資料１
平成１９年度

農村振興局予算の重点事項
平成１９年３月
農 村 振 興 局

１．構造改革のための基盤づくりの新たな展開
【ポイント】
農業の構造改革の加速化を図る観点から、農業生産法人等の育成を緊急的に支
援するなど、基盤整備を契機とした担い手の育成・確保や農地の利用促進を図
る。
農業生産の基礎となる基幹的な農業水利ストックを効率的に更新・保全管理す
るための仕組みを整備する。

重点１
水利ストックの有効活用
○基幹水利施設ストックマネジメント事業【公共】～新規～４，０００（０）百万円
○国営造成水利施設保全対策指導事業【公共】～拡充～１，７８６（８７３）百万円
既存の農業水利施設を有効活用しライフサイクルコストを低減するため、国や都
道府県が造成した基幹的な農業水利施設を対象に、機能診断から予防保全対策、更
新整備までを一貫して実施できる仕組みを整備。特に、国営事業により造成された
農業水利施設については、すべての施設の機能診断を今後５年間で実施。

重点２
農業の構造改革の加速化に資する基盤整備
○農業生産法人等育成緊急整備事業【公共】～新規～

１，０００（０）百万円

望ましい農業構造の確立及び農村社会の持続的な発展に資するため、基盤整備を
契機として経営者としての能力を身に付けた農業生産法人等を緊急的に育成。
○段階的基盤整備等実証調査事業【公共】～新規～

３０（０）百万円

農地の利用集積の状況など地域の構造改革の進展に応じて担い手が必要とする基
盤整備の内容を選択する方式（段階的基盤整備）を、モデル地区での計画策定や経
営体育成基盤整備事業等の実施を通じて実証し、将来全国展開を図るための指針を
策定。
○土地改良負担金総合償還対策事業【非公共】～拡充～
土地改良事業の負担金軽減対策を充実するとともに、それを通じて品目横断的経
営安定対策加入者などの担い手への農地利用集積を図ること等によって、農業構造
改革の促進を支援。
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重点３
安全な食生活を支える基盤整備
○食の安全･安心確保基盤整備推進対策【公共】～新規～

７０（０）百万円

かんがい用水を活用した土壌消毒など食の安全・安心に資する基盤整備にかかる
新技術導入を支援。
○農業用水関連特定森林整備対策【公共】～新規～
○農業用水水源地域保全対策事業【公共】～新規～

５，０００（０）百万円
１，０００（０）百万円

良質な農業用水の安定的な供給と国土の保全のため、水源地域の水源かん養機能
等の向上に向け、森林の整備と地域住民への普及促進活動等を一体的に実施。

重点４
耕作放棄地対策の一層の推進
○耕作放棄地防止適正管理実証化事業委託【非公共】～新規～

４４（０）百万円

耕作放棄地の発生抑制等と農地の保全及び有効利用を図るため、地域農業者が容
易に農地を管理できる方策を検討し、費用対効果の試算やマニュアルを作成。
○農山漁村活性化プロジェクト支援交付金【非公共】～新規～
３４，０８８（０）百万円の内数
遊休農地の解消・再活用に向けた調査・調整活動、実践活動について、地域の実
情、創意工夫に基づいた総合的な支援及び遊休農地を活用して農業生産活動等を行
う場合に必要な土地条件整備を支援。

２．地域の活力を活かした農山漁村づくり
【ポイント】
農地・水・環境の良好な保全と質的向上を図るため、地域ぐるみでの効果の高
い共同活動と先進的な営農活動を実施する地域等を支援する交付金を創設する。
農山漁村の居住者・滞在者を増やすこと等により地域の活性化を総合的かつ機
動的に支援する交付金を創設する。また、自ら考え行動する意欲あふれた農山漁
村を実現するため、情報基盤や生活環境基盤の整備を推進する。
ハード・ソフトが一体となった防災・減災対策を推進し、自助、共助、公助に
よる安全で安心なくらしを実現する。

重点５
農地・水・環境保全向上対策の本格的実施
○共同活動支援交付金【非公共】～新規～

２５，５８８（０）百万円

社会共通資本である農地・農業用水等の資源を適切に保全し、質的向上を図るた
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め、地域ぐるみで効果の高い活動を実施する地域を支援。
○営農活動支援交付金【非公共】 ～新規～

