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２．地域の特性を活かした複合経営等の多様な農業経営等の推進

➢ 中山間地域は、人口の１割、農地面積、農業産出額の４割を占め、食料生産・多面的機

能の発揮の面で重要な役割

➢ 中山間地域の1農業経営体当たりの農業所得は2018年で140万円。全国平均の8割程度で

推移

➢ 中山間地域等の特性を活かした複合経営等の多様な農業経営を推進

27 資料：農林水産省「経営形態別経営統計（個別経営）」

農業地域類型別の1農業経営体当たり農業所得中山間地域の主要指標
（単位：万人、万戸、集落、千ha、億円）
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中山間農業地域資料：総務省「平成27年国勢調査」、農林水産省「2015年農林業センサ
ス」、「平成27年耕地及び作付面積統計」、「平成27年生産農業所得統
計」を基に農林水産省作成
注：1) 農業地域類型区分は、2017年12月改定のものによる。

2) 中山間地域の各種数値は、上記の資料を基に農林水産省作成

全国 中山間地域 割合

人口 12,709 1,420 11.2％

総農家数 216 95 44.2％

農業集落数 138,256 73,759 53.3％

農地面積 4,496 1,841 40.9％

農業産出額 88,631 36,138 40.8％

資料：総務省「住民基本台帳人口移動報告」を基に国土交通省作成
注：1) 2012年から2018年の間で、三大都市圏からの転入者数が三大都市圏への転出者数を上回った回数別に色分け

2) 三大都市圏は東京圏(埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県)、名古屋圏(岐阜県、愛知県、三重県)、大阪圏(京都府、大阪府、兵庫県、奈良県)
3) 調査していないため該当数値がないデータについては0回として整理

１．田園回帰の動向

三大都市圏からの転入超過回数

➢ 田園回帰の動きは全国的に拡大。2012年から2018年までの7年間で、三大都市圏から転入
超過となった年が1回以上あった市町村は、550市町村。4回以上あった市町村は114市町村

0回：705市町村

1回：246市町村

2回：125市町村

3回：65市町村

4回：54市町村

5回：26市町村

6回：21市町村

7回：13市町村

114市町村

550市町村

中山間地域の農業の振興



農泊の延べ宿泊者数 訪日外国人旅行者

国内旅行者

4,748 4,965 5,515

286 356 3765,034千

人

5,321 5,891

2017年度 2018 2019
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37.7%

38.0%

5.8%
2.2%

16.5%

是非残していくべき

どちらかといえば
残していくべき

積極的に宅地化など
都市開発を進めるべき

どちらとも言えない

どちらかといえば宅地化
など都市開発を進めるべき

保全すべき
75.7%

➢ 都市農業・都市農地を残していくべき
との回答が前年に比べ4.7ポイント増加し
75.7％

資料：農林水産省「都市農業に関する意向調査」
注：1) 2020年5月調査

2) 三大都市圏特定市の住民を対象に実施したインターネット
によるアンケート調査

3) 回答数は2,000人

住民の都市農業・都市農地の保全に対する考え方都市農業の推進

➢ 2019年度の農泊地域の延べ宿泊者数は前

年度に比べ11％増加し589万人。そのうち、

訪日外国人旅行者は6％増加し38万人

農泊の推進

資料：農林水産省作成
注：1）2019年度に採択した農泊地域515地域を対象

2）2020年4月時点

農村発イノベーションを始めとした地域資源の高付加価値化の推進

農村発イノベーション➢ 所得と雇用機会の確保を図るため、

農村の地域資源を発掘し、磨き上げ

た上で、他分野と組合せる取組「農

村発イノベーション」により新たな

ビジネス展開を促進

➢ 滋賀県東近江市の奥永源寺地区では､
絶滅危惧種で市の花である「紫草」の
栽培・商品化に取り組み､自然派化粧品
を開発

＜事例＞特用作物･紫草を活用し､化粧品
開発､販売(滋賀県)

➢ 2019年2月の商談
会で､バイヤーとの
商談が成立。2020
年9月時点で出荷量
は2万本を超え、販
売額は商談会の前と
比べ、約10倍に増加

自然派化粧品
「MURASAKIno ORGANIC」

３．農泊、農福連携、再生可能エネルギー等の農村発イノベーションの推進
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722 地区
908 

