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（２）構想・プランの作成                             

１）戦略的な構想・プランの作成 

人口減少や高齢化が進行するなか、今後、自らの農村をどのように整備していくか

を考えるに当たっては、構想づくりの段階から、ワークショップやアンケート等を通

じて、地域住民、農家、地元団体等の課題、要望や意向を把握した上で、十分な対話

を行い、戦略的に構想・プランを取りまとめ、施策をパッケージで進めることが重要

です。 

取組が成功している地区は、各地区とも共通して、何度も会合を重ねるなど、十分

な時間をかけて検討し、専門家のアドバイスを得ながら、住民のコンセンサスを作り

上げています。このことにより、地域住民が、地域の思いを共有し、自ら関与する身

近な課題として、主体性をもって継続的に取り組むことが可能となります。 

 構想・プランの作成に当たっては、都道府県及び市町村が作成する「地方版総合戦

略」や市町村が作成する「総合計画」や「農村振興基本計画」（注）等を踏まえつつ、地

域の将来像（望ましい姿）を見据えて、目標や取組内容を明確にする必要があります。 

 

（注）「農村振興基本計画」とは、農村の総合的な振興を図るため、農業生産基盤整備と生活環境の

整備等を総合的に推進するための基本方針として、都道府県又は市町村が作成する基本計画。 

 

２）農村整備のパターン 

魅力ある農村をつくり、活性化している事例をみてみると、 

などといったパターンにより成功している事例が多く見受けられます（図２－２）。 

  

・農業生産基盤の整備を通じて、生産性の高い農業を実現し、新規作物の導入に

よる複合化、農業経営の多角化を行い、雇用の創出と所得の向上を図っている《農

業競争力強化型》 

・農産物直売所・加工所等の整備を通じた地域資源の高付加価値化や、再生可能

エネルギーやバイオマスの活用等に取り組み、雇用の創出と所得の向上を図って

いる《地域資源活用型》 

・日常生活に必要なサービスや機能を集約し、周辺集落との交通・物流・情報を

つなぎ、地域住民の生活を支えるとともに、新たなコミュニティの形成や雇用の

創出を図っている《機能集約とネットワーク強化型》 

・農村地域への移住者受入れに積極的に取り組み、就農・就業・起業できる環境

や、定住環境を整備することにより、移住・定住を促進している《定住促進型》 

・農業を軸に、観光、教育、福祉等多様な分野と連携した取組等により、都市住

民等を呼び込んでいる《都市農村交流型》 

・住民自ら、住民出資の会社を設立して公共・経済活動を行うなど、地域運営組

織をつくって地域の課題解決に取り組んでいる《地域運営組織型》 
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図２－２ 農村整備のパターンと具体的な施策・施設整備のフロー（例） 

 

 

３）作成手順 

 構想・プランを作成する手順については、以下のフローが考えられますが、地域の状

況に応じて、手順を考える必要があります（図２－３）。 

 

 図２－３ 構想・プランを作成する手順 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① STEP１ 調査の実施 

ア．地域の現状把握 

 構想・プランの作成に先立ち、今後の課題抽出や目標設定の参考とするため、基礎的

な事項（人口等）、農業や生活環境、都市農村交流、地域資源の利活用等について、地

域の現状や特性を整理・把握します。 

 
 
 
調査の実施 
 
・地域の現状把握 
・地域診断 
・将来人口の推計 
 

 
 
 
構想・プランの作成 
 
・対象地域 
・作成体制 
・地域住民の参加と合意形成 
・構想・プランの作成 

STEP1 STEP ２ 
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イ．地域診断 

地域診断では、地域の現状や地域住民の意向を把握した調査結果等を総合的に分析し

て、地域が直面している課題を抽出し、課題の改善方向を明らかにするとともに、課題

を解決するために活用が期待される地域資源及びその活用方法について整理します。 

 地域の分析方法については、地域資源の現状など、地域を特徴づける様々な要因を「強

み」と「弱み」に分類整理するとともに、地域外も含めた情勢・環境変化を「機会」、

「脅威」として洗い出し、総合的に分析する「SWOT 分析」を行うことも有効です（図

２－４）。 

 

