
第８回 新しい農村政策の在り方に関する検討会 

 日 時：令和３年１月 20日（水）10:00～12:30 

 場 所：農林水産省第２特別会議室 

 会 議 次 第 

１ 開 会 

２ 議 事 

（１）半農半Ｘや農村地域づくり事業体等をサポートする者について

（有識者ヒアリング等）

（２）「長期的な土地利用の在り方に関する検討会」との連携について 

（３）「地域政策の総合化」について 

（４）その他

３ 閉 会 
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資 料 ３-２  産業振興策による「攻め」の戦略 

（島根県隠岐郡海士町 町長 大江 和彦氏） 

資 料 ４ ソトコト編集長の人材育成とサポート論（指出委員）

資 料 ５  「新しい農村政策の在り方検討会」「長期的な土地利用

の在り方に関する検討会」における検討内容について

（農林水産省） 

資 料 ６   「地域政策の総合化」の進捗状況について（農林水産省） 

参考資料１  両検討会に相互に関係する主な意見等 

参考資料２  令和３年度農林水産関係予算概算決定について 
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第７回検討会における主な御意見

農村振興局

令和３年１月20日

資料１
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地域運営組織（ＲＭＯ）の取組等に関する主な御意見 

 

事 項 御意見 

（１）総論 ○地域運営組織、あるいは広く農村政策を考える上でも、①時代の風がどう動いているか、②実際の地域の構造、仕組み（お金

や交通、生産物のフロー、資源など）がどうなっているか、③合意形成の具体的な手法、④未来へのスケジュールの４つの視

点が大切。（藤山氏） 

○エビデンスに基づいて地域政策をやることが重要であり、分かりやすく見せられれば、住民は当然自分たちのことなので考え

る。（藤山氏） 

○将来にわたる人口や福祉、教育、経済の見通しの上に、将来のインフラ、交通、エネルギーなどを描いていくやり方に進化さ

せていくべき。（藤山氏） 

○持続可能な地域社会への歩みは、１年や２年ではなく 10年頑張ったところで結果が出るということについて、行政側は肝に銘

じるべき。住民も職員も、地域を横断した学び合いの場があることが重要。（藤山氏） 

○競争社会を全否定しているわけではないが、地域の中は、競争原理ではなく共生原理で動くことが重要。（藤山氏） 

○集落と大きなコミュニティとを両方考え、全体をつなぎ直すことが必要。例えば、集落だけで儲けることや、エネルギーや交

通の投資をやるのは無理。（藤山氏） 

○あと 30年で我々は循環型社会に移行する必要がある。循環型社会とは、循環すべきエネルギー、資源、食料等は身近なところ

から回し、足りないものをできるだけ近場でカバーし、地方ブロック圏ぐらいではあまり余計なものを買わなくても循環でき

るようにしようという考え方。こうした考え方に沿って交通、輸送、会計の技術等を組み立てていくことが必要。（藤山氏） 

○2050 年を見据えてこの 10 年に何をすべきかの議論を地元から組み上げていくための人材配置を行い、地元同士の学び合い、

磨き合いを促し、ネットワーク的に進化させていくことが重要。（藤山氏） 

○今、地域社会も地域運営組織も、広域連携していくという地域軸、分野横断の合わせ技による分野軸、持続可能性の時間軸の

３つの軸で進化しようとしている。（藤山氏） 

○循環型社会の未来に向けて仕組みづくりを進める必要があり、その上で地域運営組織に開放性がないと持続性もない。（藤山

氏） 
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（２） 

高知県の集落 

活動センター 

○集落活動センターは、中枢となる施設の拠点として、集落の維持・再生に向けた地域の活性化や支え合い等の活動を行う仕組

みである。（前田氏） 

○集落活動センターの特徴は、①拠点をつくる、②地域住民による運営が基本、③住民の発意によるオーダーメイド、④地域外

の様々な人材の活用、⑤小学校区域を１つの単位として想定した近隣集落との連携、の５つ。（前田氏） 

〇役場の職員数も減り、行政だけでは十分支えきれないことや、地域ごとに課題やニーズが異なり画一的な行政サービスでは対

応できないことから、住民力を生かしたサービスの仕組みづくりが必要になっている。（前田氏） 

〇地域の拠点都市、市町村の基幹集落、市町村の周辺の集落（小さな拠点）の３層構造で産業や生活基盤を作れないかと考えて

おり、集落活動センターは市町村の周辺集落に設置している。（前田氏） 

〇情報共有、相互の交流を行う集落活動センターの協議会を軸に各集落活動センターを結び、全体を高めていきたい。（前田

氏） 

○集落活動センターは、県が直接やっている政策ではなく、市町村と一緒になって作っていくもの。（前田氏） 

○農業をしている割合までは把握できないが、いずれの集落活動センターも、特産品づくりや集落営農組織など、何らかの形で

農業に関わっていると踏んでいる。（前田氏） 

○集落活動センターの経営を持続するための課題として、資金面の確保と人材の確保がある。（前田氏） 

○集落活動センターの協議会にいろんな地域の代表者が参加し、悩み事や困り事等を情報共有することで人材育成を図ってお

り、県も市町村も一緒になって支援をしていくことを考えている。また、地域おこし協力隊等の外部人材を確保して育成する

ことも考えている。（前田氏） 

 

（一般社団法人三原村集落地域センターやまびこについて） 

○集落活動センターを三原村１村で受けて活動している。村内 14集落が同じ方向を向くまで、２年間かかった。（大塚氏） 

〇当初は推進協議会でスタートし、現在は一般社団法人の非営利型で活動している。（大塚氏） 

○採算性はないが住民の生きがいを作る取組、収益部分を考える取組の２つの観点から、店舗部、福祉支援部、特産品販売促進

部、移住促進部、生産部、観光部の６つの部会を設置している。（大塚氏） 

○生産部でのシシトウ栽培は、予算の関係上、農事組合法人を設立して取り組んでいる。（大塚氏） 

〇その他、ふるさと納税の寄附金の返礼品発送、中山間地域等直接支払制度の事務、事務所センターや移住促進共同住宅の指定

管理業務を請け負っている。（大塚氏） 
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○料理を作っているお母さんは年金暮らしの方々が多く、最初は無理やりお願いしたが、社会参加する方が増え、大きく意識は

