
政策分野

政策手段 予算額

目標 目標の内容 （法律・事業名等） （百万円）

① 都市と農村の交流
の促進、都市農業
の振興

農山漁村活性化プロジェクト支
援交付金のうち生産基盤の整
備、生活環境施設の整備、地
域間交流拠点の整備

33,463
の内数

平成２０年度から１２計画が実施され、また平成１９年度
に決定された計画のうち６計画が継続して実施されたた
め、合計１８計画において、計画主体が自ら定めた活性
化計画の目標達成に向けて、計画的かつ効果的に事
業が実施された。（一部繰越手続きをして実施中の地区
もある）

賑わいある美しい農山漁村づ
くり推進事業

68

都市と農山漁村の共生・対流（オーライ！ニッポン）の国
民運動を進めるシンポジウムを東京と新潟で開催すると
ともに、オーライ！ニッポンに係る優良事例の表彰を実
施。また、オーライ！ニッポン旅行商品開発のための課
題検討等を実施し、都市農村交流の促進に寄与。

農村コミュニティ再生・活性化
支援事業

143

現在、全国５４団体に対して採択を行い、農山漁村コ
ミュニティの再生・活性化に資する事業を実施し、農山
漁村の活性化及び定住の促進に寄与

平成20年政策の実績評価（政策手段シート）

都市との共生・対流等による農村の振興

分野の目標等
政策手段の内容
（関連する目標）

実績及び実績に対する所見

地域間交流の促進のための地域資源を活用した交流
拠点等の整備を支援

「農山漁村をフィールドとした新たなライフスタイルの
提案」を基本的コンセプトとし、都市サイドとも連携した
取組を展開する中で、都市と農山漁村の共生・対流
へ向けた国民運動を展開

農村コミュニティの再生・活性化に向けて、都市から
農村への定住を促進するとともに、定住者の活用や
地域における多様な主体の連携による 新たな事業 143 漁村の活性化及び定住の促進に寄与。

広域連携共生・対流等推進交
付金

484

全国の小学生が農山漁村において１週間程度の長期
宿泊体験を行う子ども農山漁村交流プロジェクトなど、
都道府県域を越えて、都市と農山漁村の多様な主体が
連携して行う広域連携プロジェクトを選定し、全国７９団
体で実施中であり、都市と農山漁村の共生･対流の推進
に寄与。

広域連携共生・対流等整備交
付金 132

都市と農山漁村の共生･対流の先導的な取組のために
必要な施設等の整備について、全国５団体で実施中で
あり、都市と農山漁村の共生･対流の推進に寄与。

農山漁村滞在型余暇活動の
ための基盤整備の促進に関す
る法律 －

新たに、16市町村で市町村計画が作成され、計画策定
市町村数は全体で493となり、農山漁村滞在型余暇活
動のための基盤の整備の促進に寄与

地域における多様な主体の連携による、新たな事業
の創出など、地域資源と地元人材等を活かした取組
みを支援

都道府県域を越えて、都市と農村の多様な主体が参
加して行う、共生・対流の一層の推進に資する広域連
携プロジェクト等の支援

都道府県域を越えた広域的な連携の取組を実現する
ために必要な施設等の整備の支援

ゆとりある国民生活の確保と農山漁村地域の振興に
寄与するため、農山漁村滞在型余暇活動のための基
盤の整備の促進、農林漁業体験民宿業の登録制度
を実施

⑩－1



政策手段 予算額

目標 目標の内容 （法律・事業名等） （百万円）

分野の目標等
政策手段の内容
（関連する目標）

実績及び実績に対する所見

市民農園整備促進法
－

特定農地貸付に関する農地法
等の特例に関する法律 －

農山漁村の活性化のための定
住等及び地域間交流の促進
に関する法律 －

平成２０年度は、新たに４７８の活性化計画が国に提出
され、地域独自の新たな取組が進展し、農山漁村の活
性化に寄与。

農村振興対策指導事務経費
123

の内数
－

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

農山漁村活性化プロジェクト支
援交付金のうち生産基盤及び
施設の整備、生活環境施設の
整備、地域間交流拠点の整備
等

33,463
の内数

平成２０年度においては４７８計画が決定され、また平成
１９年度に決定された計画のうち１６１計画が継続中であ
るため、合計６３９計画において、計画主体が自ら定め
た活性化計画の目標達成に向けて、計画的かつ効果
的に事業が実施された。（一部繰越手続きをして実施中

