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平成18年度政策の実績評価書

評価実施時期：平成１９年７月 担当部局名：農村振興局農村政策課

【施策名】
都市との共生・対流等による農村の振興 政策体系上の位置付け Ⅴー⑩

【施策の概要＜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
合的な整備等により、農村地域の振興を図る。

【施策に関する目標】
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

＜達成目標＞ <18年度目標値> <実績値> ＜達成状況＞
指標：グリーン・ツーリズム施設年間延べ宿泊者数 814万人 795万人 56.8％
（平成21年度：880万人）
指標：都市的地域における市民農園の区画数 13.2万区画 12.7万区画 95.7％
（平成21年度：15万区画） （暫定値）

76.3％（Ｂ）
＜目標に関する分析結果＞
① 都市と農山漁村の出会いの場の設定、地域資源を活用した交流拠点等の整備のほか、農林漁家民宿の規制
緩和等の措置により、新規開業軒数の増加などの効果は見られるが、農家民宿等の利用人数の増加には十分反
映されていない。
また、改正特定農地貸付法による開設主体の拡大に伴い、農家やNPO等による市民農園の開設が進んでいる

一方、農家・利用者双方に有益な農園利用方式による農業体験農園注１は、その開設・運営ノウハウの蓄積が一
部の地域に留まって全国的広がりには至っていないことや、都市的地域

注２
では、市民農園の利用希望者の応募

倍率２倍以上の農園が15％を超え（H18.3）、農園区画数が不足しているなど、情報や政策手段等の普及に関し
地域的な偏重が見られる。
② なお、都市的居住者の約４割に二地域居住の願望があり、約２割は農山漁村地域への定住願望がある。こ
うした都市住民の農山漁村への一層の関心の高まりや、団塊世代の定年退職の進展等の状況を踏まえて、農山
漁村における居住者・滞在者を増やす新たな視点からの対策を総合的に推進するため、「農山漁村活性化法案」
の制定等を核とする「農山漁村活性化プロジェクト」に取り組んだところである。
＜改善・見直しの方向性＞
① 都市と農村の交流の促進を効果的に図っていくため、内閣官房副長官及び関係８府省の副大臣から成る「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」での検討などを通じて、関係府省との具体的な連携
施策を検討することとする。
また、地域の創意工夫を後押しするため、共生・対流の広域連携プロジェクト等の公募による支援システ

ムを浸透させるほか、農山漁村の居住者・滞在者等の増加に繋がるような創意工夫ある自治体の取組、都市と
農村にわたる多様な主体が連携・協力した持続性の高い民間主体の取組などへの支援、さらには「オーライ！
ニッポン会議」の情報発信を含めた活動の強化を行うこととする。
② 農業体験農園の全国的な普及に向けた先導的取組や都市農業の振興に必要な施設整備への支援等を通じ、
都市住民のニーズに応えた市民農園の開設を一層促進することとする。
また、農家のほか、企業やNPOなどに向けた市民農園開設マニュアルを積極的に提供・普及するとともに、

企業、NPO等の開設事例の収集・分析結果をホームページで掲示すること等により、知見・ノウハウ情報の効
果的な配信に努めるほか、市民農園の未整備市区町村については、農業体験農園を含め、市民農園を整備する
メリットや優良事例等の情報提供を行い新規開設に取り組むよう喚起することとする。
② 中山間地域

注３
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

＜達成目標＞ <18年度目標値> <実績値> ＜達成状況＞
指標：中山間地域の一戸当たり農家総所得の維持 485万円 448万円 92.4％（Ａ）
（各年度485万円を維持） （暫定値）
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＜目標に関する分析結果＞
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ている。
＜改善・見直しの方向性＞
中山間地域における一戸当たり農家総所得のうち農業所得については、全国値と比べて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こととする。
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、各種鳥獣害対策関連メニューの再編統合による充実強化を図ることとする。
③ 良好な農村景観の形成など、地域の特色を活かした自ら考え行動する意欲あふれた取組を推進するとともに、
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、豊かで住みよい農村の実現
を図る。
目標 ③ 意欲に溢れ、豊かで住みよい農村の実現