変わった。（大塚氏） 

（３） 

分野横断の合

わせ技（連結

決算）による

ＲＭＯの運営 

○地域運営組織は、分野横断の合わせ技で最適化することが重要。みんなが頑張る土台を地域全体で作れるかが大事。（藤山氏） 

○地域運営組織をやるにしても、それぞれの単独決算で赤字になった、黒字になったでは駄目。（藤山氏） 

○本当に合わせ技をすべきは、小さな一次生活圏のところ。その上になると、商業機能でも医療機能でも、専門店とか大規模化

してもいい。それを切り盛りするマネージャー的人材が必要で、地方都市圏を見る広域のマネージャーが別個にいるという重

層的な考え方が必要。（藤山氏） 

○農業だけ振興して集落営農が成功しても、子育て環境などがないと、結局進まない。農業だけではなく、加工や消費者機能も

含めて考える発想が必要。（藤山氏） 

○就農と健康の関係なども含めて農業の役割、地域づくりの評価をすべき。（藤山氏） 

○集落営農等の既存の生産組織が発展し、合わせ技の連結決算をしていく場合、この利益は個人で確保しておきたいとか、実は

隠れた負債がある等の事情をどう処理していくかという論点がある。（平井委員） 

（４） 

ＲＭＯの分類 

 

○総務省で地域運営組織の一体型、分離型のどちらが望ましいかを示してはいない。柔軟な形で機能が充実していき、それを支

える仕組みが形成されていくものと考えている。（総務省勝目室長） 

○周辺集落が存在するからこそ、中心地域が機能するという話は理想。地域運営組織によって既存の集落の構造の変革が起こる

と良い。（若菜委員） 

○（島根県邑南町出羽の事例で分離型の地域運営組織が選択された理由について）採算があり、地域に貢献できそうなものから

会社で実現するという役割分担になっていると思う。（藤山氏） 

○集落活動センターは分離型が多く、農業生産に直接関わっている組織はほとんどない。これまで地域を守っていくことに軸足

があったが、今後農業組織等と連携していくことはあり得ると思う。（前田氏） 

（５） 

ＲＭＯの 

組織形態 

 

 

○集落活動センターの法人化に当たり、収益を得ながら公共性のある活動をするために一般社団法人の非営利型を選択したが、

一般社団法人でないと絶対駄目ということではなかった。（大塚氏） 

○集落活動センターが全ての活動を取り込むのではなく、農業法人や集落営農など、独立したところと連携しながら活動を進め

る方が望ましいと考えている。（大塚氏） 

〇みんなの合意でやる部分と機動的にやる部分というのを併せ持つ形が必要。（藤山氏） 

○一般の営利事業も同様に、ヘッドクオーター部分を持株会社化し、クローズドな中で意思決定が迅速に進められる下に事業会
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社をぶら下げる傾向がある。そのような場の柔軟性や機動性は重要な論点。（平井委員） 

○集落営農がＲＭＯ化したり、逆に一般型のＲＭＯが農業関与型に変わったりと、多様なプロセスがあることが確認された（小

田切座長） 

○問題があるのかどうかは分からないが、インキュベーションを生み出す地域運営組織のヘッドクオーター部分が法人格を持た

なくていいのかという論点がある。（小田切座長） 

○労働者協同組合により、さらに少人数での法人立ち上げも可能となり、地域の仕事のバラエティーが増えていく可能性もある

し、新しいことが生まれる余白がある仕組みにすることが重要。（前神委員） 

○法人形態については、利益の分配ルールが明確であれば、現場では、可能な限り簡素な法人形態が望まれると思う。（谷中委員） 

○農事組合法人への優遇策を押さえた上で、農事組合法人が農業に関連しない営利事業ができないという論点も議論してほしい。

（平井委員） 

 

（６） 

ＲＭＯの 

地域単位 

 

○活動が一人や二人に集中すると、その人がいないと維持できなくなるが、村全体で一つの集落活動センターとしていることで、

地域活動に意欲のある個人・グループを取り込める。必要以上に難しいことを言わず、皆が取り組みやすい提案をすると、人

は集まる。（大塚氏） 

 

（７） 

ＲＭＯへの 

今後の支援 

施策 

 

○地域の優良なＲＭＯの取組を国がベストプラクティスとして表彰し、認知してあげることで、他の地域のＲＭＯも自分たちで

勝手に学んで取り入れていく。（谷中委員） 

○地域運営組織が継続していくために障害となる規制があるのであれば、見直しなどをお願いしたい。（川井委員） 

○農業関与型ＲＭＯは、政策の谷間的なところがあり、必ずしも十分な制度や施策が用意されていない可能性もあり、地域政策

の総合化としての農村政策の出番もここにある。（小田切座長） 

（８） 

若い世代・ 

女性の活躍 

○地域運営、農村政策を考える上で、地域の診断が足りなすぎる。30代女性が入っているか逃がすかで、将来的には雲泥の違い。

（藤山氏） 

○加工･販売等では 30代の女性が期待する水準の所得が確保できない場合があり、若い世代が期待する所得の確保も論点。（平井

委員） 

○新しく何かを始めたことで、新たな動きが出たり、新しい人や女性の意見が反映されやすくなったりといった変化があると、

地域に帰っても大丈夫と思えたり、移住者も増えるかもしれない。（前神委員） 
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○おばちゃん方の田舎料理レストランは収益にはなっているものの、基本的には生きがいづくり。取組を若い世代にどう引き継

