
食料・農業・農村基本問題調査会 

農村部会（第６回） 

農村地域政策の現状と課題 

平成１０年５月 

 

 

目次 

 

１ 現行の農村地域政策の目的と位置づけ 

 

２ 現行施策の課題 

  （１）農村地域の計画的土地利用の推進 

  （２）地域の所得の確保と地域活力の向上 

    ①多様な産業の展開と就業機会の確保 

    ②都市・農村交流の促進 

    ③高度情報通信基盤の整備と技術の活用 

    ④農村地域の活性化を推進する多様な人材の活用 

  （３）良好・快適な居住環境の整備 

  （４）多面的・公益的機能の維持・発揮の促進 

    ①地域自然の保全・管理 

    ②資源循環システムの確立 

    ③農業・農村に対する国民の理解の増進 

 

３ 農村地域政策の基本課題と方向 

 

  （参考）新しい全総計画に盛り込まれた農山漁村の整備、活性化関係の要約 



１ 現行の農村地域政策の目的と位置づけ 
 
 ○ 農村地域は、農林業的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、水等の公共 
  財的資源を有している地域である。 
 
 ○ 農村地域は、食料供給の場、農業者以外の地域住民を含めた多数 
  の国民の居住の場であるとともに、適切な農林業生産活動を通じて、 
  国土・環境の保全、水資源のかん養、自然・景観の提供等の公益的 
  な機能が発揮される場でもある。また、近年は国民の価値観の多様 
  化を背景に、地域特有の文化や伝統を育む場、青少年の自然と触れ 
  合いによる教育の場、更には良好な余暇活動・生活空間としての期 
  待が高まっている。 
 
 ○ 農村地域政策は、これらの農村地域の有する多様な役割・機能が 
  十全に発揮されるよう、農業生産活動と生活が同一の空間で複合的 
  に行われているといった農村地域の空間的特性を踏まえながら、農 
  村地域に居住する者の生産環境、生活環境等の定住条件の整備及び 
  地域活性化をハード・ソフト両面から図る諸施策であるといえる。 
 
 

  
 
○ 農村地域における土地利用制度の現状 
 



 
資料：農林水産省「農業振興地域土地利用統計」 
  注：数字は、平成８年３月末現在 
 
 

 ○ 現行農業基本法は、「農業の生産性及び農業従事者の生活水準の向 
  上」を政策の基本目標とし、このための生産政策や構造政策を主要施 
  策として位置づけるとともに、「農村における交通、衛生、文化等の 
  環境の整備、生活改善、婦人労働の合理化等により農業従事者の福祉 
  の向上を図ること」（第２条第１項第８号）を施策の基本方向の一つ 
  としている。 
 
 
 ○ 農業基本法（抜粋） 
 
 
（国の農業に関する施策の目標） 
 第１条 国の農業に関する政策の目標は、農業及び農業従事者が産
業、経済及び社会にお 
    いて果たすべき重要な使命にかんがみて、国民経済の成長発展及
び社会生活の進歩 
    向上に即応し、農業の自然的経済的社会的制約による不利を補正
し、他産業との生 
    産性の格差が是正されるように農業の生産性が向上すること及び
農業従事者が所得 
    を増大して他産業従事者と均衡する生活を営むことを期することが
できることを目 
    途として、農業の発展と農業従事者の地位の向上を図ることにある
ものとする。 
（国の施策） 
 第２条 国は、前条の目標を達成するため、次の各号に掲げる事項につ
き、その政策全般 
    にわたり、必要な施策を総合的に講じなければならない。 
  一  需要が増加する農産物の生産の増進、需要が減少する農産物



 
 ○ こうした枠組の下、農村地域政策は生産政策や構造政策と併せて農 
  業従事者の福祉の向上を図る観点から農村の生活環境整備、就業機会 
  の確保等を図るためにスタートした。今日では、混住化、兼業化の進 
  展等農村社会の構造の変化に対応して、生産政策や構造政策と関連し 
  ながら、農業を基盤として、農業者をはじめ地域住民の居住する豊か 
  な地域社会の形成を目指して、 
 
