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平成20年度実績評価書要旨

評価実施時期：平成21年３月、６月 担当部局名：農村振興局農村計画課
評価書公表時期：平成21年７月

政策体系上の位置付け
施策名 都市との共生・対流等による農村の振興

（実績評価書⑩） Ⅴ－⑩

施策の概 都市と農村の共生・対流、農村経済の活性化、農村における地域資源の保全・活用や生産条
要 件及び生活環境の総合的な整備等により、農村地域の振興を図るため、以下の施策を実施する。

① 都市と農村の交流の促進、都市農業の振興
② 中山間地域等における経済活性化に向けた条件整備の促進
③ 意欲に溢れ、豊かで住みよい農村の実現

【評価結果の概要】

（総合的評価）
政策に関 農村地域で進行する過疎化・高齢化は農地の集団的利用や農道等の農業関連施設の共同管理
する評価 を後退させ、また、共同管理できなくなった農業集落においては、農地面積や農家数が顕著に
結果の概 減少し、このことが農業生産の停滞はもとより、定住基盤や農地等の地域資源の荒廃を招く要
要と達成 因となっており、食料の安定供給や多面的機能の発揮への影響が懸念されていることから、こ
すべき目 れらの機能を適切かつ十分に発揮していくためには、農林漁業の持続的な発展とその基盤であ
標等 る農村の振興を図る必要がある。

これまでの諸施策は、目標の達成状況を見る限りでは、一定の効果を果たしているものの、
農村地域は過疎化高齢化が進行しており、農村の振興を図るためには、都市と農村の共生・対
流による雇用及び定住の促進、農村経済の活性化による所得の向上等の他にも様々な分野が関
わっており、当省のみならず、各省庁の施策と連携し推進していかなければならない。このた
め、現在、新たな食料・農業・農村基本計画の策定に向けて、その旨検討を行っているところ
であり、この検討結果を踏まえ、達成目標及びその手段等について見直す必要がある。
なお、意欲に溢れ、豊かで住みよい農村の実現のうち「景観農業振興地域整備計画（以下「景

観農振計画」という。）の策定数」については、達成状況がＣランクとなったことから、政策手
段別評価における評価結果等を踏まえ、目標達成に向けて施策を見直す必要がある。

（必要性）
① 「都市と農村の交流の促進、都市農業の振興」については、広く国民がゆとりのある生活
を享受できるよう都市と農村の交流人口を増加させるとともに、｢農」の営みを体験する場を
都市住民に提供する必要がある。

② 「中山間地域等における経済活性化に向けた条件整備の促進」については、中山間地域等
の農業者等の安定した所得を確保することが、農業・農村の持続的な発展に資するため、農
業を核とした地域産業の振興等、総合的な施策を推進する必要がある。

③ 「意欲に溢れ、豊かで住みよい農村の実現」については、食料の安定供給の基盤である農
地・農業用水や、豊かな自然環境、棚田を含む美しい農村景観、生物多様性等の地域資源に
ついて、将来にわたり良好な状態で保全管理が確保され、かつ、汚水処理等の生活環境の整
備と生産基盤の整備を総合的に実施する必要がある。

（効率性）
① 「都市と農村の交流の促進、都市農業の振興」については、地方自治体の作成する活性化
計画の実現に向けた総合的な取組を国が交付金により支援する方式を採用していること、地
域再生のための総合的な戦略である「地方再生戦略」に基づき他省庁と連携した取組を行っ
ていること、体験農園の普及に向けて関係機関・団体と連携していること等により、効率的
に推進している。

② 「中山間地域等における経済活性化に向けた条件整備の促進」については、地域の実情に
即したメニュー方式による農業生産基盤と農村生活環境の整備を核として総合的な施策の推
進を図ることにより、効率的に推進している。

③ 「意欲に溢れ、豊かで住みよい農村の実現」については、生活排水処理施設の整備に際し
て、汚水処理施設整備交付金等を活用し、下水道や浄化槽との連携等による効率的な整備を
推進している。

（有効性）
① 「都市と農村の交流の促進、都市農業の振興」については、目標の達成状況はＢランクと
なった。これは、「グリーン・ツーリズム施設年間延べ宿泊数」について、近年の国内宿泊観
光旅行全体の伸び悩みや、宿泊体験旅行の商品化のための環境整備が不十分であったこと、「都
市的地域における市民農園の区画数」について、市民農園用地の確保の困難性及び財政負担
の問題から開設主体の約７割を占める市町村開設の伸びが低下したこと等により目標値を下
回ったことによるものである。
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② 「中山間地域等における経済活性化に向けた条件整備の促進」については、目標の達成状
況はＢランクとなった。これは、団塊世代の退職による兼業農家の農外所得の減少に加え、
肥料・飼料・光熱動力費の急激な値上がりなどによる農業所得の減少等により、目標値を下
回ったことによるものである。

