
小学校
幹線道

排水機場

農業生産基盤の強化
●地域全体の一体的な農地整備
整備前 整備後

大区画のほ場、農道の整備、用排水路の整備小区画のほ場、狭い農道、排水不良　

●新たな農業水利システム（イメージ）

◆ 自然災害に強く、施設の寿命をより長く

◆ 生産性を飛躍的に高めるために

　担い手への農地の集積・集約化等を進め、

収益性の高い農業経営を実現するためには、

農業生産基盤の整備も重要です。そのため、

農地中間管理機構と連携した水田ほ場の大

区画化、排水性を高める等畑作にも転換でき

る条件整備（汎
はんようか

用化）や、水管理の省力化等を

実現する新たな農業水利システムの構築など

を推進しています。

　農業に不可欠な水を供給する用水路・ため池・ダムや、降雨を

排水する排水路・ポンプ場などの農業水利施設が全国各地で整

備されてきました。しかし、近年、地震・豪雨などの災害は激甚化

傾向にあり、施設自体も経年的な劣化が進んでいることから、そ

の機能が果たせなくなる状況が見られます。そのため、農業水利

施設の耐震化や寿命を長くする対策、農村地域の洪水被害の防

止対策を進めています。

中央管理所

パイプライン化やICTの導入等により、水管理の省力化と担い手の多様な水利用への
対応を実現する新たな農業水利システムを構築し、農地集積の加速化を推進

取水施設

ICTの導入

河川

用水路

田

田

田

田

大豆
田

麦

供給システムの効率化により
担い手への水需要にきめ細かく対応自動ゲート

分水施設

水路の
パイプライン化

自動給水栓 自動給水栓

水位・水温の確認
用排水の遠隔操作

自動ゲート

水管理のICT化

●突発事故件数の推移 ●農村地域の防災・減災対策

経年的な劣化及び局部的な劣化

降雨・地盤沈下など

突発事故発生件数（合計）

管水路破裂などの
突発事故が
多発化傾向！

排水機場の整備

豪雨による農村地域の洪水被害
排水対策の推進

（件）

1200

1000

800

600

400

200

0
15平成5 年 10 20 25

618 630
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日本では、各地域の条件や状況に応じて様々な農畜産物が生産されています。
そのうち、米や野菜、果樹、花き、畜産物などの日本食と食文化を支える主要な農畜産物は、
生産や消費の増大に向けた様々な振興策がとられています。

日本の食と食文化を支える農畜産物

主要農産物の支援

　一人当たりの米の消費量は、高齢化や人口減少、食生活の変

化などにより、ここ50年でほぼ半分にまで減っており、今後もこ

の傾向は続くことが予想されます。

　一方、水田は、米を生産する以外にも、洪水や土壌浸食の防

止、河川の水量を安定させるなど、多面的な機能を担っているた

め、今後も維持していく必要があります。そのため、主食用米か

ら、需要のある作物である飼料用米や麦・大豆などへの転換を図

り、水田のフル活用を進めています。

需要のある作物で水田のフル活用を

飼料用米を活用し、特色ある畜産物を生み出すこ
とが注目されています。例えば、飼料用米を多く
与えた鶏卵は、黄身の色が淡くなります。また、
飼料用米を多く与えた豚肉は、脂肪中のオレイン
酸が増え、リノール酸が減り肉質が向上します。
こうした特色を活かして畜産物のブランド化を図
る取り組みが各地で行われています。飼料用米を
活用して生産された畜産物は、国産飼料であるこ
とや食味の向上、水田の有効活用が図れることか
ら、消費者からも支持を集めています。