1,069 
1,181 

1,267 

2016年 2017 2018 2019 2020

４．中山間地域を始めとする農村に人が住み続けるための条件整備

「小さな拠点」の形成数

➢ 2020年5月末時点で、全国で1,267地区の
「小さな拠点」*が形成。農産物加工・販売
施設や地域間交流拠点等のほか、周辺集落と
の間を結ぶ農道等のインフラを整備

資料：内閣府地方創生推進事務局「小さな拠点の形成に関する実
態調査」を基に農林水産省作成

注:各年5月末時点

地域コミュニティ機能の維持や強化

*行政施設や学校、郵便局等の生活支援機能を集約したエリア

➢ 農福連携に取り組んだ事業者の農地面積
は2015年から2018年の3年間で25％増加

➢ 2021年3月、16団体を農福連携に取り組
む優良事例「ノウフク・アワード」として
表彰

➢ 障害者の農業分野での定着を支援する専
門人材を育成するため、障害特性に対応し
た農作業方法等を学ぶ育成研修を実施

農福連携の推進
農福連携に取り組んだ事業者の農地面積

資料：一般社団法人日本基金「平成30年度農福連携の効果と
課題に関する調査結果」を基に農林水産省作成

注：1) 障害者を雇用または福祉事業所等に農作業を委託して
いる350農家等を対象

2) 回答数は113経営体

1,149 ha 1,243 1,311 1,439 

2015年 2016 2017 2018

再生可能エネルギーの活用

➢ 「長期エネルギー需給見通し」では、総発電電
力量に占める再生可能エネルギーの割合を2030年
度までに22～24％にする目標を設定。2019年度は
前年度に比べ1.1ポイント上昇し18.0％

➢ 2019年度、農山漁村再生可能エネルギー法に基
づく基本計画を策定した市町村は前年度に比べ7市
町村増加し68市町村

➢ 農業水利施設等を活用し、2019年度末時点で太
陽光発電施設を124、風力発電施設を4、小水力発
電施設を147整備

➢ 稲わら等を含むバイオマスの利活用を推進

25 60
108 124

4
4

4
4

26
32

87

147

2010年度 2013 2016 2019

55施設
96

199

275

小水力発電施設

風力発電施設

太陽光発電施設

再生可能エネルギー発電施設整備数(累計)

資料：農林水産省作成
注：農業農村整備事業等により整備された施設数

発電全体に占める再生可能
エネルギーの割合

資料：経済産業省資源エネルギー庁「総合エ
ネルギー統計」を基に農林水産省作成
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５．鳥獣被害対策とジビエ利活用の推進

1.2倍以上

1.1~1.2倍未満

1.0~1.1倍未満

0.9~1.0倍未満

0.8~0.9倍未満

0.8倍未満

都道府県別に見た過去10年の鳥獣被害額の増減状況

資料：農林水産省「野生鳥獣による都道府県別農作物被害状況」
注：2010年度の被害額に対する2019年度の比率

第３章 農村の振興

➢ 2019年度の野生鳥獣による農作物被害額は
158億円。鳥獣被害は、営農意欲の減退によ
る耕作放棄の要因にもなっており、農山村に
深刻な影響

➢ 鳥獣被害防止特措法に基づき、2019年4月
末時点で1,489市町村が鳥獣被害防止計画を
策定。そのうち1,198市町村が鳥獣被害対策
実施隊を設置し、各市町村において様々な対
策を実施

➢ 2010年度と2019年度の都道府県別の野生
鳥獣による農作物被害額を比較すると、侵入
防止柵の設置、捕獲活動の推進、集落の環境
管理等の被害防止対策により、多くの地域で
1.0倍未満に減少

1,401 1,428 1,443 1,458 1,479 1,489 

864 
986 1,073 1,140 1,183 1,198 

2014 2015 2016 2017 2018 2019

被害防止計画を策定
している市町村

うち鳥獣被害対策実施隊
を設置している市町村

被害防止計画策定数と鳥獣被害対策実施隊設置数

資料：農林水産省作成
注：各年4月末時点

鳥獣被害対策等の推進

30

生活インフラ等の確保
➢ 一部の地方公共団体が行う、空き家等の情
報サイトを一元化したWebサイトを2018年
に開設し、「全国版空き家・空き地バンク」
として運営。 2020年10月末時点で、登録さ
れている物件数は11,048件となっており、そ
のうち農地付き空き家は495件

