
政策評価結果書の要旨
【政策分野】

都市との共生・対流等による農村の振興

【政策分野全体の目指す姿】

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・活用や生産条件及び生活環境の総合的な

整備等によるむらづくりの推進等により、農村地域の振興を図る。

【目標ごとの達成状況と要因の分析・改善の考え方】
重点的に取り組むべき課題と目指すべき姿（１）

広く国民がゆとりのある生活を享受できるようにするため、交流人口を増加させ都市との共生・対流を進めるとともに、

「農」の営みを体験する場を都市住民に提供するため、市民農園等を増加させ、都市農業の振興を図る。

目標①：都市と農村の交流の促進、都市農業の振興
目標値 都市農村交流 実績値 達成状況 達成ランク

2,510万人泊（H17年度） 1,820万人泊（暫定値） 9％ Ｃ

市民農園の区画数 49％ Ｃ

12.7万区画（H17年度） 12.1万区画（暫定値） 89％ Ｂ

要因の分 (1)都市農村交流については、受け入れ体制の充

析・改善 実や交流拠点施設の整備等を進めており、国内

の考え方 観光全体での宿泊旅行が縮小傾向にある中で農

家民宿等への宿泊数が10万人泊増となったもの

の、目標は達成できなかった。

また、市民農園整備に関しては、特定農地貸

付法の改正（平成17年9月）による開設主体の拡

大等を行ったものの、目標は達成できなかった。

(2)都市農村交流については、情報発信の強化や、交流に係る人材の育成確保等に努めるとともに、「元気な地

域づくり交付金」による交流拠点施設の整備等を推進する。なお、現在の目標値は実績値と算出方法が異なっ

ているため、より適切なものへの見直しを検討する必要がある。

また、市民農園整備については、開設対象となり得る者へのＰＲ活動等を一層充実させる。

重点的に取り組むべき課題と目指すべき姿（２）

中山間地域等において、農業者等の安定した所得の確保により、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の推進による農村経済の活性化を図る。

目標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
目標値：中山間地域の一戸当たり農家総所得の 実績値：485万円（暫定値） 達成状況:100％ 達成ランク：Ａ

維持 485万円

要因の分 (1)農林業及び関連産業の振興、中山間地域等直接支払い等を行

析・改善 った結果、目標を達成した。

の考え方 (2)農業所得については、依然として全国値と大きな差があるた

め、引き続き農業生産基盤等の整備に対する支援を行うとともに、

集落営農団体や認定農業者の生産体制の強化や鳥獣被害防止対策

を推進する必要がある。

中山間地域の一戸当たり農家総所得
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重点的に取り組むべき課題と目指すべき姿（３）

棚田等を含む農村特有の良好な景観の形成を促進するとともに、都市部との格差が大きい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こと等により、景観が優れ、豊かで住みよい農村の実現を図る。

目標③：景観が優れ、豊かで住みよい農村の実現
目標値 景観農業振興地域整備計画の策定数 実績値 達成状況 達成ラン

－（H17年度） － － ク －
生活排水の処理人口普及率 80.9％

46.8％（H17年度） 45.0％（暫定値） 76.9% Ｂ Ｂ
住民満足度100％（H17年度） 84.8％ 84.8% Ｂ

要因の分 (1)景観農業振興地域整備計画の策定について 農業集落排水事業による生活排水の処理人口普及率

析・改善 は、H17年度は目標を設定していないが、景観計

の考え方 画策定の進捗とともに、今後、景観農業振興地

域整備計画の策定も進むものと考える。

また、農業集落排水事業による生活排水の処

理人口普及率については、対象地域の人口が減

少傾向にあることなどの理由により、進捗状況

に遅れはあるものの、実質的には概ね順調に推

移している。

さらに、事業実施地区における住民満足度に

ついては、概ね良好な結果が得られたが、「事業の実施や施設の維持管理に当たって（住民が）意見を言う機

会や参加する機会があった」とする回答が41％に過ぎないなど、十分な住民参加という観点からの課題もある。

(2)景観農業振興地域整備計画の策定については、引き続き説明会等の開催による制度の周知を行うほか、策

定の動きのある市町村等にワークショップを定期的に開催するなどの支援を行う。

また、農業集落排水事業の実施に当たっては、新たなコスト縮減工法の一層の導入やＰＦＩの活用が図られ

るよう努めるなど一層の効率的な整備を推進する。

さらに、事業計画の策定にあたって、住民参加を一層促進し、地域住民の理解の向上に努める。

【政策分野の総合的な評価】

都市農村交流については、潜在的な需要を具体的な人の動きにつなげるための各種メディアを活用した情報発信の強化

等が必要である。また、国内観光全体での宿泊旅行の縮小傾向など目標設定の前提とした事情の変化等にかんがみ、目標

について所要の見直しをする必要がある。市民農園整備については、今後、開設主体の規制緩和等が市民農園の開設に結

びつくよう、開設主体となりうる者への情報提供等を充実させることが必要である。

また、「景観に優れ、豊かで住みよい農村の実現」についても、景観法等の市民への定着・浸透を促進する活動のほか、

より住民の意見やニーズを反映した生活環境整備等への一層の取組が必要である。

評価書の詳細
http://www.maff.go.jp/soshiki/kambou/kikaku/hyoka/17/11_1.pdf
担 当：農村振興局農村政策課 ℡０３－３５９１－８６５１
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政策評価結果書

平成１８年３月３１日
（最終改訂同年７月７日）

実績評価（目指すべき姿と目標の考え方）

政策分野 都市との共生・対流等による農村の振興

政策分野主管課 政策分野主管課：農村振興局農村政策課
及び関係課 関 係 課：農村振興局資源課、地域計画官、水利整備課、農地整備課、

地域整備課、防災課、生産局農産振興課

政策分野全体の 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
目指す姿 全・活用や生産条件及び生活環境の総合的な整備等によるむらづくりの推進

等により、農村地域の振興を図る。

重点的に取り組むべき課題（課 目標 判断に用いる指標
題ごとに目指すべき姿） （政策の有効性に関する指標 ・データ

／政策の有効性を判断する視点）

１．広く国民がゆとりのある生活 ①都市と農村の交流の促進、都市農業の振興
を享受できるようにするため、
交流人口を増加させ都市との共 指 標：農家民宿及び都市農村交流を目的 農家民宿については、
生・対流を進めるとともに、 とした公設の宿泊施設における宿 前年値を基に登録農
｢農」の営みを体験する場を都 泊者数 林漁業体験民宿の対
市住民に提供するため、市民農 目標年次：平成２１年度 前年比等を用いて推
園等を増加させ、都市農業の振 目 標 値：延べ３,０００万人泊に増加

注
定。都市農村交流を

興を図る。 基 準 値：１５年度延べ２，３００万人泊注
目的とした公的宿泊
施設については、都

（注については、『実績評価（評価結果と分析 道府県及び市町村を
・改善の考え方）』シート参照） 通じて実績値を把握。

指 標：都市的地域における市民農園の区 都道府県及び市町村
画数 を通じて把握。

目標年次：平成２１年度
目 標 値：１５万区画に増加
基 準 値：１５年度１１.８万区画

２．中山間地域等において、農業 ②中山間地域等における経済活性化に向けた
者等の安定した所得の確保によ 条件整備の促進
り、農業・農村の持続的な発展
に資するため、農業を核とした 指 標：中山間地域の一戸当たり農家総所 「経営形態別経営統
地域産業の振興等総合的な施策 得の維持 計」の組替集計によ
の推進による農村経済の活性化 目標年次：平成２１年度 り推計。
を図る。 目 標 値：４８５万円

（基準：１６年度４８５万円
→目標：２１年度４８５万円）

３．棚田等を含む農村特有の良好 ③景観が優れ、豊かで住みよい農村の実現
な景観の形成を促進するととも
に、都市部との格差が大きい汚 指 標：景観農業振興地域整備計画の策定 都道府県を通じて把
水処理等の生活環境の整備と生 数 握。
産基盤の整備を総合的に実施す 目標年次：平成２１年度
ること等により、景観が優れ、 目 標 値：５０地区
豊かで住みよい農村の実現を図 （基準：１６年度 －
る。 →目標：２１年度５０地区）

