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評価書公表時期：平成22年８月

農村の集落機能の維持と地域資源・環境の保全 ⑪政策分野名 政策分野番号

農村振興局 生産局主担当部局庁 関係部局庁

農村においては、人口減少や高齢化の進行等により、集落機能が低下し、農村コミュニティが政策分野の
失われつつある。特に過疎化が著しい中山間地域等において、地域資源の保全管理上の問題目指すべき姿
が深刻化している状況にある中、農村の集落機能の維持と地域資源・環境の保全を図る。（必要性）

このため、農村コミュニティの維持・再生、中山間地域等直接支払制度、農地・水・環境保全向
上対策等の施策を行う。

○ 土地改良長期計画（平成20年12月26日閣議決定）内閣の重要
政策上の

○ 社会資本整備重点計画 （平成21年３月31日閣議決定）位置付け
注１

○ 食料・農業・農村基本計画（平成22年３月30日閣議決定）
第３ ３ （４）集落機能の維持と地域資源・環境の保全

農村コミュニティの維持・再生施策①

農村振興局都市農村交流課担当課名

農村において、人口減少や高齢化の進行等により、集落機能が低下し、農村コミュニ施策の
ティが失われつつある状況にある中、農村コミュニティの維持・再生を図る。目指すべき姿

このため、都市と農村の交流など、定住や地域の活性化に向けた取組等を推進する。（必要性）

23年度
目標 指標 基準値 目標値

目標値 実績値 達成度合

農村部におけ ① 平地農業地域の人口の社 - ％ - ％ - ％0.55 0.52 0.32
る人口の社会 会減（平成 年度までに減 ( 年度) ( 年度) ［基準値］32 32 32
減の抑制 少率の ％抑制） - ％5 0.33

② 中山間農業地域の人口の - ％ - ％ - ％0.76 0.72 0.55
社会減（平成 年度までに ( 年度) （ 年度） ［基準値］32 32 32
減少率の ％抑制） - ％5 0.56

農村コミュニティの維持・再生を図るため、都市と農村の交流など、定住や地域の活性評 有効性
化に向けた取組を推進することは、農村において、人口減少や高齢化が進む中、定住
人口の維持に資するなど、目標に対する更なる有効な施策である。

価
行政事業レビュー等の結果を踏まえ、農村コミュニティの維持･再生を目的とした複数効率性

の事業については、「類似事業との整理統合」、「コスト削減」などの見直しを行う。
なお、見直しにあたっては、既存の事業メニューの整理統合を行い、現場のニーズに

対応した取組メニューを自由に組み合わせる仕組みとすることにより効率化を図る。

農村部における人口の社会減の抑制を図るため、食料・農業・農村基本計画に記載さ反映の方向性
れた「農村の集落機能の維持」、「生活支援、地域資源の活用や保全環境の取組等」を
推進していく。
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中山間地域等直接支払制度施策②

農村振興局中山間地域振興課担当課名

中山間地域等において、高齢化の進行等により、耕作放棄地の増加や多面的機能の施策の
低下が特に懸念される状況にある中、中山間地域等における水源かん養、洪水防止、目指すべき姿
土砂崩壊防止等の多面的機能を確保する。（必要性）

このため、中山間地域等直接支払制度により、自律的かつ継続的な農業生産活動等
の取組を推進する。

23年度
目標 指標 基準値 目標値

目標値 実績値 達成度合

7.7 ha 7.7 ha中山間地域等 中山間地域等の農用地面積 － 万 万
の農用地面積 （対策期間( ～ )におい ( 年度)H22 H26 26
の減少を防止 て、中山間地域等の農用地面

積の減少( 万 )を防止）7.7 ha

中山間地域等における多面的機能を確保するため、本制度により、同地域の農業生評 有効性
産条件の不利を補正するための交付金を直接農業者等に交付し、農業生産活動等を推
進している。

平成21年に公表した本制度の第２期対策（H17～H21)の 終評価において、効果等
の検証を行い、全国66.4万haの農用地で適切な農業生産活動等が継続された結果、本価
制度により約7.6万haの農用地の減少が防止されたと推計される。

