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№１ 北海道 帯広市

帯広市川西農業協同組合

『長いものブランド化と輸出促進』

№１ 北海道 帯広市

帯広市川西農業協同組合

『長いものブランド化と輸出促進』

№１ 北海道 帯広市

帯広市川西農業協同組合

『長いものブランド化と輸出促進』

№２ 北海道 黒松内町

黒松内町

『北限のブナ林をシンボルとした里づくり』

№２ 北海道 黒松内町

黒松内町

『北限のブナ林をシンボルとした里づくり』

№３ 北海道 小清水町

（有）シナジーこしみず

『ゆり農家と地域住民の連携による地域おこし』

№３ 北海道 小清水町

（有）シナジーこしみず

『ゆり農家と地域住民の連携による地域おこし』

（有）中札内村ﾚﾃﾞｨｰｽﾌｧｰﾑ

『女性による無殺菌牛乳の生産・販売』

№４ 北海道 中札内村

（有）中札内村ﾚﾃﾞｨｰｽﾌｧｰﾑ

『女性による無殺菌牛乳の生産・販売』

№４ 北海道 中札内村

№５ 宮城県 唐桑町

牡蠣の森を慕う会

『水源の森と海をつなぐ交流』

№５ 宮城県 唐桑町

牡蠣の森を慕う会

『水源の森と海をつなぐ交流』

№６ 山形県 金山町

四季の学校・谷口運営委員会

『廃校を活用した農業農村体験』

№６ 山形県 金山町

四季の学校・谷口運営委員会

『廃校を活用した農業農村体験』

№７ 福島県 西会津町

西会津町

『食生活改善による平均寿命の飛躍的な向上』

№７ 福島県 西会津町

西会津町

『食生活改善による平均寿命の飛躍的な向上』

№８ 栃木県 茂木町

牧野地区むらづくり協議会ほか

『そばのオーナー制度による地域おこし』

№８ 栃木県 茂木町

牧野地区むらづくり協議会ほか

『そばのオーナー制度による地域おこし』

№９ 群馬県 新治村

新治村農村公園公社

『リゾート型農業への挑戦』

№９ 群馬県 新治村

新治村農村公園公社

『リゾート型農業への挑戦』

№１０ 東京都 八丈町

ＪＡ東京島しょ

『地域条件を生かした観葉植物の輸出』

№１０ 東京都 八丈町

ＪＡ東京島しょ

『地域条件を生かした観葉植物の輸出』

№１１ 神奈川県 相模原市

（有）オーストリッチヒル

『特区によるダチョウの食肉生産』

№１１ 神奈川県 相模原市

（有）オーストリッチヒル

『特区によるダチョウの食肉生産』

№１２ 長野県 四賀村

四賀村

『全国に先駆けたクラインガルテン』

№１２ 長野県 四賀村

四賀村

『全国に先駆けたクラインガルテン』

№１３ 静岡県 南伊豆町

妻良観光協会

『漁家民宿での漁業体験学習旅行』

№１３ 静岡県 南伊豆町

妻良観光協会

『漁家民宿での漁業体験学習旅行』

№１４ 富山県 立山町

農事組合法人 食彩工房たてやま

『女性起業で地域特産物の加工・販売』

№１４ 富山県 立山町

農事組合法人 食彩工房たてやま

『女性起業で地域特産物の加工・販売』

№１５ 福井県 名田庄村

第三セクター（株）名田庄商会

『特産品の販売による村おこし』

№１５ 福井県 名田庄村

第三セクター（株）名田庄商会

『特産品の販売による村おこし』

№１６ 岐阜県 郡上市

（株）明宝レディース

『完熟トマトの手作りケチャップ』

№１６ 岐阜県 郡上市

（株）明宝レディース

『完熟トマトの手作りケチャップ』

№１７ 愛知県 安城市ほか

水土里ネット明治用水

『農業水利施設を活用した地域住民との交流』