指 標：農業集落排水事業による生活排水 農業集落排水処理施
の処理人口普及率 設を設置している市



目標年次：平成１９年度 町村を通じて、集落
目 標 値：５２％に向上 排水施設の供用状況
（基準：１４年度３９％ を調査（国土交通省、

→ 目標：１９年度５２％） 環境省、農林水産省
３省共同の汚水処理
普及状況調）。

指 標：事業・対策を実施した地域におけ 事業完了地区を対象
る総合的な生活環境の質の向上に としたアンケ－ト調
関する住民満足度 査により、住民の事

目標年次：各年度 業・対策に対する満
目 標 値：１００％ 足度及び課題等を把

握。



実績評価（目標設定と判定の考え方）

上位計画 食料・農業・農村基本計画
第１の１の（４）多面的機能や農村に対する期待

(関係箇所) 第３の３ 農村の振興に関する施策
第３の３の（１）地域資源の保全管理政策の構築

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

土地改良事業長期計画
社会資本整備重点計画

目標年度 食料・農業・農村基本計画 平成２１年度
土地改良事業長期計画 平成１９年度
社会資本整備重点計画 平成１９年度

目 標 値 食料・農業・農村基本計画
・農家民宿及び都市農村交流を目的とした公設の宿泊施設における宿泊者数

延べ２，３００万人泊(平成15年度）→ 延べ３，０００万人泊(平成21年度）
・都市的地域における市民農園の区画数

１１.８万区画（平成15年度）→ １５万区画（平成21年度）
土地改良事業長期計画
・農業集落排水事業による生活排水の処理人口普及率

３９％（平成14年度）→ ５２％（平成19年度）
社会資本整備重点計画
・汚水処理人口普及率

７６％（平成14年度）→ ８６％（平成19年度）

〔政策分野の全般的考え方（必要性）〕

農業は、食料を供給する機能のほかに、多面的機能（国土の保全、水源の涵養、文化の伝承等農村で
農業生産活動が行われることにより生ずる食料その他の農産物の供給の機能以外の多面にわたる機能。）
を有しており、これらの機能を適切かつ十分に発揮していくためには、農業の持続的な発展とその基盤
である農村の振興を図る必要がある。
しかしながら、近年、農村においては、過疎化・高齢化・混住化等の進展により農業生産活動の停滞

・後退や集落機能の低下が見られ、農地・農業用水等の資源の適切な保全管理が困難になりつつあるな
ど、多面的機能の発揮に支障が生じる事態が懸念されている。
一方、国民がゆとり、安らぎ、心の豊かさなどの価値観を重視するようになってきている中、多面的

機能が発揮され、豊かな自然環境や美しい景観、伝統文化に触れ合うことのできる個性的・特徴的な農
村空間に対する国民の理解と期待が高まっている。
このため、地域の個性・多様性を重視するとともに、価値観を共有する都市住民、NPOの参画も得つつ、

以下の施策を講じることにより、地域住民だけでなく都市住民を含めた国民全体の生活を支える共有の
財産とも言える農村地域の振興を図る。
（１）地域資源の保全管理施策の構築
（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

〔政策分野の目標設定の考え方〕

目標① 都市と農村の交流の促進、都市農業の振興

指標：農家民宿及び都市農村交流を目的とした公設の宿泊施設における宿泊者数の増加
グリーン・ツーリズムをはじめとする都市と農村の共生・対流を推進しているところであるが、これ

らの施策の効果を定量的に判断する指標として、「農家民宿及び都市農村交流を目的とした公設の宿泊施
設における宿泊者数の増加（平成２１年度：延べ３，０００万人泊

注
を目標）」を用いる。グリーン・ツ

リズムが推進されることにより、都市住民に対しては、農業・農村に対する理解と関心を深め、健康で
ゆとりのある生活の実現に資するとともに、農村側にあっては、地域における所得・就業機会の創出等
地域の活性化を図るという効果が期待できる。



指標：都市的地域における市民農園区画数の増加
都市及びその周辺の地域においては、農産物の直接販売、市民農園等における農業体験や交流活動、

心から落ち着ける緑地空間の形成、防災協力農地としての協定の締結等の取組を推進しているところで
あるが、これらの施策の効果を定量的に判断する指標として、「都市的地域における市民農園区画数の増
加（平成２１年度：１５万区画を目標）」を用いる。都市農業の振興が図られることにより、新鮮で安全
な農産物が都市住民へ供給されることに加え、心やすらぐ「農」の風景に触れ「農」の営みを体験する
場や災害に備えたオープンスペース（まとまりのある空地）の確保等といった都市住民のニーズに応え
るという効果が期待できる。
なお、当該目標のランク付けは、それぞれの目標値の達成状況（百分率）の単純平均により行う。

目標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

指標：中山間地域の一戸当たり農家総所得の維持
中山間地域においては、過疎化・高齢化の進行が著しいため、農業その他の産業の振興による就業機

会の増大や、適切な農業生産活動の維持を通じ、農業生産条件の不利を補正するための施策を実施して
いるところであるが、これらの施策の効果を判断する指標として、「中山間地域の一戸当たり農家総所得
の維持（平成１６年の４８５万円を基準）」を用いる。この「農家総所得」には、「農業所得」、「農外所
得」、耕作放棄地の発生防止等の面で成果を挙げている中山間地域等直接支払交付金を含んだ「年金・被
贈等の収入」が含まれていることから、中山間地域における農村経済の活性化を図る指標として、各種
施策の効果を測ることができる。

目標③ 景観が優れ、豊かで住みよい農村の実現

指標：景観農業振興地域整備計画の策定数
棚田等を含む農村特有の良好な景観の形成を促進するため、景観に配慮した施設の整備や、景観と調

和した農業的土地利用を誘導するなど計画的な土地利用を推進し、農地の適切な保全を図ることとして
いるところであり、これらの施策の効果を判断する指標として、「景観農業振興地域整備計画の策定数（平
成２１年度：５０地区を目標）」を用いる。この計画づくりが多くの市町村に波及することにより、農村
地域における土地利用が景観と調和のとれたものへと誘導される。

指標：農業集落排水事業による生活排水の処理人口普及率
農村における生産条件及び生活環境の向上を図るため、都市部との格差が大きい汚水処理の人口普及

率を、中小都市並みの水準にまで引き上げる（平成２４年度)ことを目指し、この達成が可能となるよう
平成１９年度には処理人口普及率を５２％にまで引き上げ、快適で住みやすいむらづくりを進める。

指標：事業・対策を実施した地域における総合的な生活環境の質の向上に関する住民満足度
農村は、地形、気象等の自然条件、立地条件、農業及びその経営形態等がそれぞれ異なるため、農業

の持続的な発展とその基盤である農村の振興を図るためには、地域の特性や生産基盤・生活環境の整備
に対する住民の要望を十分に踏まえる必要がある。
このため、農村地域における生活環境の快適性、質の向上が図られたかどうかを総合的に判断する指

標として、事業・対策を実施した地域で暮らす住民が、実際に生活環境の快適性、質の向上が図られた
と感じているかどうかを「満足度」を調査することにより評価する。
なお、当該目標のランク付けは、それぞれの目標値の達成状況（百分率）の単純平均により行う。

〔目標値の算出方法／達成状況の判定方法〕

目標① 都市と農村の交流の促進、都市農業の振興

・指標：農家民宿及び都市農村交流を目的とした公設の宿泊施設における宿泊者数

基準値及び算出方法
農家民宿については、前年値を基に登録農林漁業体験民宿の対前年比等を用いて推定。都市農村交
流を目的とした公的宿泊施設の宿泊者数については、都道府県及び市町村を通じて実績値を把握。
基準値及び算出方法



・目標年度：平成２１年度
・目 標 値：延べ３，０００万人泊

注

・基 準 値：平成１５年度 延べ２，３００万人泊
注

達成率の計算方法
・達成率 = (当該年度実績値－前年度実績値)÷(当該年度目標値－前年度目標値)×１００(％)

・指標：都市的地域における市民農園区画数
平成１１年度から平成１６年度の全国の市民農園区画数を基に、都市的地域における平成２１年度

の目標値を算出する。
基準値及び算出方法
・目標年度：平成２１年度
・目 標 値：１５万区画に増加
・基 準 値：１５年度１１．８万区画

達成率の計算方法
・達成率 = (当該年度実績値－前年度実績値)÷(当該年度目標値－前年度目標値)×１００(％)

目標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

・指標：中山間地域の一戸当たり農家総所得の維持
基準値及び算出方法
直近の平成１６年の数値（４８５万円）を基準値として設定することとし、「経営形態別経営統計」

の組替集計により算出する。
以後、各年の数値については、「経営形態別経営統計」の公表が毎年１１月末であることから、「農

業経営統計調査」（個別経営の四半期別収支）の積上値の組替集計を使用する。

達成率の計算方法
・達成率＝当該年度実績値÷目標値×１００(％)

目標③ 景観が優れ、豊かで住みよい農村の実現

・指標：景観農業振興地域整備計画の策定数
景観農業振興地域整備計画については景観法が施行されまだ間もないことから、現在まで計画策定

に至っている市町村は見られない。よって、計画策定に向けた動きのある市町村５地区について平成
１８年度に策定し、以後、各都道府県当たり１地区の策定を当面の目途とし、平成２１年度までに
５０地区を策定する。

基準値及び算出方法

景観農業振興地域整備計画の策定数は、都道府県を通じて把握する。
平成１６年度 ー

〔達成率算定方法〕
当該年度実績値

×１００
当該年度目標値

・指標：農業集落排水事業による生活排水の処理人口普及率

基準値及び算出方法



農業集落排水処理人口普及率については、農業集落排水の整備対象人口約７６０万人（農林水産省
とりまとめ）に対する普及率を、中小都市における平成１４年度時点の普及率（約６１％）の水準に
平成２４年度までに引き上げることを長期的な目標とし、平成１９年度における目標を５２％として
設定する。

