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はじめに

我が国は、超高齢社会、本格的な人口減少社会の到来により、今後、とりわけ地方の衰

退が加速することが懸念され、また、グローバル化や情報化が進展し、消費財のみならず、

人、資金、情報、文化が国境を越えて駆け巡り、そのスピードも加速してきており、いま

だ経験したことのない経済社会の構造の変化に直面し、大きな転換点を迎えている。

我が国の農業・農村は、国民に食料を安定的に供給するだけでなく、食品産業等の関連

産業とともに地域の経済を支える重要な役割を担っている。加えて、高品質な農産物を生

産する技術、持続性に優れた生産装置である水田、世界に評価される伝統的な食文化、美

しい農村風景など、すばらしい潜在力を有している。

しかしながら、農業就業者の高齢化や耕作放棄地の増加など、農業・農村をめぐる環境

は極めて厳しい状況にあり、農村に暮らし働く人々の多くが将来に強い不安を抱いている

のが現状である。

特に、都市部に先駆けて高齢化や人口減少が進んできた農業・農村では、今後、高齢農

業者のリタイアと農業就業者の減少により、地域によっては農業経営や技術等の次世代へ

の伝承が途絶えてしまうおそれがある。また、集落の人口減少等が進む中、農地・農業用

水など、長い歴史の中で培われてきた貴重な資源の喪失や、生活に必要な社会基盤の崩壊

も懸念されている。

このような中、都市に住む若者を中心に、農村への関心を高め新たな生活スタイルを求

めて都市と農村を人々が行き交う「田園回帰」の動きや、定年退職を契機とした農村への

定住志向がみられるようになってきている。

また、平成 27年 10月には、自由で公正な「一つの経済圏」の構築を目指す環太平洋連
携協定（ＴＰＰ）の大筋合意がなされた。これを受け、ＴＰＰの効果を我が国の経済再生、

地方創生に直結させるために必要な政策、及びＴＰＰの影響に関する国民の不安を払拭す

るため、11 月には「総合的なＴＰＰ関連政策大綱」（以下「ＴＰＰ政策大綱」という。）
が策定されている。

農村地域についても、このＴＰＰ政策大綱の実現を通じて、攻めの農林水産業への転換

を目指し、生産者の持つ可能性と潜在力をいかんなく発揮できる環境を整えることで、次

の世代に対しても我が国の豊かな食や中山間地域を含む美しく活力ある地域を引き渡して

いくことが求められている。

すなわち、我が国及び各国の市場を開拓し、それに応える我が国の農業となるよう成長

産業化に取り組み、農業者・農村地域の所得の向上を図るとともに、地域内での再投資と、

農業関連産業を含め農村地域における更なる価値の創出という好循環を生み出していかな

ければならない。また、このような循環は、新事業の展開の可能性を通じて、我が国の多

様な人材のキャリア等に応じた就業機会を農村地域に呼び込み、地域内の更なる経済成長
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に繋がる。

こうした、農業・農村を実現するためには、農業の構造改革による意欲ある担い手への

農地集積を通じた経営の規模拡大等農業の成長産業化を促進するための産業政策と、構造

改革を後押ししつつ、地域コミュニティによる農業・農村の有する多面的機能の維持・発

揮を促進するための地域政策を車の両輪として進める必要がある。

とりわけ、活力ある農村となるには、農村地域に人が定住し、また他地域との交流等を

通じて、活発な経済活動が行われていることが不可欠であるが、これらは農村地域に雇用

と所得の場なくしては実現することができない。

農村地域の雇用の確保に関する制度としては、これまで農業と工業等の均衡ある発展を

目的とする農村地域工業等導入促進法（昭和 46年法律第 112号。以下「農工法」という。）
を活用し、農村への工業等の導入による就業機会の創出が図られてきた。これまでに、同

