
第３章 地域社会の維持や地域の安全・活性化を目指した「地域政策」
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〇 今後とも農村の人口減少・高齢化の進行が見込まれる中、担い手農家と土地持ち非農

家への二極化や集落機能の脆弱化が懸念。

こうした状況を踏まえ、多面的機能支払を全国的に展開し、地域コミュニティを維持･強

化しつつ、農地等が有する多面的機能の維持・増進を図ることが重要。

また、土地持ち非農家にも農地･水路等の地域資源の保全活動や６次産業化への参画

など新たな役割を明確化するなど集落構造の再構築を行い、構造改革を後押しするととも

に、産業競争力の強化を集落全体で支え、集落自体の生活を豊かにする姿を目指してい

くことが課題。

41

（１） 集落構造の再構築と地域コミュニティの維持・強化
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新たな役割の構築が重要

〇地域資源の保全、農村環境の保全
・水路・農道等の保全活動（草刈り・江ざらい等）
・景観の形成（植栽等）、生態系の保全

〇地域活性化
・６次産業への参画（農産物の加工・販売等）
・市民農園、農村レストラン等への参画
・都市農村交流の担い手（滞在型交流の受入等）
・福祉との連携（健康農園での営農等）

〇地域防災
・地域コミュニティによる防災活動 等

〇人・農地プランの作成
〇農地中間管理機構による農地の借入れ・貸し出し
〇ほ場整備と併せた土地利用調整 等

〇集落での話し合い等により、担い手農家・組織を個
別具体に特定し、担い手毎の農地集約を加速化

（参考）農地中間管理事業の推進に関する法律
17条：農地中間管理機構は定期的に借受けを希望するものを募集

し、公表
26条：市町村は、適切と認める区域毎に中心的な役割を果たすこと

が見込まれる農業者、当該区域における農業の将来のあり
方及びそれに向けた農地中間管理事業の利用等に関する事
項について、定期的に農業者その他当該区域の関係者によ
る協議の場を設け、協議結果を公表

現状：多数の小規模農家の存在

二極化の傾向

農地集積の進展

〇 農地集積の話合いの進展により、担い手が具体化されると同時に多数の土地持ち非農家も新たに役割を担っていくこととなる。
〇 多面的機能支払における「保全管理構想」の策定や基盤整備事業を契機とした話合い等を通じて、担い手農家への

農地集積と併せて、土地持ち非農家の新たな役割を構築し、持続的な農業を確保しつつ、地域活性化や防災力強化を
目指していく。その際は、地域コミュニティの維持・強化を図りつつ、集落全体で地域の活性化に繋がる取組が重要。

大規模担い手農家・組織への農地集積 土地持ち非農家の増加

一方で多くの
土地持ち非農家

〇 農地集積の進展に伴い、農地集積を進める担い手・組織と多数の土地持ち非農家への二極化が進行。

〇 農地集積の具体的見通しを踏まえた土地持ち非農家も含めた集落内の役割分担を地域内の話合いにより
再構築し、集落全体で地域を活性化しつつ、農業農村を維持・発展させていく必要。

（１）－① 農地集積の進展と併せた集落構造の再構築
42
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○ 高齢化・人口減少により集落機能が低下、また、農業・農村の多面的機能の維持が危惧。
○ 担い手に集中する水路、農道等の管理やこれらの質的向上を地域全体で支える共同活動（多面的機能支払

