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はじめに 

 

近年、農業構造の変化により農業生産法人等大規模農家の台頭が目覚ましく、高収

益作物の導入、農作物の輸出等新しい農業も各地で展開されている。また、AI1や IoT2、

ロボット等新技術が著しく進展する中、政府が提唱するSociety5.03の実現に向けて、

農業分野において新技術を駆使したスマート農業4を推進することとしている。さらに、

田園回帰等農業・農村に対する国民の価値観も大きく変化している。 

 

一方、中山間地域をはじめとする農村は、それぞれ地域の特性を持ちつつも、急激

な人口減少、超高齢化、自然災害の激甚化・頻発化、鳥獣被害の深刻化等の課題が山

積している。 

 

このように農業・農村及びそれらを取り巻く環境が大きく変化している中で、農業

農村整備はこうした大きな情勢の変化に適切に対応していく必要がある。 

 

このため、農業農村振興整備部会では、国土強靱化や地域振興に関する有識者や実

践者との自由な意見交換等を含めて、大きく情勢が変化する中での目指すべき農業・

農村像及びその実現のために農業農村整備が果たすべき役割（農業農村整備の新たな

フロンティア）について審議を行ってきた。本資料はその成果を取りまとめたもので

ある。 

                                            
1 AI：Artificial Intelligence, 人工知能。 
2 IoT：Internet of Things,モノのインターネット、様々な「モノ（物）」がインターネットに接続され、情報交

換することにより相互に制御する仕組み。 
3 Society5.0：サイバー空間（仮想空間）とフィジカル空間（現実空間）を高度に融合させたシステムにより、経

済発展と社会的課題の解決を両立する、人間中心の社会（Society）。狩猟社会（Society 1.0）、農耕社会（Society2.0）、

工業社会（Society 3.0）、情報社会（Society 4.0）に続く、新たな社会を指すもので、第５期科学技術基本計画

において我が国が目指すべき未来社会の姿として初めて提唱された。 
4 スマート農業：ロボット技術や ICT を活用することにより超省力・高品質生産を実現する新たな農業。 
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第１章 新しい時代の到来 

１．新技術の著しい進展 

（１）Society5.0 

政府が提唱する Society 5.0 が実現する社会では、IoT で全ての人とモノがつ

ながり、様々な知識や情報がビッグデータとして共有され、AI により必要な情報

が必要な時に提供されるようになる。そして、ロボットや自動走行車などの技術

により、少子高齢化、地方の過疎化、貧富の格差といった現代社会が抱える課題

が克服されるとしている。我が国は、課題先進国として、これらの先端技術をあ

らゆる産業や社会生活に取り入れ、経済発展と社会的課題の解決を両立していく

新たな社会の実現を目指している。 

このような中、農業分野については、未来投資戦略 2018（平成 30 年６月閣議

決定）において、「2025 年までに農業の担い手のほぼすべてがデータを活用した

農業を実践」などの KPI を掲げ、地域の基幹産業である農業の生産性を抜本的に

高めていくこととしている。 

  

（２）スマート農業 

未来投資戦略 2018 においては、新たに講ずべき具体的施策として「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』」が掲げられ

ている。農業のあらゆる現場において、ICT5機器が幅広く導入され、栽培管理等

がセンサーデータとビッグデータ解析により最適化され、熟練者の作業ノウハウ

が AI により形式知化され、実作業がロボット技術等で無人化・省力化される。こ

うした現場をデータ共有によるバリューチェーン全体の最適化によって底上げす

る「スマート農業」を実現することとされている。 

一方、中山間地域等における除草や鳥獣被害等の課題解決に有効なスマート農

業技術の開発、実用化も求められている。 

 

（３）スマート農業技術の研究開発・実用化の状況 

大規模な水稲生産向けのスマート農業技術の一貫体系が概ね実現しつつある一

方、中山間地域の水稲や露地野菜、果樹向けのスマート農業技術は研究開発段階

のものが多い。 

このため、現場のニーズを踏まえた明確な研究目標の下、農業者、企業、研究

機関等がチームを組んで、現場実装を視野においた研究開発を行うことにより、

地域や品目に対応したスマート農業技術を農業者が導入可能な価格等で提供する

必要がある。 

 

（４）農業データ連携基盤（WAGRI） 

農業が抱える課題を解決し、農業の担い手がデータを使って生産性向上や経営

改善に挑戦できる環境を生み出すため、データ連携・共有・提供機能を有する農

業データ連携基盤（WAGRI）が構築され、令和元（2019）年度から本格運用されて

いる。 

                                            
5 ICT：Information and Communication Technology, 情報通信技術。 
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農林水産省は、農地の区画形状や用排水の整備状況をはじめとする農業関連デ

