
○ 多様な地域特性を踏まえた農業・農村の自立的発展を図るには、関係者が具体的なイメージを共有しながら
建設的・戦略的に取り組むことができるよう地域自らが考える手がかりを一枚でも多く提供することが有効。

○ このため、新たな土地改良長期計画の策定に併せて各種施策の組合せによる農村振興モデルを例示し、地域
の潜在力を活かした持続可能な農業・農村の振興を支援することとする。

○ その際、地域の実態により精通した都道府県を通じ、既に農村地域で実現している先進的な取組事例を収集
しつつ、農村振興に向けた関係者の意識高揚や国と地方の連携強化を図る。

農村振興モデルの策定について（案）

実施施策

実施体制・道筋

取組概要
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 地域類型や営農類型といった特性に加え、産業政策・地域政策から⾒た取組のバランスを考慮
 ⼟地改良事業をベースとしつつ、６次産業化や多⾯的機能の発揮等に係る幅広い複数の施策を通じた取組を参考
 取組の実施体制（関係者の関わり⽅など）や地域農業の発展、地域活性化へ⾄る道筋を記載
 取組による農村地域の変化（農業経営、地域経済、農村社会の変化等）を可能な限り定量的に記載

基
本
方
針

農村地域の変化

【取組前】 【取組後】 【将来展望】

成功の秘訣

☑ 施策を契機として実現した取組

・農地集積、農業生産法人の設立、ブランド化、輸出、
６次産業化、集落営農法人の広域化、都市と農村の交流等
について記載

☑ 農業・農村の振興に向けて実施した
複数の施策と施策間の関連性

☑ 関係者の役割や取組に当たっての原
動力、調整経緯等

☑【取組前】取組の背景・課題
☑【取組後】取組による変化
☑【将来展望】今後の発展的な取組の方向性

☑ 農業・農村の振興の実現に至ったポイント

■農村振興モデルの内容

・土地改良事業やその他の実施施策や事業内容について、複
数記載

Ex ）Ａ施策の実施により、○○が図られＢ施策を効果的に実施

・どのような人々・機関がどのように関わったか、どのような課題
に対してどのように解決したか 等について記載

・取組実施前の地域農
業や地域社会の状況
等を可能な限り定量的
に記載

・高齢化・人口減少、農
家数、農地・水利施設
の状況等やそれらを踏
まえた、農村地域にお
ける課題等

・取組による農村地域
の変化（農業経営、地
域経済の発展、地域社
会の活性化等）につい
て、可能な限り定量的
に記載

・これまでの取組を踏ま
え、更なる農業・農村の
振興に向けた取組の展
開方向について記載

取組の成功要因について記載
・ニーズの把握（消費者とのコミュニケーション、市場調査、ＰＲ活動等）

・人的資源の活用（リーダー的人材の確保・育成、行政のサポート、地
域住民の参加意識の向上等）

・オリジナル性（商品の差別化等） 等



モデルのイメージ ※都道府県と一体となった事例収集により今後確定 凡例 :  水田作、 畑作・野菜作、 果樹、 酪農・畜産、 その他(地域政策主体)
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巨大区画化に合わせ、
農地の集積・集約を通じ
た100ha規模の大規模
経営

巨大区画化

ICT、パイプライン等を活
用した新たな水利システ
ムの構築による水管理
の省力化・水利用の高
度化を通じた収益性の
高い農業経営の実現

新たな水利システム

肥培かんがい施設の整
備による生産性の向上、
家畜糞尿処理の労力や
飼料費等の営農経費の
削減を通じた効率的な
畜産経営の展開

肥培かんがい

区画整理や農道、土層
改良等による大型機械
の導入の実現、飼料作
物生産や配合飼料製造
の作業の外部委託によ
る経営規模の拡大

TMR・コントラクター

ほ場整備等の実施によ
る経営規模の拡大と汎
用化を通じた耕地利用
率の向上と大豆・麦・飼
料用米の収量の高位安
定化

汎用化・規模拡大

ほ場整備等の実施によ
る農地集積と園芸メガ団
地の整備による次世代
施設園芸の展開

施設園芸メガ団地
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畑地かんがい等を契機
として自治体等と連携し、
施設野菜のブランド化
への取組

