年６月９日閣議決定）

第２ 具体的施策
Ⅲ 地域経済好循環システムの構築

２．攻めの農林水産業の展開
（２）新たに講ずべき具体的施策

ⅱ）バリューチェーン全体での付加価値の向上
① 多様なデータに基づく農業への転換
・異なる農業ICT システムの連携、共有すべき

データの標準化、公的機関等が保有する農
業、地図、気象等の情報のオープン化や提供
等により、様々なデータを共有・活用できる
「農業データ連携基盤」を本年中に立ち上げ
る。

農業データ連携基盤の構築

農業データ連携基盤の効果例

Ⅰ 農業・農村を巡る諸情勢の変化と農業農村整備

２．課題を踏まえた検討事項
（１）新技術活用に関する近年の政府の動向

出典：農業データ連携基盤協議会HP



○ 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、産業政策の視点においても地域政
策の視点においても、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。

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

16Ⅰ 農業・農村を巡る諸情勢の変化と農業農村整備

２．課題を踏まえた検討事項
（２）新たな社会的関係を導入した農村協働力の方向性

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

人口減少・高齢化
混住化・農業構造の転換
による農村協働力の低下



Ⅰ 農業・農村を巡る諸情勢の変化と農業農村整備

２．課題を踏まえた検討事項
（３）新たな課題の展開

○ 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する必要。

○ 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
ついて検討する必要。
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人口減少

高齢化

混住化

農業構造の転換

検 討 課 題 ① 検 討 課 題 ②

次
世
代
に
向
け
た
展
開

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

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審議

超省力化や高品質生産等を可能
にする「スマート農業」の推進

担い手のみならず多様な主体にとって、
安心で魅力ある地域社会の形成

これまでにない営農や社会のシステムと、
革新的な技術の組み合わせ

農業・農村の構造の変化と
新たな農村協働力の可能性

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



１．担い手政策の推進に資する生産基盤の在り方

Ⅱ 社会情勢の変化を踏まえた次世代の農業・農村の構築

18



○ 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。

19

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

Ⅱ 社会情勢の変化を踏まえた次世代の農業・農村の構築

１．担い手政策の推進に資する生産基盤の在り方
（１）農業・農村構造の変化を踏まえた新技術の必要性

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



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

Ⅱ 社会情勢の変化を踏まえた次世代の農業・農村の構築

１．担い手政策の推進に資する生産基盤の在り方
（２）水管理に関する現状

○ 農業用水は、河川に整備したダム、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のうえ管理を実施。

○ 幹線レベルの施設は土地改良区が管理。支線レベルの施設は、幹線水路から複数のほ場からなる用水
ブロックへ送水するもので、水利組合が管理。ほ場レベルでは農家が給水栓の開閉を実施。経験や勘に
頼るところがある。

○ 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施設となっている。

20



○ 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を図り、品質や収量の向上を図るとともに規模拡大を推進。

○ 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
応じたきめ細やかな水利用を実現し、水資源の有効活用を推進。（需要主導型の水管理。）

21Ⅱ 社会情勢の変化を踏まえた次世代の農業・農村の構築

１．担い手政策の推進に資する生産基盤の在り方
（３）水管理に関する展開方向

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

ほ場レベルで、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やかな水利用を実現



○ 農業農村整備事業における情報化施工の推進にあたり、

① 国営事業においては情報化施工の実施状況の調査

② 補助事業においては、情報化施工をモデル的に実施し、その効果を実証し、課題等を分析・整理
した上で、普及方法等の検討を行う。併せて、情報化施工によるデータや設備の営農面への活用
について検討。

○ IＣＴ・ロボット等の研究開発とそれを活用するための基盤整備の工夫については、一部の農家や関
連業界から声が聞かれており、具体の課題抽出を行う。

22Ⅱ 社会情勢の変化を踏まえた次世代の農業・農村の構築

１．担い手政策の推進に資する生産基盤の在り方
（４）情報化施工に関する現状と展開方向



○ 担い手の育成・強化を図るとともに、産地収益力を向上させるためには、農村協働力の活用によ
る６次産業化や都市農村交流等の農業経営の多角化・複合化等の取組が重要。