あ ）

特定農地貸し付けに加え市民農園施設の整備を促
進するための都市計画法等の特例を規定

法令規制等の特例を設け、市民農園の整備を適正かつ
円滑に推進することにより、身近な農業体験や農家と都
市住民との交流の場の提供に寄与。

市民農園を開設する場合の農地法等の特例を規定

農山漁村における定住等及び農山漁村と都市との地
域間交流を促進するため、生産基盤及び施設、生活
環境施設、地域間交流のための施設の整備を促進
し、農山漁村の活性化に寄与
(目標②、③)

－

中山間地域等における定住等及び地域間交流を促
進するため、地域の基幹産業である農林水産業の活
性化のための施設等、生活環境施設の整備、歴史・
伝統文化・自然環境等地域固有の資源を活かした地
域間交流拠点の整備等を支援

の地区もある）
鳥獣害防止総合対策事業

1,056
の内数

２５８地区（３２１市町村）において、被害防止対策を実施
し、鳥獣による農作物被害の防止に寄与。

中山間総合整備事業費

35,502

51地区で事業を実施し、中山間地域の活性化等に寄
与。

中山間地域等直接支払交付
金

21,800

１，０２８市町村において、２８，７５７協定が締結され、６６
万４千haの農用地を対象に直接支払交付金が交付さ
れ、中山間地域の活性化に寄与。

中山間地域等直接支払推進
交付金

346

４７都道府県及び８９０市町村に対して推進活動及び交
付金交付事務等に必要な経費の助成がなされ、中山間
地域の活性化に寄与。

市町村が作成する被害防止計画に基づき、捕獲等の
個体数調整、防護柵の設置等の被害防除、緩衝帯の
設置等の生息環境管理の取組を総合的に支援。

生産条件等が不利な中山間地域において、農業生
産基盤と農村生活環境等の整備を総合的に行い、農
業・農村の活性化を図る

中山間地域等の農業生産条件の不利を補正すること
により、耕作放棄の発生を防止し多面的機能を確保

都道府県及び市町村が中山間地域等直接支払交付
金の交付等を適正かつ円滑に実施するために行う推
進活動・交付金交付事務等に必要な経費に対し助成
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政策手段 予算額

目標 目標の内容 （法律・事業名等） （百万円）

分野の目標等
政策手段の内容
（関連する目標）

実績及び実績に対する所見

小規模・高齢化集落支援モデ
ル事業 236

２０地区において事業を実施し、地域資源を保全管理す
る取組により、中山間地域の活性化に寄与。

中山間地域振興対策調査等
委託関係費のうち山村振興対
策推進調査委託費 3

合併前後の行政体制や地域住民等の意識、行動の違
いについて調査、分析を行い、山村振興施策の効果的
な推進に活かすことにより山村振興に寄与。

農村活性化人材育成派遣支
援モデル事業

990

全国69の事業実施主体を採択し、42都道府県232市町
村において、のべ2,479人の研修人材に対して実践研
修を実施し、農村地域の活性化を担う人材を確保・育成
する仕組みづくりに寄与。

