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は じ め に

山村は、食料や木材の安定供給はもとより、国土の保全、水源のかん養、自

然環境の保全、良好な景観の形成、森林による二酸化炭素吸収を通じた地球温

暖化防止等の多面的な機能を有し、国民の豊かな暮らしの実現に重要な役割を

果たしています。

しかしながら、山村においては、人口の減少や高齢化の進行等により、地域

の活力が低下するとともに、国民生活にとって欠かせない多面的な機能の低下

が懸念されています。

このため、山村振興法に基づき、農林水産業の振興、生活基盤の整備はもと

より、情報通信基盤の整備、医療の確保、都市と山村の交流の促進、鳥獣被害

の防止等、幅広い施策が各府省庁で講じられています。

また、地方公共団体等の自主的、主体的な取組を促進して、地域の特性を活

かし、創意工夫をこらした個性豊かな活力ある地域社会の実現を図ることが重

要です。

この「山村振興対策百科」では、各府省庁の山村振興に関する様々な施策を

活用して、振興山村市町村が山村振興対策を円滑かつ効果的に実施できるよう、

各府省庁の山村振興関連施策をとりまとめました。本冊子が、広く活用され、

各地域の山村振興対策の推進に役立つことを期待しております。

最後に、本冊子の改訂に当たり、関係府省庁及び都道府県等の皆様方に多大

な御協力をいただきましたことに対し、衷心より御礼を申し上げます。

令和４年９月

農林水産省農村振興局

地域振興課
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