〔達成率算定方法〕
当該年度実績値 － Ｈ１４の実績値

×１００
当該年度目標値 － Ｈ１４の実績値

・指標：事業・対策を実施した地域における総合的な生活環境の質の向上に関する住民満足度

基準値及び算出方法
農村振興総合整備事業、農村総合整備事業、地域用水環境整備事業を対象として、事業完了後３年

を経過した（平成１３年度完了）地区のうち全国で１００地区を対象に、当該事業主体（地方公共団
体）において調査対象者名簿の作成等を行い、１地区当たり原則１０人（農家・非農家、それぞれ男
・女について２名以上。地区毎に少なくとも４０歳未満の者が１名以上。）を無作為に選定しアンケー
ト調査を実施し、その中で事業実施に対して「満足している」と回答した住民の割合住民満足度のア
ンケート調査を実施し、理想値１００％と調査結果の満足度（％）のかい離を比較し、ＡＢＣ評価す
る。



実績評価（目標値と実績値の推移）

【目標値と実績値の推移】

目標① 都市と農村の交流の促進、都市農業の振興
指標：農家民宿及び都市農村交流を目的とした公設の宿泊施設における宿泊者数

基準値については、『実績評価（評価結果と分析・改善の考え方）』シートを参照のこと。

【参考データ】

１）国内観光全体における宿泊旅行の近年の動向
国民一人当たりの年間宿泊数、宿泊旅行回数とも減少傾向にある。

２）規制緩和を活用した農林漁家民宿の新規開業の動向
特区制度等の規制緩和措置により、民宿の新規開業数の増加など新たな動きがみられる。

※グラフは新規開業数が把握できた31道県のデータ
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指標：都市的地域における市民農園区画数

【参考データ】

１）都市的地域の主要指標

総人口 総面積 耕地面積 総農家数 農業産出額
（千人） （千ha） （千ha） （万戸） （億円）

全 国 127,757 37,178 4,692 2,838 89,143

都 市 的 地 域 101,424 8,742 1,329 685 25,624

（対全国割合） 79.4％ 23.5％ 28.3％ 24.1％ 28.7％

資料：総 務 省「平成17年国勢調査」
国土地理院「平成17年全国都道府県市町村別面積調」
農林水産省「平成17年耕地及び作付面積統計」

「2005年農林業センサス」
「平成16年生産農業所得統計」

２）法律に基づく市民農園の開設状況（市民農園整備促進法及び特定農地貸付法）
①農園数の推移（全国）

（単位：箇所）
区 分 Ｈ１２ Ｈ１３ Ｈ１４ Ｈ１５ Ｈ１６

地方公共団体 1,956 2,090 2,166 2,258 2,269
農業協同組合 435 457 512 481 490
農地所有者 121 129 141 149 161
構造改革特区 ‐ ‐ ‐ 16 81

計 2,512 2,676 2,819 2,904 3,001
資料名；農村振興局農村政策課調べ（平成１６年度末）

②区画数の推移（全国）
（単位：区画）

区 分 Ｈ１２ Ｈ１３ Ｈ１４ Ｈ１５ Ｈ１６
地方公共団体 107,149 112,566 115,984 116,911 115,343
農業協同組合 17,939 18,713 19,895 19,485 19,241
農地所有者 12,595 13,033 14,676 15,516 16,216
構造改革特区 ‐ ‐ ‐ 569 2,927

計 137,683 144,312 150,555 152,481 153,727
資料名；農村振興局農村政策課調べ（平成１６年度末）

③面積の推移 （全国）
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（単位：ha）
区 分 Ｈ１２ Ｈ１３ Ｈ１４ Ｈ１５ Ｈ１６

地方公共団体 623.8 675.9 714.6 734.4 773.7
農業協同組合 103.7 108.4 116.3 113.2 114.5
農地所有者 82.7 90.1 99.4 106.2 110.3
構造改革特区 ‐ ‐ ‐ 5.1 28.5

計 810.2 874.4 930.3 958.9 1,027.0
資料名；農村振興局農村政策課調べ（平成１６年度末）

３）直売所数
農業地域 産地直売所数（カ所）
北海道 １０１
東 北 ３８１
北 陸 １１３
関 東 ７６２
東 海 ３４０
近 畿 ２７２
中 国 ２８７
四 国 １７２
九 州 ５３９
沖 縄 １５
全 国 ２，９８２

資料名；平成１６年度農産物地産地消等実態調査

４）防災協力農地の協定締結状況
（単位；市区数）

地域名 協定数

首都圏 ２４

中部圏 １

近畿圏 ２

合 計 ２７

資料名；農村振興局農村政策課調べ（平成１６年度末）

［用語の解説］

１ 人泊数とは
宿泊人数のカウント方法の一つ。宿泊者１名が３泊した場合は３人泊とカウントされ、宿泊者３
名が各１泊した場合でも同じく３人泊とカウントされる。

２ 登録農林漁業体験民宿とは
農山漁村滞在型余暇活動に必要な役務を提供する民宿で、農山漁村余暇法（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）第１６条第１項に基づく登録を受けた者が営業する
もの。

３ 都市的地域とは
農林統計に用いる地域区分（農業地域類型）であり、
・可住地に占めるＤＩＤ面積が５％以上で人口密度５００人以上又は、ＤＩＤ人口２万人以上の
旧市区町村又は市町村。
・可住地に占める宅地等率が６０％以上で、人口密度５００人以上の旧市区町村又は市町村。但
し、林野率８０％以上のものは除く。

（注）ＤＩＤ＝Ｄｅｎｓｅｌｙ Ｉｎｈａｂｉｔｅｄ Ｄｉｓｔｒｉｃｔの略
人口集中地区のことで、市区町村の人口密度の高い基本単位区（約４，０００人/k㎡以上）が
連たんして、その人口が５，０００人以上となる地区。国勢調査による。



４ 防災協力農地とは
地震などの災害が発生したときに、農地を避難場所、災害復旧用資材置場、仮設住宅の建設用地
などとして利用するため、あらかじめ農業者の登録を行い、市区町村等が定めた防災協力農地登
録制度要綱等に基づき協定を締結することにより、災害時の市民の安全確保と円滑な復旧活動に
役立てる用地。

５ 構造改革特区（市民農園に係る部分）の概要
構造改革特別区域法に基づき、「地方公共団体及び農業協同組合以外の者」による市民農園の開設
を可能とする特定農地貸付法の特例を措置したものであり、平成15年４月から特区の認定が開始
され、平成17年３月の第７回認定までに26府県の163市町村を対象とする53特区が適用。

６ 「市民農園の整備の推進に関する留意事項について」（平成１８年３月２８日付け１７農振第２
０３８号農村振興局長通知）
都市と農山漁村の共生・対流に関するプロジェクトチーム（平成１４年９月設置）の提言「都市
と農山漁村の共生・対流の一層の推進について」及び構造改革特区第８次提案を踏まえ、市民農
園で栽培された農作物の販売が可能な範囲についての考え方を技術的助言として示したもの。

目標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

出典：農林水産省 農業経営統計調査「経営形態別経営統計」

【参考データ】

１）中山間地域の主要指標

総人口 総面積 耕地面積 総農家数 農家人口の高齢 農業産出額
（千人） （千ha） （千ha） （万戸） 化率 （億円）

全 国 127,757 37,178 4,692 2,838 28.6％ 89,143

中山間農業地域 17,409 24,078 2,030 1,227 30.6％ 34,194

（対全国割合） 13.6％ 64.8％ 43.3％ 43.2％ － 38.4％

資料：総 務 省「平成17年国勢調査」
国土地理院「平成17年全国都道府県市町村別面積調」
農林水産省「平成17年耕地及び作付面積統計」

「2005年農林業センサス」
「平成16年生産農業所得統計」

２）一戸当たり農家総所得の推移
（単位：万円）

中山間地域の一戸当たり農家総所得
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H14年 H15年 H16年 H17年(暫定値)

全 国 784 772 508 494

中山間農業地域 697 681 485 485

（対全国比） 88.9％ 88.2％ 95.5％ 98.2％

資料：農林水産省「農業経営統計調査（経営形態別経営統計）」
注）平成16年から農家総所得に農業経営非関与者（農業労働日数60日未満）の所得を含めていない

ため、平成15年以前の数値より減少している。

３）一戸当たり農家総所得の内訳（平成16年）
（単位：千円）

農業所得 農外所得 年金等収入 計

全 国 1,262 2,246 1,575 5,083

中山間農業地域 1,027 2,139 1,684 4,850

（対全国比） 81.4％ 95.2％ 106.9％ 95.4％

資料：農林水産省「農業経営統計調査（経営形態別経営統計）」
注）農家総所得には農業労働日数60日未満の農業経営非関与者の所得は算入していない。

４）一世帯当たり年間収入の推移
（単位：万円）

H14年 H15年 H16年 H17年

全国 (総世帯 ) 587 570 563 554

（対前年比） － 97.1％ 98.8％ 98.4％

資料：総務省「家計調査」
注）総世帯：単身世帯及び二人以上の世帯の合計

［用語の解説］

１ 中山間地域とは
農林統計に用いる地域区分では、市町村を土地利用的な側面で捉え、市町村単位に農業地域類型
区分を行うこととし、人口密度、耕地率、林野率等を指標として、①都市的地域②平地農業地域
③中間農業地域④山間農業地域の４つの類型区分を設定している。このうち、地勢等の地理的条
件が悪く、農業生産条件が不利な地域である③中間農業地域④山間農業地域の２地域を合わせて
中山間地域と呼んでいる。

