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審議のスケジュール

2018年度 2019年度
８⽉ ９⽉ 10⽉ 11⽉ 12⽉ １⽉ ２⽉ ３⽉ ４〜６⽉

農業農村
振興整備
部会 審議のとりまとめ

第３回(1/15)第２回（10/31〜11/1） 第４回(3/15) 第１回

現地調査

第１回（8/3）

第１回
農業農村振興整備部会

(2018年８⽉３⽇)

◯「社会情勢の変化を踏
まえた次世代の農業・
農村の構築について」
とりまとめ

◯「農業農村整備の新た
なフロンティア」の審
議事項の確認

第２回
農業農村振興整備部会

(2018年10⽉31⽇
〜11⽉１⽇)

第１回の審議を
踏まえた現地調査

（島根県下）

第３回
農業農村振興整備部会

(2019年１⽉15⽇)

ｹﾞｽﾄｽﾋﾟｰｶｰ：
京都⼤学⼤学院

藤井教授
「農業・農村における

国⼟強靱化」

北海道岩⾒沢市
松野市⻑

「新技術を活⽤した
地域振興」

第４回
農業農村振興整備部会

(2019年３⽉15⽇)

ｹﾞｽﾄｽﾋﾟｰｶｰ：
⾼知県北川村

上村村⻑
「⼭間地域における

基盤整備」

(株)4CYCLE 
フジノｸﾘｴｲﾃｨﾌﾞﾃﾞｨﾚｸﾀｰ

「住⺠との共創」

来年度第１回
農業農村振興整備部会
(来年度第１四半期の

開催を予定)

審議のとりまとめ
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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

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

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

 新技術のニーズは地域によって様々。また、安価で使いやす
い「身の丈に合った新技術」が求められている。それらのニー
ズに応えられる新技術の研究開発、普及を図ることが必要。

新技術の実証普及に向けた技術的サポートができる技術者や地域を総合的にサポートするコーディネーターなど、次世代の農業・
農村に求められる人材の確保が必要。また、水利施設の操作方法等の技術を継承する後継者の確保等が必要。

多様な新技術の実証・普及

スマート農業に対応した基盤整備

 自動走行農機等に対応するために農地整備の仕様を検討
し、マニュアルや手引き等の整備を進めていくことが必要

 ICT技術を活用し、農業用水の利用の効率化を図るため、現
場実証と普及に向けた取組を加速することが重要。

 集落を超えた地域、都市の人々等との新たな社会的関係を導入
した「開かれた農村協働力」の拡大を図ることが必要。

 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
る仕組みを作り、農村協働力の発揮に不可欠な人材が地域に
関わり続ける受け皿を構築することが重要。

農村協働力を醸成する契機としての農業農村整備の役割

農村への愛着の醸成

 「美しい農村」の創出・維持は、「愛着」の醸成の重要な要素
であり、景観配慮等を行いながら、地域の誇りとなるような施
設を整備することが重要。

現
状
と
課
題

今
後
に
向
け
た
と
り
ま
と
め 留意 留意

平成29年度の審議内容（平成30年8⽉とりまとめ）
 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

り⽅について審議し、多様な新技術の実証・普及、スマート農業に対応した基盤整備の観点からとりまとめ。
 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し、農村協働⼒を醸成する契機としての農業農村整備の役割、農村への愛着の醸成、安全で⼈
に優しい農業農村整備の観点からとりまとめ。
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安全で人に優しい農業農村整備



平成30年度の審議内容
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新技術の著しい進展

 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。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。

 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。

 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。

 新技術について、10年後には現在の私たちが想像できないようなシス
テムができあがると思われる。想像できないようなことを前提とした
上で時間を要する基盤整備を計画していかなければならない。

新しい時代の到来

■委員からの主な意⾒

 今後のロボットトラクターの実装においてもほ場の⼤区画化が不可
⽋。

 ⽇本農業の持続性確保においては、スマート農業の社会実装は不可⽋
なテーマであり、その基盤となる農地でのブロードバンド環境の構築
は重要。

 農業分野におけるスマート化は、管理作業のみならず、営農計画策定
から整地、収穫、出荷など、全ての作業の効率化に寄与するものであ
り、農村地域の持続性確保の⾯においても⾮常に重要な社会基盤にな
るものと考えている。