図２－４ SWOT 分析 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ウ．将来人口の推計 

ａ）将来人口推計の必要性 

 地方公共団体（都道府県、市町村）では、国の「まち・ひと・しごと創生長期ビジョ

ン」及び「総合戦略」を勘案し、当該地方公共団体における人口の現状と将来の展望を

提示する「地方人口ビジョン」とこれを踏まえた「地方版総合戦略」を平成 27（2015）

年度中に策定することが求められています。 

 「地方人口ビジョン」は、都道府県及び市町村単位で策定されますが、定住対策に取

り組み、地域の活性化を図るためには、農村整備の計画対象となる地域（農村の生活や

活動を支える単位となる複数の集落からなる「集落生活圏」）においても、人口の動向

分析、将来人口の推計を行うことが重要です。将来の人口、人口の維持に必要となる定

住者数、課題等を、地域で共有することが、構想・プラン作成のスタートとなります。 

 

ｂ）人口変動の要因 

人口は、「人口変動の三要素」と呼ばれる「出生」・「死亡」・「移動（転入・転出）」

のみによって変動します。人口変動の三要素は、一般に、男女、年齢、配偶関係、職

業、居住地域など、様々な属性（特性）の影響を受けることが多いといわれています

が、多くの属性について将来の変化を詳細に推計することは現実的でないため、一般

には、男女・年齢別の人口を基礎として将来推計が行われます。将来人口推計は、「コ

ーホート要因法」又は「コーホート変化率法」を用いることが一般的です。 

内
部
環
境

外
部
環
境

弱 み強 み

脅 威機 会

Strength Weakness

Opportunity Threat

① ②③ ④

①強み×機会→成長戦略
②弱み×機会→改善戦略
③強み×脅威→回避戦略
④弱み×脅威→改革戦略

※対象の外部環境や内部環境を強み（Strength）、

（Threat）の４つのカテゴリーに分類して関係性

を整理・分析し、地域振興のビジョンや戦略を導

弱み（Weakness）、機会（Opportunity）、脅威 

き出す手法。 
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■ コーホート（同時出生集団）要因法 

 コーホート要因法とは、基本的な属性である男女・年齢別のある年の人口を基準と

して、自然増減（出生と死亡）及び社会増減（転出入）という２つの人口変動要因

について、(1)出生に関しては「子ども女性比」及び「０～４歳性比」、(2)死亡に関

しては「生残率」、(3)移動に関しては「純移動率」の仮定値を設定し、それに基づい

て将来人口を推計する手法。 
 

用語の解説 

子ども女性比：15～49 歳女性人口に対する０～４歳人口の比 

０～４歳性比：０～４歳の人口について、女性の数に対する男性の数の比を女性の 

数を 100 とした指標で表したもの 

 

■ コーホート変化率法 

  コーホート変化率法とは、同じ年又は期間に生まれた各集団について、過去にお

ける実績人口の動勢から「変化率」を求め、それに基づき、将来人口を推計する手法。

 比較的近い将来の人口であり、近い過去に特殊な人口変動がなく、また推計対象と

なる近い将来にも、特殊な人口変動が予想されない場合には、比較的簡便なこの方法

を用いることができる。 

 

ｃ）人口動向分析 

農村整備の対象地域において、過去から現在に至る人口の推移を把握し、その背景を

分析することにより、講ずべき施策の検討材料を得ることができます。 

 

ｄ）将来人口の推計・分析 

将来人口を、現在と５年前の性別・年齢階級別（男女５歳刻み）人口のデータを用い

て、以下の方法により推計することができます。将来人口の推計をもとに、人口が安定

化する移住人口を逆算により推計し、「集落生活圏」ごとに、定住数値目標を設定して、

取り組むべき施策を具体化していく必要があります。 

 

■人口推計（コーホート要因法）の具体的方法 

○ まず、(1)基準人口、(2)将来の子ども女性比、(3)将来の０～４歳性比、(4)将来

の生残率、(5)将来の純移動率の仮定値を設定します。 

※ 仮定値は、５年前から現在までのデータの変化に地域の実情等を考慮して設定

します。 

○ 次に、基準人口に、５年間の生残率の仮定値と純移動率の仮定値の和を乗じるこ

とにより、基準時点から５年後の５歳以上人口を算出します。 

○ そして、推計された 15～49 歳女性人口に５年後の子ども女性比の仮定値及び

０～４歳性比の仮定値を乗じることによって男女別０～４歳人口を算出します。 
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○ 以後、推計目標年次まで同じ計算を繰り返します。 