２ 中山間地域等直接支払制度
耕作放棄地の増加等により多面的機能の低下が特に懸念されている中山間地域等において、農業
生産条件の不利を補正する農家等への交付金により、農業生産活動の維持を通じて、耕作放棄の
発生を防止し多面的機能の確保を図る制度であり、平成１２年度より実施している。

目標③ 景観が優れ、豊かで住みよい農村の実現

指標：景観農業振興地域整備計画の策定数



【参考データ】
１）市町村景観条例制定数の推移

資料：土地の動向に関する年次報告（国土交通省）

２）景観法第８条に基づく景観計画の策定状況（平成１８年４月１日現在）

◇近江八幡市（滋賀）〈１７年７月〉 ◇神戸市（兵庫） 〈１８年２月〉
◇小田原市（神奈川）〈 12月〉 ◇大阪市（大阪） 〈 ２月〉
◇長野県 〈 12月〉 ◇大津市（滋賀） 〈 ２月〉
◇京都市（京都） 〈 12月〉 ◇小布施町（長野）〈 ３月〉

◇一関市（岩手） 〈 ３月〉
◇各務原市（岐阜）〈 ３月〉
◇伊丹市（兵庫） 〈 ３月〉
◇青森県 〈 ４月〉
◇秦野市（神奈川）〈 ４月〉

資料：国土交通省調べ
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指標：農業集落排水事業による生活排水の処理人口普及率

【参考データ】

1) 都市部と農村部の汚水処理施設の普及状況

注）「公共施設状況調」（総務省）
：都市=大都市、特別区、中核都市、特例市、中都市、小都市
農村=町村

2) 社会資本整備重点計画における汚水処理人口普及率

都市と農村における汚水処理施設の普及状況
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注）３省(国土交通省、環境省、農林水産省)共同の汚水処理普及状況調による。

指標：事業・対策を実施した地域における総合的な生活環境の質の向上に関する住民満足度

注）実績値については、政策体系の見直しを行った平成１７年度から表示する。
（参考）「満足度調査」の対象事業

平成１６年度までは、農業集落排水事業、農村総合整備事業、地域用水環境整備事業
平成１７年度からは、農村振興総合整備事業、農村総合整備事業、地域用水環境整備事業

（農業集落排水事業については、平成１７年度から「生活排水の処理人口
普及率」を指標としたため、「満足度調査」の対象外とした。）

【参考データ】

「都市と農村の共生・対流等による農村の振興」に関するアンケート調査結果の概要
（平成１７年度満足度調査）

実施時期：平成１８年３月
調査対象：①対象事業・地区は、農村振興総合整備事業、農村総合整備事業、地域用水環境整

備事業事業のうち平成１３年度完了地区
②地区数は、１００地区（農村振興総合整備１０、農村総合整備５０、地域用水環境整備４０）
③１地区当たり原則１０人を無作為に選定し、合計１０８１名（農家５４５名、非
農家５２９名、農家・非農家無回答７名）から回答を得た。
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調査結果

①事業に対する満足度
調査項目 全 体 農 家 非農家 農家・非農家無回答

事業で整備された施 ８４．８％ 85.6％ 84.0％ 71.4％
設に満足している

②住民の参画
調査項目 全 体 農 家 非農家 農家・非農家無回答

事業実施や維持管理
に当たって意見等の ４１．０％ 52.1％ 29.5％ 42.9％
参加機会があった

③事業の効果
【農村振興総合整備事業】

そう思う どちらかと どちらとも どちらかと そう思わな

調査項目 言えばそう 言えない 言えばそう い

思う 思わない

1.道路の拡幅や舗装により、スムーズかつ安 65.8％ 25.7％ 3.9％ 2.6％ 2.0％
全に通行出来るようになり便利になった。

2.道路の水たまりや砂ぼこり、道路わきの雑 50.7％ 28.3％ 17.8％ 1.3％ 2.0％
草などの問題が減って快適になった。

1.雨水がすぐに排除され、水たまりなどが少 42.9％ 34.1％ 12.1％ 5.5％ 5.5％
なくなって快適になった。

2.水路に蓋や防護柵等を設置したことにより 40.0％ 32.2％ 20.0％ 6.7％ 1.1％
安全性が向上した。

1.親水広場、せせらぎ水路等が整備され、水 27.3％ 24.2％ 15.2％ 15.2％ 18.2％
辺とふれ合う機会が増えた。

2.施設が整備されることによって、集落内の 48.5％ 21.2％ 9.1％ 15.2％ 6.1％
景観が美しくなった。

1.新たな農業生産活動や農業生産基盤の維持 23.3％ 24.7％ 35.6％ 5.5％ 11.0％
管理などに関する寄り合いが増えた。

2.新たな都市農村交流の取組や特産品の販売 11.0％ 16.4％ 42.5％ 8.2％ 21.9％
促進の取組等がおこなわれるようになった。

本事業により地域の活性化が図られた。 39.7％ 35.3％ 21.8％ 0.6％ 2.6％
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【地域用水環境整備事業】
そう思う どちらかと どちらとも どちらかと そう思わな

調査項目 言えばそう 言えない 言えばそう い

思う 思わない

1.地域の景観がよくなった。 66.0％ 23.8％ 7.5％ 1.5％ 1.2％

2.水遊び場、川べりの遊歩道などが整備され、水に 37.2％ 34.0％ 20.8％ 3.5％ 4.5％
親しむ機会が増えた。

3.魚、虫、鳥、植物など地域の動植物に配慮して整 24.0％ 35.1％ 28.5％ 7.2％ 5.2％
備されており、動植物が生活しやすい環境となって

いる。

4.水や水辺に生息する動植物と触れ合う場所がで 28.1％ 37.5％ 19.6％ 8.9％ 5.9％
き、子供達の自然学習の場が増えた。

5.農業用水や農業に対して親しみを感じるようにな 20.3％ 30.9％ 34.1％ 8.6％ 6.1％
った、または、理解が増した。

6.地域一体となって、施設の清掃活動や周辺の草刈 27.3％ 23.1％ 33.6％ 7.8％ 8.3％
りを行うようになった。

7.6により、農業用水路等の維持管理が楽になった。 32.5％ 21.9％ 29.6％ 8.9％ 7.1％
（農業者のみの質問）

本事業により地域の活性化が図られた。 30.4％ 39.1％ 22.8％ 3.2％ 4.5％

【農村総合整備事業】
そう思う どちらかと どちらとも どちらかと そう思わな

調査項目 言えばそう 言えない 言えばそう い

思う 思わない

1.道路の拡幅や舗装により、スムーズかつ安 69.3％ 24.8％ 4.5％ 0.5％ 1.0％
全に通行出来るようになり便利になった。

2.道路の水たまりや砂ぼこり、道路わきの雑 56.5％ 31.3％ 8.2％ 2.7％ 1.2％
草などの問題が減って快適になった。

1.雨水がすぐに排除され、水たまりなどが少 54.1％ 29.3％ 12.7％ 3.3％ 0.7％
なくなって快適になった。

2.水路に蓋や防護柵等を設置したことにより 53.9％ 32.4％ 12.3％ 0.7％ 0.7％
安全性が向上した。

1.親水広場、せせらぎ水路等が整備され、水 39.8％ 31.2％ 19.4％ 5.4％ 4.3％
辺とふれ合う機会が増えた。

2.施設が整備されることによって、集落内の 49.5％ 38.5％ 7.7％ 4.4％ 0.0％
景観が美しくなった。

1.新たな農業生産活動や農業生産基盤の維持 28.7％ 27.3％ 38.7％ 2.0％ 3.3％
管理などに関する寄り合いが増えた。

2.新たな都市農村交流の取組や特産品の販売 20.1％ 21.5％ 42.3％ 8.7％ 7.4％
促進の取組等がおこなわれるようになった。

本事業により地域の活性化が図られた。 35.3％ 41.1％ 19.2％ 1.6％ 2.8％
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［用語の解説］

１ 市町村景観条例
景観づくりを進めるため、市町村が自主的に制定したもので、景観法成立以前より、全国各地で
地域独自の取り組みとして行われてきたが、行為の届出勧告等のソフトな手法による限界が指摘
されてきたところである。

２ 景観計画の概要
景観法第８条に基づき、景観行政団体（地方自治法上の指定都市、中核市、又は都道府県等）が
良好な景観の保全・形成を図るため定める計画。同法の基本となる仕組みであり、①区域、②良
好な景観の保全・形成に関する方針、③良好な景観の保全・形成のための行為の制限に関する事
項等を定める。当該計画は、都市や農山漁村など良好な景観の保全・形成上必要な範囲を幅広く
指定することができ、これまで相互の連携が十分とれなかった都市、農村、山林などを景観の観
点から、一体的・横断的に捉えるしくみとなっている。