振興山村・過疎地域経営改善
資金 貸付枠

1,０00

融資実績　平成21年3月末現在　4件　2億6千万円
融資面から振興山村及び過疎地域の経営改善、農林
漁業の振興に寄与。

連けい式小水力発電事業
貸付枠

50

融資実績　平成21年3月末現在　０件
農山漁村に電気を供給することにより、農林漁業の生産

小規模・高齢化集落の地域資源の保全管理を支援
することを通じて、中山間地域等が有する多面的機能
を確保

山村地域の活性化のため、山村振興計画に関する課
題や振興の基本的な方向等を明確にし、効果的・効
率的な山村振興計画策定とその推進を図る

振興山村又は過疎地域において農林漁業の振興等
を図るために必要な長期低利の資金の融資

発電水力が未開発のまま存する農山漁村における発
電施設整備に対する融資

農村活性化人材育成派遣支援モデル事業：農村地
域の活性化を担う人材を確保・育成するシステムの構
築に向け、農村の課題分析、活性化活動への従事を
希望する都市部人材の活用、農村と人材のマッチン
グ、農村への人材派遣研修事業などに取り組む仲介
機関を支援する。

50
農山漁村に電気を供給することにより、農林漁業の生産
力の増大と農山漁家の生活文化の向上に寄与。

中山間地域活性化資金（農林
漁業金融公庫）

貸付枠
5,460

融資実績 平成21年3月末現在　41件　33億3千万円
融資面から中山間地域の農林漁業の振興に寄与。

地域産業立地促進事業（日本
政策投資銀行投融資：農工法
関連）

貸付枠
6,080

２０年度１０月において、中小企業金融公庫は(株)日本
政策金融公庫と合併。

地域雇用促進資金（(株)日本
政策金融公庫（旧中小企業金
融公庫投融資：農工法関連））

貸付枠
6,080

適用実績　３３件　３，２９６百万円（平成２１年３月末現
在）
金融面から農村地域における就業機会創出に寄与。

特定農山村地域における農林
業等の活性化のための基盤整
備の促進に関する法律 －

平成２０年３月末現在、特定農山村法第４条に基づく農
林漁業等活性化基盤整備計画を策定した市町村は９２
３で、特定農山村地域該当市町村９８７の約９４％となり、
地域活性化等に寄与。

電施設整備に対する融資

中山間地域の活性化を図るための資金を長期かつ低
利で融資

農村地域工業等導入地区における施設整備等に必
要な資金の融通

農村地域工業等導入地区における施設整備等に必
要な資金の融通

農業の生産条件が不利な地域において、地域の特性
に即した農林業その他の事業の振興を図り、豊かで
住み良い農山村の育成に寄与
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政策手段 予算額

目標 目標の内容 （法律・事業名等） （百万円）

分野の目標等
政策手段の内容
（関連する目標）

実績及び実績に対する所見

農村地域工業等導入促進法

－

平成２０年３月末現在
農工団地がある市町村数は７５０。８，９１７社が立地決
定し、約５９万６千人の雇用が確保されており、就業機会
の創出に寄与。

農山漁村電気導入促進法

－

農山漁村に電気を供給することにより、農林漁業の生産
力の増大と農山漁家の生活文化の向上に寄与。

総合保養地域整備法

－

平成２０年１月現在、基本構想に定められている７，１１２
件の特定施設のうち、１，６５３件が供用中であり、農林
水産業及び農山漁村の振興に寄与。

山村振興法

－

全ての関係都道府県において山村振興基本方針を作
成済。また、平成20年度は、山村振興計画が77市町村
（計332市町村）で作成され、地域格差の是正等に寄
与

農村地域への工業等の導入並びに農業従事者の導
入工業等への就業促進

都道府県農山漁村電気導入計画に基づき、全国農
山漁村電気導入計画を策定
農山漁村地域に電気を導入し、農林漁業の生産力の
増大と農山漁家の生活文化の向上の促進

総合保養地域の特定施設の整備を推進するととも
に、地域の特性を活かしつつ農林水産業の生産基盤
の整備等を促進し、農林水産業及び農山漁村の振興
に寄与

山村振興基本方針及び山村振興計画の作成及びこ
れに基づく事業の実施により山村における住民の福
祉の向上、地域格差の是正等に寄与

与。

特殊土壌地帯災害防除及び
振興臨時措置法

－

平成20年度事業実績は、平成21年８月頃に取りまとめ
予定。
指定地帯（14県）で災害防除事業及び農地改良事業を
実施し、特殊土壌地帯の保全と農業生産力の向上に寄
与。