制度）を全国的に展開。

担い手への営農集中が進む中での集落機能の維持

過疎化が進む中での中山間地域における集落機能の維持

従来の農地・水保全管理支払交付金制度の見直しと併せて取組地域を一層拡大し、
多面的機能を発揮する農地を全国的に保全する必要

農地維持支払

資源向上支払

多面的機能を支える共同活動を支援

※担い手に集中する水路・農道等の管理を地域で支え、農地集積を後押し

地域資源（農地、水路、農道等）の質的向上を図る共同活動を支援

・農地法面の草刈り、水路の泥上げ、農道の砂利補充等の基礎的保全活動
・農村の構造変化に対応した体制の拡充・強化、保全管理構想の作成 等

対象

・水路、農道、ため池の軽微な補修
・植栽による景観形成、ビオトープづくり
・施設の長寿命化のための活動 等

農地法面の草刈り 水路の泥上げ

※農地・水保全管理支払を組替え・名称変更

多面的機能支払制度の概要

34%

取組面積

・農地・水保全管理支払交付金
活動の取組面積は148万ha。

・全国の対象農用地面積426万
haの３分の１。

創

設

組

替

・近年、農村地域の高齢化、人口減少等により、地域の共同活動
等によって支えられている多面的機能の発揮に支障。

・担い手に集中する水路・農道等の管理を地域で支える共同活動を全国的に展開。

・水路、農道等の地域資源の維持管理に対する担い手の負担が増
大し、担い手の規模拡大が阻害されることも懸念される状況。

・特に条件不利地域において、後継者不足や多数の小規模経営に
よる経営基盤の不安定から、集落の存続が危ぶまれる状況。

（参考）農地・水保全管理支払交付金の取組面積

地域総出のワークショップ 農道の維持管理

○多面的機能を維持・発揮
○担い手を支える集落共同活動

や担い手以外の人達を含めて
地域が活性化

対象

（１）－② 多面的機能支払の全国展開による地域コミュニティの維持・強化を通じた地域資源の保全

平成26年1月末時点 43
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〇 地域で受け継がれてきた豊かな資源の活用や新たな需要の発掘･創造を通じて、農村

の活性化につなげる取組として、地域資源・農村環境の保全活動と連動した農産物のブラ

ンド化や女性･高齢者による加工･販売活動、環境教育の推進等に取り組むとともに、先

進事例の全国発信を通じた他地域への横展開を図っていくことが重要。

〇 また、土地改良区等のネットワークも生かしつつ、地域コミュニティによる活動の広域的

な連携を図り、上下流域の一体的な保全活動等の推進にも取り組んでいくことが効果的。

〇 なお、農村の地域資源を活用した再生可能エネルギー発電の導入による農業･農村振

興に向けて、新たに法定化された農山漁村再生可能エネルギー法に基づく計画等と基盤

整備との構想段階からの効果的な連携を促進することが課題。

44

（２） 地域資源の保全と高度な活用
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○ 地域で受け継がれてきた豊かな資源の活用や新たな需要の発掘・創造を通じて、農村の活性化につなげる
取組が重要。

○ 環境・資源の保全活動と連携した農産物のブランド化や女性・高齢者による６次産業化等の事例について、
積極的な全国発信を通じた他地域への横展開を図り、地域コミュニティによる資源の高度な活用を促進。

（２）-① 地域コミュニティによる地域資源の保全と高度な活用

・本地域では、混住化が進み農家人口が年々減少し
ており、農業・農村の多面的機能の維持が困難。

・生きもの調査等の様々な活動を地域ぐるみで実施。
特に、地域内に生息するフクロウの保全を実施。

・また、フクロウを頂点とした健全な生態系を守るた
めの減農薬・減化学肥料栽培米を『ふくろう米』として

ブランド化。

生き物調査により地域
の宝を再発見

巣箱の設置

○地域の生態系保全を通じた地域活性化
（栃木県宇都宮市）

減農薬・減化学肥料栽培
「ふくろう米」

生産者組織が運営する
直売所

直売所で活動する
地域の女性

○高齢者・女性等による遊休農地を活用した
６次産業化 （宮城県角田市）

地域活性化に取り組んでいる優良事例を選定し全国へ発信することを通じて他地域へ横展開

○地域ぐるみの多様な取組を通じた地域活性化
（山形県河北町）

・地域の全団体が参加する多様な人材をフル活用。
・非農家の参画が定着し、地域のアイデアを活かした

地域資源を次世代に継承する多様な取組を展開し、
地域力が向上。

写真コンテスト

ＧＩＳを用いた地域資
源の記録・管理・活用

生態系に配慮した水路を直営施工

「めだかの学校」を通じた環境教育

・ほ場整備事業を契機に農業生産法人を設立。
・団地化したほ場での大型機械の導入により稲作営

農時間は５分の１に減少。
・余剰労働力を活用し地域の高齢者・女性等を雇用

した直売所を開設。
・転作大豆を納豆や味噌に加工して出荷。
・遊休農地を活用して栽培した菜の花から菜の花油

を製造し産地化。

事業を契機とした法人設立等
により余剰労働力を確保

○地域のアイデアから生まれた地域資源を次世代に継承する取組例

農地・水・環境保全向上対策への取組

共同活動 営農活動

健全な生態系の認識

地域内の自然環境調査

生きもの調査

生態系保全

健全な生態系の地域での栽培

フクロウ米の地域内共通認識の確立

環境負荷低減への取組

減・減栽培の実施
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（２）-② 広域連携による地域資源の高度な活用