■ゲストスピーカーからの主な意⾒

■ ゲストスピーカー説明資料より

 北海道岩⾒沢市は、光ファイバー網や
RTK-GPS基地局等のICT基盤を整備。

 整備したICT基盤を⽤いて、教育や医
療分野等の多⽅⾯で利活⽤し移住定住
の促進を図るとともに、スマート農業
の社会実装による地域活性化に取り組
む。

 北海道岩⾒沢市

多⽅⾯へのICTの利活⽤

気象観測装置

無⼈トラクター
の実証試験
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⼤規模農家の台頭、新しい農業の展開

新しい時代の到来

 あかつきファーム今在家（島根県出雲市）

 イオンアグリ創造（島根県安来市） ⼤区画ほ場のような進んだ農業をしていたとしても、担い⼿をどのように確保
するのかという問題に直⾯している。

 ⼈⽣百年時代に突⼊し、新たな担い⼿や農地の問題が⽣じている。地域での営
農モデルが、定年が60歳から65歳、さらに70歳までの継続雇⽤となるなか
で、崩れそうになってきている。改めて農業・農村の⼈材の確保、労働⼒の確
保の在り⽅を考えていかなければならないと感じた。

 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。（岐⾩県の）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。

 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。

 実際の営農の展開に対応していくための⼟地改良区の役割と具体的な業務につ
いてガイドラインのような⽅向性を⽰すものを作る必要がある。

 基盤整備がきっかけとなり、農家のやる気が上がってくるが、地域の⽅向性や
将来ビジョンを描くには、強いリーダーシップが必要。

 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。

■委員からの主な意⾒ ■ 第２回 現地調査より

 ⼤⼿スーパーイオンが出資して設⽴された農業
法⼈。経営⾯積は約23ha。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。GLOBAL G.A.P認証を取り⼊れ⽣産管理を
⾏う。

 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、野菜の⽣産のほか、ぶどう栽培によ
る観光農園や、⼤⾖加⼯品の販売に取り組む。
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国⺠の価値観の変化

 今の若い⽅は、価値観が多様化している。⼤学を
卒業して、会社員になればいいと思っている⼈ば
かりではないので、⾊々な⽀援の形があるのでは
ないか。

 若い⼈が担い⼿として働いて、地域とつながる
形で農業が発展していく形を⾒いだしていかなけ
ればならないと感じた。若い⽅が働いている企業
の良いところを取り⼊れて、若い⼈が働けるよう
な環境を作っていかなければならない。

 関係⼈⼝や交流⼈⼝のように多くの⽅に分かっ
てもらう多様な関わりが重要。

新しい時代の到来

■第２回 現地調査より

 島根県出雲地⽅は、ぜんざい発祥の地として知られる。⽇本三⼤菓⼦処
の松江市をターゲットとして、農地整備に併せて、これまで主に県外産を
使⽤していた⼩⾖を地元で⽣産する構想が持ち上がった。

 ⼩⾖の⽣産振興に取り組む組織を⽴ち上げるとともに、基盤整備により地
下⽔位を低下させることにより⼩⾖の⽣産基盤を作り、ぜんざい発祥の地
として新たな産地創出に向けた取組を推進。

 国営緊急農地再編整備事業「宍道湖⻄岸地区」

■委員からの主な意⾒

■ ゲストスピーカーからの主な意⾒

 柳⽥國男が⺠俗学を農政官僚を辞して始めたの
は、まずはおじいちゃん、おばあちゃんの話を聞
くということ。昔のことを語っていくと、昔を思
い出してモチベーションが湧くらしい。要する
に、その⼟地のアイデンティティーが明確化して
いくというか、精神的に活性化される。経済的な
インセンティブという点も⼤事であるが、思想的
な話も⼤事である。