農山漁村の活性化のための定
住等及び地域間交流の促進
に関する法律 －

平成２０年度は、新たに４７８の活性化計画が国に提出
され、地域独自の新たな取組が進展し、農山漁村の活
性化に寄与。

所得税：農工法関連：農用地
等の譲渡

－
税制面から農村地域における就業機会創出に寄与。
平成20年度実績：適用件数17件、20.4百万円。

特殊土壌地帯の保全と農業生産力の向上

農山漁村における定住等及び農山漁村と都市との地
域間交流を促進するため、生産基盤及び施設、生活
環境施設、地域間交流のための施設の整備を促進
し、農山漁村の活性化に寄与
(目標①、③)

租税特別措置法第３４条の３
農工実施計画に基づき農用地等を効率的に工業用
地等に供するための農用地の譲渡所得に係る課税の
特例制度
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政策手段 予算額

目標 目標の内容 （法律・事業名等） （百万円）

分野の目標等
政策手段の内容
（関連する目標）

実績及び実績に対する所見

法人税：山振法関係：特別償
却

－

認定法人12法人の増
平成20年度の税制適用実績は未定だが、本制度により
認定法人の増加が図られ、森林・農林地等の保全、雇
用促進等による山村の振興に寄与

所得税・法人税:農工法関連：
事業資産の買換え、交換

－
税制面から農村地域における就業機会創出に寄与。
平成20年度実績：適用件数0件。

所得税・法人税:特定農山村法
関連：農用地等の譲渡

－

租税特別措置により、地域の特性に即した農林業その
他事業の振興を図り、もって豊かで住みよい農山村の育
成に有効。

所得税・法人税：半島振興法、
過疎地域自立促進特別措置
法、離島振興特別措置法関
連：特別償却

－

平成20年度実績は、平成21年８月下旬に取りまとめ予
定。
税制面から半島、過疎、離島等地域の農林水産業者の
所得向上や定住促進に寄与。

租税特別措置法第４３条の３
森林・農用地の保全等を行う第３セクター(認定法人)
の育成を図るための保全事業の用に供する機械、建
物等の取得、建設等の特別償却制度

租税特別措置法第３７条、第６５条の７
農工実施計画に基づき農村地域内へ工業等の導入
を促進するための事業用資産の買換えに係る課税の
特例制度

租税特別措置法第３４条の３、第６５条の５
農林地の所有権移転等による農林漁業上の効率的
かつ総合的な土地利用等の推進に視するため、所有
権移転等促進計画に基づく農林地の譲渡所得に係
る課税の特例制度

租税特別措置法第１２条、第４５条、第６８条の２７
特定地域における工業用機械等の特別償却制度

所得税・法人税：農工法関連：
特別償却

－

税制面から農村地域における就業機会創出に寄与。
平成20年度実績：適用件数92件、61,718百万円。

不動産取得税：課税標準の特
例

－

適用件数　５件・減税額　１２百万円（平成１９年度）
共同利用施設の導入を促進することにより、農山漁村の
活性化に寄与。

農村振興対策指導事務経費
123

の内数
－

所得税法等の一部を改正する法律（平成16年法律第
14号）附則第２５条第５項、同第４０条第８項、同第４９
条第８項
農村地域工業等導入促進法に基づき設定された工
業等導入地区における工業用機械等の特別償却制
度

地方税法附則第１１条第１項
国の補助金又は交付金の交付を受けて取得した農林
漁業者の共同利用施設に係る課税標準の特例制度

－
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政策手段 予算額

目標 目標の内容 （法律・事業名等） （百万円）

分野の目標等
政策手段の内容
（関連する目標）

実績及び実績に対する所見

③ 意欲に溢れ、豊か
で住みよい農村の
実現

農山漁村活性化プロジェクト支
援交付金のうち情報通信基盤
施設、農地等補完保全整備、
景観・生態系保全整備

33,463
の内数

平成２０年度においては、５２計画が決定され、また平成
１９年度に決定された計画のうち１６計画が継続中である
ため、合計６８計画において、計画主体が自ら定めた活
性化計画の目標達成に向けて、計画的かつ効果的に
事業が実施された。（一部繰越手続きをして実施中の地
区もある）

