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はじめに 平成30年度農業農村整備部会における検討事項のイメージ



はじめに 第１回農業農村振興整備部会での主な意⾒（１）
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≪新技術の⾒極め≫
 技術の内容を吟味し、使える技術と使えない技術を⾒極めることが必要。また、⽇本の農業に資する技

術を開発することは重要だが、同時に、海外で成功している新技術を上⼿く捉えて導⼊していく視点が
必要。

≪地域資源管理に係る技術⾰新≫
 ⼟地持ち⾮農家の増加について、担い⼿への農地集積が進んだ地域は全体で５割を占めているが、８割

に達した様な地域では、畦畔の草刈が⼤きな負担になっており、これについて技術⾰新が求められてい
る。

≪情報インフラの整備≫
 基盤整備のような⼤掛かりなインフラ整備も重要だが、⾼精度なGPS等の情報インフラ整備とその活⽤

促進は重要。

≪農業データ連携基盤（WAGRI）の有効利⽤≫
 農業データ連携基盤（WAGRI）では「データ駆動型農業」を推進すると⾔っており、⼟地改良区や

ユーザー側の情報をWAGRI側に提供するという話があるが、逆に⽔の有効利⽤、ほ場整備、基盤整備
等に⼟地改良区がWAGRI側から情報を取ってきて活⽤する⽅がより効果的に思える。そうすると、
データ駆動型農業を農家それぞれがやっていなくても、農業基盤としては活⽤していることになる。

「新しい時代の到来」に関する意⾒
新技術の著しい進展



はじめに 第１回農業農村振興整備部会での主な意⾒（２）
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「新しい時代の到来」に関する意⾒
⼤規模農家の台頭、新しい農業の展開
≪地域農業の継続≫
 ⽣産性、収益を向上させることが、地域農業の継続に効果を発揮していると思う。ICTの活⽤により、

労働⼒を少なくできることによって、他に余裕ができ、農業を楽しめている若者も出てきている。新技
術の議論では⼈がいなくても良いように感じるかもしれないが、農村に⼈が住み続けるためにこそ、農
業に新技術を導⼊している、という本質的な⽬的が分かるよう⼯夫すべき。

課題が⼭積する農村
≪地域資源管理≫
 最も⼤きい問題は中⼭間地域の資源管理だと思う。今後は、後継者や農家数が揃えられなくても管理が

可能な地域資源管理の在り⽅、そしてそのための整備を考えていくべき。

 農業⽣産から撤退する地域に関しては、⿃獣害やため池等の問題がある。従来は⽔⽥かんがいのために
ため池があったはずだが、⽣産が無くなればため池の管理もされなくなる。全て点検するということだ
が、その後、ため池の改廃の判断や、どのように管理していくのか。これは、地域で議論していくべき
課題だ。

 ⻄⽇本豪⾬では愛媛県も⼤きな被害を受けたが、⼀⽅で被害を受けなかったため池は、⽔が清掃
⽤等⽣活⽤⽔に転⽤され、地域のインフラとして⼗分機能している。そのような施設の管理を、
今後も⼟地改良区だけに任せていいのかということも議論すべきではないか。農村でも混住化が
進み、１〜２割しか農家がいないなかで、農家（⼟地改良区）だけに任せていいのか。
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「新しい時代の到来」に関する意⾒

課題が⼭積する農村
≪⾮農家との関わり≫
 実際に地域の⼟地改良区の実態を⾒ると、体制を維持すること⾃体が相当厳しい状況。⼟地持ち⾮農家

が増え、組合員になる⼈の意識が変わっており、⼟地改良区の組合員であることすら分かっていないよ
うな⼈が増えている。賦課⾦の徴収にも相当に労⼒がかかっている。

 ⼟地改良法改正の議論でもあったように、農地所有者がその地域に住んでいないという状況が今後更に
増えてくる。出ていった⾮農家に、出⾝地域との関わりを持ってもらうための仕組みとしても、開かれ
た農村協働⼒という視点が重要。

 現在、300⼾の農地を⼗数名の従業員で守っているが外敵も多い。農家だけでなく、地域の⽅々にも
様々な形で農業に携わってもらうことが重要。次世代を担う農業者を育てていくことが⾮常に重要。農
業を⽀える⼈たちがもっと増えなければ⾷料供給が出来なくなるのではないか。
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≪農村のあり⽅≫
 農村地域については、今後、充分な住⺠を確保できないことを前提に議論すべき。集落営農や共同活動

も随分やっているが、集落協定を締結して村で守るといった仕組みが維持できなくなってきている。村
がなくても可能な地域資源管理や農村整備の在り⽅を考えていく必要があるのではないか。

 農村協働⼒については、それほど⼈数が多くない地域をイメージしている。①都市近郊農業では、農村
協働⼒は働きにくく、担い⼿集積による営農負担をどのように減らすか、②中⼭間地域では、⼈がいな
い中でどのように地域・農業を維持していくか。

