
農村地域の強靱化に向けた防災・減災対策

農業生産
基盤整備の推進

第３

都市化や混住化が進行する農村地域にお

いて、安定的な農業経営や安全・安心な暮

らしを実現するため、「国土強靱化基本計

画」等を踏まえ、ハード・ソフト対策を適

切に組み合わせて、農村地域の防災・減災

対策を推進します。

その際、地域の実情やリスク評価に応じ

た施策の重点化や優先順位付けを行いつつ、

既存施設の有効活用や地域コミュニティ機

能の発揮等により効率的に対策を推進しま

す。
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・ 食料自給率・食料自給力の維持向上等を図るた

め、地域の特性に応じて、農地の大区画化、汎用

化や畑地かんがい施設の整備等を推進します。

・ 農業水利施設の長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します。

・ 「国土強靱化基本計画」等を踏まえ、農村地域

の強靱化に向けた防災・減災対策を推進します。

資料：農林水産省作成

老朽化等に対応した農業水利施設の持続的な保全管理

多様な主体による農業水利施設の管理農業水利施設の老朽化が進行する中、将

来にわたって施設機能の安定的な発揮を図

るため、施設の徹底した長寿命化とライフ

サイクルコストの低減を図る戦略的な保全

管理を推進します。

基幹から末端に至る一連の施設の保全管

理の充実・強化に向けて、多面的機能支払

制度等の活用等を通じ、関係者による一体

的な保全管理体制の構築を推進します。

図22-2

新たな農業水利システムの構築担い手への農地集積・集約化や生産コス

トの削減を確実に進めるとともに、収益性

の高い農業経営を実現するため、農地中間

管理機構との連携を図りつつ、農地の大区

画化、汎用化や畑地かんがい施設の整備を

推進します。

また、農業構造や営農形態の変化に対応

した水管理の省力化や水利用の高度化を図

るため、ICTや地下水位制御システム等の

新たな技術の導入やパイプライン化等によ

る新たな農業水利システムの構築を推進し

ます。

図22-1
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農村地域における防災・減災対策図22-3

堤体補強(盛土)

ため池の整備
【耐震性の強化】

排水機場の整備
【流出量増に対応した
排水能力の強化】

ハザードマップの作成

管理･監視体制の強化

等

長寿命化計画の策定

施設管理者のBCPの作成

等

地すべり対策

農地保全整備 等

公害防除対策

資料：農林水産省作成

資料：農林水産省作成

基本計画P.44～P.45

力強い農業を支える農業生産基盤整備



生産・供給体制の
改革

・ 需要構造等の大きな変化に対応するとともに、

輸出拡大も見据えた生産・供給体制の整備を推進

します。

・ 米政策改革の着実な推進、飼料用米等の戦略作

物の生産拡大を推進します。

・ 畜産クラスター構築等による畜産の競争力強化、

実需者ニーズ等に対応した園芸作物、有機農産物

や薬用作物等の供給力の強化を図ります。

第３

園芸作物、有機農産物、薬用作物等の供給力の強化

畜産クラスター構築等による畜産の競争力強化

米政策改革の着実な推進、飼料用米等の戦略作物の生産拡大

加工・業務用野菜に必要な新品種・新技術の導入図表23-3

関係事業者の連携・結集により地域ぐるみで収益性を向上させる新たな取
組（畜産クラスター）の実証、全国普及等を支援。

畜産クラスターの構築を推進し、地域ぐるみで収益性の向上を実現。
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新技術・機械化一貫体系の導入 加工・業務用向け新品種の導入

