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（参考４）

【アンケート調査の概要】

○ 調査対象：平成24年度までに農山漁村活性化法に基づき農山漁村活性化計画

（1,464）を策定した地方自治体

○ 調査時期：平成25年９月～12月

○ 有効回答：1,077件（回答率73.6％）

○ 調査実施者：（一財）都市農山漁村交流活性化機構

【第５条関係】

（１）活性化計画の策定主体

都道府県と市町村との共同で策定された計画が648計画（60.2%）、市町村（単

独又は複数）で策定された計画が324計画（30.1%）を占めている。

（２）計画区域の範囲

活性化計画の区域の範囲（地理的広がり）が単一集落であるものが609計画

（56%）、旧小学校区であるものが85計画（8%）、単一の市町村であるものが286

計画（27%）、市町村を越える範囲74（7%)となっている。
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（３）活性化計画の目標

活性化計画の目標については、定住に関する目標を掲げている計画が

874計画（81.2%）、地域間交流に関する目標を掲げている計画が224計画

（20.8％）となっている。（※ 複数回答可）

その他には、地域農林水産物の生産・販売額、生産性の向上、優良農地

の確保、農用地の利用集積等が含まれていた。

（４）活性化計画に記載された事業内容

活性化計画に記載された事業について、生産基盤に関わる事業が記載されて

いる計画が全体の約８割（834計画（77.4％））を占めている。

地域間交流拠点に関わる事業が記載されている計画は172計画（16.0％）とな

っている。（※ 複数回答可）
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（５）都道府県・市町村以外の主体が実施する事業

都道府県・市町村以外の主体が実施する事業が含まれている計画について、

農林漁業団体による事業が記載されている計画は377計画

（81.5%）と圧倒的多数を占めるが、地域協議会（20計画）、食品・流通業等

の他業種（19計画）、NPO法人（5計画）が事業実施主体となるものも含まれて

いる。

都道府県・市町村以外の 計画数 割 合

事業主体

農林漁業団体 377 81.5％

地域協議会 20 4.4％

食品・流通業等の他業種 19 4.1％

公社・第３セクター 14 3.1%

NPO法人 5 1.5%

その他 25 5.4％

NPO法人が実施する事業が含まれている活性化計画（５地区）の具体的な取組

について

① 茨城県A地区

遊休農地を活用して市民農園を整備し、

ⅰ）都市住民への貸付け

ⅱ）体験農園を使ったトウモロコシ収穫体験、たけのこ掘り体験、芋掘り

収穫体験等の交流イベントを開催

を通して、都市住民との交流や滞在者数の増加を目指す取組。

② 富山県B地区

交流学習施設と市民農園を整備し、地域内外の住民との交流を図る取組。

③ 福井県C地区

廃屋を交流施設に改修し、都市住民による農林漁業体験等を通じて、交流

人口の拡大を図る取組。

④ 徳島県D地区

遊休農地を活用した滞在型市民農園や農林漁業体験施設を整備し、地域外

からの滞在者・宿泊者数の増加を目指す取組。
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⑤ 熊本県E地区