  ① 計画的土地利用の推進 
  ② 地域の所得の確保と地域活力の向上 
  ③ 良好・快適な居住環境の整備 
  ④ 多面的・公益的機能の維持・発揮の促進 
 
  等に関する施策を関係省庁との連携の下に講じてきているが、以下の 
  ような課題を抱えている。 
 
 

 ○ 農村の持つ役割についての意識（複数回答） 
 
 

の生産の転換、外国 
    産農産物と競争関係にある農産物の生産の合理化等農業生産の
選択的拡大を図るこ 
    と。 
  二  土地及び水の農業上の有効利用及び開発並び農業技術の向上
によつて農業の生産 
    性の向上及び農業総生産の増大を図ること。 
  三  農業経営の規模拡大、農地の集団化、家畜の導入、機械化その
他農地保有の合理 
    化及び農業経営の近代化（以下「農業構造の改善」と総称する。）を
図ること。 
  四～七 （略） 
  八  農村における交通、衛生、文化等の環境の整備、生活改善、婦
人労働の合理化等 
    により農業従事者の福祉の向上を図ること。 
 ２  （略） 



資料：総理府「食料・農業・農村の役割に関する世論調査」 



２ 現行施策の課題 
 
（１）農村地域の計画的土地利用の推進 
 
  ○ 我が国の土地利用計画制度は、国土利用計画法に基づいて策定 
   される土地利用基本計画を上位計画として土地利用規制の基準と 
   し、都市計画法、農業振興地域の整備に関する法律（農振法）等 
   の個別法を通じて具体的な土地利用規制を行っている。 
 
  ○ 現在、優良農地を確保していくための制度である農振制度にお 
   いては、知事が大臣の承認を得て定めた基本方針に基づき、関係 
   市町村と協議の上、都市計画等との調和を図りつつ、農振地域の 
   指定を行うものであり、市町村は知事の認可を受けて農業振興地 
   域整備計画を定め、農用地利用計画により農用地等として利用す 
   べき区域（農用地区域）を定めている。 
 
  ○ 農用地区域内は原則として開発行為が制限されており、限られた 
   要件を満たす場合以外は農用地区域からの除外（農用地利用計画の 
   変更）は認められておらず、区域内での非農業的土地需要に対して 
   はその農用地区域から除外されない限り、農地の転用はできないこ 
   ととされている。 
 
  ○ しかし、現実には市町村における公共事業の実施や地元の開発期 
   待等を背景に、要件を満たした農用地利用計画の変更が行われ、農 
   用地区域内の農地面積は最近５年では年間約２万haのペースで減少 
   している。  
 

  
 



  
 
 ○ 農用地区域面積等の推移 
                                  (単位：万ha) 

 資料：農林水産省「農業振興地域土地利用統計」 
  注：各年とも３月末現在 
 
 
  ○ また、可住地面積が少ない我が国においては、農業以外の土地 
   需要に適切に対応することも必要であることから、これまでも都 
   市計画制度との調整、農業振興地域制度の適切な運用により非農 
   業的土地利用の計画的誘導に努めているところであるが、一部で 
   計画性のない非農業的土地利用の進展に伴い、農地管理、水管理 
   面で支障を来しているところもある。 
 
  ○ 農地は、国民への食料供給の基盤であるとともに適切な利用・ 
   管理を通じて国土・環境保全等公益的機能を発揮するものである。 
   今後中長期的には世界の食料需給のひっ迫も懸念されることから、 
   これらの機能の維持・発揮に支障を来さないようにすることが必 
   要である。 
 
  ○ このため、優良農地の確保や必要な農地の保全、非農業的土地 
   利用との調整等計画的土地利用を確保していくことが重要な課題 
   である。 
 
 
 ○ 計画的土地利用 
 

 平成3
年

平成4
年

平成5
年

平成6
年

平成7
年

平成8
年

農振地域面積  1,726  1,726  1,725  1,724  1,724  1,723

農用地区域面積   548   543   539   535   529   522

 うち農地面積   451   450   448   446   443   440

 
土地利用構想等

 
概     要



 
 

 