また、22年度からは第３期対策（Ｈ ～Ｈ ）として高齢化の進行に配慮した取り組22 26
みやすい制度に見直しを行っており、これにより高齢化が進む中山間地域等においてこ
れまでの取組面積の維持・拡大が見込まれる。

事業仕分けや行政事業レビューの指摘を踏まえ、事務費（推進交付金）について見直効率性
しを行い削減するとともに、本交付金の交付に当たっては、平成21年度までは都道府県
に基金造成を行い実施してきたところであるが、22年度からは単年度ごとの所要額交付
方式に改め、基金残高の国庫返還を行うこととした。

なお、高齢化が進む中山間地域等において、農地や集落を維持する上で本制度に
代替できる効果のある施策は見当たらず、第２期対策における都道府県・市町村の 終
評価において、全都道府県及び96%の市町村が本制度を高く評価している。

中山間地域等における自立的かつ継続的な農業生産活動等の取組を引き続き、推反映の方向性
進するが、23年度においては、戸別所得補償制度の本格実施にあわせ、離島等の条件
不利地域における的確な補完を行うため、傾斜地等と同等の条件不利性を持つ農用地
への支援を拡充するとともに、共同取組活動については農地・水・環境保全向上対策で
行うことを基本とし、本交付金は２分の１以上を農業者個人に配分するよう見直しを行う方
向で検討する。

農地・水・環境保全向上対策施策③

農村振興局農地資源課担当課名

農村における過疎化・高齢化・混住化の進行により、食料の安定供給の基盤である農施策の
地・農業用水の保全管理が困難となるとともに、豊かな自然環境、棚田を含む美しい農目指すべき姿
村景観、生物多様性等の保全が課題となっている中、これらの地域資源の維持を図る。（必要性）

このため、農地・水・環境保全向上対策により、農業者以外も含めた多様な主体の参
画により将来にわたり良好な状態で保全管理が確保される取組を推進する。

23年度
目標 指標 基準値 目標値
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目標値 実績値 達成度合

「農地・農業 ① 農地・農業用水等の保全 万地域 万地域 万2.0 3.0 2.9
用水等の保全 管理に係る集落等の協定に ( 年度) ( 年度) 地域21 24
管理に係る集 基づき地域共同活動を行う
落等の協定に 地域数
基づき地域共
同活動を行う ② 農地・農業用水等の保全 万人・ 万人・ 万人・192 220 214
地域数及び参 管理に係る集落等の協定に 団体 団体 団体
加者数」の増 基づき地域共同活動を行う ( 年度) ( 年度)21 24
加 参加者数

過疎化・高齢化・混住化等の進行に伴う集落機能の低下により、農地・農業用水等の評 有効性
資源の適切な保全管理が困難となってきている中、また、環境問題に対する国民の関心
が高まる中、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
動を一体的かつ総合的に支援する本対策は資源の適切な保全管理や環境保全を図る
上で有効な施策である。価

これまでの対策により、初年度以降、目標値の７割以上の取組が達成されるとともに、
地域数、参加者数とも毎年度増加傾向で推移しており、更なる取組が期待される。

行政事業レビューにおいて、「事業実施主体の地域協議会から国は予算の執行に当効率性
たり必要な報告を受けるが、更なる予算執行に係る監視を強化するため、国自らも現地
調査等を行うべきである。また、パンフレット等の印刷費については、更なる削減が可能
である。以上のことから「事業実施主体のガバナンスの確保」、「コストの削減」を行うべき
であり、本事業としては「一部改善」とする。」との指摘があったことから、パンフレット等の
印刷費の見直しを行う方向で検討する。

今後も、戸別所得補償制度の本格実施と併せ、個々の農家では対応困難な農地・農反映の方向性
業用水等の資源の保全管理を地域共同により行う取組を引き続き支援していく。

なお、農業用用排水路等の老朽化が進行する中、平成 年度においては、施設の23
日常の保全管理に加え、新たに集落の共同活動による農地周りの水路・農道等の長寿
命化のための補修・更新への支援を行う方向で検討するものとする。

