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第６章 農山漁村の活性化と共生・対流の促進

１．農村の現状と課題

平成27（2015）年における北陸の販売農

家における農業就業人口は、13万６千人で

10年前（17(2005)年）に比べ10万３千人

（43.1％）減少しています。65歳未満でみ

ても、10年前に比べ４万５千人（52.3％）

減少しており、65歳以上の占める割合が、

17（2005）年64.2％、22（2010）年68.5％、

27（2015）年70.1％と増加しています。

また、農業就業人口の平均年齢について

も、27（2015）年は67.7歳と全国（66.4歳）

と比べて高く、10年前と比べてみると、

3.5歳上昇しており高齢化が進んでいるこ

とがうかがわれます（図６-１）。

27（2015）年の北陸の農業集落数は、１万

1,050集落で、１農業集落当たり平均総戸

数は、113戸で５年前に比べ５戸(５％)増

加しているものの、平均農家数については

13戸で３戸(19％)減少しています。この結果、農家割合は14％から12％に低下しています

（表６-１）。

北陸の小規模農業集落の割合の推移をみると、農業集落の総戸数（非農家を含む。）が

９戸以下の割合は、22（2010）年から27（2015）年までの５年間で、１ポイント上昇して

11％となっています。同様に、総農家数が５戸以下の集落の割合についても、５年間で、

７ポイント上昇して30％になっています（図６-２）。

図６－１ 農業就業人口の推移(北陸)

資料:農林水産省「農林業センサス」

注:1) （ ）書きは65歳以上の割合

2) 四捨五入の関係で計と内訳が一致しない

場合がある。

資料:農林水産省「農林業センサス」

表６－１ １農業集落当たり平均戸数及び平均耕地面積(北陸)
（単位：戸、集落数）

農家 非農家

平成22(2010)年 175,855 11,057 108 16 93 14 86 28.4

27(2015)年 146,210 11,050 113 13 100 12 88 27.4

増減率(差)  　 △16.9 △0.1 4.6 △18.8 7.5 （△2） (2) △3.5

区分 総農家数
農業

集落数

１農業集落当り平均

総戸数 農家数 非農家数
構成比(％) 平均耕地

面積(ha)
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また、農業集落の活動状況の変化を22（2010）年から27（2015）年までの５年間でみる

と、寄り合いを開催及び実行組合がある割合はほぼ横ばいか増加となっており、農業用用

排水路のある農業集落において、農業用用排水路を集落で保全している割合は各県で増加

しています。

このことから、管内各県においては農業集落の小規模化が進行し、農家数の減少と農業

者の高齢化も進行していますが、生活及び農業生産活動が継続・維持されていることがう

かがわれます（表６－２）。

図６－２ 小規模農業集落の割合の推移(北陸)

（単位：％）

2010年 2015年 差 2010年 2015年 差 2010年 2015年 差

北陸 95.0 95.2 0.2 89.4 91.6 2.2 75.9 85.8 9.9

新潟県 95.5 95.4 △0.1 87.6 92.3 4.7 63.2 80.9 17.7

富山県 93.6 93.9 0.2 96.1 95.9 △0.1 88.2 93.1 4.9

石川県 93.9 95.3 1.4 81.7 82.1 0.4 83.3 85.6 2.3

福井県 96.2 96.3 0.1 94.7 94.4 △0.2 88.8 90.7 1.9

寄り合いを開催 実行組合がある
農業用用排水路のある

農業集落で農業用用排水
路を集落で保全

資料:農林水産省「農林業センサス」

表６－２ 県別にみた農業集落の活動状況(北陸)

資料：農林水産省「農林業センサス」
注：四捨五入の関係で、差と内訳が一致しない場合がある。
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２. 農業・農村のもつ多面的な機能

農業・農村は、食料を供給する機能だけでなく、その生産活動を通じて、国土の保全や

水源の涵養、生物多様性の保全、良好な景観の形成、文化の伝承等、様々な機能を有し
かんよう

ており、このような多面にわたる機能による効果は、地域住民を含め国民全体が享受して

います。

また、農業、林業及び水産業は、農山漁村地域において、それぞれの基盤である農地、

森林、海域の間で相互に関係しながら、水や大気、物質の循環等に貢献しつつ、多面的機

能を発揮しています（図６－３）。

このことについて、食料・農業・農村基本計画においては、「農村は、農業の持続的な

発展の基盤として国民に食料を安定供給するとともに、国土の保全や水源の涵養等の多
かんよう

面的な機能の発揮の場でもあることから、こうした役割が十分に発揮されるよう、農村

の振興を図ることが必要である」としています。

このようなことから、農業・農村がこれら多面的機能を十分発揮できるよう農業・農村

の持続的な発展、農山漁村の活性化等に努めていくことが必要です。

資料：日本学術会議答申を踏まえ農林水産省で作成

図６－３ 農業・森林・水産業の有する多面的機能
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３．日本型直接支払制度（多面的機能支払、中山間地域等直接支払、環境保全型農業直接

支払）等の推進

（１）農地・農業用水等の地域資源や農村環境の保全と施設の長寿命化（多面的機能支払

交付金）

地域共同の取組を積極的に実施

多面的機能支払交付金は、農業・農村の有する多面的機能の維持・発揮を図るための地

域の共同活動に係る支援を行い、地域資源の適切な保全管理を推進するため、平成26

（2014）年度に創設され、農地・水路・農道等の地域資源の基礎的保全活動を実施するた

めの交付金（農地維持支払交付金）と地域資源の質的向上を図る活動を実施するための交

付金（資源向上支払交付金）から構成されています（図６－４）。

北陸地域における農地維持支払の取組は、全81市町村のうち80市町村で行われており、

29（2017）年１月末現在における取組面積は22万２千haとなっています。

また、資源向上支払（共同活動）の取組は79市町村で行われており、28（2016）年度の

取組面積は20万７千haとなっており、資源向上支払（長寿命化）の取組も69市町村で行わ

れ、28（2016）年度の取組面積は８万９千haとなっています（表６－３）。

図６－４ 多面的機能支払交付金の構成

資料：北陸農政局作成
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【多面的機能支払交付金による取組事例】