 
集落地域整備法 
（昭和６２年制度創設） 
 
 
農村活性化土地利用構想 
（平成元年制度創設） 
 
 
農業集落地域土地利用構想 
（平成６年制度創設） 
 
 

 
良好な営農条件及び居住環境の確保の観
点から都道府 
県知事及び市町村が策定する計画に基づ
いて地域の整 
備を行う。 
 
農村地域の活性化等を図る観点から市町
村が策定する 
構想に基づいて農業上の土地の利用と非
農業土地需要 
との計画的調整を図る。 
 
農業集落周辺等で個別・随時に発生する農
家住宅、生 
活利便施設等の非農業的土地需要を集落
の同意を得て 
計画的に誘導する区域を定めることにより、
秩序ある 
土地利用を図る。 



２ 現行施策の課題 
 
（２） 地域の所得の確保と地域活力の向上 
 
  ① 多様な産業の展開と就業機会の確保 
 
   ○ 農村地域における多様な産業の展開と就業機会の確保につい 
    ては、農林業の振興、農林産物の高付加価値化や観光業との連 
    携等を通じて、地場産業の育成が図られてきたが、今後もその 
    積極的な展開が求められている。 
 
   ○ 一方、産業誘致については、農村地域工業等導入促進法等に 
    より、産業構造の多様化がある程度図られるとともに、出稼ぎ、 
    日雇い等の不安定な就業機会も大幅に減少した。しかしながら、 
    近年は景気の低迷、生産拠点の海外移転等を背景に導入企業数 
    の伸びは鈍化してきている。また、若年層を中心に、工業に限 
    らず多様な業種への就業を求める声は根強い。 
 
 
 ○ 就業機会の確保のための緊急の課題 
 

   資料：
農林水産省「農業生産・生活環境の現状と活性化の取り組み－農業農村環境整備状況調査－」 
     （平成７年９月調査） 
   注：数値は、就業機会の確保のため、上記の取組みが緊急の課題であると回答した市町村の割合（％） 
     を示す。 
 
 
 ○ 農村地域工業等導入促進法に基づく企業の立地動向 

 

   資料：農林水産省調べ 
   注：数値は、各年３月31日現在の立地決定企業数である。 
 



 
   ○ このため、農業経営の高度化に必要な技術・商品開発、情報 
    化、マーケティングを推進するとともに、地域資源を活用した 
    内発型の地場産業の育成、産業誘致、食品産業との連携を一層 
    進めていくことが課題となっている。 
 
 
 ○ 地域産業振興のために望まれる対策 
                            （単位：％） 

 資料：全国農業会議所「地域産業の振興に関する調査」（平成３年３月） 

  注：過疎地域又は不安定兼業率の高い２５２市町村へのアンケート調査結果  
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２ 現行施策の課題 
 
（２） 地域の所得の確保と地域活力の向上 
 
   ② 都市・農村交流の促進 
 
    ○ 都市・農村交流は、農村が国民共有の財産であるという意識 
     をより深めるとともに、地域農産物の消費拡大、就業・所得機 
     会の創出などの経済効果が期待できることから、近年、グリー 
     ン・ツーリズム等を通じて活性化を図ろうとする取組みが増加 
     している。 
      また、今後、農村地域に対しては、地域特有の文化や伝統を 
     育む場、自然との触れ合いによる教育の場、園芸セラピー等健 
     康増進や福祉の場、良好な余暇・生活空間といった役割に対す 
     る期待がますます高まることが見込まれ、こうしたニーズに適 
     切に対応することが必要となっている。 
 
 
 ○ 地域間交流の種類と代表事例 
 

（代表事例） 

 
①ふるさと体験タイプ 
 ａ）レジャー型・・市民農園、もぎ取り農園、ペンション、自然休養
村 
 ｂ）教育型・・・・山村留学、林間学校、修学旅行、自然教室・野外
活 
           動、農業体験ツアー 
 ｃ）祭り型・・・・祭り、イベント、日曜市・朝市、ミニ独立国

 
②ふるさと結合タイプ 
 ａ）縁組み型・・・市民健康村、姉妹都市、特別町民制度、 
           サミットスタイルで類似市町村との連携・共同行事
 ｂ）根おろし型・・工芸村、芸術村、別荘村 
 ｃ）便り型・・・・ふるさと会員制度（宅配便）、オーナー制度

