
２３年度実施状況等 ２４年度以降の取組予定 関連事業・予算

・食をはじめとする豊かな地域資源を活かし
た集落ぐるみによる都市農村交流を促進し、
雇用・定住の促進にもつながる取組を支援す
る交付金を要求し、各省の地域活性化施策
との連携方策を検討【農水省】

・都市農村交流を促進する食と地域の交流促進対策交付金を創設し、各
府省の地域活性化施策との連携に配慮の上、地域の取組を支援した（地
区数：約630か所）。
・振興山村の条件不利地域における工業用機械等に係る特別償却制度
の活用の促進のため、各都道府県等と連携し、事業者等に対して制度の
周知浸透に努めた。

・引き続き、食と地域の交流促進対策交付金により、各省の施策と連携を
図りつつ、地域の取組を支援する。
・引き続き、振興山村の条件不利地域における工業用機械等に係る特別
償却制度の周知及びその活用の促進に努める。

【農水省】
・食と地域の交流促進対策交付金（1,364 百万
円）
・振興山村の条件不利地域における工業用機
械等に係る特別償却制度
・６次産業総合推進事業（うち食品流通円滑化
対策検討費）（10百万円）

・地域資源を活用した都市農村交流や雇用・
定住の促進、新たなビジネス創出等の各省
の地域活性化施策と連携した支援の実施
【総務省、文科省、厚労省、農水省、国交省、
環境省】

【総務省】
・地方独自の小学校の宿泊体験活動への取組を支援し、都市・農山漁村
の教育交流による地域活性化を推進するため、以下の取組を実施した。
 --学校及び受入れ関係者を対象とした研修を開催（56名参加）
 --12府県12市町村を訪問し、意見交換及び現地調査を実施
 --地方セミナーを２か所で開催

【文科省】
・農水省が指定するモデル地域等において、自然体験活動等を行う小学
校の取組に対する補助を実施。23年度は40校を指定。

【厚労省】
○農林業等就職促進支援事業
・農林漁業への就職を促進するため、全国47か所のハローワーク内に、
「農林漁業就職支援コーナー」があり、職業相談・職業紹介等を実施。
○農業雇用改善推進事業
・農業法人等における雇用管理改善の推進により、求職者の就業・定着を
促進するため、農業法人等に対し雇用管理に関する相談・助言・指導等を
15県で実施。
○林業就業支援事業
・林業労働者の確保のため、林業求職者に対して基本的な知識の講習や
実習を行う林業就業支援講習を31都道府県で実施するとともに、林業事
業体に対して雇用管理に関する相談・助言・指導等を47都道府県で実施。

【農水省】
・各府省の食と地域の交流促進対策交付金関連事業担当者に対して、農
水省関連事業の内容に関する情報等を提供し、施策の連携が図られるよ
う努めた。

【総務省】
・引き続き、地域資源を活用した都市農村交流の取組を支援するため、関
連事業担当者間において、情報共有を図り、取組推進に努める。

【文科省】
・引き続き、農水省が指定するモデル地域等において、自然体験活動等を
行う小学校の取組に対する補助を実施。

【厚労省】
・引き続き、左記事業による農林漁業における就職促進及び雇用管理改
善についての取組を実施。

【農水省】
・引き続き、食と地域の交流促進対策交付金及び関連事業担当者間にお
いて、事業内容等を共有し、施策の連携が図られるよう努める。

【国交省】
・引き続き、市場と地域との窓口機能等を担う事業体「観光地域づくりプ
ラットフォーム」の形成を促進しつつ、着地型旅行商品の企画・販売、人材
育成等を行う取組を支援。
・集落活性化推進事業を引き続き実施する予定。
・引き続き、半島・離島地域の地域資源（食、景観、文化等）を活用した観
光、農林水産業の促進等による地域活性化活動等を支援。
・引き続き、半島地域の地域活性化のための活動組織の連携等を支援。