№１７ 愛知県 安城市ほか

水土里ネット明治用水

『農業水利施設を活用した地域住民との交流』

№１８ 三重県 紀和町

丸山千枚田保存会

『千枚田保全活動を通じた都市農村交流』

№１８ 三重県 紀和町

丸山千枚田保存会

『千枚田保全活動を通じた都市農村交流』

№１９ 滋賀県 愛東町

愛東町

『菜の花による資源循環型地域づくり』

№１９ 滋賀県 愛東町

愛東町

『菜の花による資源循環型地域づくり』

№２０ 京都府 美山町

美山町振興会

『茅葺き民家を活用した日本一の田舎づくり』

№２０ 京都府 美山町

美山町振興会

『茅葺き民家を活用した日本一の田舎づくり』

№２１ 大阪府 高槻市

大阪府森林組合

『木質ペレットの製造とその活用』

№２１ 大阪府 高槻市

大阪府森林組合

『木質ペレットの製造とその活用』

№２２ 島根県 益田市

西いわみ農業協同組合

『西いわみヘルシー元氣米の輸出』

№２２ 島根県 益田市

西いわみ農業協同組合

『西いわみヘルシー元氣米の輸出』

№２３ 岡山県 倉敷市

下津井地区漁連青壮年部ほか

『漁村の特性や伝統を活かした町づくり』

№２３ 岡山県 倉敷市

下津井地区漁連青壮年部ほか

『漁村の特性や伝統を活かした町づくり』

№２４ 広島県 三次市

第三セクター （株）君田２１

『温泉と特産物による地域交流』

№２４ 広島県 三次市

第三セクター （株）君田２１

『温泉と特産物による地域交流』

№２５ 徳島県 上勝町

（株）いろどり、上勝町

『野山の枝葉の商品化による地域産業おこし』

№２５ 徳島県 上勝町

（株）いろどり、上勝町

『野山の枝葉の商品化による地域産業おこし』

№２６ 愛媛県 内子町

（株）内子フレッシュパークからりほか

『販売情報管理ｼｽﾃﾑによる効率的な出荷・販売』

№２６ 愛媛県 内子町

（株）内子フレッシュパークからりほか

『販売情報管理ｼｽﾃﾑによる効率的な出荷・販売』

№２７ 高知県 檮原町

檮原町森林組合
『ＦＳＣ森林認証と風力発電による山村づくり』

№２７ 高知県 檮原町

檮原町森林組合
『ＦＳＣ森林認証と風力発電による山村づくり』

№２８ 大分県 大山町

大分大山町農業協同組合

『生産者の顔が見える農産物の販売』

№２８ 大分県 大山町

大分大山町農業協同組合

『生産者の顔が見える農産物の販売』

№２９ 鹿児島県 串良町

柳谷自治公民館

『住民活動による公共サービスの提供』

№２９ 鹿児島県 串良町

柳谷自治公民館

『住民活動による公共サービスの提供』

№３０ 沖縄県 石垣市

石垣島果樹生産出荷組合

『立地条件を生かした完熟マンゴー栽培・販売』

№３０ 沖縄県 石垣市

石垣島果樹生産出荷組合

『立地条件を生かした完熟マンゴー栽培・販売』

ＩＴ導入

凡 例

食
－おいしく、安全・安心の食材供給－

都市と農山漁村の交流

バイオマス、リサイクル

－ゆとりとやすらぎ・食育の場の提供－

－環境にやさしい地域資源利用－

－高度情報化による経営革新－

農林水産物の輸出

－守りから攻めへ－

　（参考１）農林水産業を核とした地域独自の意欲的な取組の発信・奨励

ー１ー

◎「立ち上がる農山漁村」
　地域の個性を活かした自発的・独創的な経営マ
インドにより、農林水産業を核として、地域経済の
活性化と地域雇用の創造に向けて自律的に取り
組んでいる先駆的な事例（３０事例）を内閣官房
で開催する有識者会議において選定　　　　　　