縦長で加工歩留まりが高い品種

主な戦略作物の生産拡大に向けた取組図表23-1

■ 飼料用米【110万t】 ■ 米粉用米【10万t】

・ 多様な用途に対応した加工技術の改良、開発及
びその普及による加工コストの低減、新たな米粉
製品の開発等の取組を推進

・ 米産地と畜産現場の結び付け等の
各種課題の解決に向けた取組を推進

・ 多収性専用品種の開発・導入や新た
な栽培技術の実証を推進

・ 生産・流通コスト削減等のため、施設
の再編整備、流通の合理化、配合飼
料工場を通じた供給体制や畜産農家
における利用体制の整備等を推進

■ 麦、大豆【小麦：95万t、大麦・はだか麦：
22万t、大豆：32万t】

・ 地域条件に適応する生育特性や加工適性、多収
性を備えた新品種の開発と導入

・ 排水対策や地力維持に資する輪作体系等の栽
培技術の開発と導入を推進

資料：農林水産省作成

資料：農林水産省作成

資料：農林水産省作成

基本計画P.45～P.47

高収益型畜産体制の構築図表23-2

注：【 】内は、生産努力目標を示しています。

行政による生産数量目標の配分に
頼らない需要に応じた生産を推進し
ます。

戦略作物については、水田活用の
直接支払交付金による支援と左記の
取組により、生産性を向上させ、本
作化を推進します。

品目ごとの生産努力目標の確実な
達成に向けて、不断に点検しながら、
生産拡大を図ります。

農家戸数、飼養頭数が減少してい
る現状を踏まえ、
・畜産クラスターの推進による競争
力、生産基盤の強化

・搾乳ロボット、外部支援組織等の
活用による労働負担の軽減

・性判別受精卵・精液を活用した優
良牛の確保

・飼料用米、エコフィードの利用、
放牧の活用等による国産飼料の利
用

などの取組を推進します。

需要が増加している加工・業務用野菜の
ニーズに対応するため、
・専用品種の開発と導入
・機械化一貫体系の確立
・流通の効率化
などの取組を推進します。

有機農産物について、栽培技術体系の確
立・普及や需用者と生産者のマッチングの
推進等により、生産拡大を推進します。

薬用作物について、契約栽培の取組を推
進するとともに、栽培技術の確立等を
推進します。



農作業安全確認運動等の推進強化 安全性向上のための農業機械開発

2015年農作業安全
ステッカー

トラクターの片ブレーキ防止装置

改
善

計
画

評
価

実
行

事故調査・分析
多様な視点の取り入れ

生産・流通現場の
技術革新等の推進

第３第３

効果的な農作業安全対策の推進

生き 実効ある農作業安全対策の推進農作業事故防止のため、
・リスクアセスメント手法の導入
・研修体制等の見直し
・安全性の高い農業機械の開発・普及
を推進します。

図24-3

有効な研修体系構築の検討リスクアセスメント手法の推進・普及

(Plan)

(Do)

(Action)

(Check)
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・ 生産・流通現場が直面する課題を速やかに解
決する研究開発の新たな仕組みづくりを推進し
ます。

・ 担い手の規模拡大、省力化や低コスト化など
を実現するため、ロボットやICTを活用したス
マート農業や次世代施設園芸等の取組を推進し
ます。

・ 農作業事故防止のため、より実効性のある農
作業安全対策を推進します。

資料：農林水産省作成

先端技術の活用等による生産・流通システムの革新

戦略的な研究開発と技術移転の加速化

先端技術を活用したロボット技術の導入高齢化や労働者不足が進む中で、担い
手の規模拡大、省力化や低コスト化を実
現するため、

・ スマート農業の実現に向けた取組、次
世代施設園芸拠点の整備

・ 大規模経営に適合した省力栽培技術の
開発と導入

・ 農作業の外部委託が円滑にできる環境
の整備

などを推進します。

併せて、需要に応じた生産や高付加価
値化を進めるための技術導入、異常気象
などのリスクを軽減する技術の確立を推
進します。

図24-2

プラットフォーム図24-1

パワーアシストスーツにより、傾斜地での
農産物の運搬など、機械化が難しい重労
働の軽労化を実現

有人－無人協調システムを導入した複数走行
により、限られた作期に作業できる規模を拡大

産学官の研究者や事業者等が、新たな
技術・アイデアを持ち寄り、新たな研究
プロジェクトを立ち上げ、新技術を創出

プラットフォーム
（大学、国立研究開発法人、民間企業、公設試等）

基盤技術、
異分野の
革新的技術
等

商
品
化
・事
業
化

食品産業
農家・
生産組織

流通業界

県、
普及組織

研究開発組織
（独法・公設試）メカトロニクス産業

コーディネーター

生産・流通現場が直面する課題を速
やかに解決する研究開発を進めるため、

・ 研究開発段階における農業者や食品
産業事業者、普及組織等の参画

・ ロボット技術、ICT、ゲノム技術等
の最先端技術の応用

などにより、農業者等のニーズに直結
する研究開発を戦略的に推進します。

また、革新的な技術等を有する大学
や研究機関と民間企業、金融機関を結
びつけ、共同研究や事業化を加速化す
るプラットフォームづくりを推進しま
す。

資料：農林水産省作成

資料：農林水産省作成

基本計画P.47～P.49

農作業安全ステッカー、
ポスターの作成や講習
会等を実施

トラクターの方ブ
レーキ防止装置の
開発や詳細調査
票による事故調査
を実施