表６－３ 多面的機能支払交付金の取組状況（平成28（2016）年度見込み）

新 潟 県 富 山 県 石 川 県 福 井 県 北 陸 計

123,317 41,374 25,856 31,029 221,576

1,221 1,013 603 775 3,612

117,336 37,017 22,082 30,254 206,689

996 863 414 746 3,019

54,192 7,981 3,347 23,195 88,715

552 194 88 536 1,370

［資源向上支払（長寿命化）］

　　取組面積（ha）

　　取組活動組織数

［農地維持支払］

　　取組面積（ha）

　　取組活動組織数

［資源向上支払（共同活動）］

　　取組面積（ha）

　　取組活動組織数

○新潟県津南町 赤沢水土里の会
つ なんまち あ か さ わ み ど り か い

－地域住民による直営施工の推進－

積雪３ｍを超える豪雪地帯である本地域

では、平成19（2007）年の農地・水・環境

保全向上対策から本制度に取り組み、24

（2012）年度からは施設の長寿命化のため

の活動にも取り組んでいます。

従来から共同活動が盛んな地域であった

ため、農家と地域住民による直営施工を積

極的に実施することで、砂利舗装であった

農道のコンクリート舗装を外注と比較して

３割程度の経費削減をはかり、当初５か年

で計画していた水路の漏水対策を直営施工

による経費削減で３か年で完了することが

でき、農業用水と冬期間の融雪用水の安定

的な確保につなげています。

コルゲートパイプ等による漏水対策

集落共同でのコンクリート舗装作業

資料：北陸農政局調べ
注：平成29（2017）年１月末現在で取りまとめた概数値
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（２）中山間地域等直接支払交付金

中山間地域等の農業の生産条件が不利な地域において、適切な農業生産活動等の継続を

通じて耕作放棄の発生を防止し、中山間地域等の有する水源の涵養、洪水防止等の多面的
かんよう

機能を確保する観点から、「中山間地域等直接支払交付金」が平成12（2000）年度に創設

されました。

27（2015）年度から第４期対策として実施し、中山間地域等の農業生産活動を継続でき

るよう、新たな人材の確保や集落間で連携した活動体制づくりを後押ししつつ（集落連携

・機能維持加算）、とりわけ条件の厳しい超急傾斜地の農用地の保全・活用に関する活動

への支援（超急傾斜農地保全管理加算）等の制度拡充を行っています。

また、28（2016）年度からは、協定農用地面積が一定規模以上等の集落協定で、集落戦

略を作成した場合における交付金の返還免除等の規定を追加し、更なる制度拡充を行って

います。

北陸地域における本制度の実施状況（28（2016）年度見込み）は、67市町村において

1,964協定が締結され、３万4,031haの農用地において、耕作、維持管理等の農業生産活動

が行われています（表６－４）。

本制度を活用して耕作放棄地の発生防止、多面的機能の確保及び将来に向けた農業生産

活動等の継続的な実施体制の整備等、地域の状況に応じた取組が行われています。

表６－４ 中山間地域等直接支払交付金の実施状況（平成28（2016）年度見込み）

新潟県 富山県 石川県 福井県

994 67 22 12 16 17

(990) (66) (21) (12) (16) (17)

25,884 1,964 901 303 472 288

(25,635) (1,946) (891) (303) (468) (284)

660,730 34,031 22,149 4,508 4,846 2,528

(653,815) (33,115) (21,376) (4,481) (4,752) (2,506)

交付面積

（ha）

全　国 北　陸

交付市町村数

協 定 数

資料：北陸農政局調べ
注：1) 平成29（2017）年１月末現在で取りまとめた概数値

2) 下段( )書きについては、27（2015）年度の取組実績（28（2016）年３月31日現在）
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【中山間地域等直接支払交付金を活用した取組事例】