法に基づき製造業等約９千社が操業し、雇用の確保等の成果があがっているが、我が国の

産業構造や農村をめぐる情勢等は、同法制定当時から大きな変化が見られるところである。

こうした状況に鑑み、時代の変化に合わせて農村地域における就業機会の拡大を図って

いくため、農工法のあり方を含め諸課題を整理し、それらに対応するための総合的な施策

のあり方について、幅広い視点から検討を進めることを目的として、有識者からなる検討

会を設置し、検討を進めてきた。今回、その結果として、農村における就業機会拡大のた

めの施策の検討方向等に関する中間取りまとめを行ったものである。

１．農村の特徴と農村振興の位置づけ

農村は、持続的な農業生産活動の場（経済）と豊かな生活の場（社会）であるとともに、

それらを包み込む豊かな二次的自然環境が、農村コミュニティに支えられつつ調和的に融

合した循環と共生の空間である。そこからは、地域特性に対応した多様な農業が営まれ、

単に食料だけが生み出されるのではなく、国土や自然環境の保全、美しい農村風景等良好

な景観の形成、世界に評価される伝統的な食文化等の伝承、子どもの教育といった多岐に

わたる恩恵が、都市住民も含め国民全体にもたらされている。

こうしたことを反映し、食料・農業・農村基本法（平成 11年法律第 106号）では、「農
村については、農業者を含めた地域住民の生活の場で農業が営まれていることにより、農

業の持続的な発展の基盤たる役割を果たしている」とし、「食料その他の農産物の供給の

機能及び多面的機能が適切かつ十分に発揮されるよう（中略）その振興が図られなければ

ならない」という農村振興の基本理念を定めている。

また、「食料・農業・農村基本計画」（平成 27 年３月 31 日閣議決定）においても、「農
村は、農業の持続的な発展の基盤として国民に食料を安定供給するとともに、国土の保全

や水源の涵養などの多面的な機能の発揮の場でもあることから、こうした役割が十分に発

揮されるよう、農村の振興を図ることが必要である」とされている。
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しかし、農村においては、我が国が直面する高齢化や人口減少が都市部に先駆けて進行

しており、集落機能や地域資源の維持にも影響が生じるとともに、地域の特性に応じた付

加価値の高い農産物の生産・加工・販売等の活動の展開が困難となるなどの厳しい状況に

ある。

こうした変化に的確に対応しつつ、多様な地域資源の有効活用により地域の潜在力を最

大限に発揮し、産業の育成や雇用の確保、所得の増大を図ることによって、魅力ある農村

づくりの取組を進めていくためには、地域の様々な経営規模の農業者や、家族経営や法人

経営、兼業農家など経営形態が異なる農業者、さらには地域住民や農村外の人材が、年齢

や性別等にかかわりなく幅広く参画し、その有する能力等を最大限発揮していくことが重

要である。

我が国の農村振興は、こうした観点に立ち、地域コミュニティ機能の発揮等による農地

等の地域資源の維持・継承や住みやすい生活環境の実現、農村における雇用の確保と所得

の向上等の取組が、関係府省の連携の下、総合的に推進されていかなければならない。

２．農業・農村を取り巻く情勢の変化と課題

（１）高齢化や人口減少による食料・農業・農村への影響

今後、高齢化の進行に伴う一人当たり食料消費量の減少及び人口減少の本格化が国内

の食市場を縮小させる可能性があり、我が国の農業は、従来の取組の単なる延長では縮

小していくおそれがある。一方、介護食品や食を通じた健康管理を支援するサービスな

ど、今後増加していく高齢者をターゲットとした新たな市場の創出も期待されている。

今後、意欲ある担い手には、高齢農業者に代わって、その農地を活用して経営の規模

拡大を図るチャンスが広がっていくと考えられる。しかし、農業、さらには農村での生

活に将来に向けた展望を描くことができなければ、若者の就農は期待できない。若い農

業就業者が著しく減少すれば、農業経営が次の世代に継承されず、貴重な資源や技術の

伝承が途絶えてしまうおそれがある。農村の集落人口の減少が、これまでは集落の共同

活動として行われてきた農地・農業用水等の地域資源の維持管理や、生活サービスの提

供等の継続に支障を及ぼすことも懸念されている。

同時に、農村では、農業生産の基盤として不可欠な農業水利施設の老朽化が進んでい

る。今後 10 年間で標準耐用年数を超過する基幹水利施設は全体の約３割に達すると見
込まれており、適切な保全管理により、その機能を持続的に発揮させていくことが必要

となっている。

国全体として労働力人口の長期的な減少が進む中では、農業のみならず、食品の流通

や加工、外食等の分野においても、産業としての持続的な成長に欠かせない人材の確保

における難しさが増していくと考えられる。我が国の食品産業と農業は重要なパートナ

ーであり、また、食品産業は地域の主要な産業の一つであるが、国内市場の縮小の可能

性やこのような事業環境の変化は、その成長の阻害要因になることが懸念される。
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（２）農業を支える担い手など農業・農村の構造の変化