快適で安全・安心な農村の暮らしの実現施策④

農村振興局防災課 農村整備官担当課名 /

農村地域の生活排水対策は都市部に比べ依然立ち後れており、また、近年、豪雨、施策の
地震、地すべり等の自然災害が頻発している状況にある中、快適で安全安心な農村の目指すべき姿
暮らしの実現を図る。（必要性）

このため、農業集落排水施設の整備を推進するとともに、食料生産を支える農用地・
農業用施設や人家、公共施設等の災害の未然防止の取組を推進する。

23年度
目標 指標 基準値 目標値

目標値 実績値 達成度合

【①】 ① 農業集落排水事業による 万人 万人 万人356 400 384
農業集落排水 生活排水処理人口 ( 年度) ( 年度)20 27
事業 による注２

生活排水処理
人口の増加

10 ha ha【②】 ① 湛水被害等が発生する － 万 ２万
湛水被害、津 おそれのある農用地面積 ( 年度)27
波・高潮被害 の減少
等の災害が発
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生するおそれ ② 津波・高潮及び地震等に
のある農用地 よる災害が発生するおそれ
を減少 のある農用地の減少

2.25 ha 1.15 ha 1.37 haⅰ) 津波・高潮被害が発生す 万 万 万
るおそれのある農用地面積 ( 年度) ( 年度)19 24

6 , 8 0 0 h a 5,500ha 5,800haⅱ) 地震時に被害が発生する
おそれのある農用地面積 ( 年度) ( 年度)19 24

ⅲ) 老朽化対策が実施されて ％ ％ ％73.5 77.3 76.5
いる施設の割合 ( 年度) ( 年度)19 24

ⅳ) 海辺の再生の割合(復元・ ％ ％ ％30 48 42
再生した砂浜の延長) ( 年度) ( 年度)19 24

ⅴ) ハザードマップを作成・公 約 割 約 割 －6 8
表し防災訓練等を実施した ( 年度) ( 年度)19 24
市町村の割合

※ 本指標は海岸事業（農林
水産省農村振興局、水産
庁、国土交通省河川局、港
湾局）全体の指標であって、
農地海岸単独の指標として
整理できないことから、単年
度の目標設定及び達成状況
の算出には含めない。

農村地域の生活排水対策が依然立ち後れている状況にある中、農村地域の生活排水評 有効性
処理の対策を進めることは、快適な農村生活を実現するために有効な施策である。

「農業集落排水事業による生活排水処理人口」については、これまで講じてきた取組に
より近年順調に推移してきており、引き続きその向上が図られるものと期待される。

また、食料生産を支える農用地・農業用施設等の災害を未然防止する取組を推進する価
ことは、農業生産の維持、農業経営の安定を図るとともに、国民の生命・財産の安全を確
保する有効な施策である。

これまで講じてきた取組により一定の成果をあげてきたところであるが、近年の豪雨、地
震、地すべり等の自然災害の頻発に加え、都市化・混住化の進展による災害リスクの一層
の高まりを受け、今後も同様な効果が期待される。

農村地域の生活排水処理を進める農業集落排水事業は、平成 年度の事業仕分効率性 21
けにおける「実施は地方の判断に任せる」との評価結果を踏まえ、国の関与を縮減し、地
方の裁量を拡大する方向での見直しを行い、平成 年度から、地域の自主性に基づき22
農業農村、森林、水産の公共事業を自由に選択し、総合的、一体的な整備が可能な制
度として創設した「農山漁村地域整備交付金」において実施することとしている。

また、防災事業についても、従来の補助事業のうち、国が行う直轄事業と関連する事
業、災害関連の事業等を除き、平成 年度から農山漁村地域整備交付金において実施22
することとしている。

同交付金は、地方公共団体の裁量により、必要な取組メニュー、箇所への予算の重点
配分が可能なことから、地方の判断を尊重しつつ施策を推進するための手段としては効
率的であると考えられる。

また、直轄事業及び補助事業については、行政事業レビューの結果を踏まえ、費用対
効果分析の厳格化を図るとともに、新たな食料・農業・農村基本計画の政策目標の達成
への寄与が高い地区を対象に事業を重点化し、更なる効率化を図る。