景　観　計　画　区　域

○良好な景観の形成を促進する区域

景観農業振興地域整備計画 市町村森林整備計画の変更

○景観と調和のとれた良好な営農条件の確保を図るべき区域

　　・棚田、景観作物地帯　など

○景観に優れた森林の整備・保全を図るべき区域

　　・里山　など

■ 景観重要建造物等の指定■ 景観重要建造物等の指定

■ 景観協議会■ 景観協議会

関係行政機関と住民等が協働
して取り組む場の提供。

・地方公共団体、農林漁業団体
　その他の団体、住民等が参加

景観上重要な建造物等を指定。

・協議の勧告に係る農地の利用
権を取得し、管理（景観作物
の育成等）

市町村※が定める景観計画により指定し、届出制により建築行為等を緩やかに規制誘導

景観と調和のとれた農業的土
地利用を誘導（勧告）

・棚田の畦畔の石積みを保全

・集落全体の共同作業を支援
　など

勧告に従わない場合には、権
利移転に関する協議を勧告

景観に配慮した森林施業
の推進

・立木の伐採方法を特定

・造林樹種の指定　など

・景観重要公共施設用地の取得

・景観重要建造物の管理

■ 景観整備機構■ 景観整備機構

・公益法人、ＮＰＯ法人を指定。

・専門家による情報提供、住民
合意に向けたコーディネート。

※　広域的な場合は都道府県

■ 景観重要公共施設の整備■ 景観重要公共施設の整備

景観上重要な公共施設（道路、河川、海岸、漁港等）を
指定し、景観に配慮した整備を推進。

■ 景観地区（都市計画）■ 景観地区（都市計画）
○市街地の良好な景観の形成を図るべき地区

建築行為等を規制

・建築物の高さ、敷地面積、形態・色彩など

都市計画区域外でも条例により規制（準景観地区）

■ 景観協定■ 景観協定
土地所有者等の協定により、建築行為の基準や農地
の保全・利用等を定めることを可能とする。

（参考２）景観法の概要（農林水産省関係部分）

ー２ー



（事務局）

関

係

省

活動

各種広報媒体・イベント等を活
用したＰＲ

推進会議（代表：養老孟司）

インターネット上における掲示
板の創設による共生・対流に
関する開かれた情報交換・意
見交換の実施

○

共生・対流をあらわす同じキャ
ンペーンネーム、ロゴを使った
活動の展開による都市と農山
漁村双方の生活・文化を享受
する新しいライフスタイルの普
及

○

推進組織の運営に係る支援

表彰事業等推進組織を活用し
た各種事業の実施

共生・対流ホームページへの
各種関連情報サイトのリンク
等による関連情報の提供、会
員間の情報の共有化・連携の
強化

○

専門部会における共生・対流
の推進方策についての検討・
提案

○

［ 会員 ］

など

ポータルサイトへの情報提供

専
門
部
会

専
門
部
会

専
門
部
会

顧問

支援

共
生
・
対
流
関
連
団
体
連
絡
会

運営委員会

ＮＰＯ

企業

その他
各種団体

個人

オーライ！　ニッポン

公共団体

ポータルサイトの運営

都市と農山漁村の共生・対流推進会議（通称：オーライ！ニッポン会議）
平成１５年６月２３日設立

（参考３）都市と農山漁村の共生・対流推進会議の概要

ー３ー



○　ＥＵの農村政策の一つであるＬＥＡＤＥＲ事業は、ＥＵ自らが主導的に実施する農村地域活性化事業であり、農業関係事業だけでなく、
非農業セクターも参画した「地域」ベースの事業であること、住民参加型の企画と実施を重視したボトムアップ方式であること、地域診断や
参加者の能力開発といったソフト面にかなりの時間をかけていること、農村開発に市場原理を導入したことなどが特徴である。

構造政策（地域間格差是正政策）
①加盟国事業・・・加盟国が主導するプロジェクトへの補助
②共同体事業・・・ＥＵの共通課題に対してＥＵが主体的に行う補助事業
・ＩＮＴＥＲＲＥＧⅢ・・・国境横断的・国際的・地域間協力
・ＵＲＢＡＮⅡ・・・都市再生
・ＬＥＡＤＥＲ＋・・・持続可能な農村開発
・ＥＱＵＡＬ・・・労働市場の差別撤廃
③その他・・・結束基金事業

＜ＥＵにおける位置付け＞
　ＥＵの農村政策は共通農業政策と構造政策を２つの大きな
柱としており、ＬＥＡＤＥＲ事業は、共通農業政策を補完する事
業であり構造政策の一環として行われている。

共通農業政策
①価格・所得政策
・農産物の価格支持
・支持価格の引き下げ分を補償する農家への直接支払い
　（2003年CAP改革により部分デカップリング）
②農村開発政策
・条件不利地域
　山岳地帯等において、農業の存続を確保し、最低限人口の維持
と景観保持のために、農家に農用地面積に応じた補償金を支給
・農業環境対策
　環境負荷を軽減する農法、景観の保護等に資する農法等を行う
農家への助成
・その他

事業の経緯

　本事業の実施を
希望する加盟国は
、国内事業計画を
個別に作成し、２０
０３年５月までに全
ての事業主体（ＬＡ
Ｇ）を決定すること
になっている。また
、ＬＥＡＤＥＲ＋の中
間評価が２００３年
末までに、中間評
価の更新評価報告
が２００５年末まで
に、最終総合評価
が事業終了後３年
以内に行われるこ
とになっている。