我が国の農業構造は、利用権の設定等による農地集積が一定程度進展し、現在、認定

農業者や集落営農等が農地を利用する面積は全体の約半分を占めている。また、法人経

営体の数は、近年、10 年間で約２倍のペースで増加している。一般企業の農業参入に
ついても、平成 21 年の農地法改正によりリース方式での参入が全面的に自由化されて
いることにより、同法改正前の約５倍の速さで企業参入が進むなど、農業構造は変化し

てきている。

しかし、土地利用型農業を中心に農業の将来を支える若い担い手の確保が十分に進ん

でおらず、農業就業者の高齢化が進み、60 歳以上が約７割、50 歳未満が約１割という
著しく均衡を欠く年齢構成となっている。40 歳未満の新規就農者は、近年１万３千人
から１万５千人で推移しているが、このうち定着するのは１万人程度である。このため、

高齢者のリタイアにより農業就業者が著しく減少していくことが見込まれている。また、

農地集積により経営の規模が拡大する一方、集積された農地は小さな区画のまま分散錯

綜している場合も多く、生産性向上の大きな阻害要因となっている。

一方、農業の構造改革の進展等に伴い、農村では大規模経営体と小規模農家への二極

分化、土地持ち非農家の増加等も進行しており、今後、同質な農家の存在を前提として

きた集落における共同活動の在り方や、農業水利施設の保全管理等を進める際の地域で

の円滑な合意形成に様々な影響を及ぼす可能性もある。

（３）農業・農村の多様な可能性

海外における日本食への関心の高まりなどを背景に、日本の食材や食文化を世界に広

める好機が訪れる一方、国内では、高齢化など社会構造等の変化に伴い、介護食品や食

に関連した健康ビジネスなど新たな分野の市場が拡大すると見込まれている。

近年、若者を中心に農村の魅力の再発見が進み、都市と農村を人々が行き交う「田園

回帰」の流れが生まれつつあるなど、農業・農村の価値が再認識され、農村の活性化に

つながる動きも見られる。また、女性や外部人材等の視点や能力を活かし、地域資源を

活用した新たな商品の開発、情報の発信等により、新たな地域づくりに取り組む事例も

展開されている。

例えば、内閣府が平成 26 年に行った世論調査によれば、農山漁村地域に定住してみ
たいと答える都市住民は 3 割であり、その割合は平成 17 年に比べて増加している。ま
た、年齢別では、20 歳代男性の農山漁村に対する関心が高いこと、60 歳代以上の男性
については定年退職後の居住地として UIJターンを想定していることがうかがえ、一方、
女性については、全般では男性より低いものの、30 歳代及び 50 歳代で比較的高い定住
志向がみられる。

このような志向もあり、一部の地域では若者や女性の域外からの転入により人口が増

加するなど、農業の魅力や、豊かな環境や景観、伝統文化等を有する農村の価値を再認

識する動きも生まれつつある。加えて、バイオマスの活用、再生可能エネルギーの生産

など、これまでは十分に活用されてこなかった農村の多様な地域資源を有効活用し、新

たな事業を創出する取組も始まっている。また、女性ならではのアイデアと感性も活か

しながら、農業・農村をめぐる様々な課題を克服し、新たな可能性を切り拓いていく取
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組が徐々にではあるが増え始めている。

こうした動きに加え、我が国の有するロボット技術や ICT といった最先端の技術、
さらには他産業で確立された技術の農業・農村分野での活用のほか、新たな販路の開拓

や流通改革等農産物流通の見直しにより、生産性等を大幅に向上させる可能性も広がっ

ている。

（４）ＴＰＰの大筋合意を踏まえた総合的な対策の実施

平成 27年 10月に大筋合意がなされたＴＰＰの発効により、地域の特色を活かした地
場産品、農産品等が８億人の市場へ打って出ることが可能となるため、高品質な我が国

