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はじめに 

 

農村地域の活性化に取り組んでいる皆様は、様々な困難に直面することがあると思います。

そのような中で活動を継続し一定の成果をあげている取組においては、長い時間をかけた地道

な努力や工夫の積み重ねにより、様々な課題を克服してきたと考えられます。 

 

 

そこで、農林水産省では、農村の活性化に取り組んでいる方々が、それぞれの現場でどのよ

うに困難を乗り越えてきたのかという観点から、全国 60 地区のヒアリング調査を行い、その結

果を集落・関係者間の合意形成、モチベーションの維持、人手の確保等の「場面」ごとに「Ⅰ．

早見表」に整理し、「Ⅱ．農村活性化におけるＱ＆Ａ（課題解決のヒント）」として取りまとめ

ました。 

 

 

「Ⅲ．調査事例集」では、「Ⅱ．農村活性化におけるＱ＆Ａ（課題解決のヒント）」で取り上

げた全国 60 地区の事例の概要を紹介しています。 

「Ⅳ．アンケート調査結果」、「Ⅴ．参考資料（主な事業・制度の紹介）」では、市町村へのア

ンケート調査の結果や、農村活性化の取組に関連する主な事業・制度、問い合わせ先を紹介し

ています。 

（なお、本資料の内容は、平成 23 年度から平成 24 年度に実施した調査時点のものであるこ

とにご留意下さい。） 

 

  

それぞれの地域を取り巻く状況は、ここで紹介した事例とは異なりますし、住民の方々や市

町村の担当者等が様々な考え方を持っていることは言うまでもありません。ここに挙げた事例

が、それぞれの地域にとってそのまま正解を導くものではありませんが、農村の元気を守る、

あるいは農村の元気を取り戻そうとする活動に取り組む際の参考としていただければ幸いです。 

 

 

後に、本資料の取りまとめに当たり、多大のご協力をいただきました関係者の皆様方に厚

く御礼申し上げます。 
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Ⅰ．早見表 

「Ⅱ．農村活性化におけるＱ＆Ａ（課題解決のヒント）」で紹介している事例とその他参考と

なる事例、Ｑ＆Ａで紹介した事例の主な取組内容、取組内容と事例の対応及び関連する主な事

業・制度と事例の対応を一覧にしています。 

 

（１）Ｑ＆Ａ・事例対応早見表 

項 目 
該当する事

例の番号 

その他参考とな

る事例の番号 

１ 取組開始まで   
(1) 活動を始めるきっかけ 

(Ｑ)地域活性化の取組を始めたきっかけは何でしょうか。 

34,36,44, 
58 

 

(2) あきらめへの対処 
(Ｑ)これまでも農業振興などを通じ、地域の活性化に取り組

んできましたが、人口減少、高齢化が進み、将来の明るい

展望が想像できません。地域には何をしても無駄だとの「あ

きらめ」が広がっていますが、取組を行えるでしょうか。

30,39,55  

(3) 活動の始め方 
(Ｑ)活性化の取組を始めるに当たり、何から手を付けたらよ

いのでしょうか。 

3,6,8,13, 
24,25,29, 
53,59 

 