ＬＥＡＤＥＲⅠ
（91～93年）

○パイロット的

○条件不利地域

性格

対象地域

事業地域選定 ○基本的に希望地
全て

予算額 ○４．４２億ECU

ＬＥＡＤＥＲⅡ
（94～99年）

○パイロット的

○条件不利地域

○基本的に希望地
全て

○１７．５５億ECU

ＬＥＡＤＥＲ＋
（2000～06年）

○より実践的

○５０億ユーロ

○全ての農村地域

○何らかの選抜過程
あり

LEADER＋実施地区の事例（ドイツ）
○目的：インフラの整備、観光等による新たな収入源の創出
○事業地域：４５の自治体、３つの郡が参加
○事業費負担：EUと州が負担
○事業内容：歴史的建造物等の整備、レストラン改修や農家民
　　　　　　宿改修への助成、博物館の整備、他地域の博物館
　　　　　　との連携等

（参考４）ＥＵにおける農村政策（ＬＥＡＤＥＲ事業）　
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　大分県安心院町松本集落では、平成２年以来Ｉターン者９家族３２名を受

け入れ、営農組合による大豆契約栽培並びに大分市内への集落アンテナショッ

プ設置など商農連携の農業振興、全住民参加による活発な交流活動や集落ホー

ムページ開設に取り組むなど、地域住民とＩターン者が協働して地

域活性化を実現している。

　Ｉターン者は営農組合の重要な担い手として活躍しているほか、集落アン

テナショップでは、集落在住のＩターン者の店長が集落で生産された農産物

や加工品を毎朝店に運んで販売しており、高齢者や女性の農業者が活気づい

ているほか、集落の大豆をこだわりの石挽豆腐に加工販売し、安定的な大豆

生産に貢献している。

　また、Ｉターン者３戸を交え集落の若手夫婦で構成する「安心院松本イモ

リ谷苦楽分」が中心となり、集落の高齢者が積極的に支援することで、音楽

会や映画祭、生産活動を取り入れたイベント等に住民自ら楽しみながら取り

組み、集落グリーン・ツーリズムを実践している。　

　　　　　　　　　　あ じ む ま ち

（大分県安心院町松本集落）
地域住民とＩターン者の協働による経済活性化

ー５ー

集落アンテナショップ「豆の力屋」店内

「イモリ谷れんげ祭り」での石挽大豆づくり

（参考５）農村振興の取り組み事例

　（１）農村経済の活性化

　（１－１）地域住民の主体性と創意・工夫の発揮

く ら ぶ



　ちりめん産業が衰退し、就業の場の確保が課題となる中で、京都というブランド

にこだわり豊富でおいしい水を求めていた豆腐製造企業と町の第３セクターにより、

豆腐工場を整備。

　工場から出るおからを堆肥化し、この堆肥を使って豆腐の原料である大豆を生

産し全量買い上げるとともに、この堆肥を投入して栽培した米をブランド化する取

組が行われている。　

　工場整備を契機に、新たな雇用が発生するとともに、新たな転作作物として、こ

れまで生産されていなかった大豆の生産が拡大している。　

「京とうふ加悦の里」のとうふ

　　　加悦町パートナーシップ事業の概要

（１－２）企業等との連携による内発型産業の育成

　　　加悦町パートナーシップ事業の概要

　　　　　　　　　　かやちょう

（京都府加悦町）
企業との連携による豆腐工場整備を通じた地域の活性化

ー６ー

豆腐製造企業



　平成８年に役場と町内の団体、町民の合同出資による第３セクターが、特産物直

売所を整備し、ＦＡＸ＋ＰＯＳシステムの導入により、「とれたて」農産物の出荷・販

売を効率的に行うとともに、農家女性が農産加工品の研究開発・製造を行う組織

を立ち上げ、飲食店の営業、加工品の直売や宅配等を展開している。

　出店者は６年度の１００人から１４年度には３４４人に拡大しており、毎年１名程

度の後継者が生まれ、Ｉターンで新たに７名就農しているほか、女性の経済的・社

会的自立、高齢者の生きがい創出にもつながっている。　

「からりネット」（ＦＡＸ＋ＰＯＳシステム）

からり店内の直売施設

（１－３）　農産加工、直売等のコミュニティ・ビジネス起業の推進

（愛媛県内子町）
高齢者、女性の参画によるコミュニティ・ビジネスの展開

ー７ー