農業集落排水事業費補助 　      16,230
　　        +
　　　174,168
　　　　の内数
(地域再生基
盤強化交付
金）(内閣府計
上)と村づくり
交付金の計)

435地区（見込値）で事業を実施し、農業用用排水の水
質保全及び農村生活環境等の改善を図り、併せて公共
用水域の水質保全を推進。

農村総合整備事業費補助

313

8地区で事業を実施し、活力ある農村地域社会の発展
を推進。

農村の定住等及び地域間交流を促進するための情
報通信基盤施設の整備や地域住民などの多様な主
体の参画による良好な農村景観の再生・保全のため
の整備を支援

農業集落におけるし尿、生活雑排水等の汚水、汚泥
又は雨水を処理する施設の整備

活力ある農村地域社会の発展を推進するため、農業
と調和した土地利用の整序化を図りつつ、農業生産
基盤、農村生活環境基盤を総合的に整備

畜産環境総合整備事業費補
助

2,290

31地区で事業を実施し、畜産経営に起因する環境汚染
の防止と畜産経営の合理化を促進することにより、地域
畜産の持続的発展と地域社会の活性化に寄与。

農村振興総合整備事業費補
助 32,409

315地区で事業を実施し、快適で美しい農村づくりを推
進。

田園整備事業費補助

1,545

18地区で事業を実施し、農村の豊かな自然、伝統文化
等の多面的機能の保全・活用を推進。

地域用水環境整備事業費補
助

2,212

84地区で事業を実施し、農村地域における生活空間の
質的向上と維持・保全体制の構築を推進。

農業用水の自然エネルギーの
活用支援事業 22

40地区の小水力適地情報を作成するとともに、導入に
関するマニュアルの骨子・素案を作成し、農業用水の自
然エネルギーの利用促進に寄与。

家畜排せつ物処理施設及びたい肥の還元用草地の
整備等畜産環境の総合的な整備
（Ⅲ－⑤の目標⑤「飼料作物生産コスト」と関連）

地域の創造力を活かし、快適で美しい農村づくりを推
進するため、農業生産基盤と農村生活環境の総合的
整備を実施

農村の豊かな自然、伝統文化等の多面的機能を再
評価し、これらの保全及び活用等に配慮した生産基
盤等の整備を総合的に実施

水路、ダム、ため池等の農業水利施設の保全管理又
は整備と一体的に、地域用水の有する多面的な機能
の維持増進に資する施設の整備を行い、農村地域に
おける生活空間の質的向上と維持・保全体制を構築

小水力発電の見込める農業水利施設を示した「小水
力適地情報」の作成など農業用水の自然エネルギー
の利用に向けたアプローチを支援
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政策手段 予算額

目標 目標の内容 （法律・事業名等） （百万円）

分野の目標等
政策手段の内容
（関連する目標）

実績及び実績に対する所見

人づくりによる農村活性化支援
事業

11

モデル授業を２地区で行うとともに、地域産業マネー
ジャー育成研修会を５回（座学・現地）実施し、地域作り
振興の人材育成に寄与。

「立ち上がる農山漁村」推進事
業委託

27

「立ち上がる農山漁村」選定証授与式の開催、展示イベ
ントの開催（5日間）及び広報資料の作成による情報発
信、知的財産権活用に係る研修会の実施（3ブロック）及
びアドバイザーの派遣（5地区）、商店街への選定事例
の出展（3地区）、現地調査及び意見交換会の実施を行
い、農山漁村における意欲的な取組の推進に寄与。

集落機能再編促進事業委託

19

全国６地区で集落機能の再編による新たな地域コミュニ
ティを創出する取組みを実施し、集落機能の再編等に
関するモデル指針の構築を行うとともに全国へ発信する
ことにより、多くの地域で取組むきっかけづくりに寄与。

