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はじめに
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AIやIoT、ロボット等新技術が著しく進展する中、政府が提唱するSociety5.0の実現に向けて、農業分野において
新技術を駆使したスマート農業を推進することとしている。また、農業構造の変化により農業⽣産法⼈等⼤規模農家
の台頭が⽬覚ましく、⾼収益作物の導⼊、農産物の輸出等新しい農業も各地で展開されている。さらに、⽥園回帰等
農業・農村に対する国⺠の価値観も⼤きく変化している。

⼀⽅、中⼭間地域をはじめとする農村は、それぞれ地域の特性を持ちつつも、急激な⼈⼝減少、超⾼齢化の進⾏、
激甚化・頻発化する災害、深刻な⿃獣害被害等の課題が⼭積している。

このように農業・農村及びそれらを取り巻く環境が⼤きく変化している中で、農業農村整備においてもこのような
⼤きな情勢の変化に適切に対応していく必要がある。

このため、農業農村振興整備部会では、国⼟強靱化や地域振興に関する有識者や実践者との⾃由な意⾒交換等を通
じて、⼤きく情勢が変化する中での⽬指すべき農業・農村像及びその実現のために農業農村整備が果たすべき役割
（農業農村整備の新たなフロンティア）について審議を⾏い、本資料はその審議内容を取りまとめたものである。
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１．新技術の著しい進展
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█ Society5.0のイメージ

（１）Society5.0
政府が提唱するSociety 5.0が実現する社会では、

IoTで全ての⼈とモノがつながり、様々な知識や情報
がビッグデータとして共有され、AIにより必要な情報
が必要な時に提供されるようになる。そして、ロボッ
トや⾃動⾛⾏⾞などの技術により、少⼦⾼齢化、地⽅
の過疎化、貧富の格差といった現代社会が抱える課題
の克服を⽬指すとしている。我が国は、課題先進国と
して、これらの先端技術をあらゆる産業や社会⽣活に
取り⼊れ、経済発展と社会的課題の解決を両⽴してい
く新たな社会の実現を⽬指している。

このような中、農業分野で、未来投資戦略2018
（平成30年６⽉閣議決定）において、「2025年まで
に農業の担い⼿のほぼすべてがデータを活⽤した農業
を実践」などのKPIを掲げ、地域の基幹産業である農
業の⽣産性を抜本的に⾼めていくこととしている。

Society5.0：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）。狩猟社会（Society 1.0）、農耕社会（Society2.0）、⼯業社会
（Society 3.0）、情報社会（Society 4.0）に続く、新たな社会を指すもので、第
５期科学技術基本計画において我が国が⽬指すべき未来社会の姿として初めて提唱
された。

█ 未来投資戦略における農業分野のKPI（未来投資戦略2018抜粋）

《KPI》2025年までに農業の担い⼿のほぼすべてがデータを活⽤した
農業を実践
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█ スマート農業技術の例

（２）スマート農業
未来投資戦略2018において、新たに講ずべき具体

的施策として「データと先端技術のフル活⽤による世
界トップレベルの『スマート農業の実現』」が掲げら
れている。農業のあらゆる現場において、ICT機器が
幅広く導⼊され、栽培管理等がセンサーデータとビッ
グデータ解析により最適化され、熟練者の作業ノウハ
ウがAIにより形式知化され、実作業がロボット技術等
で無⼈化・省⼒化される。こうした現場をデータ共有
によるバリューチェーン全体の最適化によって底上げ
する「スマート農業」を実現することとされている。

資料：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）配付資料

スマート農業：ロボット技術やICTを活⽤することにより超省⼒・⾼品質⽣産を実現
する新たな農業。
ICT：Information and Communication Technology, 情報通信技術。
AI：Artificial Intelligence, ⼈⼯知能。
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█ スマート農業技術の研究開発・実⽤化の状況

（３）スマート農業技術の研究開発・実⽤化の
状況

⼤規模な⽔稲⽣産向けのスマート農業技術の⼀貫体
系が概ね実現しつつある⼀⽅、中⼭間地域の⽔稲や露
地野菜、果樹向けのスマート農業技術は研究開発段階
のものが多い。

このため、現場のニーズを踏まえた明確な研究⽬標
の下、農業者、企業、研究機関等がチームを組んで、
現場実装を視野においた研究開発を⾏うことにより、
地域や品⽬に対応したスマート農業技術を農業者が導
⼊可能な価格等で提供する必要がある。

資料：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）配付資料
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█ データ連携の効果

（４）農業データ連携基盤（WAGRI）
農業が抱える課題を解決し、農業の担い⼿がデータ

を使って⽣産性向上や経営改善に挑戦できる環境を⽣
み出すため、データ連携・共有・提供機能を有する農
業データ連携基盤（WAGRI）が構築され、令和元
（2019）年度から本格運⽤されている。

農林⽔産省は、農地の区画形状や⽤排⽔の整備状況
をはじめとする農業関連データをWAGRIに提供して
おり、WAGRIによって、様々なデータを駆使した農
業が可能になることで、農業の⽣産性や品質の向上、
農業者の戦略的な経営判断が実現することが期待され
る。

█ データ活⽤のイメージ

システムやデータを集約・統合し、総合的にデータ等を解析することに
より、農業の⽣産性や品質の向上等を実現。

WAGRIを通じて様々なデータを活⽤し、農業者による戦略的な経営
判断を実現。

◀複数の農
地データを
重ね合わせ
て利⽤
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（１）グローバリゼーションの進⾏
ＴＰＰ11、⽇ＥＵ・ＥＰＡが発効し、農林⽔産品の

輸出重点品⽬のほぼ全てで輸出先国の関税が撤廃され
る中、⾼品質な我が国農林⽔産物の⼀層の輸出拡⼤、
輸出阻害要因の解消、６次産業化・地産地消による地
域の収益⼒強化等により、強い農林⽔産業を構築する
ことが求められている。

こうした中、「総合的なＴＰＰ等関連政策⼤綱」
（平成29年11⽉ＴＰＰ等総合対策本部決定）に基づ
き、次世代を担う経営感覚に優れた担い⼿の育成や⽔
⽥、畑作、野菜、果樹等の産地や担い⼿が地域の強み
を活かしたイノベーションを起こすことを⽀援し、農
業の国際競争⼒の強化を図ることが喫緊の課題となっ
ている。

█ 「総合的なＴＰＰ等関連政策⼤綱」のポイント抜粋

＜農林⽔産業＞
1 強い農林⽔産業の構築
（体質強化対策）
政策⼤綱策定以降、各種の体質強化策を実施。引き続き必要な施策を実施。

○次世代を担う経営感覚に優れた担い⼿の育成
○国際競争⼒のある産地イノベーションの促進
○畜産・酪農収益⼒強化総合プロジェクトの推進

ー 国産チーズ等の競争⼒強化等
○⾼品質な我が国農林⽔産物の輸出等需要フロンティアの開拓
○合板・製材・構造⽤集成材等の⽊材製品の国際競争⼒の強化
○持続可能な収益性の⾼い操業体制への転換
○消費者との連携強化、規制改⾰・税制改正

２ 経営安定・安定供給のための備え（重要５品⽬関連）
TPP⼜は⽇EU・EPA発効後の経営安定に万全を期すため、協定発効に合わせ
て経営安定対策の充実の措置を講ずる。

○⽶（政府備蓄⽶の運営⾒直し）
○⻨（経営所得安定対策の着実な実施）
○⽜⾁・豚⾁、乳製品（畜産・酪農の経営安定充実）
○⽢味資源作物(加糖調製品を調整⾦の対象)
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（２）担い⼿への農地の利⽤集積
農業の⽣産性を⾼め、競争⼒を強化していくために

は、担い⼿への農地集積・集約化を更に加速し、⽣産
コストを削減していく必要がある。

現在の我が国の農業構造を⾒ると、農地中間管理機
構の導⼊（平成26（2014）年度）以降、担い⼿への
農地流動化が進展しているものの、担い⼿の利⽤⾯積
は農地全体の55.2％（平成29（2017）年度）に留
まっている。

未来投資戦略2018では、2023年までに全農地⾯積
の８割が担い⼿によって利⽤されるというKPI（重要
業績評価指標）が掲げられており、KPIの達成に向
け、担い⼿への農地集積・集約化の更なる加速化が求
められている。

資料：農林⽔産省「⽇本の農地集積の状況」

資料：農林⽔産省「農地中間管理機構による農地集積の状況（平成29年度）」
注：農地中間管理機構以外によるものも含む。

█ ⽇本の農地集積の状況（平成29年度）

█ 全耕地⾯積に占める担い⼿利⽤⾯積のシェア
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（３）⼤規模農家の台頭
基幹的農業従事者の減少・⾼齢化が進⾏する中、⼤

規模経営体の数は増加している。⼤規模な経営体の数
の増加に伴い、農地集積・集約化の進展から農地⾯積
全体に占める⼤規模な経営体の農地利⽤⾯積の割合も
上昇している。10年前と⽐較すると20ha以上の農地
を経営する経営体の数が⼤きく増加しており、⼤規模
農家の台頭が著しい。 █ 主な営農類型別の農業所得

資料：農林⽔産省「農業経営統計調査 営農類型別経営統計」を基に作成
注：１）個別経営体と組織法⼈経営体の調査結果を⺟集団（農林業センサス）の経営体数で加重平均した１経営体当たりの結果

２）営農類型は、最も多い農業⽣産物販売収⼊により区分した分類。なお、⽔⽥作経営は、稲、⻨類、雑穀、⾖類、いも類、
⼯芸農作物の販売収⼊のうち、⽔⽥で作付けした農業⽣産物の販売収⼊が他の営農類型の農業⽣産物販売収⼊と⽐べて
最も多い経営

増減率
（％）

増減率
（％）

5ha未満 1,899,393 1,564,727 -17.6 1,262,058 -33.6

5ha以上20ha未満 51,634 59,838 15.9 64,428 24.8

20ha以上50ha未満 3,119 6,492 108.1 8,107 159.9

50ha以上100ha未満 459 1,165 153.8 1,537 234.9

100ha以上 159 313 96.9 422 165.4

平成17
（2005）

年

22（2010） 27（2015）

█ 経営耕地⾯積規模別農業経営体数の推移（平成17（2005）年⽐較）

資料：農林⽔産省「農林業センサス」
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█ ６次産業化の加⼯額・直売額の推移

資料：農林⽔産省「６次産業化総合調査」

※ 業態別に⾒ると、農産物直売所（約１兆円）、農産物の加⼯（約9千 億円）、観光農園（約380億円）の順。

10,924 10,697

█ 農林⽔産物・⾷品の輸出額の推移

資料：財務省「貿易統計」を基に農林⽔産省で作成

（４）新しい農業の展開
加⼯、流通、販売などの６次産業化の市場規模は

年々拡⼤している。また、平成29年度の農産物を始め
農林⽔産物・⾷品の輸出額も過去最⾼を記録している。

６次産業化：農林⽔産物を収穫・漁獲（第⼀次産業）するだけでなく、加⼯（第⼆
次産業）し、流通・販売（第三次産業）まで⼿掛けることで、農林⽔産業の経営体
質強化を⽬指す⼿法。



３．国⺠の価値観の変化

（１）消費⾏動の変化
「物の豊かさ」より「⼼の豊かさ」に重きを置きた

いとする割合が⾼くなって久しい。近年では「モノを
所有することより、得られる体験（コト）にお⾦をか
けたい」というように「モノ消費」から「コト消費」
への消費⾏動の変化が⾒られる。

（２）⽥園回帰
団塊の世代を中⼼に、⾃然環境や農業への関⼼が⾼

まっている。また、20〜30代の若い世代をはじめと
して、「農⼭漁村地域に移住する予定がある」、「い
ずれは（ゆくゆくは）農⼭漁村地域に移住したいと思
う」との考えを⽰している⼈が多く、⽥園回帰に対す
る国⺠の意識が⾼まっている。