　地場産業である繊維産業に代わる産業として、町の豊かな自然と神戸・大阪の

近郊であるという立地条件を活かす都市との交流を中心に据え、９０年代はじめ

より、我が国での先駆けともなる滞在型市民農園の開設を始め、その後もさまざ

まな交流施設の整備を行い、都市農村交流を活発に展開している。

　当初は町がリーダーシップを取っていたが、現在は地元組織の自主的な運営

が行われており、集落が活性化するとともに、新たな雇用の創出や地域経済の

活性化に貢献している。　

フロイデン八千代（滞在型市民農園）

マイスター工房八千代（特産品開発・販売）

（１－４）　グリーン・ツーリズム、市民農園等の交流産業の促進

（兵庫県八千代町）
滞在型市民農園を活用した都市農村交流
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　長野県川上村では、特産品のレタス生産に特化した農業が展開され

ているが、産地間の競争激化、気象条件による作況変動の課題を克

服するため、行政と農家が一体となって情報化を推進している。

　具体的には、①全国の野菜市況速報を各農家に発信することで、農

家は、市場の価格・出荷量に基づき、戦略的に出荷計画を立てること

が可能になり、②村内に気象ロボットを設置し、１時間毎の気象情報

を配信することで、農家は、確実に防霜対策など天候に合わせてきめ

細かな作業計画を立てることが可能になるなど生産性を向上させてい

る。その他にも農地監視カメラの設置や有機栽培の取り組み等の現

地情報の発信などを行っている。

（１－５）　ITを活用した情報受発信、出荷販売管理等による特産品販売等の推進

（長野県川上村）
レタス産地を支える情報化

ー９ー

農　　家

市況情報 農業気象情報 気象ロボット

農地監視カメラ



（２）快適な暮らしの実現

　新潟県清里村では、平成元年より農業集落排水事業に着手し、現在、全村

人口の９割以上の生活雑排水が汚水処理施設で処理されています。これに

より、放流先の櫛池川の水質が改善され、地元小学校の自然学習の場とし

て活用されるようになりカジカやカワニナの生息も確認されています。

きれいになった櫛池川で遊ぶ子供たち

（カジカ） （カワニナ）

きれいになった櫛池川で生息が確認された
生き物

（新潟県清里村）
水環境の改善と環境教育の場としての活用

ー１０ー
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美山町の茅葺屋根の町並み

（３）集落機能の維持・再生

（３－１）複数集落で集落機能を統合するコミュニティの再編、創造

地域振興会の活動内容

（京都府美山町）
旧村単位でのコミュニティ組織の再編

　美山町は、過疎化や高齢化が進展する中で、地域には、自治会、村おこ

し推進委員会など多くの組織があるが、構成メンバーの減少や一人で多く

の役を兼任しているなどの問題を抱え、活動が低下していた。さらに、農協

合併により物資購入等の生活拠点である農協支所の廃止やローカルバス

の廃止などにより日常生活に支障が生じていた。

　 集落や住民組織の機能低下を憂慮した町は、平成12年、コミュニティの

再編という新しい視点からのまちづくりに着手し、13年、旧来の自治会、村

おこし推進委員会等を改組・再編し、５つの旧村それぞれに地域振興会を

誕生させた。

　

ー１１ー



　

椎茸栽培に取り組む新規就農者

　（３－２）新規就農者を含む農村外部からの居住者の積極的な受入れ

新規就農者に対する支援内容

　　　　　　　　　　かみつえむら

（大分県上津江村）
新規就農者の積極的な受入れ

　上津江村では、農業従事者の非農業部門への流出、著しい高齢化等の

問題に直面する中で、プロの農業経営者を育成・確保し、農業生産を維持・

発展させ、地域の活性化を図ることが必要であった。

　このため、村による各種支援制度とともに村営住宅を整備し、全国に情報

発信するなど新規就農者の受入れと育成に取り組んでいる。
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学童によるせせらぎ空間づくり

