
10．都市と農村の交流等及び都市とその周辺の地域における農業の振興

平成22年度に実施した政策（政策手段シート）

政策分野名

施策名・目標

政策手段 政策手段の内容

予算額（百万円）
＜減収見込額（百万円）＞

実績

①
国民のグリン・ツーリズムの潜
在需要への対応強化

施策 目標
予算執行額（百万円）
＜減収額（百万円）＞

（１）
都
市
と
農
村
の
交
流
等

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

　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

　新たに、８市町村計画が策定され、市町村
の農山漁村滞在型余暇活動のための基盤
について、将来を見越した計画的な整備の
促進に寄与した。
　また、これまで519の農林漁業体験民宿が
法律に基づき登録を受けた。

　701（新規142・継続559）の活性化計画に
基づく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した。

　新たに15の観光圏整備計画が作成され、
計画策定地域数は全体で45地域となり、国
際競争力の高い魅力ある観光地の形成によ
る農山漁村地域の活性化及び都市と農山
漁村の共生・対流の推進に寄与した。

－

「立ち上がる農山漁村」推進事業委託
（再掲：政策分野11）

　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

17

－

　「食と地域の『絆』づくり」選定事例の効果
的な情報発信に向け、同選定委員による現
地調査（６回、９地区）、同選定事例関係者
が一堂に会した意見交換会、同選定事例等
の電子的な整理（1,458事例）、表彰効果を
検証するための手法の検討を実施した。
　※「立ち上がる農山漁村」は「食と地域の
『絆』づくり」に名称変更

9

－

観光圏の整備による観光旅客の来訪
及び滞在の促進に関する法律

　観光圏の整備による観光旅客の来訪及び
滞在を促進するための地域における創意工
夫を生かした主体的な取組を総合的かつ一
体的に推進するため、観光圏整備計画を作
成し、国際競争力の高い魅力ある観光地の
形成による農山漁村地域の活性化に寄与。

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

　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

 10手段－1



施策名・目標

政策手段 政策手段の内容

予算額（百万円）
＜減収見込額（百万円）＞

実績

施策 目標
予算執行額（百万円）
＜減収額（百万円）＞

　地域の個性・多様性を十分に発揮した農
村振興施策推進のため、地域資源を保全・
活用した６次産業化による活性化方策の検
討や、多様な主体の連携・参画プロセスと持
続可能な仕組みづくりに係る調査・研究に
対して支援した。

31

農村地域就業機会創出支援事業
（再掲：政策分野11）

　農村地域の活性化のため、農村地域への
企業誘致にあたり、農商工連携により農村
の強みを活かせる企業と農村のマッチング
の促進等を支援

24 　農村地域への企業誘致に向けた企業相
談会を全国７箇所で実施し、新たな企業参
画のための産学官セミナーを全国３箇所で
実施し、企業立地の促進に寄与した。21

農山漁村活力再生・支援事業
（再掲：政策分野11）

　都市住民の農村への定住を促進する活動
や、農村と地域の企業との連携による新たな
事業の創出など、農村の活力再生を図るた
めの取組を支援

88
　農山漁村の活性化及び定住促進のため
に、全国22団体に対して採択を行い、定住
や長期滞在の促進や地域産業との連携推
進の取組を支援した。
　今回、公募数は多かったが、予定採択数
が大きく下回り、また、事業目的に沿わない
経費を適切に除いて事業費の確定を行った
ため左記執行額となった。

41

賑わいある美しい農山漁村づくり推進
事業
（再掲：政策分野11）

　「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

52
　都市と農山漁村の共生・対流を推進する
ためのシンポジウム、グリーン・ツーリズム商
品化セミナー、商品流通を促進するための
ビジネス化の取組に対する支援を実施し
た。

50

農村振興整備調査推進事業
（再掲：政策分野11）

　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

38

農村振興整備状況調査委託
（再掲：政策分野11）

　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

14 　都市部から農村に定住し、農村において
地域活性化活動に従事する若者（55名）を
対象に農村への定住に関する聞き取り調査
を実施し、都市部の人材等を活用する取組
を推進する方策を検討した。12
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施策名・目標