ータを WAGRI に提供しており、WAGRI によって、様々なデータを駆使した農業が

可能になることで、農業の生産性や品質の向上、農業者の戦略的な経営判断が実

現することが期待される。 

 

２．大規模農家の台頭、新しい農業の展開 

（１）グローバリゼーションの進行 

TPP11 協定6、日 EU・EPA が発効し、農林水産品の輸出重点品目のほぼ全てで輸

出先国の関税が撤廃される中、高品質な我が国農林水産物の一層の輸出拡大、輸

出阻害要因の解消、６次産業化7・地産地消による地域の収益力強化等により、強

い農林水産業を構築することが求められている。 

こうした中、「総合的な TPP 等関連政策大綱」（平成 29年 11 月 TPP 等総合対策

本部決定）に基づき、次世代を担う経営感覚に優れた担い手の育成や水田、畑作、

野菜、果樹等の産地や担い手が地域の強みを活かしたイノベーションを起こすこ

とを支援し、農業の国際競争力の強化を図ることが喫緊の課題となっている。 

 

（２）担い手への農地の利用集積 

農業の生産性を高め、競争力を強化していくためには、担い手への農地集積・

集約化をさらに加速し、生産コストを削減していく必要がある。 

現在の我が国の農業構造を見ると、農地中間管理機構の導入（平成 26（2014）

年度）以降、担い手への農地流動化が進展しているものの、担い手の利用面積は

農地全体の 55.2％（平成 29（2017）年度）に留まっている。 

未来投資戦略 2018 では、2023 年までに全農地面積の８割が担い手によって利

用されるという KPI（重要業績評価指標）が掲げられており、KPI の達成に向け、

担い手への農地集積・集約化の更なる加速化が求められている。 

 

（３）大規模農家の台頭 

基幹的農業従事者の減少・高齢化が進行する中、大規模経営体の数は増加して

いる。大規模経営体の数の増加に伴い、農地集積・集約化の進展から農地面積全

体に占める大規模経営体の農地利用面積の割合も上昇している。10 年前と比較す

ると 20ha 以上の農地を経営する経営体の数が大きく増加しており、大規模農家の

台頭が著しい。 

 

（４）新しい農業の展開 

加工、流通、販売などの６次産業化の市場規模は年々拡大している。また、平

成 29（2017）年度の農産物を始め農林水産物・食品の輸出額も過去最高を記録し

ている。 

 

 

                                            
6 TPP11 協定：環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定。2018 年３月に 11か国の閣僚が署名

を行い、2018 年 12 月 30 日に発効された。 
7 ６次産業化：農林水産物を収穫・漁獲（第一次産業）するだけでなく、加工（第二次産業）し、流通・販売（第

三次産業）まで手掛けることで、農林水産業の経営体質強化を目指す手法。 
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３．国民の価値観の変化 

（１）消費行動の変化 

「物の豊かさ」より「心の豊かさ」に重きを置きたいとする割合が高くなって

久しい。近年では「モノを所有することより、得られる体験（コト）にお金をか

けたい」というように「モノ消費」から「コト消費」への消費行動の変化が見ら

れる。 

 

（２）田園回帰 

団塊の世代を中心に、自然環境や農業への関心が高まっている。また、20～30

代の若い世代をはじめとして、「農山漁村地域に移住する予定がある」、「いずれは

（ゆくゆくは）農山漁村地域に移住したいと思う」との考えを示している人が多

く、田園回帰に対する国民の意識が高まっている。 

 

（３）都市農業 

都市農業は、住民に地元産の新鮮な農産物を提供する機能のみならず、都市住

民が身近に農業に親しむ場所や災害時の避難場所の提供など多様な機能を発揮し

ており、住民の評価の高まりが見られる。 

 

（４）関係人口 

農村地域への新たな関わり方として「関係人口8」 が注目されている。地域に

よっては、若者を中心に変化を生み出す人材が地域に入り始めており、今後、「関

係人口」と呼ばれる地域外の人材が地域づくりの担い手となることが期待されて

いる。 

 

（５）都市と農村の交流 

近年、若年層、団塊の世代、さらにはインバウンド（訪日外国人旅行者）をタ

ーゲットとして、インターネット等のメディアによる情報発信を通じて、グリー

ンツーリズムや農泊といった滞在型の都市農村交流等、農村地域の活性化のため

の取組が推進されている。 

 