(4) 地域の資源の見つけ方 
(Ｑ)地元にあるのもはどこにでもあるものばかりで、先進事

例のような特徴的な地域資源がありません。どのように地

域資源を見つけたらよいのでしょうか。 

4,16,22 7,14,18,19,20, 
27,29,39,50 

(5) 活動の中心人物 
(Ｑ)活動の中心となる人がいなくて困っています。どのよう

に中心人物を見つけたらよいのでしょうか。 

5,26,30,43
47,56 

3,4,6,8,9,11,17
22,24,55 

(6) 集落・関係者間の合意形成 
(Ｑ)集落・関係者の合意形成が、なかなか進みません。どう

すればよいのでしょうか。 

4,7,11,33 1,2,3,8,9,16,17
20,30,32,38,39,
53,55,58 

(7) 反対者への対応 
(Ｑ)活性化の取組に批判的な人、非協力的な人がいますが、

どのように対応すればよいのでしょうか。 

1,56 7,11 

(8) 活動資金の調達 
(Ｑ)活動に必要な資金は、どのように確保すればよいので

しょうか。 

25,26,33, 
50,56 

1,34,35 

２ 取組の継続     
(1) 一部の人への過剰な負担 

(Ｑ)取組組織の中心人物や取組の担い手の負担が大きくなっ

ており、取組継続の支障となりかねませんが、どうすれば

取組が続けられるでしょうか。 

19,33,35, 
37,41 

1,22,53,54 

(2) モチベーションの維持 
(Ｑ)地域の活性化には、取組の継続性が重要と考えています。

どのように参加者のモチベーションを保っていけばよいの

でしょうか。 

12,32,39, 
49 

38,42,54,55 

(3) 活動参加者の高齢化 
(Ｑ)参加者には高齢者が多く、将来、取組の継続が困難にな

ることが予想されますが、どのように取組を継続していけ

ばよいのでしょうか。 

5,33,57  
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項 目 
該当する事
例の番号 

その他参考とな
る事例の番号 

(4) 後継者の確保 
(Ｑ)今後取組の継続には、取組の中心人物や担い手の後継者

の育成・確保が必要と考えていますが、どのようにして育

成・確保を図ればよいのでしょうか。 

9,12,15,26
38 

3,18,21,22,24, 
32,33,35,39 

(5) 組織化、法人化 
(Ｑ)取組の継続、発展のため、組織的に活動していきたいと

考えています。どのように組織化、法人化を進めていけば

よいのでしょうか。 

14,27,60 1,9,18,31,32,49
51,52 

(6) 行政からの支援の変更・縮小 
(Ｑ)取組にあたり、行政からの支援がありましたが、今後減

少が見込まれ、自立が求められています。どう対処したら

よいのでしょうか。 

23,37 １,56 

３ 取組の発展     
(1) 新たな取組に向けて 

(Ｑ)現在の取組が軌道に乗ってきたため、新たなステップに

踏み出したいと考えていますが、どのような方法があるの

でしょうか。 

14,51,54 1,4,6,11,13,34,
47 

(2) 収益性の向上 
(Ｑ)農産物の直売や加工、交流により、収益をあげ、取組の

財源にしたいと考えていますが、収益が計画どおりあがり

ません。どのような工夫をしたらよいのでしょうか。 

10,17,18, 
40,41,42 

6,11,12,14,15, 
19,20,22,24,25,
28,29,30,32,34,
35,36,38,43,44,
46,49,51,52,53,
54,55,58,59,60 

(3) 施設・整備の制約 
(Ｑ)販売スペースや駐車容量、加工施設等の施設・設備等に

ついて制約があり、取組を拡大していく上での制約となっ

ていますが、どうすればよいのでしょうか。 

36  

(4) 人手の確保 
(Ｑ)農産物の加工やイベントの開催等のために人手が必要で

す。どのように人手を集めればよいのでしょうか。 

26,37,45, 
54 

1,5,9,21,22,38,
39,57 

(5) 不参加者の理解促進 
(Ｑ)活性化の取組に参加していない方々にも、取組に対する

理解を深めてもらいたいと考えていますが、どのような方

法があるのでしょうか。 

4,31,38,56 1,7,54 

(6) 他組織との連携 
(Ｑ)行政を始め活性化の取組に関係する他の組織と連携し、

互いに協力し合い活動を進めていきたいと考えています

が、どのように取り組めばよいのでしょうか。 

11,17,37, 
57 

10,16,19,20,27,
28,29,41,44,49 

(7) 外部人材の確保 
(Ｑ)取組を展開していくために、外部から人材を確保したい

と考えています。地域に 適な人材を、どのように確保す

ればよいのでしょうか。 

53 26,33,39,42,50,
59 

(8) 外部人材のサポート 
(Ｑ)外部から確保した人材に、実力を発揮してもらうために、

どのような支援が必要でしょうか。 

26,53 18 

４ 不足の事態への対処     
(1) 天候不順による原材料等の不足 

(Ｑ)天候不順により、農産物の生育が悪化、不作となり、出

荷量、加工原料等に不足が生じた場合には、どのように対

処すればよいのでしょうか。 

20,25   
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項 目 
該当する事

例の番号 

その他参考とな

る事例の番号 

(2) 台風などによる被害 
(Ｑ)台風、豪雨などの自然災害により、地域が被害を受けま

したが、このようなときは、どう対処したらよいのでしょ

うか。 

46,52  

(3) 
 