7,642 件
10,333 11,048

2018年 2019 2020

全国版空き家・空き地バンクの登録物件数

資料：国土交通省資料を基に農林水産省作成
注：1) 各年10月末日時点での掲載中の物件数

2) 株式会社LIFULLとアットホーム株式会社が運営するWebサイ
トの掲載数を合計した数

資料：農林水産省作成

日本型直接支払制度の概要

➢ 多面的機能支払制度は、甚大な自然災害時
に対象組織間で交付金を融通できるよう制度
を見直し。また、資源向上支払について、防
災・減災力の強化として災害時における応急
体制の整備を対象化

➢ 中山間地域等直接支払制度は、第5期対策
が開始。農用地や集落の将来像の明確化を図
る集落戦略の作成や集落の地域運営機能の強
化、棚田の保全や地域の振興を図る活動等、
将来に向けた前向きな取組への支援を強化

➢ 環境保全型農業直接支払制度は、第2期対
策が開始。リビングマルチや長期中干し等の
５つの取組を全国共通取組として追加、地域
特認取組の運用の見直し等を実施

多面的機能の発揮の促進
日本型直接支払制度

【農地維持支払】
農地法面の草刈り等の地域資源の
基礎的保全活動等を支援

【資源向上支払】
水路、農道、ため池の軽微な補修等の地域
資源の質的向上を図る共同活動等を支援

多面的機能支払制度

農地法面の草刈り

水路の補修

中山間地域等の条件不利地域の
農業生産活動の継続を支援

中山間地域等直接支払制度

中山間地域

自然環境の保全に資する農業生産活動を支援

環境保全型農業直接支払制度

有機農業



31

1,680 組織

3,071 

4,177 
4,787 

5,236 

2015年 2016 2017 2018 2019

資料：内閣官房まち・ひと・しごと創生本部事務局「地域運営組織の
形成に向けた取組について」、総務省「令和元年度地域運営組織の

活動状況におけるアンケート調査結果」を基に農林水産省作成

地域運営組織の形成数
地域を支える体制と人材づくり

第３章 農村の振興

６．農村を支える新たな動きや活力の創出

➢ 公共施設の維持管理や地域イベントの運

営等に取り組む地域運営組織の形成数が増

加。中山間地域等直接支払制度等を通じて、

その形成と運営、さらに法人化を推進

地域運営組織による共同作業

➢ 高知県三原村では、2016年度に住民が主体となって
地域運営組織を設立。ししとう、ブランド米の栽培や
加工・販売、レストランの運営等に取組

＜事例＞ 地域運営組織によって地域の課題やニーズに
総合的に対応(高知県)

665 814 957 973

343
324

426 406150
373

374 513

125
118

130
116

1,283 t

1,629 
1,887 2,008 

2016年度 2017 2018 2019

その他
ペット
フード
イノシシ
(食肉)

シカ(食肉)

ジビエ利用量

資料：農林水産省「野生鳥獣資源利用実態調査」
注：「その他」は、シカ・イノシシ以外の鳥獣の食肉、自家消費向け等

ジビエ利活用の拡大

➢ 2019年度のジビエ利用量は、前年度に
比べ6.4％増加し2,008t。ジビエ利用率
は、全体で9％、獣種別にはシカで14％、
イノシシで5％

➢ 国産ジビエ認証制度による消費者の安
心確保やジビエプロモーションの展開、
ペットフードへの活用等による需要拡大
を推進

集落内の研修の様子
資料：唐津地域有害鳥獣広域駆除対策協議会

＜事例＞ 関係機関の連携により地域一体となった鳥獣被害対策を推進(佐賀県)
➢ 広域を移動する野生鳥獣に対して、唐津市と玄海町が協働
して協議会を設立し、被害対策を総合的に推進

➢ 取組前の2008年度と比較して、2017年度のイノシシの有
害捕獲数は3.1倍に増加し、唐津市と玄海町の農作物被害金
額は65％減少

集中捕獲キャンペーン普及啓発ポスター

➢ 都道府県における捕獲頭数の目標設定を推
進し、同目標を達成するため、秋以降の狩猟
期間における「集中捕獲キャンペーン」等を
展開

➢ ICTやドローン技術等を活用した効率的な
スマート捕獲の技術の普及のため、ドローン
を活用した捕獲わなの見回り、誘引エサやり
の自動化システムの開発を推進
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資料：総務省「令和元年度地域おこし協力隊の定住状況等に
係る調査結果」を基に農林水産省作成