農林水産物の一層の輸出拡大等の効果が期待されている。農林水産業については、成長

産業としての力強い農林水産業をつくりあげるため、ＴＰＰ政策大綱に基づき、攻めの

農林水産業への転換を目指し、経営感覚に優れた担い手の育成、産地イノベーションの

促進、輸出等需要フロンティアの開拓などの施策展開が求められているところである。

ＴＰＰ政策大綱が目指す攻めの農林水産業への転換を図るに当たっては、担い手への

農地の集積・集約化による農業経営の規模拡大に伴い、離農した小規模農家等への対応

として就業機会の確保が必要となることも想定されることから、同大綱においては、今

後検討を継続していく項目として、「農村地域における農業者の就業構造改善の仕組み」

が位置づけられた。

また、大筋合意以降、国民、地方公共団体、関係団体等から、関税削減による長期的

な影響への懸念・不安の声があがっていることから、政府には現場の声をしっかりと受

け止め、ＴＰＰの影響に関する不安を払拭することが望まれている。

農業・農村においては、こうした我が国農業を取り巻く国際的な状況も踏まえつつ、

農業者の不安に寄り添いながら、総合的な対策を実施していくことが必要となっている。

３．農村における就業機会拡大の現状とこれまでの施策の状況

（１）農業構造の改革の方向と就業機会拡大の必要性

「農林水産業・地域の活力創造プラン」(平成 25 年 12 月農林水産業・地域の活力創
造本部決定、平成 26年６月改訂)においては、農地中間管理機構の活用等による農業構
造の改革等により、担い手への農地利用集積を加速的に進め、今後 10 年間で担い手へ
の農地利用が全農地の８割（現状５割）を占める農業構造を確立することを目標として

いる。

平成 22年の農業就業者数は 219万人であるが、そのうち 70代以上が４割強となって
おり、こうした高齢農業者は今後大幅にリタイアすることが確実である。平成 22 年ま
での傾向が続いた場合、高齢層のリタイアが進み、平成 37年には 60代以下で全体で 90
万人を下回ると見通され、今後構造改革が進んだとしても、現在と同程度の生産を維持

することができるか懸念される。

こうした背景を基に策定された「農業構造の展望」（平成 27年３月）においては、現
在の土地利用型作物以外（野菜・果樹・畜産等）の基幹的農業従事者及び雇用者は合計
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約 60万人であり、今後とも同程度の生産量を維持するには、同程度の人数が必要とな
るとされている。一方で、土地利用型作物（米・麦・大豆等）については、構造改革が

進めば、１人当たり 10ha程度を耕作できるとの考えから、約 30万人が必要となるとさ
れており、両者を合わせると、約 90万人が必要になるとされている。
このような将来展望を踏まえると、今後、担い手への農地利用集積を進めれば、特に

土地利用型農業者の離農や規模縮小農家の増加が一層進むことが想定される。

また、このまま農業就業者の高齢化等が進行するとともに、農地利用集積に伴い集落

の農家数が減少した場合、水路、農道等の地域資源の維持管理に対する担い手の負担が

増大し、担い手農家の規模拡大が阻害されることも懸念される。

このため、担い手への農地利用集積を進める一方で、地域の共同活動への参画等離農

者が引き続き農村を支える体制を整備するほか、若者や女性も含め多様な人材の農業参

入や共同活動への参加を後押しすることが、農業の構造改革を推進する上でも非常に重

要である。

これらと併せ、離農者等を含めた農村地域の住民が、引き続き農村地域において生活

を営んでいくためには所得が確保されることが不可欠であり、一方で農村地域に人を呼

び込む観点からも、農村において就業機会を創出していくことが必須である。

（２）農村における就業機会拡大に関する現行制度と実績

農村地域において就業機会を創出するための制度として、昭和 46 年に農業構造改善
と工業等の導入を一体的に推進することを目的とする農工法が制定された。同法におい

て、工業等の導入が円滑に図られるよう税制上の特例措置が設けられ、農業構造の改善

を促進するための工業等導入関連農業基盤整備事業等の補助事業が実施されるととも

に、農地転用に係る配慮もあることなどにより、これまで（平成 26年３月末時点）、計
画に位置づけられた製造業や運送業等の約９千社が操業し、約 62 万人が雇用されるな
ど、農村地域における就業機会の創出に一定の成果をあげている。

また、農村地域における製造業等の工場勤務経験者が定年退職後にはこれまでの経験

・技術を活かし、地元で戦略的に地域農業を展開する例もあるなど、農村への企業誘致

の波及効果の発現も見られるところである。

しかしながら、農工法制定時からの我が国の産業構造や農村をめぐる情勢の変化等か

ら、こうした税制上の特例措置の多くは平成 16 年以降に廃止されており、計画に基づ
き工場用地として整備されたものの利用されていない遊休工場用地が約 1,400ha 存在し
ている。また、前述のとおり農業就業者の４割強が 70 代以上という農業構造となって
いることから、農工法導入時のように農地集積が進んでも離農者の就業の場として機能