 

事故の発生 
(Ｑ)取組の中で、事故を起こしてしまった場合には、どうし

たらよいのでしょうか。 

1,31  

５ その他    
(1) 移住者への対応 

(Ｑ)定住促進の観点から、移住者を増やしたいと考えていま

す。また、移住者がなるべく早く地域に馴染めるようにす

るには、どうしたらよいのでしょうか。 

2,3,48,58 27,33,39,46,50 

(2) 行政の関与 
(Ｑ)行政は地域の取組に対して、どの程度関与していけばよ

いのでしょうか。 

2,28,37 1,3,4,5,6,7,10,
13,17,18,19,20,
22,26,29,30,35,
36,43,45,53 
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（２）事例一覧表 

事

例 
地域名 

地域 

類型 

主な取組内容 

女性の

活躍 農業

振興

６次

産業

化 

交流
定住 

促進 

地域振興 

地域資源 

保全 

１ 北海道函館市亀尾 中山間地域   ○   ○ 

２ 北海道恵庭市 都市的地域    ○   

３ 北海道伊達市 都市的地域    ○   

４ 北海道当別町東浦 平地農業地域  ○ ○    

５ 北海道安平町早来 平地農業地域   ○    

６ 北海道音更町 平地農業地域 ○ ○ ○    

７ 北海道鹿追町 平地農業地域 ○      

８ 青森県黒石市山形 中山間地域   ○    

９ 青森県平川市大光寺 都市的地域 ○ ○   ○  

10 青森県平川市金屋 平地農業地域   ○ ○   

11 岩手県遠野市宮守 中山間地域 ○ ○ ○    

12 岩手県雫石町長山 中山間地域     ○  

13 岩手県雫石町南畑 中山間地域   ○ ○   

14 宮城県登米市迫町 平地農業地域 ○ ○     

15 宮城県大崎市鹿島台 平地農業地域 ○ ○     

16 宮城県大崎市田尻 平地農業地域   ○  ○  

17 秋田県横手市山内三又 中山間地域  ○ ○   ○ 

18 群馬県高崎市倉渕 中山間地域 ○ ○     

19 群馬県高崎市吉井 中山間地域 ○ ○ ○    

20 群馬県高崎市蟹沢 中山間地域  ○ ○    

21 新潟県長岡市栃尾 中山間地域 ○ ○ ○    

22 新潟県小千谷市若栃 中山間地域  ○ ○    

23 新潟県上越市櫛池 中山間地域  ○ ○  ○  

24 石川県かほく市大崎 平地農業地域 ○ ○     

25 福井県福井市棗 平地農業地域  ○     

26 福井県若狭町上中 中山間地域  ○  ○ ○ ○ 

27 山梨県小菅村 中山間地域   ○  ○  

28 長野県根羽村 中山間地域 ○ ○ ○    

29 長野県木祖村 中山間地域 ○ ○ ○    

30 岐阜県多治見市廿原 都市的地域 ○ ○ ○    
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※地域類型は、農林統計に用いる地域区分（都市的地域、平地農業地域、中間農業地域、山間農業地域）