○福井県美浜町 新庄
み はまちよう しんじよう

－条件不利地を逆手にとった高付加価値農産物の販売－

担い手不足や獣害の発生が課題となっている

中、第１期対策から本制度の取組を開始し、農

業機械の共同利用や獣害対策に同制度の交付金

を活用するほか、平成19（2007）年に「農事組

合法人新 庄 わいわい楽舎」を設立し、当該法人
しんじよう らくしや

を中心とする営農体制を確立しています。

長年の地域の課題であった獣害被害対策とし

て電気柵から金網柵への設置を図り、獣害被害

の軽減と併せて、電気柵の設置・管理に伴う共

同活動の軽減を図っています。

また、地域での環境保全への取組を背景とした減農薬・減化学肥料による特別栽培米

・酒米の生産等、増収が困難であるという条件不利地域を逆手にとった高付加価値農産

物の首都圏への直販等、有利販売による地域の所得向上に向けた取組を実施しています。

獣害防止柵の管理作業

○富山県富山市 山田鎌倉
と やま し やま だ かまくら

－新たな地域特産物の導入による所得向上を目指して－

担い手不足による農地の維持管理が危惧され

る中、第１期対策から本制度の取組を開始し、

併せて、共同による防除体制を図り、平成19

（2007）年に集落営農組織「山田鎌倉営農組合」
やま だ かまくら

を設立し、当該組織を中心とする営農体制を確

立しています。

また、条件不利地域において、従来から作付

けしている「啓翁 桜 」を毎年、出荷できる生産
けいおうざくら

体制の再構築や新たな地域特産物として学生ボ

ランティアの協力を得ながら「マコモタケ」の

生産にも着手するとともに、「マコモタケ」の収穫時に大量に発生する規格外品を缶詰

加工することによる販売額の増大や、廃棄していた葉の「しめ飾り」への有効活用等、

地域の所得向上に向けた取組も行っています。

ブランド化したマコモタケ
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（３）環境保全型農業直接支払

平成23（2011）年度から行っている地球温暖化防止や生物多様性保全等の環境保全効果

の高い営農活動に対する直接支援については、27（2015）年度から「農業の有する多面的

機能の発揮の促進に関する法律」（平成26年法律第78号）に基づく制度となりました。支

援の対象者は地域でまとまりをもって取り組まれるよう農業者の組織する団体が基本で、

化学肥料及び化学合成農薬の使用を地域の慣行から原則として５割以上低減する取組と合

わせて行うカバークロップ※1、炭素貯留効果の高い堆肥の水質保全に資する施用（以下「堆

肥の施用」という。）、地域特認取組※2のうちいずれかの取組、又は有機農業（化学肥料

及び化学合成農薬を使用しない取組）の取組に対して支援を行っています。

28（2016）年度の取組状況は、取組面積では、北陸地域全体で9,786ha（対前年度比115

％）となり、取組別では、地域特認取組が4,555haで全体の約47％を占めています（表６

－５）。

表６－５ 環境保全型農業直接支払の実施状況等

資料：農林水産省調べ

注：1) 平成27（2015）年度は実績値、28（2016）年度は29（2017）年１月31日現在の取組状況

2) 北陸における28（2016）年度の地域特認取組のうち７割を「冬期湛水管理」（冬期間に２ヶ月

以上湛水する取組）が占めている。

※１ カバークロップとは、主作物の栽培期間の前後のいずれかに緑肥等を作付けする取組

※２ 地域特認取組とは、地域の環境や農業の実態を勘案した上で、地域を限定して県が承認を受けて支援の

対象とする取組

カバー
クロップ

堆肥の
施用

有機農業
地域特認

取組
水稲 麦・豆類 その他

27 218 3,648 42 1,115 330 2,161 3,628 6 14

28 246 4,589 501 1,557 307 2,224 4,563 5 21

27 80 666 230 207 143 87 481 41 144

28 68 743 293 227 144 79 530 27 187

27 91 1,322 40 108 356 818 1,110 125 87

28 103 1,481 53 68 457 903 1,122 291 68

27 141 2,874 91 8 1,518 1,258 1,509 8 1,357

28 123 2,974 76 0 1,549 1,348 1,592 5 1,377

27 530 8,510 403 1,438 2,346 4,323 6,729 179 1,603

28 540 9,786 922 1,852 2,458 4,555 7,807 327 1,652

27 4,081 74,180 13,150 16,608 13,281 31,141 53,032 7,807 13,341

28 3,757 85,320 16,858 18,662 14,427 35,374 60,064 10,413 14,843

支援対象取組別面積（ha） 作物区分別面積（ha）

全　国

年度
取組件数

(件)
取組面積

（ha）

新潟県

富山県

石川県

福井県

北　陸
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（４）中山間地域等の活性化

生産基盤整備や生活環境整備等の様々な取組により活性化を支援

ア．中山間地域の生産条件整備

北陸地域では、平野の外縁部から山間に至る中山間地域の活性化を図るため、農山漁村

地域整備交付金を活用し、地域の農業生産基盤、農村生活環境の整備を総合的かつ一体的

に行い、地域の立地条件に適合した活力ある農業の確立と住み良い農村づくりを目指し、

中山間地域総合整備事業が27地区で実施されています。また、中山間地域等においては、

農業の担い手の高齢化や労働力不足を原因とする耕作放棄地の増加が課題となっています

が、耕作放棄に伴う悪影響を除去し、優良農地の保全を図る農地環境整備事業も14地区で

実施されています（表６－６）。

イ．中山間ふるさと・水と土保全対策事業等の実施

里地や棚田地域の多面的機能の良好な発揮のためには、これまで述べた中山間地域総合

整備事業等による諸施設の整備と併せて、里地や棚田あるいは農業用施設の保全等の地域

住民活動の活性化を図ることが重要となっています。

このため、地域住民活動を推進する人材の育成及び住民組織が行う保全活動等を支援す

る「中山間ふるさと・水と土保全対策事業（基金）」が、北陸地域の47市町村（新潟県11、

富山県12、石川県10、福井県14）で実施されています。

ウ．中山間地域所得向上支援対策の実施

中山間地域において、収益性の高い農産物等の生産・販売等の取組を総合的に支援し、

意欲ある中山間地域の農業者等の所得向上を図るため北陸地域において17地区で実施され

ています（表６－７）。

表６－６ 中山間地域の基盤整備の実施状況（平成28（2016）年度）
（単位：地区）

資料：北陸農政局作成

新潟県 富山県 石川県 福井県 農政局計

中山間地域所得向上支援対策 11 1 2 3 17

表６－７ 中山間地域所得向上支援対策の実施状況（平成28（2016）年度）
（単位：地区）

資料：北陸農政局作成

新潟県 富山県 石川県 福井県 農政局計

中山間地域総合整備事業 16 2 1 8 27

農地環境整備事業 14 0 0 0 14

計 30 2 1 8 41



- 179 -

４．農業・農村の活性化に向けた取組

（１）農村社会基盤の整備

活力ある農村を目指して農村環境整備等を実施

ア．農村の環境整備