 
参考：内閣官房まち・ひと・しごと創生本部事務局「「地方人口ビジョン」及び「地方版総合戦略」の策定に向けた

人口動向分析・将来人口推計について」（平成 26 年 10 月） 

 

② STEP２ 構想・プランの作成 

ア．構想・プランの対象地域 

構想・プランの対象とする地域は、今後、農村の生活や活動を支える単位となる複数

の集落からなる地域で、地域のコミュニティ活動がまとまりやすいエリアが考えられま

す。具体的には、旧・現小学校区や旧市町村などの「集落生活圏」などが想定されます。 

 

イ．構想・プランの作成体制 

 地域の課題を適切に捉えた構想・プランを作成するためには、対象とする地域や行政

分野に応じた作成体制を構築する必要があります。農村整備は、複数の行政分野にまた

がることから、基本的には、市町村の関係部署の職員に加え、地域住民など多様な主体

の参画を得て、取り組むこととなります。 

 

■体制づくりのポイント 

 多様な主体の参画を得た検討体制をつくるには、まずは、地域にどんな組織や人材、

機能があるか、地域社会の構成を把握することが大切です。 

例えば、地域を取り巻く組織や団体、人材を図に落とし、それぞれの活動と関わり

などを示した「地元関係図」を作成するといった手法があります。 

次に、様々な地域社会の構成主体に声をかけて、構想・プランの検討体制を作って

いく際は、日頃から地域運営に中心的な役割を果たしているメンバー（自治会役員等）

だけでなく、できる限り、地域コミュニティを構成する様々な組織・団体、幅広い世

代からメンバーを集めることが望ましいです。 

 

ウ．地域住民の参加と合意形成 

【具体的なイメージ】

2010年 2015年 2020年

0 － 4 Ⅹ1 Υ1

5 － 9 Ⅹ2 Ⅹ1＋5

10 － 14 Ⅹ3 Ⅹ2＋5 Ⅹ1＋10

15 － 19 Ⅹ4 Ⅹ3＋5 Ⅹ2＋10

20 － 24 Ⅹ5 Ⅹ4＋5 Ⅹ3＋10

・・・ ・・・ Ⅹ5＋5 Ⅹ4＋10

（注） 具体的な推計式等は以下の通りである。

（ 1 ） 男女５歳階級別に推計する。

（ 2 ） 例えば、平成22（2010）年に「0－4歳」は、平成27（2015）年に「5－9歳」の層に移行するが、

５年間における人口変動は、「死亡」と「転入・転出」である。

Ⅹ1＋5＝Ⅹ1×{（1－死亡率）＋（転入率－転出率）}＝Ⅹ1×（「生存率」＋「純移動率」）

（ 3 ） 平成27年（2015）年の「0－4歳」はΥ1は、「子ども女性比」「0～4歳性比」によって算出する。
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地域で課題を共有した上で、どうしたら、移住・定住が進み、地域が活性化するのか、

地域で徹底した話し合いを行います。構想・プランの作成段階から地域住民に参加して

もらうことは、農村振興に向けた課題や、課題を解決する上で活用が期待される地域資

源等を適切に把握するとともに、地域の住民が真に必要としている、住民満足度の高い、

住民主体による農村整備につながり、必要不可欠な工程です。また、地域住民が整備さ

れた施設に愛着を持ち、管理運営に積極的に関与するといった効果も期待されます。 

 地域住民の意向把握と合意形成については、一般的に、アンケートやワークショップ

などの手法により行われますが、地域の実情に応じて、創意工夫することが大切です。 

 

⇒ プラン作成への住民参加と合意形成の事例 

事例１：北海道沼田町、事例２：鳥取県日南町 

 

ａ）地域住民の幅広いニーズ・意見を把握する 

地域住民の幅広いニーズや意見を把握し、地域の課題や期待される取組等を抽出す

るには、アンケート調査が有効です。次世代を担う子どもからお年寄りまで、幅広い

世代の意見を聞くことが大切です。 

アンケートの内容は、生活環境等の項目について、現状における「満足度」と、将

来の町の望ましい姿をイメージした「重要度」を聞き取ることで、住民のニーズを踏

まえた農村振興の取組の優先度を整理することができます（図２－５）。 

 

図２－５ 取組の重要度と満足度の分類 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 また、必要に応じて、個別の生活環境等の項目について、さらに具体的なニーズを聞

