
２．農村の多様な地域資源

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、農地や農業⽤⽔のほか、美し
い農村景観、豊かな⽣態系、農村固有の伝統⽂化等都
市と異なる多種多様な有形無形の地域資源を有してい
る。

このような地域資源を適切に保全管理しながら、同
時に持続可能な形で最⼤限活⽤することにより、農村
の魅⼒が増⼤するとともに、地域における資源循環や
経済循環が活発になることが期待される。
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█ 農村が有する地域資源のイメージ



第３章 農業・農村を取り巻く政府の動向
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１．経済財政運営と改⾰の基本⽅針（⾻太の⽅針）

「経営財政運営と改⾰の基本⽅針2018（⾻太の⽅
針）」では、インフラの維持管理・更新等の社会的課
題解決に資する研究開発を推進している。また、第４
次産業⾰命の社会実装により、⼈⼝減少・⾼齢化など
の社会的課題を解決するSociety 5.0を実現すること
としている。

農業分野においては、スマート農業の実現などによ
り、競争⼒強化を更に加速させることとし、農業農村
整備事業については、「ほ場整備事業と機構との連携
円滑化により、農地の整備と集積・集約化を推進する
とともに、⼟地改良事業による農地の⼤区画化や汎⽤
化・畑地化、中⼭間地域の収益⼒を強化する」として
いる。

また、公的ストックの適正化について、「建設現場
の⽣産性を2025年度までに２割向上を⽬指し、（中
略）ロボット、AI 等の先進技術の実装を進める。こ
うした新技術の活⽤により、公共事業のコストを削減
する」としている。
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█ 経済財政運営と改⾰の基本⽅針2018（平成30年６⽉15⽇閣議決定）
（抜粋）

第２章 ⼒強い経済成⻑の実現に向けた重点的な取組
２．⽣産性⾰命の実現と拡⼤
（１）基本的な考え⽅

第４次産業⾰命の社会実装により、⽇本の強みを最⼤活⽤して、誰も
が活躍でき、様々な⼈⼝減少・⾼齢化、エネルギー・環境制約などの
社会課題を解決できる、⽇本ならではの持続可能でインクルーシブな経
済社会システムであるSociety 5.0を実現する。

５．重要課題への取組
（４）分野別の対応

①農林⽔産新時代の構築
①農林⽔産新時代の構築
（中略）ＡＩ・ＩｏＴ等を活⽤したスマート農業の実現などにより競争
⼒強化を更に加速させる。農地中間管理機構中⼼の集積体制を確⽴しつ
つ、ほ場整備事業と機構との連携円滑化により、農地の整備と集積・集
約化を推進するとともに、⼟地改良事業による農地の⼤区画化や汎⽤
化・畑地化、中⼭間地域の収益⼒を強化する。（略）

第３章 「経済・財政⼀体改⾰」の推進
４．主要分野ごとの計画の基本⽅針と重要課題
（２）社会資本整備等
（公的ストックの適正化）

建設現場の⽣産性を2025年度までに２割向上を⽬指し、i-Construction 
を推進するとともに、官⺠研究開発投資拡⼤プログラム等を活⽤しつつ、
インフラデータプラットフォームの構築やデータのオープン化、デジタル
データ化の徹底、⼤学や企業等と連携したオープンイノベーション による
ロボット、ＡＩ 等の先進技術の実装を進める。こうした新技術の活⽤によ
り、公共事業のコストを削減する。



第２ 具体的施策
Ⅰ．「Society 5.0」の実現に向けて今後取り組む重点分野と、変⾰の牽

引⼒となる「フラッグシップ・プロジェクト」等
[４]「地域」「コミュニティ」「中⼩企業」が変わる
１．農林⽔産業全体にわたる改⾰とスマート農林⽔産業の実現
（３）新たに講ずべき具体的施策

ⅰ）農業改⾰の加速
①⽣産現場の強化
イ）農地中間管理機構（以下「機構」という。）の機能強化等
・⼟地改良事業については、コスト低減を図りつつ、農地の⼤区画化

や汎⽤化・畑地化等の実施を強化する。また、ほ場整備事業と機構
との連携により、農業者の負担軽減を図りつつ、担い⼿が使いやす
い農地の整備と集積・集約化を併せて推進する。