（４）豊かな自然環境、景観、伝統・文化を活かした魅力あるむらづくり

農業用水路を中心としたせせらぎ空間

　　　　　　　　　　　さがえし

（山形県寒河江市）
水とふれあいのある空間

　寒河江市は、米を基幹作物に、果樹、野菜、花きを組み合わせた複合経

営を行っている農業地帯であり、特にさくらんぼの産地として全国的に有名

である。

　寒河江市では、豊かな自然環境と景観を活かしながら、混住化の進展に

伴う農業用水の水質悪化にも対応するため、平成６年「せせらぎ宣言」を出

し、地域の資源である農業用水路を市民共通財産として親水空間整備を

進めている。

　その整備にあたっては、地域住民の意見を取り入れて計画を策定し、グ

ラウンドワークの手法を活用して土地改良区、行政、学校、地域住民等が

維持管理にも参加している。
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水路の草刈等の保全活動

　（５）農地・農業用水等の資源の保全・管理

活動推進体制

　　　　　　　 　　かわちまち

（栃木県河内町西鬼怒川地区）
地域全体で取り組む保全・管理

　栃木県河内町西鬼怒川地区では、ほ場整備事業を契機として「豊かな自

然を残せないか」という気運が地域住民に広がり、関係農家に加え、地域

住民、NPO等が幅広く参加し、農地・農業用水等の保全管理と環境保全を

地域全体で取り組む活動を展開している。

　水路等の保全管理活動には、関係農家に加え地域住民約１６０人が参加

し、田植え作業には約５０名、収穫祭には約２８０人が参加している。

　地域全体での取組みにより、農家側では、農業に対する意欲の向上や管

理労力、管理費の低減が図られるとともに、住民側においても、土・水など

とのふれあいによる豊かさの体験や農業・農村、環境保全に対する意識の

向上等が図られている。

　計画づくり、各課題への対応
等

　（行政機関、有識者）

推進委員会

農業生産活動を通じた農地・農業用水等の適切な保全管理

全体のとりまとめ、
連絡調整

運営委員会

関 係 農 家

助言指導

大学、研究機関、
グラウンドワーク
関係団体等

アドバイザー・
グループ（Ａ.Ｇ）

地域住民の意向　
を反映し、勉強会、
地域活動を実施

ワーキング・
グループ（Ｗ.Ｇ）

ＮＰＯ、小学校、
役場、集落等
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　飯田市では、農業の低迷、過疎・高齢化の進展、集落機能の低下、遊休荒廃地

の増加、及び通過型観光地である等の地域の課題を抱る一方、都市側では農業

農村指向が高まりがあった。

　このような状況から、地域や農業・農村を存続させるためには、従来からの農業

振興ではなく、都市と農村の交流を基盤とするグリーン・ツーリズムを農村地域に

おける「交流・半定住、定住」人口の増加、更にその波及効果を地域全体に広げ

ていく「地域経営戦略」として、平成８年の体験教育旅行の実施以降、体験旅行事

業、援農事業など多彩な都市農村交流事業を官民上げて取り組んでいる。また、

地元では、各旧村単位に自主的な受入れ組織を設立し、対応している。

　現在、４００戸以上の農家の協力を得て、年間２２０校に及ぶ小中高校の修学旅

行を受入れるとともに、ワーキングホリデーを実施し、年間２００名以上を受入れて

いる。

　

（６）都市と農村の共生・対流

（６－１）都市と農村の交流

（長野県飯田市）
官民一体となって推進する地域経営戦略としてのツーリズム事業
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　 市民自らの手で農作物の播種・定植から収穫に至る一連の作業を通した体験

学習を行う「市民農業大学」事業が実施されている。これにより市民は、土に親し
み生産の喜びを味わうなど、豊かな余暇活動を実現するとともに、農業・農村への
関心と理解を深めるきっかけとなっている。
　 また、市民農業大学の卒業者が「援農ボランティア」として、農作業を支援し、農

家との交流を図るなど、市民と農業者のふれあい活動が盛んになっている。

○ 市民農業大学
　地元農業者の指導のもと、市民の手で農作物を栽培することにより、農作業を

通して緑空間（農地）の存在意義を共有し、市民と農業者のふれあいの場として相
互理解を深めていくことを目的としている。

○　援農ボランティア
　　土の温もりや自然とのふれあいを強く求める市民が多くなっている現在 、農作

業支援を希望する市民を対象として基礎知識の研修などにより援農者を養成し、
担い手不足の農家に派遣している。

（６－２）都市農業の振興

（東京都国分寺市）

　都市近郊における市民参加型農業の取り組み「市民農業大学」
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○途絶えていた農道や水路の共同管理の復
活・充実、耕作放棄地の復旧、直営施工による
農道の整備等の実施等