資料：内閣府「国⺠⽣活に関する世論調査」

█ 世論調査（これからは⼼の豊かさか、まだ物の豊かさか）
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█ 農⼭漁村地域への移住希望（平成29年）

資料：総務省「⽥園回帰に関する調査研究中間報告書」（平成29年３⽉公表）を基に農林⽔産省で作成
注：東京都特別区⼜は政令市に居住する20歳から64歳の在住者を対象としたアンケート調査
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出典：総務省「関係⼈⼝」ポータルサイト

█ 関係⼈⼝と地域との関わり

（３）関係⼈⼝
農村地域への新たな関わり⽅として「関係⼈⼝」

が注⽬されている。地域によっては、若者を中⼼に変
化を⽣み出す⼈材が地域に⼊り始めており、今後、
「関係⼈⼝」と呼ばれる地域外の⼈材が地域づくりの
担い⼿となることが期待されている。

（４）都市と農村の交流
近年、若年層、団塊の世代、さらにはインバウンド

をターゲットとして、インターネット等のメディアに
よる情報発信を通じて、グリーンツーリズムや農泊と
いった滞在型の都市農村交流等、農村地域の活性化の
ための取組が推進されている。

█ 訪⽇外国⼈旅⾏者数

資料：⽇本政府観光局（JNTO）資料を基に作成

█ 訪⽇回数別に⾒た外国⼈旅
⾏者の訪問地に占める地⽅部の
割合（平成29年）

資料：観光庁「訪⽇外国⼈消費動向調査（平成29年
年間値（速報））」を基に農林⽔産省で作成
注：訪⽇外国⼈旅⾏者が訪問した都道府県の延べ数に
占める、三⼤都市圏（埼⽟千葉県、東京都、神奈川
県、愛知県、京都府、⼤阪府、兵庫県）以外の道県の
割合

関係⼈⼝：移住した「定住⼈⼝」でもなく、観光に来た「交流⼈⼝」でもない、地
域や地域の⼈々と多様に関わる⼈々のこと。
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█ 農村・都市部の⼈⼝と⾼齢化率

20年程度先行

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。

█ 農業地域類型別の⼈⼝（推計）

中⼭間地域をはじめとする農村では、急激な⼈⼝減
少、⾼齢化の進⾏、激甚化・頻発化する災害、深刻な
⿃獣被害等の課題が⼭積している。

（１）⼈⼝減少
我が国の⼈⼝は、平成20年をピークに減少傾向にあ

る。⼈⼝集中地区を都市部、それ以外を農村部とする
と、農村部では、昭和45（1970）年以降、⼀貫して
⼈⼝が減少基調にあり、都市部に⽐べて20年程度早く
⾼齢化が進⾏している。

また、⼈⼝減少は、条件の不利な中⼭間地域ほど進
むとみられており、2010〜2050年の40年間に、⼭間
農業地域で約７割、中間農業地域で約５割、平地農業
地域で約４割の⼈⼝が減少すると予測されている。



４．課題が⼭積する農村

（２）農林⽔産業就業者の減少
農林⽔産業就業者数は年々減少し、平成30(2018)

年で235万⼈となっている。基幹的農業従事者も減少
しており、⾼齢化が進⾏している（平成29（2017）
年の基幹的農業従事者は175万⼈、その平均年齢は67
歳）。

（３）農地の減少
耕地⾯積は、ピーク時の昭和36（1961）年からこ

の56年間で164万ha（27.0％）減少。
⼀⽅、荒廃農地の⾯積は、平成29（2017）年時点

で28.3万ha。このうち、再⽣利⽤可能なものが9.2万
ha、再⽣利⽤困難なものが19.0万haとなっている。
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█ 農林⽔産業就業者数の推移 █ 基幹的農業従事者の年齢構成

█ 農地（耕地）⾯積の推移



４．課題が⼭積する農村

（４）⼟地持ち⾮農家の不在村地主化
総農家数が年々減少する⼀⽅、⼟地持ち⾮農家は増

加している。農家と⼟地持ち⾮農家の⽐率は、昭和60
年では９：１であったが、平成27（2015）年では
６：４となっている。

また、2015年農林業センサスの分析結果による
と、販売農家数の減少率が増加傾向にあり、⾃給的農
家数が減少に転じたにもかかわらず、⼟地持ち⾮農家
数の増加がわずかに留まっている。農地所有世帯数は
急激に減少していることから、地域に農地所有者がい
なくなる、⼟地持ち⾮農家の不在村地主化が進⾏して
いることがうかがえる。
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█ 総農家及び⼟地持ち⾮農家数の推移

█ 農地所有世帯数の推移（全国）

4,376

443

00

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

昭和60年 平成2年 平成7年 平成12年 平成17年 平成22年 平成27年

農
家
数(

千
戸)

総農家

土地持ち非農家

2,155

1,414

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。

農家 ：
土地持ち
非農家

９ ： １ ６ ： ４

農家 ：
土地持ち
非農家
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４．課題が⼭積する農村

（５）農業⽔利施設を巡る状況
農業⽔利施設は、戦後の⾼度経済成⻑期に整備され

たものが多く、⽼朽化が進⾏している。
施設の⽼朽化に伴い、突発事故の発⽣件数も増加し

ている。
また、施設を管理する⼟地改良区の総組合員数は、

農業者の⾼齢化等により減少傾向で推移しており、施
設の管理体制が脆弱化している。
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█ 農業⽔利施設の⽼朽化の進⾏

█ 標準耐⽤年数超過状況

資料：農林⽔産省「農業基盤情報基礎調査
（H28.3時点）」を⽤いて試算

注：基幹的農業⽔利施設（受益⾯積100ha
以上の農業⽔利施設）の資産価値（再
建設費ベース）（H27.3時点）

資料：農林⽔産省「農業基盤情報基礎調査
（H28.3時点）」を⽤いて試算

注１：「基幹的農業⽔利施設」とは、農業⽤
⽤排⽔のための利⽤に供される施設で
あって、その受益⾯積が100ha以上のも
の。

注２：試算に⽤いた各施設の標準耐⽤年数
は、「⼟地改良事業の費⽤対効果分析
に必要な諸係数について」による標準
耐⽤年数を利⽤しており、概ね以下の
とおり。貯⽔池：80年、頭⾸⼯：50
年、⽔⾨：30年、機場：20年、⽔路：
40年 など

█ 突発事故件数
管⽔路破裂等の突発事故が多発化

資料：農村振興局整備部⽔資
源課施設保全管理室調
べ 施設の管理者(国、
都道府県、市町村、⼟
地改良区等)に対する聞
き取り調査

基幹的農業水利施設
施設区分

施設数・
延長

（H29.3）

（参考）

施設数・
延長

（H28.3）

うち耐用
年数超過

割合
うち耐用
年数超過

割合

基幹的施設（箇所） 7,556 3,950 52% 7,552 3,832 51%

貯水池 1,287 123 10% 1,286 124 10%

取水堰 1,943 666 34% 1,941 623 32%

用排水機場 2,942 2,172 74% 2,947 2,129 72%

水門等 1,103 786 71% 1,100 753 68%

管理設備 281 203 72% 278 203 73%

基幹的水路（ｋｍ） 50,927  19,794 39% 50,770  18,825 37%



４．課題が⼭積する農村

（６）頻発化・激甚化する災害
近年、集中豪⾬の発⽣が増加傾向であり、湛⽔被害

等のリスクが⾼まっており、農地や農地周辺の排⽔対
策が求められている。

また、南海トラフ地震の被害想定エリアには全国の
基幹的農業⽔利施設の３割が存在しており、施設の耐
震対策等の防災・減災対策の必要性が⾼まっている。
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█ １時間降⽔量50mm以上の降⾬の年間発⽣回数

█ 30年間で震度６以上の
地震が発⽣する確率

█ 南海トラフ地震の被害想定エリア
内の基幹的⽔利施設数

資料：気象庁

資料：地震調査研究推進本部

■ 南海トラフ巨大地震の被害想定範囲内の基幹的水利施設
■ それ以外のエリアの基幹的水利施設

点施設
（箇所）

線施設
（km）

再建設費
（兆円）

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全国 7,418か所

全国 18.6兆円

全国 50,746km

32.6％

27.5％

30.6％
■ 26％以上
■ ６％～26％未満
■ ３％～６％未満
■0.1％～３％未満
■0.1％未満



４．課題が⼭積する農村

（７）深刻化する⿃獣被害
野⽣⿃獣による農作物被害額は減少傾向にある。し

かしながら、⿃獣被害は営農意欲の減退、耕作放棄・
離農の増加、さらには森林の下層植⽣の消失等による
⼟壌流出、希少植物の⾷害、⾞両との衝突事故等の被
害ももたらしており、被害額として数字に表れる以上
に農業・農村に深刻な影響を与えている。

⼀⽅、近年、⿃獣被害対策を講じるだけでなく、野
⽣⿃獣の⾁を「ジビエ」として積極的に売り出し、農
村振興につなげる動きが活発化している。
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█ 野⽣⿃獣による農作物被害額の推移

█ イノシシとシカの捕獲頭数の推移
資料：農林⽔産省調べ

資料：環境省調べ
注：「その他」は、環境⼤⾂、都道府県知事、市町村⻑による⿃獣捕獲許可の中の「被害の防⽌」、

「第⼀種特定⿃獣保護計画に基づく⿃獣の保護（平成26年の法改正で創設）」、 「第⼆種特定⿃
獣管理計画に基づく⿃獣の数の調整（平成26年の法改正で創設）」、 「特定⿃獣保護管理計画に
基づく数の調整」及び「指定管理⿃獣捕獲等事業（平成26年の法改正で創設）」 である。



第２章 農業・農村の多様性
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１．農業・農村の多様性

（１）地形条件
関東地⽅以北は平地農業地域の割合が⾼く、近畿地

⽅以⻄は中間農業地域の割合が⾼い。また、中国地⽅
は中間農業地域と並んで⼭間農業地域の割合も⾼い。
このように、我が国の地形条件は、地域によって様々
であることが分かる。
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█ 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

資料：農林⽔産省「2015年農林業センサス」

█ 気象条件
・都道府県別の降⽔量（平年値）

単
位：
mm

単位：mm 単位：℃

・都道府県別の気温（平年値）

資料：気象庁「2010年平年値」※昭和56年〜平成22年の値より

（２）気象条件
降⽔量（降雪量を含む平年値）は北陸や中国の⽇本

海側、九州南部等で多く、瀬⼾内海沿岸や北海道等で
少ない。また、気温（平年値）は北海道で最も低く、
南下するにしたがって⾼くなる。このように我が国の
気象条件は、地域によって⼤きく異なる。



１．農業・農村の多様性

（３）農産物
我が国では、地域ごとにそれぞれの地形条件、気候

条件、⽴地条件に適した営農が⾏われている。
全国の市町村別に農業産出額第１位の品⽬を⾒ると、

東北地⽅や北陸地⽅では農業産出額第１位の品⽬とし
て⽶が多い。また、北海道地⽅や九州地⽅は畜産、酪
農が多く、関東地⽅や四国地⽅は野菜が多い。

22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（市町村別農業産出額第１位の品⽬）



２．農村の多様な地域資源

我が国の農村では、平地や中⼭間地など様々な地形
条件、気候条件のもとで、それらに適した多様な農業
が営まれている。また、農地や農業⽤⽔のほか、美し
い農村景観、豊かな⽣態系、農村固有の伝統⽂化等都
市と異なる多種多様な有形無形の地域資源を有してい
る。

このような地域資源を適切に保全管理しながら、同
時に持続可能な形で最⼤限活⽤することにより、農村
の魅⼒が増⼤するとともに、地域における資源循環や
経済循環が活発になることが期待される。
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█ 農村が有する地域資源のイメージ



第３章 農業・農村を取り巻く政府の動向
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１．経済財政運営と改⾰の基本⽅針（⾻太の⽅針）