⼩⾖サミット基盤整備による排⽔対策の強化 ⼩⾖の実証ほ場 試⾷会

 イオンアグリ創造（島根県安来市）
 農場の運営は、他県出⾝の20代からの若⼿の社員が⾏っている。社員⾃

ら⽣産現場で働き、農業に取り組んでいる。

 ⼭王寺棚⽥（島根県雲南市）
 棚⽥百選に選定をきっかけに、毎年⽥んぼの学校や

棚⽥祭りを開催し、地域外から多くの家族が訪れ
る。また、棚⽥オーナー・トラスト制度により、地
域外の⼈々を巻き込んで棚⽥の保全に取り組む。

 さらに、地元のNPOが棚⽥の農家の空き家を再⽣
し、棚⽥を眺め⾷事が楽しめるカフェをオープン。
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課題が⼭積する農村（国⼟強靭化）

 国⼟全体を強靱化するのであれば農地と⼭地の荒廃を⽌めないと話に
ならない。農村、中⼭間地にしっかりと⼈が住んでいて、そこの⼈が
住むための⽣業が存在し、林業需要や農業需要を国内でしっかりと⽀
えておくという産業消費社会構造、農業を社会の軸とする。

 ⾷料品は⾃分で作っておかないと飢えるかもしれないし、⾷料品を⾃
分の国⼟で作ることが国⼟強靱化を果たすこと。

 ⽣産性の向上はもとより、持続性確保という観点からも、農地の防災
機能、あるいは事前防災機能、さらには国⼟強靱化に資する機能は⾮
常に重要。

新しい時代の到来

■ゲストスピーカーからの主な意⾒ ■ ゲストスピーカー説明資料より

① 我が国の強靱性を損なう本質的原因として何が存在してい
るのかをあらゆる側⾯から吟味しつつ、取組にあたること。
② 短期的な視点によらず、強靱性確保の遅延による被害拡⼤
を⾒据えた時間管理概念とEBPM（証拠に基づく政策⽴案）
概念の双⽅を持ちつつ、⻑期的な視野を持って計画的な取組
にあたること。
③ 各地域の多様性を再構築し、地域間の連携を強化するとと
もに、災害に強い 国⼟づくりを進めることにより、地域の活
⼒を⾼め、依然として進展する東京⼀極集中からの脱却を図
り、「⾃律・分散・協調」型国⼟構造の実現を促すこと。
④ 我が国のあらゆるレベルの経済社会システムが有する潜在
⼒、抵抗⼒、回復⼒、適応⼒を強化すること。
⑤ 市場、統治、社会の⼒を総合的に踏まえつつ、⼤局的、シ
ステム的な視点を持ち、適正な制度、規制の在り⽅を⾒据え
ながら取り組むこと。

 国⼟強靱化の取組姿勢

「国⼟強靱化基本計画」（2018年12⽉閣議決定）抜粋



9

課題が⼭積する農村（⼈が住み続けられる農村づくり）

 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
ならないようなほ場整備の在り⽅や、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。

 平地における効率性と付加価値性、中⼭間地における効率性と付加価値
性は、画⼀的ではないと感じた。地域における居住の永続性と、その地
域の組織における営農の永続性の接点をどう結びつけるかが難しいと実
感した。地域のリーダーを育成し、地域の後継者を⾒つけ、地域に住み
続けようという施策の必要性を改めて考えさせられた。

新しい時代の到来

 宇賀荘第三地区（島根県安来市）

■委員からの主な意⾒

 国⼟全体を強靱化するのであれば農地と⼭地の荒廃を⽌めないと話にな
らない。農村、中⼭間地にしっかりと⼈が住んでいて、そこの⼈が住む
ための⽣業が存在し、林業需要や農業需要を国内でしっかりと⽀えてお
くという産業消費社会構造、農業を社会の軸とする。 （再掲）

■ゲストスピーカーからの主な意⾒

■ 第２回 現地調査より

 ほ場整備により⼤区画化、汎⽤化を⾏い、営農の効
率化、⾼収益作物の導⼊を図る。

 併せて、ほ場整備で創出した⾮農⽤地に、市単独の
就農・定住施策を連携して農家住宅を整備すること
で、U・Iターンによる新規就農者の定住条件整備を
⾏う。

次世代に繋がる郷づくり（イメージ）

●安来市「就農・定住パッケージ事業」
安来市では、新規就農者が抱える４つの不安要素

①集落の受け⼊れ体制 ②安定した農業経営
③農地と施設の確保 ④住宅の確保

を解決するため、新たな施策として「就農・定住パッケー
ジ事業」を創設。
【対象】
・安来市の新規就農研修⽣として研修を受けるＵ・Ｉター
ン就農者もしくは認定新規就農者
・住宅に25年以上居住することを確約する者が対象。