遊休農地を活用した交流農園・施設、加工施設等を整備し、都市住民との

交流人口の増加を目指す取組。

（６）農林漁業団体等からの提案

第５条第５項に基づき、農林漁業団体等から活性化計画の案の作成について

提案を受けたのは199計画（18％）であった。

199計画のうち193計画が、提案内容が活性化計画に反映されている。

【第７条関係】

所有権移転等促進計画を記載している活性化計画はなかった。

記載しなかった理由としては、

① 施設用地を伴わない事業だったため

② 用地を確保済みであったため

③ 用地が農林地ではなかったため（既存施設の敷地内に新たな施設を整備する

場合も含む。）

等があげられている。
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【第11条関係】

市民農園整備促進法の特例は活用された実績がなかった。その理由としては、市

民農園の整備が記載されている活性化計画がそもそも12計画と僅かであり、

① 特定農地貸付法により市民農園を整備したため（３計画）

② 活性化計画の作成と前後して、既に市民農園整備促進法に基づく認定を受けた

ため（３計画）

③ 整備地が農地ではなかったため（１計画）

等により、同特例を活用する必要がなかったことが判明している。

【その他】

（１）活性化計画の目標達成状況について

活性化計画の目標については、計画どおり達成された計画が437計画（62％）、

概ね計画どおり達成された計画が170計画（24％）であり、全体の約９割近くを

占めている。

※ 計画どおり ・・・目標値の９割以上達成

概ね計画どおり・・・目標値の７－９割達成

計画どおり進捗していない・・・目標値の７割未満

（２）計画どおりに目標が達成できなかった原因について

① 高齢化による自然減が事業効果を上回った。

② 地域の合意形成に時間を要し、事業実施が遅れた

③ 東日本大震災等の自然災害・風評被害

等があげられている。
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農山漁村活性化プロジェクト支援交付金の取組事例 

○骨寺村荘園地区活性化計画（計画主体：岩手県、一関市） 

【地域の課題】 

 骨寺村荘園遺跡を有する本地区は、国の重要文化財「
陸奥国骨寺村絵図」の風景をほぼそのまま残存しており
、国史跡の指定を受け、平泉を中心とした世界文化遺産
の候補地となったが、地区の魅力や価値を伝える情報発
信・交流事業への取組が課題。 
 一方で、水田は不整形・小区画で排水不良のため、効
率的な農業ができないことが課題。 

【具体的な取組内容】 

・中世から残存する農業景観である曲線状の道・水路、 
 畦畔群に配慮した区画整理や暗渠排水の整備、水口工 
 の整備を実施。 
・平泉の世界文化遺産登録に伴う骨寺村荘園景観への見 
 学者を誘引するため、古民家を改修した休憩所「古曲 
 田家」及び農家レストラン・産直施設・展示棟を併設 
 した骨寺村荘園交流館「若神子亭」を整備。 
・関連事業において、カボチャを活用した特産品開発対 
 策、田植えや稲刈りなどを行う農業農村体験支援、ガ 
 イド育成、普及啓発などを実施 
〔計画期間〕Ｈ２０～Ｈ２４年度 
〔計画目標〕交流人口の増加 
      ・骨寺村荘園地区の交流人口を2,537人   
       (H19)から14,340人(H24)に増加 

【取組の成果と効果】 

（取組の成果） 
  本事業の実施により、来訪者の受入体制が整備され 
 本地区への来訪者数が大幅に増加 

 （H24実績：23,440人、目標の1.6倍） 
（地域に現れている効果） 
 ・地域の女性が産直施設のレジで働いたり、レストラ 
  ンで料理を作ったり、新しいレシピを開発するよう 
  になり活気づいている。 
 ・１次産品の少ない冬期に女性グループが編み物を制 
  作・販売を行うようになった。 
（今後の展開） 
  水田農業を継続していくとともに、1次産品やその加 
 工品を骨寺村荘園ブランドとして確立する。また、都 
 市農村交流を促進し、地区の価値をさらに発信し、平 
 泉の世界文化遺産の拡張登録を目指す。 

【成功要因等】 
要因①(ヒト) 
  地域住民による地域づくり推進協議会と一関市が一体となり、計画・運営に関して年間数十回に 
 わたる話し合いを岩手大学教授をアドバイザーとして交え実施した。 
要因②（モノ） 
  遺跡、景観、伝統行事の価値を見直し、景観に配慮した区画整備を行うとともに、古民家を活用 
 した休憩所や情報発信をするための展示施設等を整備した。 
（ポイント） 
 ・伝統的な景観の維持と農業の効率化を両立させるため、専門家を交えた市と地域住民との話し合 
  いによる合意形成を行ったことが良かった。 
 ・伝統的な景観の価値を地域ブランドに変えて、交流人口を増やし、農産物の価値も高めていくと 
  いう手法は他地区でも参考になる。 

農林水産物直売・食材提供供給施設 
（骨寺村荘園交流館 若神子亭） 

都市農山漁村総合交流促進施設 
（骨寺村荘園交流館 若神子亭） 

廃校・廃屋等改修交流施設 
（休憩所 古曲田家）  

農林水産物直売・食材提供供給施設 
都市農山漁村総合交流促進施設 
（骨寺村荘園交流館 若神子亭）   

小規模農林地等保全整備 
景観・生態系保全整備  

《交流人口の推移》 （単位：人） 

▲ 
事業着手 

▲ 
計画策定 

▲ 
事業完了 

（参考５） 
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