 
③ふるさと保全タイプ（国土保全タイプ） 
 ａ）地域イメージ型・条例による景観・環境保全 
 ｂ）上下流型・・・・森林保全、水保全 
 ｃ）ボランティア型・棚田保全 

 

 
①ふるさと体験タイプ

 
②ふるさと結合タイプ ③ふるさと保全タイプ

 
レジャー型

 
縁組み型 上下流型

 
Ｎ県Ｓ村 

 
Ｇ県Ｋ町 
＆都Ｋ区

Ｉ県Ｍ村 
＆Ｍ県Ｋ町

 
遊休地を活用した休

 
昭和61年、自然休暇

 
森林が海に及ぼす効



 資料：国土庁資料 

憩施設（ラウベ）付ク
ラインガルテン整備に
より県内外との交流
を促進 
 
 

村事業協定を締結
し、Ｋふるさと館等交
流施設を設置。災害
時の相互援協定の締
結やリサイクル交流
を促進 

果に着目し、大川の
源流であるＭ村と河
口のＫ町が「森は海
の恋人」をキャッチフ
レーズとした植樹祭を
毎年開催 



２ 現行施策の課題 
 
（２）地域の所得の確保と地域活力の向上 
 
  ③ 高度情報通信基盤の整備と技術の活用 
 
   ○ 経済社会全般にわたって情報化が急速に進む中にあって、農 
    村地域においても、農業の生産性の向上、流通の合理化、生活 
    利便性の向上、地域の活性化等を図る上で、マルチメディア等 
    を利活用した情報化の推進が課題となっている。 
 
   ○ しかしながら、農村地域の情報化には依然立ち後れがみられ、 
    また、都市部での情報化が急速に進む中で、相対的な情報化格 
    差の拡大も懸念されている。 
 
   ○ このため、農業生産の振興や農村地域の活性化と定住条件の 
    整備を図る観点から、情報通信基盤についての整備とその多様 
    な利活用システムの一層の開発・普及等に努める必要がある。 
 
 
 ○ 農村における情報システムの利活用例 
 

 
 
 ○ 情報化格差の現状（平成８年度） 

  

資料：郵政省「通信白書（平成９年版）」 
 注：数値は、各市町村における情報化に関するインフラ整備・サービスの提供に関する１６項目 
   （ＣＡＴＶ、インターネット等）と情報通信システムに関する２１項目（情報システム、教 
   育・福祉システム等）を状況に応じて点数化（例：ＣＡＴＶサービス事業者なし０点、あり 
   ２点、複数あり３点）して集計し、市町村等の区分毎に平均点、最高点、最低点を示したも 
   の。 

目  的 具 体 的 な 利 活 用 事 例

農業生産の効率化・高度化、
経営合理化の支援

市況、気象、病害虫等の情報提供、経営管
理・飼養管理システム、遠隔監視装置の活
用等

情報発信による交流促進や
「むらづくり」

グリーン・ツーリズムへの活用、ふるさと情
報の発信、テレワーク（在宅就業等）への利
用等

過疎化・高齢化等にも対応
する情報システム

コミュニティ情報、防災情報の提供 
在宅健康管理システム、ＴＶ電話等の活用



２ 現行施策の課題 
 
（２）地域の所得の確保と地域活力の向上 
 
  ④ 農村地域の活性化を推進する多様な人材の活用 
 
   ○ 農村地域の活性化を推進するためには、男性の青壮年層はも 
    とより、農村社会の重要な構成員である女性や高齢者について 
    も、その持てる能力を十分に発揮し、一層活躍できるような条 
    件整備が重要である。 
 
   ア．農村女性の活躍の場の創設 
 
    ○ 農村女性は、農業就業人口の６割を占めるなど、地域社会 
     の活性化に大きく貢献している。農村女性がその果たしてい 
     る役割に見合った評価を受け、持てる能力を十分発揮できる 
     よう、女性の地位の向上と役割の明確化を図り、男女共同参 
     画社会を実現する条件の計画的整備が重要な課題となってい 
     る。 
 