日本人にとって欠かすことのできな

い大切な主食である「米」の消費量を

維持・向上させるため、次世代の消費

の担い手である児童を対象とした米飯

学校給食の推進や、主食用米の消費の

約 3分の 1を占める中食・外食向け

の業務用米の安定取引を推進する取り

組みなどを支援しています。

大切な主食である「米」の消費拡大

業務用米のマッチングイベント

米飯学校給食

●一人当たりの米の消費量（年間）

飼料用米を活用した畜産物のブランド化

平成26年度平成元年昭和37年
0

60

80

100

（kg/人・年）

飼料用米を多く与えた鶏卵

昭和37年度
118.3kg
一日当たりで
お茶碗約5杯分 

資料：農林水産省「食料需給表」 

平成26年
55.2kg
一日当たりで
お茶碗約3杯分 
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安全で良質な国産畜産物を届ける

◆ 野菜

◆ 花き

地域における花育活動

野菜・果樹・花き

　近年、食の外部化が進展し、生鮮野菜の購入が減る一方、サラ

ダなどの加工された野菜の購入が増え、加工・業務需要は野菜全

体の6割程度を占めるようになっています。

　一方、輸入野菜の増加により、加工・業務需要のうち国産の割

合は7割程度に減っています。そのため、国産シェア向上を目指

し、加工・業務用野菜に対応した新技術の導入などを支援してい

ます。

　たんぱく質やカルシウムの供給

源として重要な牛乳・乳製品、牛

肉、豚肉、鶏肉・鶏卵などの畜産物。

安全で良質なこれらの国産畜産物

を消費者に届けるため、畜産農家

の経営安定や生産性の向上のた

めの支援などを行っています。

※花きとは、切り花、鉢もの、花木類、球根類、花壇用苗もの、芝類、地
被植物類などの観賞用の植物。

　花き※産業及び花きの文化の振興を図るため、花きの安定的

な生産・供給体制の整備、日持ち性の向上、物流の効率化、輸出

の促進、公共施設及びまちづくりにおける花きの活用、花育活動

等の取組を進めています。

　また、オリンピック・パラリンピック東京大会に向けて、ビクト

リーブーケや会場内外の装飾に使用される国産花きの供給体制

の整備を進めています。
シャインマスカット
平成18年に品種登録された黄緑
色のぶどう新品種。マスカットの
香りと高い糖度、皮ごと食べられ
るという特長があります。栽培も
それほど難しくなく、東北から九
州まで広く普及し、栽培面積は過
去4年間で約8倍に増えています。

◆ 果樹
　高度な技術が必要な作業が多く、労働集約的な果樹栽培は、

作業の省力化や労働時間の短縮が重要な課題であり、新たな栽

培技術の開発・導入や経営規模の拡大などに取り組んでいま

す。また、果実の需要を掘り起こすために、消費者のニーズに

合った新品種の育成や産地への導入、果実加工品の開発も進め

ています。

いた船

カブ（野菜）のイメ

富山県・JAとなみ野は、稲作中心の経営から脱却し、需要のある農業生産へ転換。
機械化一貫体系を構築し、北陸地方で初めて、たまねぎ専用の低温乾燥施設や選別
施設、貯蔵施設を整備して安定出荷を図りました。

写真提供：農研機構果樹研究所 
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農業の成長産業化を推進するためには、技術革新により、
農村が持つ資源や潜在力を最大限に活かしていくことが必要です。
そのため、ロボットやＩＣＴ（情報通信技術）など異分野における先端技術の導入により、
農業の規模拡大や省力化、低コスト化の実現を目指しています。

