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　農村地域工業等導入実施計画の推進に
より、これまで農村地域への企業立地数約
8,900社、地元雇用者数約45万人の就業機
会に寄与した。

－
　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。

－

　特定農山村地域（960市町村）の約94％に
当たる899市町村（平成22年３月末現在）
で、法第４条に基づく農林業等活性化基盤
整備計画を策定し、当該地域の地域活性化
に寄与した。

－

　平成22年度までに都道府県電気導入計
画が約550策定されており、当該計画に基
づき老朽化した発電施設の改修や小水力
発電施設の整備等の推進に寄与した。

－

　全ての都道府県において山村振興基本
方針を作成済み。
　また、市町村が作成する山村振興計画
は、平成22年度13市町（計380市町村）で作
成され（平成23年３月末時点）、住民の福祉
の向上等に寄与した。

－

　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

①
農村部における人口の社会
減の抑制

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

農村地域工業等導入促進法
　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

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

　傾斜地が多くまとまった平地が少ないた
め、生産コストが割高となるなど、農業生産
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

農山漁村電気導入促進法

　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

山村振興法

　山村振興基本方針、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

平成22年度に実施した政策（政策手段シート）

政策分野名 11．農村の集落機能の維持と地域資源・環境の保全

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）＞
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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）＞

「立ち上がる農山漁村」推進事業委託
（再掲：政策分野10）

農村振興整備状況調査委託
（再掲：政策分野10）

農村振興目標・方策調査委託

　農村振興基本計画の円滑な策定に資する
マニュアルを作成するため、有識者ヒアリン
グやこれまで農村振興基本計画を策定した
都道府県及び市町村等へのアンケート調
査、関係府省連携による大分県内市町村等
の職員との意見交換会を実施した

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

－

5

　指定地域（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した。

10

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

　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

　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

　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。

特殊土壌地帯災害防除及び振興臨時
措置法

　特殊土壌地帯に対し、適切な災害防除及
び農地改良対策を樹立し、これに基づく事
業を実施することにより、特殊土壌地帯の保
全と農業生産力の向上を図る
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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）＞

農山漁村活力再生・支援事業
（再掲：政策分野10）

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10）

農村地域就業機会創出支援事業
（再掲：政策分野10）

グラウンドワーク推進支援事業

　「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

50

　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

21

農村振興整備調査推進事業
（再掲：政策分野10）

　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

41

　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

　地域の多様な主体の協働による環境改善
活動の実践を通じた、持続的な地域社会の
構築を推進するため、地域ブロック研修及
び全体研修（５件）、活動団体の交流促進及
び取組支援（６件）、活動団体と連携した人
材育成研修（７件）、グラウンドワーク活動に
関する各種情報提供、活動団体と企業との
連携強化に向けた調査・検討やセミナー等
を実施した。

40

　農山漁村の活性化及び定住促進のため
に、全国22団体を採択し、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

　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

　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。

　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。
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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）＞

田園歴史的風致土地利用推進事業

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、生活環境
施設、地域間交流拠点等の整備

農村地域資源等利活用支援事業

　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

611

農村活性化人材育成派遣支援モデル
事業
（再掲：政策分野10）

生物多様性保全再生活動促進事業

39

　景観と調和の取れた良好な営農条件を確
保するため、歴史まちづくり法に規定する歴
史的風致維持向上計画と連携を図りつつ、
景観農振計画策定の推進を支援

9

　景観と調和のとれた良好な営農条件を確
保するため、景観農振計画の策定を希望す
る５市町に対し、アドバイザー派遣による直
接的な助言・指導の支援を実施した。平成
22年度に１市で景観農振計画が策定される
など、景観農振計画策定の推進に寄与し
た。

8

  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。

　生物多様性を保全・再生する活動を促進
するため、活動団体間のネットワークの形成
等を支援

40 　生物多様性を保全・再生する活動を通じ
た農村地域の活性化を図るため、活動団体
に対する専門家の派遣等98件、先進的取
組等に関する研修会36件、優良事例の提
供109件等を実施した。

　農業用水に包蔵する小水力など農村地域
に豊富に賦存する地域資源の利活用を推
進するため、農業用水を活用した小水力発
電等再生可能エネルギーの導入に当たって
必要となる調査設計等を支援

1,548
　農業用水に包蔵する小水力発電など農村
地域に豊富に賦存する地域資源利活用の
ため、地方公共団体、民間団体、農業協同
組合、地域協議会等45団体を対象として、
再生可能エネルギー供給施設整備にあたり
必要となる調査設計や協議手続等を支援し
た。

986

　農山漁村活性化法に基づき市町村等が
作成した定住・交流促進のための活性化計
画の実現に必要な生産基盤及び施設、生
活環境施設、地域間交流拠点の整備等の
取組を総合的に支援。

31,579の内数

29,662の内数

　農山漁村活性化法に基づき市町村等が
作成した定住・交流促進のための活性化計
画等701件（継続計画559件、新規計画142
件）に対して、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
整備等の取組を支援した。
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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）＞

地域雇用促進資金（日本政策金融公
庫投融資：農工法関連）

振興山村・過疎地域経営改善資金

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10）

　振興山村又は過疎地域において、農林漁
業の振興等を図ることにより、所得の安定確
保や地域の活性化が実現するために必要
な資金を融通

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

　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。

　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。

47の内数

　金融面から農村地域における就業機会創
出に寄与した。
　平成22年度の適用実績は19件。

　昨今の景気低迷による影響も加わったた
め、今年度の貸付実績に結びつかなかった
ものであるが、過去数億円程度の実績があ
り、今後とも本資金の融通を通じ、振興山村
等における農林漁業の振興を図り、所得の
安定確保等の実現を期するものである。