注：1) 2018年度末までに任期終了した地域おこし協力隊員
4,848人に行ったアンケート調査

2) 活動地と同一市町村内に定住した隊員2,464人の結果

3)「就業」のうち農林漁業関係は「就農・就林等」に含
めた。また、事業承継は「その他」に含めた。

任期終了後に同一市町村内に定住
した地域おこし協力隊員の進路

888人

974

403

150
49

起業

就業
(農林漁業除く)

就農・就林等

その他
不明

農村の魅力の発信

➢ 2020年度には、棚田地域振興法に基づき、
累計583地域を指定棚田地域に指定するとと
もに、指定棚田地域において地域協議会が作
成した累計102計画の指定棚田地域振興活動
計画を認定

➢ 棚田カードの作成など棚田に関心を持って
もらったり魅力を発信するような取組を実施

➢ 重要かつ伝統的な農林水産業とそれに関
わって育まれた文化・景観等が一体となった
地域を、世界農業遺産、日本農業遺産として
認定。2020年度は日本農業遺産に新たに７地
域を認定

➢ 農山漁村の有するポテンシャルを引き出す
ことにより地域の活性化や所得向上に取り組
んでいる優良な事例を、「ディスカバー農山
漁村の宝」として選定。2020年度は新たに28
地区と4人を選定

2020年度に新たに認定された日本
農業遺産、世界かんがい施設遺産

資料：農林水産省作成

棚田カード

➢ 地域や地域の人々と継続的に多様な形で関わる「関係人口」の増加に向けて、子供の農
山漁村体験、農業体験農園の取組を支援

➢ 2018年度末時点で任期を終了した地域おこし協力隊員の数は、延べ4,848人。この半分
にあたる2,464人は受入地域と同一市町村内に定住し、古民家カフェの起業や地域づく
り・まちづくり支援業への就業、農業法人への就職等を通じて引き続き地域で活躍

関係人口の概念図

資料：総務省「関係人口ポータルサイト」を基に農林水産省作成

①富山県氷見地域

②兵庫県
丹波篠山地域

③兵庫県南あわじ地域

④和歌山県高野・
花園・清水地域

⑤和歌山県有田地域

⑥宮崎県日南市

⑦宮崎県田野・
清武地域

⑧天狗岩用水

⑨備前渠用水路

⑩常西合口用水

-日本農業遺産
-世界かんがい施設遺産
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１．東日本大震災からの復旧・復興

地震・津波災害からの復旧・復興

原子力災害からの復旧・復興

➢ 地震・津波災害からの復旧対象農地1万
9,690haは除塩や畦畔の修復等が進められ、
2021年1月末時点で94％の農地で営農再開が可
能

➢ 地震・津波災害からの復旧に併せ、農地の大
区画化を実施

➢ 原子力被災12市町村の営農休止農地のうち
32％が営農を再開。営農再開の加速化に向けて、
市町村に農林水産省職員を派遣するとともに、
福島復興再生特別措置法による特例措置等を活
用した農地の利用集積、生産・加工等が一体と
なった高付加価値生産を展開する産地の創出を
支援

➢ 放射性物質を理由に福島県産品の購入をため
らう人の割合は8.1％。依然として一定数の人が
購入をためらうと回答。このため「風評払拭・
リスクコミュニケーション強化戦略」に基づい
て情報を発信

資料：農林水産省作成
注：営農休止面積は、2011年12月末時点、営農再開面積は、

2019年度末時点

原子力被災12市町村の営農再開状況

放射性物質を理由に福島県産品の購入
をためらう人の割合

資料：消費者庁「風評被害に関する消費者意識の実態調査」を基に
農林水産省作成

２．大規模自然災害からの復旧

営農休止面積 営農再開面積
再開割合

(%)

12市町村計 17,298 5,568 32

(単位：ha)

2013年

99％

98％

100％

94%

農業集落

排水施設

農地海岸

主要な

排水機場

農地

資料：農林水産省作成
注：2021年1月末時点

農地・農業用施設等の復旧状況

➢ 近年、地震や豪雨等の大規模な自然災害が頻発。早期の営農再開を支援するとともに、
災害への対応強化と一体的に、作物転換、規模拡大など生産性の向上等を図る産地の取
組を支援

➢ 熊本地震(2016年)については、創造的復興の取組として農地集積を図るために大区
画化等の基盤整備を実施

➢ 北海道胆振東部地震(2018年)による山腹崩壊や被災したパイプラインは復旧が進み、
2020年12月末までに、災害復旧事業実施件数174件のうち168件が竣工済