 

  
 

  
 



   イ．高齢者の生きがいの場づくりと高齢者福祉対策 
 
    ○ 全国に先んじて高齢化が進んでいる農村地域は、我が国に 
     おける高齢化社会のあり方を具体化する上で、先導的役割を 
     果たす地域である。一方で、退職後には自然の豊かな農村に 
     住むことを志向する者も増加している。 
      このような状況を踏まえ、高齢者が自立して暮らせる農村 
     を創造していくため、高齢者が自分達の持つ技能や経験を生 
     かし、生産活動や地域づくりに生きがいを持って活動できる 
     体制整備や安心して暮らせるための福祉施設の整備等の条件 
     整備が求められている。 
 
 
 ○ 農家人口に占める高齢者（65歳以上）の割合の推移 
                                   （単位:千人） 

 資料：農林水産省「農業センサス」、「農業構造動態調査報告書」 
    総務庁「国勢調査」、自治省「住民基本台帳人口要覧」 

  注：農家人口については、平成７年までは総農家、平成８年以降は販売農家のデータである。 

 昭和50
年

昭和55
年

昭和60
年

平成2
年

平成7
年

平成8
年

平成9
年

農家人口 
うち65歳以上  
（割合）   

23,197
3,182
13.7%

21,366
3,330
15.6%

19,839
3,423
17.3%

17,296
3,453
20.0%

15,084
3,722
24.7%

11,763
2,985
25.4%

11,549
3,024
26.2%

総人口に占める 
65歳以上の割
合

7.9% 9.1% 10.3% 12.0% 14.5% 14.9% 15.4



２ 現行施策の課題 
 
（３）良好・快適な居住環境の整備 
 
  ○ 昭和４０年代後半からの農村総合整備事業等の実施により、農 
   村地域は、主としてナショナルミニマムとしての居住環境条件は 
   改善されてきたが、道路や汚水処理施設の整備は依然として都市 
   との格差が大きい。 
 
  ○ 特に汚水処理施設の整備は著しく立ち後れており、生活環境の 
   みならず農業生産環境、自然環境にも悪影響を及ぼすことから、 
   迅速な整備を図っていくことが重要な課題となっている。 
 
 
 ○ 汚水処理施設普及率の推移  

             資料：自治省「公共施設
状況調」 
   注：各年度末現在 
 
 
 
 ○ 都市と農村の生活環境施設の整備状況 



           資料：自治省「公共
施設状況調」（平成９年３月末現在） 
     注：１）大都市とは、政令指定都市を指す。 
       ２）中都市とは、特別区、政令指定都市を除く人口10万人以上の市を指す。 
 
 
 

  
 
  ○ 近年は、経済社会の成熟化に伴う生活の質を重視する価値観の 
   高まりに対応し、地域の独自性を活かした魅力ある地域づくりと 
   併せて都市住民にも開かれた美しくアメニティに満ちた地域づく 
   りの取組みが全国各地で見られるが、今後の農村の居住環境の整 
   備を進めるに当たっては、自然的景観、文化等の資源を適切に評 
   価し、それらを活かした地域づくりの視点の重視が求められている。 
 
 
 ○ 景観・文化等の地域資源の活用事例 
 



  資料：「地域活性化資源活用ハンドブック（平成３年３年）」、 
     「農村地域多面的機能評価調査報告書（平成９年３月）」、 

     「農村地域の資源活用に関する調査報告書（平成８年３月）」をベースに国土庁作成 

景観資源 
 
 自然的景観 
  ・田んぼを利用した「どろりんぴっく（運動会）」を実施。「どろりん
村」 
   を組織し各種イベントを開催（Ｓ県Ｔ村） 
  ・菜の花栽培の奨励により菜種畑の景観を復活させ、「菜の花
フェスティ 
   バル」等を開催（Ａ県Ｙ町） 
 生活景観 
  ・住民により石垣を保存し、地域文化を伝承しながら、民宿を経
営し、地 
   域の活性化を推進（Ｅ県Ｎ町） 
 総合景観 
  ・農業景観と農道活用による自転車レースを開催（Ｇ県Ｔ村） 