ぎ、今後どう運営していくかについて、コロナによる生活スタイルの変化も踏まえつつ、全体像を見ながらやっていかないと

いけない。（大塚氏） 

○若い世代や協力隊が、地域運営組織の単なる駒ではなく、一緒になってビジョンを繰り返し作っていくことが大事。（平井委

員） 

○多くの地域では、女性たちが中心となって地域活性化に取り組んでおり、地域に必要とされ、受け入れられていると実感する

ことで、女性達は仲間を誘い、活動を更に展開させていくもの。（川井委員） 

○ママ友グループのような女性のグループの人たちは、これまでのしがらみが全くなく、こうした人にまちづくりで活躍しても

らうことが行政の大きな一つの課題。（羽田委員） 

（９） 

地域内経済 

循環 

○リカードの比較優位説は、輸送費を考慮していない点に留意が必要。また、循環系を作ると言っても、全部閉鎖的にするので

はなく、毎年１％ずつ段階的に自給度を上げていけば間に合う。（藤山氏） 

〇少量多品種に見合う流通システムを確立し、人も物も自動運転も含めてつなぎ直すことが必要。（藤山氏） 

○外に依存していたものを地域内に取り戻すときに、新たな形での企業形態や流通など、イノベーションが起きている。（小田切

座長） 

（１０） 

高知県地域 

支援企画員 

○地域支援企画員は、市町村に県の職員が駐在し、ニーズに応じた地域づくり、地域の活性化を支援する制度。当初は地域の個

人の目線で遊軍的に活動していたが、組織で取り組むミッション型にシフトし、産業振興を推進する役割も付加されている。

（前田氏） 

〇地域支援企画員の特徴は、①組織で活動をする、②市町村との連携、③予算執行権限は持たずに行動力でアシスト、の３点。

（前田氏） 

○15年かけて役割分担を築き上げ、地域支援企画員は、市町村と地域、県と結ぶ架け橋として、なくてはならない存在になった。

（前田氏） 

（１１） 

その他 

 

○コロナ対策として、日本版のグリーンレンジャーともいうべきものを結成し、循環型社会へのいろいろな先行投資を始めるべ

き。（藤山氏） 

○立上げ期はいろんな意見も出るが、だんだん煮詰まってくるので、遠隔地の人と情報交換するなどの工夫があると良い。（前神

委員） 

○最初は地域のためにと始まった活動が、今度は自分たちがやりたいことに出資したりして、違う活動が生まれ広がっていくと、
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地域の中に新しい変化が起きていく。（前神委員） 

○全員体制みたいな地域運営組織の役割があまり大きいと、新しい動きが生まれにくいのではないか。（前神委員） 

○既に地域運営組織は数多く存在している中、今ある組織が発展し継続できるように支えることが大切。（川井委員） 
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半農半Ｘや農村地域づくり事業体等を

サポートする者について

農村振興局

令和３年１月20日

資料２
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農村における所得と雇用機会の確保に向けた施策検討対象

○ これまでの検討会では、農村において所得と雇用機会の確保に向けて取り組む者を「世帯」「事業体」に分類し、
さらに、 「世帯」を、自営（農業）、自営（非農業）、被用者（農業（自営）・農外の所得の組合せにより、十分な所得を確

保する世帯を「半農半Ｘ」と総称）
「事業体」を、地域商社型、地域運営組織（RMO)型（農業経営と他の事業を組み合わせて多角的に事業展開

する事業体を「農村地域づくり事業体」と総称）
に分類し、これらに対する支援の在り方について検討。

自営（農業）

自己又は他の世帯員の自営
（非農業）所得や雇用所得
を組み合わせ、世帯全体の所
得の現状と目標との差を埋め
るため自営の農業所得の向上
を図ろうとする世帯員を支援

農泊、ジビエの利活用などの
農村発イノベーションによる事
業の創出により自営の非農
業所得の向上を図ろうとする
世帯員を支援

自営（非農業）

（自営（農業）の
世帯員のみの世帯
であり、既存の農業
政策の対象）

被用者

就職先の拡
大による副
業・多業により
所得の向上を
図ろうとする世
帯員を支援

・地域商社型

（多角的に展開する事業分野のイメージ）

・地域運営組織（ＲＭＯ）型

（多角的に展開する事業分野のイメージ）

世帯 事業体
所
得
と
雇
用
機
会
の
確
保
に
向
け
て
取
り
組
む
者

（注）施策検討対象は、a、b、c、e
（うち、a、bが半農半X）

（注）これらの事業体のうち、農業経営と他事
業を組み合わせ多角的に事業展開する事業
体を「農村地域づくり事業体」と総称。
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（参考）農村発イノベーションの推進

○ 農村に人を呼び込むためには、所得と雇用機会の確保が重要。

○ 農村を舞台とした「農村発イノベーション」（活用可能な地域資源を発掘し、磨き上げた上で、他分野と組み合わ

せる取組）により新たなビジネス展開を促進。

【従来の６次産業化の施策】 【農村発イノベーションの推進のイメージ】

○ 対象地域資源や他分野との

組合せの範囲が限定

○ 一次産業起点の取組に限定

○ 農村のあらゆる地域資源をフル活用

した取組を支援

○ 他産業起点の取組など他分野との連

携を一層促進
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半農半Ｘや農村地域づくり事業体等をサポートする者に関する意見

○半農半Ｘや農村地域づくり事業体等をサポートする者に関する意見

○ これまでの検討会においては、「半農半Ｘ」、「農村地域づくり事業体」等だけでなく、これらの者をサポートする者に関する意
見が出されたところ。

【雇用の受け皿の必要性】
Ｕ・Ｉターンで新たに農業にチャレンジしようとしている人が農業で収入を得られるまでの間の「生活の基盤づくり」が重要。生活
が安定するまでの２～３年の間、ＪＡの出資法人などが雇用の受け皿となり、一定程度の収入を確保することが必要であり、
出資法人などへの継続的な支援が不可欠。（第５回検討会 川井委員）