２，９８６（０）百万円

化学肥料や化学合成農薬の使用を大幅に低減するなど、地域でまとまって環境負
荷を低減する先進的な営農活動等を支援。
○農地・水・環境保全向上活動推進交付金【非公共】 ～新規～
１，７１２（０）百万円
本対策の定着に向けて、地域協議会及び地方公共団体が実施する推進事務等の適
正かつ円滑な実施を確立する。

重点６
農山漁村地域の活性化の推進
○農山漁村活性化プロジェクト支援交付金【非公共】～新規～
３４，０８８（０）百万円
農山漁村地域において、居住者及び滞在者の増加といった観点も踏まえ、農・
林・水の縦割りなく施設の整備等の各種取組を総合的かつ機動的に支援。
○「立ち上がる農山漁村」推進事業委託【非公共】～継続～

３４（４０）百万円

地域の活性化と地域雇用の創造に向けて自律的に取組んでいる先駆的な事例を全
国へ発信・奨励していくため、①普及・広報活動、②自律的な活性化方策に関する
マニュアルの作成、③知的財産権を活用した地域活性化に向けた研修会、アドバイ
ザー派遣等を実施。
○農村地域ＩＴ化推進支援事業【非公共】～新規～
２０（０）百万円
農山漁村活性化プロジェクト支援交付金【非公共】～新規～
３４，０８８（０）百万円の内数
農村地域における情報基盤の整備や、ＩＴ化に向けた構想づくり等を支援。

重点７
農村地域における防災・減災の取組
○国営造成土地改良施設防災情報ネットワーク構築事業【公共】～新規～
９５（０）百万円
防災上重要な土地改良施設について、水位等の観測データと併せて降雨量等の防
災情報を収集、整理し、リアルタイムで行政機関、施設管理者等が共有できるシス
テムを構築し、地域の防災・減災活動を支援。
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○農村防災・災害対応指導体制強化事業【公共】～新規～

２５（０）百万円

農村における防災・災害対応について、技術者のボランティアによる指導を全国
レベルで推進する体制の強化に向け、モデル県において指導活動を実践する実証調
査の実施、指導体制の強化についての検討及び指導活動の全国的な普及・定着を推
進。
○湛水防除事業等【公共】～継続～

４６，８９６（５０，０３２）百万円

湛水被害防止のための排水施設の整備や災害発生の恐れのあるため池の改修など
農地・農業用施設に係る防災対策を推進。

重点８
中山間地域等直接支払制度の確実な実施
○中山間地域等直接支払交付金【非公共】～継続～
２２，１４６（２２，１４６）百万円
耕作放棄地の増加等による多面的機能の低下が特に懸念されている中山間地域等
において、農業生産活動等が継続されるよう、農業生産条件の不利を補正するため
の支援として、中山間地域等直接支払制度を継続的に実施。

３．地域資源を活かした潤いある国民生活の実現
【ポイント】
都市と農村の多様な主体が参加して行う、共生・対流に資する広域連携プロジ
ェクト等を公募方式で選定して支援する。
また、バイオ燃料の導入やバイオマスタウン構築の加速化を支援すると共に、
農業水利施設を小水力発電として一般利用することを支援する。

重点９
都市・農村の共生・対流の新たな展開
○広域連携共生・対流等推進交付金【非公共】～新規～

３００（０）百万円

都会の若者の長期農業等ボランティア活動など共生・対流を活性化するための広
域連携プロジェクト等を公募方式で選定して支援。
○広域連携共生・対流等整備交付金【非公共】～新規～

５００（０）百万円

都道府県を越えた広域的な連携の先導的取組を実現するために必要な施設等の整
備を支援。
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重点１０
都市農業の新たな展開
○広域連携共生・対流等推進交付金【非公共】～新規～

３００（０）百万円

農家組織、ＮＰＯ、都市住民、自治体等多様な主体が参加して、体験農園の全国
的な普及など、身近な農業を活かした都市住民の生活向上に資する先導的取組を公
募方式で選定して支援。
○広域連携共生・対流等整備交付金【非公共】～新規～