３ 農業集落排水事業とは
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り、併せて公共用水域の水質保全に寄与するため、農業集落
におけるし尿等を処理する施設若しくはそれらの循環利用を目的とした施設を整備する。

４ 土地改良長期計画及び社会資本整備重点計画
土地改良計画とは、国民・消費者の視点から、食料の安定供給の確保や国土の保全等の多面的機
能の発揮など食料・農業・農村基本法の基本理念の実現に向けて、環境との調和に配慮しつつ、
計画的かつ総合的に土地改良事業を進めるため、計画期間を５年とし、土地改良事業の種別毎に
計画期間に係る事業の実施の目的及び事業量を定める。

社会資本整備重点計画とは、国土交通省が所管する９つの事業分野別計画（道路・交通安全施設
・空港・港湾・都市公園・下水道・治水・急傾斜地・海岸）を１本化したもので、事業内容を(1)
環境(2)暮らし(3)安全(4)活力に大別しており、達成目標を従来の「事業費」から「達成される成
果」に転換。環境関連では、二酸化窒素の環境基準達成率を2007年度に約80％に向上、失われた
自然の水辺を同約20％再生するなどの目標が掲げられている。循環型社会の形成については循環
型社会形成推進基本計画に基づいて目標年度が2012年度となっており、循環利用率14％を目指す。
計画期間は2003年度から2007年度。

５ 汚水処理人口普及率とは
生活排水とし尿を一括して処理する汚水処理施設（農業集落排水、下水道、合併処理浄化槽等）
が整備されている区域内人口を整備対象人口で除した割合。



実績評価（評価結果と分析・改善の考え方）

目 標 評 価 結 果

目標① 目標値、実績値、達成状況
都市と農村の交
流の促進、都市 目標：都市と農村の交流の促進、都市農業の振興 達成状況 ４９％
農業の振興 達成ランク C

指標：農家民宿及び都市農村交流を目的とした公設の宿泊施設における宿泊
者数
本年度の目標値 ２，５１０万人泊※
本年度の実績値 １，８２０万人泊（暫定値）
達成状況 ９％ 達成ランク Ｃ
基準値 平成１５年度 延べ２，３００万人泊※
（参考）昨年度の実績値を起点にした本年度の達成状況

H １６年度の実績値 １，８１０万人泊
H １７年度の実績値 １，８２０万人泊
達成状況：１．４％

※なお、「基準値・目標値」については、農家民宿の宿泊者数、公設の宿泊
施設の宿泊者数ともに推計で算出しているが、「実績値」では、農家民宿
は推計値、公設は調査実数で算出しているため、目標値と実績値に乖離が
ある。

指標：都市的地域における市民農園の区画数
本年度の目標値 １２．７万区画（基準年からの通算）
本年度の実績値 １２．１万区画（※暫定値）（７月下旬確定）
達成状況 ８９％ 達成ランク Ｂ
基準値 １５年度１１．８万区画
※暫定値は、平成１７年１０月末時点において把握した開設が見込まれる市
民農園の区画数である。
（参考）昨年度の実績値を起点にした本年度の達成状況

H １６年度の実績値 １１．９万区画
H １７年度の実績値 １２．１万区画
達成状況：３４％

政策目標を達成するための政策手段の有効性

指標：農家民宿及び都市農村交流を目的とした公設の宿泊施設における宿泊
者数
・ 都市と農村の交流の促進のため、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（以下「余暇法」という。）に基づく、農林漁業
体験民宿の登録など農村における受け入れ体制の充実、「元気な地域づく
り交付金」による交流拠点施設の整備に対する支援を行うとともに、グリ
ーンツーリズムに関する情報発信や人材育成等を行っている。
また、関係省と連携した農家民宿の開業規制等の関連施策の展開に努め

るとともに、企業等が幅広く参画する「オーライ！ニッポン会議」の全国
優良事例表彰やシンポジウムの開催等による都市と農山漁村の共生・対流
の機運の醸成に努めている。

・ 本指標の達成状況はＣとなったが、これは、農家民宿及び都市農村交流
を目的とした公的宿泊施設（以下「農家民宿等」という。）の宿泊者数を
前年度よりも１１０万人増加させることを目標とし、その実績が１０万人
の増加と推定される結果となったこと（達成率９％）による。
一方、近年、国内観光全体では、国民一人当たりの年間宿泊数（平成１

６年度で対前年度８％減）、宿泊旅行回数（同じく対前年度４％減）とも
減少傾向にある中で、農家民宿等への宿泊数は前年度に比べて減少はして
いない。
なお、目標値と実績値の算出方法が異なっているため、両者に乖離が出

る結果となっている。

・ ただし、都市と農村の交流については、「都市と農山漁村の共生・対流
に関する世論調査」（平成１８年２月公表）で、８割が「共生・対流が必
要」としており、潜在的な需要が具体的な人の動きには十分に結びついて
いない。
このため、都市住民に対する情報提供の充実や魅力ある環境の整備、一



層の受け入れ体制の充実を目的とする平成１７年の余暇法の改正など施策
の拡充を図っているところであり、今後これらの施策を推進していくこと
が重要な課題となっている。

指標：都市的地域における市民農園の区画数
・ 市民農園の開設に関しては、特定農地貸付けに関する農地法等の特例に
関する法律（以下「特定農地貸付法」という。）及び市民農園整備促進法
により、農地法によらない一般市民による農地利用を可能とする制度を整
備するとともに、市民農園の整備を促進するため「元気な地域づくり交付
金」による財政的な支援を行っている。

・ 平成１７年度末の都市的地域における市民農園区画数（暫定値）は、平
成１６年度末に比較して約２，８００区画増の約１２１，４００区画にと
どまった。

・ 市民農園の開設を促進する観点から、平成１７年に特定農地貸付法の改
正により、開設主体の限定を大幅に緩和するとともに、「元気な地域づく
り交付金」による市民農園整備が可能な区域を市街化区域等にも拡大する
などの施策の充実が図られている。

改善・見直しの方向

指標：農家民宿及び都市農村交流を目的とした公設の宿泊施設における宿泊
者数
・ 潜在的な需要を具体的な人の動きにつなげるための都市部に対する情報
発信、都市住民にとって魅力のあるプログラムの提供や交流拠点等の環境
整備、農家民宿等の受け入れ体制の充実等を図る必要がある。

・ このため、グリーンツーリズムに関する情報発信の強化や滞在型グリー
ンツーリズム振興のための人材育成を行うとともに、「元気な地域づくり
交付金」により、地域の創意工夫を活かした交流拠点の整備を促進する。
また、改正余暇法による農林漁業体験民宿の登録や農家民宿に関する開

業規制の緩和の活用が進むよう、関連情報の提供等に努める。
さらに、関係省と連携して関連施策の展開や、都市と農村の交流につい

ての機運の醸成を図るための「オーライ！ニッポン会議」との連携を通じ
た運動を展開する。

・ なお、現在の基準値・目標値は、農家民宿の宿泊者数及び公設の宿泊施
設の宿泊者数ともに平成１２年度近接年時点の推定値に基づき推計してい
ることに加え、国内観光宿泊旅行を大幅に拡大するとの策定時の観光政策
の目標と平仄をとって、農家民宿等への宿泊が大きく伸びることを前提に
して目標を設定している。
ところが、「農家民宿の宿泊者数（実績値）」の公表（０５農林業セン

サス）等で農家民宿等の実績値が明らかになり、かつ、国内観光全体での
宿泊旅行の縮小傾向が継続していることから、現在の目標は合理性を欠い
ており、当該目標について所要の見直しを検討する。

指標：都市的地域における市民農園の区画数
・ 市民農園の開設を促進するためには、市民農園の開設規制を緩和し、市
民農園の開設に係る財政負担軽減のための措置とともに、市民農園の利便
性を向上させるなど、利用者を増やすことが必要である。

・ このため、平成１７年９月の改正特定農地貸付法の施行により、市町村
・農協以外の者も市民農園の開設をできることとしたところであり、今後、
開設対象となり得る者へのＰＲ活動等を一層充実させ、市民農園の整備を
促進する。
また、市民農園開設マニュアルの作成、支援対象区域の拡大等を踏まえ

た「元気な地域づくり交付金」の一層の利用の促進に努める。
さらに、市民農園の利用者の利便性の向上の観点から、市民農園で栽培

した農作物が直売所等で販売可能なことについて周知する。

目標② 目標値、実績値、達成状況
中山間地域等に
おける経済活性 指標：中山間地域の一戸当たり農家総所得の維持
化に向けた条件 本年度の目標値 ４８５万円
整備の促進 本年度の実績値 ４８５万円（※暫定値）（１１月下旬確定）



達成状況 １００％ 達成ランク Ａ
基準値 平成１６年 ４８５万円
※統計データとなる「経営形態別経営統計」が平成１８年１１月公表予定の
ため、「個別経営の四半期別収支」の積上値を基に、平成１７年の数値を推
計