○ 新技術の活用により担い手の負担軽減が図られ、生み出された労働力により６次産業化等の新た
な取組が促進され、開かれた農村協働力を醸成。

23

加工・販売を通じた企業との連携
販売等を通じた都市住民との交流
地域住民と連携した地域ブランドの開発
行政と連携したイベント開催

等

新技術の活用
による省力化

↓
余剰労働力の

創出
新たな取組

Ⅱ 社会情勢の変化を踏まえた次世代の農業・農村の構築

１．担い手政策の推進に資する生産基盤の在り方
（５）新技術と農村協働力の活用を通じた産地収益力の向上

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

Bonding
（内部結束型）

地縁的な
農村協働力

Bonding
（内部結束型）



最大 6.8 ha/区画

130 m

520
m

○ 北海道士別市では、IT農業を導入・促進し、労働生産性の向上を実現。

○ 巨大区画化やIT化により生み出された労働力を活用し、高収益作物を導入した複合経営を展開。

新 た な 取 組新 技 術 の 活 用

ｱﾝﾃﾅ/IMU一体型
GNSS受信機

表示機

電子ﾊﾝﾄﾞﾙ

5Wデジタル
簡易無線機

5Wデジタル
簡易無線機

無線機用
アンテナ

GNSS
アンテナ

GNSS
受信機

準天頂衛星

準天頂衛星
GPS

GPS GPS

ロボットトラクターのイメージ

○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

○大区画ほ場のメリットを最大限に活かした効率的な機
械作業を実現

○受益農家(20～50代の担い手や後継者)が、大学や市
と連携し「ＩＴ農業研究会」を設立

○先端技術を活用した ロボットトラクター(無人化)等の
導入に向けて検討

○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

○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

◎更なる先端技術の活用に向けた連携組織の設立

◎生み出された労働力による複合経営

新技術と農村協働力の活用を通
じた産地収益力の向上

新技術と農村協働力の活用を通
じた産地収益力の向上作業時間の半減作業時間の半減

24Ⅱ 社会情勢の変化を踏まえた次世代の農業・農村の構築

１．担い手政策の推進に資する生産基盤の在り方
（５）新技術と農村協働力の活用を通じた産地収益力の向上



○ 岡山県岡山市では、畦畔除去による大区画化やＩＣＴの導入により、農業経営の合理化を推進。
○ 地元の酒造会社とも連携し、自社生産した酒米を活用した日本酒を開発・販売するなど、農業経
営の発展を実現。

新 た な 取 組新 技 術 の 活 用

○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

○ 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

◎地元企業との連携による農業経営の発展

新技術と農村協働力の活用を通
じた産地収益力の向上

新技術と農村協働力の活用を通
じた産地収益力の向上

作物別の作付状況や作業進捗状況を視覚的に表示

経理作業時間の８割削減経理作業時間の８割削減

○今後、更なる経営の安定化に向けて、作付品目の多
様化や6次産業化を推進

○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

25Ⅱ 社会情勢の変化を踏まえた次世代の農業・農村の構築

１．担い手政策の推進に資する生産基盤の在り方
（５）新技術と農村協働力の活用を通じた産地収益力の向上



○ ICT等の新技術の活用は、農業活動の省力化・合理化による担い手政策の推進を図るとともに、都市
農村交流や6次産業化等により、担い手の更なる所得向上に加え、地域内外の多様な主体との協働促進
にも寄与。

○ このように地域の特性や発展度合いに応じた新技術の導入により農村協働力の低下を補完し、農村
協働力の向上を図ることができれば、より効果的な担い手政策の推進が期待できる。