「経営財政運営と改⾰の基本⽅針2018（⾻太の⽅
針）」では、インフラの維持管理・更新等の社会的課
題解決に資する研究開発を推進している。また、第４
次産業⾰命の社会実装により、⼈⼝減少・⾼齢化など
の社会的課題を解決するSociety 5.0を実現すること
としている。

農業分野においては、スマート農業の実現などによ
り、競争⼒強化を更に加速させることとし、農業農村
整備事業については、「ほ場整備事業と機構との連携
円滑化により、農地の整備と集積・集約化を推進する
とともに、⼟地改良事業による農地の⼤区画化や汎⽤
化・畑地化、中⼭間地域の収益⼒を強化する」として
いる。

また、公的ストックの適正化について、「建設現場
の⽣産性を2025年度までに２割向上を⽬指し、（中
略）ロボット、AI 等の先進技術の実装を進める。こ
うした新技術の活⽤により、公共事業のコストを削減
する」としている。
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█ 経済財政運営と改⾰の基本⽅針2018（平成30年６⽉15⽇閣議決定）
（抜粋）

第２章 ⼒強い経済成⻑の実現に向けた重点的な取組
２．⽣産性⾰命の実現と拡⼤
（１）基本的な考え⽅

第４次産業⾰命の社会実装により、⽇本の強みを最⼤活⽤して、誰も
が活躍でき、様々な⼈⼝減少・⾼齢化、エネルギー・環境制約などの
社会課題を解決できる、⽇本ならではの持続可能でインクルーシブな経
済社会システムであるSociety 5.0を実現する。

５．重要課題への取組
（４）分野別の対応

①農林⽔産新時代の構築
①農林⽔産新時代の構築
（中略）ＡＩ・ＩｏＴ等を活⽤したスマート農業の実現などにより競争
⼒強化を更に加速させる。農地中間管理機構中⼼の集積体制を確⽴しつ
つ、ほ場整備事業と機構との連携円滑化により、農地の整備と集積・集
約化を推進するとともに、⼟地改良事業による農地の⼤区画化や汎⽤
化・畑地化、中⼭間地域の収益⼒を強化する。（略）

第３章 「経済・財政⼀体改⾰」の推進
４．主要分野ごとの計画の基本⽅針と重要課題
（２）社会資本整備等
（公的ストックの適正化）

建設現場の⽣産性を2025年度までに２割向上を⽬指し、i-Construction 
を推進するとともに、官⺠研究開発投資拡⼤プログラム等を活⽤しつつ、
インフラデータプラットフォームの構築やデータのオープン化、デジタル
データ化の徹底、⼤学や企業等と連携したオープンイノベーション による
ロボット、ＡＩ 等の先進技術の実装を進める。こうした新技術の活⽤によ
り、公共事業のコストを削減する。



第２ 具体的施策
Ⅰ．「Society 5.0」の実現に向けて今後取り組む重点分野と、変⾰の牽

引⼒となる「フラッグシップ・プロジェクト」等
[４]「地域」「コミュニティ」「中⼩企業」が変わる
１．農林⽔産業全体にわたる改⾰とスマート農林⽔産業の実現
（３）新たに講ずべき具体的施策

ⅰ）農業改⾰の加速
①⽣産現場の強化
イ）農地中間管理機構（以下「機構」という。）の機能強化等
・⼟地改良事業については、コスト低減を図りつつ、農地の⼤区画化

や汎⽤化・畑地化等の実施を強化する。また、ほ場整備事業と機構
との連携により、農業者の負担軽減を図りつつ、担い⼿が使いやす
い農地の整備と集積・集約化を併せて推進する。

③データと先端技術のフル活⽤による世界トップレベルの「スマート
農業」の実現

イ）先端技術の実装
・国、研究機関、⺠間企業、農業者の活⼒を結集し、現場ニーズを踏

まえながら、バリューチェーン全体を視野に、オープンイノベー
ション、産学連携等を進め、AI、IoT、センシング技術、ロボット、
ドローンなどの先端技術の研究開発から、モデル農場における体系
的な⼀気通貫の技術実証、速やかな現場への普及までを総合的に推
進する。

・具体的には、以下のような取組を⼯程表を定めて推進する。
－遠隔監視による農機の無⼈⾛⾏システムの平成32年までの実現
－ドローンとセンシング技術やAIの組み合わせによる農薬散布、施

肥等の最適化
－⾃動⾛⾏農機等の導⼊・利⽤に対応した⼟地改良事業の推進
－農業⽤⽔利⽤の効率化に向けたICT技術の活⽤
－スマートフォン等を⽤いた栽培・飼養管理システムの導⼊
－農業データ連携基盤を介した、農業者間での⽣育データの共有や

きめ細かな気象データの活⽤等による⽣産性の向上
－農業データ連携基盤の将来の展開を⾒据えた、農業者・⾷による

マーケティング情報、⽣育情報の共有等を通じた⽣産・出荷
計画の最適化

未来投資戦略2018では、農業の⼈⼿不⾜への対応
や⽣産性の向上を進めるために、「2025年までにほ
ぼすべての担い⼿がデータを駆使した⾰新的農業を実
践」というKPIを掲げ、スマート農業を推進すること
としている。

農業農村整備に関わる具体的な取組としては、⾃動
⾛⾏農機等の導⼊・利⽤に対応した⼟地改良事業の推
進、農業⽤⽔利⽤の効率化に向けたICT技術の活⽤等
が挙げられている。

２．未来投資戦略2018
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█ 未来投資戦略2018（平成30年６⽉15⽇閣議決定）抜粋



第２ 具体的施策
Ⅰ．「Society 5.0」の実現に向けて今後取り組む重点分野と、変⾰の牽

引⼒となる「フラッグシップ・プロジェクト」等
[３] 「⾏政」「インフラ」が変わる
２．次世代インフラ・メンテナンス・システムの構築等インフラ管理の⾼

度化
（３）新たに講ずべき具体的施策

ⅰ）インフラの整備・維持管理の⽣産性向上
・建設プロセスにICTの全⾯的な活⽤等を推進するi-Constructionの深

化に向け、来年度までに橋梁・トンネル・ダム⼯事や維持管理、建
築分野を含む全てのプロセスに対象を拡⼤する。本年度において、
中⼩事業者や⾃治体への適⽤拡⼤を進めるため、受注者への３次元
施⼯データ提供など発注者側によるサポート体制の充実等を⾏う。
また、多様な発注者間の連携や国際標準化推進の取組との連携を強
化する。

・インフラに関わる管理台帳、⼯事記録、点検データ、センサーデー
タ、基盤地図情報、地盤情報等を共通中間データに変換して集約・
共有可能とするインフラ・データプラットフォームの構築に本年度
から着⼿し、劣化予測やライフサイクルコスト分析などのアセット
マネジメント、施⼯管理の⾼度化に活⽤する。

・建設プロセス全体を３次元データでつなぐため、クラウド化に向け
たシステムを来年度中に構築し、測量・設計・施⼯・維持管理段階
の効率化や、受発注者双⽅の監督・検査業務の合理化を進める。

未来投資戦略2018では、さらに、インフラ管理に
ついても、「インフラの整備・維持管理の⽣産性の向
上」として、建設プロセスにおけるICTの活⽤、イン
フラに関わるデータプラットフォームの構築などイン
フラ管理の⾼度化に向けた施策を推進することとして
いる。

２．未来投資戦略2018
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█ 未来投資戦略2018（平成30年６⽉15⽇閣議決定）抜粋



第１章 基本的な考え⽅
近年の豪⾬、⾼潮、暴⾵・波浪、地震、豪雪など、気候変動の影響等によ

る気象の急激な変化や⾃然災害の頻発化・激甚化に我が国はさらされている。
このような⾃然災害に事前から備え、国⺠の⽣命・財産を守る防災・減災、
国⼟強靱化は、⼀層重要性が増しており、喫緊の課題となっている。
（中略）

「重要インフラの緊急点検の結果及び対応⽅策」（中略）を踏まえ、（中
略）特に緊急に実施すべきハード・ソフト対策について、３年間で集中的に
実施することとし、本対策を取りまとめた。

本対策は、「国⼟強靱化基本計画」（平成26 年６⽉３⽇閣議決定、平成
30 年12 ⽉14 ⽇改訂）に基づき、（中略）３年間の達成⽬標を設定した上
で取り組むこととする。

はじめに
（中略）

本計画における取組はおおむね計画どおりに進捗したと評価できる⼀⽅、
⼤規模地震の発⽣確率の増加、異常気象の頻発・激甚化等を踏まえれば、我
が国において国⼟強靱化の取組は引き続き喫緊の課題である。

近年の災害から得られた貴重な教訓や社会経済情勢の変化等を踏まえて、
ここに本計画を⾒直し、その歩みの加速化・深化を図ることとする。

また、南海トラフ地震、⾸都直下地震等によって国家的危機が実際に発⽣
した際に我が国が⼗分な強靱性を発揮できるよう、本計画を基本として国の
他の計画等関係する国の計画等の必要な⾒直しを進めることにより国⼟強靱
化に関する施策を策定・推進し、政府⼀丸となって強靱な国づくりを計画的
に進めていくこととする。

３．国⼟強靱化基本計画
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（１）国⼟強靱化基本計画の⾒直し
「国⼟強靱化基本計画（平成26年６⽉）」の策定か

ら約５年が経ち、近年の災害から得られた教訓や社会
経済情勢の変化等を踏まえ、同計画の加速化・深化を
図ることとし、昨年、同計画の⾒直しが⾏われた（平
成30年12⽉閣議決定）。

（２）防災・減災、国⼟強靱化のための３か年
緊急対策

⾃然災害に備え、国⺠の⽣命・財産を守る防災・減
災、国⼟強靱化の取組の重要性が⼀層増しており、喫
緊の課題となっている。重要インフラの緊急点検の結
果等を踏まえ、特に緊急に実施すべき施策について、
達成⽬標、実施内容、事業費等を明記した「防災・減
災、国⼟強靱化のための３か年緊急対策」が昨年12⽉
に閣議決定された。

農林⽔産省においては、農業⽔利施設、ため池、治
⼭、流⽊対策、森林、漁港、海岸保全施設、卸売市
場、畜産関係施設、農業⽤ハウスを同緊急対策の対象
施設としている。

█ 国⼟強靱化基本計画（平成26 年６⽉３⽇閣議決定、平成30 年12 
⽉14 ⽇変更）抜粋

█ 防災・減災、国⼟強靱化のための３か年緊急対策（平成30年12⽉
14⽇閣議決定）抜粋
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（１）国⼟形成計画
「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。

（２）国⼟利⽤計画
「国⼟利⽤計画」では、我が国の国⼟利⽤について

利⽤区分ごとの規模の⽬標を定めている。同計画で
は、森林が国⼟の約66％を占めており、次いで、農地
が約12％を占めている。同計画の農地の利⽤⽅向とし
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、市街化区域内の農地の計画的な保全
と利⽤を位置付けている。

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

█ 「コンパクト＋ネットワーク」のイメージ

█ 国⼟利⽤計画における利⽤区分ごとの⾯積の⽬標値

国⼟交通省「第５次国⼟利⽤計画」より抜粋

４．国⼟形成計画、国⼟利⽤計画



５．SDGs（持続可能な開発⽬標）

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
⼀致で採択された。

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）を調和させるものであるとし
ている。
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█ 17の国際⽬標

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。

█ 我が国の持続可能な開発⽬標（SDGｓ）実施指針抜粋



６．気候変動への対応

気候変動の影響は、気温上昇や海⾯上昇、降⽔パ
ターンの変化による洪⽔や森林⽕災、⼲ばつの増加、
海洋の酸性化など、世界中様々なところに現れており、
気候変動対策は、国際社会において⼀刻を争う重要課
題となっている。

このような中、2015年12⽉に採択されたパリ協定
では、2050年までに温室効果ガスの排出を80％削減
するという⽬標が掲げられている。
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█ 予測シナリオ別の平均地上気温変化のイメージ