③ 「意欲に溢れ、豊かで住みよい農村の実現」については、目標の達成状況はＢランクとな
った。これは、「景観農振計画の策定数」について、同計画の必要性は認めつつも、計画策定
にあたって「農地の効率的利用と景観保全のための土地利用」との考え方からくる合意形成
に時間を要していること、景観計画に景観農振計画に関する基本的事項を定めている割合が
景観計画全体の２割程度に留まっていること等のため、大きく目標値を下回ったこと等によ
るものである。

（反映の方向性）
① 「都市と農村の交流の促進、都市農業の振興」のうち「グリーン・ツーリズム施設年間延
べ宿泊者数」については、農山漁村活性化法に基づく活性化計画の策定、共生・対流ビジネ
スモデルの公募等をとおして各地域への積極的な情報提供、国土交通省と連携し観光園整備
計画の策定を推進して、観光旅客の来訪及び滞在の促進を図るとともに、「子ども農山漁村交
流プロジェクト」に関して、平成２１年度から「子ども農山漁村交流プロジェクト対策事業」
を予算化し、全国展開に向けて受入モデル地域の拡大を図る。
また、「都市的地域における市民農園の区画数」については、農業体験農園の普及拡大に資

する取組及び農園整備の支援に加え、インターネット等を活用した市民農園開設など都市住
民が農に触れる機会の拡大に資する先導的な取り組みへの支援等を推進する。

② 「中山間地域等における経済活性化に向けた条件整備の促進」については、肥料・飼料・
光熱動力費の値上がり等の外的な要因の影響を受けていることから、引き続き、施設園芸燃
油消費量や化学肥料施量の一定以上の低減を行う農業者グループに対して、燃料費や肥料費
の増加分の一部を支援するとともに、農業生産基盤と農村生活環境の整備、中山間地域等直
接支払制度の実施や鳥獣被害への対策などの総合的な条件整備に対する支援を効率的に推進
する。

③ 「意欲に溢れ、豊かで住みよい農村の実現」のうち「農地、農業用水等の保全管理に係る
集落等の協定に基づき地域共同活動を行う地域数及び参加者数」については、引き続き「農
地・水・環境保全向上対策」を着実に推進する。

「景観農振計画の策定数」については、景観農振計画を定めるに当たって景観計画に景観
農振計画に関する基本的事項を定める必要があり、この基本的事項を定めた景観計画の策定
を推進することが重要であるため、「景観農振計画に関する基本的事項を定めた景観計画の策
定数」を指標とし、他府省と連携して普及・啓発に取り組みつつ、基本的事項を定めた景観
計画の策定意向を有する市町村等を重点地域と定めて、21年度に創設したアドバイザー派遣
による直接の指導・助言を行う。併せて、景観農振計画の策定に向けた地域が主体となって
合意形成等の取り組みを推進する人材を育成する。
「事業・対策を実施した地域における総合的な生活環境に関する住民評価値」については、

事業の実施に際して住民の参画を一層促進するとともに、住民の意向を踏まえて事業の推進
を図る。

【達成すべき目標、測定指標、目標期間、測定結果 等】

達成目標 指標名 単位 基準値 実績値（達成状況） 目標値 達成目標・指標の
（年度） 18年度 19年度 20年度 （年度） 設定根拠・考え方

①都市と ％ 62.3 60.1 70.6
農村の交 （Ｂ） （Ｂ） （Ｂ）
流 の 促 グリーン 都市と農村の共生・対流の促進を通
進、都市 ・ツーリ 万人 770 795 813 844 880 じた農村の振興を図る支援等の取組の
農業の振 ズム施設 (平成1 (平成21年 効果を判断するものとして、「グリー
興 年間延べ 6年度) 度) ン・ツーリズム施設の年間延べ宿泊者

宿泊者数 数」について、H21年度の年間880万人
を目標値として設定する。

都市的地 都市農業は様々な役割を発揮するこ
域におけ 万区画 11.8 12.7 12.8 13.1 14.6 とから、その振興を図るための支援等
る市民農 (平成1 暫定値 (平成21年 の取組の効果を判断するものとして、
園の区画 5年度) 度) 「都市的地域における市民農園区画数」
数 について、H21年度の約14.6万区画を