政策目標を達成するための政策手段の有効性

・ 本目標を達成している。

・ 平成１７年の「一世帯当たり年間収入（総世帯）」及び「一戸当たり農
家総所得（全国値）」は、ともに前年と比較して減少しているなか、中山
間地域は前年とほぼ同額の農家総所得を確保した。

・ これは、①農林水産業及び関連産業の振興を図るための新規作物の導入
等高付加価値型農業の推進、生産基盤の整備、②農業生産条件の不利を補
正するための中山間地域等直接支払制度の実施等、中山間地域等における
経済活性化に向けた条件整備が一定の効果を発現したためと考えられる。

・ なお、中山間地域等直接支払制度については、平成１７年度に農業生産
活動等の体制整備の強化や経営規模拡大、法人設立等取組内容により交付
単価に差を設けるなど、将来に向けて安定的な農業生産活動の継続を促す
仕組みに改善したところである。

改善・見直しの方向

・ 中山間地域における一戸当たり農家総所得は、全国値にかなり近づいて
いるものの、うち農業所得については依然として大きな差がある。これは、
主に中山間地域と平地地域等との農業生産条件等の格差によるものである
ことから、中山間地域における農業生産基盤等の整備に対する支援を引き
続き実施する。

・ 今後、集落営農団体や認定農業者の生産体制を強化するため、中山間地
域に特有の零細なほ場条件に適した特定高性能農業機械の導入等を図る必
要がある。

・ また、近年、特に中山間地域における鳥獣による農産物の被害が大きい
ことから、鳥獣被害防止対策の実効性を上げるため、最新の研究開発成果
を活用しつつ、地域の実情に合わせた被害防止技術体系の構築を図ること
が併せて必要である。

目標③ 目標値、実績値、達成状況
景観が優れ、豊
かで住みよい農 目標：景観が優れ、豊かで住みよい農村の実現 達成状況 80.9 ％
村の実現 達成ランク B

指標：景観農業振興地域整備計画の策定数
本年度の目標値 －
本年度の実績値 －
達成状況 － 達成ランク －
基準値 －

指標：農業集落排水事業による生活排水の処理人口普及率
本年度の目標値 46.8 ％
本年度の実績値 45.0%（※暫定値）
達成状況 76.9% 達成ランク Ｂ
基準値 平成 16 年度末 43.3 ％
※現段階では、H17 事業完了地区の計画人口をベースに処理人口普及率を算
出しているため、暫定値となっている。
（参考）昨年度の実績値を起点にした本年度の達成状況

H １６年度の実績値 43.3 ％
H １７年度の実績値 45.0 ％
達成状況： 48.6 ％

指標：事業・対策を実施した地域における総合的な生活環境の質の向上に関



する住民満足度
本年度の目標値 100 ％
本年度の実績値 84.8 ％
達成状況 84.8 ％ 達成ランク Ｂ
基準値：―

政策目標を達成するための政策手段の有効性

指標：景観農業振興地域整備計画の策定数
・ 景観法（平成１６年法律第１１０号）は、都市および農山漁村等におけ
る良好な景観の形成を図ることを目的に、国土交通省、環境省と連携して
検討を進め、我が国初の景観に関する総合的かつ基本的な法律として、平
成１６年１２月に施行されており、景観計画の策定は、平成１８年４月１
日現在、１１市、２県で策定されるなど全国的に進められつつある。

・ 景観農業振興地域整備計画は、景観法第８条に基づく景観計画を策定し
ている地域において定めることができるとされており、市町村による景観
農業振興地域整備計画の策定を通じて、景観と調和のとれた農地の利用の
促進や耕作放棄地対策などの施策を講ずることができるよう措置してい
る。

・ 今後、景観計画の策定が進捗するとともに、当該計画の策定についても
進められるものと考えている。

指標：農業集落排水事業による生活排水の処理人口普及率
・ 平成１７年度末の普及率は４５．０％（暫定値）で、達成度は８割弱と
なっている。

・ これは、①特に、農村部における人口減少に伴い、農業集落排水の対象
地域の人口も減少傾向にあり、農業集落排水の整備対象人口（計画）に対
する「普及率」に影響していること、②国及び地方の財政が依然厳しい状
況にあり、公共事業予算が縮減傾向にあること等が要因として想定される
ところであり、実質的には概ね順調に推移しているものと考えている。

指標：事業・対策を実施した地域における総合的な生活環境の質の向上に関
する住民満足度
・ 満足度調査の結果、「事業により整備された施設について満足している」
とする回答が８５％であり、達成状況は概ね良好と考えている。

・ また、その他の事業効果に関する調査結果では、「通行が便利になった」
（農村振興総合整備事業）との回答が６９％、「地域の景観が良くなった」
（地域用水環境整備事業）との回答が６６％と評価する一方で、「事業の
実施や施設の維持管理に当たって（住民が）意見を言う機会や参加する機
会があった」とする回答が４１％であるなど、十分な住民参加という観点
からの課題もある。

改善・見直しの方向

指標：景観農業振興地域整備計画の策定数
・ 平成１７年度現在、景観法の施行から１年余しか経過しておらず、また、
景観農業振興地域整備計画の策定に当たっては、個々の土地所有者等の農
業活動と直接関係が深い「土地の農業上の利用に関する事項」を定めるこ
ととされており、地域内での合意形成に相当の時間を要することから、当
該計画の策定に係る目標初年度を平成１８年度としている。

・ これまで、説明会等の開催を通じて制度の周知、啓発に取り組んできた
ところであるが、さらに平成１８年度に当該計画の計画策定の動きのある
数市町村を中心に、ワークショップを定期的に開催するなど、策定に向け
た取組を支援しており、引き続き、当該計画が将来の農村景観像を実現す
るための有効な手段であることを地域へ浸透させるとともに、その策定を
契機とした美しい農村景観の保全・形成に努める。

指標：農業集落排水事業による生活排水の処理人口普及率
・ 事業実施にあたっては、新たなコスト縮減工法の一層の導入やＰＦＩの
活用が図られるよう努めるほか、下水道・浄化槽施設整備との更なる連携
により、一層の効率的な整備を推進する。



・ また、「村づくり交付金」や関係府省間が所管する汚水処理施設等を一
体的に整備する「汚水処理施設整備交付金」（平成１７年度創設）の活用
を図ることとし、地域の自主性や裁量に基づく効率的・効果的な汚水処理
施設整備を推進する。

指標：事業・対策を実施した地域における総合的な生活環境の質の向上に関
する住民満足度
・ 事業計画の策定にあたっては、住民の意見やニーズが十分反映されるよ
うに住民参加を一層促進し、十分な合意形成を図っていくとともに、事業
実施中においても説明会を開催するなど、事業実施や施設の維持管理に対
する地域住民の理解の向上に努める。

総合的な所見 ・ 農業は、食料を供給する機能のほかに、多面的機能を有しており、これ
（各局政策評価 らの機能を適切かつ十分に発揮していくためには、農業の持続的な発展と
担当課長） その基盤である農村の振興を図る必要がある。

・ 都市農村交流に関しては、交流拠点や受け入れ体制の整備については、
所要の制度の見直し等が図られており、今後は、これらの施策の活用を促
進するとともに、潜在的なニーズを具体的な人の動きに結びつけるための
民間との連携を含めた効果的な情報発信が重要である。農家民宿等への宿
泊者数の目標については、国内観光宿泊旅行が大幅に拡大するなどの目標
設定を前提等とした事情が変わっていることや、農林業センサス等におい
て新たに基礎としうるデータが収集されたことから、観光全体の動向の下
で施策効果を的確に評価できる指標に見直す必要がある。
また、市民農園整備については、開設主体の規制緩和や予算措置の充実

を具体的な開設数の増加につなげるため、今後、開設主体となりうる者へ
の情報提供等の取り組みが重要である。

・ 多面的機能を十分かつ適切に発揮していく上で重要な「景観に優れ、豊
かで住みよい農村の実現」については、景観法等の住民への定着・浸透を
促進する活動のほか、より住民の意見やニーズを反映した生活環境整備等
への一層の取組が必要である。

・ 一方、中山間地域等対策については、中山間地域等直接支払制度をはじ
め各種施策が一定の効果を果たしているものと考えられ、達成状況は良好
であるが、平地地域等との諸格差是正を図る一層の改善努力は必要である。

【政策評価総括組織（企画評価課長）の所見】
・ 評価結果は概ね妥当であるものの、都市と農村の交流の促進については、国内観光旅行全
体の動向を踏まえつつ、施策の効果がより正確に把握できるよう、より適切な目標の設定に
ついて検討する必要がある。
なお、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については昨年制度

の見直しを行ったところであるが、今後制度が都市農村交流に寄与するものとなっているか
について検証していく必要がある。
また、潜在的な需要を具体的な人の動きに結びつけるために、地方のできること、民間の