＜達成目標＞ <18年度目標値> <実績値> ＜達成状況＞
指標：景観農業振興地域整備計画の策定数 ５計画 １計画 20％
（平成21年度：50計画）
指標：農業集落排水事業による生活排水の処理人口 49.4％ 55.7％ 161％
普及率（平成19年度：52％） （暫定値）

指標：事業・対策を実施した地域における総合的な 100 ％ 80.7％ 80.7％
生活環境に関する住民評価値（各年度100％）

87.2％（Ｂ）
＜目標に関する分析結果＞
① 良好な景観形成の保全・形成を図る景観農業振興地域整備計画注４の策定が進捗しにくい状況は、市町村合
併の影響により、上位計画となる農業振興地域整備計画などを含めた事務手続・作業を要することが要因の一
部である。景観農業振興地域整備計画の策定には、地域の農業・生活に関係の深い内容を定め、農業者以外の
者を含めた地域住民等と合意することが必要である。今回、計画策定となった滋賀県近江八幡市の事例を契機
に、全国的な展開を図るとともに、持続的な運用により魅力的な景観形成づくりを継続していくことが重要で
ある。
② また、汚水処理施設の整備は着実に進み、生活排水処理の普及人口は増加（297万人(H14)→349万人(H18)）
している一方、農村部の人口減少等に伴い、農業集落排水事業

注５
による整備対象地域の人口が漸減しているこ

とから、普及率の達成状況は目標を上回る結果となった。
なお、地方財政が厳しく公共事業予算が縮減傾向にあることから、今後も効率的、効果的な事業の推進が

必要である。
③ 生活環境の整備に当たっては、前年度までの「事業で整備された施設」に対する住民の満足度ではなく、
施設整備をした効果として「集落内の生活環境」が向上したかどうかについて調査した結果、概ね良好な評価
を得たところであるが、事業の実施に当たって必ずしも十分な住民参画がなされたとは言えない。（参考データ）
＜改善・見直しの方向性＞
① 魅力ある農村景観を形成するには、景観農業振興地域整備計画策定に向けた取り組みを推進する手法につ
いて検討するとともに、計画の策定数のほか、地域の多様な活動などの指標等への活用方策についても、合わ
せて検討することとする。
② 農業集落排水の普及率の数値目標については、普及状況を反映した適切なものとするため、新たな土地改
良長期計画（平成20年度～24年度）の策定において、所要の見直しを検討することとする。
また、農業集落排水事業の実施に当たっては、新たなコスト縮減対策の検討を行い、事業主体（市町村）

に対してコスト縮減工法を積極的に導入するよう周知に努めるとともに、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することとする。
③ なお、非農家も含めた住民参画を一層促進することが、良好な生活環境の形成に繋がることから、事業実
施に際し、一層の住民参画を図ることとする。

【施策に関する評価結果】
農村地域の振興を図るための諸施策については、概ね良好な結果となっている。
しかし、農村人口の減少や高齢化が進行し活力が低下している中で、農村地域を活性化し、農村等が有する
多面的機能を発揮していくためには、地域の知恵や資源の活用、持続的・自立的発展に向けた地域の創意工夫
をより一層後押しすることが必要となっている。
十分な成果には至っていない都市と農村の共生・対流については、団塊の世代や若者の活力を活用した地域
の取組を積極的に支援する「農山漁村活性化プロジェクト」を推進し、今後は、農村等への定住、二地域居住
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の促進を含めた関係府省との連携強化を図るとともに、自ら考えて行動し共生・対流を促進するような自治体
や民間団体の取組等を積極的に支援し、こうした地域の自主的な取組を全国運動として展開していくことが必
要である。
また、良好な農村景観を形成することにより、個性ある魅力的な地域づくりにつなげるためには、その有効
な手法を検討すること等が必要である。