●宇賀荘第三地区への移住第⼀号：九州から家族5名で移
住。現在、イチゴの栽培技術を習得中。
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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。

 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。

 担い⼿への農地集積が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。

 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。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。

 現地調査で訪れたところは、草刈りが⼀番⼤変であるということが共
通していた。草刈りで農地が荒れることは、地域が荒れていくことで
ある。

 地域資源の維持管理活動は、⾮農家の協⼒や、ある程度の頭数がない
と維持できないのか。それともそうしたものがなくても可能なのか。
⼈⼝減少社会において、農村地域の資源をどう維持していくかという
ことにとって、決定的に重要な論点となる。

 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。

新しい時代の到来

 未来サポートさだ（島根県出雲市）

■第２回 現地調査より

 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
作業の受託に取り組む。

 2018年よりデンマーク製の除草ロボットとトラク
ター⽤アーム式除草機を導⼊し除草作業の省⼒化を
図る。

■委員からの主な意⾒



農村の多様性
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 担い⼿への農地集積が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。（再掲）

 ⼤区画ほ場の様な進んだ農業をしていたとしても、担い⼿をど
のように確保するのかという問題に直⾯している。（再掲）

 農業・農村の⼈材の確保、労働⼒の確保の在り⽅を考えていか
なければならないと感じた。平場も中⼭間地も共通して⿃獣被
害対策を講じなければならず、農業農村整備からも考えて⾏く
必要がある。

中間農業地域・⼭間農業地域

平地農業地域

 中⼭間地域こそフロンティアだと⾔える。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。

 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。（再掲）

 中⼭間地域では、農林⽔産省の基盤整備部局の仕事だけでは⼗
分ではないと改めて感じた。産業政策だけではなく地域政策も
含めて、地域を守るにはどうすればよいか真剣に考える時期に
来ている。

 農事組合法⼈ファーム宇賀荘（島根県安来市）

 ⼭王寺棚⽥（島根県雲南市）

■委員からの主な意⾒

■ 委員からの主な意⾒

■ 第２回 現地調査より

■ 第２回 現地調査より

 ⼤区画ほ場整備を契機に、13集落１
農場で営農組合を設⽴。平成20年に
は組合加⼊数242⼾、経営⾯積約
180haの農事組合法⼈となる。⽶栽
培時に安来名産のどじょうを放流。
⽶、⼤⾖の減農薬栽培を実践。

 農業機械とICTを利⽤して作業・作
物情報（収量、⾷味）を収集、活⽤
する営農⽀援システムを導⼊。ス
マート農業に積極的に取り組む。

 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。

 耕作放棄地の復⽥、棚⽥の景観
保全に取り組む。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。



農村の多様性
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 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。

 中⼭間地域では、農林⽔産省の基盤整備部局の仕事だけでは⼗分ではないと改めて感じた。産業政策だけではなく地域政
策も含めて、地域を守るにはどうすればよいか真剣に考える時期に来ている。（再掲）

 今⽇の農業政策を⾒たときに、やや産業政策に偏り過ぎているのではないか。もう少し地域の視点を⼊れていかないと、
全体の農業・農村の発展、国⼟全体にもいい結果を与えないのではないか。

 平地における効率性と付加価値性、中⼭間地域における効率性と付加価値性は、画⼀的ではないと感じた。地域における
居住の永続性と、その地域の組織における営農の永続性の接点をどう結びつけるかが難しいと感じた。どういう⼿法で地
域のリーダーを育成し、地域の後継者を⾒つけ、地域に住み続けようという動機をどこでクロスさせるか、そうした施策
の必要性を改めて考えさせられた。（再掲）