き取ります。農村振興に向けた課題や、課題を解決する上で活用が期待される地域資源

や住民が思っている農村振興の方向性（農村の将来像）についても把握します。 

 アンケートの結果は、広報誌やホームページを利用し、住民にフィードバックするこ

とが大切です。地域住民全体のニーズを共有し、農村振興について考えてもらうきっか

けとワークショップの材料にもなります。 

アンケートの整理・活用方法 

・生活環境等の項目ごとに、現在

の満足度と将来の重要性の合

計点を集計（全体、年代別） 

・その項目の合計点数の位置を左

図にプロット。 

・どの項目に対するニーズが高い

か一目でわかる。 

・農村振興の取組の優先度を決め

る参考資料として活用できる。

取組優先度 ⇒ 特に高い

（満足度が低く、重要度が高い）

取組優先度 ⇒ 高い

（満足度が高く、重要度も高い）

取組優先度 ⇒ 低い

（満足度が低く、重要度も低い）

取組優先度 ⇒ 特に低い

（満足度が高く、重要度が低い）

高

将
来
の
重
要
度

低

低 現在の満足度 高
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ｂ）ワークショップの開催 

ワークショップは、参加者（住民）同士が、地域の課題を顕在化し、課題に対する対

応策の検討やプラン対象地域の振興に向けて話し合い、認識を共有し、住民と行政のま

ちづくりの共通目標を確認するために行います。 

 

エ．構想・プランの作成 

ａ）素案（たたき台）づくり 

市町村の上位計画（「総合計画」、「地方版総合戦略」）との整合を図る形で、

住民ニーズを踏まえた農村振興の目標、視点を定めます。農村振興の目標・視点に

沿って、「整備構想」の素案（たたき台）を作成します。 

 

ｂ）具体的施策の検討 

地域の将来像、目標等を踏まえ、その目標実現に効果的かつ効率的と考えられる具体

的施策を様々な選択肢の中から検討します。 

具体的施策には、本手引きも参考に、施設等の整備（ハード対策）やソフト対策など、

様々な施策の可能性の中から柔軟に検討し、適切な施策を選択または組み合わせます。 

 

ｃ）目標等の対象期間 

地域の将来像、テーマ、目標の対象期間については、「農村振興基本計画」では、将

来像は 20～30 年程度先、具体的な達成目標やその実現のために必要な施策は概ね 10

年先としていますが、「地方版総合戦略」（５年）、市町村の「総合計画」等（一般に５

年又は 10 年）との関係、整合性にも留意しつつ、地域の実情に応じて設定します。 

 

 

  

（例）むらづくりの目標 「誇りの持てる、住み良い、和やかな郷づくり」 

むらづくりの視点 １．定住対策の推進 

２．農業振興・６次産業化の推進  

３．集落機能の集約とネットワークの強化 

４．地域運営組織の設立 

５．都市農村交流の推進 など 
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３．人を呼び込む － 移住・定住対策                      

 

（１）移住・定住対策の必要性                          

 現在の人口推移のままでは、人口減少が、さらなる人口減少を招く「負のスパイラル」

に陥ることになります。例えば、日常生活に必要な機能を拠点集落に集約して、住民の

利便性を高めても、人口減少がさらに進めば、再度、集約が必要になると想定されます。 

このため、農村の魅力ある暮らしを具体的に示して、この魅力を高め、人を呼び込む

創意工夫をするとともに、後述の産業と暮らしの基盤を作る農村振興と、移住・定住対

策により、人口減少を下げ止まらせることが重要になります。  

現在のすう勢では、山間農業地域において、平成 22（2010）年に 1,000 人の集

落は、2050 年には 325 人にまで減少すると推定されます。仮に、平成 26（2015）

年から、毎年、人口の１％に相当する 10 人（20 代前半の男女２名、30 代前半夫婦

と４歳以下の子供１名の２組、60 代前半夫婦２名）が定住するとすれば、2050 年に

は、734 人となり、人口減少の抑制が一定程度可能となります（図３－１）。小・中

学生の生徒数も、現在の人口を維持することが可能になります（図３－２，図３－３）。 

加えて、移住・定住の取組を早く始めるほど、人口の減少幅は小さくなり、高齢化率

を維持できます。移住・定住の毎年の目標を、今後 10 年間に達成できるかどうかが、

今後の農村地域の発展や持続可能性に大きな影響を与えると想定されます（図３－４）。 

このため、移住・定住対策及び農村振興対策にスピード感を持って、継続的に取り組

み、定住者を着実に増やし、急激な人口減少の影響を緩和することが重要です。 

 