先進技術で、未来をひらく

次世代技術の研究開発

　ロボット技術を活用して土づくりや種まき、除草、収穫を行った

り、クラウドシステムを使って農作業の記録をつけたりする、そん

な新しい農業「スマート農業」が現実になりつつあります。

　スマート農業とは、ロボット技術やICT等の先端技術を活用し、

超省力化や高品質生産などを可能にする新たな農業のことをい

います。その実現に向けて、研究開発や生産現場への導入など

に取り組んでいます。

スマート農業の実現に向けて

●スマート農業のイメージ

超省力・大規模生産を実現
（GPS自動走行システムなど）

消費者に安心と信頼を提供
（クラウドシステムなど）

きつい作業、危険な作業から解放
（アシストスーツ、除草ロボットなど）

誰もが取り組みやすい農業を実現
（農業機械のアシスト装置、ノウハウのデータ化など）

作物の能力を最大限に発揮
（きめ細やかな精密農業など）スマート

農業

ロボット技術の活用

無人トラクタと有人トラクタで同時に2工程の作業を行う協
調作業システム

　農林水産業・食品産業現場の省力化等を実現するため、日本

経済再生本部で決定した「ロボット新戦略」に基づき、ロボット産

業等と連携しながら、GPS※自動走行システムを活用した作業の

自動化や、人手に頼っている重労働の機械化・自動化などのロボッ

ト技術の導入を推進しています。

※GPS：全地球測位システム

弁当の盛付作業を行う自動ロボット積み下ろし作業を軽労化するパワーアシストスーツ
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ICTを活用したバレイショの栽培管理

　ICTによる蓄積データの解析などを通じ、生産システムの高度

化・効率化を図ることで、規模の拡大時にも効率的な作業が可能

になることが期待できます。

　また、「匠の技」をデータ化・マニュアル化し、経験の浅い人で

も高度な技術が利用できるようにする開発も進めています。こ

れが可能になれば、若い世代への円滑な技術継承や新規就農者

の増加が期待されます。

ICTの活用

次世代施設園芸

　野菜などの安定的な生産・供給に欠かせない施設園芸は、冬

に加温が必要な品目も多く、経営コスト削減や地球温暖化対策

の面で化石燃料依存からの脱却が求められています。

　そのため、施設を大規模に集積し、ICTの活用による高度な環

境制御を行う「次世代施設園芸拠点」の整備を進めています。こ

れは、生産から調製・出荷までをトータルで行うとともに、木質バ

イオマスなどの地域エネルギーを活用することでコスト削減を

図るものです。化石燃料依存からの脱却だけでなく、生産者の

所得向上や地域の雇用創出も実現するものとして期待されてい

ます。

農林水産省では、機能性成分を持つ農林水産物の研究開発
を行っています。これまでの研究で、べにふうき緑茶に多
く含まれるメチル化カテキンにはハウスダストやほこりに
よる目や鼻への影響を和らげる効果があることや、うん
しゅうみかんに含まれるβ-クリプトキサンチンには骨の
健康を保つ効果があることがわかってきています。

メチル化カテキンを含むべにふうき緑茶

機 性能 農 林 水 産 物

大規模な温室

先進技術の導入
（例：遠隔管理による
大規模施設の環境制御、
トマトの低段密稙
養液栽培など）

●次世代施設園芸のイメージ

集積された団地

種苗供給センター

出荷センター

完全人工光型植物工場

エネルギー供給

木質バイオマスなどの
地域資源
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農林水産業・農山漁村の持つ多面的機能

日本の農林水産業・農山漁村は、「食」を支えているだけでなく、国土の保全や水源の涵養、
自然環境の保全、景観の形成、文化の伝承など、様々な働きを持っています。この「農林水産業・
農山漁村の多面的機能」は日本の大切な財産であり、これを維持・発揮させることが重要です。