「地域政策」の在り⽅

都市的農業地域

 現在、300⼾の農地を⼗数名の従業員で守っている。その300⼾が農村協働⼒ということで、⽔⽥の維持に協⼒して
くれるかというと、全くない。今まで皆でやってきたものがどんどん変わってきてしまった。

■委員からの主な意⾒

■ 委員からの主な意⾒



農業・農村の将来に向けて
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Society5.0
 Society5.0とは、サイバー空間（仮想空間）とフィジカル空間（現実空間）を⾼度に融合させたシステム

により、経済発展と社会的課題の解決を両⽴する、⼈間中⼼の社会（Society）。
 「未来投資戦略2018」では、IoT、ビッグデータ、AI、ロボットなどの第４次産業⾰命の技術⾰新を存分

に取り込み、「Society 5.0」を本格的に実現するため、各種の施策を着実に推進。

14

Society1.0
狩猟

Society2.0
農耕

Society3.0
⼯業

Society4.0
情報

Society5.0
新たな社会



（未来投資会議構造改革徹底推進会合「地域経済・インフラ」会合
(農林水産業)(第12回)（平成31年２月５日）配布資料）スマート農業の社会実装に向けた取組
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○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。

○ 担い⼿等の農作業の負担軽減や⽔管理の⾼度化等を図るために、⾃動⾛⾏農機やICT⽔管理等の省⼒化技術の活⽤を可能とする農業農村整備
を推進することが必要。

⾃動⾛⾏農機やICT⽔管理等のスマート農業に対応した農業農村整備を展開（2021〜2022年度）
現
状

対
応

○ ⾃動⾛⾏農機等の導⼊・利⽤に対応した農地整備の⼿引きを作成（2019年度）。また、電源設備、RTK-GPS基地局等の設置を
含む事業制度を検討(2019年度) 。⾃動⾛⾏農機等のスマート農業に対応した農地整備を展開（2021年度）。

○ ICTを活⽤した⽤⽔配分システムを開発（2020年度）。また、ドローンを活⽤した⽔需要把握・⽔路の適正管理等(他団体が⾏う
営農⽀援への協⼒を含む)について検討。

○ 2020年度までの事業着⼿地区の８割以上で、整備ほ場や⽔管理等における省⼒化技術(ICT、GPS等)を導⼊。
○ 農業・農村におけるICT利活⽤の基盤となる情報ネットワーク環境整備の推進について検討。※総務省と連携

情報ネットワーク環境の整備（イメージ）

教育（遠隔地授業） テレワーク等遠隔医療・福祉

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

無線等による情報ネット
ワーク環境を整備

（ドローン）

（無人草刈機）

（自動走行農機）

（ハウス園芸）

（自動給水栓）

〇ICTを活⽤した⽤⽔配分システムを開発。
〇開発した技術を国営地区等に横展開。

○⾃動⾛⾏農機等の導⼊に対応するほ場の⼤区画化を実施。
○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。

隣接するほ場への移動が容易な農道

⼤区画化を⾏い、⾃動⾛⾏農機を導⼊

⾃動⾛⾏農機等が効率的に稼働 ⽥植え作業：
３⼈掛かりだった作業
が１⼈で済むように

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

・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。

・水路やほ場の配水状況の見回りに多大な労力。

【現状】

【今後】

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

整備前 整備後

（未来投資会議構造改革徹底推進会合「地域経済・インフラ」会合
(農林水産業)(第12回)（平成31年２月５日）配布資料）スマート農業に対応した農業農村整備
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SDGｓ（持続可能な開発⽬標）

○国際⽬標における５つの特徴

持続可能な開発のための2030アジェンダ（仮訳）
前⽂
（中略）
今⽇我々が発表する17 の持続可能な開発のための⽬標 （SDGs）と、169

のターゲットは、この新しく普遍的なアジェンダの規模と野⼼を⽰してい
る。これらの⽬標とターゲットは、ミレニアム開発⽬標（MDGs）を基にし
て、ミレニアム開発⽬標が達成できなかったものを全うすることを⽬指すも
のである。これらは、すべての⼈々の⼈権を実現し、ジェンダー平等とすべ
ての⼥性と⼥児の能⼒強化を達成すること⽬指す。これらの⽬標及びター
ゲットは、統合され不可分のもであり、持続可能な開発の三側⾯、すなわち
経済 、社会及び環境の三側⾯を調和させるものである。