４．課題が山積する農村 

 中山間地域をはじめとする農村では、急激な人口減少、高齢化、自然災害の激甚

化・頻発化、鳥獣被害の深刻化等の課題が山積している。 

 

（１）人口減少 

我が国の人口は、平成 20（2008）年をピークに減少傾向にある。人口集中地区

を都市部、それ以外を農村部とすると、農村部では、昭和 45（1970）年以降、一

貫して人口が減少基調にあり、都市部に比べて 20 年程度早く高齢化が進行してい

る。 

                                            
8 関係人口：移住した「定住人口」でもなく、観光に来た「交流人口」でもない、地域や地域の人々と多様に関わ

る人々のこと。 
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また、人口減少は、条件の不利な中山間地域ほど進むとみられており、2010～

2050 年の 40 年間に、山間農業地域で約７割、中間農業地域で約５割、平地農業

地域で約４割の人口が減少すると予測されている。 

 

（２）農林水産業就業者の減少 

農林水産業就業者数は年々減少し、平成 30（2018）年で 235 万人となっている。

基幹的農業従事者も減少しており、高齢化が進行している（平成 29（2017）年の

基幹的農業従事者は 175 万人、その平均年齢は 67 歳）。 

 

（３）農地の減少 

耕地面積は、ピーク時の昭和 36（1961）年から 56 年間で 164 万 ha（27.0％）

減少した。 

一方、荒廃農地の面積は、平成 29（2017）年時点で 28.3 万 ha である。このう

ち、再生利用可能なものが 9.2 万 ha、再生利用困難なものが 19.0 万 ha となって

いる。 

 

（４）土地持ち非農家の不在村地主化 

総農家数が年々減少する一方、土地持ち非農家は増加している。総農家と土地

持ち非農家の比率は、昭和 60（1985）年では９：１であったが、平成 27（2015）

年では６：４となっている。 

また、2015 年農林業センサスの分析結果によると、販売農家数の減少率は増加

傾向にあり、自給的農家数が減少に転じたにもかかわらず、土地持ち非農家数の

増加はわずかである。農地所有世帯数は急激に減少していることから、土地持ち

非農家の不在村地主化が進行していることがうかがえる。 

 

（５）農業水利施設を巡る状況 

農業水利施設は、戦後の高度経済成長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。 

 

（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。 

 

（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
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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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第２章 農村の多様性 

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、近畿地方以西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。 

 

（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、

瀬戸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。 

 

（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。 

 

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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第３章 農業・農村を取り巻く政府の動向 

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9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。 

 

２．未来投資戦略 2018 

 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。 

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10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。 

 

３．国土強靱化基本計画 

（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、国民の生命・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。 

                                            
9 機構：農地中間管理機構を指す。 
10 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）。 
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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。 

 

４．国土形成計画、国土利用計画 

（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。 

 

５．SDGs（持続可能な開発目標） 

 2015 年９月の国連サミットで採択された SDGs（持続可能な開発目標）において

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）が掲げられた。 

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。 

 

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 月に国連気候変動枠組条約第 21 回締約国会議（COP21）

で採択された「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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第４章 目指すべき農業・農村の姿 

１．人口減少下で持続的に発展する農業 

 国民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、農業を成長産業化し、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。 

 

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11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（「農村住民の雇用確保、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。 

 

                                            
11 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。 
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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 

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 

 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、国民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長産

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。 

 

２．Society5.0 の実現に向けた新技術の導入 

 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。 

また、新技術の普及に係る体制を構築、強化し、人材の確保、育成に取り組む必

要がある。 

 

３．地域振興施策との連携 

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、ジビエや農泊等を含む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。 

 

４．多様な主体の参画・協働の促進 

（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民との社会的関係
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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。 

 

（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できる「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

チングでき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引き続き有効であり、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。 

 

５．地域資源の価値の実現 

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、農村は、特産農産物や美しい農村

景観、豊かな生態系、農村固有の伝統文化等の都市にはない魅力的な有形無形の地

域資源を有している。 

一方、田園回帰など農業・農村に対する国民の価値観が変化しており、「モノ消

費からコト消費へ」のように国民の消費行動も変化している。さらには農業・農村

に対するインバウンド需要も急速に高まっている。 

このような価値観の変化や需要の変化を積極的に取り込み、農村の振興につなげ

ていくためには、農業・農村の持つ多様性を活かしつつ、特産農産物のブランド化、

世界農業遺産等の農村が有する優良なコンテンツと連携した農泊の取組など地域

資源が生み出す価値を顕在化し、その価値の最大化を図ることが重要である。 

 

