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農村社会の変化や農政の新たな展開を踏まえた

農業農村整備の課題（説明資料）

農村振興局



第３回における委員の主な意見 第４回に向けた対応方針

第１章
課題整理の視点 産業政策・地域政策、平地・中山間地の４つの概念をより精緻にダイナミックに方向性を出していくために、現状を

ある程度定量的に押さえるべき。
例えば、大区画化面積と整備目標面積等を整理することにより、今後の方向性をより明確に示せないか。

その上で農業農村整備が、経済的価値を効率的に追求していける区域を広げていく役割を有していることを整理でき
ないか。

課題を整理する際の基本的な視点とし
て反映

産業政策から見た地域政策だけでなく、地域政策から見た産業政策というベクトルも重視すべき。
課題を整理する際の基本的な視点とし
て反映

基盤整備で大事なことは、例えば農地を貸しやすく・使いやすくすることによって、産業政策の側面から可能性を拡
げること。農地の使い勝手をフルに活かす政策展開を行ってほしい。一方、地域政策の側面として、農村に住む人に
対し、生活環境や自然環境などの面において、 低限の条件を保障する必要がある。

課題を整理する際の基本的な視点とし
て反映

水利施設の保全管理について、フローをみるだけではなくストックとしての資産価値を有していることを考慮すべき。
これら社会基盤整備は政府の仕事である。

課題を整理する際の基本的な視点とし
て反映

今回の整理を基に、優先順位や重点化について議論を図りつつ、今後はアクションプランに繋げていくことが重要。

今後の施策展開において留意していく。
（なお、今回、個々に課題を整理した第
２章～第５章において、重要なポイント
を前段に整理）

第２章（１）
農地集積の促進と
生産基盤の更なる
機能向上

平野部の水田地帯では、低コストでの稲作農業の実現を図る必要があり、農地の集積・集約化、大区画化やほ場
施設の削減を同時一体的に行って、農業専従者１人あたりの経営規模を拡大することが必要である。

第２章（１）①、②に追記

地域ごとに異なる特性・条件を踏まえることが重要。また、地域においては耕作放棄地対策と鳥獣害対策が大きな
課題。

第２章（１）⑤に追加

第３章（１）
集落構造の再構
築と地域コミュニ
ティの維持・強化

限られた担い手へ農地集積が進む中で、非担い手も含めて何らかの形で地域コミュニティに加わり地域づくりを行う
ことが重要。その際、土地改良区が主体となり地域を支えていくことにも期待。

第３章（１）①、（２）②、（３）②、第４章
（３）⑤に追記

第３章（３）
生物多様性の保
全

農地・中山間地域は生態系の豊かなエリアであり、環境配慮、生物多様性の観点は、重要な視点として位置付ける
必要。

第３章（３）として追加

第３回農業農村振興整備部会における委員の主なご意見（１／２）



第３回における委員の主な意見 第４回に向けた対応方針

第３章（４）
農業・農村の魅
力を活かした地
域社会の活性化

消費者の間で食と農が分かれてしまっている。和食のユネスコ無形文化遺産登録など、和食に脚光が当たっ
ているため、食と農業・農村が繋がっているということを積極的にアピールしてはどうか。

第３章（４）④として追加

第４章（２）
農村インフラの戦
略的な保全・再編

農村のインフラ整備については、老朽化対策に加えて、生活環境や地域づくりの観点が必要。 第４章（２）として追加

第４章（３）
防災・減災への
取組強化

防災・減災の観点から、流域単位で施設をフル活用することにより、上流部で災害を受け止め、下流部の災害
を抑制する等の地域連携を進めるべき。

第４章（３）⑤として追加

第５章
土地改良施策の
今後の留意点

施設の老朽化が進む中、維持管理費・改修費の負担の増加が課題。
事業費負担を所有者・耕作者のいずれが負担するのかが現場では大きな課題。

第５章（３）③において整理

第６章
課題解決に向け
た横断的な留意
事項

県・市町村の職員も含めて、地域の特性を十分理解し、様々な施策の横断的な展開や、営農支援ができる人
材育成が重要。

第６章に追記

日常的な課題と緊急的な課題がある。日常的な課題は地域で対応可能だが、防災・減災の観点から緊急的な
課題は専門家の対応が必要であり、人材育成が必要ではないか。

第６章に追記

農村の魅力を農村振興局自ら情報発信してはどうか。 第６章に追記

農政全般について、国・県・市町村が連携してもっと広報活動を行う必要がある。 第６章に追記

第３回農業農村振興整備部会における委員の主なご意見（２／２）
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第１章 課題整理の視点
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○農村社会の変化（高齢化・人口減少等）

○新たな農政の展開（農地中間管理機構、
日本型直接支払、水田フル活用と米政策の見直し等）

[構造改革の加速的進展]

農家：少数の担い手と多数の土地持ち非農家への二極化
地域：集落機能の脆弱化

・農業の収益性向上・競争力強
化を目指した「産業政策」

・農村の地域資源の保全・活用や
地域社会の維持・活性化を目指
した「地域政策」

車の両輪

農業が持続的に発展

国民に対する政策的意義

・食料の安定供給
（食料自給率の向上）

・多面的機能の維持・発揮
（国土保全機能、地域社会の維持発展等）

○ 農村社会の変化や新たな農政を踏まえた適切な「産業政策」と「地域政策」を車の両輪として推進することにより、
農業の持続的発展が図られ、食料自給率の向上や国土保全機能等の維持・発揮、更には国土の大宗を占める農
山村の地域社会の維持・発展を確保。