５００（０）百万円

民間団体や自治体等が連携して行う、都市農業の振興に必要な施設等の整備を支
援。

重点１１
バイオマスの利活用の推進
○バイオ燃料地域利用モデル実証事業【非公共】～新規～

８，５４４（０）百万円

食料生産過程の副産物、規格外農産物等を活用して、バイオ燃料の地域利用モデ
ル実証事業を推進するための施設整備と技術実証を支援。
○地域バイオマス利活用交付金【非公共】～新規～１４，３４６（０）百万円の内数
バイオマスタウンの実現に向け、農村地域に豊富に賦存するバイオマス資源を、
製品やエネルギーに変換して利用する総合的な利活用システムの構築に向けた取組
を支援。

重点１２
農業用水の自然エネルギーの活用支援
○農業用水の自然エネルギーの活用支援事業【非公共】～新規～

３０（０）百万円

小水力発電の見込める農業水利施設を示した「小水力適地情報」の作成など農業
用水の自然エネルギーの利用に向けたアプローチを支援。
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１．構造改革のための基盤づくりの新たな展開
重点１

水利ストックの有効活用

○ 農業生産の基礎となる基幹的な農業水利ストックを効率的に更新・保全管理を
推進するための仕組みを整備
基幹的な農業水利施設を巡る現状と課題
現 状

課 題
○効率的な施設機能の維持確保
○施設の全面的な更新から、機能診断に基づ
く保全整備を前提した事業体系への転換

○膨大な農業水利ストックの蓄積
○耐用年数を迎える施設の増大

基幹水利施設ストックマネジメント事業【公共】～新規～
４，０００（０）百万円
国営造成水利施設保全対策指導事業【公共】～拡充～
１，７８６（８７３）百万円
既存の農業水利施設を有効活用しライフサイクルコストを低減するため、国や都道府県
が造成した基幹的な農業水利施設を対象に、機能診断から予防保全対策、更新整備までを
一貫して実施できる仕組みを整備。特に、国営事業により造成された農業水利施設につい
ては、すべての施設の機能診断を今後５年間で実施。
○ストックマネジメントの仕組み
対策工事

機能診断

ダム

劣化状況の把握
・劣化要因の分析
・劣化進度の予測

現況

補修

FRPM板による

ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄ
の吹付け

補修 ライニング

（凡例）

劣化状況に応じた対策
･既存施設の有効利用
･補修、補強、更新の
組合せ

：機能診断の
実施範囲
：補修
：補強
：部分更新
：既設利用

頭首工

補強

用水路

炭素繊維シート
の貼付け

部分更新

農業水利ストックの長寿命化と、ライフサイクルコストの低減
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１．構造改革のための基盤づくりの新たな展開
重点２

農業の構造改革の加速化に資する基盤整備

○

農業生産法人等を緊急的に育成するなど、基盤整備を契機として担い手の育成や担い手
への農地の利用集積を促進し、農業の構造改革の加速化に資する基盤整備を推進する。

水田農業を巡る課題
現

状

課

○水田農業の構造改革の立ち後れ
○農業者の減少と高齢化
○遊休農地の増加

題

○土地利用型農業における担い手の育成・確保
○優良農地の確保と農地の面的な利用集積の推
進
○持続的な発展のできる農村社会構造の確立

基盤整備を契機とした農業生産法人等の育成と段階的基盤整備等の実証
農業生産法人等育成緊急整備事業【公共】～新規～
１，０００（０）百万円

段階的基盤整備等実証調査事業【公共】～新規～
３０（０）百万円

望ましい農業構造の確立及び農村社会の持続的な発展
に資するため、基盤整備を契機として経営者としての能
力を身に付けた農業生産法人等を緊急的に育成。

農地の利用集積の状況など地域の構造改革の進展
に応じて担い手が必要とする基盤整備の内容を選択
する方式（段階的基盤整備）を実証し、将来全国展開
を図るための指針を策定。