農村振興整備状況調査委託 農山漁村地域力発掘支援モデル事業（以下「モデル事
業」）実施地区の一部（97地区）を対象として農村協働
力の測定調査を実施するとともに 調査結果に基づいて

将来的に地域を支える人間を育成することを目指した
教育プログラムの開発及びＵターン者等で農村地域
における地域づくり、産業振興を担う人材の育成

農林水産業を核とした、自律的で経営感覚豊かな先
駆的事例を全国に発信・奨励することにより、農山漁
村において「地域自ら考え行動する」意欲あふれた取
組を推進

地域社会としての維持・存続が困難な集落の問題に
対応するため、複数集落による集落機能の相互補完
等、集落機能の再編により、自立的なコミュニティを創
出する取組みを実施し、コミュニティの将来像のモデ
ル作りを行う

農村振興を進める上で重要となるテーマについて、地
域毎の事業の整備状況、地域資源の利活用状況、地
域内外の住民のニーズと課題等の調査 集計 分析を

18
力の測定調査を実施するとともに、調査結果に基づいて
実施地域に対する指導助言を実証的に行うことを通じ、
モデル事業実施推進のための効果的な指導助言手法
の検討に寄与。

農村振興目標・方策調査委託

10

農村振興基本計画（以下、基本計画）策定予定地区（1
地区）における関係府省連携による現地調査及び過年
度に基本計画を策定した地区（6地区）のフォローアップ
調査を実施し、各地区の抱える課題の分析や関係府省
と連携した農村振興手法の取りまとめを行い、情報発信
することで、基本計画の円滑な策定と基本計画の施策
の具現化に寄与。

景観・自然環境保全形成支援
事業

183

農村景観や自然環境の保全活動に関し、課題解決方
策の検討や、地域資源の活用の検討を行い、セミナー
等の開催、アドバイザーの派遣等による技術的支援や
情報提供を行った他、こうした活動を行う活動組織への
直接支援等を実施し、農村景観・自然環境の保全・形
成等を通じた地域の活性化の推進に寄与。

域内外の住民のニーズと課題等の調査・集計・分析を
行い、総合的な農村振興を推進する上での課題を明
らかにする。

　農村振興基本計画の円滑な策定に資するため、農
村振興に係る各種課題、事例の調査・分析及び情報
発信を行うとともに、関係府省と連携した農村振興手
法について総合的に検討

農村景観・自然環境の保全・形成等を通じて地域の
活性化を推進することを目的として、農村景観や自然
環境の保全活動に関し、課題解決の検討、地域資源
の活用の検討、活動組織への直接支援等を実施
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政策手段 予算額

目標 目標の内容 （法律・事業名等） （百万円）

分野の目標等
政策手段の内容
（関連する目標）

実績及び実績に対する所見

グラウンドワーク推進支援事業

44

活動団体への研修実施などにより地域リーダー等の養
成や組織運営基盤の強化を図るとともに、地域ブロック
会議などの開催により、グラウンドワーク活動団体間の
ネットワークを強化し活動の推進に寄与。
企業とNPOとの連携意向調査の実施や、グラウンドワー
ク活動団体を対象とした企業参加をテーマとした研修会
を開催。

美の田園復興推進事業委託

21

農村景観への配慮に関する普及啓発として技術交流会
を実施し、景観が優れ、豊かで住みよい農村の実現に
寄与
景観に配慮した整備に対する助言指導や景観配慮の
技術マニュアル案を策定。

農村地域ＩＴ化推進支援事業

12

４つの地域協議会において、効果的かつ効率的な情報
通信基盤の整備に向けた構想策定等の取組を実施。Ｉ
Ｔ化が遅れている農村地域の効果的かつ効率的な情報
通信基盤の整備を推進。