【農村発イノベーションを加速させる場づくり】
イノベーターやイノベーター予備軍を発掘して応援するための場づくりが農村発イノベーションを加速すると感じている。地域の大
手企業、団体、行政だけでやろうとしてもなかなか場づくりのノウハウがないので、私たちのような非営利団体が間に入りつつ、中央
省庁、全国の著名企業・団体などを結びつける場づくりをしていくことが必要。（第６回検討会 谷中委員）

【地域づくり活動等をサポートする人材の必要性】
○ 様々な制度を使いこなすための書類作り等の事務作業や、地域おこしでやってきて暮らしている人が農業にも関われるように
教えることなどについて、行政やＪＡのＯＢの方たちが活発的に活動している地域は活性化されている。（第６回検討会
川井委員）

○ 棚田法等、国の制度を使えば地域がうまく回るアイデアがあるが、制度を理解して活用できる人が本当に限られており、実際
にできることが少ない。日々の活動として、農業の他、新聞配達、アウトドアのガイド、地域おこし協力隊のサポート会社、不要
な杉の伐採・活用など、様々なことをしている。これらの活動は、田舎で皆さんがやりたいことを実現させる仕事だと思って取り組
んでいる。第６回検討会 小山氏）
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今回の施策検討対象

○ 農村における所得と雇用機会の確保に向けて、半農半Ｘや農村地域づくり事業体等をサポートする者について、その支援の在
り方を検討することとしてはどうか。

半農半Ｘや農村地
域づくり事業体等を
サポートする者

所
得
と
雇
用
機
会
の
確
保
に
向
け
て
取
り
組
む
者

半農半Ｘ

農村地域づくり事業体

（注）施策検討対象は、a、b、c、e
（うち、a、bが半農半X）

・地域商社型

（多角的に展開する事業分野のイメージ）

・地域運営組織（ＲＭＯ）型

（多角的に展開する事業分野のイメージ）
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農業現場のサポートの事例（移住就農支援）

○ 全国有数のきゅうり産地である徳島県海部郡では、近年の少子高齢化により、きゅうり農家が減少していたため、美波町、
牟岐町、海陽町の３町とJAかいふ、徳島県等が共同で「きゅうりタウン構想」を立ち上げ、新規就農者を育成する「海部きゅう
り塾」を開講。

○ 新規就農しやすい環境を創出するために、次世代園芸実験ハウスを用いた養液栽培を導入。農作業以外の時間が生ま
れることで、サーフィン、釣りなどを楽しむ新規就農者も増えており、将来的には、半農半Xにより複合的に所得を確保してい
くスタイルが出てくることも期待されている。

きゅうりタウン構想（徳島県美波町、牟岐町、海陽町、JAかいふ、徳島県等）

■主な取組

■きゅうりタウンの将来目標■支援の経緯

○ 2015年（平成27年）春、高齢化の影響もあり、農業が衰退する中で、就

農を希望する若者や移住希望者に活路を見いだし、きゅうり産地の再生

を図ろうと、美波町、牟岐町、海陽町の３町とJAかいふ、徳島県等が共同

で「きゅうりタウン構想」を打ち立て、「海部次世代園芸産地創生推進協議

会」を設立。

○ 新規就農者を育てる「海部きゅうり塾」、きゅうりの養液栽培などにより、

農業は「キツイ」、「儲からない」といったマイナスイメージを払拭し、“30a

（アール）で所得1000万円”を目標に掲げ、2020年度時点までに24人を

「海部きゅうり塾」に受け入れ、18人が海部郡内で就農。

む ぎ かい ようみ なみ

○ 「海部きゅうり塾」 で、営農指導員や普及指導員、ベテラン農家の指導

の下、栽培方法だけでなく、営農計画やGAP（農業生産工程管理）などの

座学を重視。生産コストの削減など経営感覚をもった農業人を育成。

○ 土耕栽培より負担が少なく、新規就農者にとってより魅力的な農業を目

指し、養液栽培にシフトし、次世代型園芸実験ハウスを使って研修。

○ 農作業の負担を改善することで、農作業以外の時間を創出。サーフィン、

釣りなどを楽しむ新規就農者が増えており、将来的には、半農半Xにより

複合的に所得を確保していくスタイルが出てくることも期待されている。

次世代型園芸実験ハウス キュウリの養液栽培

「海部きゅうり塾」による座学 農作業以外の時間で、サーフィンなどを楽しむ

2015年から10年後(2025年）のキュウリの養液栽培の目標

・産地面積 5.6ha⇒10ha

・収量 20t/10a ⇒30ｔ/10a

・所得(30a) 690万円⇒1000万円以上

（出典）徳島県南部移住・交流情報サイトHP、（一社）農林水産業みらい基金HPより作成

かい ふ み なみ

む ぎ かい よう
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（参考）農業現場のサポートの事例（普及指導員による普及活動）

獣害対策で地域の活性化を推進
（三重県）

支援。

■顕在化する獣害に対し、侵入防止柵など個別対策しかされて
おらず、効果が不十分であった。

■普及指導センターが中心となって、
集落住民への勉強会等を通じ、集
落が団結する必要性や被害の状
況等を共有し、住民全体の意識の
醸成、獣を寄せつけない営農方法な
ど基礎的な知識・技術の習得を

■さらに、地区を越えた広域協議会を設立し、生息管理、被害
対策や捕獲等の多様な対策を実施。また、ＩＣＴを用いたシカ
の大型檻罠の配備や、非農家も巻き込んだサルの追い払い隊
による追い払い活動を実施。