人文資源 
 
 文化資源 
  ・読谷山花織（伝統工芸）を復活させ、共同販売センターで販売
（Ｏ県Ｙ村） 
  ・飛鳥文化と自然を活用した棚田オーナー制度、農産物の宅配
便（Ｎ県Ａ村） 
 人的資源 
  ・「三州足助屋敷」を建設し、炭焼き、紙漉き、木工、藁細工、機
織り、 
   鍛冶などの伝統技術を活かし、高齢者、青年の仕事の場、生
きがいの場を 
   形成（Ａ県Ａ町） 
  ・劇団Ｗ座による農業体験修学旅行の受け入れ等各種イベント
を展開 
   （Ａ県Ｔ町） 
   通じて地域の仲間づくりに取組む（Ｓ県Ｋ市）



２ 現行施策の課題 
 
（４）多面的・公益的機能の維持・発揮の促進 
 
  ① 地域資源の保全・管理 
 
   ○ 国民はゆとり、生活の真の豊かさといった経済効率性の追求 
    のみでは達成しえない新たな価値を重視する傾向にあり、農村 
    地域が有する多面的・公益的機能の維持・発揮の基盤となる農 
    地、水、水利施設等の保全・管理がますます重要となっている。 
     これらは農業生産活動等を通じて持続的に管理されるもので 
    あるが、過疎化、高齢化等の進行によりその維持、継承が難し 
    くなりつつあり、農村の地域資源を適切に保全・管理すること 
    が喫緊の課題となっている。 
 
 
 ○ 農業と自然環境・国土保全との関係 
 

  
    資料：総理府「食料・農業・農村の役割に関する世論調査」 
 
 
   ア．農地等の保全対策の推進 
 
    ○ 現在、中山間地域の農地等の保全対策として、農地保有合 
     理化法人が行う農地の買入れ、簡易な基盤整備、管理耕作等 
     への支援や、農作業の受委託のための体制の整備、担い手育 
     成のための支援等が実施されている。 
 
    ○ しかしながら、国土の上流域に位置し、国土の多くを占め 
     る中山間地域においては、概して、 
      （ア） 傾斜地が多く、農地も狭小で分散しているため、 
         規模拡大による生産性の向上には限界があること 
      （イ） 過疎化・高齢化が急速に進展し、次代の意欲ある 
         担い手を確保することが、困難となっていること 
     等を背景に耕作放棄地の増加等による国土管理上の問題が懸 



     念されている。 
 
    ○ 適切に管理された農地は高い土壌侵食防止機能等を有して 
     いるが、特に中山間地域においては、農地が耕作放棄された 
     場合、土壌侵食量が大幅に増加するという研究成果もあり、 
     農地等の保全に関する一層の施策の充実が求められている。 
 
 
 ○ 耕作放棄前と耕作放棄後の土壌侵食量の比較（全国） 

  
   資料：農林水産省農業環境技術研究所による試算（平成９年） 
   注：土壌侵食量は、降水量、傾斜度、土地利用等の要因から導出した土壌侵食評価値を 

     一定の係数を用いて物理量に換算したものである。  
 
 
    ○ また、ダムや農業用用排水路等の土地改良施設は直接的な 
     農業上の利用にとどまらず、地域の水資源の維持保全、洪水 
     防止、地域排水受入れ等の国土・環境保全等の面で公共・公 
     益的な役割も果たしており、都市化、混住化等が進む中でそ 
     の維持管理の充実を図っていく必要がある。 
 
 
 ○ 都市排水等の受け入れによる施設管理費の増嵩の原因 
 

  資料：全国土地改良事業団体連合会「平成９年度土地改良区運営実態調査」 
 
 
   イ．景観・環境保全活動への住民の参加の一層の促進 
 

増嵩の原因 割合（％）

① 施設の補修・塗装 ４７

② ゴミ・廃棄物処理 １８

③ 安全施設の設置 １１

④ 藻等の処理 １０

⑤ 水質浄化対策 ７

⑥ 排水機の運転操作 ６



    ○ 農村地域における過疎化・高齢化の進行の中で、農業生産 
     活動や農地等の保全・管理を通じて国土・環境保全機能を維 
     持するため、地域住民の協力や都市住民の参加を得て地域資 
     源の保全を行う動きが、近年、多くの地方自治体で見られる 
     が、農家自らの主体的な取組みを基調としながら、さらにこ 
     のような活動を助長していくことが重要である。 
 