農村社会の展望

・施設更新の時代を踏まえた
長寿命化対策の徹底

・ハード･ソフト施策を組み合わせた
防災・減災対策の推進

水利施設の老朽化 自然災害の増加
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○ 農村振興において「産業政策」と｢地域政策」は車の両輪。ただし､地域特性により､取組むべき施策の方向性や価値の
置き方に相違｡

○ こうした地域特性に応じた施策の方向性や老朽化への対応、災害への対応力強化を踏まえ、農業農村整備として取り
組むべき課題を検討。

農業・農村の魅力を活かした地域社会の活性化
（都市農村交流/福祉・教育・観光との連携等）

地域コミュニティの維持・強化

低コスト化と経営規模拡大を
目指した生産基盤

特色ある営農展開や作業環境の
改善を目指した生産基盤

農地集積の促進と生産基盤の更なる機能向上

農政改革を踏まえた地域の農業構造や営農戦略等への対応
（担い手への営農集中/水需要変化への的確な対応/排水・汎用化の推進/畑かんの推進等）

集落構造の再構築
（農地集積を踏まえた少数の担い手と多数の

土地持ち非農家等の新たな役割の構築）

収益性向上や
競争力強化を

目指した
産業政策

地域社会の

維持・活性化
を目指した
地域政策

農業水利施設等の持続的な保全・管理
（長寿命化対策等）

防災・減災力の強化

農村社会の変化
への対応

施設の老朽化や
災害への対応

農
業
農
村
整
備
の
実
施
や
制
度
面
に
お
け
る
対
応

担い手への営農集中が進む中
での集落機能の維持

過疎化が進む中での集落機能
の維持、生産条件不利の補正

地域資源の保全・活用
（農地・水路・農道/生物多様性/再エネ）

集落営農体制の確立・強化

担い手の育成・強化

大規模経営化

６次産業化の推進
経営・販売の拡大 地域づくり、雇用の創出

経営の多角化・複合化

法人化・異業種連携
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農業水利施設の長寿命化 防災・減災力の強化

農村社会の変化
への対応

施設の老朽化や
災害への対応

○産業政策と地域政策を展開していく上で基礎となる社会資本
⇒農地・農村の可能性を発揮・向上させる役割を有し、これを 大限活かしていくのが産業政策、地域政策

○ストックとして次世代に引き継がれる社会資本
⇒ストックを適切かつ効率的に維持（=長寿命化）し、質を高めていくことが重要

社 会 基 盤 の 整 備

【社会基盤の位置付け】

人的資本

（担い手、地域コミュニティ）

自然資本

（水環境、生態系）

社会資本

（農業水利施設、農地）

制度資本

農村インフラの保全・再編
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平 地 中山間

産業政策

地域政策



467千ha
（31.0％）

878千ha
（58.2％）

163千ha （10.8％）

478千ha
（48.4％）

464千ha
（47.0％）

中山間
988千ha （39.6%）

平地
1,508千ha （60.4％）

46千ha（4.6％）

水田面積の農地整備状況による区分

（参考）
大区画化の効果

○労働時間の短縮

○経営規模の拡大

大区画整備済み面積
209千ha（8.4％）

未整備
945千ha（37.9％）

区画整備済み面積
1,342千ha（53.8％）

・１ha程度以上の区画整備済
水田面積

・30a程度以上の区画整備済
水田面積

資料：農業基盤情報基礎調査（22.3）、
平成22年耕地及び作付面積統計

耕地面積（田）
2,496千ha 

100.0％ 100.0％
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認定農業者がいる販売
農家の経営耕地面積

1,549千ha（33.7％）

その他
2,797千ha（60.9％）

経営耕地面積の経営体制の区分

一戸一法人以外の
法人経営耕地面積
247千ha（5.4％）

用 語
・「認定農業者」

農業経営基盤強化促進法（昭和55年法律第65号）の規定に

基づき、都道府県の作成した基本方針、市町村の農業経営
基盤強化のための基本構想に基づく「農業経営改善計画」を
市町村に提出し、認定を受けた農業者

・「販売農家」
経営耕地面積が30a以上又は調査期日前1年間における農

産物販売金額が50万円以上の農家

・「一戸一法人」
販売農家のうち、法人化しているもの

中山間
1,914千ha （41.7%）

平地
2,678千ha （58.3％）

耕地面積（田・畑）
4,593千ha 

1,537千ha
（57.5％）

1,005千ha （37.5％）

1,258千ha
（66.7％）

544千ha
（28.4％）

112千ha（5.9％）

135千ha（5.0％）

資料：2010年世界農林業センサス（組み替え集計）、耕地及び作付面積統計を基に作成

注１：平地の数値は、農業地域類型区分（H20.6改定
の定義）における都市的地域と平地農業地域の
数字を足し合わせたもの

注２：「担い手」には他に、市町村基本構想の水準到
達者、特定農業団体、一括管理・運営する集落
営農等が含まれるが、これらについて、農業地域
類型による区分が困難なため左記の図では掲載
していない。

100.0％ 100.0％
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