自然を活かし、自然と生きる

国土を守り、災害を防ぐ

●森林は、しっかりと張りめぐ

らされた樹木の根で山崩れ

を防いでいます。
●落ち葉などがつくる森林の

地面はスポンジのように雨

を吸収し、川の水の流量を

調整する機能を持っていま

す。また、雨水が地中でろ

過され、きれいな水をつく

ります。

●水田は雨水を一時的に貯

留し、ゆっくりと下流に流す

ことで洪水を防止・軽減し

ます。
●水田に貯えられた水は徐々

に浸透して地下水となり

ゆっくりと川へ戻り、川の流

れの安定に役立ちます。

●日本の海岸線には約6,300

の漁業集落があり、約16

万隻の漁船が活動していま

す。これらがネットワークと

なって、海難救助や災害時

の救援、環境監視、国境監

視などの役割を果たし、人

や地域の安全を守ります。

森林

水田

海

承など、様々な働きを持っています。この「農林水産業・
な財産であり、これを維持・発揮させることが重要です。

緑を回復し山崩れを防ぐ

洪水を防ぐ

海難救助

自然に　
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豊かな自然と
多様な生命を育む

●日本の森林は、約200種の

鳥類、約700種の木本類、

約2,000種の草本類をはじ

めとする野生動植物の生

息・生育の場となっていま

す。
●森林は温暖化の原因である

CO2を吸収し、地球温暖化

を防ぐ役割をしています。

●田んぼやその周辺の水路な

どが様々な生きもののすみ

かとなり、豊かな生態系が

保たれています。

●海藻などが生い茂る藻場

は、水の中に酸素を供給し、

魚の産卵や稚魚が成長する

場所となります。
●干潟は、貝やゴカイなど多

様な生物がすむ場所となっ

ています。これらの生き物

は、川から流れ込むチッソやリンなどの栄養分を分解し、海の水を

きれいにしています。

そのほかにもこんな機能があります
●美しい景観をつくる
●伝統文化を継承する
●環境教育や体験学習など豊かな心を育む
●レジャーやスポーツなど自然に親しみ健康をつくる
●水田は周辺市街地の夏季の気温上昇を抑える 

森林

田畑

海

低解像度低解像像像像像像像低解像像像像像像像像像像像像像像像像像像像像像像像像像像像像像像像像像像度

親しむ

生物のすみか

海をきれいに保つ

農林水産業が有する多面的機能の貨幣評価額
●農業 ...........................約8兆円
●森林 ...........................約70兆円
●水産業・漁村 ...........約11兆円
資料： 日本学術会議

農業及び森林は平成13年11月
水産業・漁村については平成16年8月の試算

※貨幣評価が可能な一部の機能について評価を実施
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農林水産業・農山漁村の持つ多面的機能

農林水産業は自然の
循環機能を利用する活動

地域ぐるみで
地域資源を守る

　生物多様性とは、様々な生きものがいること、それらが多様

な環境でつながりあって生きていることです。農林水産業は、

その自然界の多様な生物が関わる循環機能を利用する活動

といえます。持続的な営みを通じて、里地・里山・里海などの特

有の自然環境をつくり、多様な動植物に生息環境を提供して

います。

　農村地域の人々によってつくられ、共同で守られてきた大

切な地域資源である農地や農業用水は、食料の生産だけでな

く、洪水を防止したり、様々な生き物のすみかとなるなどの重

要な役割を果たしています。しかし、農村地域の高齢化などに

より、その維持・管理が難しくなっています。これらを守るため

に、農村の内外から幅広い人たちが参加した地域ぐるみの取

り組みを支援しています。

◆ 田園地域・里地里山

　田んぼは、米を作るだけで

はなく、カエルやドジョウ、そ

れを餌とするコウノトリなど

を育んでいます。環境保全型

農業や魚道の設置など、生物

多様性に配慮した整備が大切

です。

◆ 森林

　森林には、多種多様な生き

ものが生息・生育しています。

適切な間伐により、林内が明

るくなり、地面近くにも多くの

植物が育ちます。

◆ 里海・海洋

　里海と呼ばれる沿岸域の藻

場・干潟は、多種多様な生きも

のの生育・産卵場となったり、

陸上からの排水などを浄化し

ています。藻場・干潟の清掃な

どの保全活動や造成が重要

です。
農業者と地域住民が協力し、水路のひび割れ補修など、水路や
農道等の地域資源の保全を行います。

水路の泥上げや農道の草刈りなど、地域資源の管理を地域ぐる
みで行います。

農業者が子どもたちとともに水路の生き物調査など、農村の環
境保全に向けた取組を行います。
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都市と農山漁村の共生・対流