○ 上下流域等の連携による保全活動の広域化・高度化を、土地改良区等のネットワークを活かした主体的な取
組等も導入しつつ促進していくことが効果的。

協力農家は転作作物の植え付け
前（後）に湛水

海浜の清掃 上中下流域の30の土地改良区による
水源かん養林の植樹

海 森里

・白川中流の豊富な地下水をかん養するため、平成15年から全国に先駆けて、
環境支払いの取組を実施。
・転作田への湛水に対して、企業・熊本市は協力農家に湛水期間に応じて助成
金を支払い。

○地域で支える持続可能な環境の構築

・都市と農村の共生、農漁民の連携など、地下水かん養の取組を土台とした森・里・海の
連携の確立。
・白川流域の約30の土地改良区の広域連携による地域の活性化。

○広域連携による地域資源の活用（熊本県白川流域）

・地下水かん養農地で生産された農産物ブランド「水の恵み」を販売。
・下流域の都市住民を中心とした消費を通じて、地産地消による地域経済へ貢献
するとともに、地下水資源のかん養に貢献。

ブランド「水の恵み」 地域資源を活かした生産・消費の循環図

地域資源の保全活動の広域的な連携に向けた取組の充実・拡大が課題

○土地改良区が主体の森・里・海の連携による地域資源の活用

助成金

○水循環型営農推進協議会○地下水かん養プロジェクトの仕組み

大津町
水田農業推進協議会

菊陽町
水田農業推進協議会

大津町

菊陽町

熊本市

白川中流域
土地改良区協議会

ＪＡ菊池
大津中央支所

ＪＡ菊池
菊陽中央支所

ＪＡ熊本市
東部支所

水循環型営農推進協議会

幹事会

白川中流域水田活用連絡協議会
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（２）-③ 再生可能エネルギーの活用と基盤整備との連携

○ 農村の地域資源を活用した再生可能エネルギー発電の導入による地域活性化の取組を農業農村整備とも
連携しつつ推進。

○再生可能エネルギーを活用した地域活性化構想

【今後の課題】 農業農村整備事業との連携

○ 事業の計画策定段階からの農山漁村再生可能エネルギー法における市町村が作成する基本計画との連携（イメージ）

・営農計画(ハウス集団化等)と営農施設への電力供給
・換地計画策定時の再エネ施設用地の一体的検討（※）
・小水力発電施設の土地改良事業による設置
・土地改良施設のスペースを利用した発電施設 等

・営農計画
・農地集積計画
・水利用計画
・土地改良施設の整備計画

土地改良事業計画 農山漁村再生可能エネルギー法
に基づく基本計画等

○ 土地改良施設を活用した小水力発電、土地改良施設のスペースを活用した太陽光発電等の整備構想（スマートビレッジ等）を基盤整備の事業計画策定と
一体的に作成し、計画段階から実施段階での一貫した連携を促進

・農林漁業と調和した再エネ発電による
農山漁村の活性化に関する方針

・再エネ発電設備の整備を促進する区域
・農林地の効率的利用の確保
・農林漁業の健全な発展に資する取組 等

※例えば、農地集積計画と再エネ基本計画が同時に定まらない場合、区画整理の換地計画に反映できず、円滑な用地創出が困難。

期待される効果

・豊富な水力、太陽光、バイオマス資源などの地域資源を再生可能エネル
ギーとして利活用するとともに、６次産業化を中心とした地域全体の取組を
促進し、農業農村の振興を目的。

○「ひびきの」スマートビレッジ構想（群馬県藤岡市、埼玉県本庄市他４市町）

小水力発電施設

ハウス団地等

・農業水利施設などの維持管理費の軽減
・施設園芸や植物工場などへの電力供給
・耕作放棄地の解消 等

ため池堤体を活用した太陽光発電

開水路上部を利用した太陽光発電

○一体的に検討すべき事項

（平成25年11月公布）
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〇 農村においては、農地・水路等で構築された水のネットワーク等が生態系を育み、また、こ

うして形成された生物多様性は、農家等による農業生産活動や農地・水路等の維持管理活

動によって保全。

○ 今後とも、農地・水路等の整備や維持管理、地域資源の質的向上のための活動等に際し

ては、これまでの取組を検証しつつ、農村環境への配慮や保全活動を一層充実する必要。

○ また、これらの活動が地域づくりの一環として取り組まれるような計画づくりを一般化してい

くことが課題。
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（３） 生物多様性の保全
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○ 農村においては、農地・水路等で構築された水のネットワーク等が生態系を育み、またこうして形成された生
物多様性は、農家等による農業生産活動や農地・水路等の維持管理活動によって保全。