█ 脱炭素化社会に向けた農林⽔産業の基本的考え⽅について
（平成31年４⽉22⽇）抜粋

Ⅱ 脱炭素化社会に向けた2050年のビジョン
現状の温室効果ガス排出削減の取組を⼀層加速化するとともに、以下の取

組の⽅針により、農林⽔産業における排出削減や吸収源の対策を徹底的に促
進する。さらに、農⼭漁村において地域の特性を踏まえ、経済効率性や安定
供給性の⾼い再⽣可能エネルギーやバイオマス資源の⽣産、活⽤を最⼤化す
るとともに、それらを都市部を含む他の地域や他産業に供給することにより、
トータルとして我が国の温室効果ガスの⼤幅削減に貢献する。

１ 農⼭漁村における再⽣可能エネルギーのフル活⽤及び⽣産プロセスの脱
炭素化

２ 農地・畜産からの排出削減対策の推進と温室効果ガスの削減量の⾒える
化等による消費者の理解増進

３ 農⼭漁村における炭素隔離・貯留の推進とバイオマス資源の活⽤
４ 海外の農林⽔産業の温室効果ガスの排出削減の貢献及びクレジットの

獲得

資料：⾷料・農業・農村政策審議会企画部会地球環境⼩委員会
林政審議会施策部会地球環境⼩委員会
⽔産政策審議会企画部会地球間競争委員会

出典：IPCC第５次評価報告書
政策決定者向け要約

※RCP（代表的濃度経路）
温室効果ガス等の排出量と

濃度の時系列データを含むシ
ナリオ
・RCP2.6：

厳しい緩和シナリオ
・RCP4.5、RCP6.0：

中間的シナリオ
・RCP8.5：

⾮常に⾼い温室効果ガス
排出となるシナリオ
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第４章 ⽬指すべき農業・農村の姿
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国⺠に⾷料を安定供給し、農業が有する多⾯的機能
を発揮させるためには、農業を持続的に発展させる必
要がある。

農家数の減少、農家の⾼齢化がますます進⾏してい
くことが⾒込まれる中で、農業を持続的に発展させる
ためには、平地や中⼭間地などそれぞれの地域特性を
活かしながら、農業を成⻑産業化し、ジビエや農泊等
を含む６次産業化を推進し、農業・農村の所得向上を
実現する必要があると考えられる。

併せて、農家の減少、⾼齢化、農業の⼤規模化等が
進む中で農業を安定的に⾏うために、農地・農業⽤⽔
の維持管理を適切に⾏う必要がある。

１．⼈⼝減少下で持続的に発展する農業
█ ⼈⼝減少下で持続的に発展する農業のイメージ

⾷料の安定供給の
確保

多⾯的機能の
⼗分な発揮

農業の持続的な
発展

農業・農村の所得増⼤

⼈⼝減少化における
・農業の成⻑産業化
・６次産業化の推進
・農地・農業⽤⽔の適切な管理



安全で⽂化的な住みやすい農村環境の整備
多様な主体が農村に住み続けるには、安全・安⼼で教育、医療等へのアクセ

スが良好で、⽂化的で利便性の⾼い⽣活を確保する必要。このため、農村の防
災・減災対策、⽣活環境整備等を推進し、安全で⽂化的な住みやすい農村環境
を整備する。 34

２．多様な主体が住み続けられる農村

農業を持続的に発展させるには、平地や中⼭間地な
どそれぞれの地域特性を活かした農業が展開し、農家、
⾮農家を問わず多様な主体が住み続けられるような、
強くしなやかなで魅⼒ある農村を構築し、振興するこ
とが必要である。

このような農村を構築・振興するには、農業農村整
備を核とし、開かれた農村協働⼒を発揮させ、地域内
外の多様な主体が参画・協働して地域振興施策を推進
することにより、農村に住むための基礎的な条件整備
（「農村住⺠の雇⽤確保、所得増⼤」、「安全で⽂化
的な住みやすい農村環境の整備」）と農村に住みたく
なる条件整備（「地域資源を活⽤した魅⼒ある農村の
創造」）を併せて推進していく必要がある。

また、こうした農村を振興することが持続的で強靭
な国⼟の形成に寄与するものと考えられる。

█多様な主体が住み続けられる農村のイメージ

地域資源を活⽤し
た魅⼒ある農村

の創造

安全で⽂化的な
住みやすい

農村環境の整備

農村住⺠の
雇⽤確保、所得増⼤

農村に住みたくなる
条件整備

農村に住むための
基礎的条件整備

農村住⺠の雇⽤確保、所得増⼤
多様な主体が農村に住み続けるには、農業の担い⼿以外の農村住⺠にも雇⽤

と所得を確保することが必要。このため、スマート農業を積極的に導⼊し、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、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。

地域資源を活⽤した魅⼒ある農村の創造
農村は、都市と異なる固有で様々な有形無形の地域資源（農産物、⽣物多様

性、農村景観、伝統⽂化等）を有している。その地域資源を適切に保全しつつ、
持続可能な形で最⼤限活⽤する取組を⽀援する。そして、農村に住み続けたく
なる、住みたくなるような農村の魅⼒を顕在化し、農村内外に発信する。



第５章 新しい時代が到来する中での農業農村整備の
基本的な考え⽅
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⼈⼝減少、⾼齢化が進⾏し、災害が頻発化、激甚化
することが今後さらに⾒込まれる中、国⺠に⾷料を安
定供給し、農業が有する多⾯的機能を発揮させるに
は、農業、そして農業を⾏う場である農村の持続性と
強靱性を強化することが重要である。

農業・農村の持続性、強靭性を強化するには、⾃然
環境、景観、伝統⽂化等農村が有する多様な地域資源
を保全・活⽤しつつ、農村の基幹産業である農業の成
⻑産業化を図り、ジビエや農泊等を含む６次産業化の
取組を推進し、農業・農村の所得向上を実現すること
が必要である。

１．⼈⼝減少下における農業・農村の持続性と強靱性の強化
█ 事例 基盤整備を契機とした新たな産地創出に向けた取組（島根県

出雲市）
 あかつきファーム今在家

 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
菜⽣産のほか、ぶどう栽培に
よる観光農園や、⼤⾖加⼯品
の⽣産販売に取り組む。



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

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
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ICTやAI、ロボット等の新技術の進展が著しい。農
業分野では「データと先端技術のフル活⽤による世界
トップレベルの『スマート農業の実現』」が求められ
ており、農業農村整備においても新技術の現場適⽤性
や経済性を考慮しつつ、研究開発や社会実装を積極的
に推進していく必要がある。

なお、新技術の研究開発や社会実装においては、
ハードウェアの開発とソフトウェアの開発をともに進
めていく必要があることに留意する。

例えば、⽔⽥におけるICTを活⽤した⽔管理におい
ては、⽔⽥に⾃動給⽔栓やセンサー（ハードウェア）
を設置すれば済むものではなく、取⽔施設から末端ほ
場までの安定的な配⽔を確保するための最適な取⽔操
作⽅法（ソフトウェア）の確⽴が必要である。

２．Society5.0の実現に向けた新技術の導⼊
█ 新技術導⼊に対応した農業農村整備の事例

 ⾃動⾛⾏農機等の導⼊に対
応するほ場の⼤区画化等を
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。

⼤区画化を⾏い、⾃動⾛⾏農機を導⼊

整備前 整備後

隣接するほ場への移動が容易な農道

 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
 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。
また、⽔路やほ場の配⽔状
況の⾒回りに多⼤な労⼒。

 このため、ICTを活⽤した
⽤⽔配分システムを開発し、
開発した技術を国営地区等
に横展開。

 情報ネットワーク環境の整備
 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。

 この情報ネットワーク環境
整備の推進について総務省
と連携して検討
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農業農村整備は、農地の⼤区画化による営農コスト
の⼤幅削減、⽔⽥の汎⽤化や農業⽤⽔の⾼度利⽤等に
よる⾼収益作物の導⼊等を実現するとともに、農地の
集積・集約化を進め、地域の農業構造を⼤きく改善す
るものであり、農業・農村の所得増⼤に⼤きく貢献す
る。このように、農業農村整備は「農村活性化の最⼤
のツール」である。

農村を振興する際には、このような農業農村整備を
核としつつ、併せて地域内外の多様な主体と協働で、
ジビエや農泊等の６次産業化の取組や定住対策等の地
域振興施策を推進することが効果的である。

３．地域振興施策との連携
█ 地域振興施策と連携した農業農村整備のイメージ

○農泊○ジビエ

○農福連携○６次産業化

○農地整備

＜地域振興施策＞

＜農業農村整備＞

農
村
振
興

Etc.

Etc.

Etc.

○かんがい排⽔
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（１）「開かれた」農村協働⼒
農業・農村の構造変化により、農村協働⼒の低下や

その発現の場の減少が⾒られるようになり、今後、そ
れがさらに進⾏することが⾒込まれることから、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
が重要である。

具体的には農業・農村の構造変化を踏まえ「地縁的
な」農村協働⼒の充実を図るとともに、集落を越えた
地域や⾏政、関係⼈⼝を含む都市住⺠との社会的関係
を導⼊した「開かれた」農村協働⼒の拡⼤を図ること
が必要である。また、農村協働⼒の発揮に不可⽋とな
る多様な主体が農村に住み続けるために、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り続
けられる仕組みを作ることが必要であると考えられ
る。

４．多様な主体の参画・協働の促進
█ 「開かれた」農村協働⼒イメージ

█ 「開かれた」農村協働⼒の醸成のイメージ

農村協働⼒：農村におけるソーシャル・キャピタルに相当するもの。アメリカの政
治学者ロバート・パットナムによれば、ソーシャル・キャピタルとは、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ことのできる、「信頼」
「規範」「ネットワーク」といった社会的仕組みの特徴と定義される。

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
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（２）プラットフォームの構築
農村の振興を図るには、農村内外の多様な主体の参

画・協働を促がしていく必要がある。そのためには、
地域内外の多様な主体をマッチングする「場＝プラッ
トフォーム」を構築することが有効である。

農村の情報ネットワーク環境を整備することは、ス
マート農業のほか、農村の教育、医療など様々な分野
に貢献するとともに、サイバー上で多様な主体がマッ
チングするプラットフォームを農村に構築することに
も貢献する。

なお、こうしたサイバー上のプラットフォームだけ
でなく、従来のフェース・トゥ・フェースのプラット
フォームも依然として有効であり、こうしたプラット
フォームを活⽤しながら、地域内外の多様な主体の
マッチングを促進していく必要がある。

█ 多様な主体が価値を創出するプラットフォーム（イメージ）

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）。

４．多様な主体の参画・協働の促進

・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

ジビエ

空き家

スマート農業

料理⼈

企業

農家
農村住⺠

サイバー上の
プラットフォーム

フェース・トゥ・フェースの
プラットフォーム

Etc. Etc.