しにくくなっている現状にある。

その他、地域の特性・強みをいかした企業立地促進等を通じて、地域産業の集積の形

成及び活性化を目指すことを目的とする企業立地の促進等による地域における産業集積

の形成及び活性化に関する法律（平成 19年法律第 40号。以下「企業立地促進法」とい
う。）が平成 19 年に制定され、これまで（平成 27 年３月末時点）に、企業が作成する
企業立地計画は約 3,000 件承認されている。また、現在取組が進められている 193 の基
本計画においては、約 32万人の雇用創出が目標として掲げられている。
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さらに、近年では、地域資源を活用した農林漁業者等による内発型の産業創出を支援

するための制度として、平成 22 年に地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の
創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律（平成 22年法律第 67号。以下
「六次産業化・地産地消法 」という。）が制定され、これまで（平成 28年２月末時点）
に、約 2,100件の同法に基づく総合化事業計画が認定されている。

４．農村における就業機会拡大に関する基本的考え方

農村は、食料その他の農産物の供給機能に加え、国土の保全、水源のかん養、良好な景

観の形成等農村での農業生産活動が行われることで生ずる多面的機能を有し、農業生産活

動と生活空間が一体とした空間である。こうした農村の持つ機能は、都市住民を含む国民

全体に裨益するものであり、将来にわたって継続していく必要がある。

このためには、農業の構造改革による意欲ある担い手への農地集積を通じた経営の規模

拡大や新たな需要の取り込み等を通じて農業や食品産業の成長産業化を促進するととも

に、都市部に先駆けて高齢化や人口減少が進む農村において大きな課題となっている地域

資源の維持・継承等を図っていくため、地域コミュニティによる農地・農業用水等の保全

活動を促進することが必要である。

こうした産業政策と地域政策を車の両輪として進めるとの観点及び農村における雇用と

所得の場を確保し、農村の活性化に繋げるとの観点から、就業機会の拡大に当たっては、

ＴＰＰ政策大綱に位置づけられた施策が今後推進されることも踏まえ、以下の視点から検

討を進める必要がある。

（１）農村における就業機会拡大の必要性とその意義

① 農工法の趣旨は、農村への工業等の導入による離農者等の就業機会の創出が、農業

の構造改善を進める上での条件整備として必要な施策との考え方であった。担い手へ

の農地集積は、今後とも加速化していくべき施策であり、大規模経営体と小規模農家

・離農者への二極分化は今後とも一層進展していくことが想定される。

一方、農工法制定時に比べ農業者は高齢化が進展し、また、担い手への農地利用集

積率の目標を平成 35年度までに現状の５割から８割へと向上させると設定しており、
農業経営において担い手が中心的役割を果たすこととなる。こうした状況を踏まえて、

今後、担い手への農地集積に伴う離農者等への対応として、また、高齢農業者がリタ

イア後も農村地域の維持・発展を支えていく多様な人材確保の対応として、就業機会

創出の意義を考える必要がある。

② また、営農が担い手へ一層集中していく中で、これまで、農業者が中心となって保

全してきた、水路や道路等の農業を支える地域資源の保全を農業者のみでなく地域総

体で担っていく必要性が高まっていくものと考えられる。都市部に先駆けて高齢化や

人口減少が進展している農村部においては、こうした地域資源の保全、さらには地域

社会の維持を図っていく上でも、離農者等も含め農村全体での居住人口の確保を図っ

ていくことが重要である。
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③ 農業・農村の所得向上を図っていく上では、最先端技術の活用や農業経営の組織化