農村地域は、食料の生産の場、地域住民の生活の場であるとともに、国土の保全等多面

的機能が発揮される場でもあります。しかしながら、北陸地域の都市近郊農村等において

は非農家の流入等により混住化によるゴミ等が問題となっているとともに、中山間地域の

農村においては、過疎化、高齢化等の進行により地域活力が低下しつつあります。

このような状況の中で、各自治体では、農山漁村地域整備交付金を活用して、活力ある

農村を目指して農村環境整備が進められています（表６－８）。

イ．農業集落排水施設の整備

農村社会における混住化の進行、生活様式の高度化、農業生産様式の変化等による農

村の水環境を巡る状況の変化に対応して、農村地域における資源循環の促進を図りつつ、

農業用用排水路の水質保全、農業用用排水施設の機能維持又は農村生活環境の改善を図

ることを目的とした農業集落排水事業が進められています。

本事業により、平成28（2016）年３月末までに北陸地域の農業集落排水の整備が完了

した人口は41万人、整備の対象となる人口に対する割合は100％※（全国88％）となって

います（表６－９）。

※ 都道府県構想に位置づけられている整備対象人口を元に算出しているため、汚水処理人口普及率とは異なる。

（単位：千人、％）

表６－８ 農村環境整備の実施状況（平成28（2016）年度）
（単位：地区）

資料：北陸農政局調べ

表６－９ 農業集落排水施設の整備率（平成28（2016）年３月末現在）

資料：農林水産省調べ

注：1) 各都道府県構想に位置づけられている整備対象人口（平成28（2016）年３月末の人口とは

異なる。）

2) 平成28（2016）年３月末の整備完了人口

区分 新潟県 富山県 石川県 福井県

集落基盤整備事業 2 0 1 3

地域用水環境整備事業 3 10 1 2

計 5 10 2 5

全国 北陸 新潟県 富山県 石川県 福井県

整備対象人口①
1) 3,874 412 172 91 65 84

整備完了人口②
2) 3,412 411 172 91 64 84

整備率（②／①） 88 100 100 100 98 100
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（２）地域活性化の推進

農山漁村地域の活性化を図るため、国は、県又は市町村が作成した定住者や滞在者の増

加等を通じた農山漁村の活性化を図る計画（以下「活性化計画」という。）の実現に必要

な施設整備を中心とした総合的な取組について、農山漁村振興交付金（農山漁村活性化整

備対策）注により支援しています。

北陸農政局では、平成19（2007）年度に「農山漁村活性化支援窓口」を設置し、県、市

町村等からの活性化に関する相談に対応するなどの取組を行っています。その結果、19

（2007）年度から28（2016）年度までに累計で66市町村において277の活性化計画が策定

され、各地域の自主性と創意工夫による地域活性化のための取組が進められています。

（注：平成27（2015）年度までは「農山漁村活性化プロジェクト支援交付金」にて支援）

５．鳥獣被害防止対策への取組

（１）鳥獣による農作物被害状況

平成27（2015）年度の北陸地域における野生鳥獣による農作物被害は、被害面積が2,091

haで前年度に比べ５％減少、また、被害金額は５億2,753万円で前年度に比べ７％減少し

ました。被害金額のうち全体の７割がイノシシ、カラスによるもので、イノシシの被害は

前年度に比べ3,680万円減少しました（図６－５、図６－６）。

（２）鳥獣被害防止対策の課題と推進方向

鳥獣被害は、鳥獣の生息数の増加や生息域の拡大、捕獲者の高齢化等による捕獲圧の低

下等により深刻な状況が続いています。また、鳥獣被害は、農作物等に対する直接的な被

害だけでなく、農業者に営農意欲の減退をもたらすなど数字に現れる以上の影響も及ぼし

ています。

平成20（2008）年２月に施行された「鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のため

の特別措置に関する法律」（特措法）においては、市町村が被害防止計画を作成すること

により鳥獣被害防止に必要な支援措置が講じられることとなっており、28（2016）年10月

末現在で管内81市町村中80市町村（99％）（全国1,741市町村のうち1,444市町村（83％））

図６－６ 鳥獣別被害金額図６－５ 農作物被害推移

資料：北陸農政局調べ資料：北陸農政局調べ
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において被害防止計画が作成されています。これを受け、北陸農政局では、鳥獣被害防止

総合対策交付金等を活用し、各市町村の被害防止計画に基づき被害防止対策協議会等が実

施する取組（捕獲機材の導入等による有害捕獲、侵入防止柵の整備等の被害防除、緩衝帯

の設置等の生息環境管理）や、捕獲した鳥獣の食肉利活用の取組に対して支援を行いまし

た。

また、地域における鳥獣被害対策の担い手を確保するとともに対策の実効性をより一層

高めるため、市町村ごとに特措法に基づく鳥獣被害対策実施隊の設置を推進しており、28

（2016）年10月末現在で管内の63市町（78％）（全国1,093市町村（63％））で設置されて

います。

今後とも、鳥獣被害対策実施隊の設置促進を図るとともに、地域の実情に応じた「捕獲」

「被害防除」「生息環境管理」の３つを適切に組み合わせた総合的な取組や、市町村のほ

か、農林漁業団体、猟友会等の関係者が連携する地域ぐるみでの取組等をより一層推進し

ていくこととしています。

さらに、鳥獣被害対策活動に貢献している個人又は団体を表彰する「鳥獣被害対策優良

活動表彰事業」を実施しています。本年度は、全国表彰において氷見市鳥獣被害防止対策
ひ み し

協議会（富山県）が農村振興局長賞（被害防止部門（団体））を受賞されたほか、３団体

が北陸農政局長賞を受賞されました。本年度の受賞団体の概要は以下のとおりです。

【農村振興局長賞： 氷見市鳥獣被害防止対策協議会（富山県氷見市） 】
ひ み し ひ み し

平成21（2009）年に市内で初めてイノシシによる農

作物被害が発生したことを契機に、22（2010）年に鳥

獣被害防止対策協議会を設立しました。25（2013）年

４月に鳥獣被害対策実施隊を設置し、協議会と連携し

た鳥獣被害対策を実施しています。

26（2014）年度に氷見市役所に「いのしし等対策課」
ひ み

を新設するとともに、「いのししパトロール隊」によ

る電気柵やわなの見回り等を実施しています。イノシ

シ被害対策では、生息環境管理に重点を置きつつ、電

気柵の設置や捕獲を組合わせた総合的な取組を行って

います。

また、農作物野生鳥獣被害対策アドバイザーを活用し、市全域の住民を対象に「イノシ

シ被害対策研究会」を継続的に実施し、イノシシの特性や被害対策の正しい知識の普及に

努めています。

教育委員会と連携して、小学生を対象としたイノシシ等野生動物に係る勉強会を開催し、

さらに市広報において、毎月１頁の紙面を割いて被害対策の記事を連載するなど、地域住

民への知識の醸成を図っています。

被害の発生初期段階で、早期に総合的な対策や地域住民の知識の醸成に努める活動等を

実施したことで農作物被害を軽減したモデルとして評価されたものです。

氷見市内の小学校での
ひ み

勉強会の様子
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【 北陸農政局長賞：ザ・そんぼ夢創の会（石川県羽咋郡志賀町） 】
む そう は くいぐん し か まち