◆ ディスカバー農山漁村の宝

萩の地魚、もったいないプロジェクト（山口県萩市・ふ
るさと萩食品共同組合）

地域資源活用型感動交流体験（北海道・標津町エコ・ツー
リズム交流推進協議会）

A級グルメ立町の実現を通じた雇用機会の拡大プラン
（島根県邑南町・一般社団法人邑南町観光協会）

都市と農村をつなぐ企業ファーム（山梨県北杜市えがお
つなげて）

移住者受け入れをバネに地域再生（和歌山県那智勝浦町・
色川地域振興推進委員会）

里山の自然と知恵と文化の絆を次世代へ（茨城県つくば
市・NPO法人宍塚の自然と歴史の会）

　農山漁村の豊かな自然、食、文化などの地域資源は、都市の住

民から注目を集めています。これらの地域資源を地域の創意工

夫でグリーン・ツーリズムや子供の教育、高齢者の健康維持など

に活かしていくことは、農山漁村の活性化や所得・雇用の拡大に

もつながります。こうした地域主体の取り

組みを後押しするため、観光・教育・福祉な

どと連携した都市と農山漁村の共生・対流

を進めています。

　農山漁村が持つポテンシャルを引き出し、“強い農林水産業”

“美しく活力ある農山漁村”を実現するため、地域の活性化や所

得向上に取り組んでいる優良な事例を選定し全国へ発信する

「ディスカバー農山漁村（むら）の宝」を実施しています。

鳥獣被害対策
近年、シカやイノシシ等の野生鳥獣による農作物などへの被
害が深刻化しています。鳥獣被害は農作物などへの直接的な
被害だけでなく、農業者の営農意欲を低下させ、耕作放棄地
を増加させる一因となっていますが、それがさらなる鳥獣被
害を招くという悪循環も生じさせています。
そのため、侵入防止柵の整備や捕獲、追払い活動など、市町
村を中心とした地域ぐるみの被害防止の取り組みを支援して
います。また、食肉（ジビエ）など、捕獲鳥獣の利活用への機
運が高まっていることから、食肉処理加工施設の整備等の支
援も行っています。

サルに荒らされた
ダイコン畑

シカの剥皮被害を
受けた人工林
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環境やエネルギーに対する関心が高まる中、
農業生産も環境・エネルギー対策を重視したものに転換する活動が全国各地で展開されています。
また、食品ロスの低減や地域資源の活用など、
循環型社会の構築に向けた取り組みも積極的に進められています。

「持続可能な社会」の構築に向けて

環境・エネルギー対策

みかんの「浮皮症」
（写真左）

提供：
農研機構果樹研究所

影響が懸念される気候の変動

　農林水産業への影響が懸念される気候変動への適応策とし

て、社会的に影響が大きい水稲や果樹、病害虫・雑草、自然災害

等への重点的な対応、亜熱帯果樹等への転換などの気候変動が

もたらす機会の活用、研究・技術開発の推進などに取り組んでい

ます。また、温室効果ガスの排出を削減するため、ヒートポンプ・

木質バイオマス等を用いた省エネ型施設園芸への転換や、省エ

ネ農業機械の普及などを進めています。

●気候変動が農業に与える影響

すでに表れている気候変動の影響

　農業が持つ自然循環機能を活かし、生産性との調和に留意し

つつ、土づくり等を通じて、化学肥料・農薬の使用などによる環境

負荷の軽減に配慮した持続的な農業を「環境保全型農業」と位

置づけ、全国的に推進しています。近年は、地球温暖化の防止や

生物多様性の保全に効果の高い営農活動も支援しています。

　農地への緑肥の作付けや堆肥の施用は、CO2のもととなる炭

素を土壌中に閉じ込める効果があり、地球温暖化の防止に貢献

します。また、化学肥料や化学合成農薬を使用しない有機農業な

どにより、多様な生き物が育まれます。

自然の循環機能を活かした農業

◆ 地球温暖化の防止や生物多様性の保全に効果の高い営農活動

緑肥の作付け 有機農業堆肥の施用

現在

2060 年代

適地（年平均気温 15-18℃）
より高温の地域
より低温の地域

ウンシュウミカン
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