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１ 農村の空間的特質  

○農村の明確な定義はないが、都市と比較して捉えられることが多い。 

一般的に農村地域は、農林業的な土地利用が大きな割合を占め、人口密度が低く、農林

業を通じた豊かな二次的自然環境及び土地、水といった公共財的資源を有している地域

である。 

 

○１農業集落当たりの地目別面積（平成２年） 

 

  資料：農林水産省「農林業センサス」 

   注：（ ）は、集落内の土地利用における地目別構成比（単位：％） 

○DID 地区及び非 DID 地区の人口密度（平成７年） 

  
人口 

（万人） 

面積

（万ｈａ）

人口密度 

（人／ｈａ） 

全国 12,577 3,778 3.4 

ＤＩＤ地区 8,125 123 66.3 

非ＤＩＤ地区 4,432 3,656 1.2 

  資料：総務庁「国勢調査」 

 ○農政審議会答申「80 年代の農政の基本方向」（昭和 55 年 10 月 31 日）より抜粋 

┌───────────────────────────────┐ 

│ 農村の特質は、①農業生産の基本的な条件を安定的に維持するた │ 

│め、優良農地や良質の農業用水など地域の農業的な資源を優先的に保│ 

│全することが要請されていること、②農業生産と農村住民の生活が同│ 

│一の空間を複合的に利用して行われており、生産基盤と生活環境基盤│ 

│が相互に関連しあって機能していること、③居住の密度が都市に比べ│ 

│て低く、また、集落を単位として分散していること、④適正な農林業│ 

│活動により国土の保全と自然環境の維持培養がなされていることであ│ 

│る。                             │ 

└───────────────────────────────┘ 

   



○農村地域は、都市近郊から山間地まで、自然的経済的社会的立地条件の差により

様々な形態があり、抱えている問題も一様ではない。 

 

○農業地域類型別の地目構成（平成７年） 

 

  資料：農林水産省「農業センサス（農村地域環境総合調査）」 

 

○農林統計に用いる農業地域類型の基準指標 

都市的地域 
人口密度が500人/km２以上、ＤＩＤ面積が可住地の５％以上を占め 

る等都市的な集積が進んでいる市町村 

平地農業地域 
耕地率が 20％以上、林野率が 50％未満又は 50％以上であるが平

坦な耕地が中心の市町村 

中間農業地域 
平地農業地域と山間農業地域との中間的な地域であり、林野率は

主に 50％～80％で、耕地は傾斜地が多い市町村 

山間農業地域 林野率が 80％以上、耕地率が 10％未満の市町村 

 注：決定順位：都市的地域→山間農業地域→平地農業地域→中間農業地域 

 

 

 

 

 

 

 

 



（参考） 

○諸外国においては、人口（密度）を指標として用いて「農村地域」を捉える例が多い。 

○諸外国における「農村地域」の捉え方 

┌──────────────────────────────┐ 

│                              │ 

│（旧西ドイツ）                       │ 

│ 連邦空間整備法では、人口稠密な都市地域を「稠密空間」として│ 

│指定することになっており、おおむねそれ以外の地域が「農村的領│ 

│域」として扱われている。                  │ 

│（人口密度１ｋｍ２当たり２００人未満を農村としている。）  │ 

│                              │ 

│（フランス）                        │ 

│ １９６２年センサスから用いている方法として、役場所在地の街│ 

│区人口２，０００人以上のコミューヌのほか、建築の連続性を示し│ 

│ている複数のコミューヌであってこれらを通じて２，０００人以上│ 

│の街区を形成しているものを「都市単位コミューヌ」とし、それ以│ 

│外を農村的コミューヌとしている。              │ 

│                              │ 

│（アメリカ）                        │ 

│ １９７２年農村開発法に基づく年次報告においては、統計的観点│ 

│から、人口５０，０００人以上の市をその域内に１つ以上有するカ│ 

│ウンティ又は連坦した複数のカウンティを「都市的カウンティ」 │ 

│とし、それ以外を「非都市的カウンティ」としている。     │ 

│                              │ 

└──────────────────────────────┘ 

 資料：農村開発企画委員会調べ 

 