○ 新技術がもたらす省力化、コスト低減による、６次産業化や地域活動などの新たな取
組を推進

○ 新技術を活用したコミュニケーションの拡大による、地域内外の多様な主体と協働した
都市農村交流

○ 新技術の導入による農地や農業用水の新たな利用形態及び地域農業のあり方等、新
たな地域アイデンティティの形成に資する基盤整備の展開

○ 新技術に係る人材育成と農地・水利ストックの次世代への継承

担 い 手 政 策 の 推 進 と 農 村 協 働 力 の 補 完 ・ 向 上 の 両 立

26

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

Ⅱ 社会情勢の変化を踏まえた次世代の農業・農村の構築

１．担い手政策の推進に資する生産基盤の在り方
（６）担い手政策の推進に資する生産基盤の在り方に関する検討の視点



２．多様な主体が住み続ける魅力ある農村社会の構築

Ⅱ 社会情勢の変化を踏まえた次世代の農業・農村の構築

27



○ 社会情勢の変化を踏まえ、既存の集落や信頼関係による地縁的な農村協働力に限らず、新たな社会
的関係を導入した開かれた農村協働力を醸成する必要。

○ 平成29年３月に公表した「農村振興プロセス事例集」では、農業農村整備事業を契機に、地域の発
展プロセスの中で開かれた農村協働力が醸成される事例を掲載。

28

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

「農村のソーシャル・キャピタル」～豊かな
人間関係の維持・再生に向けて～
（平成19年６月 農村におけるソーシャル・
キャピタル研究会 農林水産省農村振興局）

Ⅳ．政策的意義と国の役割

１．農業・農村振興政策においてソーシャ
ル・キャピタルに留意する政策的意義

(2)新たなソーシャル・キャピタル形成に
あたってのノウハウや情報へのアクセス
の容易性確保

市町村合併により農村と地方行政の
距離が広がる中、農村で快適に安心し
て暮らすため、都市とつながった地域
づくりをするためにも、既存の集落機能
や信頼関係の改善・再生に加えて、新
たな社会的関係（ＮＰＯやボランティア
との連携、都市住民や消費者等との
ネットワークなど）の導入が求められる
など、今までとは別の意味でのソー
シャル・キャピタルが必要と考えられ
る。

Ⅱ 社会情勢の変化を踏まえた次世代の農業・農村の構築

２．多様な主体が住み続ける魅力ある農村社会の構築
（１）新たな社会的関係を導入した農村協働力の考え方

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

Bonding
（内部結束型）

地縁的な
農村協働力

Bonding
（内部結束型）



○ 新規用水の確保等を通じてキャベツなど高収益作物の生産を振興し、九州トップクラスの産地を形成。

○ 口蹄疫被害に見舞われた町を元気にするため、農家がキャベツ畑にひまわりを植栽し、地域イベントを開催。

○ 商標登録（ひまわりキャベツ）やご当地グルメの開発など町ぐるみの取組を推進し、地域の活性化を実現。

宮崎県高鍋町の発展プロセス

○ 既存施設を活⽤しながらダム
を整備し、新たな⽔源を確保
〇 ⾃然圧で⽤⽔を配⽔できるよ
う、ファームポンドやパイプラ
インを整備

基盤整備（H8～）

○ 畜産農家からの堆肥供給が途絶えたため、緑肥として活
⽤できるヒマワリを植栽
○ 以後、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

地域イベントの開催（H22～）

○ 商⼯会議所が中⼼となり、キャベツをメイン⾷材と
し、地場産の⽜・豚・鶏を使⽤したご当地グルメ「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
○ 収穫祭を開催し、キャベツ産地をＰＲ

高付加価値化（H24～）

○ 畑地等の保全を⽬的とした多⾯的機能⽀払活動に取り組む協議会を設⽴
○ 協議会は、茶・畜産農家、⾮農家等の協⼒を得ながら、道⽔路の⼟砂上
げや草刈り等を実施

環境保全協議会の設立（H21～）

排水路の土砂上げ
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Ⅱ 社会情勢の変化を踏まえた次世代の農業・農村の構築

２．多様な主体が住み続ける魅力ある農村社会の構築
（２）６次産業化や地域イベントを通じた農村協働力の醸成



○ 中山間地域の基盤整備を契機として、地域で話合いを実施し、多面的機能支払の組織を設立。

○ 農地の保全管理を行うとともに、担い手の育成や企業の参入支援などを実施し、法人３社が新規参入。

○ 地域特性を活かした加工品の開発･販売により、海外への進出やレストランの開設など、地域経済が活性化。

埼玉県秩父市の発展プロセス

○ ⽣産性の向上や地域農業の活
性化を図るため、耕作放棄地を
含めた区画整理や⽤排⽔路、暗
渠、農道などを整備

基盤整備（H18～25）

○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、
企業や起業者が新規参⼊

企業の新規参入（H22～）

○ ㈱ベンチャーウイスキーは海外にも販路を開拓し、欧
州などの市場へ進出
○ ㈱秩⽗ファーマーズファクトリーは近隣にレストラン
も開設し、地元産の⾷材にこだわった欧⾵料理などを提
供し、地元農家を⽀援

「多業型経済」の振興（H27～）

○ 「関兎⽥暮坪環境保全協議会」を設⽴
○ 農地等の保全管理を実施するとともに、企業の新規参⼊
⽀援などを実施

多面的機能支払（H21～）

・近隣に蒸留所を持つウ
イ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
用しウイスキーを製造

㈱ﾍﾞﾝﾁｬｰｳｲｽｷｰ

・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

・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

ワイン用ぶどう園
二条大麦の栽培

※地元農家による契約栽培

エゴマほ場

基盤整備実施
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２．多様な主体が住み続ける魅力ある農村社会の構築
（３）企業の参入を通じた農村協働力の醸成