農業生産法人等育成土地改良整備計画

基盤整備

促進事業
地域の合意形成や法人
への農地の集積を促進
するための支援

・区画整理（単独実施可）
・暗きょ排水（
〃
）
・農道 ・農業用用排水
・客土

・土地利用調整
・集積率に応じた促進費
等を支援
・営農上支障となる湧水・
不陸等への対策支援

一体的な実施

農業生産法人等の
設立の契機となる生産
基盤整備

【段階的整備とは】（例）

現況

狭いほ場と農道

厳選したモデル地区に
おいて、地域の発展段階
に応じた整備計画を策定
【実施主体：都道府県、
市町村、土地改良区等】

まずは・・

第１段階

農道拡幅

段階的基盤整備は既存
事業を活用して実施

連携して実施
大区画化

将来像

優良な農地の確保

段階的基盤整備等実証計画
の策定

用排水路はあとで
いいから、まずは
大区画化と農道の
拡幅が必要！

既存用排水路活用

農業生産法人等の設立

【事業内容】

段階的基盤整備等導入指針
の策定
その後の
必要に応じ
て実施

暗渠排水・用排分離

段階的基盤整備等
を推進するために必
要とされる諸課題に
対応するための指針
を策定
【実施主体：民間団体】

担い手の育成・確保

農業の構造改革の加速化
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１．構造改革のための基盤づくりの新たな展開
重点３

安全な食生活を支える基盤整備

○新技術を活用した農薬を使わない取組など、安全・安心な食生活を支える
基盤整備を推進
食の安全・安心を巡る基盤整備の課題
現

状

課

○国民の食の安全・安心に対する関心の高
まり
○かんがい用水を利用した土壌消毒など基
盤整備の成果を活用した新しい技術が開
発されつつあるものの、導入は限定的

題

○食の安全・安心に取り組むための
基礎条件としての基盤整備の推進
が必要
○新技術の普及・定着を促進するた
めの取組が必要

食の安全・安心確保基盤整備推進対策【公共】～新規～

７０（０）百万円

かんがい用水を活用した土壌消毒など、食の安全･安心を確保するための新技術を積極的
に導入し、その効果の検証を通じて新技術の活用と普及を図ることにより、食の安全・安
心に配慮した基盤整備を推進。
○
○
○
○

新技術に関する実証圃の設置･検証
モデル地区に対する技術的な支援
安全･安心を推進する基盤整備にかかる情報の収集提供
廃棄物の効率的な処理に係る支援

新技術の例

畑かん用水を活用した土壌消毒

畑かん用水を活用し、有機物を鋤きこんだ土壌にかん水し、太陽で熱することにより、土壌微生物の働き
で土壌が酸欠状態になり、熱と酸欠により病害虫(センチュウ)を死滅させることができる。

用水パイプ

基盤整備を契機とした食の安全・安心の取組の推進・定着

③

１．構造改革のための基盤づくりの新たな展開
重点４

耕作放棄地対策の一層の推進

○

耕作放棄地の発生防止、解消に向けて、地域自ら行う取組の支援の強化及び過疎化・
高齢化した地域においても容易に管理できる手法の構築による耕作放棄地の一層の削減
を図る。

耕 作 放 棄 地 を め ぐ る 課 題
現

状

○年々増加する耕作放棄地
平成１７年は３８万６千ha
○山村等中山間地域で高い割合
山村等中山間地域で１３.１％
〇土地持ち非農家の割合の増加
全体の４２％は土地持ち非農家等

課

題

〇発生要因
・高齢化・労働力不足
・農地の受け手がいない
・農産物の価格の低迷
○様々な問題の発生
・病害虫の発生
・有害鳥獣の潜入・繁殖
・産業廃棄物の不法投棄

等

等

耕作放棄地発生の防止、解消に向けた取組の強化
耕作放棄地防止適正管理実証化
事業委託 【非公共】～新規～

農山漁村活性化プロジェクト
支援交付金【非公共】～新規～

４４（０）百万円

３４，０８８（０）百万円の内数

耕作放棄地の発生抑制等と農地の保全及び
有効利用を図るため、地域農業者が容易に農
地を管理できる方策を検討し、費用対効果の
試算やマニュアルを作成。
(1)耕作放棄地が地域農業に与える影響の
調査分析
(2)耕作放棄地解消のための新たな取組の
調査及び費用対効果の検証・分析
(3)耕作放棄地活用マニュアルの作成