獣害対策に新たに取り組む集落数

被害防止活動

■獣害による農業被害額が４億7,300万円（H22）から２億8,900  
万円（H27）に減少。地域の団結力が強化され、獣害の減少し

た集落では新たにソバの栽培を開始する等、地域が活性化。

ＩＣＴを用いた折

■定年帰農者等が取り組みやすい
枝物（ハナモモ）の産地化を目指
し、普及指導センターが、関係機
関と連携して新規生産者の確保と
栽培面積の拡大を推進するとと
もに、通常は隔年収穫のハナモ
モを毎年収穫する技術や、高
収量・高品質化技術を確立。

中山間地で取り組む枝物産地づくり
（茨城県）

■茨城県常陸大宮地域は、高齢化・耕作放
棄地の増加が深刻化していた。そこで、定
年帰農者の拡大等による地域活性化の取
組を推進。

■さらなる生産拡大に向け多品目化を図るため、普及指導セン
ターは他の枝物の生産技術を確立。さらに、生産者等による
商談会等において、生産技術の特長を説明するなど支援。

毎年収穫可能な
低樹高栽培

隔年収穫
他産地
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■この結果、定年帰農者を含め栽培人数が大幅に増加し、中山
間地域の担い手の確保及び耕作放棄地の解消に大きく寄与。
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（参考）協同農業普及事業について

○ 協同農業普及事業は、農業の専門的技術・知識を有する普及指導員（都道府県職員）が、直
接農業者に接して、農業に関する技術及び経営の指導を核として、現場での農政課題解決を総
合的に支援する役割を担う。

（第２回検討会資料より）

普及指導員の活動

⚫ 被害が広範囲にわたるおそれのある病害虫被害や気象災害等に対する回避のための予防・防除対策指導

⚫ 行政・研究・地域が一体となって推進する新品種・新技術の導入などにおいて、産地で生産ロットを確保するため
の地域全体の合意形成や技術水準の底上げを図る栽培指導

⚫ 米政策改革やGAP、鳥獣被害対策をはじめとする農業施策の推進において、都道府県や市町村の農業施策と連
動させつつ、施策実現のための技術等について、その必要性を含めて指導 等

新品種や新技術の導入
に向けた実証ほの設置

新規就農者等への
技術講習会の開催

GAP導入のための
説明会
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農村発イノベーションのサポートの事例（起業支援プラットフォーム）

○ 農村地域における起業については、多様な地域資源の活用による事業機会がある一方で、「気軽に相談できる人がいない」
「地域との橋渡し役がいない」等の課題。

○ このため、起業支援プラットフォーム「INCOME（イナカム）」では、起業者間の情報交換によるビジネスプランの磨き上げや、
ビジネスコンテストの開催、起業支援団体・地方自治体等からのアドバイスの提供等による支援を実施。

起業支援プラットフォーム「INACOME」（農林水産省）

https://inacome.jp/

■取組内容

① 新たな事業を展開する事業者間の交流を促すWEBプラットフォームの構

築・運用。

② 事業者への周知及び地域関係者の理解を促すために、新たな事業を

顕彰するためのイベントの開催や情報発信等を実施。

コミュニティ機能
自分のニーズに合った地
域内外のコミュニティに参

加して情報交換

メンバー＆
支援者検索
全国の同業者や地域
の起業者・支援団体・
有識者と繋がる

動画セミナー
起業や事業拡大に役
立つセミナーを自宅で

受講

○WEBプラットフォームの機能

優良事例紹介
全国各地の起業・新
規事業展開の成功事

例を学ぶ

イベント案内
経営支援や資金調達
支援など様々なイベン
トの情報を入手

・ビジネスコンテストを開催し、優れたビジネスプランを顕彰
・起業者間の情報交換により、ビジネスプランを磨き上げ
・令和２年１～２月に、ビジネスコンテストを開催（全国４ブ
ロック（東北、東京、大阪、九州）で予選、東京で決勝。応
募総数87件。）

交流・学習
切磋琢磨

起業者・起業希望者

WEBプラットフォーム地域の他の事業者

農林水産省・補助事業者

マッチング

情報提供・引き合わせ 起業支援組織等

サポート

・施策等の情報発信
・ネットワークの構築支援
・地元キーパーソンや起業支援
組織等とのマッチング推進

・起業支援団体、先輩起業者
・資金提供者
・専門家（デザイナー、SE等）
・関係自治体
・関係省庁 など

①事業者間の交流を促すWEBプラットフォーム ②新たな事業を顕彰するためのイベントの開催

※令和元年10月より試行的に運用開始、令和２年11月末時点で850名以上がプラッ

トフォームに加入
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2020年2月のINACOMEビジコン決勝出場者

地域のマイナスをプラス資源に！
～獣害対策サステナブルモデル～

イノシシをジビエだけでなく肥料として畑に還元し、世界
初のサステナブルな獣害対策モデルを目指す

農の入口と出口づくりで就農者を増やす！
畑と人を繋ぐ「たんとスープ」で６次産業化

農家直営スープ専門店の多店舗展開に挑戦し、新規就農者
の増加を目指す

海の神秘！ロマンの体験！広田湾海中熟成プロジェクト
漁業をはじめとする地域資源を活用した体験型観光サービ
スと、地域の海産物販売により地域に経済効果を循環

魚の売り手と買い手を繋げるプラットフォーム“マリニティ”
漁業者が持つ情報と買い手のニーズをクラウド化し、水産物
の取引を効率化するプラットフォーム「マリニティ」を運営

～EAT HERITAGE～ 伝統食で世界を健康に
地域の伝統食に特化した観光マッチングプラットフォーム。
「食に制約のある旅行者」に対して、発酵食品など地域に
眠る伝統食品を紹介。