○ 今後とも、農地・水路等の整備や維持管理、地域資源の質的向上活動等に際して、これまでの取組を検証しつつ、環境
への配慮や保全活動を充実。

［農地・水路等で構築された水と生態系のネットワーク］

ため池と雑木林

水田生態系の上位に位
置するコウノトリ

冬期湛水による
渡り鳥の飛来

ゲンゴロウ

水田で産卵

ため池で越冬

農業水路網
生物生息域としての水田の広がり

水田魚道の設置により
魚類が排水路と水田

間を移動

ドジョウ

水田で産卵

アカガエル

里山で越冬

フナ類トノサマガエル

水田で産卵

生物の生息・生育環境に
配慮した農業水路

［農業農村整備における生態系配慮の取組に関する経緯］
平成13年の土地改良法改正を契機として、農業農村整備における「環境との調和への配慮」のために必要な制度、技術資料を整備。

［農業生産活動・維持管理活動］水田、水路、ため池等の農村地域の水辺環境は、水と生態系の有機的なネットワークを形
成しており、多様な生きものがその生活史に応じ様々な生育・生息環境を利用。

環境教育、農産物のブランド化、地域コミュニティの活発化などの
地域づくりの取組に活用。

［地域づくりの取組］

二次的自然の維持・形成

土壌形成、水の浄化、
遺伝資源の利用

地域づくりへの活用

地域コミュニティよる保全

農村地域の水と生態系のネットワークは、農家や地域住民による
生産活動や維持管理活動によって保全。

年度 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25

・ 土地改良法改正[事業実施の原則として環境との調和への配慮を位置付け] ・ 国営土地改良事業における「環境との調和への配慮に関する計画」の作成について

　[環境配慮の取組の充実を図るため、「環境配慮計画」の作成を義務化]

　[環境に関する基本計画として、対象地域に関する環境配慮のゾーニング（「環境創造区域」または「環境配慮区域」）などを整理した田園環境整備マスタープランを市町村が策定する仕組みを整備]

制度等 ・ 環境との調和に配慮した農業農村整備事業等基本要綱の制定

技術指針等

・ 環境との調和に配慮した事業実施のための

調査計画・設計の手引き（1～3編）（H14～16）

・ 環境との調和に配慮した事業実施のための調査計画・設計の技術指針

　[生物のネットワークや生活史を踏まえた工種横断的な環境配慮の手法や工法を具体化した技術指針を制定]

・ 農業農村整備事業における景観配慮の手引き ・ 農村環境の広域的な保全に向けた構想づくりガイド

ブック

（３）-① 生態系ネットワークと地域資源の保全活動
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○ 国営事業着手時の環境配慮計画等において、地域資源・環境の再認識とその活用・向上に地域づくりの一環
として取り組むような計画づくりを一般化していく仕組みや技術指針等を整備。

○ これと併せて、土地改良区が環境保全活動に主体的に取り組む契機としても活用。

[環境配慮計画] 「環境との調和への配慮」への取組の基本的スタンス

[具体的取組]

・環境配慮計画
環境配慮計画の一部として、地域づくりの取組に関する

構想を検討・位置付け

・技術指針を改定
環境配慮を契機とした地域づくりの考え方や土地改良区

が中心的役割を担う優良事例等を技術指針に反映

・地域環境の現況
・環境との調和への配慮の理念
・環境との調和への配慮の方策

（エリアの設定、配慮対策、維持管理計画等）
・環境保全の推進体制

環境配慮計画の構成例

国営事業地区における環境配慮の取組の実行計画として、「環境配
慮計画」の作成を義務付け

「これまで」
事業の実施に伴う環境への負荷や影響を可能な限り回避・低減

するとともに、良好な環境を形成・維持する観点を重視。

「これから」
上記に加えて、生産基盤の整備と併せた農村環境の広域的な保

全・形成を契機とした地域づくりの取組を環境配慮計画に位置付
け一体的に推進

[環境との調和に配慮した事業実施のための調査
計画・設計の技術指針]

農業農村整備事業における環境配慮の考え方を整
理するとともに、工種横断的な環境配慮の手法や工
法を具体化した技術指針を制定

土水路の保全

ため池をﾋﾞｵﾄｰﾌﾟ
として保全

○国営農地再編整備事業「いさわ南部地区」（岩手県）では、土地改良区が中心となって農村環境の保全を契機とした地域づくりを展開

屋敷林の保全

生きもの観察会 農作業体験田んぼの学校

落差の解消
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（３）-② 生物多様性の保全（環境との調和への配慮を契機とした地域づくり）
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