【総務省】
・地方独自の小学校の宿泊体験活動への取組
に対する特別交付税措置
・都市・農山漁村の教育交流による地域活性化
推進等事業（１百万円）

【文科省】
・豊かな体験活動推進事業（学校・家庭・地域の
連携協力推進事業8,516百万円の内数）

【厚労省】
・農林業等就職促進支援事業（312百万円）
・農業雇用改善推進事業（77百万円）
・林業就業支援事業（430百万円）

【農水省】
・食と地域の交流促進対策交付金（1,364 百万
円）

【国交省】
・観光地域づくりプラットフォーム支援事業（246
百万円の内数）
・集落活性化推進事業（340百万円）
・地域資源・新しい公共を活用した観光・地域活
性化の推進関連事業（38百万円の内数）
・半島地域振興対策事業（37百万円の内数）

【国交省】
・市場と地域との窓口機能等を担う事業体「観光地域づくりプラットフォー
ム」の形成を促進しつつ、着地型旅行商品の企画・販売、人材育成等を行
う取組を支援した。
・地域間交流の活発化等による交流・定住の促進を図る集落活性化推進
事業について、23年度は10件の事業に対して補助を行った。
・半島・離島地域の地域資源（食、景観、文化等）を活用した観光、農林水
産業の促進等による地域活性化活動等を支援。
・半島地域の地域活性化のための活動組織の連携（交流促進に向けた半
島間連携等）等を支援。

【環境省】
・地域の自然や生きものなどの生物多様性を保全しつつ、活用するエコ
ツーリズムを推進するため、地域コーディネーターによるプログラムや
ルールづくり、ネットワークづくりなどに主体的に取り組む地域を支援した。
また、自然に関する知識や経験などを備え、その大切さや魅力を伝える人
材の育成を行った。

【環境省】
・引き続き、エコツーリズムによる地域活性化を図るため、地域コーディ
ネーターを活用したプログラム、ネットワークづくりなどに主体的に取り組
む地域を支援するとともに、地域におけるエコツーリズムガイドやコーディ
ネーターなどの人材の育成を行う。
・エコツーリズム推進法に定められている国の責務である全体構想の認
定・周知、技術的助言、情報の収集、広報活動等を他の所管省庁と連携
して実施する。

【環境省】
・地域コーディネーター活用事業（72百万円）
・エコツーリズムガイド育成事業（36百万円）
・エコツーリズム総合推進事業（30百万円）

「食」に関する将来ビジョン　「Ⅲ 今後取り組むべき施策の方向」　　23年度実施状況等及び24年度以降の取組予定について

「交流」を軸とした農山漁村コミュニティの再生・地域活性化

（１）「交流」に着目した取組への支援と各府省の関連施策との連携

取組内容

プロジェクト４



２３年度実施状況等 ２４年度以降の取組予定 関連事業・予算取組内容

・都市住民が地域活性化の担い手として農
村地域に定住・定着できるよう、「田舎で働き
隊」と地域おこし協力隊等との連携【総務省、
農水省】

【総務省】
・地域の活性化及び定住・定着に資する取組を支援するため、以下の取
組を実施した。
 --自治体による地域の活性化及び定住・定着に資する取組に要する経
費について、地方交付税措置の見直し（対象経費の範囲を拡大）
 --地域おこし協力隊、集落支援員を対象とした研修を３回開催（延べ144
名参加）
 --地域おこし協力隊、集落支援員に取り組む（予定を含む。）自治体職員
向け研修を開催（97名参加）

【農水省】
・農水省の「田舎で働き隊」と総務省の「地域おこし協力隊」の実施状況を
情報共有する等により効果的に事業を実施。

【総務省】
・引き続き、都市住民が地域活性化の担い手として農村地域に定住・定着
できるよう、関連事業担当者間において、情報共有を図り、効果的な取組
推進に努める。

【農水省】
・引き続き、総務省と連携し、効果的に事業を実施。

【総務省】
・地域おこし協力隊、集落支援員の取組に対す
る特別交付税措置

【農水省】
・食と地域の交流促進対策交付金（1,364 百万
円の内数）

・地域活性化人材情報の一元化の検討（プロ
ジェクト１における「人材の情報共有等」とも
連携）【内閣官房、総務省、農水省、国交省
等】

【総務省、国交省等】
・人材情報の提供を行い、プロジェクト１における「人材の情報共有等」とも
連携を図った。

【内閣官房（地域活性化統合事務局）】
・地域活性化統合事務局のHPにおいて、地域活性化伝道師の人材情報
について提供しており、各省等が持つ専門家等人材情報とのリンクを設定
した。