○ 美しい棚田を保全・継承するため、基盤整備を実施するとともに、地区農家により｢岳信太郎棚田会｣を設立。

○ 棚田会が中心となり、棚田オーナー制度や子ども農業体験などを実施し、都市農村交流を推進。

○ Ｔシャツアート展や地元食材を活用したフランス料理など、Ｕターン者が中心となった新たな地域づくりを展
開。

佐賀県有田町の発展プロセス

○ 棚⽥や⽔路、農道の整備に加
え、農業体験施設を整備
○美しい棚⽥の景観など、多⾯
的機能を保全しつつ、⽣産性を
向上させるため、排⽔改良や耐
久性畦畔の整備を実施

基盤整備（H8～13）

○ 事業を契機に岳地区の農家によって「岳信太郎棚⽥会」を設⽴
○ 棚⽥オーナー制度や⼦ども農業体験などを実施
○ 町内の棚⽥保全グループの活動を⽀援するため、県や町、ＪＡ、地
元保全団体で構成する「有⽥町棚⽥保全協議会」を平成20年に設⽴
し、⼈⼿不⾜の保全団体の活動を⽀援

都市農村交流（H9～）

○ 棚⽥Ｔシャツアート展等の棚⽥まつりを開催
○ 岳地区の豚⾁（ありたぶた）やたまねぎ等を使⽤したフランス
料理を販売
○Ｈ28年６⽉に帰郷した⼥性Ｕターン者が、同年２⽉に発⾜した
「岳の棚⽥環境保全協議会」の事務局⻑に就任し、取組を牽引

地域イベントの開催（H28～）

○ 集落全体で、棚⽥における持続的な営農
に向けた保全活動等を実施

中山間地域直接支払（H12～）
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農家
ＪＡ

地域住民
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２．多様な主体が住み続ける魅力ある農村社会の構築
（４）都市農村交流やＵターン者の参入を通じた農村協働力の醸成



○ 農観連携に向けて、生産基盤の整備に加え、交流の拠点となる施設等を整備。

○ 都会の子供たちに自然や農林業に触れる機会を提供するため｢教育旅行協議会｣を設立し、農家民泊等で受入
れ。

○ 受入数の増加に対応するため協議会を法人化。インバウンドも積極的に推進し、交流人口増加を実現。

○ 農家、アウトドア事業者、
宿泊業者等が主体となり取組を
推進
・農道、ほ場整理
・農村公園「フルーツパーク」
・⽣態系保全施設「ほたるの⼩

川」等

基盤整備（H8～17）

○ 新たに宿泊施設等の事業者で構成
○ 町在住の外国⼈も参画
○ H23には、台湾から修学旅⾏⽣を受け⼊れ

インバウンド推進協議会の立ち上げ（H22～）

群馬県みなかみ町の発展プロセス

○ 町役場に観光課国際観光グループを設置し、外国語パ
ンフレットの作成、現地プロモーション等を実施
○ 交通利便性の向上に向けて、外国⼈観光客向けに「路
線バス３⽇間フリー乗⾞券」を販売
○ 宿泊施設等の外国⼈受⼊環境整備のため、Wi-Fi環境
の整備や多⾔語表⽰、外国語ホームページ製作等を実施
○ 教育旅⾏協議会を「（⼀社）みなかみ町体験旅⾏」と
して法⼈化し、旅⾏業の資格も取得

受入体制の強化（H24～）

○ 町や商⼯会、観光協会、農家等で構成。
○ 教育旅⾏の相談、宿泊・体験の⼿配、精算
まで全て、ワンストップ窓⼝として対応

教育旅行協議会の設立（H21～）
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２．多様な主体が住み続ける魅力ある農村社会の構築
（５）都市農村交流やインバウンドを通じた農村協働力の醸成