図３－１ 山間農業地域における将来人口シミュレーション（人口 1,000 人当たり） 
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図３－２ 山間農業地域における小学生の将来人口シミュレーション 

（人口 1,000 人当たり） 

 

 

図３－３ 山間農業地域における中学生の将来人口シミュレーション 

（人口 1,000 人当たり）

 

 

図３－４ 山間農業地域における移住取組の開始時期の違いによる 

将来人口シミュレーション（人口 1,000 人当たり） 
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注：人口推計方法（図３－１～図３－５共通） 

2005 年及び 2010 年国勢調査から推計された山間農業地域の人口を、1,000 人当たりについて、コーホート変化率

法を用いて、①すう勢の場合、②,移住者を毎年 10 人（20 代前半の男女２名、30 代前半夫婦と４歳以下の子供１名

の２組、60 代前半夫婦２名）見込む場合、③移住者を毎年５人（30 代前半夫婦と４歳以下の子供１名、60 代前半夫

婦２名）見込む場合について、人口（男女別・年齢別）及び高齢化率を推計。０～４歳の人口推計には、2010 年の

こども女性比を用いた。小・中学生の人口は、年齢別の人口から案分した。 

  

 

（２）移住・定住対策の目標・ターゲット                          

人口の維持・増加を図るためは、旧・現小学校区や旧市町村などの「集落生活圏」ご

とに、将来人口のシミュレーションを行い、人口の維持・増加の具体的な目標を設定し

て、行政と地域住民がタッグを組んで、移住・定住対策に取り組むことが重要です。 

 移住・定住対策のターゲットとしては、20 歳前後の年代が、大学進学や就職に伴い、

域外に流出していることを前提とすると、その後の子育て世代に、どれだけＵＩJ ター

ンしてもらえるかが、人口を維持する上で、重要になります（図３－５）。この成否に、

地域の存続がかかっているとも言えます。これらの世代が、農村に魅力や価値を見出す

ことができ、農村で暮らしていくことの楽しさを具体的に示すなど、住みたいと思って

もらえるような農村づくりをすることが大切で、その前提として、地域に働く場があっ

て、生活や子育てしやすい環境が整っている必要があります。 

若い世代の移住・定住に成功している島根県邑南町では、定住プロジェクトとして、

「日本一の子育て村」を目指した子育て対策の充実、「徹底した移住者ケア」、地元で

しか味わえない特産品や体験を「Ａ級グルメ」として地域ブランド化する取組を行って

います。新設した町営のイタリアンレストランを拠点に、料理長、ソムリエやパティシ

エ等の人材を UＩJ ターンにより誘致するとともに、食材づくりから料理までを一貫し

■毎年１％の人口の取戻しで地域人口が安定化！ 

 島根県中山間地域研究センターでは、島根県中山間地域の全 227 エリアにおいて

地区単位の現状推移による人口予測と安定化シナリオの算出を行っています。 

 具体的には、コーホート変化率法により、調査地区の現在と５年前の男女５歳刻み

人口を入力することで自動的に今後の人口推移を計算するプログラムを開発し、現行

の人口動態で推移した場合の人口を予測するとともに、どのような条件で人口が安定

化するのかシミュレーションを行っています。 

その結果、毎年、各年代（20 代前半男女２名、30 代前半子連れ夫婦３名、60 代

前半夫婦２名）でバランスよく、地域人口の１％に相当する人口が定住していけば、

島根県の中山間地域全域において、長期的な地域人口の安定、高齢化率の低下、子供

数の維持を実現できることが明らかになりました。 

身近な一次生活圏単位において、地域住民が自ら確かめることができる数字で目標

を設定することが、現場の主体性に基づく定住促進の実現につながります。 

（参考）藤山浩「田園回帰を始動させる地方人口ビジョンと地方版総合戦略」2015 年、農村計画学会誌３４巻１号
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て行える人材を「耕すシェフ」として育成し、町内で起業・就職を目指す取組を進めて

います。 

 

図３－５ 山間農業地域における移住者年齢の違いによる 

将来人口シミュレーション（人口 1,000 人当たり） 

 

 

⇒ 移住・定住対策の取組事例 

事例３：島根県邑南町 

 