政策手段 政策手段の内容

予算額（百万円）
＜減収見込額（百万円）＞

実績

施策 目標
予算執行額（百万円）
＜減収額（百万円）＞

　都市農村交流促進施設など都市と農山漁
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、７団体の取組
に対する支援を実施した。
　なお、事業の公募に際し、予算額を上回る
応募があったところであるが、内容審査の結
果、基準を満たす提案が少なかったことによ
り左記執行額になった。

47の内数

子ども農山漁村交流プロジェクト対策
交付金
（再掲：政策分野11）

　全国の小学校における「子ども農山漁村
交流プロジェクト」の本格実施に向けて、受
入地域の体制整備を図るほか、連携活動の
強化、地域リーダーの育成等に係る経費を
助成

379

　小学校の農山漁村における宿泊体験活動
を推進するために、新たに25地域のモデル
地域を選定し、受け入れる農村地域の取組
を支援した。
　また、子ども農山漁村交流プロジェクトの
普及啓発や、受入地域の安全対策、人材育
成を行う団体の取組に対する支援を実施し
た。

307

農山漁村活性化プロジェクト支援交付
金のうち地域間交流拠点の整備

　農山漁村活性化法に基づき市町村等が
作成した交流促進のための活性化計画の
実現に必要な農林漁業体験施設など地域
間交流拠点の整備を支援

31,579の内数 　農山漁村活性化法に基づき市町村等が
作成した交流促進のための活性化計画14
件（継続計画12件、新規計画２件）の実現に
必要な農林漁業体験施設など地域間交流
拠点の整備を支援した。29,662の内数

広域連携共生・対流等推進交付金
（再掲：政策分野11）

　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を支
援

557の内数 　グリーン・ツーリズムの推進など多様な主
体が参画して取り組む都道府県域を超えた
都市と農村の交流等を推進する129団体の
取組に対する支援を実施した。468の内数

広域連携共生・対流等整備交付金
（再掲：政策分野11）

　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を支
援

211の内数

農村活性化人材育成派遣支援モデル
事業
（再掲：政策分野11）

　農村地域での活動を希望する人材の募
集、農村地域と人材のマッチング、地域資
源を活用した農山漁村活性化の企画・運営
に関する実践研修等について、その活動に
要する経費を助成

671
　農村地域の活性化を担う人材の育成・確
保のために、全国28団体を採択し、43都道
府県（173市町村）において、416人の研修
人材に対して農村地域での実践研修を実
施した。

611
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施策名・目標

政策手段 政策手段の内容

予算額（百万円）
＜減収見込額（百万円）＞

実績

施策 目標
予算執行額（百万円）
＜減収額（百万円）＞

14 　市街化区域内に農地を所有する農家を対
象に、市街化区域内農地の利用や都市農
業施策等に関する意向調査を実施し、都市
農地の保全のあり方に関する検討を行っ
た。

広域連携共生・対流等整備交付金
（再掲：政策分野11）

　簡易な基盤整備や市民農園の整備など、
都市部における農業振興に必要な施設等
の整備を支援

211の内数 　事業実施主体となる民間団体では関係者
との調整が困難な面があり、活用実績はな
かった。47の内数

広域連携共生・対流等推進交付金
（再掲：政策分野11）

　都市と農山漁村の多様な主体が参加して
行う共生・対流を推進する取組や都市農業
の振興に向けた取組を支援

農村振興整備状況調査委託

　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

557の内数 　全国18団体に対して市民農園の開設促進
に向けた取組や体験農園の全国的な普及
を図る取組等を支援した。468の内数

12

農村振興対策事務費
（再掲：政策分野 11）

－

119の内数

－

80の内数

市民農園整備促進法

－

80の内数

（２）
都
市
及
び
そ
の
周
辺
の
地
域
に
お
け
る
農
業
の
振
興

農村振興対策事務費
（再掲：政策分野 11）

－

119の内数

　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
市住民の交流の場の提供に寄与した。

　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
市住民の交流の場の提供に寄与した。

特定農地貸付に関する農地法等の特
例に関する法律

　市民農園を開設する場合の農地法等の特
例を規定し、趣味的な利用を目的とした都
市住民等への農地の貸付けを可能とする

－

　特定農地貸付けに加え市民農園施設の
整備を促進するため、都市計画法等の特例
を規定し、健康的でゆとりのある国民生活の
確保、良好な都市環境の形成と農村地域の
振興に寄与

－

①
都市住民に対する都市農業
の理解の促進
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