【農水省】
・関係省庁等に登録されている地域活性化に関する人材情報について、
総勢203名の人材情報を取りまとめるとともに、ＨＰのリンクを設定し、農水
省ＨＰで公開することにより、情報の一元化を図った。

【総務省、国交省等】
・引き続き、人材情報の提供を行うとともにプロジェクト１における「人材の
情報共有等」とも連携を図っていく予定。

【内閣官房（地域活性化統合事務局）】
・引き続き、地域活性化統合事務局のHPにおいて、地域活性化伝道師の
人材情報提供及び各省等が持つ専門家等人材情報とのリンク運用を行
う。

【農水省】
・引き続き、人材情報の更新を実施。

・ビジット・ジャパン事業の具体的な取組に向
けた地方支分部局間での連携【農水省、国
交省】

【農水省】
・国交省と連携し、グリーン・ツーリズム関係者からなる連絡推進会議を開
催し情報共有を行った。また、国交省のビジット・ジャパンと連携し、インバ
ウンドのマッチングを行った（モデル的な受入地区数：４か所）。

【国交省】
・ビジット・ジャパン地方連携事業（地域と国が共同実施）の教育旅行の誘
致事業では、農業体験なども視察の行程に含むなど、農山漁村の活性化
にもつながる内容としている。

【農水省】
・引き続き、国交省と連携し、取組を推進。

【国交省】
・引き続き、視察相手先のニーズも踏まえつつ、海外に向けて、農業体験
など多様な日本の魅力の紹介を行っていく予定。

【農水省】
・食と地域の交流促進対策交付金（1,364 百万
円の内数）

【国交省】
・訪日旅行促進事業（ビジット・ジャパン事業）
（4,927百万円の内数）

（２）農山漁村における各府省の既存施策の連携の強化



２３年度実施状況等 ２４年度以降の取組予定 関連事業・予算取組内容

・農山漁村での体験活動の教育課程上の位
置付けや教育効果の一層の周知を図るな
ど、学校が子どもの農山漁村交流体験に取
り組みやすくなる方策の検討【総務省、文科
省、農水省】

【総務省】
・地方独自の小学校の宿泊体験活動への取組を支援し、都市・農山漁村
の教育交流による地域活性化を推進するため、以下の取組を実施した。
 --学校及び受入れ関係者を対象とした研修を開催（56名参加）。
 --12府県12市町村を訪問し、意見交換及び現地調査を実施。
 --地方セミナーを２か所で開催。

【文科省】
・農水省が指定するモデル地域等において、自然体験活動等を行う小学
校の取組に対する補助を実施。H23年度は40校を指定。

【農水省】
・総務省、文科省と連携し子どもの農山漁村交流体験を推進するため、農
山漁村における受入体制の整備（地区数：約40地区）、関係者に対してシ
ンポジウム等の普及啓発活動の実施や、円滑な推進を図るためのマニュ
アル等の作成に対する支援を実施。

【総務省】
・引き続き、地域資源を活用した都市農村交流の取組を支援するため、関
連事業担当者間において、情報共有を図り、取組推進に努める。

【文科省】
・引き続き、農水省が指定するモデル地域等において、自然体験活動等を
行う小学校の取組に対する補助を実施。

【農水省】
・引き続き、総務省、文科省と連携し、取組を推進。

【総務省】
・地方独自の小学校の宿泊体験活動への取組
に対する特別交付税措置
・都市・農山漁村の教育交流による地域活性化
推進等事業（１百万円）

【文科省】
・豊かな体験活動推進事業（学校・家庭・地域の
連携協力推進事業8,516百万円の内数）

【農水省】
・食と地域の交流促進対策交付金（1,364 百万
円の内数）

・エコツーリズムの事例集の作成に当たり、
郷土料理や直売所等のコースを組み入れる
など、グリーンツーリズムの要素を盛り込む
ことを連携して検討【農水省、国交省、環境
省】

【農水省】
・環境省、国交省と連携し、モデル地区（２地区）のエコツーリズムとグリー
ン・ツーリズムの融合プログラム開発及び事例集の作成について、情報提
供等による支援。