できることの役割分担の中で、国の政策手段の有効性について今後検証していく必要がある。

・ 中山間地域等の活性化に向けた条件整備については、施策の有効性を評価するためには、
目標値だけでなく、実際に農業生産活動が活性化された結果として農用地等が保全され、多
面的機能が確保されているかについても今後分析を行う必要がある。
また、中山間地域等直接支払交付金については、当該交付金の一部を共同活動に充てるよ

う指導しているところであることから、平成１９年度から導入予定の農地・水・環境保全向
上対策（共同活動への支援）と所要の調整を行うなど支援の効率化に努める必要がある。

・ 景観が優れ、豊かで住みよい農村の実現については、関係する事業に関して、これまでも
新たなコスト縮減工法の一層の導入やＰＦＩの活用など効率的な整備に努めてきたところで
あるが、厳しい財政事情を踏まえ、コスト縮減の努力を一層推進する必要がある。
また、国際競争力の強化のための担い手育成が農政の最重要課題であることにかんがみ、

担い手への施策の重点化・集中化を一層進める必要がある。
さらに、事業効果の検証に当たっては、それぞれの事業の特性に応じて検証内容を精査し、

必要に応じて検証手法の見直しを行うべきである。

・ なお、農山漁村活性化のための条件整備等については、地域の努力や創意工夫を一層促進
するものとしていく必要がある。



【評価会委員の意見】
○都市と農村との交流が盛んであっても、実際に農家に宿泊する人は少ない気がする。農家民泊数が伸びて
いないから都市農村の交流が余り盛んではないとは言えないのではないか。指標を考え直すべきである。（合
瀬委員）

○ハード整備も必要だが、コミュニティとしてスローライフや農村の暮らし方みたいなもので
都会の人に泊まりに行きたいと思わせる仕掛けを考える必要があるのではないか。（長谷川委
員）

○都市農村交流の指標としては、宿泊数よりも、宿泊者の実数の方がより実態を反映しているのではないか。
観光自体が短縮化傾向にある中で、宿泊数でとらえるのは指標として適当とは思われない。
○住民満足度が100％となることは通常あり得ないので、これを政策の目標値とすることには違和感を感じ
る。また、「景観農業振興地域整備計画」の策定数を目標値とすることにも違和感がある。（工藤委員）

○集落の混住化が進む中で、非農家住民も参加して排水路の清掃をやっている集落がかなり増えてきている
が、このようなことについてもっと突っ込んで調べたらどうか。これからの政策路線の展望を見すえた指標
を考えて欲しい。（今村委員）

○公設の宿泊施設がどんどん増えていると聞くが、民のできることは民に任せるべきではない
か。農家民宿のほかに、公設の宿泊施設も指標としていることが気になる。（立花委員）



政策分野

政策手段 成果目標 予算額

目標 目標の内容 （法律・事業名等） （設定されている場合） （百万円）

 
①

 
都市と農村の交流の
促進、都市農業の振
興 元気な地域づくり交付金のう

ち
グリーン・ツーリズム、都市農
業の振興

農家民宿及び都市農村交流
を目的とした公設の宿泊施設
における宿泊者数（計画主体
が自ら計画策定３～５年後の
目標を設定）
 
都市的地域における市民農
園区画数（計画主体が自ら計
画策定３～５年後の目標を設
定）

４６，６０７
の内数

グリーン・ツーリズム振興のための
施設等整備を図る１２５地区、都市
農業振興のための施設等整備を図
る３０地区において、計画主体が自
ら定めた３～５年後の成果目標の
達成に向けて計画的かつ効果的に
事業を実施中。

グリ－ン・ツ－リズムセンタ－
機能確立事業

― 83

WEBサイトによる農山漁村情報の
受発信、都市側と受入側とのマッチ
ングのための相談活動等を行い、
都市農村交流に寄与。

グリ－ン・ツ－リズムビジネス
育成事業

― 73

体験指導員等の育成研修に本年度
210名の受講者があり、研修の受講
者は延べ1,852名となり、都市農村
交流に寄与。

美しいふるさと・国づくり推進
事業

― 78

「オーライ！ニッポンシンポジウム群
馬大会」、第３回「オーライ！ニッポ
ン全国大会」（東京都）の開催、オー
ライ！ニッポン大賞など優良事例の
表彰を行い、都市農村交流に寄
与。

分野別評価（政策手段シート）

実績及び実績に対する所見

グリーン・ツーリズムビジネスの起業や体験指
導員、ＮＰＯ法人等多様な取組主体の育成・確
保等を推進

　　都市との共生・対流等による農村の振興

都市住民の多様なニーズに応じた都市部での
農山漁村情報の受発信、都市側と受入側との
マッチング活動の推進及びボランティアネット
ワークの構築等を推進

グリーン・ツーリズムの普及を行うとともに、地
域ぐるみで行う受入体制や交流空間の整備及
びＮＰＯ法人等の多様な取組主体の支援等を
推進するとともに、都市部においては地域住
民も参加した都市農業振興ビジョンづくりや市
民農園における農業体験等の都市農業振興
のための取組を推進

「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

分野の目標等 政策手段の内容

(関連する目標）



政策手段 成果目標 予算額

目標 目標の内容 （法律・事業名等） （設定されている場合） （百万円）

実績及び実績に対する所見

分野の目標等 政策手段の内容

(関連する目標）

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４５市町村で計画が策定さ
れ、計画作成市町村数は全体で４３
９。
　
登録農林漁業体験民宿の登録対象
範囲の拡大等を内容とした「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の一部を改
正する法律」を１２月１日に施行した
ところであり、今後制度を着実に運
用していくことにより都市農村交流
人口の拡大に努める。

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

― ―

 
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

元気な地域づくり交付金のう
ち
中山間地域等の振興

地域産物の販売額の増加
率、地域内人口の増加、地域
外からの入込客数の増加率、
事業実施地区内における耕
作放棄地の防止等（計画主体
が自ら計画策定３～５年後の
目標を設定）

46，607
の内数

８２地区において、計画主体が自ら
定めた３～５年後の成果目標の達
成に向けて計画的かつ効果的に事
業を実施中。

市民農園を開設する場合の農地法等の特例
を規定

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

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の特例を規
定

市民農園区画数は、２，８２５区画増
加し、１２１，３６７区画（暫定値）。
　
市民農園の開設主体の拡大を内容
とした「特定農地貸付けに関する農
地法等の特例に関する法律の一部
を改正する法律」を９月１日に施行
したところであり、今後制度を着実
に運用していくことにより、都市農業
の振興に一層寄与できるよう努め
る。

山村等中山間地域の振興を一層促進するた
め、地域の基幹産業である農林水産業の活性
化を図るとともに、歴史・伝統文化・自然環境
等地域固有の特性を活かした市町村等の自
主的取組を支援することにより、地域の担い手
の確保、棚田地域の保全、多様な地域産業の
振興等個性ある地域づくりを推進



政策手段 成果目標 予算額

目標 目標の内容 （法律・事業名等） （設定されている場合） （百万円）

実績及び実績に対する所見

分野の目標等 政策手段の内容

(関連する目標）

強い農業づくり交付金のうち
競争力強化生産総合対策

鳥獣等による農作物被害等
の防止

47,009
の内数

75地区において事業を実施。鳥獣
による農作物被害の効果的な防止
に寄与。

農業競争力強化対策民間団
体事業

接近警戒システムの確立

1,620
の内数

監視カメラ、赤外線センサー等の技
術を活用した効果的なイノシシ接近
警戒システムの構築に寄与。

中山間地域等青年協力隊活
動促進事業費

― 9

30の市町村に43人の農業等ボラン
ティアを長期派遣（１年）し、中山間
地域の活性化等に寄与。

中山間総合整備事業費 ― 49,977

55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

1,161市町村において、27,905協定
が締結され、654千haの農用地を対
象に直接支払交付金を交付（実績：
６月末に確定）し、中山間地域の活
性化等に寄与。

中山間地域等直接支払推進
交付金

― 357

47都道府県及び1,057市町村に対し
て推進活動及び交付金交付事務等
に必要な経費を助成（実績：６月末
に確定）し、中山間地域の活性化等
に寄与。

中山間地域振興対策調査等
委託関係費

― 17

振興山村市町村の市町村合併に伴
う問題点を把握するためのアンケー
ト調査等及び農村地域における誘
致企業と地域との連携による就業
機会の確保を図るための調査等を
行い、中山間地域活性化等に寄
与。

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、新たなむらづくりの推進を含めた農
業・農村の活性化を図る

中山間地域等を対象に、都市地域等の住民に
よる農業生産活動など地域の活性化に結びつ
くボランティア活動を促進

センサーを利用したイノシシに対する接近警戒
システムを、民間団体において実証

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

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

中山間地域等の現状や振興上の課題及び資
源の活用方策等の調査、活動

野生鳥獣による農作物被害を効果的かつ効
率的に防止するため、侵入防止柵等の被害防
止施設の整備とともに、被害を及ぼす野生鳥
獣の生息調査や有害鳥獣の捕獲や追い払い
活動などの自衛体制を支援