木を伐らない林業 林業2.0を人吉球磨から
森林の中にツリーハウスのようなオフィスをつくり、
「TREE OFFICE」という新しい働き方・林業の形を提案。

AI活用の自動収穫ロボットで収益最大化
AIを活用した農業収穫ロボットを開発し、収集するデータ
を分析・活用して、農業者の収益の最大化を目指す

飲めば飲むほど海がキレイになるビール
町内で生産するホップを原料に、地域の環境課題である
「牡蠣殻」をろ過材として使用したクラフトビールを醸造

農業に特化した労働者支援マッチングプラットフォーム
１日単位から月単位の派遣まで、農業者の時期や予算に応
じて人手不足ニーズを解決

おてつたび
～季節的・短期的な人手不足を人と人の出会いに変える～

短期的な人手不足に困る農業者と、地域外の若者をマッチ
ングするプラットフォームを運営

規格外野菜を用いた機能性パウダーの開発・販売
野菜や果物のフラクトオリゴ糖の「機能性」を維持したパ
ウダーを開発し、規格外農作物の活用を広げる

休眠資源を活用した再利用可能なエコラップ
地域の休眠資源となっていたミツロウを使った「ミツロウ
ラップ」を製造販売

高橋 慶彦＜宮崎県新富町＞

永岡 里菜＜東京都世田谷区＞

濱田 祐太＜京都府与謝野町＞

平田 竜一＜熊本県熊本市＞

井出 飛悠人＜長野県北佐久郡・南佐久郡＞

山下 久美＜宮城県丸森町＞

井上 拓哉＜熊本県宇城市＞

井口 剛志＜福岡県福岡市＞

大西 千晶＜京都府南丹市＞

奥田 将大＜新潟県南魚沼郡＞

鍛治川 直広＜岩手県陸前高田市＞

坂口 祐貴＜熊本県人吉市＞

○ ビジネスプランの客観的な評価を受ける機会をつくるとともに、オフラインでのネットワークを促進するため、2020年１～２月に
ビジネスコンテストを開催。

○ コンテスト後、発表したビジネスプランの実現化や起業者間でのマッチングが成立した案件が増加。

農村発イノベーションのサポートの事例（起業支援プラットフォーム）

11
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対 象：人口規模・人口密度・事業所数等に照らし、人材確保に特に支援が必要な地区として知事が判断
※過疎地域に限られない

認定手続：事業協同組合の申請に基づき、都道府県知事が認定（10年更新制）
特例措置：労働者派遣法に基づく労働者派遣事業（無期雇用職員に限る）を届出で実施可能

人口急減法の概要

特定地域づくり事業協同組合制度の概要

都道府県

・事業者単位で見ると年間を通じた仕事がない
・安定的な雇用環境、一定の給与水準を確保できない
⇒人口流出の要因、UIJターンの障害

人口急減地域の課題
・地域の仕事を組み合わせて年間を通じた仕事を創出
・組合で職員を雇用し事業者に派遣
（安定的な雇用環境、一定の給与水準を確保）

⇒地域の担い手を確保

特定地域づくり事業協同組合制度

〈組合の運営経費〉

市町村

１／２
利用料金収入

１／４
交付金

食

品

加

工

業

者

製

材

業

者

介

護

業

者

運

送

業

者

飲
食
・
宿
泊
業
者

農

業

者

林

業

者

…

機

械

製

造

業

者

特定地域づくり事業協同組合員

…

人材 派遣

認定特定地域づくり事業協同組合

漁

業

者

１／８
特別
交付税

１／８

１／２市町村助成

根拠法：地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律（令和2年6月4日施行）

財政
支援

利用 料金

地域づくり人材の雇用⇒所得の安定・社会保障の確保

※このほか、設立支援に対する特別交付税措置あり

R3予算案 5.0億円
（内閣府予算計上）

被用者のサポートの事例（特定地域づくり事業協同組合）
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被用者のサポートの事例（特定地域づくり事業協同組合）

特定地域づくり事業協同組合制度の各地域取組状況（令和３年１月１８日現在）

設立手順
島根県
海士町

秋田県
東成瀬村

島根県
浜田市

鳥取県
日野町

鳥取県
智頭町

１．事業協同組合の設立許可手続

（１）発起人の募集（４事業者以上）

（２）創立総会の開催 ２月予定

（３）設立認可申請（都道府県へ） 認可申請中

（４）設立認可後の事務（出資払込、設立登記）
組合成立
２月末予定

２．特定地域づくり事業協同組合の認定手続（都道府県へ）

３．労働者派遣事業の届出（都道府県労働局へ） 届出手続中

４．特定地域づくり事業開始
令和３年
１月11日

令和３年
１月１日

令和３年
４月予定

令和３年
４月予定

令和３年
４月予定

特定地域づくり事業協同組合制度の各事業協同組合の内容（令和３年１月１８日現在）

島根県海士町 秋田県東成瀬村 島根県浜田市 鳥取県日野町 鳥取県智頭町

海士町複業協同組合
東成瀬村地域づくり

事業協同組合
協同組合Biz.Coopはまだ

日野町未来づくり
事業協同組合

未定

＜５社＞
漁業、農業、食品加工業、
観光業、ホテル運営、飲
食業、物販、教育、研修

＜13社＞
農業、林業、畜産業、食
品加工業、宿泊業、ス
キー場運営、生活支援
サービス、保育業務

＜４社＞
音楽に関する指導補助等
（障害児デイサービス、
保育園、放課後児童クラ
ブ）、コンサート等のイ
ベント企画

＜４社＞
農業、林業

＜９社＞
林業、製造業、観光業、
飲食業、福祉
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被用者のサポートの事例（ＪＡ系統による労働力支援）

