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４．課題が⼭積する農村

（５）農業⽔利施設を巡る状況
農業⽔利施設は、戦後の⾼度経済成⻑期に整備され

たものが多く、⽼朽化が進⾏している。
施設の⽼朽化に伴い、突発事故の発⽣件数も増加し

ている。
また、施設を管理する⼟地改良区の総組合員数は、

農業者の⾼齢化等により減少傾向で推移しており、施
設の管理体制が脆弱化している。

17

█ 農業⽔利施設の⽼朽化の進⾏

█ 標準耐⽤年数超過状況

資料：農林⽔産省「農業基盤情報基礎調査
（H28.3時点）」を⽤いて試算

注：基幹的農業⽔利施設（受益⾯積100ha
以上の農業⽔利施設）の資産価値（再
建設費ベース）（H27.3時点）

資料：農林⽔産省「農業基盤情報基礎調査
（H28.3時点）」を⽤いて試算

注１：「基幹的農業⽔利施設」とは、農業⽤
⽤排⽔のための利⽤に供される施設で
あって、その受益⾯積が100ha以上のも
の。

注２：試算に⽤いた各施設の標準耐⽤年数
は、「⼟地改良事業の費⽤対効果分析
に必要な諸係数について」による標準
耐⽤年数を利⽤しており、概ね以下の
とおり。貯⽔池：80年、頭⾸⼯：50
年、⽔⾨：30年、機場：20年、⽔路：
40年 など

█ 突発事故件数
管⽔路破裂等の突発事故が多発化

資料：農村振興局整備部⽔資
源課施設保全管理室調
べ 施設の管理者(国、
都道府県、市町村、⼟
地改良区等)に対する聞
き取り調査

基幹的農業水利施設
施設区分

施設数・
延長

（H29.3）

（参考）

施設数・
延長

（H28.3）

うち耐用
年数超過

割合
うち耐用
年数超過

割合

基幹的施設（箇所） 7,556 3,950 52% 7,552 3,832 51%

貯水池 1,287 123 10% 1,286 124 10%

取水堰 1,943 666 34% 1,941 623 32%

用排水機場 2,942 2,172 74% 2,947 2,129 72%

水門等 1,103 786 71% 1,100 753 68%

管理設備 281 203 72% 278 203 73%

基幹的水路（ｋｍ） 50,927  19,794 39% 50,770  18,825 37%



４．課題が⼭積する農村

（６）頻発化・激甚化する⾃然災害
近年、集中豪⾬の発⽣が増加傾向にあり、湛⽔被害

等のリスクが⾼まっていて、農地や農地周辺の排⽔対
策の強化が求められている。

また、南海トラフ地震の被害想定エリアには全国の
基幹的農業⽔利施設の３割が存在しており、施設の耐
震対策等の防災・減災対策の必要性が⾼まっている。

18

█ １時間降⽔量50mm以上の降⾬の年間発⽣回数

█ 30年間で震度６以上の
地震が発⽣する確率

█ 南海トラフ地震の被害想定エリア
内の基幹的⽔利施設数

資料：気象庁

資料：地震調査研究推進本部

■ 南海トラフ巨大地震の被害想定範囲内の基幹的水利施設
■ それ以外のエリアの基幹的水利施設

点施設
（箇所）

線施設
（km）

再建設費
（兆円）

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全国 7,418か所

全国 18.6兆円

全国 50,746km

32.6％

27.5％

30.6％
■ 26％以上
■ ６％～26％未満
■ ３％～６％未満
■0.1％～３％未満
■0.1％未満



４．課題が⼭積する農村

（７）深刻化する⿃獣被害
野⽣⿃獣による農作物被害額は減少傾向にある。し

かしながら、⿃獣被害は営農意欲の減退、耕作放棄・
離農の増加、さらには森林の下層植⽣の消失等による
⼟壌流出、希少植物の⾷害、⾞両との衝突事故等の被
害ももたらしており、被害額として数字に表れる以上
に農業・農村に深刻な影響を与えている。

⼀⽅、近年、⿃獣被害対策を講じるだけでなく、野
⽣⿃獣の⾁を「ジビエ」として積極的に売り出し、農
村振興につなげる動きが活発化している。
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█ 野⽣⿃獣による農作物被害額の推移

█ イノシシとシカの捕獲頭数の推移
資料：農林⽔産省調べ

資料：環境省調べ
注：「その他」は、環境⼤⾂、都道府県知事、市町村⻑による⿃獣捕獲許可の中の「被害の防⽌」、

「第⼀種特定⿃獣保護計画に基づく⿃獣の保護（平成26年の法改正で創設）」、 「第⼆種特定⿃
獣管理計画に基づく⿃獣の数の調整（平成26年の法改正で創設）」、 「特定⿃獣保護管理計画に
基づく数の調整」及び「指定管理⿃獣捕獲等事業（平成26年の法改正で創設）」 である。



第２章 農業・農村の多様性
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１．農業・農村の多様性

（１）地形条件
関東地⽅以北は平地農業地域の割合が⾼く、近畿地

⽅以⻄は中間農業地域の割合が⾼い。また、中国地⽅
は中間農業地域と並んで⼭間農業地域の割合も⾼い。
このように、我が国の農業は、様々な地形条件のもと
で⾏われていることが分かる。
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█ 地形条件

北海道
1,050千ha 540千ha

関東
264千ha
北陸

155千ha
近畿

126千ha
東海

155千ha
中国

86千ha
四国

385千ha
九州

24千ha
沖縄

東北
663千ha

資料：農林⽔産省「2015年農林業センサス」

█ 気象条件
・都道府県別の降⽔量（平年値）

単
位：
mm

単位：mm 単位：℃

・都道府県別の気温（平年値）

資料：気象庁「2010年平年値」※昭和56年〜平成22年の値より

（２）気象条件
降⽔量（降雪量を含む平年値）は北陸や中国の⽇本

海側、九州南部等で多く、瀬⼾内海沿岸や北海道等で
少ない。また、気温（平年値）は北海道で最も低く、
南下するにしたがって⾼くなる。このように我が国の
気象条件は、地域によって⼤きく異なる。



１．農業・農村の多様性

（３）農産物
我が国では、地域ごとにそれぞれの地形条件、気候

条件、⽴地条件に適した営農が⾏われている。
全国の市町村別に農業産出額第１位の品⽬を⾒ると、

東北地⽅や北陸地⽅では農業産出額第１位の品⽬とし
て⽶が多い。また、北海道地⽅や九州地⽅は畜産、酪
農が多く、関東地⽅や四国地⽅は野菜が多い。

22資料：農林⽔産省「都道府県別農業産出額及び⽣産農業所得2016年」より作成

█ 農産物（市町村別農業産出額第１位の品⽬）



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（⾻太⽅針）

「経営財政運営と改⾰の基本⽅針2018（⾻太⽅
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

27

█ 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」が平成30
（2018）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
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