
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

34,088
の内数

15地区（暫定値。６月末確定予定）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
かつ効果的に事業を実施中。

美しいふるさと・国づくり推進
事業

60

「オーライ！ニッポン山形シンポジウム」（山形県）及び
第５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

215

全国６４地区において都市から農山漁村への定住等の
促進や地域産業の連携の取組を実施し、都市と農村の
交流の促進に寄与。

広域連携共生・対流等推進交
付金

300

都道府県を越えて、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
ジェクトを選定し、全国14団体で実施中。（原則３年間継
続事業）
また、農業体験農園の拡大に向けた取組として、研修会
や現地指導等を20回開催し、新たに9農園が開設され、
全国的な普及拡大に寄与。

広域連携共生・対流等整備交
付金

500

任意団体が大学や企業、NPO法人と連携して、古民家
を移築･改修した交流施設を3年間継続事業として整備
中。
なお、本交付金は平成19年度に新設されたものであり、
過去に例のない手法を用いていることから地域への浸
透に時間を要しており、事業実施件数は1件であった。

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 －

新たに、２０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４８０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。

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

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

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

平成19年度政策の実績評価（政策手段シート）

分野の目標等

都市との共生・対流等による農村の振興

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
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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

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 －

２２７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

34,088
の内数

84地区（暫定値。６月末確定予定）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

34,067
の内数

38地区において、鳥獣被害防止施設の整備を実施し、
鳥獣による農作物被害の防止に寄与。

農業競争力強化対策民間団
体事業

190

・9地区において、県域をまたがる広域地域における被
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。
・53地区において、鳥獣の捕獲体制の整備を実施し、鳥
獣による農作物被害の防止に寄与。
・12地区において、広域的な被害防止実施体制を整備
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

33,487

53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、２８，７１２協定が締結され、６６
５千haの農用地を対象に直接支払交付金の交付が見
込まれ、中山間地域の活性化に寄与。（実績は６月末ま
でに確定）

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。

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

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)

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

・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
・市町村、農業関係団体職員等による有害鳥獣を捕
獲するための体制整備を推進
・被害地域と被害の発生していない周辺地域やＮＰＯ
等との連携を通じた広域的な被害防止実施体制を構
築

－

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

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
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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

中山間地域等直接支払推進
交付金

346

４７都道府県及び９１２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見込まれ、中
山間地域の活性化に寄与。（実績は６月末までに確定）

中山間地域等の評価に関する
検討調査委託

10

中山間地域等直接支払制度の平成21年度最終評価年
に向け、農林業センサスデータ等を活用し定量的な効
果の把握等を行うための評価手法を検討。この成果は
中山間地域等直接支払制度の最終評価の検討に寄
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

6

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。

振興山村・過疎地域経営改善
資金 貸付枠

1,200

融資実績　２件４７百万円
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

50

融資実績　１件　２５百万円
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
6,800

融資実績 ５４件　７，９０２百万円
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
75,000
の内数

融資実績　０件
今年度は実績がないものの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
1,400,300

の内数

融資実績　５０件　４，２３９百万円
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。

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

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

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

中山間地域等直接支払制度の平成21年度最終評価
年に向け、定量的な効果の把握等を行うための評価
手法を検討

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

農村地域工業等導入促進法

－

平成１９年３月末現在
農工団地がある市町村数は７５５。８，８２３社が立地決
定し、約５７万６千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

－

平成１９年度の計画策定実績　１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
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19年度は、山村振興計画が53市町村
（計254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。法の延長に伴い、同法第３条に基づく特殊土壌地
帯対策事業計画を平成20年3月に設定。

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 －

２２７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

－

平成１９年度適用実績：２０８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 ５法人の増
平成１９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・農用地等の保全、雇
用促進等による山村の振興に寄与

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)

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

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
租税特別措置法第４３条の３、第６８条の１８
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

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
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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

所得税・法人税:農工法関連：
事業資産の買換え、交換

－

平成１９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１９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。

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19年度実績は、主務省により取りまとめ中。（主務
省：半島（国土交通省）、過疎（総務省）、離島関連（国
土交通省））。
特定地域において、製造業立地等を促進させることによ
り、所得水準の向上と雇用機会の拡大に寄与。

所得税・法人税：農工法関連：
特別償却

－

平成１９年度適用実績：１４４件、減税額２，６２９百万円
税制面から農村地域における就業機会創出に寄与。

不動産取得税：課税標準の特
例

－

課税標準の特例制度により、共同利用施設の導入が促
進され、農林漁業者の共同化・協業化、生産・流通コス
トの低減と高付加価値化による農林漁業経営の効率
性・安定性の向上に寄与。

農村振興対策指導事務経費
123

の内数
－

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

34,088
の内数

22地区（暫定値。６月末確定予定）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
かつ効果的に事業を実施中。

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

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

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

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

－

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
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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

農業集落排水事業費補助
　      18,846
　　        +
　　　110,800
　　　　の内数
(汚水処理交
付金(内閣府
計上)と村づく
り交付金の計)

512地区（暫定値。６月末確定予定）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
1,060

12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。

農村振興総合整備事業費補
助 32,343

360地区（暫定値。６月末確定予定）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

1,806

24地区（暫定値。６月末確定予定）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

2,542

106地区（暫定値。６月末確定予定）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

30

20地区（暫定値。６月末確定予定）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。

人づくりによる農村活性化支
援事業

17

モデル授業を１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実施した。

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

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

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
生産基盤及び農村生活環境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

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
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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

「立ち上がる農山漁村」推進事
業委託

34

農山漁村活性化の先駆的事例の代表者が一堂に会す
るサミットの開催により先駆的事例の工夫や発想を広く
発信した。また、農山漁村における知的財産権活用によ
る活性化に向けた研修会（9ブロック）、アドバイザー派
遣（7地区）の実施により地域の創意工夫を推進した。

集落機能再編促進事業委託

32

全国１１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。

景観・自然環境保全形成支援
事業

229

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、シンポジ
ウムやフォーラムの開催、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。

グラウンドワーク推進支援事業

56

グラウンドワークの普及啓発に関するフォーラム、研修
会、企業交流会等の開催、国際交流事業の実施、普及
啓発冊子の発行等を通じて、全国各地でのGW活動団
体の設立・運営及びネットワーク形成を推進。

美の田園復興推進事業委託

32

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。

農村地域ＩＴ化推進支援事業

20

８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

30,286

（実績は６月下旬に取りまとめ予定）

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

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

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
（営農活動への支援については、Ⅲ－⑥の目標①
「持続性の高い農業生産方式を導入した認定件数
(エコファーマー)」と関連）

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

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
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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（H20年４月現在）：基本方針策定　37市町村、
策定検討中　81市町村、建設計画の認定　18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。
良好な農村景観の形成に寄与。

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

－

２２７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
－

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)

－

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
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