過疎化・高齢化した地域においても
効果的に耕作放棄地が管理できる手
法の検証・構築

遊休農地の解消・再活用に向けた調査・調整活
動、実践活動について、地域の実情、創意工夫に
基づいた総合的な支援及び遊休農地を活用して農
業生産活動等を行う場合に必要な土地条件整備を
支援。
(1)ソフト事業
遊休農地解消・再活用に向けた調査・調整
活動及び実践活動
(2)ハード事業
多様な主体が遊休農地を活用して農業生産
活動等を行う場合に必要な土地条件の整備

多様な主体による多様な遊休農地活用
に対する支援

各地域の実態に即した手法の導入や多様な主体による取組を
支援し、耕作放棄地を活用した地域の活性化
④

２．地域の活力を活かした農山漁村づくり
重点５
○

農地・水・環境保全向上対策の本格的実施

農地・水・環境の良好な保全と質的向上を図るため、地域ぐるみでの効果の高い共同活動と先
進的な営農活動を実施する地域等を支援する交付金を創設

農地・水・環境を巡る課題
課 題

現 状

○集落機能の低下により、資源の適切な
保全管理が困難化

○農村における過疎化･高齢化･混住化等
が進行

○自然環境や景観の保全・形成等をめぐ
る国民の要請への対応が必要

○国民の環境に対する意識の高まり

農地・水・環境の保全向上を図る施策の実施
基本的な考え方

支援手法

○社会共通資本である農地・農業用水
等の資源や環境を良好な状態で保全

○農業者だけでなく、地域住民等、多
様な主体が参画する活動組織を設置

○地域共同の効果の高い取組を支援

○活動指針を策定し、地域共同活動の
質を向上

○地域でまとまって環境負荷を低減す
る先進的な営農活動等を支援

○地方の裁量を尊重する仕組みの導入

○国、地方公共団体、農業者等の適切
な役割分担

○共同活動支援と営農活動支援を一体
的・総合的に実施

平成１９年度からの取組
「経営所得安定対策等実施要綱」を踏まえ、農地･水･環境の保全向上を図る施策を本格実施

・多様な主体が参画し、市町村と協
定を締結した活動組織が支援対象。
・活動組織が行う地域共同の効果の
高い取組を支援。

一体的な実施

共同活動支援交付金【非公共】～新規～
２５,５８８（０）百万円

営農活動支援交付金【非公共】～新規～
２,９８６（０）百万円

・地域でまとまって化学肥料・化学
合成農薬を大幅に低減する先進的
な営農活動等を支援。

農地・水・環境保全向上活動推進交付金【非公共】～新規～
１,７１２（０）百万円

・都道府県、市町村及び地域協議会による事業の円滑な実施の促進。

農地・水･環境の適切な保全と質的向上

⑤

２．地域の活力を活かした農山漁村づくり
重点６
○

農山漁村地域の活性化の推進

農山漁村地域において、居住者・滞在者を増やすこと等により地域の活性化を総合的かつ
機動的に支援するとともに、自ら考え行動する農山漁村の先駆的な取組の更なる拡大を図る
ため、先駆的事例の全国への発信・奨励や、ＩＴ化の促進を支援
農山漁村の活性化に向けた課題
現 状

課 題

○地域人口は「社会減」から「自然減」のウエートが増大
○これまでの地域産業では農山漁村の労働力吸収は困難

○従来の手法における限界感

○都市との生活環境の格差

○農村地域における産業活性化の必要

○農林漁業の担い手を育成しているが、非担い手の就業条件
も厳しい
○農村地域での知的財産権活用の遅れ
等

○農村地域のＩＴ化の推進

○農山漁村の活力低下への歯止め及び向上

○農村地域における知的財産権活用の遅れの解消

等

農山漁村地域活性化への総合的かつ機動的な支援

農山漁村活性化プロジェクト支援交付金【非公共】
～新規～
３４，０８８（０）百万円
農山漁村地域において、居住者及び滞在者の増加と
いった観点も踏まえ、農・林・水の縦割りなく施設の整備
等の各種取組を総合的かつ機動的に支援。
長期滞在型の市民農園

賑わいのある農山漁村

地域資源を活用した農山漁村地域の活性化

シンポジウム等によ
る情報発信

現地調査における
意見交換

「立ち上がる農山漁村」推進事業委託【非公共】
３４（４０）百万円
～継続～
地域の活性化と地域雇用の創造に向けて自律的に取
組んでいる先駆的な事例を全国へ発信・奨励していくた
め、①普及・広報活動、②自律的な活性化方策に関する
マニュアルの作成、③知的財産権を活用した地域活性化
に向けた研修会、アドバイザー派遣等を実施。