２ 農村の直面する諸問題  

(1)農村地域の人口動向 

○農村地域の人口は一貫して減少し続けている。 

○ＤＩＤ地区及び非ＤＩＤ地区の人口の推移と将来予測 

 
 資料：総務庁「国勢調査」、国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口」（平成９年１月） 

  注：非ＤＩＤ地区人口は、全国から非ＤＩＤ地区人口を差し引いたもの。 

○我が国社会全体が高齢化していく中で、農村地域においては、我が国全体よりも高齢

化が約１０年先行している。特に農家については、我が国全体よりも約２０年先行している。 

○高齢者人口比率の推移と将来予測 

 
 資料：総務庁「国勢調査」、農林水産省「農業センサス」 

    国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口」（平成９年１月） 

  注：１）非ＤＩＤ地区人口及び農家人口の平成１７年の数値は農林水産省による試算である。 

    ２）高齢者人口比率とは、全人口のうち６５歳以上人口の占める割合である。 

○中山間地域における農家の高齢化は、他の地域に比べて進んでいる。 

   

○農家の農業地域類型別高齢者人口比率の推移 

             （単位：％） 

  平成２年 平成７年 
増加

ポイント

全国 ２０．０ ２４．７ ４．７

都市的地域 １９．８ ２４．２ ４．４

平地農業地域 １８．７ ２３．２ ４．５

中山間農業地域 ２１．２ ２６．４ ５．２

 資料：農林水産省「農業センサス」 

   



(2)農村居住における問題 

   

○若い担い手を対象とした調査では、農村居住の問題点として、平地農業地域では、「わ

ずらわしいしきたりが多い」、「生活環境施設の整備が不十分」、中山間農業地域では、

「職業選択の幅が限られる」、「わずらわしいしきたりが多い」を挙げる人が多い。 

   

○若い担い手からみた農村居住の主な問題点（複数回答） 

 
 資料：農林水産省「農業・農村の若い担い手の動向等に関する調査結果」（平成８年６月） 

  注：調査対象は、農業を営む親と同居している農家子弟（原則１６歳以上４０歳未満） 

   

○国民の価値観の変化やライフスタイルの多様化を背景に、近年農村に居住したいとす

る人が増えているが、一方、移り住みたいと思わない理由として、「十分な収入を得る仕事

がない」、「病院や下水道の生活施設が整っていない」等を挙げる人が多い。 

○大都市住民が農村に住むのが無理・住みたくない理由 

 
 資料：国土庁「大都市住民の農村像に関する調査」（平成７年２月） 

   

(3)耕作放棄による問題 

   

○農村地域では耕作放棄地が増加している。耕作放棄地においては、土地、水資源の管

理が十分でないことから、中山間地域を中心として、鳥獣害、病虫害、ほ場の荒廃、土砂

崩れ等の被害が生じている。 

   



○過去５年間（平成２～７年）に耕作放棄に伴う被害が発生した旧市区町村数 

 

 資料：農林水産省「農業センサス」 

   

(4)混住化に伴う問題 

○都市近郊農村を中心に都市住民の農村居住による混住化が進んでいるが、これに伴

って「農業生産がやりにくくなった」、「ゴミ投棄等による環境の悪化」、「集落運営がやりに

くくなった」、「土地利用の混乱」等の弊害を指摘する市区町村が多い。 

○混住化の進展状況 

 
 資料：農林水産省「農林業センサス」 

○混住化に伴う弊害があったと判断する市区町村数割合 

 

 資料：国土庁「農村地域整備状況調査報告書」（平成７年度） 

  注：農業振興地域の指定を受けた市町村（3,060）の担当者へのアンケート調査による 

   



(5)農家経済の現状 

○農業依存度の高い主業農家１戸当たりの総所得は、中山間地域を除き勤労者世帯を

上回っているが、これは、就業者数が多いためであり、就業者１人当たりの所得では、い

ずれの地域でも勤労者世帯を約３割前後下回っている。 

○主業農家の１戸当たり農家総所得（平成７年） 

 