JA全農おおいた（大分県大分市）

○ 大分県下では、農業現場の労働力の不足に対処するため、全農おおいたのコーディネートの下、労働力支援事業を2013年（平成
25年）から実施。

大分県下の労働力支援スキーム
（※全国展開予定）

農家
（ＪＡ組合員）

○ 異業種からの農への関わりのハードルを下げるとともに、社会的弱者の活躍の場を提供

○ コロナ禍で困窮する者・業界から労働力を受け入れることで、国内農業に対する国民理解の

醸成に寄与

（マッチング）

・人手不足の解消。

・自ら労働者を指導・管理

する必要なし。

農家のメリット

民間企業

・フレキシブルな勤務時間の設定が可能。

・チームリーダーから指導を受けることができるため、

農作業に熟練していなくとも作業が可能。

・人との関わりを苦手とする方でも安心。

農作業チームを組成するメリット

・労働者を現場へ輸送する際に、

動画にて作業内容を把握して

もらい、現場作業の円滑化を図る。

事業実施上の工夫（デジタル化）

・農業に関心のある者、
社会的弱者等

・コロナ禍で大きな打撃
を受けている観光業界等
の人材 ＪＡ

農作業受託雇用

農作業チーム
を組成

【事業の概要】

・ JAのマッチングにより、民間企業がＪＡ組合員から農作業を受託。

・ 同企業は、農業に関心のある者、社会的弱者（障がい者、ニート等）等を雇用し、農作業チームを組成し、同企業のチームリーダーの指示の下、受託した
農作業に従事させる。

【最近の動き】

・コロナ禍による農業現場の深刻な労働力の不足を受け、コロナ禍で大きな打撃を受けている観光業界等と連携し、異業種の労働力を農業現場に送り込み。

14
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地域運営組織（ＲＭＯ）型の事業体のサポートの事例（中間支援組織）

○ NPO法人いわて地域づくり支援センターは、地域運営組織の持続的な地域づくりを進めていくための中間支援組織として、地
域づくりに関する啓発、提言、人材育成等の支援活動を実施。

NPO法人 いわて地域づくり支援センター（岩手県紫波町）

■中間支援機能

 弱いところはどこか、強いところはどこか

↓

 その地域に合った関係体制は？ 構築のプロセスは？

市町村行政

地元の
中間支援団体

相談
御用聞き

情報共有
政策提案

相談窓口

外の中間支援団体
中間支援を仕事として
受託し、取り組む→

協働
市町村長
｜
議員
｜

部課長
｜

他部署
｜

直属上司 Ａ市

住民組織
（地域運営組織、
自治会）

公民館職員
（市町村職員、
地域雇用）

振興会役員

自治会役員

集落支援員

協力隊

地域担当職員

社協・包括

他多数

■活動内容

地域診断
（関係者分析）

・地域の現状、関係者の診断
↓

・プロセスの提案
↓

・対話（ワークショップ等）による
計画づくり
↓

・組織の見直し、若者の組織化
↓

・ゆびとまれ方式での事業の実践

7月27日
秋田県湯沢市内の地区を事前調査

7月28日
岩手県奥州市内の地区センター長らとの相談

対話による
計画策定と実践

■地域づくり支援センターとは
“地域づくりは主体の私益のためではなく、公益性を帯びている必要があり、そのためには、

住民、行政、NPO企業といった多岐にわたる主体が対等なパートナーシップを築く必要があり
ます。しかし、真に対等なパートナーシップを構築するためには、地域コミュニティと自治能
力の再生に加えて、地域づくりに関する専門知識、人材育成なと克服しなければならない様々
な課題が残されています。そのため、こうした主体間をバランスよく調整し、地域づくりを円
滑にすすめる中間支援組織が必要です。“

（いわて地域づくり支援センターHPより）
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「働き方をデザインする」
～海士町らしい「承前啓後」を貫く～

©海士町 1

「承前啓後」とは、昔からのものを受け継いで、未来を切り拓くことの意

8回新しい農村政策のあり方に関する検討会（資料）

25
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海士町は
どんなところ？

©海士町 2
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©海士町 3

14,000人

西ノ島町
約2,900人

知夫村
約600人

海士町(中ノ島)
約2300人

1島1町の小さな離島

日本海の島根半島沖合約60Kmに浮かぶ
隠岐諸島の中の一つ中ノ島を「海士町」
といい1島1町の小さな島。
（面積33.52ｋ㎡、周囲89.1㎞）
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半農半漁の島

©海士町 4

対馬暖流の影響を受けた豊かな海と、名水百
選に選ばれた豊富な湧水に恵まれ、自給自足
のできる半農半漁の島。
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御食つ國 海士

©海士町 5

平城京跡から隠岐國・海士の「干しアワ
ビ」等が献上されていたことを示す木簡が
発見される。

※御食つ國：朝廷に海水産物を中心とした御食料を貢いだと推定される国
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人を受け入れる土壌と文化

©海士町 6

後鳥羽上皇や小野篁など多くの歴史的人物の配流地である海士町。
古くから、人を受け入れ、もてなす土壌と文化が育まれてきた。
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©海士町 7

戦後７０００人いた人口は、
６０年間で３分の１に…

31


Graph4

		昭25

		昭30

		昭35

		昭40

		昭45

		昭50

		昭55

		昭60

		平2

		平7

		平12

		平17

		平22



人

年度

2,374

6986

6678

6160

5145

4257

3809

3537

3339

3119

2857

2672

2581

2380



基金残高

		

				H4		H5		H6		H7		H8		H9		H10		H11		H12		H13		H14		H15		H16		H17		H18		H19		H20		H21		H22

				14.0		15.1		15.2		14.0		13.2		11.7		10.4		8.8		8.6		7.8		7.0		4.8		4.7		6.2		5.9		6.6		8.2		7.6		8.4

		1399922

		1508657

		1520960

		1401636

		1318526

		1172600

		1042747

		883988

		858861

		781159

		697523

		480131

		469275

		620592

		585937

		663517

		820884

		763197





基金残高

		



億円

年度

海士町の基金残高の推移



人口の推移

		