６．地球規模の課題への対応 

 SDGs 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を実現す

るための 17 の国際目標である。 

 また、COP21 において採択された「パリ協定」では、全ての締約国は温室効果ガ

スの排出を抑えるための長期戦略を策定することが求められている。 

 農業農村整備においても、二酸化炭素の排出削減に資する小水力発電の拡大や農

業水利施設の利用における省エネの推進等の施策を通じて SDGs や気候変動対策な

どの地球規模の課題への対応に積極的に貢献する必要がある。 
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第６章 目指すべき農業・農村の実現に向けた農業農村整備 

１．「人口減少下で持続的に発展する農業」の振興 

 人口減少、高齢化が進行する中、農業を持続的に発展させるには、農業の競争力

を強化する必要がある。このため、今後、農業農村整備においては、①農作業の省

力化を図るためにスマート農業を積極的に導入すること、②農地の大区画化等によ

り、担い手に農地を集積・集約化しつつ農業の大規模化を図ること、③水田の汎用

化等により、高収益作物の導入や輸出等の新しい農業の展開を推進すること等が必

要ではないか。 

 また、農業・農村の所得増大を図るために、農業者や地域内外の多様な主体が参

画・協働し、「地域振興施策と連携した６次産業化」の取組を推進することが必要

ではないか。 

 さらに、農地や農業水利施設の維持管理作業の省力化や安全性向上を図るために、

新技術を活用しつつ「農地、農業水利施設の適切な管理」を行うことも必要ではな

いか。 

 上記の施策を講じることにより、農業の競争力を強化するのみならず、その持続

性と強靱性を強化するものと考える。 

 なお、我が国の農村では、平地や中山間地など様々な地形条件や気象条件等のも

とで多様な農業が展開しており、スマート農業の導入等農業振興施策を講じる際に

はこのことに十分留意する必要がある。他方、同時に、農業振興においてはこの農

業の多様性を活かしていくことも重要である。 

 

「人口減少下で持続的に発展する農業」の振興に向けた取組としては、例えば以

下のものが考えられる。 

 

（１）スマート農業技術を活用した農業の競争力強化 

 ①スマート農業技術の積極導入 

人口減少、高齢化が進行し、担い手が減少することが見込まれる中で農業を持

続的に発展させるには、担い手の農作業の省力化、営農形態の変化に対応した水

管理の高度化等を図る必要がある。 

このため、自動走行農機や ICT 水管理等のスマート農業の導入が可能となる農

業基盤整備を推進する必要がある。 

併せて、他省庁と連携し、スマート農業のみならず、農村における ICT 利活用

の通信基盤となる情報ネットワーク環境も整備していく必要がある。 

 

②農地の大区画化及び担い手への農地の集積・集約化 

農業の競争力を強化するには、農地整備により農地を大区画化すること等によ

り、大型機械の導入等を通じた労働生産性の向上、農業生産コストの低減を図る

とともに、担い手に農地を集積・集約化して農業の大規模化を図ることが必要で

ある。 

調査によると、担い手が耕作の依頼を断った理由として「区画が狭小又は未整

備」や「湿田（汎用化されていない）」が上位に挙がっており、耕作条件が悪い農
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地は担い手に敬遠されやすい。一方、農地整備を行った地域では、担い手への農

地集積・集約化が進んでいる。 

 

③水田の汎用化・畑地化による高収益作物の導入 

水田農業において、米中心の営農体系から野菜等の高収益作物を中心とした営

農体系への転換など、農業者の自立的な経営判断に基づく生産を促すため、水田

における畑作物の導入と品質向上・収量増を可能とする水田の汎用化や畑地化を

推進する必要がある。 

 

④果樹農業の推進 

我が国の果樹農業は傾斜地を有効利用しており、国土利用の面で重要な役割を

果たしている。国内果実は高品質で需要が高い。近年では、高品質の果実が国内

のみならず諸外国でも評価されており、輸出品目として期待されている。 

一方、栽培面積や経営体数は減少傾向であり、農地の継承、経営規模拡大が進

んでいない。 

このため、樹園地の園内道、作業道の設置、自動かん水システムの導入等の農

業基盤の整備や省力樹形の導入等の新たな農業技術の支援を推進することが不可

欠である。 

果樹農業の推進は、中山間地域の地域振興を図る上で重要であり、基盤整備部

局と生産部局が連携しながら生産の維持・拡大を図ることが必要である。 

 