・棚田保全ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱにより耕作放棄地を復旧し、古代米
や酒米の作付けを行っている。また、地元酒造店と連携
し、酒米を原料とした純米吟醸酒を特産品として開発・販
売。(道の駅等で4,000本/年間販売)

ボランティアによる耕作放棄地の復旧
　　　　　　　　　　　　　　　（栃木県茂木町）

○農業体験、自然観察会、棚田を活用した
体験農園やオーナー制度を通じた都市住民
との交流

転作でソバの栽培とソバ粉の販売
　　　　　 　　　　　　　　　　（福島県常葉町）

○新規作物の導入による高付加価値型農業、農
業機械や施設の共同購入・利用等地域の特性を
活かした取組み

○将来におけ
る持続的な農
業生産活動等
を可能とするた
め、担い手等を
対象とした品質
向上のための
技術習得や経
営の合理化に
向けた研修会
の開催等

○農作業受委
託グループやコ
ントラクター等の
農作業受託組
織の育成、共同
作業組織や集
落営農組織の
設立等、持続的
な農業生産活動
の継続に向けた
体制整備

（７）中山間地域等の振興

自然観察会を通じた都市住民との交流
　　　　　　　　　　　　　　　　（長野県飯山市）

・以前は、転作作物として牧草（0.7ha）が主であったが、
景観的にも美しく集落全体の目標である高付加価値型農
業を営むため、「ソバ」を約0.4ha作付し、収穫後は製粉し
たものを町内で販売。
・ソバ打ち講習や試食会等を通じて集落内活動も活発化。

・景観作物の作付け(菜の花20a)、農業体験、自然観察
会など地域資源を活用した都市住民との交流が進めら
れている。

パソコン導入による農業経営の合理化
　　　　　　　　　　　　　　　　　（青森県平賀町）

　　・若手からの要望で各防除組合の経理等を一括管理す　
　　るためにパソコン研修会を開催。
　　・経営の記帳や青色申告、農業経営改善計画の作成等
　　に取組む者も出て、経営の合理化に大きく役立つ。

・無人ヘリによる共同防除の普及や県単事業と連携して、トラクター、
コンバイン等を購入し、集落営農組織を中心とした営農活動を展開。
　

集落営農組織を中心とした営農展開
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（鹿児島県菱刈町）
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（参考６）「中山間地域等直接支払制度の検証と課題の整理」（概要）

Ⅰ　制度の実施状況

２　多面的機能の確保

　　集落協定においては、「国土保全機能を高める取組」、「保健休養機能を高める取組」、又は「自然生態系の保全に資する取組」のうち、いずれか

を行うことが義務付けられている。

　　このうち、農地と一体となった周辺林地の管理や土壌流亡に配慮した営農など、営農と一体的な「国土保全機能を高める取組」については、比較

的活発に行われたのに対し、景観作物の作付け、都市住民との交流活動などの「保健休養を高める取組」や「自然生態系の保全に資する取組」に

ついては取組度合いが低く、一層の積極的な実施が重要である。

Ⅱ　制度の効果の検証

○交付金交付市町村数　　１，９６０市町村（対象市町村の９３％）

○協定締結面積　　　　　　　６６万２千ha（対象となる農用地面積の８５％）

○締結された協定数　　　　３３，７７５（集落協定３３，１３７、個別協定６３８）

集落協定の概要
○　１集落協定の規模

　・参加者数　１９.８名　　　　　　　　　　
　・交付金額　１６４万円（８.３万円／人）
　・平均規模　２０ha

○　面積規模別協定割合　　

　　　 １～10ha　 70.7%
　　　 10～50ha　 26.2%
　　　50～400ha　 2.7%
　　　400ha以上　 0.4%

１　耕作放棄の発生防止
　　
　　６６万２千haの農用地において農業生産活動等が継続的に行われ、農道や水路等の共同管理の充実等の多様な取組が見られた。
　
　　農振農用地区域への編入も図られ、耕作放棄の防止・復旧等が推進された。