 SDGｓ（持続可能な開発⽬標）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）を掲げたものであり、2015年9⽉の国連サミットで全会⼀致で採択。
 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。

我が国の持続可能な開発⽬標（ＳＤＧｓ）実施指針
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。 17



農業・農村の多様性
 我が国の農村では、多様な地形条件、気候条件のもと、それらに適した多様な農業が営まれている。
 こうした農業・農村の多様性により、そこで⽣産される財やサービスに差別化が図られ、付加価値を⽣む

源泉となっている。

18

○地形条件

北海道
1,050千ha 540千ha

関東
264千ha
北陸

155千ha
近畿

126千ha
東海

155千ha
中国

86千ha
四国

385千ha
九州

24千ha
沖縄

東北
663千ha

○気象条件
・都道府県別の降⽔量（平年値）

資料：農林⽔産省「2015年農林業センサス」

単
位：
mm

単位：mm 単位：℃

・都道府県別の気温（平年値）

資料：農林⽔産省「都道府県別農業産出額及び⽣産農業所得2016年」より作成

○農産物
（市町村別農業算出額第１位の品⽬）

資料：気象庁「2010年平年値」※昭和56年〜平成22年の値より



地域により多様な農業⽣産基盤

19

○基幹的⽔路の延⻑

○ため池数

○基幹的施設の箇所数
※貯⽔池、頭⾸⼯、農業⽤⽤排⽔機場等

単位：数

資料：農林⽔産省「農業基盤情報
基礎調査(H29) 」より作成

- 100
100 – 200
200 – 300
300 – 400
400 – 500
500 –

単位：km
- 500

500  – 1000

1000  – 1500

1500  – 2000

2000  – 2500

2500 –

資料：農林⽔産省調べ（平成26年３⽉）資料：農林⽔産省「農道整備状況調査(H29)」より作成

単位：km
- 1000

1000  – 2500

2500  – 5000

5000  – 7500

7500  – 10000

10000 –

〇農道の延⻑

 基幹的⽔路、基幹的施設の多くは東⽇本で整備されている⼀⽅、ため池は、瀬⼾内海に⾯した地域に多い。
このように、農業⽣産基盤は地形条件や気象条件により多様である。

資料：農林⽔産省「農業基盤情報
基礎調査(H29) 」より作成



○農家と非農家の割合の推移(地域類形別)

20

 農村における農家と⾮農家の割合を⾒ると、⾮農家が相対的に増加している。都市的地域を除く全ての地域
で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割程度となっている。

農村における農家と⾮農家の割合の変化

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

都市的地域

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



農産物
⇒⾷料供給、６次産業化、

ブランド化（観光資源）

農村の多様な地域資源
 農村は、多様な地形条件や⾃然条件、農業形態等を背景として、都市と異なる固有で多様な有形無形の地域

資源を有している。
 農地や農業⽤⽔のほか⼩⽔⼒等の再⽣可能エネルギー、美しい農村景観等の地域資源を適切に管理しながら

同時に持続可能な形で最⼤限活⽤することにより、資源の循環と同時に経済の循環も活発になり、農村住⺠が
経済的便益を享受することが可能になる。

21

再⽣可能エネルギー（畜産廃棄物や森林
資源等の有機性資源、⽔⼒、⾵⼒、太陽光）
⇒循環型社会の形成、所得の確保

農村景観・環境（棚⽥等）
⇒観光資源（グリーンツー

リズム等）、⽣態系保全農家（家屋）
⇒観光資源（農泊等）、

職場（テレワーク）

農村コミュニティ
⇒都市農村交流、担い

⼿の確保、伝統⽂化
の保存

伝統⽂化
⇒⽂化継承、地域活

性化、観光資源

農地
⇒⾷料供給、国⼟保全、

観光資源（体験農園）

農業⽤⽔
⇒⾷料供給、⽔循環の形成、

⽣態系保全



農村の地域資源管理を巡る状況
 我が国は、2008年をピークに⼈⼝減少局⾯に⼊っており、約30年後（2050年）にはピーク時から

24％減少して１億⼈を割り込むところまで減少すると推計。
 また、約30年後（2050年）には、⼈⼝９⼈以下の「無⼈化危惧集落」が全集落の１割を超え、⼭間

農業地域では３割を占める⾒込み。2050年に「無⼈化危惧集落」になると予想される集落の農地は、
全国で31万ha（2010年は5万ha）に上るものと推計される。
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○ 集落⼈⼝規模別の集落数の構成