ＩＴを活用した農村地域の活性化を推進

農業者による販売情
報分析

住民・行政等からなる地域
協議会による構想づくり

農村地域ＩＴ化推進支援事業【非公共】～新規～
２０（０）百万円
農山漁村活性化プロジェクト支援交付金【非公共】
３４，０８８（０）百万円の内数
～新規～
農村地域における情報基盤の整備や、ＩＴ化に向けた構
想づくり等を支援。

地域の個性を活かした自律的な取組の推進

⑥

２．地域の力を活かした農山漁村づくり
重点７
○

農村地域における防災・減災の取組

ハード・ソフトが一体となった防災・減災対策を推進し、自助、共助、公助による安
全で安心なくらしを実現

農村地域の安全・安心を巡る課題
現

状

課

〇豪雨、地震等による甚大な災害の頻発
〇過疎化、高齢化による地域防災力の低下
〇防災・災害対応に関し、地域住民等の専
門知識が不足

題

〇ハード・ソフトが一体となった効果的・効
率的な防災・減災対策の推進
〇「自助」「共助」「公助」による防災・減
災の取組の強化
〇防災・災害対応に係る指導体制の強化

ハード・ソフトによる防災・減災対策
公 助
○ハード・ソフトによる
防災・減災対策の実
施・支援
共 助

自 助
○防災意識の向上
等

○技術者のﾎﾞﾗﾝﾃｨｱによる
指導体制の強化 等

国営造成土地改良施設防災情報ネットワーク構築事業【公共】～新規～
９５（０）百万円
防災上重要な土地改良施設について、水位、降雨量等の防災情報をリアルタイ
ムで行政機関、施設管理者等が共有できるシステムを構築し、地域の防災・減災
活動を支援。
○防災情報管理システムの整備

行政機関

施設管理者等

インターネット

降 雨 量 、 水 位 、 放 流 量 等 の 情 報

○システムを利用した情報の提供

農村防災・災害対応指導体制強化事業【公共】～新規～
２５（０）百万円
防災・災害対応について、技術者のボランティアによる指導を全国レベルで
推進する体制の強化に向け調査、検討、普及活動を実施。
○モデル県において指導活動を実践する実証調査 ○実証調査を踏まえ指導体制強化
に向けた検討 ○指導活動の全国的な復旧・定着の推進

湛水防除事業等【公共】～継続～４９，８９６（５０，０３２）百万円
湛水被害防止のための排水施設の整備や災害発生の恐れのあるため池の改修など
農地・農業用施設に係る防災対策を推進。
○湛水被害防止のための排水施設の整備 ○災害のおそれがあるため池の整備 等

農村地域における安全で安心なくらしの実現

⑦

２．地域の活力を活かした農山漁村づくり
重点８

中山間地域等直接支払制度の確実な実施

○

中山間地域等直接支払制度について、多面的機能の維持・増進を図るため、自律的かつ
継続的な農業生産活動等の体制整備に向けた前向きな取組等を引き続き推進
中山間地域の現状と現行対策の推進方向
現

推進方向

状

○中山間地域等を巡る諸情勢は依然として厳しい。
○一方、将来に向けた農業生産活動等の見通しは描
かれていない状況
○前期対策の実施により耕作放棄地の発生が防止さ
れ集落機能が活性化

○制度の継続的な実施
○自律的かつ継続的な農業生産活動等
の体制整備に向けた取組の推進
○集落協定間等の連携等の推進等

自律的かつ継続的な農業生産活動等の体制整備に向けた前向きな取組の推進
中山間地域等直接支払交付金【非公共】～継続～
２２，１４６（２２，１４６）百万円
耕作放棄地の増加等による多面的機能の低下が特に懸念されている中山間地域等において、農
業生産活動等が継続されるよう、農業生産条件の不利を補正するための支援として、中山間地域
等直接支払制度を継続的に実施。