 資料：農林水産省「農業経営統計調査（農業経営動向統計）」、総務庁「家計調査年報」をもとに農林水産省作成 

  注：主業農家とは、自営農業所得が主（農家所得の 50％以上が農業所得）で、世帯員の中に、65 歳未満でかつ年間

自家農業従事日数が 60 日以上の者がいる農家。 

○主業農家の就業者１人当たり農家総所得（平成７年） 

 

 資料：農林水産省「農業経営統計調査（農業経営動向統計）」、総務庁「家計調査年報」をもとに農林水産省作成 

  注：１.〔 〕内は、１世帯当たりの就業者数である 

    ２.（ ）内は、勤労者世帯の就業者１人当たりの所得を 100 とした場合の指数 

 



（参考） 

○専業、兼業を含めた販売農家の１戸当たり総所得は、いずれの地域でも勤労者世帯を

大きく上回っているが、これは、就業者数が多いためであり、就業者１人当たりでは、いず

れの地域でも勤労者世帯を下回っている。 

   

○販売農家の１戸当たり農家総所得（平成７年） 

 
 資料：農林水産省「農業経営統計調査（農業経営動向統計）」、総務庁「家計調査年報」をもとに農林水産省作成 

  注：販売農家とは、経営耕地面積が 30ａ以上又は農産物販売金額が 50 万円以上の世帯 

   

○販売農家の就業者１人当たり農家総所得（平成７年） 

 

 資料：農林水産省「農業経営統計調査（農業経営動向統計）」、総務庁「家計調査年報」をもとに農林水産省作成 

  注：１.〔 〕内は、１世帯当たりの就業者数である 

    ２.（ ）内は、勤労者世帯の就業者１人当たりの所得を 100 とした場合の指数 



３ 農村の有する多面的・公益的機能  

○農村は厳しい状況に直面しているが、農村は食料生産の場であると同時に、土地・水と

いった公共財が広範に存在する場であり、国民にとって重要な多面的・公益的機能を引き

続き十全に発揮することが求められる。 

   

(1)生活・就業の場の提供の役割 

○農村地域は、非農家も含めた国民全体の約４割の人々の生活・就業の場であるが、サ

ービス産業のウエイトは低い。特に地方中枢・中核都市から１時間圏外の市町村におい

ては、その傾向が強い。 

   

○最近では、恵まれた自然環境、農村景観、農業体験の場の提供等の農村地域の有す

る地域資源を活かした新たな産業等の動きが見られる。 

○市町村の属性別に見た産業特化係数 

  （地方圏全体の各産業構成比（就業者数ベース）＝１） 

 

 資料：総務庁「事業所統計調査報告」（平成３年度）、「国勢調査」（平成２年）をもと 

    に国土庁作成 

  注：地方中枢都市とは、札幌、仙台、広島、福岡の４市。地方中核都市とは、県庁 

    所在地及び人口 30 万人以上の都市 

 

 

 

 

 

 



○農村地域における新たな産業等の動き（事例） 

地 域 名 地域における新たな産業等 

北海道八雲町 

【美しい自然と農場を利用した観光客の誘致】       

 大手外食産業である株式会社Ｋの実験農場を誘致し、そこ 

に観光客を呼び込んでいる。同社は、農場において鶏、牛、

豚の飼育、ハーブの実験栽培を行い、自らの店舗で使うにふ 

さわしい品質の食品を開発している。また、実験農場内にレ

ストラン、研修施設等を備え、生産物を賞味させるなど観光 

客を誘致している。 

長野県飯山市 

【農家民宿を核とした多様な自然体験・農林業体験を企画】 

 当地で長年培ってきた農家民宿の経験を生かし、一般を対 

象とした「ふるさと体験」、学童を対象とした「自然体験教 

室」、夏休みを利用した「わんぱく村」、生協と提携した「 

グリーンライフツアー」、労働組合と提携した「ホリデーオ 

ンファーム」などを通じて春の田植え、夏のブルーベリー狩 

り、秋のリンゴ狩り、郷土食、わら細工等豊かな自然と農林 

業が体験できる多彩なメニューを提供している。 

  資料：国土庁調べ  

(2)農業集落の役割 

○農村の地域社会の単位である農業集落は、地域の農業活動、土地・環境の管理保全、

地域文化の維持・保全等を集落住民の話し合いや、共同作業で行うといったコミュニティ

ー機能を有している。 

 