③データと先端技術のフル活⽤による世界トップレベルの「スマート
農業」の実現

イ）先端技術の実装
・国、研究機関、⺠間企業、農業者の活⼒を結集し、現場ニーズを踏

まえながら、バリューチェーン全体を視野に、オープンイノベー
ション、産学連携等を進め、AI、IoT、センシング技術、ロボット、
ドローンなどの先端技術の研究開発から、モデル農場における体系
的な⼀気通貫の技術実証、速やかな現場への普及までを総合的に推
進する。

・具体的には、以下のような取組を⼯程表を定めて推進する。
－遠隔監視による農機の無⼈⾛⾏システムの平成32年までの実現
－ドローンとセンシング技術やAIの組み合わせによる農薬散布、施

肥等の最適化
－⾃動⾛⾏農機等の導⼊・利⽤に対応した⼟地改良事業の推進
－農業⽤⽔利⽤の効率化に向けたICT技術の活⽤
－スマートフォン等を⽤いた栽培・飼養管理システムの導⼊
－農業データ連携基盤を介した、農業者間での⽣育データの共有や

きめ細かな気象データの活⽤等による⽣産性の向上
－農業データ連携基盤の将来の展開を⾒据えた、農業者・⾷による

マーケティング情報、⽣育情報の共有等を通じた⽣産・出荷
計画の最適化

未来投資戦略2018では、農業の⼈⼿不⾜への対応
や⽣産性の向上を進めるために、「2025年までにほ
ぼすべての担い⼿がデータを駆使した⾰新的農業を実
践」というKPIを掲げ、スマート農業を推進すること
としている。

農業農村整備に関わる具体的な取組としては、⾃動
⾛⾏農機等の導⼊・利⽤に対応した⼟地改良事業の推
進、農業⽤⽔利⽤の効率化に向けたICT技術の活⽤等
が挙げられている。

２．未来投資戦略2018
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█ 未来投資戦略2018（平成30年６⽉15⽇閣議決定）抜粋



第２ 具体的施策
Ⅰ．「Society 5.0」の実現に向けて今後取り組む重点分野と、変⾰の牽

引⼒となる「フラッグシップ・プロジェクト」等
[３] 「⾏政」「インフラ」が変わる
２．次世代インフラ・メンテナンス・システムの構築等インフラ管理の⾼

度化
（３）新たに講ずべき具体的施策

ⅰ）インフラの整備・維持管理の⽣産性向上
・建設プロセスにICTの全⾯的な活⽤等を推進するi-Constructionの深

化に向け、来年度までに橋梁・トンネル・ダム⼯事や維持管理、建
築分野を含む全てのプロセスに対象を拡⼤する。本年度において、
中⼩事業者や⾃治体への適⽤拡⼤を進めるため、受注者への３次元
施⼯データ提供など発注者側によるサポート体制の充実等を⾏う。
また、多様な発注者間の連携や国際標準化推進の取組との連携を強
化する。

・インフラに関わる管理台帳、⼯事記録、点検データ、センサーデー
タ、基盤地図情報、地盤情報等を共通中間データに変換して集約・
共有可能とするインフラ・データプラットフォームの構築に本年度
から着⼿し、劣化予測やライフサイクルコスト分析などのアセット
マネジメント、施⼯管理の⾼度化に活⽤する。

・建設プロセス全体を３次元データでつなぐため、クラウド化に向け
たシステムを来年度中に構築し、測量・設計・施⼯・維持管理段階
の効率化や、受発注者双⽅の監督・検査業務の合理化を進める。

未来投資戦略2018では、さらに、インフラ管理に
ついても、「インフラの整備・維持管理の⽣産性の向
上」として、建設プロセスにおけるICTの活⽤、イン
フラに関わるデータプラットフォームの構築などイン
フラ管理の⾼度化に向けた施策を推進することとして
いる。

２．未来投資戦略2018
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█ 未来投資戦略2018（平成30年６⽉15⽇閣議決定）抜粋