○

集落マスタープランの作成
・10～15年後の集落の将来像の明確化
・将来像の実現に向けて、今後５年間で取り組む活動内容と
スケジュール

○

集落活動のレベルに応じた交付単価の設定
将来に向けた積極的な取組の促進
左の活動に加えて、協定期間内に将来に向け
た農業生産活動の体制整備の強化を実施

耕作放棄の発生防止
水路・農道等の管理
多面的機能増進活動

より積極的な取組
耕作放棄地の復旧、
法人設立 等

農作業の共同化、担い手への農作業委託、都
市住民等との交流 等
加算単価

基礎単価（体制整
備単価の８割）

体制整備単価

体制整備単価

制度の円滑な実施に向けた取組
○
○
○

集落協定間等の統合・協定活動の連携等の推進
農業後継者住宅へ協定農用地を転用する場合の遡及返還要件の緩和
共同取組活動に配分される交付金の活用目的・内容の明確化

中山間地域等における多面的機能の維持・増進

⑧

３．地域資源を活かした潤いのある国民生活の実現
重点９
○

都市・農村の共生・対流の新たな展開

多様な主体が参加して行う、共生・対流の広域連携プロジェクト等を支援する。

共生・対流の課題
現

状

○各主体の連携が不十分なため、お互いの補完しあいによる力
の発揮ができていない
・農村部
意欲はあってもノウハウが不足
地域住民だけでは地域資源の再発見・活用がうまくいか
ない
情報発信やマーケティングが不足 等
・企業、都市部
定年帰農などの意欲はあっても情報が不足 等
・ＮＰＯ
特定のノウハウは蓄積しているが、活動資金が不足 等
・大学
知的資源はあるが、農村と連携するきっかけが少ない等
・民間事業者
農家民宿などは小規模でビジネス化が難しい 等

課

題

農村部による取組だけでなく、都市と農村に
わたる多様な主体の意欲とノウハウ、知見を広
域的に結集することが必要 等

農村の資源を活用した都市住民の願望実現と
農村の活性化

都市・農村の共生・対流の新たな展開
多様な主体が参加して行う共生・対流の広域連携プロジェクト等の支援

若者のボランティア活動

広域連携共生・対流等推進交付金【非公共】
３００（０）百万円
～新規～
都会の若者の長期農業等ボランティア活動など共生・
対流を活性化するための広域連携プロジェクト等を公募
方式で選定して支援。

広域連携共生・対流等整備交付金【非公共】
５００（０）百万円
～新規～

国民各層への効果的な
広報・ＰＲ
共生・対流の取組の拡大
廃校を改修した交流施設

都道府県を越えた広域的な連携の先導的取組を実現す
るために必要な施設等の整備について支援。

都市農村交流施設の年間宿泊者数を５年間で１１０万人拡大
（農林漁家民宿及び都市農山漁村交流目的の公設施設）

（７７０万人→８８０万人）

⑨

３．地域資源を活かした潤いある国民生活の実現
重点１０

都市農業の新たな展開

○

体験農園の全国的な普及に向けた先導的取組や都市農業の振興に必要な施設等の整備へ
の支援など、身近な農業を活かした都市住民の生活向上のため、都市農業振興施策を充実

都市農業をめぐる課題
都市住民の意向

課

○都市住民の７割は農作業体験を希望
○都市農地は減少傾向にあるが、都市
住民の９割は農業・農地を残してほ
しいと希望

題

○体験農園希望者は公募待ちで、絶対数
が不足
○都市農地の維持・保全や都市農業の有
する多面的な役割の維持・活用

都市農業振興施策の充実
広域連携共生・対流等推進交付金【非公共】
～新規～ ３００（０）百万円
農家組織、ＮＰＯ、都市住民、自治体等多様
な主体が参加して、体験農園の全国的な普及
など、身近な農業を活かした都市住民の生活
向上に資する先導的取組を公募方式で選定し
て支援。