【施政方針演説等内閣の重要方針及び食料・農業・農村基本計画における位置づけ】
関係する施政方針演説等 年月日 記事事項（抜粋）
第１６６回施政方針演説 H19. 1.26 （魅力ある地方の創出）

…都市と農山漁村との交流の推進など、農山漁村の活性化に取り組
みます。

２１世紀新農政２００６ H18. 4. 4 Ⅴ．地域 自ら考え行動する農山漁村の活性化
２１世紀新農政２００７ H19. 4. 4 Ⅴ-１農山漁村活性化に向けた地域の創意工夫の後押し
食料・農業・農村基本計画 H17. 3.25 第３の３（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

土地改良長期計画 H15.10.10 第２の１の【個性ある美しい村づくり】
・汚水処理人口普及率注６

76%(平成14年度)→86%(平成19年度)
・農業集落排水処理人口普及率
39%(平成14年度)→52%(平成19年度)

【政策評価会委員の意見】
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（別紙）

１ データ、資料等

目標① 都市と農村の交流の促進、都市農業の振興

＜目標設定の考え方＞
農村の振興を図るためには、グリーン・ツーリズムをはじめとする都市と農村の共生・対流の促進
を通じ、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・就業機会の創出等が必要である。この
ため、農村側の受入体制の充実、交流拠点施設整備、情報発信や人材育成等の支援が重要である。
この効果を定量的に判断する指標を「グリーン・ツーリズム施設年間延べ宿泊者数」とし、平成21
年度に年間880万人（110万人増）を数値目標とする。
また、都市及びその周辺地域における農業は、新鮮な農産物の供給のほか、都市住民との交流の場
や災害時のオープンスペースの確保等様々な役割を発揮することから、都市農業の振興を図ることが
重要である。このため、農産物直接販売、市民農園等における農業体験や交流活動の支援及び緑地区
間の形成、防災協力農地としての協定締結等の取組を推進している。
この効果を定量的に判断する指標を「都市的地域における市民農園区画数の増加」とし、平成21年
度に約３万区画の増加を数値目標とする。

＜目標値と実績値の推移＞
指標ア：グリーン・ツーリズム施設年間延べ宿泊者数

農林漁家民宿及び都市農村交流を目的とした公的宿泊施設（市町村、農協、第三セクター等
が経営管理するもの）への年間宿泊者数。
基準値770万人（平成16年度）→目標値880万人（平成21年度）

（把握の方法）農林漁家民宿については、2005農林業センサス等をもとに、サンプル調査を実施して
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。

指標イ：都市的地域における市民農園区画数
基準値12万区画（平成15年度）→目標値15万区画（平成21年度）

（把握の方法）都道府県及び市町村を通じて実績値を把握。
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＜目標達成状況の判定方法＞
（達成率の計算方法）

指標ア：グリーン・ツーリズム施設年間延べ宿泊者数
(当該年度実績値－基準値)÷(当該年度目標値－基準値)×１００(％)

指標イ：都市的地域における市民農園区画数
(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(％)

（目標達成度合の計算方法）
達成度合（％）＝（指標アの達成率＋指標イの達成率）÷２

（本年度の目標達成度合）
７６．３％＝（５６．８（ア）＋９５．７（イ））÷２

ア＝（７９５－７７０）÷（８１４－７７０）×１００
イ＝（１２．７３０－１２．２６６）÷（１３．１６４－１２．６７９）×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

＜目標設定の考え方＞
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が重要で
ある。
この効果を定量的に判断する指標を「中山間地域の一戸当たり農家総所得の維持」（注）とし、平
成16年の485万円の維持を図ることを数値目標とする。
注：「農家総所得」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
域における農村済活性化の指標とする。

＜目標値と実績値の推移＞

（把握の方法）「経営形態別経営統計」の組替集計により算出する。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。