 

 



２ 現行施策の課題 
 
（４）多面的・公益的機能の維持・発揮の促進 
 
  ② 資源循環システムの確立 
 
   ○ 農業は、家畜ふん尿等の農業副産物や、汚泥等の廃棄物を資 
    源として再利用しうる物質循環機能を有しており、この機能を 
    十全に発揮させていくことが、持続的な農業生産のために重要 
    であるばかりではなく、資源循環を基礎とする持続的な地域社 
    会の形成にも貢献するものであり、それらの取組体制の整備を 
    推進することが重要な課題となっている。 

 



２ 現行施策の課題 
 
（４）多面的・公益的機能の維持・発揮の促進 
 
  ③ 農業・農村に対する国民の理解の増進 
 
   ○ 農村地域は、自然や地域文化・伝統と触れることのできる教 
    育の場であるとともに、都市住民に対して心身の癒しをもたら 
    す良好な余暇・生活空間を提供する等、国民が共有できる貴重 
    な空間でもある。 
     特に、学校教育及び社会教育における農業体験学習等は、農 
    村の活性化のみならず子供達が自然に親しみ、豊かな心を育み、 
    農業・農村の果たしている多面的・公益的な機能に対しての理 
    解を増進するという点においても重要な役割を有しており、 
    これらの取組みの普及が各方面から求められている。 
 
 
 ○ 農村地域で行われている教育的機能の活用事例 
 

学校教育・・・教育課程審議会の答申を受けて定められる学習指導要領に
基づき、 
       学校の教育課程で行われる教育活動 

◎農村地域長期滞在型 
 ○山村留学・・・Ｎ県Ｙ村等

◎農村地域短期滞在型 
 ○教科教育（社会・理科等） 
    セカンドスクール・・・都Ｍ市内全公立小・中学校 
               → Ｎ県下、Ｙ県下、Ｎ県下等 
               （内容：登山、川遊び、田植え、間伐、わら細工、 
                   牛馬の世話等（期間；６泊７日）） 
 ○特別活動（学校行事（遠足・集団宿泊的行事等）） 
    ・移動教室・・・都Ｓ区立全小学校 → Ｇ県Ｋ村 
            (内容：区民健康村施設を拠点として自然の中で行わ
れ 
                る学校教育（期間：２泊３日）） 
    ・自然学校・・・Ｈ県内全公立小学校及び希望する中学校→県内 
    ・林間学園（林間学校） 
    ・修学旅行・・・都下私立中学校 → Ａ県Ｔ町等 
             （内容：農業・農村・民俗芸能体験を行う修学旅行の実
施） 

社会教育(家庭教育を含む)・・学校の教育課程として行われる教育活動以
外の教育 

◎公的レベルでの方策 
    ・青少年の野外教育（於：全国の国公立青少年教育施設） 
    ・自治体が主催する講座・教室 
            （例：親子体験田植え、親子マス釣り体験講座、子ども  
冒険クラブ教室、市民ハイキング、交流キャンプ）

◎民間レベル実施方策 
    ・カルチャースクール 
    ・企業の研修・福利厚生施設「ふるさと村」を設置 



   資料：国土庁調べ 

       （例：Ｇ県Ｓ村に設置された自動車会社労組の「Ｈふるさと村」） 
    ・子供会・親子による農村体験活動参加 
    ・民間教育事業者による自然体験コース開設 
    ・地域の農業教室（地域の子供達に対する地域の有志による教室） 
 



３ 農村地域政策の基本課題と方向 
 
 ○ 近年、農村地域においても、文化的、社会的な生活の利便性の向 
  上が求められるとともに、農村の豊かな環境・資源の維持・保全へ 
  の国民のニーズの高まり等、経済効率性の追求のみでは得られない 
  新たな価値が重視されつつあり、その発現の場としての農村への期 
  待が高まっている。 
 