目標値として設定する。

②中山間 中山間地 中山間地域における農業生産条件の
地域等に 域の一戸 万円 485 485 440 420 485 不利を補正するための施策の効果を判
おける経 当たり農 (平成1 （Ａ） （Ａ） 推計値 (各年度) 断するものとして、「中山間地域の一
済活性化 家総所得 6年) （Ｂ） 戸当たり農家総所得」について、H16
に向けた の維持 年の485万円の維持を図ることを目標
条件整備 値として設定する。
の促進
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③意欲に ％ 84.5 73.0 73.0
溢れ、豊 （Ｂ） （Ｂ） （Ｂ）
かで住み 農地、農 地域の農業者だけでなく、多様な主
よい農村 業用水等 万地域 － － － 1.9 3.0 体の参画を得て、農地・農業用水等の
の実現 の保全管 見込値 (平成24年 資源の適切な保全管理を行うととも

理に係る 度) に、農村環境の保全等にも役立つ地域
集落等の 共同の活動を促進する施策の効果を判
協定に基 万人 ・ － － － 147 220 断するものとして、土地改良長期計画
づき地域 団体 見込値 (平成24年 に基づき、「農地、農業用水等の保全
共同活動 度) 管理に係る集落等の協定に基づき地域
を行う地 共同活動を行う地域数及び参加者数」
域数及び について、H24年度の3.0万地域、220
参加者数 万人・団体を目標値として設定する。
景観農業 農村特有の良好な景観の形成を促進
振興地域 計画 0 1 2 2 50 するため、計画的な土地利用を推進し、
整備計画 (平成1 (平成25年 農地の適切な保全を図る効果を判断す
の策定数 7年度) 度) るものとして、「景観農業振興地域整

備計画の策定数｣について、H25年度の
50計画を目標値として設定する｡

農業集落 農村における生産条件及び生活環境
排水事業 万人 350 － － 359 400 の向上を図るために、土地改良長期計
による生 (平成1 見込値 (平成24年 画に基づき、都市部との格差が大きい
活排水の 9年度) 度) 汚水処理の人口普及率を10年後までに
処理人口 中小都市並の8割弱に設定した上で、5

年後の平成24年度までに概ね7割弱に
引き上げることを目標とし、その率を
農業集落排水処理人口に換算した400
万人を目標値として設定する。

事業・対 農村地域における生活環境の快適
策を実施 ％ 100 80.7 82.3 81.2 100 性、質の向上が図られたかどうかを総
した地域 (各年 (各年度) 合的に判断するため、「事業・対策を
における 度) 実施した地域で暮らす住民の生活環境
総合的な に関する住民評価値」について、各年
生活環境 度100%を目標値として設定する。
に関する
住民評価
値

施政方針演説等 年月日 記載事項（抜粋）
地方再生戦略 平成19年 第３の３農山漁村

関係する 11月30日 (地域の持続可能な発展を支える循環・交流・連携)ほか多数(農山
施政方針
演説等内 平成20年 漁村への定住･滞在･農山漁村との交流等の推進）ほか
閣の重要 １月29日
政策（主 第169回国会施政 平成20年 （活力ある地方の創出）
なもの） 方針演説 １月18日 地方と都市との共生の考えの下･･･

２１世紀新農政 平成20年 Ⅱ-１地方再生に向けた農山漁村活性化対策の展開
２００８ ５月７日
食料・農業・農 平成17年 第３の３
村基本計画 ３月25日 （１）地域資源の保全管理政策の構築

（２）農村経済の活性化
（３）都市と農村の共生・対流と多様な主体の参画の促進
（４）快適で安全な農村の暮らしの実現

土地改良長期計 平成20年 第２の２
画 12月26日 ①【田園環境の再生・創造と共生・循環を活かした個性豊かで活

力ある農村づくり】
・農業集落排水処理人口

約350万人(平成19年度)→約400万人(平成24年度)
第２の３
①【農村労働力を活かし、集落等の地域共同活動を通じた農地、
農業用水等の適切な保全管理】
・農地、農業用水等の保全管理に係る集落等の協定に基づき地域
共同活動を行う地域数及び参加者数
約130万人・団体(平成19年度)→約220万人・団体(平成24年度)
約1.7万地域(平成19年度)→約3.0万地域(平成24年度)


