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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できる「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
チングでき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
フォームも引き続き有効であり、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、世界農業遺産等の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、「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、COP21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、⼆酸化炭素の排出削減に
資する⼩⽔⼒発電の拡⼤や農業⽔利施設の利⽤におけ
る省エネの推進等の施策を通じて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。
上記の施策を講じることにより、農業の競争⼒を強化す

るのみならず、その持続性と強靱性を強化するものと考え
る。
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、
スマート農業の導⼊等農業振興施策を講じる際にはこのこ
とに⼗分留意する必要がある。他⽅、同時に、農業振興に
おいてはこの農業の多様性を活かしていくことも重要であ
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
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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

351

0

100

200

300

400

500

H10 H29

（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
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