［平成28年度予算の概要］

山村活性化支援交付金
【７５０（７５０）百万円】
対策のポイント
山村の活性化を図るため、薪炭・山菜等の山村の地域資源の活用等を通じ
た所得・雇用の増大を図る取組を支援します。

＜背景／課題＞
・山村では、人口減少や高齢化が著しいことから、人材や労働力が不足し、地域社会の
活力が低下しています。
・一方、山村は、国土の保全、水源のかん養など、森林及び農業の有する多面的機能の
発揮に大きな役割を担う重要な地域です。また、特色ある農林水産物や、固有の自然
・景観、伝統文化等の多くの地域資源が存在しています。こうした資源に恵まれた山
村は、近年、都市住民を中心に、ゆとり・やすらぎの場としての評価が高まっていま
すが、地域資源は十分に活用されていません。
・このため、地域資源の活用等を通じた所得・雇用の増大による山村の活性化が必要と
なっています。

政策目標
地域資源を活用して山村の活性化に取り組んだ地域の８割において、所得
・雇用の目標を達成（平成32年度）

＜主な内容＞
山村振興法に基づき指定された振興山村において、農林水産物等の消費の拡大や域外
への販売促進、付加価値の向上等を通じた地域経済の活性化を図るため、薪炭・山菜等
の地域資源等の潜在力を再評価し、それらを地域ぐるみで活用するためのソフト活動（組
織・体制づくり、人材育成、付加価値向上等を図る取組の試行実践等）を支援します。

補助率：定額（１地区当たり上限1,000万円）
事業実施主体：市町村等

［お問い合わせ先：農村振興局地域振興課（０３－６７４４－２４９８）］
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山村活性化支援交付金
平成28年度予算概算決定額【７５０（７５０）百万円】
山村の役割と現状
○

○

山村は、全国の林野面積の６割、農地面積の２割を占め、国土の保全、水源のかん養など、森林
及び農業の有する多面的機能の発揮について大きな役割を担う重要な地域。

しかしながら山村では、人口減少や高齢化が著しく、地域社会の活力が低下。

対策のポイント
○

山村には、特色ある農林水産物や景観、伝統文化といった地域資源が多く存在。近年、都市住
民を中心にゆとり、やすらぎの場としても評価が高まっているところ。山村の活性化には、こうした地
域の潜在力を引き出すことが重要。

○

このため、薪炭・山菜等の山村の地域資源等の潜在力を再評価し、それらを地域ぐるみで活用
するための取組を支援。

対策の内容
○ 地域資源等の発掘・活用を通じた地域経済の活性化を支援
（１）地域資源の賦存状況・利用形態等の調査
資源量調査、文献調査、聞き取り調査
地域資源の管理・保全形態等調査 等
現地調査

（２）地域資源を地域ぐるみで活用するための合意形成、組織
づくり、人材育成
住民意向調査、体制づくりのため地域住民によるワークショップ開催
資源活用の推進体制・組織の整備、実施計画づくり
技術研修会等の開催 等
合意形成・計画づくり

（３）特色ある地域資源の域内での消費拡大や域外への販売促進、
付加価値向上等を図る取組の試行実践
マーケティング調査、地場農林水産物を使った地域産品づくり
既存の直売所等と連携した販売促進、地域ブランドづくり
商品パッケージ等のデザイン検討 等
地域産品の加工及び商品化

農林水産業を核とした山村の所得・雇用の増大に向けた取組の推進
○ 補助率 ： 定額（１地区当たり上限１，０００万円）
○ 事業実施主体 ： 市町村等

○ 実施期間 ： 上限３年
○ 対象地域 ： 山村振興法に基づき指定された振興山村
※山村振興計画が策定されていること

山村の活性化
農林水産業やそれを担う地域の振興
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［平 成28年度 予算の概 要］