本団体は、志賀町尊保・阿川地区を拠点に以前か
し か まちそん ぼ あ こう

ら村づくり活動に積極的に取り組んでいました。平

成25（2013）年度にイノシシによる農作物被害が発

生したことから、地域の結びつきが強いことを生か

して速やかにイノシシ被害に対応する体制を構築し

ています。

27（2015）年度には、県の事業を活用して地域住

民の自力施工により集落周辺の山際を緩衝帯として

整備し、イノシシの隠れ場所をなくし、緩衝帯と農

地の境に電気柵を設置して農地への侵入を防いでい

ます。一部の区域では緩衝帯内に電気柵を設置することで、人里への侵入防止効果の向上

を図るなどの工夫を行っています。

志賀町鳥獣被害対策実施隊から指導を受けながら、本団体の構成員にわな免許の資格取
し か まち

得を促すなど捕獲に関する人材育成も進めており、28（2016）年はイノシシ被害が発生し

ていません。緩衝帯の整備と併せた電気柵設置の取組で、イノシシ被害の大幅軽減に取り

組んでいることが評価されたものです。

【 北陸農政局長賞：下市町 自治会（福井県福井市） 】
しもいちちよう ふく い し

下市 町 自治会は、福井市鳥獣被害対策実施隊等が
しもいちちよう ふく い し

主催する各種研修会に参加するなど、下市 町 に適し
しもいちちよう

た鳥獣害対策を検討してきました。

そんな中、平成27（2015）年４月から６月にかけて、

農作物野生鳥獣被害対策アドバイザー等の専門家の指

導を得て、山裾のけもの道に、自治会住民による自力

施工で1,000ｍの管理道（点検通路）を整備しました。

その管理道に電気柵を設置することで「人とけものの

棲み分け」を図っています。

また、本自治会では、非農家を含む全世帯で週２

回程度の電気柵の点検を行うほか、山際の刈払いによる見通しの改善、秋の水稲の２番穂

のすき込み等に取り組み、侵入防止の効果を一層高めています。こうした取組の結果、野

生鳥獣による農作物被害は発生していません。

本自治会の取組は、鳥獣対策先進事例として福井県の現地研修に活用されるなど、「人

とけものの棲み分け」を考慮した電気柵の設置手法の普及に貢献していることが評価され

たものです。

地域住民による緩衝帯整備の様子

管理道の整備、電気柵設置の様子
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【北陸農政局長賞： 合谷 町 鳥獣害対策協議会、南 江守鳥獣害対策協議会（福井県福井市） 】
ごうだにちよう みなみ え もり ふく い し

合谷 町 と 南 江守 町 は隣接した集落で、平成22
ごうだにちよう みなみ え もりちよう

（2010）年頃からイノシシ被害が発生し始めたた

め、合谷 町 は24（2012）年８月、 南 江守 町 はそ
ごうだにちよう みなみ え もりちよう

の翌年に鳥獣害対策協議会を設立しました。

両協議会は、農作物野生鳥獣被害対策アドバイ

ザ－や県の指導を得て、ほ場周辺に設置していた

電気柵を山際に移動させて集落を囲うように設置

して、イノシシの侵入を防いでいます。

また、両協議会は電気柵の定期的な点検管理を

行うとともに、南江守協議会では、女性グループ

約10名が月１回山際を歩く「イノシシ撃退ウォ－

ク」を実施するなど、獣を寄せ付けない環境づく

りを行っています。さらに、電気柵の点検結果を記帳して共有するなど維持管理を効率的

に進めています。

両協議会は、イノシシ被害が本格化する前に、被害対策を実施して被害の未然防止を実

現するとともに、イノシシの捕獲等に係る集落連携を自ら主体的に構築するなど、対策の

範囲を広げる取組が評価されたものです。

合谷 町 代表片岡氏による研修会の
ごうだにちよう

様子
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６．再生可能エネルギー利活用

（１）バイオマスの活用推進

ア．バイオマス活用推進基本法による推進

バイオマス※1の活用の推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、持続的に発展

することができる経済社会の実現に寄与することを目的に、平成21（2009）年９月12日に

バイオマス活用推進基本法が施行されました。同法に基づき22（2010）年12月17日に「バ

イオマス活用推進基本計画」が、28（2016）年９月16日に、新たな「バイオマス活用推進

基本計画」が閣議決定されました。新たな「バイオマス活用推進基本計画」においては、

37（2025）年度までに、全都道府県、600市町村においてバイオマス活用推進計画※2を策

定すること、バイオマスを活用する約５千億円規模の新産業を創出すること、炭素量換

算で約2,600万トンのバイオマスを活用すること等の目標が設定されています。

また、基本計画の目標達成に向け、バイオマス事業化戦略検討チーム※3による議論を

踏まえ、24（2012）年９月６日に「バイオマス事業化戦略」が決定されました。

バイオマス活用推進計画について、28（2016）年度末現在、管内では１県（新潟県）、

５市（新潟県糸魚川市、新潟県魚沼市、新潟県三条市、新潟県十日町市、富山県小矢部市）
い と い が わ し うおぬまし さんじようし と お か ま ち し お や べ し