引き続き農山漁村地域整備交付金を活用し事業を推進していく。反映の方向性
また、防災事業については、費用対効果分析の厳格化、更なる事業の重点化を図り、

農用地・農業用施設等の災害を未然防止する取組を推進する。
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鳥獣被害対策の推進施策⑤

生産局農業生産支援課担当課名

近年、農村における過疎化や高齢化の進展による耕作放棄地の増加、野生鳥獣の生施策の
息分布域の拡大等に伴い、野生鳥獣による農作物の被害が深刻化しており、被害金額目指すべき姿
は２００億円で高止まり。（必要性）

このため、鳥獣被害の軽減を図るため、地域一体で鳥獣被害対策に取り組む体制づ
くりを整備し、被害防止計画に即した取組を推進するとともに広域的で横断的な連携の
推進、対策の指導者や捕獲の担い手の育成確保、捕獲鳥獣の利活用の取組等を推進
する。

23年度
目標 指標 基準値 目標値

目標値 実績値 達成度合

鳥獣による農 ① 鳥獣による農作物の被害 Ｐ 割減（ ※1 21
作物の被害の 金額 （ 年度） 年度の被21
軽減 （ 年度実績値は 年 月 害金額か21 22 12

頃に公表される予定。） ら）
( 年度)24

② 被害防止計画 の作成市 Ｐ ※注３

被害がある町村数 ××889/
と報告して( 年度)21
い る 市 町（ 年度実績値は 年 月21 22 12
村 数 の 概頃に公表される予定。）
ね８割

(24年度)

※目標値は、 年度実績値の公表時に検討（ 年 月頃）21 22 12

野生鳥獣による農作物への被害が深刻化する中で、平成 年 月に鳥獣被害防止評 有効性 20 2
特措法が施行され、平成 年度から鳥獣被害対策を推進し効果が出てきている。20

具体的には、個々の農家による個別の取組では十分な効果は望めない鳥獣被害対
策について、行政、猟友会、農家等の地域の関係者が一体となった体制の整備や市町
村の被害防止計画の作成を推進し、計画に基づく地域ぐるみの総合的な取組を支援す価
ることにより鳥獣被害の軽減に効果的な施策となっている。

これまでの対策により、被害防止計画の作成市町村数は飛躍的に増加したほか、対
策実施地域では実際に被害額が減ったとの報告がされており、今後も引き続き対策を推
進することにより、計画作成市町村数がさらに増える他、全国レベルでより効果的な鳥獣
被害対策の推進が期待され、鳥獣による被害を軽減するために も有効であると見込ま
れる。 また、新たに課題となっている対策の指導者等の育成確保、捕獲鳥獣の利活用
の対策を強化することにより、さらに有効な施策となることが期待される。

昨年の事業仕分けの評価結果を踏まえ、地域の裁量を高めた都道府県向けの交付効率性
金を引き続き要望するとともに、交付金では対応が困難な県域を越えた取組に対する支
援等を要求する。なお、交付金以外の要求にあたっては、行政事業レビューにおける予
算監視・効率化チームの指摘「類似事業との整理統合」を踏まえ、類似の事業と大括り化
して必要な予算を要求する。

引き続き、都道府県向けの交付金により地域ぐるみの体制整備を推進するとともに、県反映の方向性
域を越える広域的な連携の推進、対策の指導者等の育成確保、捕獲鳥獣の利活用の
取組を進め、鳥獣被害の軽減を図る。
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・ 中山間地域等の農用地面積 万 減少を防止する目標で、経営耕地面積減少率 ％を第三者委員会 7.7 ha 11.4
掛けているが、これは５年間の平均なので、今後の状況により目標値が変動することになるのか。委員の意見
（山本委員）

・ 集落排水事業による生活排水処理に関して、農村では人口数、漁村では人口割合になってい
る。統一すべき。（山本委員）

必要性、有効性、効率性を鑑みて、予算要求することは妥当。総合的評価
特に、戸別所得補償制度の本格実施に併せ、条件不利地域における適切な補完となるよう中山

間地域等直接支払制度を見直すとともに、個々の農家では対応できない地域共同による農地・農業
用水等の保全活動の取組の推進を図ること。