（３）移住・定住対策の取組                           

 農村地域では、人口減少や高齢化が進む中、農業をはじめとする地域産業の衰退を防

ぎ、地域を維持・存続していくため、移住・定住対策が全国で取り組まれています。 

既に、多くの転入者を獲得している地方自治体では、 

①移住希望者への情報提供や移住フェアへの参加により、関心を持ってもらうととも

に、移住・定住の相談に応じつつ、 

②現地に実際に来てもらって、地域を案内し、 

③田舎暮らし体験やお試し滞在等により地域生活への理解を深めて、慣れてもらい、 

④移住に向けて、空き家バンク制度による空き家のあっせんや、住宅改修、取得や入居

への支援、仕事のあっせんや就職・就農支援を行い、 

⑤定住に向けて、子育て支援を行うなど、 

それぞれの段階に応じて、手厚い支援を行っています。 

さらに、農村地域の魅力や価値、特色を 大限活用し、他の地域と差別化することで、

移住希望者が移住先を決定する要因とすることができます。成功している地域では、移

住後の生活環境やライフスタイルを全面に出して、ＰＲしていると言われています。 
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定住支援の流れ 

 
 

 

■土地利用規制の緩和により、移住・定住者を増加させる取組（新潟県上越市） 

 都市計画法による都市計画制度では、都市計画区域においては、市街化を計画的に

進める「市街化区域」と、市街化を抑制し、優良な農地や田園・自然環境を守ってい

く「市街化調整区域」を定めることができます。 

このため、「市街化調整区域」では、建築できる建築物の用途、規模等が制限され

ており、UＩJ ターン者が新たに住宅を建てにくく、移住・定住を阻害する要因にな

っているとの課題があります。 

上越市では、良好な営農・自然環境は保持しつつ、人口減少、少子高齢化などの社

会情勢の変化に対応するため、集落の機能等を維持する１つの方策として、平成 26

（2014）年度から市街化調整区域における新たな土地利用ルールを導入しています。 

具体的には、新たに農振農用地を除外せず、農地転用許可が見込まれるところで、

かつ、新たな公共施設（道路等）を整備しないことを前提に、①集落内の空き地・農

地への住宅建設、②既存建築物の用途変更による有効活用ができるようにしました。 

平成 26 年度には、23 世帯が住宅建築の許可を受け、既存集落への移住・定住が

進んでいます。 

 

資料：上越市「時代の変化
に対応した開発許可制度
のあらまし（2014 年４
月）」 
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４．産業の基盤を作る － 農業生産基盤の整備と地域内経済循環の向上            

（１）人口減少にも対応した農業生産基盤の整備                   

１）収益性の高い農業経営の前提となる農業生産基盤の整備 

 人口減少社会では、農業就業人口も、高齢農業者のリタイアに伴い、大きく減少す

ると予測されています。また、リタイアした高齢農業者の農地が、担い手に円滑に継

承されなければ、耕作放棄地となることが懸念されます。 

このような中、農業の持続的発展を図っていくためには、担い手に農地の集約を進

め、農地と農業機械を効率的に利用して、生産性の向上を図るとともに、複合化や多

角化に取り組み、収益性の高い農業経営を実現し、雇用を確保していくことが重要で

す。 

このためには、農業生産を効率的に進め、生産性や収益確保の前提となるほ場整備

等の農業生産基盤が整備される必要があります。畑作については、経営規模の拡大に

対応して、限られた労働力で収益と品質を確保するため、播種や刈り取りなどの時期

を自由に選択できる、自由度の高い営農が可能となる暗渠排水等の排水条件等の確保

が必要になります。 

また、収益の向上を図り、集落の雇用を生み出すためには、野菜・果樹など労働集

約型の作物の導入による経営の複合化や、農産物加工（もち、味噌、菓子、漬け物、

パン、豆腐等）、農産物直売所、農家レストラン、体験型農園など、 終消費者に向

けた多角化を図り、経営の厚みを増すことが必要です。さらに、都市農村交流による

農業体験学習や農家民泊に取り組むことにより、相乗効果を得ることができます。（図

４－１）。 

図４－１ 所得と雇用を確保するための取組方向 
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これらの取組に当たっては、集落内の農家が、農業の一線を退いた後も、引き続