第１章 基本的な考え⽅
近年の豪⾬、⾼潮、暴⾵・波浪、地震、豪雪など、気候変動の影響等によ

る気象の急激な変化や⾃然災害の頻発化・激甚化に我が国はさらされている。
このような⾃然災害に事前から備え、国⺠の⽣命・財産を守る防災・減災、
国⼟強靱化は、⼀層重要性が増しており、喫緊の課題となっている。
（中略）

「重要インフラの緊急点検の結果及び対応⽅策」（中略）を踏まえ、（中
略）特に緊急に実施すべきハード・ソフト対策について、３年間で集中的に
実施することとし、本対策を取りまとめた。

本対策は、「国⼟強靱化基本計画」（平成26 年６⽉３⽇閣議決定、平成
30 年12 ⽉14 ⽇改訂）に基づき、（中略）３年間の達成⽬標を設定した上
で取り組むこととする。

はじめに
（中略）

本計画における取組はおおむね計画どおりに進捗したと評価できる⼀⽅、
⼤規模地震の発⽣確率の増加、異常気象の頻発・激甚化等を踏まえれば、我
が国において国⼟強靱化の取組は引き続き喫緊の課題である。

近年の災害から得られた貴重な教訓や社会経済情勢の変化等を踏まえて、
ここに本計画を⾒直し、その歩みの加速化・深化を図ることとする。

また、南海トラフ地震、⾸都直下地震等によって国家的危機が実際に発⽣
した際に我が国が⼗分な強靱性を発揮できるよう、本計画を基本として国の
他の計画等関係する国の計画等の必要な⾒直しを進めることにより国⼟強靱
化に関する施策を策定・推進し、政府⼀丸となって強靱な国づくりを計画的
に進めていくこととする。

３．国⼟強靱化基本計画
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（１）国⼟強靱化基本計画の⾒直し
「国⼟強靱化基本計画（平成26年６⽉）」の策定か

ら約５年が経ち、近年の災害から得られた教訓や社会
経済情勢の変化等を踏まえ、同計画の加速化・深化を
図ることとし、昨年、同計画の⾒直しが⾏われた（平
成30年12⽉閣議決定）。

（２）防災・減災、国⼟強靱化のための３か年
緊急対策

⾃然災害に備え、国⺠の⽣命・財産を守る防災・減
災、国⼟強靱化の取組の重要性が⼀層増しており、喫
緊の課題となっている。重要インフラの緊急点検の結
果等を踏まえ、特に緊急に実施すべき施策について、
達成⽬標、実施内容、事業費等を明記した「防災・減
災、国⼟強靱化のための３か年緊急対策」が昨年12⽉
に閣議決定された。

農林⽔産省においては、農業⽔利施設、ため池、治
⼭、流⽊対策、森林、漁港、海岸保全施設、卸売市
場、畜産関係施設、農業⽤ハウスを同緊急対策の対象
施設としている。

█ 国⼟強靱化基本計画（平成26 年６⽉３⽇閣議決定、平成30 年12 
⽉14 ⽇変更）抜粋

█ 防災・減災、国⼟強靱化のための３か年緊急対策（平成30年12⽉
14⽇閣議決定）抜粋
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（１）国⼟形成計画
「国⼟形成計画」が掲げる「コンパクト＋ネット

ワーク」では、⼈⼝減少・⾼齢化が進む中、2050年
の国⼟のグランドデザインを⾒据え、特に地⽅都市に
おいて、地域の活⼒を維持するとともに、医療・福
祉・商業等の⽣活機能を確保し、⾼齢者が安⼼して暮
らせるよう、地域公共交通と連携して、コンパクトな
まちづくりを進めることとしている。

（２）国⼟利⽤計画
「国⼟利⽤計画」では、我が国の国⼟利⽤について

利⽤区分ごとの規模の⽬標を定めている。同計画で
は、森林が国⼟の約66％を占めており、次いで、農地
が約12％を占めている。同計画の農地の利⽤⽅向とし
て、優良農地の確保、多⾯的機能の維持・発揮等、農
地の集積・集約、市街化区域内の農地の計画的な保全
と利⽤を位置付けている。