農地・水・環境保全向上対策
交付金

全国で約1.9万の地域において地域ぐるみの共同活動
が取り組まれ、農地・農業用水等の資源と環境の適切な

住民、企業、行政の協働のもと、地域の環境改善を行
うグラウンドワーク活動の普及啓発、技術支援を実施

良好な農村景観の再生・保全に向けた地域住民等の
活動や土地改良施設等の改修及び景観形成の手
法・技術などの普及啓発等を実施

ＩＴ化が遅れている農村地域において、情報通信基盤
の整備に向けた調査、検討、組織体制づくりを行い、
効果的かつ効率的な情報通信基盤の整備に向けた
構想の策定に対する支援を実施

農地・水・環境の良好な保全と質的向上を図るため、
地域ぐるみでの効果の高い共同活動と農業者ぐるみ交付金

30,186

が取り組まれ、農地 農業用水等の資源と環境の適切な
保全管理に寄与。
平成20年度実績は、平成21年８月下旬に取りまとめ予
定。

農地・水・環境保全向上対策
の評価に関する検討調査委託

10

　全国17,122地区（平成19年度実施地区）の活動状況
等のデータ及び430地区のアンケート調査結果の集計・
分析を行うことにより、農地・水・環境保全向上対策の施
策効果の評価の実施に寄与。

農村振興整備調査推進事業

67

農村振興に関する総合的な調査・研究及び情報発信を
行い、地域の個性・多様性を十分に発揮した農村振興
施策の効率的・効果的な推進に寄与

農山漁村
ふるさと

地域力発掘支援モ

デル事業
1,110

３１７のモデル地区において平成24年度までのふるさと
づくり計画を策定。そのうち一部の地区においては計画
に基づく活動に着手。また、平成21年２月には６５のモ
デル地区を追加採択。持続可能で活力ある農山漁村の
実現に寄与。

地域ぐるみでの効果の高い共同活動と農業者ぐるみ
での先進的な営農活動を支援
（営農活動への支援については、Ⅲ－⑥の目標①
「10ａ当たりたい肥施用量168㎏/10ａ（平成24年度）」と
関連）

全国の活動状況等に関するデータを整理・分析し、
農地･水･環境保全向上対策の定量的・定性的な効果
を把握するための手法を検討。

農村振興に関する総合的な調査・研究及び情報発信
を行い、地域の個性・多様性を十分に発揮した農村
振興施策を推進

地域住民、都市住民、ＮＰＯ、企業等の多様な主体を
地域づくりの新たな担い手としてとらえ、これらの協働
により、地域資源を活用した持続可能で活力ある農山
漁村づくりのモデルを構築
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政策手段 予算額

目標 目標の内容 （法律・事業名等） （百万円）

分野の目標等
政策手段の内容
（関連する目標）

実績及び実績に対する所見

優良田園住宅の建設の促進
に関する法律 －

普及状況（H21年４月現在）：基本方針策定　37市町村、
策定検討中　72市町村、建設計画の認定　20市町村で
あり、健康でゆとりある国民生活の確保に寄与。

景観法

－

　景観法施行後、景観法に基づく景観計画は平成２１年
４月現在、１６７計画（１５０市町村、１７都道府県で策
定。）
　また、景観法に基づく景観農業振興地域整備計画は
２地区（近江八幡市、一関市）で策定。
　景観法に基づく景観農業振興地域整備計画の策定を
推進。

農山漁村の活性化のための定
住等及び地域間交流の促進
に関する法律 －

平成20年度は、新たに４７８の活性化計画が国に提出さ
れ、地域独自の新たな取組が進展し、農山漁村の活性
化に寄与。

農村振興対策指導事務経費
123

の内数
－

農山村地域、都市の近郊等における優良な住宅の建
設を促進するための措置を講じ、健康でゆとりある国
民生活の確保に寄与

景観法に基づく景観農業振興地域整備計画の策定
を通じ、農村特有の良好な景観の形成を促進

農山漁村における定住等及び農山漁村と都市との地
域間交流を促進するため、生産基盤及び施設、生活
環境施設、地域間交流のための施設の整備を促進
し、農山漁村の活性化に寄与
(目標①、②)

－
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