（２）地域振興と連携した６次産業化の推進に資する基盤整備 

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

長産業化を図り、特産農産物のブランド化やジビエ、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。 

このため、農家のみならず地域内外の多様な主体が参画・協働し、地域振興施

策と連携した６次産業化の取組を推進する。 

 

（３）農地や農業水利施設の維持管理作業の省力化、安全性向上のための基盤整備 

農業者が農業を継続し、農村に住み続けられようにするには、農地や農業水利

施設の維持管理作業の省力化、安全性向上を図る必要がある。 

また、担い手への農地集積・集約化を促進する観点からも、安全で効率的に農

作業を行えるほ場を確保する必要がある。 

このため、バリアフリーやユニバーサルデザインに配慮した省力的で、安全で、

使いやすいユーザーフレンドリーな人に優しい施設整備を推進していく必要があ

る。 

 

２．「多様な主体が住み続けられる農村」の振興 

 多様な主体が農村に住み続けられるようにするためには、「農村住民の雇用確保、

所得増大」と「安全で文化的な住みやすい農村環境の整備」を通じて農村に住むた
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めの基礎的条件を整備するとともに、様々な「地域資源を活用した魅力ある農村の

創造」を通じて農村に住みたくなる条件整備を行うことが必要ではないか。 

 我が国の農村では、平地や中山間地など様々な地形条件や気象条件等のもとで多

様な農業が展開されている。また、農村には特有の様々な有形無形の地域資源があ

り、その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し、

農業・農村の多様性を活かした農村振興を図ることが必要ではないか。 

 

「多様な主体が住み続けられる農村」の振興に向けた取組としては、例えば以下

のものが考えられる。 

 

（１）ICT を活用した地域振興 

自動走行農機や UAV 等を活用したスマート農業を推進するには、その基盤とな

る情報ネットワーク環境の整備が必要である。具体的には、農村地域において光

ファイバー網とRTK－GNSS12基地局等を組み合わせたICT基盤を整備する必要があ

る。 

国内のスマート農業の先進地域では、情報ネットワーク環境を整備し、スマー

ト農業に活用するのみならず、教育、医療等の ICT 利用による定住条件の整備に

活用しており、農村地域の情報ネットワーク環境を整備することにより、このよ

うな取組が推進されるものと考える。 

 

（２）地域資源の保全、活用 

 ①再生可能エネルギーの利用促進 

我が国の農村は、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、地域資源循環を活発化することが期待される。 

農村は水資源やバイオマス資源等が豊富にあり、小水力、太陽光、バイオマス

資源等による再生可能エネルギーを活用する潜在的な余地が大きい。こうした再

生可能エネルギーの地域内利用を促進することが重要である。 

このような、再生可能エネルギーの利用は、気候変動対策等の地球規模の課題

への対応にも寄与する。 

一方で、再生可能エネルギーには、バイオマス資源の安定供給、太陽光発電パ

ネルの廃棄処理等の課題があることに留意する必要がある。 

 

②特産農産物を活かした労働集約型農業の展開 

人口減少、高齢化が著しい中山間地域において、果樹等の特産農産物をブラン

ド化するなど労働集約型の農業を展開している事例があり、地域内外の多くの主

体が高品質の農産物の生産、加工、流通に携わり、収益を上げている。 

このような農業も、多様な主体が住み続けられる農村のモデルの一つになると

考えられる。 

 

                                            
12 RTK-GNSS：測りたい移動局（観測点）のほかに位置の分かっている基準局を必要とする測位方式で、位置情報を

リアルタイムに算定し移動局の測位を行う。 
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③地域のつながりを育む場の創出 

農地の集積・集約化などにより農業経営の規模が拡大する一方で、土地持ち非

農家が増加し、農業用水を確保することの重要性についての農村住民の意識が

徐々に薄れており、農業水利施設等の適切な維持管理が困難になることが懸念さ

れる。 

このような中、先人が苦労して開発し、適切に保全管理してきた農業水利施設

を農村住民のつながりを育む地域コミュニティの場として捉え、地域ぐるみで維

持管理を行う取組も見られる。 

 