国⼟交通省「国⼟のグランドデザイン2050参考資料」より引⽤

█ 「コンパクト＋ネットワーク」のイメージ

█ 国⼟利⽤計画における利⽤区分ごとの⾯積の⽬標値

国⼟交通省「第５次国⼟利⽤計画」より抜粋

４．国⼟形成計画、国⼟利⽤計画



５．SDGs（持続可能な開発⽬標）

SDGs（持続可能な開発⽬標）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の実現の
ため、2030年を年限とする17の国際⽬標（その下に、
169のターゲット、232の指標が決められている）を
掲げたものであり、2015年9⽉の国連サミットで全会
⼀致で採択された。

SDGsが掲げる17の⽬標及び169のターゲットは、
統合され不可分のものであり、持続可能な開発の三側
⾯（社会・経済・環境）を調和させるものであるとし
ている。
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█ 17の国際⽬標

３ ビジョンと優先課題
（１）ビジョン

（中略）
我が国は、このような持続可能な経済・社会づくりに向けた先駆者、いわ

ば課題解決先進国として、ＳＤＧｓの実施に向けた模範を国際社会に⽰すよ
うな実績を積み重ねてきている。今後のＳＤＧｓ実施の段階においても、世
界のロールモデルとなることを⽬指し、国内実施、国際協⼒の両⾯におい
て、世界を、誰⼀⼈取り残されることのない持続可能なものに変⾰するため
の取組を進めていくことを⽬指す。

以上を踏まえ、「持続可能で強靱、そして誰⼀⼈取り残さない、経済、社
会、環境の統合的向上が実現された未来への先駆者を⽬指す」ことを、本実
施指針のビジョンとする。

█ 我が国の持続可能な開発⽬標（SDGｓ）実施指針抜粋



６．気候変動への対応

気候変動の影響は、気温上昇や海⾯上昇、降⽔パ
ターンの変化による洪⽔や森林⽕災、⼲ばつの増加、
海洋の酸性化など、世界中様々なところに現れており、
気候変動対策は、国際社会において⼀刻を争う重要課
題となっている。

このような中、2015年12⽉に採択されたパリ協定
では、2050年までに温室効果ガスの排出を80％削減
するという⽬標が掲げられている。
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█ 予測シナリオ別の平均地上気温変化のイメージ

█ 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

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

出典：IPCC第５次評価報告書
政策決定者向け要約

※RCP（代表的濃度経路）
温室効果ガス等の排出量と

濃度の時系列データを含むシ
ナリオ
・RCP2.6：

厳しい緩和シナリオ
・RCP4.5、RCP6.0：

中間的シナリオ
・RCP8.5：

⾮常に⾼い温室効果ガス
排出となるシナリオ
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第４章 ⽬指すべき農業・農村の姿
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国⺠に⾷料を安定供給し、農業が有する多⾯的機能
を発揮させるためには、農業を持続的に発展させる必
要がある。

農家数の減少、農家の⾼齢化がますます進⾏してい
くことが⾒込まれる中で、農業を持続的に発展させる
ためには、平地や中⼭間地などそれぞれの地域特性を
活かしながら、農業を成⻑産業化し、ジビエや農泊等
を含む６次産業化を推進し、農業・農村の所得向上を
実現する必要があると考えられる。

併せて、農家の減少、⾼齢化、農業の⼤規模化等が
進む中で農業を安定的に⾏うために、農地・農業⽤⽔
の維持管理を適切に⾏う必要がある。

１．⼈⼝減少下で持続的に発展する農業
█ ⼈⼝減少下で持続的に発展する農業のイメージ

⾷料の安定供給の
確保

多⾯的機能の
⼗分な発揮

農業の持続的な
発展

農業・農村の所得増⼤

⼈⼝減少化における
・農業の成⻑産業化
・６次産業化の推進
・農地・農業⽤⽔の適切な管理



安全で⽂化的な住みやすい農村環境の整備
多様な主体が農村に住み続けるには、安全・安⼼で教育、医療等へのアクセ

スが良好で、⽂化的で利便性の⾼い⽣活を確保する必要。このため、農村の防
災・減災対策、⽣活環境整備等を推進し、安全で⽂化的な住みやすい農村環境
を整備する。 34