○農業集落の機能 

① 集落の農業ないし産業の維持、保全、管理 

   水利組合、財産区等を媒介した水、土地等の管理・保全  

② 土地・環境の管理保全  

   道普請、溝浚えなどを通じた農地、土地、道路等の保全・管理  

③ 地域文化の維持・保全  

   神社、祭の維持・実行、集落の独自な文化の保持  

④ 地域の連帯性の維持  

   人間関係の調整と保持、青年団・老人会など集落内の各種団体への援助 

   行政体の末端組織としての機能  

⑤ 住民の生活・福祉の防衛・保全  

   災害に対する共同防衛、生活の困難な者に対する援助等  

   

 



○農業集落の概念（農林業センサス） 

 農業集落とは、市区町村の区域の一部において農業上形成されている地域社会のことであり、もと

もと自然発生的な地域社会であって、家と家とが地縁的、血縁的に結びつき、各種の集団や社会関

係を形成してきた社会生活の基礎的な地域単位である。  

○寄り合いを開いている農業集落数割合（平成２年） 

 

 資料：農林水産省「農業センサス」 

   

○農道・農業用用排水路を集落として管理している農業集落数の割合（平成２年） 

              （単位：％） 

    農 道 農業用用排水路

全国 ６５ ７６ 

都市的地域 ５８ ７９ 

平地農業地域 ６６ ７９ 

中山間農業地域 ６８ ７２ 

 資料：農林水産省「農業センサス」 

  注：農業用用排水路については、沖縄では調査を行っていないため 

    沖縄を除く農業集落数で計算した  

(3)国土保全機能 

○ 農村においては、農業生産活動を通じた土地・水の管理によって、土壌侵食や土砂

崩壊を防止している。 

○ 棚田水田の土壌侵食防止機能に関する試算（高知県物部村） 

元の地目 転換後の地目 
年平均土壌流出量

（トン／10ａ） 

棚田水田 

(傾斜 20～25 度) 

棚田水田    

ユズ転換園 

コナラ転換園 

耕作放棄園 

－ 

１．６ 

１．９ 

３．５ 

 資料：農林水産省「農林水産業の持つ国土資源と環境保全機能及びその維持増進に関する総合研究」（平成２年） 

   



○ 水田の耕作放棄と土砂災害発生確率との関係（新潟県牧村） 

                      （単位：％） 

 耕作放棄以前  耕作放棄率 50％未満  耕作放棄率 50％以上

０．５６ １．６２ ２．０３ 

 資料：農林水産省「土砂災害抑制機能調査」（平成６年） 

 注：土砂災害の発生確率とは、地滑りが発生しやすい一定面積の地域 

   (５～10ha)で 100 年間に土砂災害が発生する回数である。 

   

○ 水田は、雨水の急激な流出を抑制することにより、高い洪水防止機能を有している。 

   

○ 水田の市街化による洪水防止機能の喪失 

 