【環境省】
地域の自然や生きものなどの生物多様性を保全しつつ、活用するエコ
ツーリズムを推進するため、地域コーディネーターによるプログラムや
ルールづくり、ネットワークづくりなどに主体的に取り組む地域を支援した。
また、自然に関する知識や経験などを備え、その大切さや魅力を伝える人
材の育成を行った。

【農水省】
・引き続き、国交省、環境省と連携し、取組を推進。

【環境省】
・エコツーリズム推進法に定められている国の責務である全体構想の認
定・周知、技術的助言、情報の収集、広報活動等を他の所管省庁と連携
して実施する。

【環境省】
・エコツーリズム総合推進事業(30百万円)

・農山漁村等における買い物弱者対策の観
点から、 地域生活インフラ再構築に向けた
 「買い物弱者応援マニュアルver.1.0」地方自
治体や民間事業者が買い物支援事業を行う
際に参考にできる「買い物弱者応援マニュア
ル」を関係省（総務省、厚労省、農水省、経
産省、国交省）で連携して策定。【経産省】

【農水省】
・買い物弱者対策マニュアル作成に向けた研究会が設立（経産省）され、
農水省他関係省は情報提供等による連携を図った。

【経産省】
・平成23年５月には、平成22年12月に公表した地方自治体や民間事業者
が買い物支援事業を行う際に参考にできる「買い物弱者応援マニュアル」
に、新たに先進事例を加えた追補版となる「買い物弱者応援マニュアル
Ver.2.0」を公表するとともに、国及び地方自治体が実施している支援策に
ついて紹介した。
　加えて、平成24年３月には、平成24年度予算等で国及び地方公共団体
が実施する買い物弱者対策関連支援事業等を取りまとめ、HPにて公表し
た

【農水省】
・引き続き、経産省と連携し、取組を推進。

【経産省】
・必要に応じて「買い物弱者応援マニュアル」の改訂や、国及び地方公共
団体の支援事業等の取りまとめ等、ニーズを踏まえて検討する。

・情報システムを活用した「医療・介護等関連
分野における規制改革・産業創出調査研究
事業（地域見守り創出調査研究事業）」の農
山漁村での調査 研究実証事業を踏まえた今
後の方策の検討【農水省、経産省】

【農水省】
・医療・介護等関連分野における規制改革・産業創出調査研究事業の
ワーキンググループが設立（経産省）され、農水省は情報共有を行う等に
より連携を図った。

【経産省】
・離島や僻地等を含む７地域における情報システムを活用した見守りサー
ビス（安否確認等）の持続可能性についての検討、検証を実施。



２３年度実施状況等 ２４年度以降の取組予定 関連事業・予算取組内容

・農山漁村コミュニティ再生、地域活性化に関
する施策展開を各種基本計画等に位置付け
ることを検討【内閣府、農水省、国交省】

【内閣府】
・平成23年３月31日策定の第２次食育推進基本計画において、生産者と
消費者との交流の促進を図るとともに、環境と調和のとれた農林漁業の
活性化等が図られるよう、適切な取組を行うこととされている。
・平成22年12月17日策定の第３次男女共同参画基本計画に「活力ある農
山漁村の実現に向けた男女共同参画の推進」を重点分野の一つとして位
置づけ、各地域で説明会（12回開催）を行うなどにより、推進を図った。

【農水省】
・「男女共同参画基本計画」、「食育推進基本計画」及び「観光立国推進基
本計画」の計画本文に、農山漁村の活性化に関する施策について明記さ
れた。

【内閣府】
・引き続き、第２次食育推進基本計画に基づき、施策を総合的かつ計画的
に推進。
・継続的に第３次男女共同参画基本計画の推進を図ることで、「活力ある
農山漁村の実現に向けた男女共同参画の推進」についても、推進を図
る。

【農水省】
・引き続き、農山漁村の活性化に関する施策展開が、各種基本計画等に
位置づけられるよう努める。

【内閣府】
・食育推進経費（食育に関する施策を総合的・計
画的に推進するために必要な経費）(41百万円)
・食育推進基本計画
・男女共同参画基本計画

【国交省】
・観光立国推進基本計画

（３）各府省所管の基本計画等における農山漁村からの視点の強化