２．多様な主体が住み続けられる農村

農業を持続的に発展させるには、平地や中⼭間地な
どそれぞれの地域特性を活かした農業が展開し、農家、
⾮農家を問わず多様な主体が住み続けられるような、
強くしなやかなで魅⼒ある農村を構築し、振興するこ
とが必要である。

このような農村を構築・振興するには、農業農村整
備を核とし、開かれた農村協働⼒を発揮させ、地域内
外の多様な主体が参画・協働して地域振興施策を推進
することにより、農村に住むための基礎的な条件整備
（「農村住⺠の雇⽤確保、所得増⼤」、「安全で⽂化
的な住みやすい農村環境の整備」）と農村に住みたく
なる条件整備（「地域資源を活⽤した魅⼒ある農村の
創造」）を併せて推進していく必要がある。

また、こうした農村を振興することが持続的で強靭
な国⼟の形成に寄与するものと考えられる。

█多様な主体が住み続けられる農村のイメージ

地域資源を活⽤し
た魅⼒ある農村

の創造

安全で⽂化的な
住みやすい

農村環境の整備

農村住⺠の
雇⽤確保、所得増⼤

農村に住みたくなる
条件整備

農村に住むための
基礎的条件整備

農村住⺠の雇⽤確保、所得増⼤
多様な主体が農村に住み続けるには、農業の担い⼿以外の農村住⺠にも雇⽤

と所得を確保することが必要。このため、スマート農業を積極的に導⼊し、農
村の基幹産業である農業の成⻑産業化を図るとともに、６次産業化の取組を積
極的に⽀援し、農業・農村の所得を増⼤する。

地域資源を活⽤した魅⼒ある農村の創造
農村は、都市と異なる固有で様々な有形無形の地域資源（農産物、⽣物多様

性、農村景観、伝統⽂化等）を有している。その地域資源を適切に保全しつつ、
持続可能な形で最⼤限活⽤する取組を⽀援する。そして、農村に住み続けたく
なる、住みたくなるような農村の魅⼒を顕在化し、農村内外に発信する。



第５章 新しい時代が到来する中での農業農村整備の
基本的な考え⽅
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⼈⼝減少、⾼齢化が進⾏し、災害が頻発化、激甚化
することが今後さらに⾒込まれる中、国⺠に⾷料を安
定供給し、農業が有する多⾯的機能を発揮させるに
は、農業、そして農業を⾏う場である農村の持続性と
強靱性を強化することが重要である。

農業・農村の持続性、強靭性を強化するには、⾃然
環境、景観、伝統⽂化等農村が有する多様な地域資源
を保全・活⽤しつつ、農村の基幹産業である農業の成
⻑産業化を図り、ジビエや農泊等を含む６次産業化の
取組を推進し、農業・農村の所得向上を実現すること
が必要である。

１．⼈⼝減少下における農業・農村の持続性と強靱性の強化
█ 事例 基盤整備を契機とした新たな産地創出に向けた取組（島根県

出雲市）
 あかつきファーム今在家

 64.5ha の⼤区画ほ場におい
て、⼀集落⼀農場・全員参加
⽅式の集落営農を推進。平成
15年に法⼈化。

 ⽔稲作業の省⼒化によって⽣
じた余剰労働⼒を活⽤し、野
菜⽣産のほか、ぶどう栽培に
よる観光農園や、⼤⾖加⼯品
の⽣産販売に取り組む。



ほ場の状況を確認し
て配⽔できる

適正な配⽔による
⽤⽔や電気代の節
約

ICTを活⽤してほ場の⽔
需要を確認

ICTを活⽤して配⽔状
況を確認

スマホで⽔が来てるかどうか分
かるし、給⽔栓も開けられる

⾃動給⽔栓
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ICTやAI、ロボット等の新技術の進展が著しい。農
業分野では「データと先端技術のフル活⽤による世界
トップレベルの『スマート農業の実現』」が求められ
ており、農業農村整備においても新技術の現場適⽤性
や経済性を考慮しつつ、研究開発や社会実装を積極的
に推進していく必要がある。