価値の創出

プラットフォーム
多様な主体同⼠、多様な主体と

地域資源等をマッチング
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我が国の農村では、平地や中⼭間地など様々な地形
条件、気候条件のもとで、それらに適した多様な農業
が営まれている。また、農村は、特産農産物や美しい
農村景観、豊かな⽣態系、農村固有の伝統⽂化等の都
市にはない魅⼒的な有形無形の地域資源を有してい
る。

⼀⽅、⽥園回帰など農業・農村に対する国⺠の価値
観が変化しており、「モノ消費からコト消費へ」のよ
うに国⺠の消費⾏動も変化している。さらには農業・
農村に対するインバウンド需要も急速に⾼まってい
る。

このような価値観の変化や需要の変化を積極的に取
り込み、農村の振興につなげていくためには、農業・
農村の持つ多様性を活かしつつ、特産農産物のブラン
ド化、世界農業遺産等農村が有する優良なコンテンツ
と連携した農泊の取組など地域資源が⽣み出す価値を
顕在化し、その価値の最⼤化を図ることが重要であ
る。

５．地域資源の価値の実現
█ 農村が有する優良なコンテンツ（例）

【世界農業遺産】
○認定11地域

【農泊】 【ジビエ】

【疎⽔百選】 【棚⽥保全】
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SDGsは、2015年9⽉の国連サミットで全会⼀致で
採択され、「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を実現するための17の国際⽬標で
ある。

また、国連気候変動枠組条約第21回締約国会議
（COP21、2015年12⽉）において採択された「パリ
協定」では、全ての締約国は温室効果ガスの排出を抑
えるための⻑期戦略を策定することが求められてい
る。

農業農村整備においても、施策を通じてSDGsや気
候変動対策などの地球規模の課題への対応に積極的に
貢献する必要がある。

６．地球規模の課題への対応
█ 脱炭素化社会に向けた農林⽔産業の基本的考え⽅について
（平成31年４⽉22⽇）抜粋（再掲）

Ⅱ 脱炭素化社会に向けた2050年のビジョン
現状の温室効果ガス排出削減の取組を⼀層加速化するとともに、以下の取

組の⽅針により、農林⽔産業における排出削減や吸収源の対策を徹底的に促
進する。さらに、農⼭漁村において地域の特性を踏まえ、経済効率性や安定
供給性の⾼い再⽣可能エネルギーやバイオマス資源の⽣産、活⽤を最⼤化す
るとともに、それらを都市部を含む他の地域や他産業に供給することにより、
トータルとして我が国の温室効果ガスの⼤幅削減に貢献する。

１ 農⼭漁村における再⽣可能エネルギーのフル活⽤及び⽣産プロセスの脱
炭素化

２ 農地・畜産からの排出削減対策の推進と温室効果ガスの削減量の⾒える
化等による消費者の理解増進

３ 農⼭漁村における炭素隔離・貯留の推進とバイオマス資源の活⽤
４ 海外の農林⽔産業の温室効果ガスの排出削減の貢献及びクレジットの

獲得

資料：⾷料・農業・農村政策審議会企画部会地球環境⼩委員会
林政審議会施策部会地球環境⼩委員会
⽔産政策審議会企画部会地球間競争委員会
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第６章 ⽬指すべき農業・農村の実現に向けた
農業農村整備
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⼈⼝減少、⾼齢化が進⾏する中、農業を持続的に発
展させるには、農業の競争⼒を強化する必要がある。
このため、今後、農業農村整備においては、①農作業
の省⼒化を図るためにスマート農業を積極的に導⼊す
ること、②農地の⼤区画化等により、担い⼿に農地を
集積、集約化しつつ農業の⼤規模化を図ること、③⽔
⽥の汎⽤化等により、⾼収益作物の導⼊や輸出等の新
しい農業の展開を推進すること等が必要ではないか。

また、農業・農村の所得増⼤を図るために、農業者
や地域内外の多様な主体が参画・協働し、「地域振興
施策と連携した６次産業化」の取組を推進することが
必要ではないか。

さらに、農地や農業⽔利施設の維持管理作業の省⼒
化や安全性向上を図るために、新技術を活⽤しつつ
「農地、農業⽔利施設の適切な管理」を⾏うことも必
要ではないか。

なお、我が国の農村では、平地や中⼭間地など様々
な地形条件や気象条件等のもとで多様な農業が展開し
ており、農業振興においては、この多様性を活かす必
要があると考える。

１．「⼈⼝減少下で持続的に発展する農業」の振興
█ 具体的な取組の例

（１）スマート農業を活⽤した農業の競争⼒強化
①スマート農業の積極導⼊
②農地の⼤区画化及び担い⼿への農地の集積・集約化
③⽔⽥の汎⽤化による⾼収益作物の導⼊
④果樹農業の推進

（２）地域振興と連携した６次産業化の推進に資する
基盤整備

（３）農地や農業⽔利施設の維持管理作業の省⼒化、
安全性向上のための基盤整備



「⼈⼝減少下で持続的に発展する農業」の振興に向
けた取組としては、例えば以下のものが考えられる。
（１）スマート農業技術を活⽤した農業の競争

⼒強化
①スマート農業技術の積極導⼊

⼈⼝減少、⾼齢化が進⾏し、担い⼿が減少すること
が⾒込まれる中で農業を持続的に発展させるには、担
い⼿の農作業の省⼒化、営農形態の変化に対応した⽔
管理の⾼度化等を図る必要がある。

このため、⾃動⾛⾏農機やICT⽔管理等のスマート
農業の導⼊が可能となる農業基盤整備を推進する必要
がある。

併せて、他省庁と連携し、スマート農業のみなら
ず、農村におけるICT利活⽤の通信基盤となる情報
ネットワーク環境も整備していく必要がある。

◯⾃動⾛⾏農機の導⼊に対応した区画規模

3.8 
ha

6.6 
ha

6.8 
ha

6.2 
ha

基盤整備実施後の区画

⾃動⾛⾏農機等の能⼒を⼗分に発揮できる区画規模を技術的かつ
経済的な視点から検討。

⼤区画化を⾏い、⾃動⾛⾏農機を導⼊（北海道 上⼠別地区）

◯⾃動⾛⾏農機が容易に移動できるほ
場の進⼊⽅法

⾃動⾛⾏農機が隣接するほ場
に易に移動できるように、ほ場
の進⼊路、畦畔、⽀線農道の構
造や形状を検討。

隣接するほ場への移動が容易な農道ターン⽅式

█ ⾃動⾛⾏農機等に対応した農地整備の検討

 現在、農村振興局において、⾃動⾛⾏農機等の導⼊に対応するほ場
の⼤区画化、ほ場の進⼊路、農道の構造、電源設備やRTK-GNSS基
地局等の整備に関する検討を実施。

１．「⼈⼝減少下で持続的に発展する農業」の振興具体的な
取組の例

◯GNSSの利⽤の検討

農業機械の⾃動⾛⾏等は、GNSS
衛星からの受信信号のほかに、補正
情報を利⽤することが必要。GNSS
の利⽤は、準天頂衛星に対応した技
術開発の進展を踏まえつつ、補正情
報利⽤に必要な基地局の必要性を含
め検討。 45



１．「⼈⼝減少下で持続的に発展する農業」の振興
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（１）スマート農業技術を活⽤した農業の競争
⼒強化

②農地の⼤区画化及び担い⼿への農地の集積・
集約化
農業の競争⼒を強化するには、農地整備により農地

を⼤区画化すること等により、⼤型機械の導⼊等を通
じた労働⽣産性の向上、農業⽣産コストの低減を図る
とともに、担い⼿に農地を集積・集約化して農業の⼤
規模化を図ることが必要である。

調査によると、担い⼿が耕作の依頼を断った理由と
して「区画が狭⼩⼜は未整備」や「湿⽥（汎⽤化され
ていない）」が上位に挙がっており、耕作条件が悪い
農地は担い⼿に敬遠されやすい。⼀⽅、農地整備を
⾏った地域では、担い⼿への農地集積・集約化が進ん
でいる。

█ 事例 担い⼿への農地集積・集約化（岩⼿県奥州市）

 上⼩⽥代地区
 区画整理や暗渠排⽔の

整備を通じた営農の効
率化や⽔⽥の汎⽤化に
より、担い⼿法⼈への
農地利⽤集積を促進。

 省⼒化によって創出さ
れた労働⼒を活⽤し、
キュウリやトマトなど
の園芸作物の⽣産を⾏
うほか、収穫したトマ
トを地元の⼯房で
ピューレに加⼯し、ホ
テルや⾷品加⼯会社等
との契約販売等に取り
組む。

かみこだしろ

担い手農家が耕作の依頼を断った理由

資料 ：農林水産省調べ（担い手農家を無作為に抽出し（36府県、450経営体）、そのうち農地所有者か
らの耕作の依頼を断ったことがあると回答した206経営体から聴取（平成22年）

基
盤
整
備

地元の⼯房で加
⼯したピューレ

区画整理前 区画整理後

創出された労働⼒を活
⽤しキュウリやトマト
などを⽣産

█ 担い⼿農家が耕作の依頼を
断った理由

█ 担い⼿への農地集積率

具体的な
取組の例

資料：平成29年度完了地区（70地区（30a程度区画57地区、大区画13地区）における実績及び農地中間管理
機構の実績等に関する資料（平成29年度版（平成30年6月農林水産省））に基づき作成

事業前 事業後 全国平均
（H29）

+38.2%
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█ 事例 裏作レタスで消費者が求める野菜の産地へ
（千葉県⽊更津市・袖ケ浦市）

█ 事例 農地整備後の農地を活⽤した「きゅうりタウン構想」の展開
（徳島県海部郡海陽町）

 狭⼩な区画で農道も狭く⼤型機
械の導⼊が困難であったほか、
⽔路は⽤排⽔兼⽤で地下⽔位が
⾼く、降⾬時の排⽔に苦慮。

 農地整備事業の実施を契機と
し、担い⼿農家の経営が⼤規模
化したほか、周年作業体系の確
⽴や雇⽤の確保のため、裏作の
レタスに取り組む経営体が増
加。

 裏作のレタスを計画的に⽣産す
ることが可能となり、業務加⼯
向け野菜など、実需者のニーズ
に即した農産物の安定供給体制
を構築。

区画整理前 区画整理後

定植作業

約４倍に増加

＜⽣産量の推移＞

基
盤
整
備

 農地は⼩規模かつ不
整形であり、農道も
狭⼩。また、排⽔不
良であることから、
稲作中⼼の作付け体
系から脱却できな
かった。

 区画の整形・拡⼤、
農道や排⽔路の整備
により、促成きゅう
り⽣産団地の造成が
可能となり、新規
きゅうり就農者が増
加した（就農システ
ムの確⽴）。

排水不良の農地区画が狭小で不整形

促成きゅうり生産団地

【出展：海部郡次世代園芸産地創生推進会議】

＜新規きゅうり就農者の推移＞

４名 ４名

８名

47

基盤整備

１．「⼈⼝減少下で持続的に発展する農業」の振興具体的な
取組の例

（１）スマート農業技術を活⽤した農業の競争
⼒強化

③⽔⽥の汎⽤化・畑地化による⾼収益作物の
導⼊
⽔⽥農業において、⽶中⼼の営農体系から野菜等の

⾼収益作物を中⼼とした営農体系への転換など、農業
者の⾃⽴的な経営判断に基づく⽣産を促すため、⽔⽥
における畑作物の導⼊と品質向上・収量増を可能とす
る⽔⽥の汎⽤化や畑地化を推進する必要がある。



（１）スマート農業技術を活⽤した農業の競争
⼒強化

④果樹農業の推進
我が国の果樹農業は傾斜地を有効利⽤しており、国

⼟利⽤の⾯で重要な役割を果たしている。国内果実は
⾼品質で需要が⾼い。近年では、⾼品質の果実が国内
のみならず諸外国でも評価されており、輸出品⽬とし
て期待されている。

⼀⽅、栽培⾯積や経営体数は減少傾向であり、農地
の継承、経営規模拡⼤が進んでいない。

このため、樹園地の園内道、作業道の設置、⾃動か
ん⽔システムの導⼊等の農業基盤の整備や省⼒樹形の
導⼊等の新たな農業技術の⽀援を推進することが不可
⽋である。

果樹農業の推進は、中⼭間地域の地域振興を図る上
で重要であり、基盤整備部局と⽣産部局が連携しなが
ら⽣産の維持・拡⼤を図ることが必要である。

█ 事例 全国の産地をリードする「三ヶ⽇みかん」のブランド⼒を強
化（静岡県浜松市）
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１．「⼈⼝減少下で持続的に発展する農業」の振興具体的な
取組の例

【整備前】
⾕渓⽔や河川⽔を⼩型トラック等で園地ま

で運搬し、農業⽤⽔として利⽤。
傾斜地が多く、かん⽔や防除は⼿作業で⾏

われていたことから、規模拡⼤やみかんの品
質向上が困難。 周辺河川より取⽔ 狭⼩な耕作道路

（S50年〜H21年）基盤整備

かんがい施設が整備されたことで、マ
ルチドリップ⽅式によるきめ細かな⽔管
理により、⾼糖度みかん⽣産が実現。

マルチドリップかんがい

農道整備による機械化・省⼒化の取組

○ 農道整備によって、通作・輸送時間が短縮。
○ スピードスプレーヤー（SS)の導⼊数が⾶躍

的に増加し、農薬散布に係る労⼒が軽減。

スピードスプレーヤー(SS)8
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（台） スピードスプレーヤー導⼊台数