鳥獣被害防止対策の推進
【９，６５９（９，６５０）百万円】
（平成27年度補正予算 １,３００百万円）

対策のポイント
野生鳥獣被害の深刻化・広域化に対応するため、地域関係者一体の被害対
策の取組や施設整備、ジビエ活用の推進、新技術の導入実証等を支援します。
＜背景／課題＞
・野生鳥獣の増加・拡大のため、農作物被害金額は年間約200億円となっています。
・野生鳥獣による被害は、経済的被害のみならず、営農・林業経営意欲の減退や耕作放
棄地の増加、森林の生物多様性の損失や土壌流出等の一因ともなっており、シカ、イ
ノシシ、サルの生息数等の半減の目標達成に向け、地域の実情に応じた対策が不可欠
となっています。
・このため、鳥獣被害対策実施隊の設置促進・活動強化など、捕獲に重点化した取組や
必要な施設の整備等を効果的・効率的に推進する必要があります。
・さらに、増加する捕獲個体の適切な処理を推進する観点から、ジビエの全国的な需要
拡大など、利活用の取組を推進することが重要です。

政策目標
○野生鳥獣を約50万頭捕獲※（平成28年度）（本事業によるシカ、イノシシの捕獲数の合計）
○野生鳥獣の食肉等への利用率を向上
（約14％（平成26年度）→30％（平成30年度）
（捕獲個体のうち、利用される頭数の割合））
※

平成24年度397万頭（シカ、イノシシ生息数推計）を平成35年度までに210万頭とするための平成28年度の捕獲目標

＜主な内容＞

１．鳥獣被害防止総合対策交付金

９，５００（９，５００）百万円
（平成27年度補正予算 １，２００百万円）

市町村が作成した「被害防止計画」に基づく取組を総合的に支援します。具体的
には、
・侵入防止柵※、処理加工施設、捕獲技術高度化施設等の整備
※

電気柵を施工する場合は、安全基準を遵守すること。

・捕獲機材の導入、追い払い等の地域ぐるみの被害防止活動
・捕獲を含めたサルの複合対策、他地域の人材を活用した捕獲、ＩＣＴ等を用いた実証
・捕獲活動の取組
・地域の指導者や被害対策の中核となるコーディネーターの育成等の取組
等へ支援するとともに、
新たに、ジビエの流通量確保と全国的な需要拡大のため、捕獲者から需要者まで
の関係者が一体となった普及啓発活動や情報共有体制の構築等の取組を支援します。
交付率：都道府県へは定額（事業実施主体へは事業費の１／２以内等）
事業実施主体：地域協議会、民間団体等

２．シカによる森林被害緊急対策事業

１５９（１５０）百万円
（平成27年度補正予算 １００百万円）

シカによる森林被害が深刻な地域において、林業関係者が主体となって行う広域
かつ計画的な捕獲や効果的な防除、実施結果の検証等をモデル的に実施するととも
に、シカの侵入が危惧される地域等において、監視体制の強化を図ります。
補助率：定額
事業実施主体：国、都道府県等
＜各省との連携＞
○ 環境省
・指定管理鳥獣捕獲等事業により、鳥獣の保護及び管理に係る人材育成、
都道府県によるシカ・イノシシの捕獲等の取組を支援
○ 内閣府
・新型交付金（地方創生推進交付金）により、地域資源としてジビエを
利活用するための体制構築等の取組を支援

お問い合わせ先：
１の事業 農村振興局農村環境課鳥獣対策室（０３－３５９１－４９５８）
２の事業 林野庁研究指導課森林保護対策室（０３－３５０２－１０６３）
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鳥獣被害防止対策の推進
鳥獣被害防止総合対策交付金

【平成28年度予算概算決定額：9,500（9,500）百万円】
【平成27年度補正予算：1,200百万円】

野生鳥獣被害の深刻化・広域化に対応するため、地域関係者が一体となった鳥獣被害防止
のための取組や施設の整備、ジビエ活用の取組等を支援します。

ハード対策
○侵入防止柵等の被害防止施設
※侵入防止柵を自力施工する場合、資材費相当分を定額支援。なお、電気柵を施工する場合は、安全基準を遵守すること。

○鳥獣の食肉（ジビエ）等への処理加工施設、焼却施設、捕獲技術高度化施設（射撃場）

【事業実施主体】
地域協議会、地域協議会の構成員

【交付率】

侵入防止柵

捕獲機材の導入

処理加工施設

捕獲技術高度化施設

都道府県へは定額（事業実施主体へは事業費の１／２以内等）
（※条件不利地域は55/100以内、沖縄は２／３以内。その他、条件により、一部定額支援あり）

ソフト対策
○鳥獣被害対策実施隊、民間団体等による地域ぐるみの被害防止活動
（※実施隊、民間団体、新規地区が取り組む場合、定額支援（市町村当たり200万円以内等））