 農村協働⼒には、適正規模というものがあるのではないか。村単位の規模であればある程度機能するだ
ろうが、何万⼈という規模であれば、機能させるのは難しいのではないか。

≪農村協働⼒≫
 ⼤多数を占める零細農家が農業農村整備を⾏わなくなった場合に、地域がどうなっていくのか不安を感

じる。これまで兼業農家が、⾃分の給料を投⼊して、⼟地を守るために営農してきたような地域は、必
然的に荒れていくのではないか。そういった地域を農村協働⼒だけで解決するというのは無理があると
思う。

 ICTを活⽤して担い⼿農家の収益性を⾼めることが、農村協働⼒を⾼めることになるのか。恵那の事例
の様に、皆が事業に参加し、収益を上げていくようなモデルが必要なのではないか。

「⽬指すべき農業・農村像」に関する意⾒
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≪地域政策≫
 農⽔省でめっきり聞かなくなった⾔葉が「地域政策」。地域の持っている資源をどう有効に使うか、そ

れに対して農業農村整備で何ができるか、どう対応するか。何が地域政策の「コンテンツ」なのかまと
めなくてはならない。⽇本型直接⽀払いなどは、国⺠の理解を得るような説明をし、拡充していくのが
１つの⽅策である。市場ができないこと、まさに地域政策を政府が⾏うべきではないか。

≪中⼭間地域≫
 中⼭間地域こそフロンティアだと⾔える。これまでは「業」としての農業を向上させることが本流で、

中⼭間地域は施設や基盤が据え置かれたまま、農村協働⼒で何とかするようにという政策だったのでは
ないか。フロンティアである中⼭間地域を開発することで、農業農村整備の中にも未開の部分があった
ことに⽬を向けていただき、果敢に挑んでいただきたい。

≪⼈が住み続けるための仕組みづくり≫
 農村協働⼒を維持するために、いかに地域に住み続けてもらうかを議論すべき。ほ場整備を契機として、

担い⼿に農地を集約して農業で⽣計を⽴てる⼀定の者を確保することは重要だが、担い⼿以外の⼈が⾮
農家にならないような圃場整備の在り⽅や、そこに住み続けるための仕組みづくりが必要。

 多⾯的機能⽀払等も農村に⼈がいなければ機能しない。農村に⼈が住むための環境整備にも新技術を活
⽤していくべき。

≪⼈材の確保≫
 農業・農村を直接⽀える分野の⼈材を輩出する学問分野が継承されるようにしてもらいたい。

「農業農村整備が果たすべき役割」に関する意⾒



１０⽉３１⽇（⽔）

現地調査の趣旨
○ 今年度の部会テーマ「農業農村整備の新たなフロンティア」における審議事項を踏まえ、今後の

審議を深めるための現地調査対象として、
① ⼈⼝減少、⾼齢化、⿃獣被害など課題の⼭積する農村の実態
② 著しい新技術の進展の状況
③ ⼤規模農家の台頭、⾼収益作物の導⼊、６次産業化など新しい農業の展開状況
④ 平地や中⼭間など地域ごとに異なる⾃然・⽣活環境を⼟台として展開する様々な農業・農村

の状況
等について現場の実態を調査し、具体的なイメージを持って、⽬指すべき農業・農村像とその実現

に向けて、農業農村整備が果たすべき役割の検討を進めることとする。

１１⽉１⽇（⽊）
国営緊急農地再編整備事業「宍道湖⻄岸地区」

農事組合法⼈ あかつきファーム今在家

株式会社 未来サポートさだ

⼭王寺棚⽥

イオンアグリ創造（中海⼲拓地）

農事組合法⼈ ファーム宇賀荘

・地元関係者が描く地域の将来像と、国営事業の⽴
ち上げにおける構想とは何か、また地域でどのよ
うな取組を展開しているのか等について聴取。

・平地における⼤規模企業が農業経営に参⼊する際の
ニーズや課題を把握するとともに、今後どのような
経営の展開を⽬指しているのか等について聴取。

・平地においてどのような問題意識のもと集落営農
を設⽴したのか、また、観光農園、６次産業化等
の取組を展開する上で⽣じている課題等について
聴取。

・中⼭間地における法⼈設⽴の背景や運営理念、現在
の課題は何か等について聴取するとともに、草刈り
ロボットの導⼊状況について視察。

・⼭間地の棚⽥を守り、農作物のブランド化など地域
活性化に繋げる取組について、取組の背景、経緯や
課題について聴取。

・ほ場整備事業実施地区において設⽴された法⼈から、
事業や法⼈設⽴に⾄る経緯やその後の営農展開、移
住・定住の促進に向けた取組について聴取。 8



国営緊急農地再編整備事業「宍道湖⻄岸地区」
【地区の概要】

 本地区の農地は、県営ほ場整備事業
（S42〜47）等により整備されたが、
⼤規模経営の展開のためには区画が狭
⼩であるほか、地下⽔が⾼く湿⽥であ
り降⾬時の湛⽔が畑作営農の⽀障に。