都市部での体験農園

体験農園での栽培指導

学童の農業体験

広域連携共生・対流等整備交付金【非公共】
～新規～ ５００（０）百万円
民間団体や自治体等が連携して行う、都市
農業の振興に必要な施設等の整備を支援。

営農継続に必要な土地基盤
の整備

災害時にも使用可能な
井戸の整備

市民農園の整備

食料・農業・農村基本計画の着実な推進
目標：都市的地域における市民農園区画数

１２万区画 → １５万区画（平成２１年度末）

⑩

３．地域資源を活かした潤いある国民生活の実現
重点１１

バイオマスの利活用の推進

○

国産バイオ燃料の導入促進のためのモデル実証及び農村地域に豊富に賦存する多様な
バイオマス資源を利活用する取組を支援

バイオマス利活用を巡る課題
現

状

課

題

○国産バイオ燃料の利用は全国６箇所での小
規模な実証試験段階にとどまる（18年度
30kl程度)。

○国産バイオ燃料の利用促進のためには、国
産バイオ燃料の実用化に向けたモデルを提
示することが必要。

○廃棄物系バイオマスについては利活用が進
められているが、家庭系生ゴミ、農作物非
食用部や林地残材のようなバイオマスの有
効利用は十分ではない。

○市町村が中心となって域内の廃棄物系バイ
オマスを炭素量換算で９０％以上又は未利
用バイオマスを炭素量換算で４０％以上利
活用することが必要。

国産バイオ燃料の利用促進のための実用化モデルの提示と、
バイオマス資源の総合的な利活用システムの構築を推進
バイオ燃料地域利用モデル実証事業【非公共】
～新規～８，５４４（０）百万円
食料生産過程の副産物、規格外農産物等を活
用して、バイオ燃料の地域利用モデル実証事業
を推進するための施設整備と技術実証を支援。

国産バイオ燃料
の本格的導入支援
８５億円
食料生産の副産物
規格外農産物
余剰農産物 の利用

【バイオ燃料地域利用モデル
実証事業】
バイオ燃料製造施設・供給施
設の設置に要する経費及び技
術実証経費に対して助成

地域バイオマス利活用交付金【非公共】
～新規～１４，３４６（０）百万円の内数
バイオマスタウンの実現に向け、農村地域に豊
富に賦存するバイオマス資源を、製品やエネル
ギーに変換して利用する総合的な利活用システム
の構築に向けた取組を支援。
ソフト支援（地域バイオマス利活用推進交付金）

・バイオマスタウン構想の策定
・バイオマスタウン構想実現のための総合的な
利活用システムの構築
ハード支援（地域バイオマス利活用整備交付金）

・地域における効果的なバイオマス利活用を図る
ために必要なバイオマス供給施設・利用施設等
の一体的な整理
国産バイオ燃料の本格導入
目標：５年後に単年度５万kl以上

・新技術等を活用したバイオマ
ス変換施設のモデル的な整備

「バイオマス・ニッポン総合戦略」の強力な推進

⑪

３．地域資源を活かした潤いある国民生活の実現
重点１２
○

農業用水の自然エネルギーの活用支援

農村地域を潤す農業用水の自然エネルギーを利用した小水力発電への
取組のアプローチを支援
小水力発電を巡る課題
現

状

○農業水利施設の水力エネルギーの大半
は未利用のまま
未開発のエネルギー ８．８万kW
開発済のエネルギー ６．５万kW
※
※

一般電気事業者による共同開発分は除く
（財）新エネルギー財団、水利整備課調べ

○農業関係者は、農村地域を潤している
身近な農業水利施設を流れる水量と落
差が生み出す自然エネルギーに関心と
大きな期待

課

○農業水利施設の水力エネルギーに関す
る情報不足
○農業水利施設を使用するための手続き
などのわかりづらさ
○小水力発電の整備に係る事業、制度の
認知度が低い

農業用水の自然エネルギーの活用支援事業
【非公共】～新規～ ３０（０）百万円
小水力発電の見込める農業水利施設を示した
「小水力適地情報」の作成など農業用水の自然
エネルギーの利用に向けたアプローチを支援。

題

ハード整備の支援制度（例１）
かんがい排水事業（国営、県
営、農山漁村活性化プロジェ
クト支援交付金など）

土地改良区等の施設管理者、農
業関係者に対して、小水力発電の
導入のアプローチに向けた支援ソ
フト
・ 小水力適地情報の作成と整理
（小水力発電が可能な地点の情報）

・ 利用マニュアルの作成と普及

ハード整備の支援制度（例２）
農村振興総合整備事業・村づく
り交付金

（関係機関との調整・法手続き・
技術支援資料）

※イメージ写真

農村の多様な資源の利活用促進、地球温暖化対策への貢献

⑫