○捕獲を含めたサルの複合対策、他地域の人材を活用した捕獲、ICT等を用いた新技術実証
（※実施隊が取り組む場合、それぞれ市町村当たり100万円以内等を定額支援）

○都道府県が実施する広域捕獲活動、新技術実証活動、人材育成活動等の取組
（※都道府県の取組に対して、都道府県当たり2,300万円以内を定額支援）

○捕獲活動経費の直接支援
（※獣種等に応じて捕獲１頭当たり8,000円以内等を支援）

○鳥獣被害対策の地域リーダーや対策の中核となるコーディネーター育成等のための研修
（※定額支援）

○ ジビエの流通量の確保や需要拡大のための普及啓発活動、関係者間の情報共有等の取組（新規）
（※ジビエコンソーシアムの取組に対して定額支援）

【事業実施主体】
地域協議会、民間団体 等

【交付率】

捕獲機材の導入

実施隊への研修

ジビエ活用の推進

都道府県へは定額（事業実施主体へは事業費の１／２以内等）
（※条件により、一部定額支援あり）

【平成28年度予算概算決定額：159（150）百万円】
【平成27年度補正予算：100百万円】

シカによる森林被害緊急対策事業

シカ被害が深刻な地域において、林業関係者が主体となって行う広域的な捕獲や防除等をモデル的
に実施するとともに、シカの侵入が危惧される地域等において、監視体制の強化を図ります。

（1）緊急捕獲等の実践

（2）捕獲強化のための行動把握

【事業内容】

【事業内容】

シカ被害の深刻な地域にお
いて、市町村や森林管理署
等から構成される広域の協
議会が計画を策定し、地域の
連携により囲いわな等による
捕獲や、防護柵設置等の防
除活動を実施。

シカの侵入が危惧される
地域等において、監視体
制の強化を図るため、ＧＰ
Ｓ首輪による行動追跡調
査、自動撮影カメラによる
シカの出没状況の調査等
GPS首輪を用いた
を実施。
行動追跡調査

囲いわなによる
捕獲

【事業実施主体】国、都道府県等
【補助率】定額
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［平成28年度予算の概要］

都市農業機能発揮対策事業
【１９１（１９１）百万円】
対策のポイント
都市農業が多様な機能を発揮していけるよう、都市農業の振興に向けた調
査・検討等を進めるとともに、都市農業の新たな取組である福祉農園につい
て、先進事例の創出等を推進します。
＜背景／課題＞
・都市農業が多様な機能を発揮していけるよう、都市農業の振興に向けた取組が求めら
れています。
・こうした中、平成27年４月に制定された都市農業振興基本法においても、都市農業の
振興に必要な措置を講じるよう定められております。
・このため、関係省庁と連携して、都市農業に関する制度の調査・検討や、都市農業の
意義の啓発、新たな取組である福祉農園の拡大・定着等を進めるとともに、東日本大震
災を契機として、実践的な機能の強化が求められている防災協力農地（災害時に避難
地等となる農地）の具体化と横展開を進めていく必要があります。

政策目標
都市住民の中での都市農業に対する肯定的評価の拡大
（意識意向調査による肯定的評価の割合（52％（平成23年度）→ 70％（平成32年度）
）
＜主な内容＞

１．都市農業についての制度検討
都市農業の多様な機能の発揮を促進するため、国土交通省と連携し、都市農業に
関する制度等について即地的、実証的に調査・検討を実施します。
委託費
委託先：地方公共団体等