202120172015 2019

19.4% 17.4
15.0

12.5
8.1
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第４章 災害からの復旧・復興や防災・減災、国土強靱化等

３．令和2年度の自然災害からの復旧

➢ 2018年12月に閣議決定した「防災・減災、国土強靭化のための3か年緊急対策」に基づ
き、農業水利施設・ため池の整備や農業用ハウスの災害防止等を推進

4．防災・減災、国土強靱化と大規模自然災害への備え

防災・減災、国土強靱化対策の推進

災害への備え 農業版BCPのパンフレット

➢ 農業者自身が自然災害等のリスクに備えるた

め、台風や大雪による被害の防止に向けた技術

指導、古いハウスも新築時の資産価値まで補償

できる特約等を新たに導入した園芸施設共済及

び収入保険への加入を促進

➢ 農業者自身による農業版BCP (事業継続計画

書)の策定につながるよう、チェックリストと農

業版BCPのフォーマットを作成し、普及を推進

➢ 2020年度は、令和2年7月豪雨等により農作物、

農林水産関係施設に大きな被害が発生。2020年の

農林水産関係被害額は2,459億円(2021年1月14日

現在)

➢ 令和2年7月豪雨による大きな被害に対し、発災

直後から被災地に食料、飲料、乳児用ミルクをプッ

シュ型で支援するとともに、早期の激甚災害指定に

より地方公共団体及び被災農業者の負担軽減を図っ

たほか、国の職員(MAFF-SAT)を派遣し早期復旧を

支援

➢ 令和2年7月豪雨により被災した農林漁業者が営

農意欲を失わず一日も早く経営再建できるよう、原

形回復にとどまらない改良復旧の考え方も踏まえ、

土砂の撤去・農地復旧・土づくり・防除・施肥・機

械やハウス再建等を総合的に支援

➢ 令和2年から3年までの冬期の大雪により被災し

た農林漁業者が営農意欲を失わず一日も早く経営再

建できるよう、農業用ハウスや畜舎の再建・修繕と

併せて行う撤去、果樹の修復や植替え、種子・種

苗・融雪剤等を支援

冠水したハウス栽培の柑橘類(令和2年7月豪雨)

冠水したコンバイン(令和2年7月豪雨)

現地調査する農林水産大臣
(令和2年から３年までの冬期の大雪)

資料：農林水産省作成



概説

• 施策の重点、財政措置、立法措置、税制上の措置、金融措置

Ⅰ 食料自給率・食料自給力の維持向上に向けた施策

• 食料自給率・食料自給力の維持向上に向けた取組

• 主要品目ごとの生産努力目標の実現に向けた施策

Ⅱ 食料の安定供給の確保に関する施策

• 新たな価値の創出による需要の開拓

• グローバルマーケットの戦略的な開拓

• 消費者と食・農とのつながりの深化

• 国際的な動向等に対応した食品の安全確保と消費者の信頼の確保

• 食料供給のリスクを見据えた総合的な食料安全保障の確立

• TPP等新たな国際環境への対応、今後の国際交渉への戦略的な対応

Ⅲ 農業の持続的な発展に関する施策

• 力強く持続可能な農業構造の実現に向けた担い手の育成・確保

• 農業現場を支える多様な人材や主体の活躍

• 担い手等への農地集積・集約化と農地の確保

• 農業経営の安定化に向けた取組の推進

• 農業の成長産業化や国土強靱化に資する農業生産基盤整備

• 需要構造等の変化に対応した生産基盤の強化と流通・加工構造の合理化

• 情報通信技術等の活用による農業生産・流通現場のイノベーションの促進

• 気候変動への対応等環境政策の推進

Ⅳ 農村の振興に関する施策

• 地域資源を活用した所得と雇用機会の確保

• 中山間地域等をはじめとする農村に人が住み続けるための条件整備

• 農村を支える新たな動きや活力の創出

• 上記３項目に沿った施策を継続的に進めるための関係府省で連携した仕組みづくり

Ⅴ 東日本大震災からの復旧・復興と大規模自然災害への対応に関する施策

• 東日本大震災からの復旧・復興

• 大規模自然災害への備え

• 大規模自然災害からの復旧

Ⅵ 団体に関する施策

Ⅶ 食と農に関する国民運動の展開等を通じた国民的合意の形成に関する施策

Ⅷ 新型コロナウイルス感染症をはじめとする新たな感染症への対応

Ⅸ 食料、農業及び農村に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項

令和３年度 食料・農業・農村施策
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