出典：国⽴社会保障・⼈⼝問題研究所公表資料（H29）

資料：農林⽔産政策研究所「⾷料・農業・
政策審議会企画部会（H26.6.27）」

注：2050年の割合は、集落毎に実施した
コーホート分析によって推計した集落⼈
⼝に基づく。

なお、「９⼈以下」には、無⼈化した
集落（集落⼈⼝０の集落）を含む。

○ 無⼈化危惧集落・⾼齢化進⾏集落の農地⾯積（全国）

資料：農林⽔産政策研究所
注：2050年の農地⾯積は、集落毎のコー

ホート分析によって該当すると予測され
た集落が有する2010年時点での耕地⾯
積（属地）である。なお、（ ）内の
数値はシェアを⽰す。

○ ⽇本の総⼈⼝と出⽣率の推移



「コンパクト＋ネットワーク」と国⼟利⽤における農地の位置付け
 「国⼟形成計画」が掲げる「コンパクト＋ネットワーク」では、⼈⼝減少・⾼齢化が進む中、2050年の国

⼟のグランドデザインを⾒据え、特に地⽅都市において、地域の活⼒を維持するとともに、医療・福祉・商業
等の⽣活機能を確保し、⾼齢者が安⼼して暮らせるよう、地域公共交通と連携してコンパクトなまちづくりを
進めることとしている。

 また、我が国の国⼟利⽤において、森林は国⼟の約66％を占めている。次いで、農地が約12％を占めてい
る。「国⼟利⽤計画」では、農地の利⽤⽅向について優良農地の確保、多⾯的機能の維持・発揮等、農地の集
積・集約等としている。
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国⼟交通省「国⼟のグランドデザイン2050参考資料」より引⽤

◯ 国⼟利⽤計画における利⽤区分ごとの⾯積の⽬標値◯ 「コンパクト＋ネットワーク」のイメージ

国⼟交通省「第５次国⼟利⽤計画」より抜粋



「コンパクト＋ネットワーク」と農村の地域資源管理
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⼩さな拠点

農村外縁
農地等

農地等

農地等

集落領域

農村集落

農地等

農地等

農村集落

農村集落

⾃然領域

■除草ロボット

農村集落

「コンパクト＋ネットワーク」と農村の地域資源（イメージ）

 今後、「コンパクト＋ネットワーク」により、農村でも拠点の集約化が進んでいくものと考えられる。
 ⼩さな拠点とネットワーク（道路）以外の部分の多くは農地等の地域資源が占めており、可能な限り維持管

理を⾏う必要がある。⼈⼿が不⾜し維持管理を⾏うことが難しい農村外縁の農地等は、荒廃させることなく、
新技術を活⽤して⼈⼿をかけずに管理し、農村外縁の内側にある農地等は、限られた⼈⼿で新技術を活⽤して
⽣産性の⾼い農業を⾏うということが、国⼟を持続的で強靭なものにする⽅策の１つとして考えられるのでは
ないか。

農村外縁
サービス・拠点
の集約化

⾃然領域



⼈が住み続ける
ための条件整備
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多様な主体が住み続けられる農村・国⼟を持続的で強靱にする農村
 ⼈⼝減少や⾼齢化が進む中、農家だけでなく多様な主体が農村に住み続けるには、地域住⺠の雇⽤・所得

の確保、⼈が住み続けられるための条件整備が必要。
 さらに、農村の多様な地域資源を適切に保全しつつ、創意⼯夫により持続可能な形で最⼤限に活⽤すること

により、農村内外の住⺠が農村固有の魅⼒ある地域資源の価値を享受することが可能。
 多様な主体が住み続けられる農村は、このように地域住⺠の雇⽤・所得が確保され、⼈が住み続けられる条