２．都市農業の意義の周知
都市農業の多様な機能の発揮を推進するため、農業者、自治体、住民等を対象と
した専門家の派遣、講習会・啓発事業の開催等を支援します。
補助率：定額
事業実施主体：民間団体等

３．防災協力農地の機能の強化
実践的な機能の強化が求められる防災協力農地について、先進事例の創出と横展
開を推進します。
補助率：定額
事業実施主体：市町村、ＪＡ、ＮＰＯ法人等

４．福祉農園の開設支援
都市農業の新たな取組である福祉農園（障害者福祉農園、高齢者福祉農園等）に
ついて、制度検討から得られた知見を生かしつつ、厚生労働省や地方公共団体と連
携し、ソフト、ハードの両面から先進事例の創出と横展開を推進します。
補助率：定額、１／２以内
事業実施主体：ＮＰＯ法人、社会福祉法人、民間団体等

［お問い合わせ先：農村振興局都市農村交流課 （０３－３５０２－００３３）］
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心やすらぐ
緑地空間

国土・環境
の保全
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〈基本的施策〉
・農産物供給機能の向上、担い手の育成・確保
・防災等の機能の発揮
・的確な土地利用計画策定等のための施策
・税制上の措置
・地産地消の促進
・農作業体験の環境の整備（市民農園、福祉農園等）
・学校教育での活用
・国民の理解と関心の増進
・都市住民による知識・技術の習得の促進
・調査研究の推進

・国民の理解の下での施策の推進

・良好な市街地形成における農との共存

都市住民の農業
への理解の醸成

農業体験・
交流活動の場

災害時の
防災空間

新鮮で安全な
農産物の供給

〈基本理念〉
・都市農業の多様な機能の発揮

〈目的〉
都市農業の安定的な継続を図るとともに、都市農
業の多様な機能の発揮を通じ良好な都市環境の
形成に資する

都市農業振興基本法
（平成27年４月制定）

○福祉農園の開設を支援。併せて、運営を担う人材育成を支援。
（補助率：ハード・１／２以内 ＋ ソフト・定額）
○福祉農園の全国への拡大・定着を推進。
（補助率：定額）
（事業実施主体：ＮＰＯ法人、社会福祉法人、民間団体等）