で、バイオマス活用推進計画が策定されています。

イ．「バイオマス産業都市※4」の構築による推進

「バイオマス事業化戦略」では、７府省連携で地域のバイオマスの産業化を目指す「バ

イオマス産業都市の構築」が提示されています。平成28（2016）年度末現在、全国で68市

町村のバイオマス産業都市が決定され、管内では新潟県新潟市、富山県射水市、新潟県
にいがた し い み ず し

十日町市、富山県南砺市が選定されています（表６－10）。
と お か ま ち し な ん と し

表６－10 バイオマス産業都市

県 事　業　内　容

新潟県 下水汚泥のバイオガス発電、木質ペレット、バイオディーゼル等

富山県
木質バイオマス等の堆肥化、廃食用油の混合燃料化、もみ殻の熱利用・
肥料化・資材化等、木質バイオマス発電

新潟県
固形燃料化及び熱利用（木質バイオマス、紙おむつ等）、バイオガス発
電及び熱利用、バイオディーゼル

富山県
固形燃料化及び熱利用（木質バイオマス、もみ殻）、堆肥化（生ごみ、
もみ殻）、バイオガス化（生ごみ、樹皮）、観光プロジェクト

射水市

十日町市

南砺市

事業実施主体

新潟市

※1 バイオマスとは、生物資源の量を表す概念で、「再生可能な生物由来の有機性資源で化石資源を除いたもの」であ
り、具体的には、家畜排せつ物や食品廃棄物等の「廃棄物系バイオマス」、稲わらや林地残材等の「未利用バイオマ
ス」、なたねやさとうきび等の「資源作物」に分類できる。

※2 バイオマス活用推進計画とは、地域のバイオマスの賦存状況、エネルギーやバイオマス製品の需要等の自然的･経済
的･社会的諸条件に適応したバイオマスの活用に向け、県･市町村が作成する計画

※3 バイオマス事業化戦略検討チームとは、バイオマス活用に関する関係府省（内閣府、総務省、文部科学省、農林水
産省、経済産業省、国土交通省、環境省）の連携の下、バイオマス活用技術の到達レベルの横断的な評価と事業化に
向けた戦略の検討を行うため、バイオマス活用推進基本法に基づき設置されている「バイオマス活用推進会議」の下
に設置されたチーム

※4 バイオマス産業都市とは、木質、食品廃棄物、下水汚泥、家畜排せつ物等、地域のバイオマスの原料生産から収集
・運搬、造成・利用までの経済性が確保された一貫システムを構築し、地域のバイオマスを活用した産業創出と地域
循環型のエネルギーの強化により、地域の特色を活かしたバイオマス産業を軸とした環境にやさしく災害に強いまち
・むらづくりを目指す地域。関係府省（内閣府、総務省、文部科学省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境
省）が共同で地域を選定し、連携して支援を行う。
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（２）再生可能エネルギー

太陽光や太陽熱、水力、風力、バイオマス、地熱等のエネルギー資源は、永続的な利用

が可能であるとともに発電時や熱利用時に地球温暖化の原因となるＣＯ2 をほとんど排出

しないという優れた特徴を有しており、これらの資源を変換して作られるエネルギーは「再

生可能エネルギー」と呼ばれています。

農山漁村にはこれらのエネルギー資源が豊富に存在していることから、再生可能エネル

ギーを利用した農林漁業の振興と農山漁村の活性化が期待されています。

特に、北陸地域の包蔵水力※1は富山県が全国第２位、新潟県が全国第４位と恵まれてお

り、これまでも大規模な水力発電が行われてきました。近年は、再生可能エネルギーの固

定価格買取制度※2を背景に、農業用水を活用した小水力発電が各地で行われています。

（３）再生可能エネルギーによる地域活性化の推進

ア．農山漁村再生可能エネルギー法による推進

地域資源の有効活用を進める一方、食料供給や国土保全等の農山漁村が有する重要な

機能の発揮に支障を来すことのないよう、農林地等の利用調整を適切に行うとともに、

再生可能エネルギーの導入と併せて地域の農林漁業の健全な発展に資する取組を推進する

ため、平成26（2014）年５月１日に「農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エ

ネルギー電気の発電の促進に関する法律」（農山漁村再生可能エネルギー法）が施行され

ました。

また、同法に基づき26（2014）年５月16日に基本方針を公表し、この中で「平成30年

度において、法の措置の活用等により再生可能エネルギー電気の発電を活用して地域の

農林漁業の発展を図る取組を現に行っている地区が全国100地区以上、当該取組を行うた

めの検討に着手している地区が全国200地区以上存在していることを目指す。」と目標を

設定しています。

北陸農政局では、28（2016）年度、管内の市町村を延べ26回訪問し、農山漁村再生可

能エネルギー法の周知や先行事例等の情報提供を行いました。また、管内の全市町村を

対象に、「農山漁村再生可能エネルギー法の活用に関するアンケート調査」を実施しまし

た。

さらに、28（2016）年８月10日に新潟県で、29（2017）年３月24日に富山県で「農山

漁村再生可能エネルギー推進会議」を開催し、県や市町村担当者等と地域における再生

可能エネルギーの普及促進を図る上での課題やその解決方法等を共有し、意見交換を行い

ました。

※1 包蔵水力とは、発電水力調査により明らかとなった我が国が有する水資源のうち、技術的・経済的に利用可能な

水力エネルギー量のこと。順位は、資源エネルギー庁の発電水力調査（平成28（2016）年３月31日現在）による。

※2 固定価格買取制度とは、「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法」に基づき、太陽

光、風力、水力、地熱、バイオマスの再生可能エネルギー源を用いて発電された電気を、国が定める価格で一定期

間電気事業者が買い取ることを義務付けた制度
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イ．再生可能エネルギーによる地域の活性化の事例