 ○ 前述した現行施策の課題においても共通してみられるように、こ 
  のような新たなニーズへの対応と調和のとれた農村地域の活性化を 
  どのような形で実現させていくかが、今後の課題となっている。 
 
 ○ 一方、農村地域は、 
  ① 農林業的な土地利用が大宗を占めること 
  ② 生産活動と生活が同一空間で複合的に行われていること 
  ③ 農林業生産活動により国土、環境、景観等の保全が図られてい 
   ること 
  等の特質を有しており、これらの特質を踏まえた整備や活性化のた 
  めの施策を計画的に講じていくことが必要である。また、農村地域 
  は、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るため、 
  それぞれの地域の特性に応じた施策の展開が必要である。 
 
 ○ このため、今後の農村地域政策は、以下の基本課題の解決に向け 
  てその施策のあり方を検討していく必要がある。 
  ① 多面的・公益的機能の維持・発揮にも配慮した農村地域の整備 
   ・活性化のための諸施策を計画的土地利用と連動させて、総合的 
   ・計画的に推進すること 
  ② 特に、経済効率性の追求では立ち行かない問題を多く抱えてい 
   る中山間地域において、多面的・公益的機能の維持・発揮にも配 
   慮した振興施策を総合的に講じていくこと 
 
 



 



（参考）新しい全総計画に盛り込まれた農山漁村の整備、活性化関係の 
    要約 
 
 （１）国土の保全・管理における森林・農用地等の適切な維持管理 
     国民生活に多様な役割を果たしてきた中山間地域等においては、 
    過疎化等により国土管理上重要な森林や農用地等の管理が行き届か 
    ず、環境保全、食料生産力の確保等国民生活の安全・安心を確保す 
    る上で様々な問題が発生。 
     このため、森林・農用地等の有する多面的・公益的機能が確保さ 
    れるようそれらの保全・整備、適切な維持管理に向けた多様な取組 
    みが必要。 
 
 （２）多自然居住地域の創造に向けた農山漁村の整備・活性化 
     アメニティに満ちた地域づくりの観点からの農山漁村の生産環境 
    と生活環境の一体的整備、農林水産業の高付加価値化、加工・流通 
    への取組み、グリーン・ツーリズム、高度情報通信の活用、交通ア 
    クセスの改善等による経済的条件の整備が必要。 
     また、居住地域と生産地域を一体的に扱う地域計画の運用と改善 
    についても検討が必要。 
 
 （３）暮らしの安心の確保の観点からの食料の安定供給の確保 
     中長期的な世界の食料需給のひっ迫の懸念を踏まえ、食料の安定 
    確保を図るため、国内生産、輸入、備蓄の適切な組合せが必要であ 
    り、国内生産については可能な限り維持・拡大を図る。 
 
 （４）農林水産業の新たな展開 
     食料等の安定供給、農山漁村の活性化、国土や自然環境の保全等 
    の役割を十全に果たす観点から、農業、林業、水産業について施策 
    を総合的に展開。 
 
 
   ○ 新しい全国総合開発計画（抜粋） 
 

 
第１部 国土計画の基本的考え方 
 第１章 ２１世紀の国土のグランドデザイン 
  第２節 国土構造転換の必要性 
   （国土が抱える諸問題） 
     中枢・中核都市の利便性を享受しにくい地域を中心に、人口減少
や高齢化が 
    顕著に進行しており、特に、国土の多くを占め、国民全体の生活に
多様な役割 
    を果たしてきた中山間地域等においては、地域社会の担い手であ
る若者の流出 
    にともなって過疎化がさらに進行し、地域社会の諸機能の維持が困
難になった 
    ところが多くなっている。このため、国土管理上重要な農地や森林
等の管理が 
    行き届かず、環境保全や防災、食料生産力の確保等国民生活の安



 
 

  
 

   

全・安心を確 
    保する上で様々な問題が生じている。 

多自然居住地域とは： 
  中小都市と中山間地域等を含む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づけ、自立
的で誇りの持て 
 る美しい自然と文化を有する地域づくりを進めるという構想