を参考に設定。ここでは、中間農業地域と山間農業地域をまとめて、都市的地域、平地農業地域、中

山間地域の三類型に分類。  

事

例 
地域名 

地域 

類型 

主な取組内容 

女性の

活躍 農業

振興

６次

産業

化 

交流
定住 

促進 

地域振興 

地域資源 

保全 

31 岐阜県下呂市竹原 中山間地域 ○  ○  ○  

32 岐阜県池田町白鳥 都市的地域 ○ ○     

33 静岡県浜松市天竜区熊 中山間地域  ○ ○ ○ ○ ○ 

34 静岡県浜松市天竜区佐久間 中山間地域  ○ ○  ○ ○ 

35 愛知県愛西市立田 平地農業地域  ○    ○ 

36 愛知県長久手市 都市的地域  ○ ○  ○  

37 三重県尾鷲市天満浦 中山間地域  ○   ○ ○ 

38 滋賀県甲賀市鮎河 中山間地域 ○ ○   ○  

39 京都府綾部市 中山間地域   ○ ○   

40 京都府八幡市 都市的地域  ○ ○    

41 大阪府和泉市横山 中山間地域  ○ ○    

42 奈良県大和高田市 都市的地域   ○  ○  

43 和歌山県紀の川市桃山 平地農業地域  ○    ○ 

44 和歌山県紀の川市鞆渕 中山間地域 ○      

45 和歌山県九度山町 中山間地域 ○  ○    

46 広島県安芸高田市川根 中山間地域  ○ ○ ○ ○  

47 広島県世羅町大見 中山間地域  ○   ○ ○ 

48 広島県世羅町(1) 中山間地域    ○   

49 広島県世羅町(2) 中山間地域 ○ ○ ○    

50 山口県山口市徳地串 中山間地域   ○ ○ ○  

51 高知県四万十町十和 中山間地域  ○ ○  ○ ○ 

52 佐賀県唐津市湊 平地農業地域  ○    ○ 

53 熊本県球磨村三ヶ浦 中山間地域   ○  ○  

54 宮崎県西米良村小川 中山間地域  ○ ○  ○ ○ 

55 宮崎県高千穂町秋元 中山間地域  ○ ○ ○ ○  

56 鹿児島県鹿屋市柳谷 平地農業地域     ○  

57 鹿児島県西之表市現和 中山間地域 ○ ○  ○ ○  

58 鹿児島県宇検村安室 中山間地域    ○   

59 沖縄県国頭村 中山間地域   ○    

60 沖縄県今帰仁村 平地農業地域  ○   ○ ○ 
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（３）取組内容―事例早見表（地域類型別） 

 

（４）関連のある主な事業・制度―事例早見表（地域類型別） 

※農地・水保全管理交付金は、平成 26 年度より、多面的機能支払交付金に組み替え、名称変更。

取組内容 都市的地域 平地農業地域 中山間地域 

農業振興 

 新規作物、技術指導、法人化、

集落営農、ブランド化等 

9,30,32 6,7,14,15,24 11,18,19,21,28,29,

31,38,44,45,49,57 

６次産業化 

加工、直売、レストラン等 

9,30,32,36,40 4,6,14,15,24,25, 

35,43,52,60 

11,17,18,19,20,21,

22,23,26,28,29,33,

34,37,38,41,46,47,

49,51,54,55,57 

交流 

 農業体験、イベント、教育旅行、

民泊、観光農園、直売等 

30,36,40,42 4,5,6,10,16 1,8,11,13,17,19, 

20,21,22,23,27,28,

29,31,33,34,39,41,

45,46,49,50,51,53,

54,55,59 

定住促進 2,3 10 13,26,33,46,48,50,

55,57,58 

地域振興・地域資源保全 

 バイオマス、その他地域資源を

保全、活用、地域振興全般 

9,36,42 16,56,60 12,23,26,27,31,33,

34,37,38,46,47,50,

51,53,54,55,57 

関連のある主な事業・制度 都市的地域 平地農業地域 中山間地域 

６次産業化等関係事業・制度 

 ６次産業化等による農林水産物・食品の高

付加価値化の推進 

 ・農林漁業成長産業化ファンドの本格展開

 ・６次産業化ネットワーク活動交付金 

9,30,32, 

36,40,41 

4,6,10,14, 

15,24,25,35,

43,52,60 

1,11,17,18,19, 

20,21,22,23,26, 

28,29,31,33,34, 

37,38,44,46,47, 

49,51,55 

交流関係事業・制度 

 都市農村共生・対流総合対策交付金 

 農山漁村活性化プロジェクト支援交付金 

2,3,9,30, 

36,40,41, 

42 

4,5,6,7,10, 

14,15,16 

1,8,11,12,13,17,

19,20,21,22,23, 

26,27,28,29,33, 

34,37,39,45,46, 

49,50,51,53,54, 

55,57,59 

多面的機能の維持発揮に関する事業・制度 

 日本型直接支払 

 ・多面的機能支払交付金※ 

 ・中山間地域等直接支払交付金 

 ・環境保全型農業直接支援対策 

30   11,17,21,22,23, 

26,30,31,34,38 

農業施設整備関係事業・制度 

 強い農業づくり交付金 

30,32 6,14,15,24 11,18,29,46 

人材関係事業・制度 

 新・田舎で働き隊！ 

 地域おこし協力隊 

 地域サポート人ネットワーク全国協議会 

    17,22,27,28,47, 

50,53,55,57,59 