④「コンパクト＋ネットワーク」に対応した農地の保全管理、利用 

今後、人口減少により人の活動領域が縮小すると見込まれる。こうした中、農

地等の地域資源をどのように保全管理し、利用していくか検討する必要がある。 

「コンパクト＋ネットワーク」の考え方により、今後、農村でも小さな拠点へ

の行政機能等の集約化が進むものと考えられる。 

農村において、小さな拠点と集落、ネットワーク（道路）以外の部分は、農地

等の地域資源がその多くを占めている。農村の人口はさらに減少すると見込まれ

ることから、里山との境界に位置する農村外縁の農地は、潜在的な食料自給力を

確保するために除草ロボット等を活用して極力人手をかけない形で保全管理する。

一方、農村外縁の内側にある農地は、スマート農業を活用して農作業の省力化を

図りつつ、生産性の高い農業を行うこととする。 

このような手法が、国土を持続的で強靭なものにする施策の一つとして考えら

れる。 

 

（３）災害に強い安全・安心な農村の構築 

人口減少や高齢化が進み、豪雨や台風、地震等の災害が頻発化、激甚化する中、

農村に人が住み続けるためには、農村における安全・安心な生活を確保すること

が重要である。 

農業水利施設やため池等に関する平時の対応と災害への備えとして、安全柵の

整備や農業水利施設の耐震化等のハード対策とハザードマップ作成、地域住民へ

の啓発活動等のソフト対策の両面から防災・減災対策を推進することが必要であ

る。 

 

（４）定住条件の整備（農地整備に伴う非農用地創設） 

移住者が円滑に移住するには、雇用の確保のみならず住居の確保が重要である。 

農地整備を実施する際に、非農用地を創設し、U・I・Jターン者のための農家

住宅を整備するなど、農業農村整備と定住対策が連携し、農村への移住者の定住

条件を整備することが重要である。 

 

（５）集落間連携の推進 

中山間地域などにおいては、高齢化や担い手不足により個々の集落が単独で農

業を守っていくことが困難な状況にある集落が多く見られる。 
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このため、複数の集落が連携し、集落を越えた活動を展開する地域マネジメン

ト組織を設立し、農業生産活動だけでなく、農地の保全、利用調整や庭先出荷な

ど様々な地域の課題に取り組む事例が広がってきている。 

この地域マネジメント組織は、市町村と集落の中間的な役割を果たす新たな地

域の担い手として注目される。 

 

（６）地域振興を担う人材育成・確保 

農村地域の人口減少・高齢化は急速に進行しており、地域を支える「人」その

ものが少なくなっていることから、地域のクリエイティブな取組を進めていくた

めにも、農村振興の活動を担う多様な人材を確保しつつ、都市住民や技術、プラ

ンニング、マーケティング、デザインの専門家等の外部の人材の参画・協働を進

めていくことが求められる。 

また、併せて地域の方向性やビジョンを構築するためにリーダーシップを発揮

する人材の育成も重要である。 

 

３．農業・農村インフラの持続性・強靱性の強化 

 平成 30 年７月豪雨、平成 30 年北海道胆振東部地震をはじめとする近年の自然災

害により、国民の生活・経済に欠かせない重要なインフラがその機能を喪失し、国

民の生活や経済活動に大きな影響を及ぼす事態が発生した。 

 人口減少や高齢化が進み、豪雨や台風、地震等の災害が頻発化、激甚化する中、

農業・農村を振興するには、その前提として営農や農村生活を支えるインフラの持

続性、強靭性を強化することが必要ではないか。 

 また、このため、農業水利施設やため池等の管理、保全を含む農業・農村の防災・

減災対策等を適切に行いつつ、土地改良区等の体制強化、人材育成・確保等に努め

ることが必要ではないか。 

 

農業・農村インフラの持続性・強靱性の強化に向けた取組としては、例えば以下

のものが考えられる。 

 

（１）農業水利施設の強靱化 

平成 30 年７月豪雨、平成 30 年北海道胆振東部地震をはじめとする近年の自然

災害による被害の発生に鑑み、農業・農村の防災・減災、国土強靱化の取組を推

進することが重要である。 

このため、農業水利施設の操作・監視状況、災害時の機能維持の方策等に係る

点検を行うことが必要である。さらに、自然災害などの非常時に農業用水の供給

などの本来の機能や施設を安全に管理する機能が失われるおそれがある施設が判

明した場合は、早急な対応が必要な施設について、非常時にも機能を確保するた

めに必要な非常用電源設備の設置や施設の耐震化等の対策を実施することが重要

である。 
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（２）ため池の適切な管理及び保全 

近年、豪雨や台風、大規模な地震等により、農業用ため池が被災するケースが

多発しており、農業・農村の防災・減災対策を進めるために、ため池の保全管理

が重要な課題となっている。 

農業用ため池は、江戸時代以前に築造された施設が多く、権利者の世代交代が

進み、権利関係が不明確かつ複雑であり、離農や高齢化により利用者を主体とす

る管理組織が弱体化し、日常の維持管理が適正に行われないおそれがある。 

このため、今般、「農業用ため池の管理及び保全に関する法律（令和元年７月施

行）」が制定されたところであり、今後、施設の所有者、管理者や行政機関の役割

分担を明らかにし、農業用ため池の適正な管理及び保全が行われる体制を早急に

整備する必要がある。 

 