＜目標達成状況の判定方法＞
（目標達成度合の計算方法）

達成度合（％）＝当該年度実績値÷目標値×１００(％)

（本年度の目標達成度合）
９２％＝４４８÷４８５×１００

目標③ 意欲に溢れ、豊かで住みよい農村の実現

＜目標設定の考え方＞
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重
要である。
この効果を判断する指標を「景観農業振興地域整備計画の策定数」とし、この計画づくりが多くの
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485 478

300

400

500

600

H16 H17 H18 H19 H20 H21

（万円）

目標値：485万円

実績値

暫定値
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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
ことを期する。
また、快適で住みやすいむらづくりが重要であり、農村における生産条件及び生活環境の向上を図
るために、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に引き上げる。
さらに、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
ため、事業・対策を実施した地域で暮らす住民の生活環境に関する「住民評価値」を指標とする。

＜目標値と実績値の推移＞
指標ア：景観農業振興地域整備計画の策定数

目標値50計画（平成21年度）

（把握の方法）都道府県を通じて把握。

指標イ：農業集落排水事業による生活排水の処理人口普及率
農業集落排水事業による生活排水の処理人口普及率を中小都市並みの水準（61％：平成14年

度）に、平成24年度までに引き上げることとし、中間年である平成19年度に52％を数値目標と
する。
基準値39％（平成14年度）→目標値52％（平成19年度）

（把握の方法）農業集落排水処理施設を設置している市町村を通じて、集落排水施設の供用状況を調
査（国土交通省、環境省、農林水産省３省共同の汚水処理普及状況調）。

指標ウ：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（各年度100％）

（把握の方法）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14年度完了）地区のうち全国で100地区を対象に、当該

景観農業振興地域整備計画の策定数
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区
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目標値 実績値

住民評価値

80 .7 %

1 0 0%

0 %
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1 00 %
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実績値 目標値

農業集落排水事業による生活排水処理人口普及率

41.6%
44.2%

46.8%
49.4%

52.0%

39.0%
41.4% 43.3%

44.3%
46.0%

55.7%
53.6%

50.0%

45.8%

30%

40%

50%
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普
及
率

目標値 普及率(変更前) 普及率(変更後)

基準値

注１　普及率(変更前)は、平成14年度の農業集落排水整備対象地域の人口に対する処理人口普及率を示す。
注２　普及率(変更後)は、各年度の農業集落排水整備対象地域の人口に対する処理人口普及率を示す。

暫定値
実績値

目標値
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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、『「都市との共生・対流等による農村の振興」に
関するアンケート調査』を実施。調査結果概要は、参考データ参照。

＜目標達成状況の判定方法＞
（達成率の算定方法）

指標ア：景観農業振興地域整備計画の策定数
当該年度実績値÷当該年度目標値×１００

指標イ：農業集落排水事業による生活排水の処理人口普及率
（当該年度実績値－基準値）÷（当該年度目標値－基準値）×１００

指標ウ：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
「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の結果、事業

を実施したことにより「集落内の生活環境が良くなった」と回答した住民の割合を、目標
値100％として調査結果（％）とのかい離を比較し、Ａ、Ｂ、Ｃの段階評価。

（目標達成度合の計算方法）
達成度合（％）＝（指標アの達成率＋指標イの達成率＋指標ウの達成率）÷３

（本年度の目標達成度合）
８７．２％＝（２０（ア）＋１６１（イ）＋８０．７（ウ））÷３

ア＝１÷５×１００
イ＝（５５．７－３９）÷（４９．４－３９）×１００
ウ＝８０．７

【参考データ】 ・「都市との共生・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18年度住民評価値調査）
実施時期：平成19年１～２月
調査対象：平成14年度に完了した地区のうち、農村総合整備事業45地区、農村振

興総合整備事業15地区、地域用水環境整備事業40地区の計100地区に
おいて、計1,021人（農家532人、非農家483人、農家・非農家無回答6
人）から回答を得た。