貸付枠
5,000

1,897

貸付枠
1,000

　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。

広域連携共生・対流等推進交付金
（再掲：政策分野10）

　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

557の内数

広域連携共生・対流等整備交付金
（再掲：政策分野10）

　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

468の内数

379

211の内数

307

　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

0
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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）＞

農林漁業施設資金（農山漁村電気導
入）

＜ 0＞

＜ 0＞
　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
に資するため、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

所得税・法人税:農工法関連：
事業資産の買換え、交換

　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

所得税：農工法関連：農用地等の譲渡

所得税・法人税:特定農山村法関連：
農用地等の譲渡

中山間地域活性化資金

　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

－

　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必要な資金を融
通

　中山間地域において、農林漁業を総合的
に振興、地域の活性化を図るのに必要な資
金を融通

－
農地等整備・保全推進事務費
（再掲：政策分野7）

569の内数

　平成22年度の適用実績は０件。
　なお、本特例は、平成23年６月30日をもっ
て廃止した。0

0

8,720

　今年度は融資に結びつかなかったもので
あるが、過去に本資金で整備された発電施
設等について、今後それらの老朽化による
改修等についての資金需要が見込まれる。

　中山間地域から原料を調達した加工品の
製造等に必要な資金を融通することにより、
中山間地域の活性化に寄与した。
　平成22年度適用実績は83件。

－

536の内数

＜21.6＞

＜ 0＞

－

80の内数

14.4

農村振興対策事務費
（再掲：政策分野10）

119の内数

　税制面より農村地域における就業機会の
創出に寄与した。
　平成22年度の適用実績は12件。

　今年度の適用実績はなかったが、本特例
を活用することにより、農林地等の取得が円
滑に進むなど、農林地の農林業上の効率的
かつ総合的な利用の確保に有効である。

貸付枠
5,460

貸付枠
21,054の内数

 11手段－6



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）＞

所得税・法人税：特定地域（過疎地域、
振興山村、半島振興対策実施地域、
離島振興対策実施地域、奄美群島）に
おける工業用機械等の特別償却

＜2,035＞

＜1,856＞

　租税特別措置法第12条、第45条、第68条
の27
　対象事業用の機械等を新設又は増設した
場合に、取得価額の一定割合を特別償却。
　（機械・装置等）
　　取得価額の10％の特別償却
　（建物等）
　　取得価額の６％の特別償却

371

　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、45道府県
及び市町村において、推進活動・交付金交
付事務を実施した。

26,100 　中山間地域等において、適切な農業生産
活動の維持を通じて多面的機能の確保を図
るため、985市町村で、26,937協定を締結
し、66万2千haの農用地を対象に中山間地
域等直接支払交付金を交付した。

374

  特定地域内における企業等の立地を促進
し、地域間交流の増大及び産業振興を通
じ、特定地域の活性化に寄与した。

29
　本対策の定量的・定性的な効果を把握す
るため、本対策を実施する全国で約2万の
活動組織を対象として、実施状況の集計・
分析を行うとともに、本対策による地域社会
機能向上効果を定量的に把握するための
手法を検討し、分析を実施した。

21

　農家モニターを活用するなど、環境保全
効果の高い多様な農業生産方式の導入が
農業経営に及ぼす影響やその効果等の検
証データを収集し、分析を実施した。44

44

（３）
農
地
・
水
・
環
境
保
全
向
上
対
策

（２）
中
山
間
地
域
等
直
接
支
払
制
度

119の内数
－

80の内数

　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、耕作放棄地の発生を防
止し多面的機能を確保

25,154

農村振興対策事務費
（再掲：政策分野10）

－

①
中山間地域等の農用地面積
の減少を防止

中山間地域等直接支払交付金

①「農地・農業用水等の保全
管理に係る集落等に基づき
地域共同活動を行う地域数
及び参加者数」の増加

農地・水・環境保全向上対策環境保全
型農業推進調査事業
（再掲：政策分野8）

　環境保全効果の高い多様な農業生産方
式の導入が農業経営に及ぼす影響やその
効果等の調査・分析を実施

農地・水・環境保全向上対策の評価に
関する検討調査委託

　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

中山間地域等直接支払推進交付金

　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

 11手段－7



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）＞

－

80の内数

119の内数

19,882

　全国で約２万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保全管理に寄与し
た。
　平成22年度実績は、活動組織数19,658、
取組面積143.3万ha、参加者数（岩手県・宮
城県・福島県を除く）138万人・団体。

農地・水・環境保全向上対策交付金

　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での先進的な営農活動
を支援

19,885

（５）
鳥
獣
被
害
対
策
の
推
進

①
鳥獣による農作物の被害の
軽減

鳥獣被害防止総合対策交付金
　市町村が作成する被害防止計画に基づい
て行う地域ぐるみの被害防止活動や侵入防
止柵の整備等の鳥獣被害対策を支援

2,639

　鳥獣被害防止のために、全国583の地域
協議会等における捕獲機材の導入、犬を活
用した追い払い、侵入防止柵の整備等の取
組を支援した。

2,277

農村振興対策事務費
（再掲：政策分野10）

－

 11手段－8