き、農業に関わり、農業に関連した収入を得ることができるように配慮するとともに、

新規就農者を受け入れる条件を整備することで、集落人口の維持や農村地域の活性化

を図ることができます。 

 また、経営規模が拡大した担い手に、水路の泥上げや農道の路面管理などの保全管

理作業の集中が考えられることから、「多面的機能支払制度」や「中山間地域等直接

支払制度」を活用し、地域資源の保全管理を地域共同で行うことにより、担い手の負

担を軽減させることができます。 

 

⇒ 所得・雇用の確保と地域内経済循環の向上の取組事例 

事例５：農事組合法人「ファーム・おだ」（広島県東広島市） 

 

２）担い手への農地集積による耕作放棄地の発生抑制 

 担い手農家は、区画が狭小又は不整形な農地や汎用化されていない農地は、使い勝

手がよくないために、経営上、受託することを敬遠されがちです（図４－２）。その

一方で、今後、高齢農業者のリタイアの増加に伴い、委託を希望する農地が大きく増

加すると想定されます。これらの農地を耕作放棄地としないためには、高齢農業者が

リタイアした場合に、新規就農者を含む担い手や委託や資産継承が円滑にできるよ

う、農地を整備するとともに、農地受託の受け皿となる集落営農や認定農業者などの

担い手を育てていく必要があります。 

 

図４－２ 担い手農家が耕作の依頼を断った理由 

 
資料： 農林水産省調べ 

注： 担い手農家を無作為に抽出し（36 府県、計 450 経営体）、そのうち農地所有者からの耕作の依頼を断
ったことがあると回答した 206 経営体から聴取した結果（2010 年 11 月、重複回答） 

 

３）省力化への取組 

 農業就業者が減少し、高齢化が進行する中、農業生産性の向上や経営規模の拡大を

図るには、農作業の省力化が、今後一層、重要になると考えられます。労働強度に対

する認識は、高齢者ほど、また、女性ほど強くなることが知られています。 

このため、中山間地域等のほ場条件の悪い農地でも、区画の長辺を等高線に沿って

ゆるやかに湾曲させ、短辺の幅を一定とする等高線区画を採用することにより、農作
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業を効率化することができます。この工法では、法面積の縮小に伴って草刈り面積を

縮小させることができ、また、ほ場間の段差を小さくできることから、農作業の安全

性も高めることができます。同様の考え方で、ほ場整備の長短辺比を、地形の傾斜に

併せて、調整することにより、法面積とそれに伴う草刈り面積を小さくでき、省力化

できます。また、法面に草刈りを容易にする幅の小段を設けることにより、草刈りを

容易にできます。 

また、経営面積が拡大した場合でも、水管理が容易となるよう、パイプライン化や

自動給水栓の設置、地下水位を自在に調整できる地下かんがいシステムの導入などに

より省力化を進めていくことが可能です。 

 

等高線区画の採用により、営農や管理作業を省力化した例 

【新潟県上越市宇津俣地区】（県営農地環境整備事業） 

 

 

 

４）基盤整備の難しい農地への対応 

地形条件等により基盤整備が困難で、農地の区画が狭小若しくは不整形、又は農

道が整備されていないなど、担い手の受託が難しい農地もあります。これらの農地に

ついては、地域の特産品を活用した独自の加工品等による高付加価値化、有機農業や

薬用作物による産地づくり、棚田オーナー制度などの都市農村交流による活用、景観

に配慮した粗放的な農地利用や、鳥獣被害を防ぐための緩衝地帯としての畑地利用、

生物多様性の維持を目的とした農地などとして、利用していくことも考えられます。

また、そのような農地の利用を図っていくため、「中山間地域等直接支払制度」や「多

面的機能支払制度」を活用して地域の共同活動を維持していくこともできます。 

  

○ 本地区は、山間丘陵地域に広がる一筆２～５ａの

小区画・不整形な湿田で、農道の幅員は狭く、農業機

械を大型化できず、生産性向上の妨げとなっていた。 

○ このため、区画の長辺を、等高線に沿ってゆるやか

に湾曲させ、短辺の幅を一定とする等高線区画を採

用したほ場整備（一筆 15～20a を標準）を実施。 

○ 田植えの作業時間が２割削減できるなど、労働時

間を縮減し、生産コストを低減。加えて、切盛の土工

量を約３割減少、法面や進入路を最小限にでき、経済

的な整備が可能となった。また、段差の解消により、

農作業の安全性も高まった。 