畑地かんがい施設整備による安定した⽔供給ときめ細かな⽔管理

「三ケ⽇みかん」の⾼付加価値化と輸出の取組

○ 果実として全国初の機能性表⽰⾷品に認定さ
れ、H27年度産よりパッケージに表⽰。

○ H28年度からカナダへの輸出を実施。

マルチドリップ⽅式機能性を表⽰したパッケージ



（２）地域振興と連携した６次産業化の推進に
資する基盤整備

農業・農村の持続性、強靭性を強化するには、⾃然
環境、景観、伝統⽂化等農村が有する多様な地域資源
を保全・活⽤しつつ、農村の基幹産業である農業の成
⻑産業化を図り、特産農産物のブランド化やジビエ、
農泊等を含む６次産業化の取組を推進し、農業・農村
の所得向上を実現することが必要である。

このため、農家のみならず地域内外の多様な主体が
参画・協働し、地域振興施策と連携した６次産業化の
取組を推進する。

█ 事例 中⼭間地域における営農体制の確⽴と企業参⼊による６次産
業化の取組（埼⽟県秩⽗市）

 中⼭間地域の基盤整備を契機として、地域で話し合いを実施
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、３企業が新規参⼊。

 地域特性を活かした加⼯品の開発・販売等により、地域経済
が活性化。

兎⽥暮坪地区

㈱ﾍﾞﾝﾁｬｰｳｨｽｷｰ

㈲モリシゲ物産

㈱秩父ﾌｧｰﾏｰｽﾞﾌｧｸﾄﾘｰ

ワイン用ぶどう園

エゴマほ場

二条大麦の栽培
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兎田集
落

暮坪集
落

㈱秩父ファーマーズファクトリ－

凡 例

水 田

畑

非農用地

県営中⼭間総合整備事業(H18〜25)
・区画整理、⽤排⽔路の整備 等

１．「⼈⼝減少下で持続的に発展する農業」の振興具体的な
取組の例

うさぎだくれつぼ



 法⾯を45°以下の勾配にできれば、除草ロボットの導⼊が可能。
 法肩、法尻位置の修正、または法⾯勾配の修正により⼩段を設置。
 法⾯勾配を修正できない場合、コンクリート製品等を法⾯に設置

して⼩段として活⽤。

█ ユーザーフレンドリーな整備の⼯法例

（３）農地や農業⽔利施設の維持管理作業の省
⼒化、安全性向上のための基盤整備

農業者が農業を継続し、農村に住み続けられように
するには、農地や農業⽔利施設の維持管理作業の省⼒
化、安全性向上を図る必要がある。

また、担い⼿への農地集積・集約化を促進する観点
からも、借り⼿を選ばず誰でも使えるほ場を確保する
必要がある。

このため、バリアフリーやユニバーサルデザインに
配慮した省⼒的で、安全で、使いやすいユーザーフレ
ンドリー（⼈に優しい）な施設整備を推進していく必
要がある。

１．「⼈⼝減少下で持続的に発展する農業」の振興

法⾯に⼩段を設置

50

具体的な
取組の例

コンクリート製品を⼩段に活⽤
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多様な主体が農村に住み続けられるようにするため
には、「農村住⺠の雇⽤確保、所得増⼤」と「安全で
⽂化的な住みやすい農村環境の整備」を通じて農村に
住むための基礎的条件を整備するとともに、様々な
「地域資源を活⽤した魅⼒ある農村の創造」を通じて
農村に住みたくなる条件整備を⾏うことが必要ではな
いか。

我が国の農村では、平地や中⼭間地など様々な地形
条件や気象条件等のもとで多様な農業が展開されてい
る。また、農村には特有の様々な有形無形の地域資源
があり、その地域資源を適切に保全管理しながら、同
時に持続可能な形で最⼤限活⽤し、農業・農村の多様
性を活かした農村振興を図ることが必要ではないか。

２．「多様な主体が住み続けられる農村」の振興
█ 具体的な取組の例

（１）ICTを活⽤した農村振興

（２）地域資源の保全、活⽤
①エネルギーの地域内利⽤の促進
②特定農産物を活かした労働集約型農業の展開
③地域のつながりを育む場の創出
④「コンパクト＋ネットワーク」に対応した基盤整備の

検討

（３）災害に強い安全・安⼼な農村の構築

（４）定住条件の整備（農地整備に伴う⾮農⽤地
の創設）

（５）集落間連携の推進

（６）地域振興を担う⼈材育成・確保
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「多様な主体が住み続けられる農村」の振興に向け
た取組としては、例えば以下のものが考えられる。
（１）ICTを活⽤した地域振興

⾃動⾛⾏農機やドローン等を活⽤したスマート農業
を推進するには、その基盤となる情報ネットワーク環
境の整備が必要である。具体的には、農村地域におい
て光ファイバー網とRTK－GNSS基地局等を組み合わ
せたICT基盤を整備する必要がある。

国内のスマート農業の先進地域では、情報ネット
ワーク環境を整備し、スマート農業に活⽤するのみな
らず、教育、医療等のICT利⽤による定住条件の整備
に活⽤しており、農村地域においてこのような取組を
推進していく必要がある。

２．「多様な主体が住み続けられる農村」の振興
█ 事例 スマート農業の社会実装に向けた環境整備（北海道岩⾒沢市）

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

 整備したICT基盤をスマート農業の社
会実装による地域活性化を図るととも
に、教育や医療分野等の多⽅⾯で利⽤
し移住定住の促進に取り組んでいる。

教育、医療等へのICT利⽤

気象観測装置

無⼈トラクターの実証試験

資料：⾷料・農業・農村政策審議会農業農村振興整備部会（平成30年度第３回）松野市⻑説明資料より抜粋

具体的な
取組の例
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（２）地域資源の保全、活⽤
①再⽣可能エネルギーの利⽤促進

我が国の農村は、多種多様な有形無形の地域資源を
有している。このような地域資源を適切に保全管理し
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、地域資源循環を活発化することが期待される。

農村は⽔資源やバイオマス資源等が豊富にあり、⼩
⽔⼒、太陽光、バイオマス資源等による再⽣可能エネ
ルギーを活⽤する潜在的な余地が⼤きい。こうした再
⽣可能エネルギーの地域内利⽤を促進することが重要
である。

このような、再⽣可能エネルギーの利⽤は、気候変
動対策等の地球規模の課題への対応にも寄与する。

⼀⽅で、再⽣可能エネルギーには、バイオマス資源
の安定供給、太陽光発電パネルの廃棄処理等の課題が
あることに留意する必要がある。

２．「多様な主体が住み続けられる農村」の振興
█ 事例 地産地消型エネルギー利⽤の取組（⽴梅⽤⽔型発電プロジェ

クト）（三重県多気町）

【事業の経緯】
・平成24年から、⽔⼟⾥ネット⽴梅⽤⽔（⼟地改良区）を中⼼とした

産・官・学・⺠の協働プロジェクトを実施。当初は、⼩型で⾼効率、
低コストの⼩⽔⼒発電の実証試験を実施。その後、⼩⽔⼒発電機を２
機設置し、発電出⼒が増加。

【地域へのメリット】
・発電によって得られた電⼒を、地元特産品を活⽤した⽶粉などの農産

物加⼯施設や獣害対策設備、農業⽤ポンプ、ハウスの加温施設等に供
給。また、⼩型モビリティ（電気⾃動⾞）の充電に⽤いて農業⽤⽔の
維持管理や⾼齢者の⾒廻りに活⽤しており、地域の⽔資源を利⽤した
⼩⽔⼒発電により、電⼒の地産地消の取組を推進。

具体的な
取組の例

⽤⽔路に設置された⼩⽔⼒発電装置

⼩⽔⼒発電装置の電源を活⽤した
６次産業化施設

⼩型モビリティによる⽤⽔の⾒廻り
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（２）地域資源の保全、活⽤
②特産農産物を活かした労働集約型農業の展開

⼈⼝減少、⾼齢化が著しい中⼭間地域において、果
樹等の特産農産物をブランド化するなど労働集約型の
農業を展開している事例があり、地域内外の多くの主
体が⾼品質の農産物の⽣産、加⼯、流通に携わり、収
益を上げている。

このような農業も、多様な主体が住み続けられる農
村のモデルの⼀つになると考えられる。

２．「多様な主体が住み続けられる農村」の振興

 ⾼知県北川村は、2015
年の国勢調査による北川
村の⼈⼝は1,294⼈。

 北川村の推計によると、
2040年には、現在の約
2/3となる732⼈まで減
少。

 ⼈⼝減少に対し２つの対
策、５つの基本政策を講
じ、2060年に⼈⼝1,000
⼈を⽬指すとしている。

北川村の⼈⼝推移

具体的な
取組の例

█ 事例 ⼈⼝減少に対する対策（⾼知県北川村）



【背景・経緯】
・平成27年に農地整備が完了し、農地の集約化や⽤⽔路の管路化等が⾏

われ、農家負担が軽減され、効率的な営農が実現。
・⼀⽅で、⽔⽥⽤⽔の⽔源について考える機会も減り、農家の⽤⽔確保

に対する意識の希薄化が懸念。
【取組】
・川原園井堰では、川の⽔を堰上げるためにマテバシイの⽊々を⽤いた

柴かけを毎年春に⾏っている。
⇒農地整備後も地域コミュニティの場として機能。さらに、地域のア

イデンティティの確認の場としても機能。

川原園井堰の柴井堰
・1681年に串良川の左右岸に⽔⽥を開拓。開拓に伴い、⽔⽥かんがい⽬的に取⽔

堰として川原園井堰（柴井堰）を整備。
・⼟台部分を数回改築し、現在もかんがい⽬的に利⽤。
・柴の嵩上げ部位は、毎年農業のサイクルに合わせて、地域の農家中⼼に付け替え、

取り壊しが⾏われている。

出典：⿅屋市

出典：川原園井堰映像記録製作委員会

⇒柴井堰の築造過程
を撮影した映画を
作成、上映し、そ
の価値の再認識や
技能伝承を図る。
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（２）地域資源の保全、活⽤
③地域のつながりを育む場の創出

農地の集積・集約化などにより農業経営の規模が拡
⼤する⼀⽅で、⼟地持ち⾮農家が増加し、農業⽤⽔を
確保することの重要性についての農村住⺠の意識が
徐々に薄れており、農業⽔利施設等の適切な維持管理
が困難になることが懸念される。

このような中、先⼈が苦労して開発し、適切に保全
管理してきた農業⽔利施設を農村住⺠のつながりを育
む地域コミュニティの場として捉え、地域ぐるみで維
持管理を⾏う取組も⾒られる。

２．「多様な主体が住み続けられる農村」の振興具体的な
取組の例

█ 事例 柴井堰の保存の取組（⿅児島県⿅屋市）
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（２）地域資源の保全、活⽤
④「コンパクト＋ネットワーク」に対応した

農地の保全管理、利⽤
今後、⼈⼝減少により⼈の活動領域が縮⼩すると⾒

込まれる。こうした中、農地等の地域資源をどのよう
に保全管理し、利⽤していくか検討する必要がある。

「コンパクト＋ネットワーク」の考え⽅により、今
後、農村でも⼩さな拠点への⾏政機能等の集約化が進
むものと考えられる。

農村において、⼩さな拠点と集落、ネットワーク
（道路）以外の部分は、農地等の地域資源がその多く
を占めている。農村の⼈⼝はさらに減少すると⾒込ま
れることから、⾥⼭との境界に位置する農村外縁の農
地は、潜在的な⾷料⾃給⼒を確保するために除草ロ
ボット等を活⽤して極⼒⼈⼿をかけない形で保全管理
する。⼀⽅、農村外縁の内側にある農地は、スマート
農業を活⽤して農作業の省⼒化を図りつつ、⽣産性の
⾼い農業を⾏うこととする。