○ ツルとの共生を目指して環境に配慮した基盤整備を行うとともに、持続可能な営農に向けて法人を設立。

○ 本州唯一のツル渡来地である他にない資源を活かし、地域全体で環境を保全し、高付加価値型農業を追求。

○ 特別栽培米のブランド化や酒造会社との契約栽培等により、地域農業の発展に向けた取組を推進。

○⼟地改良区の理事⻑が中⼼と
なり、地域での学習会や集落座
談会による話し合いを実施。
○⼤区画化を図るとともに、ツ
ルの⽣態に配慮した整備を実施

基盤整備（H4～19）

○ほ場整備を契機に、地域の農業を⽀え、ツルにも優しい
環境保全型農業を推進していくため、農事組合法⼈
「ファームつるの⾥」を設⽴

法人化（H18）

山口県周南市の発展プロセス

○⼟地改良区を中⼼に、農事組合法⼈やツル保護団体等が
会員となり「つるの郷を守る会」を設⽴
○ 農地や⽔路の維持管理のほか、地域住⺠と共につるの
ねぐらを整備

多面的機能支払（H19～）
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２．多様な主体が住み続ける魅力ある農村社会の構築
（６）生態系保全や６次産業化を通じた農村協働力の醸成

○酒造会社と連携して酒⽶ を契
約栽培し、⽇本酒 「つるの⾥
⽶かほり鶴」 を製造

地元企業との連携（H22～）



○ 地元のＮＰＯ法人が主体となり、エネルギーの自給を目指したモデル的な取組を実施。

○ 地域住民が出資して設立した協同組合が主体となり、新たな県単独事業を活用して小水力発電施設を整備。

○ 売電収入を活用し、農業水利施設の維持管理費を軽減するとともに、若者にとって魅力ある環境づくりを推進。

○２つのNPOが、農産物加⼯所脇に⼿作りで上掛け⽔⾞
(2.2kW)を設置
○ ⽔⾞で発電した電⼒を休⽌していた農産物加⼯所に供給
し、特産とうもろこし等の加⼯品を⽣産

農産物加工所の再開（H23）

岐阜県郡上市の発展プロセス

○ 東⽇本⼤震災後、再⽣可能エネルギーの関⼼が⾼まり､注⽬されるように
○ ⼩⽔⼒発電の可能地を調査した県が、発電施設の設置を地域に提案
○ 県が事業主体となり、⼩⽔⼒発電施設を整備
・発電出⼒: 最⼤63kW
・年間発電量: 約39万kWh

（⼀般家庭 約81世帯分）

県による発電施設の整備（H24～28）

○地域活性化の起爆剤になればと地
元NPOが連携し、⾃治会の協⼒を
得て農業⽤⽔を活⽤した⼩⽔⼒発電
の実証実験を実施
○ 新型⽔⾞で発電した電⼒は、
NPO事務所の照明や外灯に利⽤

小水力発電の取組開始（H19～）

〇 県は、売電収⼊の使途拡⼤や
多様な事業主体による整備を可
能とした単独事業制度を創設
○ 地元は、⾃ら発電施設を整
備･運営するため地域住⺠の出
資を募り、農業⽤⽔農業協同組
合を設⽴

協同組合の設立（H26～）

ら
せ
ん
型
水
車用

水
路→

上掛け
水車 農産物

加工所
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２．多様な主体が住み続ける魅力ある農村社会の構築
（７）地域資源の活用を通じた農村協働力の醸成



○ 大規模地震の発生に備えて府が耐震対策計画を策定し、下流への影響が大きいため池の耐震対策を優先的に実
施。

○ 土地改良区の提案により、府・市との間で農業用水の防災活動への活用に関する防災協定を締結。

○ 防災協定に基づき、地域住民を含めた防災訓練を実施し、地域の防災・減災力を強化。

○ 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

防災協定の締結（H23）

大阪府和泉市の発展プロセス

○府内最大の貯水量を持

ち、被災した場合の影響が

大きい「光明池」の耐震対

策（押え盛土等）を実施

ため池の整備（耐震化）
（H18～24）

○ 府は、ため池災害による下流の被
害防⽌のため、有識者による検討を
重ね、耐震対策計画を策定
○ 耐震性評価で236箇所のため池が
耐震性を有していないことが判明

耐震対策計画の策定（H16～18）

○ 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

防災訓練の実施（H25～）
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２．多様な主体が住み続ける魅力ある農村社会の構築
（８）防災・減災の取組を通じた農村協働力の醸成



○ 新たな社会的関係を導入した開かれた農村協働力を活用した農村社会を構築していくうえで、農村
協働力と併せた新技術の活用による地域の更なる発展に期待。

○ 特に情報通信技術については、地域の協働体制と組み合わせることで、強くしなやかで魅力ある農
村社会の構築に寄与。
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新たな社会的関係：農村協働力の範囲の拡大