①事業の認知度（有効回答数：1020人）
調査項目 全体 農家 非農家 農家・非農家無回答

事業で整備された内容を知

っていた。 ８８．１％ 91.9% 84.0% 83.3%

②事業の住民評価値（有効回答数：953人）
調査項目 全体 農家 非農家 農家・非農家無回答

実施された整備によって、

集落内の生活環境が良くな ８０．７％ 83.6% 77.5% 75.0%
った。

③住民の参画（有効回答数：908人）
調査項目 全体 農家 非農家 農家・非農家無回答

事業の実施等に当たって、

意見を言う機会や参加する ５０．８％ 57.3% 43.2% 50.0%
機会があった。
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２ 用語解説

注１ 農園利用方式による農業体験農園

農業者（農地所有者）と利用者（都市住民等）が農園利用契約を締結し、農業者が農園に係る農業経

営を自ら行い、利用者が農園に係る農作業の一部を行うため農園に入場する方式で、賃借権等の権利設

定をするものではなく、農業者の管理・指導のもとに利用者がレクレーションその他の営利以外の目的

で複数段階で農作業体験をする。利用者にとっては農家から栽培指導等が得られ、農家にとっては入園

料等の確実な収入により経営の安定に繋がるなどの利点がある。

注２ 都市的地域

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8

0％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。

注３ 中山間地域

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。

注４ 景観農業振興地域整備計画

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。

注５ 農業集落排水事業

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。

注６ 汚水処理人口普及率

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。

（注）農林水産省政策評価基本計画

http://www.maff.go.jp/www/press/cont2/20070402press_1b.pdf



分野別評価（政策手段シート）

政策分野 都市との共生・対流等による農村の振興

分野の目標 政策手段 政策手段の内容 成果目標 予算額
目標 目標の内容 （法律・事業名等） （関連する目標） （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）

41,526
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１０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。

グリーン・ツーリズム情報発信機
能強化事業

－ 89 広報誌、テレビ番組等にグリー
ン・ツーリズム情報を掲載、放
映。名古屋、東京、神戸において
グリーン・ツーリズムフェアを実
施。グリーン・ツーリズムの新し
い手法を企画募集し、委託調査。

滞在型グリーン・ツーリズム等振
興事業

－ 74 グリーン・ツーリズムを推進させる
人材を育成する各種研修を実施。
農林漁業体験民宿の安全管理マ
ニュアルを作成。国際グリーン・
ツーリズムのモデル地区を育成。

美しいふるさと・国づくり推進事
業

－ 70 「オーライ！ニッポンシンポジウム
東京大会」、第４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。

農村コミュニティ再生・活性化
支援事業

－ 215 ４９地区において事業を実施。定
住促進、地域産業との連携の推進
により農村コミュニティの活性化に
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、２１市町村で市町村計画
が作成され、計画作成市町村数は
全体で４６０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。

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

－ －

実績及び実績に対する所見

都市的地域における市民農園区画
数は、増加しており、身近な農業
体験や農家と都市住民等との交流
の場の提供に寄与。

地域資源を活用した交流拠点の整備、都市部
においては市民農園整備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

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する。

都市住民の潜在的ニーズを実際の行動に結び
つけるため、全国段階において各種メディアを
活用した都市住民が農山漁村情報に接する機
会の拡大、田舎との出会いの場の設定等都市
部における取組の活性化を図り、都市と農山
漁村の共生・対流を促進
滞在型グリーン・ツーリズム等の振興に必要と
なる調査・分析・普及や団塊の世代など都市
住民のニーズに対応した農山漁村における受
入体制の整備、取組の中心となる人材の育成
確保に対する支援等を実施することにより、地
域の活性化、都市と農山漁村の共生・対流を

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等の特例を規定
市民農園を開設する場合の農地法等の特例を
規定
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分野の目標 政策手段 政策手段の内容 成果目標 予算額
目標 目標の内容 （法律・事業名等） （関連する目標） （設定されている場合） (百万円）