や農業経営者の育成など農業の成長産業化による農業所得の向上に加えて、農村の豊

かな地域資源を最大限活用した新たな価値の創出や内発的産業の促進も視野にした農

業関連産業の導入等を通じて、農村全体の雇用の確保と所得向上を促進することが重

要である。

例えば、宮城県石巻市では、オランダの先進的技術を取り入れた次世代施設園芸に

よって、東日本大震災からの農業の復興、農業の成長産業化に取り組んでいる。また、

大分県国東市の農産物加工会社では、地元産バジルをペースト状に加工し、大手食品

会社への出荷を通して、地域資源を活用し付加価値の高い商品の製造と地元農家の所

得向上を実現している。

また、平成 27 年６月に農林水産省都市農村交流課が実施した「農村における就業
機会の拡大に関する地方自治体アンケート調査」（以下「アンケート調査」という。）

においては、特に「過疎地域」及び「５万人未満の市町村」では、重要と考える就業

機会として、地域資源との結びつきが強い就業機会が必要とする傾向が高かった。

④ 我が国全体において人口減少が進展していく中で、「地方への人の流れをつくる」

ことは、出生率を回復していく上でも必要であり、地方創生の基本目標の一つに位置

づけられている。特に、農山漁村は子どもを生み育てる場として良好な環境にあり、

地方は都市圏に比べ出生率も高い傾向にある。一方、地方への移住に対する不安・懸

念の第一は地方の雇用であるとの調査結果もあり、農村への企業誘致や企業の本社機

能移転などを含めた地方での「しごと」の創出を「ひと」の流れに結びつける「しご

と」と「ひと」の好循環の確立が重要となっている。

（２）就業機会拡大の対象者の考え方

① 農工法においては、その趣旨から、就業機会創出の対象者を離農者や規模縮小農家

としてきたが、上記の就業機会創出の意義を踏まえれば、農村地域内の学生など若者

を含めた居住者、農村地域外からの移住・定住者等も対象者として加えるべきである。

また、近年、地域おこし協力隊などを代表に、農村地域外から移住・定住する例が

増えているとのこれまでにない動きが見られる。地域おこし協力隊については、任期

終了後も６割が同じ地域に定住している。

農村地域内の若者の居住促進という観点では、例えば、岩手県北上市の県立黒沢尻

工業高校が、卒業生を対象にした２年間の専攻科の設置、県内の企業などとの連携促

進により、高度な専門技能・技術を持つ若い人材を地元で育成・確保している。

アンケート調査においても、特に「過疎地域」及び「５万人未満の市町村」で、地

域外の移住・定住を促すための就業の場を重視するとの結果が得られており、外部か

らの人材確保を志向する傾向が見られる。

② また、農家の高齢化が進展している中、高齢農業者の規模縮小・離農に対応する就

業機会として、例えば高齢農業者がこれまでに磨いてきたスキルを活かせるような地

域資源の維持・継承を行う活動に参加する仕組みを充実することによって、高齢農業
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者の活動を通じた地域の所得向上を図ることも必要である。