このような⼿法が、国⼟を持続的で強靭なものにす
る施策の⼀つとして考えられる。

█ 「コンパクト＋ネットワーク」と農村空間のイメージ

２．「多様な主体が住み続けられる農村」の振興具体的な
取組の例
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（３）災害に強い安全・安⼼な農村の構築
⼈⼝減少や⾼齢化が進み、豪⾬や台⾵、地震等の災

害が頻発化、激甚化する中、農村に⼈が住み続けるた
めには、農村における安全・安⼼な⽣活を確保するこ
とが重要である。

農業⽔利施設やため池等に関する平時の対応と災害
への備えとして、安全柵の整備や農業⽔利施設の耐震
化等のハード対策とハザードマップ作成、地域住⺠へ
の啓発活動等のソフト対策の両⾯から防災・減災対策
を推進することが必要である。

２．「多様な主体が住み続けられる農村」の振興

ため池に整備された安全柵

【平時の対応】
・ ⾼齢化や混住化の進展に伴い、ため池、⽔路への落下事故な

どが地域の課題。
⇒ このため、安全柵の整備等のハード対策や地域住⺠への普及

啓発等のソフト両⾯の対策を組み合わせて、事故防⽌に努めるこ
とが必要。

【災害への備え】
・ 激甚化・頻発化する災害に備え、防災・減災⼒の強化を図る

ことが重要。
⇒ ため池等の農業⽔利施設の耐震化等のハード対策、ハザード

マップの作成等のソフト対策を組み合わせて、防災・減災対策
を推進することが必要。

ため池の堤体上流の法⾯を
保護することにより下流へ
の浸⽔を防⽌

堤体の補強（法⾯保護）
避難所

被害想定範囲

ため池

避難経路

連絡先

避難訓練

・ソフト対策の事例
ハザードマップの作成

⽔難事故防⽌の啓発と
施設での親⽔体験

具体的な
取組の例

█ 平時の対応と災害への備え
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（４）定住条件の整備（農地整備に伴う⾮農⽤
地創設）

移住者が円滑に移住するには、雇⽤の確保のみなら
ず住居の確保が重要である。

農地整備を実施する際に、⾮農⽤地を創設し、U・
I・Jターン者のための農家住宅を整備するなど、農業
農村整備と定住対策が連携し、農村への移住者の定住
条件を整備することが重要である。

２．「多様な主体が住み続けられる農村」の振興

次世代に繋がる郷づくり（イメージ）

█ 事例 農地整備と定住条件整備の連携（島根県安来市）

 島根県安来市北東部に位置する⽔稲中⼼の農業地帯である宇賀荘第三
地区は、区画や道路は狭⼩で、⼤型機械の導⼊が困難であり、施設も
⽼朽化するなど、営農に多⼤な労⼒を費やしている状況。

 農地整備を実施し、農地の⼤区画化、道路及び⽔路の整備を⾏い、農
地の集約化を進めつつ、⽣産コストの低減、⾼収益作物（アスパラガ
ス等）を導⼊することにより、ニーズに応じた作物⽣産の確⽴・普及
を図る。

 農地整備を契機に⽴ち上げた法⼈に全ての農地を集積して⽣産コスト
を低減。汎⽤化された農地で、いちごやアスパラガスなど⾼収益作物
の⽣産を拡⼤。

 農地整備により創出した⾮農⽤地で農家レストランや直売所ととも
に、U･Iターン就農者のための農家住宅を整備する予定。

具体的な
取組の例
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（５）集落間連携の推進
中⼭間地域などにおいては、⾼齢化や担い⼿不⾜に

より個々の集落が単独で農業を守っていくことが困難
な状況にある集落が多く⾒られる。

このため、複数の集落が連携し、集落を越えた活動
を展開する地域マネジメント組織を設⽴し、農業⽣産
活動だけでなく、農地の保全、利⽤調整や庭先出荷な
ど様々な地域の課題に取り組む事例が広がってきてい
る。

この地域マネジメント組織は、市町村と集落の中間
的な役割を果たす新たな地域の担い⼿として注⽬され
る。

２．「多様な主体が住み続けられる農村」の振興

道路側溝清掃

集落代表者の会合⼭菜活⽤イベント

地域マネジメント組織の例：
櫛池農業振興会（12集落から構成） 活動例

庭先集荷

 新潟県上越市では、⾼齢化や担い⼿不⾜により、集落単独で農業を
守っていくことが困難になることを懸念。

 平成18（2006）から平成24（2012）年度に、住⺠が意⾒交換しなが
ら、集落を越えて広域連携し、地域の課題に取り組む農業振興会等
（「地域マネジメント組織」）を設⽴。

 現在、上越市内12の地域マネジメント組織が、広域連携による農地の
保全、農地の利⽤調整や担い⼿育成、庭先集荷などの活動を展開。

█ 事例 地域マネジメント組織の設⽴（新潟県上越市）

櫛池農業振興会

具体的な
取組の例



＜つなGOプロジェクト みんなで編集会議＞
 内容

・地域住⺠の企画編集スキルアップ
・地域資源の掘り起こしと発信

 ⽬的
・雪国つなんだよりの企画・構成・

ラフ案・取材撮影・記事作成
・地域住⺠＋ライター＋カメラマン

＋クリエイティブディレクター
・ワークショップ5回×2冊

＜信越秋⼭郷会 インバウンド映像制作＞
 内容

・プロモーション映像の制作
・訪⽇インバウンドについて住⺠同⼠

で考える機会をつくる
 ⽬的

・ターゲットや季節、地域資源の検討
・地域住⺠＋映像ディレクター＋クリ

エイティブディレクター
・ワークショップ6回

 雪国観光圏は、⿂沼市、南⿂沼市、湯沢町、⼗⽇町市、津南町、
みなかみ町、栄村の7市町村を圏域として、平成20年（2008
年）に設⽴された観光DMO※。
※ 地域の多様な関係者を巻き込みつつ、科学的アプローチを取り⼊れた

観光地域づくりを⾏う舵取り役となる法⼈
（Destination Marketing/Management Organization）

 ⾸都圏からのアクセスの良さを活かした企業研修の誘致や圏域に
点在する温泉地を核とした滞在型観光など、観光を軸にした地域
振興に取り組む。
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（６）地域振興を担う⼈材育成・確保
農村地域の⼈⼝減少・⾼齢化は急速に進⾏してお

り、地域を⽀える「⼈」そのものが少なくなっている
ことから、地域のクリエイティブな取組を進めていく
ためにも、農村振興の活動を担う多様な⼈材を確保し
つつ、都市住⺠や技術、プランニング、マーケティン
グ、デザインの専⾨家等の外部の⼈材の参画・協働を
進めていくことが求められる。

また、併せて地域の⽅向性やビジョンを構築するた
めにリーダーシップを発揮する⼈材の育成も重要であ
る。

２．「多様な主体が住み続けられる農村」の振興
█ 事例 雪国観光圏の住⺠との共創（新潟県津南町 ほか）

具体的な
取組の例
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平成30 年７⽉豪⾬、平成30 年北海道胆振東部地震
をはじめとする近年の⾃然災害により、国⺠の⽣活・
経済に⽋かせない重要なインフラがその機能を喪失
し、国⺠の⽣活や経済活動に⼤きな影響を及ぼす事態
が発⽣した。

⼈⼝減少や⾼齢化が進み、豪⾬や台⾵、地震等の災
害が頻発化、激甚化する中、農業・農村を振興するに
は、その前提として営農や農村⽣活を⽀えるインフラ
の持続性、強靭性を強化することが必要ではないか。

また、このため、農業⽔利施設やため池等の管理、
保全を含む農業・農村の防災・減災対策等を適切に⾏
いつつ、⼟地改良区等の体制強化、⼈材育成・確保等
に努めることが必要ではないか。

３．農業・農村インフラの持続性・強靱性の強化
█ 具体的な取組の例

（１）農業⽔利施設の強靱化

（２）ため池の適切な管理及び保全

（３）農業⽔利ストックの統廃合

（４）ストックマネジメントの推進

（５）新技術を活⽤したインフラ管理の⾼度化、
情報化施⾏の推進

（６）⼟地改良区等の体制強化、⼈材育成・確保
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█ 農業⽔利施設の強靱化の例

農業・農村インフラの持続性・強靱性の強化に向け
た取組としては、例えば以下のものが考えられる。
（１）農業⽔利施設の強靱化

平成30 年７⽉豪⾬、平成30 年北海道胆振東部地震
をはじめとする近年の⾃然災害による被害の発⽣に鑑
み、農業・農村の防災・減災、国⼟強靱化の取組を推
進することが重要である。

このため、農業⽔利施設の操作・監視状況、災害時
の機能維持の⽅策等に係る点検を⾏うことが必要であ
る。さらに、⾃然災害などの⾮常時に農業⽤⽔の供給
などの本来の機能や施設を安全に管理する機能が失わ
れるおそれがある施設が判明した場合は、早急な対応
が必要な施設について、⾮常時にも機能を確保するた
めに必要な⾮常⽤電源設備の設置や施設の耐震化等の
対策を実施することが重要である。

３．農業・農村インフラの持続性・強靱性の強化具体的な
取組の例
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█ 農業⽤ため池の管理及び保全に関する法律の概要

（２）ため池の適切な管理及び保全
近年、豪⾬や台⾵、⼤規模な地震等により、農業⽤

ため池が被災するケースが多発しており、農業・農村
の防災・減災対策を進めるために、ため池の保全管理
が重要な課題となっている。

農業⽤ため池は、江⼾時代以前に築造された施設が
多く、権利者の世代交代が進み、権利関係が不明確か
つ複雑であり、離農や⾼齢化により利⽤者を主体とす
る管理組織が弱体化し、⽇常の維持管理が適正に⾏わ
れないおそれがある。

このため、今般、「農業⽤ため池の管理及び保全に
関する法律」を制定したところであり、今後、施設の
所有者、管理者や⾏政機関の役割分担を明らかにし、
農業⽤ため池の適正な管理及び保全が⾏われる体制を
早急に整備する必要がある。

３．農業・農村インフラの持続性・強靱性の強化

○ 所有者等による都道府県への届出を義務付け（第４条第１項、第２項、

附則第２条）

○ 都道府県によるデータベースの整備、公表（第４条第３項）

○ 所有者等による適正管理の努力義務（第５条）

○ 適正な管理が行われていない場合の都道府県の勧告（第６条）

○ 都道府県等による立入調査（第18条）

（１）特定農業用ため池の指定
○ 都道府県は、決壊した場合に周辺地域に被害を及ぼすおそれがあ
る農業用ため池を「特定農業用ため池」として指定 （第７条）

○ 形状変更行為の制限（許可制） （第８条）

○ 市町村によるハザードマップ等の作成 （第12条）

（２）防災工事 （第９条～第11条）

○ 所有者等による防災工事（改良・廃止）の計画届出
○ 都道府県による防災工事の施行命令、代執行

（３）保全管理体制 （第13条～第17条）

○ 所有者不明で、適正な管理が困難な特定農業用ため池
について、市町村が管理権を取得できる制度を創設

特定農業用ため池

█ ため池の分布 █ ため池の築造年代

69％

11％
４％

16％ 江戸時代
以前及び
不明ほか

昭和以降

明治 ため池
データベース
9.6万か所

大正

資料：農林⽔産省調べ

具体的な
取組の例
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（３）農業⽔利ストックの統廃合
⼈⼝減少や⾼齢化が進⾏する中、農業⽔利施設、た

め池等の維持管理を限られた⼈員で⾏っていく必要が
ある。

また、全国の基幹的農業⽔利施設の多くは⽼朽化が
進んでおり、効率的な補修・補強、更新を⼀層推進す
る必要がある。

このような農業⽔利施設については、更新整備を⾏
う時点において、現況の⽤⽔利⽤状況を踏まえて施設
規模等の⾒直しを⾏い、必要に応じて施設の統廃合を
図ることが重要である。