都市農業の新たな取組である福祉農園（障害者福
祉農園、高齢者福祉農園等）について、ソフト、
ハードの両面から先進事例の創出と横展開を推進。

福祉農園の開設支援

（補助率：定額）（事業実施主体：市町村、ＪＡ、ＮＰＯ法人等）

実践的な機能の強化が求められる防災協力農地に
ついて、先進事例（地区防災計画との連携、避難
訓練の実施、簡易な防災兼用施設の整備等）の創
出と横展開を推進。

防災協力農地の機能の強化

（補助率：定額）（事業実施主体：民間団体等）

農業者、自治体、住民等を対象とした専門家の派
遣や講習会・啓発事業の開催等を支援。

都市農業の意義の周知

都市農業の機能発揮

（委託費）
（委託先：地方公共団体等）

国土交通省と連携し、都市農業に関する制度等につい
て即地的、実証的に調査・検討を実施。

介護福祉施設での農園整備

都市農地にあるハウスを活用した炊き出し訓練

住民を対象とした啓発事業

現地における実証調査と検討

【平成28年度予算概算決定額 １９１（１９１）百万円】

都市農業についての制度検討

都市農業機能発揮対策事業

都市農業振興基本法の基本理念の具体化を推進

［平成28年度予算の概要］

小水力等再生可能エネルギー導入推進事業
【４８０（８３０）百万円】
対策のポイント
農業水利施設の適正な維持管理を確保するため、用水路の落差等を活用し
た小水力発電等の導入を推進します。
＜背景／課題＞
・農業水利施設は、食糧供給の基盤であるのみならず、地域排水等に寄与していますが、
電気料金の値上げや施設の老朽化等による維持管理費の増大により、施設の適正な管
理が困難となっています。
・一方、用水路の落差等を活用した小水力発電等の導入により、自ら消費する電力の供
給や売電収入による施設の維持管理費の軽減が可能となります。
・このため、土地改良長期計画では、「農業水利施設を活用した小水力発電等の導入に
向けた計画作成を平成28年度までに約1,000地域で着手する」こととし、適地選定を
はじめとする調査設計への支援に取り組み、この目標を達成しました。
・発電施設の導入には、これまでの成果を踏まえ施設の概略設計等を実施するとともに、
発電施設を管理する土地改良区等の技術力向上が必要となっています。
・また、農業集落排水施設の老朽化や維持管理費の増加に対応するため、省エネルギー
機器等の活用による更新整備技術の確立が必要です。
・地域資源を活用した再生可能エネルギーの導入を図ることは、そのメリットが地域に
還元され、地域活性化に寄与することが期待されます。

政策目標
小水力発電等の再生可能エネルギーの導入に向けた施設設計等を年間約
100地域で実施（平成28年度）
＜主な内容＞

１．小水力発電等の調査設計等への支援

１７０（４７３）百万円

小水力発電施設等の整備に係る適地選定、概略設計、各種法令に基づく協議等の
取組を支援します。
補助率：定額、１／２以内
事業実施主体：地方公共団体、民間団体等

２．土地改良区等技術力向上支援

１８０（２２０）百万円

小水力発電施設等の導入に係る土地改良区等の技術力向上のための研修会や専門
技術者派遣による現地指導等の取組を支援します。
補助率：定額
事業実施主体：民間団体

３．省エネ型集落排水施設実証への支援

１３０（１３８）百万円

農業集落排水施設の老朽化や維持管理費の増加に対応するため、省エネルギー機
器等の活用による更新整備技術の実証の取組を支援します。
補助率：定額
事業実施主体：民間団体

［お問い合わせ先：農村振興局地域整備課
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（０３－６７４４－２２０９）］
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【平成28年度予算概算決定額：480(830)百万円】

・今後増加する農業集落排水施設の更新整備のための省
エネルギー機器等を活用した施設の更新整備技術の確
立に向けた実証の取組を支援します。

農業用用水路

高効率汚水撹拌装置

汚泥濃縮装置

高効率エアレーション装置

■補助率：定額
■事業実施主体：民間団体

現地指導の実施

■補助率：定額
■事業実施主体：協議会等

汚水処理施設

省エネ型集落排水施設実証への支援 【130（138）百万円】

・専門家派遣による発電施設の整備・運営管理等の現地指導
の取組を支援します。

②専門技術者派遣による現地指導

・発電施設導入・運営の主体となる土地改良区等の技術
力向上のための調査設計、施設整備、運営管理等に関す
る研修会の取組を支援します。

頭首工

■補助率：定額（基本設計は１／２以内）
■事業実施主体：地方公共団体、土地改良区等

研修会の開催

【180（220）百万円】

①土地改良区等の技術力向上のための研修

土地改良区等技術力向上支援

・小水力発電施設等の整備に係る適地選定、概略設計、各
種法令に基づく協議等の取組を支援します。

小水力発電等の調査設計等への支援 【170（473）百万円】

◆小水力発電等導入と省エネルギー化推進のためのソフト支援

全国の農業集落排
水施設に省エネル
ギー技術の普及を
図る。

農業水利施設を活
用した小水力発電

小水力発電等の再
生可能エネルギー
の導入に向けた施
設設計等を年間約
100地域で実施。
（平成28年度）

目 標

１． 農業水利施設は、食料供給の基盤であるのみならず、洪水貯留、地域排水、地下水涵養等に寄与していますが、ポンプ運転等に必要な電気料金の値上げや施
設の老朽化等によって維持管理費が増大傾向にあり、施設の適正な管理が困難となっています。
２． 農業集落排水施設の老朽化や電気料金等維持管理費の増嵩が課題となっています。

背景／課題

ポイント
農業水利施設の適正な維持管理を確保するため用水路の落差等を活用した小水力発電等の導入を促進します。

小水力等再生可能エネルギー導入推進事業