 資料：農林水産省「農林水産業のもつ国土資源と環境の保全機能及びその維持増進に関する総合研究報告」（1988 年

3 月） 

  注：１）単位流域は 0.5km2 の水田域を想定している 

    ２）20年に１回程度の大雨が上図のようなパターンで降った場合の、水田域及び市街化が75パーセント進展した場

合における雨水の流出の変化の状況を試算したものである  

(4)保健休養機能 

○農村地域は、緑豊かな自然景観を維持し、国民に対してレクリエーションや休養のため

の空間を提供している。 

○農村景観・保健休養機能の評価結果（トラベルコスト法） 

                    （単位：億円） 

  水   田     畑    合   計 

17,116  14,581  31,697  

 資料：三菱総合研究所（平成６年） 



（参考）トラベルコスト法 

 農村への訪問回数と訪問の際に支払った旅費を用いて、その地域の

持つ自然景観の提供や保健休養等の公益的機能を評価する方法。 

(5)自然教育・伝統文化継承の場としての役割 

○農業・農村は、都市住民に対する農作業体験等の自然教育の場の提供や伝統文化の

保存・継承の役割を担っている。 

○自然教育の事例 

●長野県八坂村 

山村留学を支援する全国組織である「(財)育てる会」は、八坂村に野外活動センター「やまなみ山荘」

を建設し、昭和 51 年から１年間を単位とする児童・生徒の山村留学を開始。平成７年には小学生 14

名、中学生 19 名の山村留学生が滞在し、野外活動センターと同村内の里親農家に交互に宿泊して

いる。 

このような交流は様々な形態があるが、こうした交流を通じ、留学生と同村の児童・生徒が刺激し合う

ことによる教育効果だけでなく、里親の収入増加、行事の活発化、村民の意識改革などの村全体へ

の好影響をもたらしている。 

 資料：国土庁「農村の再発見」（平成８年） 

○ 伝統文化保存・継承の事例 

●静岡県大井川町 

大井川町藤守地区に伝わる「藤守の田遊び」は平安時代に始まり、大井川の水霊を鎮守し五穀豊穣

を願う予祝儀礼として受け継がれ、田遊びの古式を伝えるものとして昭和 37 年に静岡県の無形文化

財に指定された。 

これを契機として、「藤守田遊び保存会」が結成され、単なるむらまつりではなく藤守地区の貴重な文

化財であるという住民の認識の下、様々な努力によってその時代の状況に祭りの形態を適合させな

がら伝承されている。  

 資料：国土庁「農村の再発見」（平成８年） 

   



○ 山村留学の参加者数・実施自治体数の推移 

 

 資料：（財）育てる会「全国の山村留学実施状況調査報告書」（平成８年） 

(6)国民の公益的機能に対する期待・評価 

○地球規模での環境問題、生活の真の豊かさやゆとりを求める国民の意識等を背景に、

農業の「自然環境と国土の保全への貢献」に対する期待が高まっている。 

   

○農業と自然環境・国土保全との関係 

 

 資料：総理府「食料・農業・農村に関する世論調査」 

○最近のアンケート調査によると、国民は農業・農村の有する公益的機能を維持するた

めに一定の負担をしても良いとの結果が示されている。 

○農業・農村の公益的機能の評価結果（仮想状況評価法（ＣＶＭ）） 

農業・農村の有する公益的機能に対する

１世帯当たりの年平均支払意思額 ① 
    10 万１千円

農業・農村の有する公益的機能に対する

総評価額 （①×全国総世帯数） 
４兆１千億円 

 資料：野村総合研究所（平成８年） 



（参考）仮想状況評価法(ＣＶＭ：ContingentValuationMethod) 

全国の農業・農村がもたらす公益的機能が全く失われてしまうような仮想的な状況を想定し、そのよ

うな事態を避けるために受益者である一般国民が支払ってもよいと思う金額をアンケート調査により

直接尋ねる方法。 

   

(7)欧州の事例 

○欧州諸国においては、農村保全に対する農業者の役割が高く評価されている。また、

農業・農村の有する公益的機能への評価の事例もある。 

   

○「農村保全に対する農業者の役割」に関する世論調査の結果（1987 年） 

（単位：％） 

 回    答  ＥＣ平均  イギリス  フランス  旧西独

全くそのとおり 

ある程度役立っている 
77 75 88 66 

それほど役立ってはいない 11 14 7 19 

全く役立っていない 6 6 3 11 

無回答／わからない 7 6 3 5 

 資料：ＥＣ委員会（1988 年） 

  注：「農業者は土地を利用することによって農村を保全することに役 

  立っているか」との消費者への質問に対する回答の割合である。 

   