実績及び実績に対する所見

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）

41,526
の内数

６５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。

強い農業づくり交付金のうち産
地競争力の強化

対象とする鳥獣等による被害
が軽減される面積の割合が
事業実施地区全体の60％以
上

 40,506
の内数

10地区において事業を実施し、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

－ 1,495
の内数

・５地区において事業を実施し、
鳥獣による農作物被害の効果的な
防止に寄与。
・監視カメラ、赤外線センサー等
の技術を活用したイノシシ接近警
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

－ 7 ２９の市町村に３７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 － 40,555 ４９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 １，０４０市町村において、２８，
５１５協定が締結され、６６３千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９３０市町村に
対して推進活動及び交付金交付事
務等に必要な経費が助成され、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 振興山村市町村の問題点、取組
状況についての調査等を行い、山
村振興計画の策定と事業実施に資
するとともに山村振興に寄与。

中山間地域振興対策調査等委託
関係費のうち地域密着型就業機
会創出支援調査委託

－ 10 連携推進方策策定に向けた課題等
の検討等を行い、地域活性化支
援情報に関するデータベースの改
良、情報の更新、新たなデータ
ベースの作成を行った。データ
ベースの更なる充実が図られた。

振興山村・過疎地域経営改善資
金

－ 貸付枠
1,200

融資実績　４件　４９４百万円
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。

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

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
誘致企業と地域との連携を通じ、農村地域に
根ざした安定的な就業の場を確保するため、
誘致企業と地域との連携推進方策の策定等を
実施

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

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

②

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

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

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

野生鳥獣による農作物被害を防止するため、
侵入防止柵等の被害防止施設の整備を推進

・県域をまたがる広域地域において、地域参
加型鳥獣害情報マップの作成と最新の総合的
な防除技術体系の確立を推進
・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

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
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分野の目標 政策手段 政策手段の内容 成果目標 予算額
目標 目標の内容 （法律・事業名等） （関連する目標） （設定されている場合） (百万円）

実績及び実績に対する所見

連けい式小水力発電事業 － 貸付枠
134
平成１８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
8,900

融資実績 ７８件 １２，３３８百万
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

過去実績  １件　１００百万円
（平成１９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。

地域雇用促進資金（中小企業金
融公庫投融資：農工法関連）

－ 貸付枠
1,490,000
の内数

適用実績　３３件　３，３６４百万
円（平成１９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１９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９２６で、特定農山村地域該
当市町村９９１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１８年３月末現在、農工団地
がある市町村数は７５５。８,７１０
社が立地決定し、約５５万１千人
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１８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 － －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
１８年度は、山村振興計画が86市
町村（計151市町村）で作成さ
れ、地域格差の是正等に寄与。

特殊土壌地帯災害防除及び振興
臨時措置法

－ －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。法改正により平成24
年3月31日まで期限延長。

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

特殊土壌地帯の保全と農業生産力の向上

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

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

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

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
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分野の目標 政策手段 政策手段の内容 成果目標 予算額
目標 目標の内容 （法律・事業名等） （関連する目標） （設定されている場合） (百万円）

実績及び実績に対する所見

所得税：農工法関連：農用地等
の譲渡

－ －平成１８年度適用実績：１９３件
税制面から農村地域における就業
機会創出に寄与。

法人税：山振法関係：特別償却 － －認定法人　２法人の増
平成１８年度の税制適用実績はな
かったが、本制度により認定法人
の増加が図られ、森林・農用地等
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

－ －平成１８年度の適用実績はないも
のの、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１８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。

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）

41,526
の内数

27地区で事業を実施し、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）

20,940 ６１０地区で事業を実施し、農業
集落排水事業による生活排水の処
理人口普及率は５５．７％（暫定
値）で、年度目標を１６０％達
成。

農村総合整備事業費補助 3,705

農村振興総合整備事業費補助 32,618

田園整備事業費補助 2,237

地域用水環境整備事業費補助 2,840

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

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

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(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