なお、新技術の研究開発や社会実装においては、
ハードウェアの開発とソフトウェアの開発をともに進
めていく必要があることに留意する。

例えば、⽔⽥におけるICTを活⽤した⽔管理におい
ては、⽔⽥に⾃動給⽔栓やセンサー（ハードウェア）
を設置すれば済むものではなく、取⽔施設から末端ほ
場までの安定的な配⽔を確保するための最適な取⽔操
作⽅法（ソフトウェア）の確⽴が必要である。

２．Society5.0の実現に向けた新技術の導⼊
█ 新技術導⼊に対応した農業農村整備の事例

 ⾃動⾛⾏農機等の導⼊に対
応するほ場の⼤区画化等を
実施。

 ほ場の進⼊路、農道の構造
等に加え、電源設備や
RTK-GPS基地局等の整備
に関する検討を実施。

⼤区画化を⾏い、⾃動⾛⾏農機を導⼊

整備前 整備後

隣接するほ場への移動が容易な農道

 ⾃動⾛⾏農機等に対応した農地整備

 ICTを活⽤した⽔管理
 ほ場の⽤⽔需要が把握でき

ないまま配⽔しており、⽤
⽔や電気代にムダが発⽣。
また、⽔路やほ場の配⽔状
況の⾒回りに多⼤な労⼒。

 このため、ICTを活⽤した
⽤⽔配分システムを開発し、
開発した技術を国営地区等
に横展開。

 情報ネットワーク環境の整備
 情報ネットワーク環境を活

⽤したスマート農業を展
開。

 農村におけるICTを活⽤し
た定住条件の強化に向けた
取組においても活⽤。

 この情報ネットワーク環境
整備の推進について総務省
と連携して検討
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農業農村整備は、農地の⼤区画化による営農コスト
の⼤幅削減、⽔⽥の汎⽤化や農業⽤⽔の⾼度利⽤等に
よる⾼収益作物の導⼊等を実現するとともに、農地の
集積・集約化を進め、地域の農業構造を⼤きく改善す
るものであり、農業・農村の所得増⼤に⼤きく貢献す
る。このように、農業農村整備は「農村活性化の最⼤
のツール」である。

農村を振興する際には、このような農業農村整備を
核としつつ、併せて地域内外の多様な主体と協働で、
ジビエや農泊等の６次産業化の取組や定住対策等の地
域振興施策を推進することが効果的である。

３．地域振興施策との連携
█ 地域振興施策と連携した農業農村整備のイメージ

○農泊○ジビエ

○農福連携○６次産業化

○農地整備

＜地域振興施策＞

＜農業農村整備＞

農
村
振
興

Etc.

Etc.

Etc.

○かんがい排⽔
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（１）「開かれた」農村協働⼒
農業・農村の構造変化により、農村協働⼒の低下や

その発現の場の減少が⾒られるようになり、今後、そ
れがさらに進⾏することが⾒込まれることから、時代
の変化に応じた農村協働⼒の深化を積極的に図ること
が重要である。

具体的には農業・農村の構造変化を踏まえ「地縁的
な」農村協働⼒の充実を図るとともに、集落を越えた
地域や⾏政、関係⼈⼝を含む都市住⺠との社会的関係
を導⼊した「開かれた」農村協働⼒の拡⼤を図ること
が必要である。また、農村協働⼒の発揮に不可⽋とな
る多様な主体が農村に住み続けるために、担い⼿に農
地を集積する⼀⽅、担い⼿以外の者が農業に関わり続
けられる仕組みを作ることが必要であると考えられ
る。

４．多様な主体の参画・協働の促進
█ 「開かれた」農村協働⼒イメージ

█ 「開かれた」農村協働⼒の醸成のイメージ

農村協働⼒：農村におけるソーシャル・キャピタルに相当するもの。アメリカの政
治学者ロバート・パットナムによれば、ソーシャル・キャピタルとは、⼈々の協調
⾏動を活発にすることによって、社会の効率性を⾼めることのできる、「信頼」
「規範」「ネットワーク」といった社会的仕組みの特徴と定義される。

既存の集落
既存の信頼関係 新たな社会的関係の導入

地域
住民

行政
都市
住民

農家間 開かれた
農村協働力

の醸成
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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する「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
チングす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
フォームも依然として有効であり、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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