 本事業は、区画整理及び農業⽤排⽔
施設を整備し、⽣産性の⾼い基盤の形
成と排⽔改良による湛⽔被害の防⽌を
通じ、⽔⽥の汎⽤化と農作業の効率化
等図ることを⽬的に本年度より実施。

 本地区では、⽔稲を中⼼に、⼩⻨、
ブロッコリー、ねぎ等の野菜を組合せ
た農業経営が展開。作物⽣産コストの
低減、⼩⾖などの⾼収益作物の導⼊等
による産地収益⼒の向上を推進。 9

〜国営事業地区で広がる新たな産学官連携プロジェクト〜
宍道湖⻄岸地区農村整備推進協議会では、⼩⾖の⽣産振興
に取り組む産学官連携チームを⽴ち上げ。「ぜんざい発祥
の地」である出雲市の⾵習や⾷⽂化をより⾼め、地域産業
の興隆に寄与することを⽬的に、新たな産地創出に向けた
取組が推進されている。



農事組合法⼈ あかつきファーム今在家
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【法⼈の概要】
 地域農業の担い⼿について話し合い、

平成６年に集落営農を開始。同時に圃
場整備の実施により、64.5ha の⼤区
画ほ場において、本格的に⼀集落⼀農
場・全員参加⽅式の営農を推進し、平
成15年には農事組合法⼈ あかつきﾌｧｰ
ﾑ今在家を設⽴。
 地域住⺠の参加と労働⼒確保のため、

「⼈財」バンクを設⽴し、多数の組合
及び家族が作物の栽培管理等に携わる
体制を構築。
 ⽔稲作業の省⼒化によって⽣じた余

剰労働⼒を活⽤し、野菜の⽣産のほか、
ぶどうの栽培による観光農園や、⼤⾖
加⼯品「まめなかね」の開発に取り組
んでいる。



株式会社 未来サポートさだ
【取組の概要】

 ８つの集落営農組織が連携し、地域
農業の活性化を⽬的に設⽴。

 良質⽶の⽣産を軸にした蕎⻨、菜種、
⼤⾖などの⽣産、地元産野菜の集出
荷・農産加⼯品の製造・販売、草刈り
作業の受託に取り組む。

 ルネッサンス推進事業（６次産業化
の検討）のほか、⽀援事業として、農
業農村整備関係事業、多⾯的機能⽀払
交付⾦、環境保全型農業直接⽀払交付
⾦を活⽤。

 本年よりデンマーク製の草刈りロ
ボットとトラクター⽤アーム式草刈り
機を導⼊し草刈り作業の省⼒化を図る。

11



⼭王寺棚⽥

【取組の概要】
 平成11年に⽇本の棚⽥百選に認定。
 平成14年に中⼭間地域等直接⽀払

制度の集落協定参加者が有志となり、
⼭王寺本郷棚⽥実⾏委員会を結成。
 耕作放棄地を復⽥し、棚⽥オー

ナーに貸出し、棚⽥の景観を保全。
 地元で採れた⽶を「⼭王寺棚⽥

舞」としてブランド化を推進。
 島根県無形⽂化財指定の神楽であ

る⼭王寺神楽が伝承されており、豊
かな伝統⽂化が根付いている。

12



イオンアグリ創造（中海⼲拓地）
【取組の概要】

 ⼤⼿スーパーイオンが出資して平
成21年度に設⽴された農業法⼈。現
在、国内で21箇所の直営農場を経営。

 中海⼲拓地では平成24年から営農
しており、経営⾯積は約23haの規模。
キャベツ、ブロッコリー、イチゴな
ど露地野菜と施設野菜を⽣産。

 新鮮で安⼼な野菜を提供するため、
GLOBAL G.A.P認証を取り⼊れ⽣産
管理を⾏う。

 農産物は、プライベートブランド
として中国地⽅の系列スーパー等に
出荷している。

13

GLOBAL G.A.P認証：
GAP（Good Agricultural Practice：農
業⽣産⼯程管理）とは、農業において、
⾷品安全、環境保全、労働安全等の持続
可能性を確保するための⽣産⼯程管理の
取組。
GLOBAL G.A.P認証とは、それを証明す
る国際基準の仕組み



農事組合法⼈ ファーム宇賀荘
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【法⼈の概要】
 ⼤区画ほ場整備宇賀荘地区を契機と

して、平成14年３⽉に13集落１農場で
「宇賀荘地区営農組合」を設⽴、平成
20年３⽉には組合加⼊数242⼾、経営
⾯積約180haの農事組合法⼈「ファー
ム宇賀荘」となる。
 「環境を守る農業宣⾔」を⾏い、⽔

稲では安来名産のどじょうの放流、農薬
や化学肥料を使わない⾃然環境に配慮し
た特別栽培⽶の作付を⾏うととに、⼤⾖
についても、減農薬栽培を実践し、エコ
ファーマーの認証を受ける。
 農業機械とICTを利⽤して作業・作物

情報（収量、⾷味）を収集し活⽤する営
農⽀援システムを導⼊し、スマート農業
にも積極的に取り組む。