（３）農業水利ストックの統廃合 

人口減少や高齢化が進行する中、農業水利施設、ため池等の維持管理を限られ

た人員で行っていく必要がある。 

また、全国の基幹的農業水利施設の多くは老朽化が進んでおり、効率的な補修・

補強、更新を一層推進する必要がある。 

このような農業水利施設については、更新整備を行う時点において、現況の用

水利用状況を踏まえて施設規模等の見直しを行い、必要に応じて施設の統廃合を

図ることが重要である。 

 

（４）ストックマネジメントの推進 

基幹的な農業水利施設は、主に高度経済成長期に整備されており、これらの施

設の多くは今後順次更新時期を迎える。 

老朽化が進行する農業水利施設の機能を将来にわたって安定的に発揮させるた

め、施設の長寿命化とライフサイクルコストの低減を図る戦略的な保全管理を推

進することが必要である。 

また、これらの取組を効果的に行うため、インフラ長寿命化基本計画に基づき、

機能診断・機能保全計画の策定の加速化、機能診断結果や補修履歴等の施設情報

の共有化、新技術の開発と現場への円滑な導入等を推進することが必要である。 

 

（５）新技術を活用したインフラ管理の高度化、情報化施工の推進 

農業水利施設の維持管理の大宗を担っている土地改良区の職員の減少や高齢化

等を踏まえ、更なる農業水利施設の維持管理の省力化・効率化のための機能診断・

保全技術、状態監視技術等の高度化が重要である。 

国が造成した農業水利施設等の情報を一元的に管理する農業水利ストック情報

データベースに情報を蓄積・集約化し、効率的な維持管理、適切な工法選定等補

修・更新等に活用し、戦略的な保全管理を推進するとともに、UAV 等のロボット

や ICT 技術等を活用した日常点検・機能診断・施設監視等の省力化に資する技術

開発を進めることが必要となっている。 

また、農業農村整備においては、ICT を活用した情報化施工の導入が進められ

ている。情報化施工により、測量における現況図の作成、設計における設計図の
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作成と工事数量の計算、施工における丁張りの設置等の業務を省力化することが

可能である。 

従来型施工では測量・設計・施工の各段階において多くの熟練技術者が必要で

ある。情報化施工により、熟練技術者の不足を補い、事業現場の生産性の向上を

図る必要がある。 

さらに、情報化施工で得られた農地の位置情報をスマート農業に活用する取組

も期待される。 

 

（６）土地改良区の体制強化、地域の人材育成・確保 

土地改良区は、農業水利施設の新設・変更、農地の整備等工事を伴う事業や、

土地改良事業によって造成された施設の維持管理を行っており、今日に至るまで

日本の農業を支える重要な役割を果たしてきている。 

一方で、農家の減少、高齢化、大規模農家の台頭、高収益作物の導入等農業・

農村における変化に既存の制度やルールが対応できない事態が生じるおそれがあ

る。 

このため、平成 30（2018）年の土地改良法の改正（平成 31 年４月施行）では、

准組合員及び施設管理准組合員制度の創設、利水調整規程の策定等の土地改良制

度の見直しが行われた。 

このような新たな仕組みの定着により土地改良区の体制強化を図るとともに、

農村協働力も活かしつつ、土地改良施設の維持管理を担う地域の人材を育成し、

確保することが重要である。 

今後も、農業・農村の新たな変化に対応し、土地改良制度、利水調整、農地や

農業用水の維持管理手法等について不断の改善を図っていくことが必要である。 





農業農村整備の新たなフロンティア
農業農村振興整備部会
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はじめに

2

近年、農業構造の変化により農業⽣産法⼈等⼤規模農家の台頭が⽬覚ましく、⾼収益作物の導⼊、農作物の輸出等
新しい農業も各地で展開されている。また、AIやIoT、ロボット等新技術が著しく進展する中、政府が提唱する
Society5.0の実現に向けて、農業分野において新技術を駆使したスマート農業を推進することとしている。さらに、
⽥園回帰等農業・農村に対する国⺠の価値観も⼤きく変化している。