北陸管内でも、農林漁業者等が主体となって、再生可能エネルギーによる利益を地域の

農林漁業の活性化のために活用する取組が行われています。北陸農政局では、先進的な事

例を調査し、Webサイト（ホームページ）で紹介しています（表６－11）。

今後は、農山漁村再生可能エネルギー法も活用しながら、このような取組が広がること

が期待されます。

表６－11 農林漁業者等が主体の再生可能エネルギーの主な取組（28（2016）年度調査）

再生可能エネ
ルギーの種類

実施主体
【所　在】

取組概要

合同会社
かほく市民発電所
【石川県かほく市】

市民からの出資を募り、太陽光発電設備を設置。売電収入は市民からの
出資への配当などに活用。出資者への配当は、現金のほか、地域の農
産物等から選ぶことができ、食の地産地消を推進することで、地域農業を
支援する予定。

早月川沿岸
土地改良区

【富山県滑川市】

既設の農業用水路に新設した取水施設を用いて発電所に送水し、高低
差を利用して発電。売電収入は、土地改良区が管理する農業水利施設の
管理費に充当し、農家の負担軽減を図る。

(株)福井
グリーンパワー
【福井県大野市】

福井県内で発生する間伐材など木質バイオマス資源をチップ化し、燃料と
して活用。木材価格の低迷により、利用されず山に放置されていた間伐
材などを有効活用することで、林業の再生、山林の整備につなげている。

(株)あかりテック
【新潟県見附市】

もみ殻の処分が地域の課題となっていた中、もみ殻の焼却により得られ
る熱を利用し、葉物野菜の水耕栽培に取り組む。もみ殻を燃料とすること
で、燃料費を大幅に削減。もみ殻の焼却灰（くん炭）は、土壌改良材として
農家などに販売。

ＪＡ北魚沼
【新潟県魚沼市】

地域に豊富に存在する雪の冷熱を利用した利雪型米穀低温施設（雪室
倉庫）。雪の冷熱を利用することで、施設の電気消費量が抑えられ、ま
た、安定した温度・湿度のもとで保管することができることから、米の鮮度
と食味を保つことが可能。同ＪＡは、雪室倉庫で貯蔵されたコシヒカリを
「雪室貯蔵米」として付加価値を高めて販売。

太陽光発電

小水力発電

バイオマス発電

バイオマス熱

雪氷熱
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７．都市と農山漁村の共生・対流の推進

（１）農山漁村振興交付金の活用

グリーン・ツーリズム等に34団体が取り組む

農林水産省では、農山漁村が持つ豊かな地域資源を活用した観光・教育・福祉等の取

組や農山漁村の定住等を促進し、農山漁村の振興を図ることを目的として、平成28（2016）

年度から「農山漁村振興交付金」により、地域の活動計画づくりや手づくり活動、意欲

ある都市の若者等の地域外の人材を長期的に受け入れる取組、地域を越えた人材の活用

等、地域資源を活用する取組を支援しています。

28（2016）年度は、北陸農政局管内で10団体がこの交付金を活用して、「活動計画作成」、

「子ども農山漁村交流プロジェクト」、「農山漁村の「食」を活用し観光と連携したグリ

ーン・ツーリズム」及び「農山漁村の地域資源と福祉を活用した「農」の取組支援」の

活動に取り組んでいます。

また、25（2013）年度から実施した「都市農村共生・対流総合対策交付金」の11団体

及び27（2015）年度に実施した「農村集落活性化支援事業」の13団体もこの交付金によ

り支援しています（表６－12）。

表６－12 農山漁村振興交付金等の活用状況

（２）山村活性化支援交付金

地域の未利用資源の活用等を通じた所得・雇用の増大による山村の活性化

山村では、人口減少や高齢化が著しいことから、人材や労働力が不足し、地域社会の

活力が低下しています。

一方、山村は、国土の保全、水源の涵養等、森林及び農業の有する多面的機能の発揮
かんよう

に大きな役割を担う重要な地域です。また、特色ある農林水産物や、固有の自然・景観、

伝統文化等の多くの地域資源が存在しています。こうした資源に恵まれた山村は、近年、

都市住民を中心に、ゆとり・やすらぎの場としての評価が高まっていますが、地域資源

は十分に活用されていません。

農林水産省では、このような状況を踏まえ、地域の農林水産物等の域内での消費の拡

大や域外への販売促進、付加価値の向上等を通じた地域経済の活性化を図るため、薪炭

・山菜等の山村の未利用資源等の潜在力を再評価し、それらを地域ぐるみで活用するた

資料：北陸農政局調べ

（単位：団体）

活動計画作成
子ども農山漁村
交流プロジェクト

農山漁村の「食」
を活用し観光と
連携したグリー
ン・ツーリズム

農山漁村の地域
資源と福祉を活
用した「農」の取
組支援

計

新潟県 1 6 1 1 2 4 11

富山県 3 2 1 1 6

石川県 3 4 1 1 2 9

福井県 4 1 1 1 1 3 8

計 11 13 3 2 1 4 10 34

　　 　  交付金

　県

都市農村共生・対流
総合対策交付金
 〔平成25～27年度〕

　農村集落活性化
　支援事業
 　〔平成27年度〕

農山漁村振興交付金〔平成28年度～〕

合計
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めのソフト活動を支援することを目的に、平成27（2015）年度から山村活性化支援交付