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

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
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

農業、農村の活性化に資する施設の整備や地
域住民などの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

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（各年
度目標100％）

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
評価値は８０．７％を達成。

③ 意欲に溢れ、豊
かで住みよい農
村の実現
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分野の目標 政策手段 政策手段の内容 成果目標 予算額
目標 目標の内容 （法律・事業名等） （関連する目標） （設定されている場合） (百万円）

実績及び実績に対する所見

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

4 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の形
成手法に関する報告書を作成。

人づくりによる農村活性化支援
事業

本事業で開発された教材を
活用した授業が行われること
により、その地域における青
年人口減少率を低化させる
（現在の予測値と実績値を
比較）とともに、農村の産
業振興を牽引する地域産業
マネージャーを50人育成

19 モデル授業実施に向け、教育プロ
グラムの作成方針を取りまとめると
ともに、地域産業マネージャーの
育成の実施方針を取りまとめた。
試行的な研修会を実施したとこ
ろ、受講生からは一定の良い評価
を得られた。

「立ち上がる農山漁村」推進事
業委託

－ 40 シンポジウムやイベント等を通じた
情報発信、農山漁村における知的
財産権活用のためのアドバイザー
派遣（5地区）、研修会（9ブロッ
ク）の実施等により、農山漁村に
おける意欲的な取組を推進。

生きもの環境水路評価事業委託 － 5 生きものの特性から平地と中山間
における現地での試行を踏まえ、
評価手法の検討を行い、「生きも
の環境水路評価ツール」を完成。

農村自然再生活動高度化事業 － 100 農村地域の自然再生活動の高度
化を図る上での課題を整理し、モ
デル地区での実践活動を通じて課
題解決手法の検討を行うと共に、
活動に対する理解を深めるためコ
ンクール、シンポジウム等を開催
し、自然再生活動の浸透に寄与。

グラウンドワーク推進支援事業 － 66 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 － 38 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。

農村景観・自然環境保全再生パ
イロット事業

－ 80 農村地域における景観・自然環境
の保全・形成等に向けたＮＰＯ等
の団体が行う64の活動を支援し、
豊かな自然環境や美しい景観の形
成に寄与。

農村地域の自然再生活動を、農業・農村の振
興に寄与する拡がりを持った活動へ発展させる
ため、生態系や営農上の新たな課題に対し
て、必要な情報発信や技術的支援を行う仕組
みを構築

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

公募方式により活動主体となるＮＰＯ等を募集
し、農村景観保全・自然再生活動に対し直接
支援

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通して新
たな農村コミュニティ形成手法の検討を実施

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。

生物生育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
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分野の目標 政策手段 政策手段の内容 成果目標 予算額
目標 目標の内容 （法律・事業名等） （関連する目標） （設定されている場合） (百万円）

実績及び実績に対する所見

魅力ある田園空間支援事業 － 80 地域資源の再評価やその活用法等
をマネジメントガイダンスとして整
理を行うとともに、アドバイザを派
遣する等、地域独自の取組を支援
した。また、全国研修会の開催や
ＨＰの作成等、普及・啓発活動等
をおこない、地域の活性化を推進
した。

優良田園住宅の建設の促進に関
する法律

－ －普及状況（H１8年４月１日現
在）：基本方針策定市町村33市
町村、策定検討中233市町村、建
設計画の認定市町村数12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１８年度の目標　５
（平成２１年度目標５０地
区）

－景観法施行後（Ｈ１６年１２月）、
景観法に基づく景観計画は平成１
９年４月１日現在、２５市、２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、１地区
（近江八幡市）で策定。目標の
達成にむけて、引き続き計画策定
の取組を支援。

田園空間博物館の取組により蓄積された知見
を元に、地域資源の再評価やその活用法と
いった普遍的な成果をまとめ、地域独自の取
組を支援するとともに、普及・啓発活動等をお
こない、地域の活性化を推進。

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

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
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