③ さらに、農業就業者の約４割を占める女性農業者について、女性農業者が、消費者

ニーズを汲み取る力、コミュニケーション能力などを活かして地域農業の振興や農業

経営の発展、６次産業化の展開に重要な役割を担っている近年の農村の動きを踏まえ、

女性農業者が一層活躍できる環境を整える必要がある。

例えば鹿児島県桜島市の道の駅「さくらじま旬彩館」では、女性農業者が火山灰の

影響で市場出荷できないミカンの加工等を研究し、地域の特産物として販売しただけ

でなく、その後も新商品開発を続けるなど農業経営の発展、地域農産物の有効活用に

寄与している。

（３）就業機会拡大の対象となる産業の考え方

① 従来、農工法に基づき、地域外からの企業（工業等）誘致を中心に施策を展開して

きたが、近年では、海外移転等を背景として、全産業に占める製造業の割合が低下し、

それに伴い農工法に基づく新規の計画策定数が低調な状況となっている。また、地域

外から工場を誘致しても、その後の企業経営判断等による撤退は予測不可能であり、

その場合の雇用の維持・創出も課題である。「まち・ひと・しごと創生総合戦略」（平

成 26 年 12 月 27 日閣議決定）においては、本社機能の一部移転等による企業の地方
拠点強化が必要な政策として掲げられている。

一方、今後は、こうした地域外からの企業誘致との視点に加え、農村の豊かな地域

資源を活用して、地域づくりを絡めた取組やこれまで農村の地域外に流出していた経

済的な価値を域内で循環させる地域内経済循環型産業を進めることも重要である。

例えば山梨県笛吹市の㈱桔梗屋は、食品製造過程で生まれる副産物等を有機栽培肥

料として有効活用し、地元農業との連携による多様な雇用の創出や地域づくりに寄与

している。

また、外部企業の誘致と地域内経済循環型産業とが連携した形態についても、農村

における雇用の確保、所得の向上を促進していく上で重要となっている。

例えば大分県杵築市では、飲料水企業が地元農業生産法人と茶の契約栽培や技術・

情報支援を行うことで連携し、地域の雇用創出や農業振興に寄与している。

アンケート調査においては、「過疎地域」の市町村では、７割超が地域内発型産業

を重視する一方、「三大都市圏」の市町村では、約６割が地域外からの工場等の誘致

を重視していることが伺える。

② 雇用機会の創出については、できるだけ多くの者の雇用機会をつくるとの観点から

雇用吸収力の高さといった「雇用の量」を重視していくのか、それとも、若い世代が

安心して働くことができるよう、「相応の賃金」＋「安定した雇用形態」＋「やりが

いのある仕事」を満たすような「雇用の質」を重視していくのか、地域の実態に応じ

た対応が求められる。これらについては、上記の就業機会創出の意義及び就業機会創

出のターゲット（対象者）の考え方を踏まえつつ、検討を進めていくことが必要であ

る。
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また、農業所得の拡大ができるよう、農村における就業形態に応じた隙間産業的な

取組などの視点も重要である。

さらに、近年、農村において女性や若者が就業する際には、従来型の雇用スタイル

だけではなく、複数のナリワイを組み合わせて生活するスタイル（多業型経済）やイ

ンキュベーション（起業への取組）が増加しており、こうした多様な雇用形態といっ

た視点も重要である。

多様な就業形態という例として、秋田県大館市では、廃校となった校舎に生ハム製

造工場を誘致し、製造の主要作業の時期が地域の農閑期と重なる冬期であることから、

地元住民の季節雇用を創出している。

また、島根県では、UI ターン者を対象に「半農半 X」として複数の収入源を持つ
ことを推進し、農村地域外から移住する新規農業者が所得を確保できるよう支援して

いる。

③ 産業政策の観点からは、企業にとって魅力があり、かつ、効率性も高まる産業集積

によるメリットや研究機関等との連携を促進するための環境整備等が重要となってく

ることから、農業支援のための技術開発や市場開拓、流通企業などの集積形成や農村

に賦存する豊かな地域資源等に関する情報の収集・提供・発信を促す仕組みの検討が

必要である。

④ 導入する産業については、近年の社会経済情勢の変化や情報通信基盤を含めたイン

フラ整備の進展により、今後の発展性が高い産業や農村地域での導入ニーズが高まっ

ている産業、従来に比べて農村に立地する有利性が高まっている産業等の導入を検討

する必要がある。これら多様な産業については、平成 27 年の地域再生法の改正によ
り農工団地の遊休工場用地に多様な産業を導入できる特例を措置したところである

が、今後もこれら多様な産業の農村への導入について留意する必要がある。

５．農村における就業機会拡大のための施策の検討方向

（１）これからの就業機会拡大施策の検討に当たって留意すべき事項

就業機会創出に関する施策は、求められる産業のターゲットや産業導入を促すため

のインセンティブ付与のあり方、支援措置内容等を幅広く検討する必要がある。これ

らの事項は各省の施策とも関係が深く、それら関連する施策について幅広く捉えたう

えで、就業機会の創出に向けて施策の連携を図っていくことが不可欠である。

また、ＴＰＰ政策大綱に基づき、農地の更なる大区画化等の推進や農地中間管理事

業の活用による担い手への農地集積を推進することとしているが、一方で、こうした

施策の促進により、離農者等の就業機会の創出が必要となる地域がでてくることが考

えられるため、それぞれ地域の実情に応じた就業機会創出の検討が必要である。

（２）今後取り組むべき具体的な施策の検討方向

（農工法のあり方）
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就業機会創出のための施策の一つである農工法については、これまで農村地域にお