○協定締結により、新たに５７％の集落で農地の法面や水路・農道等の管理が活発化した。

○水路・農道等の管理に係る共同作業の回数は、協定締結前後で年平均１．６回から３．２回へ増加した。　

○集落協定の締結を通じて、平成１５年度までに農振農用地面積に編入された面積は約１万２千haであり、同じ時期における

　全国の編入面積の約５割を占めている。

○平成15年度までに、既耕作放棄地の復旧計画４５４haのうち ３３４haを復旧済み。

○本制度による５年間の耕作放棄の発生防止に関する試算では、約１万３千～３万haの防止効果があったと推計される。

○なお、高齢化率・耕作放棄地率が高い地帯では、協定締結率が低い傾向がある。また、畑地帯についても田地帯と比べて協

　定締結率が低いが、これは、水田に比べて共同作業の必要性が乏しいこと等が理由としてあげられる。　　　　
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３　将来に向けた農業生産活動等の継続的な実施

（１）継続的な農業生産活動の体制整備等に向けた取組が見られ、①集落営農組織の育成、②認定農業者の増加、③新規就農　

　　者の確保、④農用地の利用権設定面積の増加も見られた。
（２）各集落協定において、農業生産活動の継続に向けた取組（ステップアップ）が漸進しているが、将来にわたって継続で
　　きる見通しは描かれていない状況にあり、このステップアップを更に充実させることが重要である。
　　　また、集落協定の規模が大きいほど活動の取組が活発化している傾向が見られ、集落間の連携等を推進することが効果
　　的である。

①協定締結前からあった

（3,576協定）
１１％

②協定締結を契機に育成された
（1,963協定）

６％

③現在育成について検討中
（13,287協定）

４３％

③今後とも計画はない
（12,568協定）

４０％

○　集落営農組織（特定農業法人を含む）の育成状況

　集落協定の締結を契機に、各集落がどの程度農業生産活動等の継続に向けた取
組等をステップアップさせたかを検証するため、（注）の７つの取組について、全集落
協定（３万３千協定）を調査した。

①　農業生産活動等の継続に向けた取組がほとんど不活発な集落の　
　割合の変化
　　　（「７つの取組」を一つも行っていない集落）
　　　協定締結前　　　　　　　協定締結後
　　　　　４６％　　　　　　　　　　　３％　　　　〈４３ポイント減少〉

②　農業生産活動等の継続に向けた取組が活発になった集落の割
　合の変化
　　　（「７つの取組」のうち４つ以上を行った集落）
　　　協定締結前　　　　　　　協定締結後　
　　　　　　６％　　　　　　　　　　　３７％　　　〈３１ポイント増加〉

○　農業生産活動の継続に向けた取組のステップアップ（試算）

１：集落全体での水路・農道等の管理に係る共同作業

２：農業機械や施設の共同利用

３：集落内での農作業の受委託や転作作物の団地化等の土地利用調整

４：集落内での高付加価値型農業等、農業収益を上げるための取組

５：農作業受託等を行う担い手（認定農業者、農業生産法人等）との連携

６：認定農業者、農業生産法人等担い手の育成

７：集落や地域の農業を担う集落営農組織（特定農業法人含む）の育成

（注）［各集落協定は耕作放棄の防止等必要最小限の行為を行っているが、
　　　これに加えて、次の７つの取組のいずれかを行っているかについて調査］
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Ⅲ　制度の基本的な枠組みの検証

４　集落機能の活性化

　　 集落における話し合いの活発化、集落の話し合いにおける女性、若者等の参加等が確保され、多様な担い手等地域内外を通じた

者との連携等により、集落機能が活性化している。

○　話し合いの回数は協定の締結前後で、年平均１．８回から４．２回に増加した。

○　対象地域や対象農用地、協定期間、交付の仕組み等の本制度の基本的な枠組みに関する検証の結果、概ね現行の取組は妥当であった。

　　また、本制度の取組の課題として、以下の点が掲げられる。

　　
○　各集落協定においては生産性の向上、担い手の育成等の取組が弱いことから、将来に向けて集落営農化を目指すなど農業生産活動等を
　継続できるような取組の充実を図る必要性。

○　将来に向けて農業生産活動等を継続できるような取組を促進する観点から、交付金の活用方法のあり方について、目的の明確化等を図る
　必要性。

○　集落協定活動を活発化させるために必要な集落協定間の連携等をいかに進めるか。

○　水源のかん養、土壌の流亡に配慮した営農、景観作物の作付け、グリーンツーリズムの推進等の農業の有する多面的機能が十分発揮さ
　れるための取組を一層積極的に推進する必要性。

○　担い手不在集落等においては、農業生産活動等の継続のために、他の集落協定の担い手との連携を図る必要性。

○　集落内の他の農地に比べて、生産条件の不利性が特に大きい農地等について、林地化等の取組を図る必要性。
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