（例）
・多様な主体と共有できるデータベースの構築
・多様な主体との連携を迅速に行う情報通信ネットワークの構築

新技術の活用による協働の強化協働協働 新技術新技術
地域の
発展

地域の
発展

＋ ＝

Ⅱ 社会情勢の変化を踏まえた次世代の農業・農村の構築

２．多様な主体が住み続ける魅力ある農村社会の構築
（９）農村協働力と併せた新技術活用の可能性

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

Bonding
（内部結束型）

地縁的な
農村協働力

Bonding
（内部結束型）



施設管理の効率化
斜面の方向と大きさを色彩で区分し、
豪雨時に水路が果たす役割を可視化
→ 豪雨時の施設管理の的確化

防災・減災情報の共有
水路情報を消防署・消防団等と共有す
ることで地域の防災力向上に寄与

情報の蓄積・共有化
情報を次世代に継承するため、タブレットを活用し、その場
で水路情報・点検情報・水管理情報をGISに蓄積し、共有化

共同作業による管理
共同で施設点検や施設
補修を実施

点検状況を
地図情報と
して蓄積

○ 立梅用水土地改良区（三重県多気町）では、高齢化が進む中で、水管理操作や施設点検等のノウハウ
を次世代に伝えるため、地理情報システム（GIS）を活用し、画像や記録を蓄積。

○ 情報の蓄積・共有化を図ることで、豪雨時の排水集中箇所の把握、消防署・消防団等との連携など、
施設の効率的な管理にも寄与。

協働による
保全管理

協働による
保全管理

防災・減災力の強化防災・減災力の強化新技術の導入新技術の導入
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①地震時や豪雨時など
の関係者間の防災情
報の迅速な伝達・共
有による管理体制の
強化

②渇水時などの利水調
整の省力化

水位計

通信施設

事務所、自宅 農業用ダム

水位監視 監視カメラ映像

監視画面

大分県・管理者（市町村・土地改良区）が情報共有

○整備後

管理者

（市町村・
土地改良区）

ダム

所有者

（県）

下流域
住民

監視カメラ、水位計による状況確認

通信回線（インターネット）

通信回線
（インターネット）

地域防災
（市町村）

河川管理者
（国・県）

避難勧告

電話
ＦＡＸ

電話
ＦＡＸ

電話
ＦＡＸ

報告

報告

情報
提供

※観測機器等の設置は、大分県が実施（農村地域防災減災事業を活用）

○ 大分県大分市では、管内の農業用ダムに監視カメラと水位計を設置し、地震・豪雨時や渇水時に、大
分県と管理者（市町村・土地改良区）が、事務所や自宅等にて、リアルタイムに水位等の状況を確認す
るとともに、迅速な情報の伝達・共有により、管理体制を強化。

○ 人員が限られる等の条件下において、迅速な点検・確認が可能となるほか、豪雨時の下流被害軽減や
渇水時のきめ細かな水需要への対応が可能。

○現状

管理者
（市町村・
土地改良区）

)
ダム

所有者
（県）

地域防災
（市町村）

下流域
住民

河川管理者
（国・県）

電話
ＦＡＸ

情報
提供

現地到着・現地確認に
要する時間

避難勧告
報告

報告

電話
ＦＡＸ

電話
ＦＡＸ

協働による防災・減災協働による防災・減災 新技術の導入新技術の導入

防災・減災力の強化防災・減災力の強化
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○ 地域住民が郷里に誇りと愛着を抱き、安心して住み続ける個性豊かな農村社会を形成するうえで、
農業関係者のみならず地域の農業関係者以外の団体、都市住民も含めた多様な主体との開かれた農村
協働力を醸成。

○ 一方で、地縁的な集落レベルの農村協働力も維持していく必要があり、個々の地域毎に新技術の導
入や人口減少等の農村社会を取り巻く新たな状況変化に対応して、開かれた農村協働力の醸成と、地
縁的な農村協働力のバランスある蓄積・増大を図っていく必要。

○ 基盤整備や新技術との相乗効果を発揮する、多様な主体が一丸となって行う協
働活動の推進

○ 外部に開かれた広い範囲の農村協働力と伝統的な集落レベルの農村協働力の
維持・増進に寄与する農村振興プロセスの検証と横展開

○ 農村協働力を活かした防災・減災力のさらなる強化

多 様 な 主 体 の 参 画 に よ る 農 村 協 働 力 の 深 化

39

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

Ⅱ 社会情勢の変化を踏まえた次世代の農業・農村の構築

２．多様な主体が住み続ける魅力ある農村社会の構築
（10）多様な主体が住み続ける魅力ある農村社会の構築に関する検討の視点
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