ブランド化

畑地かんがい、農道、排
水改良、区画整理により、
高品質・高付加価値化を
推進し、輸出による販路
拡大の実現

輸出

農地等の湛水被害の防
止・軽減による高収益作
物等の栽培等の施設園
芸の発展

施設園芸化

基盤整備を契機として
設立した法人に農地を
集積の上、米生産を一
括委託しつつ、これによ
り余剰労働力を高収益
作物の生産に集中

経営資源の再編・合理化

再生可能エネルギーの
導入を契機とした地域活
性化への取組

再生可能エネルギー

共同活動範囲の広域化
を通じ、環境保全や防
災減災等の取組を拡大

共同活動の広域化

移住者や地域外居住者
を含む多様な主体の参
画による地域コミュニ
ティの活性化と、都市と
農村の交流等の地域振
興の取組

田園回帰

多面的機能支払を契機
とした、地域の新たな取
組（6次産業化や地域産
品のブランド化など）を
展開

多角的な展開

都市住民との連携によ
る地域資源の価値創出
に向けた活動（企業や大
学との連携による活動に
向けた農地廻りの環境
整備の重要性）

都市住民連携

ため池整備を契機とした
地域コミュニティの活性
化と都市と農村の交流
等の地域振興の取組

ため池の活用

子供の農業体験や農家
での宿泊体験を推進し、
子供の「生きる力」を育
むとともに、地域活性化
を図る取組

教育との連携

生活サービスの機能や、
加工・販売施設などを基
幹集落へ機能集約した
「小さな拠点」と周辺集落
とのネットワークの形成
の推進

集落拠点形成

ため池整備を契機とした
農村と漁村の交流

里山里海の活性化

都市住民や大学、企業
等との連携による地域
資源管理活動や地域コ
ミュニティ活性化への取
組

産学官民連携

人口減少社会において
各主体の役割分担によ
り農地資源の管理体制
を確立する取組（「通い
耕作」による地域外主体
を含む）

広域の地域資源管理

共同活動組織の体制強
化（農村協働力の深化）
を通じた多様な取組の
展開 （社会的企業を含
む）

共同活動組織の体制強化

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
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・
地
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化
等

ほ場整備等の実施によ
る飼料用米等の国産飼
料作物の生産を通じた
ブランド化や輸出への取
組

ブランド牛の輸出

基盤整備と農地中間管
理機構との連携による
担い手への農地集積

農地中間管理機構

食と農を活用した魅力あ
る観光地域づくりや都市
住民・訪日外国人旅行
者等との交流促進への
取組

農観連携

高齢者の健康や生きが
いの向上、障害者や生
活困窮者の自立を支援
するための福祉農園の
拡大、定着に向けた取組

福祉との連携

酪農と貴重な湿原の共
生を支える基盤づくり（自
然再生事業、観光交流、
企業連携）

観光・企業連携

基盤整備を契機として
設立した法人への農地
集積と高付加価値農業
や６次産業化の展開

法人化・６次産業化

畑地かんがい、農道、排
水改良による新規作物
の導入を通じたブランド
化、加工・業務用野菜の
栽培拡大への取組

加工業務用野菜

畑地かんがい等の基盤
整備による高収益作物
の生産拡大と農産物の
加工・販売等の６次産業
化の展開

６次産業化

集落営農の広域化によ
る作業の効率化と担い
手の確保、新たな作物
の導入や加工・直売等
経営の多角化

集落営農の広域化

畑地かんがい、区画整
理等による直売所、加工
施設、農家レストラン等
の６次産業化、観光農園
開設の取組

観光農園・６次産業化

基盤整備を契機としてブ
ランド米の輸出の取組
や酒米を作付けし地域
の酒造業者と連携した
輸出への取組

輸出

担い手不在の地域にお
ける企業誘致の取組と
基盤整備事業等の組合
せによる地域資源の維
持と地域農業の発展

企業誘致
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