件が整備され、さらに農村固有の魅⼒ある地域資源の価値を最⼤化するなど、⾃らが持つポテンシャルを発
揮するような農村なのではないか。また、国⼟を持続的で強靱なものにするために、そのような農村が求め
られているのではないか。

農村が持つ
ポテンシャルの発揮

地域住⺠の
雇⽤・所得の確保

多
様
な
主
体
が
住
み
続
け
ら
れ
る
農
村
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多様な主体が住み続けられる農村に必要な要素
地域住⺠の雇⽤・所得の確保

⼈が住み続けるための条件整備

農村が持つポテンシャルの発揮

多様な主体が農村に住み続けるには、担い⼿のみならず地域住⺠にも雇⽤と所得を確保することが必
要。このため、ICTやロボット等の新技術を積極的に導⼊し、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、地域内外の多様な主体や組織の協働により、農泊、ジビエの利活⽤を含め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。また、企業や個⼈に快適な作業環境を提供する
ための情報ネットワーク環境を整備する。

⼈⼝減少、⾼齢化等の更なる進⾏が⾒込まれる中、担い⼿を含めて多様な主体が農村に住み続けるこ
とが農村地域の経済を維持、成⻑させ、国⼟の保全、農村景観の保全、伝統⽂化の伝承等の多⾯的機能
の発揮を図るために不可⽋。このため、防災・減災対策の推進を含めた農村の⽣活環境の整備、⾃然環
境の積極的な保全、移住定住対策の促進等、多様な主体が農村に住み続けるための条件整備を進める。

農村は、多様な地形条件や⾃然条件、営農形態等を背景として、農地、農業⽤⽔、農産物、農村景
観、⽣態系、伝統⽂化など、都市と異なる固有で多様な有形無形の地域資源を有している。地域資源を
適切に保全しつつ、同時に地域の創意⼯夫で持続可能な形で最⼤限活⽤するなど、農村が持つポテン
シャルを発揮する取組を⽀援する。そして、このように、農村に住み続けたくなる、または住みたくな
るような都市にない農村の魅⼒を農村内外に発信する。



農村内外の多様な主体が価値を創出するためのプラットフォーム

（参考）プラットフォーム：⼟台。基盤。「第三者間の相互作⽤を促す基盤を提供するような財やサービスのこと」（國領、1999年）。

多様な主体が価値を創出するためのプラットフォーム
 農村の多様な主体が新たな価値を創出するには、農村内だけでなく農村外の多様な主体と様々に結

びつくことが必要であり、そのためには多様な主体を様々に結びつけ、個々の活動を促進し、新たな
ビジネスや組織間の協⼒・連携等を創出する場（プラットフォーム）が有効ではないか。
 このプラットフォームは、農村内の「地縁的な」農村協働⼒の充実、農村外の多様な主体との「開

かれた」農村協働⼒の拡⼤に寄与するのではないか。
 このプラットフォームを構築するには、農村の情報ネットワーク環境整備が必要ではないか。

・・・ソフトウェア

ハードウェア

・ソーシャルビジネス
・シェアリング・

エコノミー 等

・スマート農業
・情報化施⼯
・農産物の直売

等

・空き家の利⽤
・テレワーク
・サテライトオフィス
・遠隔地授業 等

・都市と農村の交流
・農泊
・インバウンド
・地域資源の保全活動 等

農村の情報ネットワーク環境、地域資源のデータベース 等

・農村内外の多様な主体同⼠、多様な主体と地域資源等を様々にマッチングし、個々の活動を促進し、新たな価値を創
出するための基盤

・・・

【例】産官学連携によるイノベーション
（地域と新技術開発企業等とのマッチング）

【例】サテライトオフィス
（空き家と企業とのマッチング）

空き家と企業とのマッ
チングにより、ITベン
チャー、映像、デザイ
ン会社等のサテライト
オフィスを農村に誘致

活動の場を提供したい地
域と新技術を実証したい
企業等をマッチングし、
新技術の社会実装を促進
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総務省HPより
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