政策手段 成果目標 予算額

目標 目標の内容 （法律・事業名等） （設定されている場合） （百万円）

実績及び実績に対する所見

分野の目標等 政策手段の内容

(関連する目標）

就業機会確保促進事業費

農村地域工業団地における
立地企業数の維持

75

平成17年3月末現在、8,536社(前年
度比120社増)が立地決定し、農村
地域工業団地における立地企業数
の維持に寄与。

活動火山周辺地域防災営農
対策事業費

対象地域の降灰等による農
作物の被害率の減少

1,170

109地区(暫定値：６月末確定予定)
で事業を実施し、農作物の被害防
止に寄与。被害率については集計
中。

振興山村・過疎地域経営改善
資金

―
（貸付枠）
2,309

融資実績　5件　496百万円
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）

134

平成１７年度の融資実績はないもの
の、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）
11,000

融資実績　59件　8,222百万円
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）
140,000
の内数

適用実績　8件　3,940百万円（平成
18年3月末現在）融資面から農村地
域の地域活性化、就業改善に寄
与。

農村地域への工業等の導入の促進、多様な
地域資源の活用や産学官の連携強化に対す
る支援により、多様な産業の振興を図り、就業
機会を確保

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

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

降灰被害の防止等のために必要な被覆施設
等の整備等を実施することにより、被害農業
者の経営の安定を図り、併せて地域農業の健
全な発展に寄与



政策手段 成果目標 予算額

目標 目標の内容 （法律・事業名等） （設定されている場合） （百万円）

実績及び実績に対する所見

分野の目標等 政策手段の内容

(関連する目標）

地域産業振興資金（中小企業
金融公庫投融資：農工法関
連）

―
（貸付枠）
1,518,000
の内数

適用実績　41件　4,531百万円（平
成18年3月末現在）融資面から農村
地域の地域活性化、就業改善に寄
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18年3月末現在、特定農山村
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た市町村は931
で、特定農山村地域該当市町村
996の約93％となり、地域活性化等
に寄与。

農村地域工業等導入促進法 ― ―

平成17年3月末現在、1,000市町村
で実施計画を策定、8,536社が立地
決定し、約52万7千人の雇用が確保
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 ― ―

平成１７年度の計画策定実績はな
いものの、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１４年１月現在、基本構想に定
められている 8,909件のうち、 1,862
件の特定施設が供用中であり、農
林水産業及び農山漁村の振興に寄
与。

山村振興法 ― ―

振興山村を有する全ての都道府県
において山村振興基本方針を作成
済。また、平成１７年度は、山村振
興計画が65市町村で作成され、地
域格差の是正等に寄与。

特殊土じよう地帯災害防除及
び振興臨時措置法

― ―

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。

所得税：農工法関連：農用地
等の譲渡

― ―

（７月頃確定予定）
税制面から農村地域における就業
機会創出に寄与。

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

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

特殊土壌地帯の保全と農業生産力の向上

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

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

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



政策手段 成果目標 予算額

目標 目標の内容 （法律・事業名等） （設定されている場合） （百万円）

実績及び実績に対する所見

分野の目標等 政策手段の内容

(関連する目標）

法人税：山振法関係：特別償
却

― ―

（５月末確定予定）
税制面から森林等の保全、雇用の
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

― ―

（７月頃確定予定）
税制面から農村地域における就業
機会創出に寄与。

所得税・法人税:特定農山村法
関連：農用地等の譲渡

― ―

平成１７年度の適用実績はないが、
租税特別措置により、地域の特性
に即した農林業その他の事業の振
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:特定農山村法
関連：事業資産の買換え、交
換

― ―

平成１７年度の適用実績はないが、
租税特別措置により、地域の特性
に即した農林業その他の事業の振
興を図り、もって豊かで住みよい農
山村の育成に有効。

事業所税：総合保養地域整備
法関連

― ―

平成１７年度の適用実績はないが、
特定民間施設の設置において、民
間事業者が事業着手に当たっての
動機付けになる点において本制度
は目標達成に有効

 
③

 
景観が優れ、豊かで
住みよい農村の実現

元気な地域づくり交付金のう
ち
農村の振興

地域の情報受発信量、農村
景観に関する活動数等（計画
主体が自ら計画策定３～５年
後の目標を設定）

４６，６０７
の内数

２１地区で事業を実施（６月末確定
予定）し、計画主体が自ら定めた３
～５年後の成果目標の達成に向け
て計画的かつ効果的に事業を実施
中。

農業集落排水事業費補助

農業集落排水事業による生
活排水の処理人口普及率４
６．８％(H17)（平成１９年度に
５２％に向上）

42,200

６６１地区で事業を実施（６月末確定
予定）し、農業集落排水事業による
生活排水の処理人口普及率は、４
５％（暫定値）で、年度目標を７６．
９％達成。

農村総合整備事業費補助

事業・対策を実施した地域に
おける総合的な生活環境の
質の向上に関する住民満足
度100％(各年度)

7,556

事業・対策を実施した地域における
総合的な生活環境の質の向上に関
する住民満足度は、８４．８％を達
成。

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

農業、農村の活性化に資する施設の整備や
地域住民など多様な主体の参画による取り組
みや地域づくりの支援を実施

租税特別措置法第37条、第65条の7農林地の
所有権移転等による農林業上の効率的かつ
総合的な土地利用等の推進に資するための
所有権移転等促進計画に基づく農林地の買
換え、交換に係る課税の特例制度

租税特別措置法第４３条の３第２項
森林・農用地の保全等を行う第３セクターの育
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

地方税法附則第32条の7第1項
特定民間施設に対する課税の特例制度

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、農業生産基盤、農村生活環境及び都市と
農村の交流条件等の総合的整備を実施

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の工業
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



政策手段 成果目標 予算額

目標 目標の内容 （法律・事業名等） （設定されている場合） （百万円）

実績及び実績に対する所見

分野の目標等 政策手段の内容

(関連する目標）

農村振興総合整備事業費補
助

20,771

田園整備事業費補助 3,149

地域用水環境整備事業費補
助

3,383

農村振興総合企画調査事業
委託

農村振興の総合的な企画・立
案に資する支援策について取
りまとめ 1

都市と農山漁村の共生・対流を推
進するための支援のあり方等につ
いて調査を実施し、支援策を報告。

新たな農村コミュニティ形成手
法検討調査委託

現在の集落を越えた自律的な
農村コミュニティ形成手法に
関する報告書の作成

6

先進地の事例収集及び聞き取り調
査を実施、現在コミュニティ形成へ
取り組む３地区にアドバイザーを派
遣して、形成手法等を検討すること
により、現在の集落を越えた自律的
な農村コミュニティ形成手法に関す
る報告書を作成。

生きもの環境水路評価事業委
託

水路評価ツール「平地版」の
開発

5

生きものの特性から評価地域を「平
地」と「中山間」に区分し、現地での
試行をも踏まえ、評価手法の検討を
行い、評価ツール「平地版」を完成。

事業・対策を実施した地域に
おける総合的な生活環境の
質の向上に関する住民満足
度100％(各年度)

事業・対策を実施した地域における
総合的な生活環境の質の向上に関
する住民満足度は、８４．８％を達
成。

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

都市と農山漁村の共生・対流を推進するため
の支援のあり方等について調査を実施

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

新たな農村コミュニティづくりに取り組む調査
地域へのアドバイザー派遣等の支援をとおし
て新たな農村コミュニティ形成手法の検討を実
施

生物生息環境の観点から農業水路を簡単に
評価する手法の検討を実施

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



政策手段 成果目標 予算額

目標 目標の内容 （法律・事業名等） （設定されている場合） （百万円）

実績及び実績に対する所見

分野の目標等 政策手段の内容

(関連する目標）

農村振興支援総合対策事業
のうち農村振興支援事業

― 17

地域住民が主体となった地域づくり
の全国的な啓発・普及及び全国段
階での支援体制を整備し、豊かで
住みよい農村の実現に寄与。

田園自然環境保全・再生支援
事業

― 17

田園自然再生活動コンクールやシ
ンポジウムによる情報発信・啓発、
グラウンドワーク手法を活用した技
術支援等を実施し、豊かで住みよい
農村の実現に寄与。

グラウンドワーク推進支援事
業

― 60

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
施し、豊かで住みよい農村の実現
に寄与。

美の田園復興推進事業委託 ― 50

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
し、景観が優れ、豊かで住みよい農
村の実現に寄与。

優良田園住宅の建設の促進
に関する法律

― ―

普及状況（H16.4現在）：基本方針策
定市町村28市町村、策定検討中
347市町村、建設計画の認定市町
村数10市町であり、健康でゆとりあ
る国民生活の確保に寄与。

景観法

・景観農業振興地域整備計画
の策定数
平成１７年度の目標　―
（平成２１年度目標５０地区） ―

景観法施行後（Ｈ１６．１２）、景観法
に基づく景観計画は平成１８年４月
１日現在、１１市、２県で策定。今
後、景観法に基づく景観農業振興
地域整備計画を策定予定。

地域住民が主体となった地域づくりの全国的
な啓発・普及及び全国段階での支援体制の整
備を実施

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

地域住民、ＮＰＯ等に対する情報提供やグラウ
ンドワーク手法を活用した技術支援を実施

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