金を実施しています。

北陸農政局管内では、同交付金を活用した取組が、18地区（新潟６、富山４、石川４、

福井４）で実施されています。

（３）市民農園の開設状況

市民農園は、主として都市住民がレクリエーション等を目的として利用する農園をい

い、北陸地域では、平成28（2016）年３月31日現在で137か所（全国4,223か所）が開設

されています（表６－13）。

（４）障害者の就農促進

農福連携推進北陸ブロックセミナー等の開催

障害者就農の取組を促進するため、障害者の就農に取り組むNPO法人や社会福祉法人、

農地所有適格法人等関係団体、国・地方公共団体等で構成される「北陸障害者就農促進

ネットワーク」では、平成28（2016）年度において、

・「農福連携推進北陸ブロックセミナー」（29（2017）年１月、金沢市）
かなざわ し

・「北陸障害者就農促進ネットワーク意見交換会」（29（2017）年１月、金沢市）
かなざわ し

を開催しました。

同ネットワークの加入団体数は、29（2017）年

１月31日現在で42団体となり、障害者の就農促進

に向けた情報共有、メンバー間の連携強化に向け

て取組を進めています。

資料：農林水産省調べ

注：特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律及び市民農園整備促進法に基づき

開設されたものである。

農福連携推進北陸ブロックセミナー

表６－13 市民農園開設数・面積（平成28（2016）年３月31日現在）

2,321 511 1,078 313 4,223 1,381

76 23 31 7 137 78

新潟県 30 5 9 0 44 39

富山県 13 4 3 2 22 7

石川県 27 6 12 3 48 24

福井県 6 8 7 2 23 7

面　積
（ha）

　全　国

　北　陸

区　　分
 地方
 公共団体

 農業
 協同組合

農業者
企業、NPO
法人等

合　計
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（５）豊かなむらづくり全国表彰事業の実施

本事業は、農林水産祭の表彰行事の一部門として、農山漁村におけるむらづくりの優

良事例の表彰と、その業績発表を行うことにより、むらづくりの全国的な展開を推進し、

地域の連帯感の醸成やコミュニティ機能の強化を図り、農林漁業及び農山漁村の健全な

発展に資することを目的として、昭和54（1979）年度から実施されているものです。

平成28（2016）年度は、「別俣 農村 工房」（新潟県柏崎市）が農林水産大臣賞を、
べつまたのうそんこうぼう かしわざきし

「小菅沼・ヤギの杜」（富山県魚津市）、「横山 振興会」（石川県珠洲市）及び「 上丁 地区」
こすがぬま もり うおづし よこやましんこうかい すずし かみようろ

（福井県大野市）が北陸農政局長賞を受賞しました。
おおのし

農林水産大臣賞を受賞した「別俣農村工房」の所在する別俣地域は、周囲を山々に囲
べつまたのうそんこうぼう べつまた

まれた盆地に位置し、周辺は水稲を主体とする農業を営む純農山村地域となっています。

当地域では、15（2003）年に「別俣を考える会」を立ち上げ、地域の将来について住民全
べつまた

体で考えるという活動を進めていました。

この状況の中、17（2005）年に地域のシンボルとなっている別俣小学校が閉校となり、
べつまた

市内に唯一残る築60年の木造校舎が解体の危機に直面した際に、「別俣を考える会」では、
べつまた

この木造校舎を守ることが、子供たちにふるさとを残すことにつながる、という信念の下、

住民の合意形成に取り組み、その結果、校舎の存続が決まりました。このことは、地域住

民の心底に住民の共助、協同の精神が存在することを表すものであり、このことが今日の

「むらづくり」への原点ともなってきました。

その後、18（2006）年には、校舎の維持管理のため任意団体「別俣農村工房」を有志８
べつまたのうそんこうぼう

名で設立し、改修した校舎を活動の拠点として、20（2008）年に体験交流施設「田舎の学

校きらら」、また、23（2011）年には校舎内に農家レストラン「ふるさと食堂 喜楽来(き

らら)」を開設して、地元食材を使用した郷土料理を提供することにより、地元野菜の生

産拡大、地産地消の推進にも貢献しています。

また、地域の高齢者が子供たちに、地元で培われた農法や工芸品づくりを披露・伝授し、

川遊びやキャンプ等では子供たちが自然の恵みを体験し、収穫祭等のイベントでは、地元

産の農産物や手造りの郷土料理が並び、ここでは女性たちが大きな力を発揮しています。

このように、子供からお年寄りに至るまでの地域住民を地域の宝として捉え、この地域

の宝を活用した交流を柱に、地域住民が一体となってむらづくりを進めており、これらの

取組は地域の活性化に大きく寄与しています。

市内に唯一残る旧別俣小学校・木造校舎
べつまた

（別俣農村工房）
べつまたのうそんこうぼう

ふるさと食堂・喜楽来
き ら ら

（別俣農村工房）
べつまたのうそんこうぼう
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（６）「北陸農政局『ディスカバー農山漁村（むら）の宝』」優良事例の選定

「ディスカバー農山漁村（むら）の宝」は、「強い農林水産業」、「美しく活力ある農山

漁村」の実現のため、農山漁村の有するポテンシャルを引き出すことにより地域の活性化、

所得向上に取り組んでいる優良な事例を選定し、全国に広く発信しているものです。

平成28（2016）年６月14日から８月15日に第３回選定の募集を行い、全国から769地区、

北陸から114地区（新潟35、富山16、石川28、福井35）の応募があり、28（2016）年10月

17日に全国で30地区、北陸農政局管内から４地区が選定されました。

選定された地区の中から、28（2016）年12月２日には、全国でグランプリ１地区及び特

別賞４地区が選定されましたが、北陸農政局管内からの選定はありませんでした。

また、全国で選定された地区以外にあっても、北陸農政局管内には数多くの優良な事例

があることから、地域の活性化、所得向上等の取組や、農村振興の重点施策である都市農

村交流等に取り組んでいる優良な事例を「北陸農政局『ディスカバー農山漁村（むら）の

宝』」として選定し、広く発信することにより他地域への横展開を図る取組を27（2015）

年度から行っており、28（2016）年度は優良事例として11地区を選定しました。

選定した地区を対象に、28（2016）年12月13日に金沢広坂合同庁舎において、平成28

（2016）年度「北陸農政局『ディスカバー農山漁村（むら）の宝』」優良事例選定証授与

式を開催し、選定証授与の後、全国段階の選定地区と北陸農政局選定地区の出席された代

表者と局内関係者が意見交換を行いました。

意見交換選定地区と局幹部との記念撮影