いて一定の成果を果たしてきたことから、農工法改正時（昭和 63 年）からの社会経
済情勢の変化や地方自治体のニーズ等を踏まえつつ、次の３点について検討を深める。

① 対象とすべき業種の考え方については、法制定時の業種導入の基本的考え方や地

方自治体等の要望等を十分踏まえる必要がある。

② 対象地域の考え方については、就業機会確保のための施策として、現在、農村地

域においては離農者を対象としたものと、交流・移住の増加等農村の活力創出に資

するものの両方が求められていることを踏まえる必要がある。農村地域には、一層

の農地集積の必要な地域だけでなく、既に地域農業構造の改革が一定程度進展した

地域のほか、逆に、地形等の原因で農業経営規模の拡大が難しい地域においても、

人口減少によって小中学校が廃校される等コミュニティの維持自体が難しくなって

いる地域もあり、地域の状況が非常に多様になっている。就業機会の創出に当たっ

ては、地域の実情に即した対策が取られるよう配慮する必要がある。

③ 企業等の立地に際してのインセンティブについては、従前措置されていた設備の

新設等に際しての減価償却の特例や固定資産税等の地方税の不均一課税に伴う減収

補填について、企業立地に際して一定のインセンティブを与えてきたものと考えら

れ、アンケート調査結果からも必要とされている支援策の一つである。

なお、アンケート調査により、農工法の実施計画を策定済みの市町村の約２割が

企業立地促進法を活用した企業誘致の取組を行っていることが明らかとなっている

ことから、農工法の更なる活用に当たっては、同法を含め関係する法令の施策内容

や、それらとの連携・調整について留意する必要がある。

（人材の育成・確保、マッチングの促進）

農村では、人口減少、高齢化が都市に先駆けて進行しているため、農村において産

業振興施策や企業立地施策を企画し実施する上では、地域のリーダー的な人材や経営

感覚を持った人材の育成・確保が必要である。また、地域おこし協力隊などの都市部

から移住する若者のキャリア形成や多様な雇用形態に応じた人材のマッチング等の促

進を図ることが重要である。

例えば、６次産業化の担い手となる人材の育成を図るため、奈良県では、県立農業

大学校を改編し、農の知識を持った食の担い手を育成するフードクリエイティブ学科

を創設している。

また、三重県多気町の県立相可高校の食物調理科では、高校生レストラン「まごの

店」を通じて、接客、販売、経理まで学べるようにすることで、専門的な人材を育成

している。加えて、同校 OB が多気町に戻り、「せんぱいの店」を開店するなど、卒
業生が地元に活力を与える効果も見られている。

（企業との連携の強化、企業立地に関する環境整備）

近年は、企業の社会貢献活動の一環として、農山漁村での農業体験等を通じた社員

相互のコミュニケーションの円滑化、人材育成、発想の転換等を行うなどの取組も増
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加しており、こうした企業と農山漁村との連携を進めることによる就業機会の創出も

考えられる。

例えば、社会貢献活動の一環として、社員やその家族、顧客を対象とした農村体験

ツアーや、地方自治体等と協定を締結して、地域産材の製品化・流通拡大に取り組む

事例がある。また、農村地域に関心のある企業と連携し、農村資源の活用と農業・農

村の魅力を体験する事業を実施しているＮＰＯ法人等もある。

農村への企業立地や既存企業の新分野進出等を促進するための総合的な環境整備と

しての支援策の検討には、近年、農村地域への企業立地が成功した事例等から、分析

を進めていくことが必要である。

（工場跡地や学校跡地の活用）

農村地域では、生産拡大のために製造業等の工場立地が進んできたものの、企業経

営のグローバル化により、こうした工場が閉鎖するケースが増加している。このため、

工場跡地や廃校となった学校跡地の扱いが課題となっている地域もあることから、こ

うした跡地の有効活用による就業機会の創出に関しても検討すべきである。

例えば青森県五戸町では、精密機器の製造・組立事業を行っていた企業が、その技

術やノウハウを活かして、廃校を人工光利用型植物工場として利用している。

（３）今後の農村における就業機会拡大のための施策の検討方向

農村における就業機会の拡大については、農工法を始めこれまで各省も含めて講じ

られてきた様々な施策の効果を検証の上、農業・農村を取り巻く情勢の変化と課題を

十分に踏まえつつ、対象となる地域、産業等を明確にした上で、必要な施策を検討す

べきである。
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（参考）「農村における就業機会の拡大に関する検討会」における検討状況

第１回 平成２７年３月１８日

・農工法等の制度の趣旨、活用状況及び農業構造の展望等を基に、今後の検討

の視点について議論。

第２回 平成２７年６月４日

・農工法を活用して企業誘致に取り組んできた地方自治体（青森県弘前市、

兵庫県篠山市、鹿児島県霧島市）からのヒアリング及びアンケート調査内容

につき決定。

第３回 平成２７年７月２２日

・農工団地の現地調査（山梨県笛吹市）を実施。

第４回 平成２７年９月１１日

・地方自治体へのアンケート調査結果と論点整理（案）を説明。

第５回 平成２７年１２月１７日

・地方自治体へのアンケート調査結果の分析の説明と論点整理（案）に関する

議論

第６回 平成２８年２月４日

・中間取りまとめ（案）に関する議論

第７回 平成２８年３月１７日

・中間取りまとめ（案）に関する議論