⼀⽅、中⼭間地域をはじめとする農村は、それぞれ地域の特性を持ちつつも、急激な⼈⼝減少、超⾼齢化、⾃然災
害の激甚化・頻発化、⿃獣被害の深刻化等の課題が⼭積している。

このように農業・農村及びそれらを取り巻く環境が⼤きく変化している中で、農業農村整備はこうした⼤きな情勢
の変化に適切に対応していく必要がある。

このため、農業農村振興整備部会では、国⼟強靱化や地域振興に関する有識者や実践者との⾃由な意⾒交換等を含
めて、⼤きく情勢が変化する中での⽬指すべき農業・農村像及びその実現のために農業農村整備が果たすべき役割
（農業農村整備の新たなフロンティア）について審議を⾏ってきた。本資料はその成果を取りまとめたものである。



第１章 新しい時代の到来

3



１．新技術の著しい進展

4

█ Society5.0のイメージ

（１）Society5.0
政府が提唱するSociety 5.0が実現する社会では、

IoTで全ての⼈とモノがつながり、様々な知識や情報
がビッグデータとして共有され、AIにより必要な情報
が必要な時に提供されるようになる。そして、ロボッ
トや⾃動⾛⾏⾞などの技術により、少⼦⾼齢化、地⽅
の過疎化、貧富の格差といった現代社会が抱える課題
が克服されるとしている。我が国は、課題先進国とし
て、これらの先端技術をあらゆる産業や社会⽣活に取
り⼊れ、経済発展と社会的課題の解決を両⽴していく
新たな社会の実現を⽬指している。

このような中、農業分野については、未来投資戦略
2018（平成30年６⽉閣議決定）において、「2025年
までに農業の担い⼿のほぼすべてがデータを活⽤した
農業を実践」などのKPIを掲げ、地域の基幹産業であ
る農業の⽣産性を抜本的に⾼めていくこととしている。

Society5.0：サイバー空間（仮想空間）とフィジカル空間（現実空間）を⾼度に融
合させたシステムにより、経済発展と社会的課題の解決を両⽴する、⼈間中⼼の社
会（Society）。狩猟社会（Society 1.0）、農耕社会（Society2.0）、⼯業社会
（Society 3.0）、情報社会（Society 4.0）に続く、新たな社会を指すもので、第
５期科学技術基本計画において我が国が⽬指すべき未来社会の姿として初めて提唱
された。

█ 未来投資戦略における農業分野のKPI（未来投資戦略2018抜粋）

《KPI》2025年までに農業の担い⼿のほぼすべてがデータを活⽤した
農業を実践
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█ スマート農業技術の例

（２）スマート農業
未来投資戦略2018においては、新たに講ずべき具

体的施策として「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』」が掲げ
られている。農業のあらゆる現場において、ICT機器
が幅広く導⼊され、栽培管理等がセンサーデータと
ビッグデータ解析により最適化され、熟練者の作業ノ
ウハウがAIにより形式知化され、実作業がロボット技
術等で無⼈化・省⼒化される。こうした現場をデータ
共有によるバリューチェーン全体の最適化によって底
上げする「スマート農業」を実現することとされてい
る。

⼀⽅、中⼭間地域等における除草や⿃獣被害等の課
題解決に有効なスマート農業技術の開発、実⽤化も求
められている。

資料：未来投資会議構造改⾰徹底推進会合「地域経済・インフラ」会合（農林⽔産業）（第12回）（平成31年2⽉5⽇）配付資料

スマート農業：ロボット技術やICTを活⽤することにより超省⼒・⾼品質⽣産を実現
する新たな農業。
ICT：Information and Communication Technology, 情報通信技術。
AI：Artificial Intelligence, ⼈⼯知能。
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█ スマート農業技術の研究開発・実⽤化の状況

（３）スマート農業技術の研究開発・実⽤化の
状況

⼤規模な⽔稲⽣産向けのスマート農業技術の⼀貫体
系が概ね実現しつつある⼀⽅、中⼭間地域の⽔稲や露
地野菜、果樹向けのスマート農業技術は研究開発段階
のものが多い。

このため、現場のニーズを踏まえた明確な研究⽬標
の下、農業者、企業、研究機関等がチームを組んで、
現場実装を視野においた研究開発を⾏うことにより、
地域や品⽬に対応したスマート農業技術を農業者が導
⼊可能な価格等で提供する必要がある。

資料：未来投資会議構造改⾰徹底推進会合「地域経済・インフラ」会合（農林⽔産業）（第12回）（平成31年2⽉5⽇）配付資料
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