（参考）欧州における農業、農村の公益的機能の評価事例 

国  名  対象機能 評 価 内 容 

スウェーデン 農村景観 

全国民を対象とした仮想状況評価法によ

る調査の結果、全国の農村景観の評価額

は、１人当たり 541 クローナ（約 13,000 

円）。 

 資料：Drake（1986 年） 

  注：１クローナ＝23.7 円（1986 年） 

 



４ 農村地域に対する現行の施策  

○農村地域が抱える諸問題に対処するため、従来から以下のような種々の施策が講じら

れてきた。 

○これまでの全総計画における位置付け 

 

 昭和 37 年に策定された全総計画は、第２次～第４次計画までの策定を経て、現在新
しい計画が検討されている。 

 第３次計画で「定住構想」が定められて以降、農村地域が多くの国民の居住の場とし
て、整備し、開発されるべき地域であると位置付けられてきた。 

   

○これまでの全国総合開発計画の開発方式と具体的施策例 

 

   

○新しい全総計画における位置付けの議論 

中小都市と周辺農山漁村が一体となった生活圏域を、21世紀の新たな生活様式を可能と

するフロンティアとして位置付け、自立的で誇りの持てる美しい自然と文化を有する「多自

然居住地域」を創造することが検討されている。 

   

○多自然居住地域創造に向けて検討されている施策 

1) 市町村を中心に、関係者が一致して、地域づくりに取り組むための体制づくり 

2) 住み、訪れる人に魅力ある地域空間の形成を目指した、美しくアメニティに満ちた地域

づくり（森林､農地等の整備､自然環境・景観の保全､街路・家並みの管理等） 

3) 居住の基礎としての生活環境の整備（必需的施設の整備及び広域的な連携や地域の

個性発揮を踏まえた公共施設整備等） 

4) 所得機会確保のための地域産業の活性化（農林水産業の高付加価値化、加工・流通

への展開、自由時間関連産業の展開、立地自由度の高い産業の誘致等） 

   



○各種の地域振興施策 

農村地域について、全総計画の考え方に基づきつつ、各種の観点から振興を図るため、

各省庁において様々な施策が講じられている。産業・経済面での基盤の確保・整備の他

に、近年では、農村地域における生活環境の整備・改善を図るための施策に重点が置か

れるようになってきている。 

   

○我が国の農村地域政策の概要 

 



○農林水産関係公共投資の機能別シェアの推移 

 

 資料：農林水産省調べ 

○土地利用計画制度 

我が国の土地利用計画制度は、国土利用計画に基づいて策定される土地利用基本計画

を上位計画とし、農地等については農振計画、都市については都市計画等個別の土地利

用計画がある。農村地域については、これら各種計画が重複している。 

○土地利用計画制度の体系 

 

   



○土地利用基本計画における重複地域の面積 

 （都市地域、農業地域、森林地域、平成８年３月 31 日現在） 

 

 資料：国土統計要覧等  

○地域振興立法 

農村地域に係わる地域振興として、我が国全体として均衡のとれた発展を図るとの観点

から、山振法、過疎法、特定農山村法等の各種地域振興法が制定されている。 

これらにより、総合的な地域振興のための計画を策定し、補助率の引き上げなどによる生

産基盤や生活環境基盤の社会的インフラ整備が行われるとともに、第３セクター支援など

による産業の振興を図っている。 

○主な地域振興立法 

  ┌─ 離島振興法（昭 28） 
  │ 
  ├─ 山村振興法（昭 40） 
  │ 
  ├─ 農村地域工業等導入促進法（昭 46） 
  │ 
  ├─ 半島振興法（昭 60） 
  │ 
  ├─ 過疎地域活性化特別措置法（平２） 
  │ 
  └─ 特定農山村地域における農林業等の活性化のための 
     基盤整備の促進に関する法律（平５） 



○山振法、過疎法、特定農山村法の概要 

 

○ヨーロッパにおいては、農村の生活環境整備に加え、環境保全、景観保全に対する助

成も実施されている。 



○諸外国における主な農村整備事業制度（例）  

 

 