█ 事例 農業⽔利施設の統廃合（⼭形県鶴岡市、酒⽥市、東⽥川郡三川町）

 本地区の基幹的な農業⽔利施設は、国営⾚川農業⽔利事業（昭和39年
度〜昭和49年度）により造成され、農業⽤⽔の安定供給に⼤きな役割
を果たしてきたが、造成後40年以上が経過し、⽼朽化が著しく、維持
管理に多⼤な労⼒と費⽤を要している。

 このため、本地区では⾚川頭⾸⼯、幹線⽤⽔路を改修するとともに⽔
管理施設を新設し、農業⽤⽔の安定的な供給を図ることとしている。
⽼朽化した⾚川揚⽔機場については廃⽌し、維持管理費を軽減。

３．農業・農村インフラの持続性・強靱性の強化具体的な
取組の例

 ⾚川⼆期地区

○⾚川頭⾸⼯ ○⾚川頭⾸⼯

事業実施前

○⾚川揚⽔機場

※⾚川揚⽔機場は廃⽌

事業実施後

農業⽔利ストックの統廃合により、維持管理費を軽減

2.3m 2.6m

○東３号幹線用水路 ○東３号幹線用水路

ポンプ設備
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国営造成水利施設保全対策指導事業
○実施期間：H23年度
○主要構造物：
重力式ｺﾝｸﾘ-ﾄﾀﾞﾑ 1箇所、導水路：
L=8.6km、幹線水路：L=52.2km、機場：2
箇所、調整池：4箇所

PC管破損

国営施設機能保全事業
○対策期間：H25年度～
○対策内容：
ダム貯水池法面補修１式、
導水路 補修L=8.6km、
幹線水路 補修L=34.8km、
機場 補修２箇所、
調整池 補修４箇所

ひび割れ補修
（樹脂注入）

補強（PIP工法）

補修（止水バンド）

遮水シート補修

長寿命化対策（実施中）機能診断

適時の補修により機能保全コストを
約８億円（４割）低減

劣化進行後に補強対

策

適時の補修対策

コスト縮減

ひび割れ

剥離

暗渠・開渠の劣化

導水路の機能調査

（４）ストックマネジメントの推進
基幹的な農業⽔利施設は、主に⾼度経済成⻑期に整

備されており、これらの施設の多くは今後順次更新時
期を迎える。

⽼朽化が進⾏する農業⽔利施設の機能を将来にわ
たって安定的に発揮させるため、施設の⻑寿命化とラ
イフサイクルコストの低減を図る戦略的な保全管理を
推進することが必要である。

また、これらの取組を効果的に⾏うため、インフラ
⻑寿命化基本計画に基づき、機能診断・機能保全計画
の策定の加速化、機能診断結果や補修履歴等の施設情
報の共有化、新技術の開発と現場への円滑な導⼊等を
推進することが必要である。

█ 事例 ストックマネジメントによるライフサイクルコストの低減
（笠野原地区（⿅児島県⿅屋市・肝付町））

 基幹的農業⽔利施設（ダム、機場、⽔路等）の機能保全計画を策定
し、適切な機能診断に基づく補修・補強等を実施。

 施設の⻑寿命化を図る上では、機能保全コストを⽐較することによ
り、対象施設において最も安価となるシナリオを採⽤。

３．農業・農村インフラの持続性・強靱性の強化具体的な
取組の例
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戦略的な保全管理の推進

【開発経緯】
「ｾﾝｼﾝｸﾞ技術を活⽤した農
業⽔利施設の点検効率化技
術に関する研究開発」
（H26〜H28：官⺠連携新
技術研究開発事業）
「農業⽔利施設ｽﾄｯｸﾏﾈｼﾞﾒﾝ
ﾄの⾼度化に関する技術開
発」
（H28〜H31： 『知』の集
積と活⽤の場による研究開
発モデル事業）

UAVによる⽔路等・海岸堤防の機能診断

█ 農業⽔利ストック情報データベース（DB）

 農業⽔利ストック情
報DB（Ｈ19運⽤開
始）は、国営造成施
設の施設諸元、補修
履歴、機能診断や点
検整備結果等の情報
を体系的に整備した
システム。地⽅公共
団体や⼟地改良区等
と共有し、施設の機
能保全計画の策定等
に活⽤。

█ インフラメンテナンスに関する新技術の例

 ＵＡＶで撮影した画像等からひび割れ等の変状箇所を検出。

３．農業・農村インフラの持続性・強靱性の強化具体的な
取組の例

（５）新技術を活⽤したインフラ管理の⾼度
化、

情報化施⼯の推進
農業⽔利施設の維持管理の⼤宗を担っている⼟地改

良区の職員の減少や⾼齢化等を踏まえ、更なる農業⽔
利施設の維持管理の省⼒化・効率化のための機能診
断・保全技術、状態監視技術等の⾼度化が重要であ
る。

国が造成した農業⽔利施設等の情報を⼀元的に管理
する農業⽔利ストック情報データベースに情報を蓄
積・集約化し、効率的な維持管理、適切な⼯法選定等
補修・更新等に活⽤し、戦略的な保全管理を推進する
とともに、UAV等のロボットやICT技術等を活⽤した
⽇常点検・機能診断・施設監視等の省⼒化に資する技
術開発を進めることが必要となっている。



（５）新技術を活⽤したインフラ管理の⾼度
化、情報化施⼯の推進

また、農業農村整備においては、ICTを活⽤した情
報化施⼯の導⼊が進められている。情報化施⼯によ
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
等の業務を省⼒化することが可能である。

従来型施⼯では測量・設計・施⼯の各段階において
多くの熟練技術者が必要である。情報化施⼯により、
熟練技術者の不⾜を補い、事業現場の⽣産性の向上を
図る必要がある。

さらに、情報化施⼯で得られた農地の位置情報をス
マート農業に活⽤する取組も期待される。

█ 情報化施⼯のイメージ

█ 事例 情報化施⼯（国営緊急農地再編整備事業「南周防地区」）

３．農業・農村インフラの持続性・強靱性の強化

【地区概要】
・南周防地区は、対象農地が中⼭間地域に位置し、ほ

場が狭⼩・不整形、排⽔不良のため、耕作放棄地が
発⽣・拡⼤している状況。

・このため、区画整理、暗渠排⽔を⼀体的に整備し、
農地利⽤集積の促進を図ることなどにより、農業振
興を基幹とした地域の活性化に資することを⽬的と
して、平成23年度から事業に着⼿。

【地区での情報化施⼯の内容】
①UAV等出来形管理技術
・従来、巻尺やレベル等を⽤いて

⾏っていた測量や出来形計測作業
について、ＵＡＶ（ドローン）を
活⽤することにより、計測時間の
短縮や作業⼈員の削減が可能とな
る技術。

②ICT建設機械施⼯技術
・従来、掘削作業等を⾏うためには

丁張が必要だったが、重機の操作
室に設置されたモニターを確認し
ながら作業でき、オペレーターの
技量に左右されない施⼯が可能と
なる技術。
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狭小・不整形

排水不良

具体的な
取組の例

営 農

施⼯時におけるＩＣＴ活⽤イメージ
①３次元測量
UAV等による写真測
量により、短時間で
⾯的な測量が可能

④検査の省⼒化
①の測量を活⽤した検
査により、出来形書類
を省⼒化

③ＩＣＴ建設機械による施⼯
設計データや現地盤データを建設機械
のオペレータに提供

②３次元測量デー
タによる設計
①で得られたデータ
と設計図⾯との差分
により数量を⾃動算
出

検 査施 ⼯設 計測 量

⑤営農⾯への活⽤
情報化施⼯で得られた３次元
データを農機等の⾃動⾛⾏に
転⽤



（６）⼟地改良区の体制強化、地域の⼈材
育成・確保

⼟地改良区は、農業⽔利施設の新設・変更、農地の
整備等⼯事を伴う事業や、⼟地改良事業によって造成
された施設の維持管理を⾏っており、今⽇に⾄るまで
⽇本の農業を⽀える重要な役割を果たしてきている。

⼀⽅で、農家の減少、⾼齢化、⼤規模農家の台頭、
⾼収益作物の導⼊等農業・農村における変化に既存の
制度やルールが対応できない事態が⽣じるおそれがあ
る。

このため、平成30年の⼟地改良法の改正（平成31年
４⽉施⾏）では、准組合員及び施設管理准組合員制度
の創設、利⽔調整規程の策定等の⼟地改良制度の⾒直
しが⾏われた。

このような新たな仕組みの定着により⼟地改良区の
体制強化を図るとともに、農村協働⼒も活かしつつ、
⼟地改良施設の維持管理を担う地域の⼈材を育成し、
確保することが重要である。

今後も、農業・農村の新たな変化に対応し、⼟地改
良制度、利⽔調整、農地や農業⽤⽔の維持管理⼿法等
について不断の改善を図っていくことが必要である。

○ 所有者から耕作者への資格交替に係る農業委員会の承
認制の廃止（届出制の導入）（第３条第２項）

○ 農地中間管理機構が農地の貸借を行う場合の資格得喪
通知の手続簡素化 (第43条第３項)

○ 貸借地の所有者又は耕作者で事業参加資格がないもの
に准組合員（※１）の資格を付与

（第15条の２から第15条の４まで、第32条第４項及び第36条第２項）

※１ 議決権・選挙権を有しないが、総会に出席して意見を述べることが可能。

また、組合員との間で賦課金・夫役の一部を分割して負担することが可

能。

○ 理事の５分の３以上は原則として耕作者たる組合員
（第18条第５項）

○ 利水調整規程を策定し、利水調整をルール化
（第30条第１項第２号及び第57条の３の２）

○ 地域住民を構成員とする団体に施設管理准組合員（※２）

の資格を付与（第15条の２から第15条の４まで、第32条第４項及び
第36条の２）

※２ 議決権・選挙権を有しないが、総会に出席して意見を述べることが可能。

また、土地改良施設の管理への協力を求めることが可能。

土地改良区の組合員資格に関する措置

○ 総代会制度の見直し（第23条）

・ 総代会の設置要件を組合員200人超から
100人超に引下げ

・ 総代選挙について選挙管理委員会によ
る管理を廃止

・ 総代の書面・代理人による議決権行使
を導入

○ 土地改良区連合の事業範囲を
運営事務・附帯事業に拡大（第

77条）

○ 決算関係書類として、収支決
算書に加え、原則として貸借
対照表を作成し、決算関係書
類の作成・公表に係る手続規
定を整備（第29条の２）

○ 監事のうち１人以上は原則と
して員外監事（第18条第６項）

█ ⼟地改良法の改正（平成31年４⽉施⾏）

土地改良区の体制
の改善に関する措置
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○ 組合員の⾼齢化による離農や農地集積の進展に伴い、⼟地改良区の中で⼟地持ち⾮農家が
増加し、⼟地改良施設の維持管理や更新等が適切に⾏えなくなるおそれ。耕作者の意⾒が
適切に反映される事業運営体制に移⾏していくことが必要。

○ 組合員数や職員数の減少により、⼟地改良区の業務執⾏体制が脆弱化する中で、適正な事
業運営を確保しつつ、より⼀層の事務の効率化が必要。

９:１
（昭和60年）

【⾃作地・貸借地と組合員の構成】

貸借地の半数超で
は所有者が組合員

【農家と⼟地持ち⾮農家の⼾数⽐】

（農家：⼟地持ち⾮農家）
６:４

（平成27年）

【組合員数の推移】（千⼈）

4,746 

4,547 

4,042 

3,639 3,592 

3,500

4,000

4,500

5,000

S60 H7 H17 H27 H28

耕作者
16％

所有者
20％

貸借地
36％

⾃作地
64％

所有者

３．農業・農村インフラの持続性・強靱性の強化具体的な
取組の例
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