						昭25 アキラ		昭30 アキラ		昭35 アキラ		昭40 アキラ		昭45 アキラ		昭50 アキラ		昭55 アキラ		昭60 アキラ		平2 ヒラ		平7 ヒラ		平12 ヒラ		平17 ヒラ		平22 ヒラ

						6,986		6,678		6,160		5,145		4,257		3,809		3,537		3,339		3,119		2,857		2,672		2,581		2,380



行財政改革
やるぞ計画
（H11年度～15年度）

自立促進プラン（H16年度～中長期）

改革の始まり
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※H23.5.31現在住基人口　2,338人
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《人口の構成》



超高齢社会

©海士町 8
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高校卒業後、ほとんどが島外へ。
２０～３０代の地域活力が極めて低い。

高齢化率は４１％
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生き残りをかけた挑戦

©海士町 9
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島が消える…地財ショックの到来

©海士町 10

0
2
4
6
8

10
12
14
16

H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23

億円 海士町の基金残高の推移

H２０年度
財政再建団体に！？

さぁ、どう生き残る？

H16年の三位一体の改
革による地財ショックが発生。
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徹底した「守り」の戦略

©海士町 11

自らの身を削らない改革は支持されない！ 日本一給料の安い公務員に！

50％～40％
30％～16％

40％
40％
10％

5%を目的化
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産業振興策による「攻め」の戦略

©海士町 12

資源を活かした
しごとづくりへの挑戦

若者との交流による
まちづくりへの挑戦

教育魅力化による
ひとづくりへの挑戦
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これまでの海士町の取り組みは…

©海士町 13

真新しいことはせず

今ある資源を磨き、
交流を通じて挑戦を展開
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続々と島に集結 人材が人「財」に

©海士町 14

全国から40代以下の移住者が続々と集結！
※平成16年度～令和2年12月末の17カ年で

移住者779人（558世帯）
定着率約46％ 今や人口の1割強が移住者
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人口減少へ歯止め

15

平成22年（国勢調査） 平成27年（国勢調査）

２,３７４人 → ２,３５３人

３４５人

©海士町
39



一定の成果をあげてきたが…

©海士町 16

しかしながら…さらなる課題が山積

・産業を担う人材不足
・農林水産業の後継者不足

・文化や歴史、島の風土を受け継ぐ人材不足

40



町政の経営指針

©海士町 17

自立・挑戦・交流×継承・団結
「しゃばる」とは、海士の方言で、「強く引っ張る」という意味。

41



海士町らしい「承前啓後」を貫く新たな挑戦

©海士町 18

①職員による半官半Ｘの推進

AMAホールディングス”の取り組み

42



①
職員（公務員）による
半官半Ｘの推進

©海士町 19
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多様な働き方を促し地域振興に資する”制度”①

©海士町 20

海士町半官半Ｘ推進における目的と定義を定める条例
を制定（令和２年３月17日海士町条例第１号）

役場職員が庁舎内で行うデスクワークの働き方に加え、
庁舎を飛び出し、現場に足を運び、町民とともに汗を流し、語り合う中で、

現場の課題を一緒に解決する力を身につけたり、
地域の担い手という自覚をより強めながら、

多様な仕事に挑戦できるよう働き方改革を推進する制度

44



多様な働き方を促し地域振興に資する”動き”①

©海士町 21

①攻めの実行部隊を整備
・役場の産業機能を本庁から島の玄関口「菱浦港」のフェリーターミナル内の事務所に配置

・365日特殊勤務シフトにより、役場職員が毎日早朝に生産者のところに出向き「野菜」を集荷
・フェリーターミナル内の直売所で農水産物を販売することで島民と来島者との交流を生み出す

②食品加工会社への出向
・町の第三セクター「ふるさと海士」の立ち上げに役場職員が支援
・漁業の現場、漁師、生産者のところに出向き「魚介類」を仕入れ

・仕入れ、加工、保管、出荷、また全国各地や世界へ向け営業販売促進などに従事

③役場職員採用試験に「半官半Ｘ」枠を新設
・令和3年度の役場職員採用試験の「半官半Ｘ」枠に11名が応募し4名を採用
・新たな部署（仮称：担い手創出課）を創設し、半官半Ｘ職員を配置する予定
・様々な業種や職種を横断的に移動することで地域の課題解決につなげる
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②
官民連携による「攻め」の
政策を担う事業会社

”AMAホールディングス”の
取り組み

©海士町 22
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多様な働き方を促し地域振興に資する”動き”②

©海士町 23

AMAホールディングス株式会社
観光、教育、産業、行政などそれぞれの分野の中で、より早い意志決定、より強い連携を行うため、

海士町長を代表取締役として設立
海士町の「攻め」の政策を担う事業会社として、

外貨獲得および町内還元のため、現在はふるさと納税事業と未来投資事業を主な事業としている。

・取締役（島内民間経営者3名、島外民間経営者1名）、正社員１名、契約社員２名
・まちづくりを行政主導型から官民連携型にシフト（民が官の仕事をする、これもまさに半官半Ｘ）

一般社団法人海士町未来投資委員会
昨年の条例改正でふるさと納税の寄付額の一部を原資とした未来投資基金の運用を始めるために

「一般社団法人海士町未来投資委員会」を設立。
町民の皆様が島の未来を創るための地域振興事業にチャレンジする際に、

資金の援助や事業へのアドバイスなど、伴奏者として寄り添いながら事業を応援。
そして、寄付された皆様に対して、定期的に事業の進捗状況を報告することにより、寄付された皆様が
海士町の挑戦に応援団として関心を寄せていただくことで、関係人口の拡大に結びつくものと期待。
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③
働き方をデザインする
”海士町複業協同組合”

©海士町 24
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多様な働き方を促し地域振興に資する”制度”②

©海士町 25

海士町のマルチワーカーをモデルとして創設された
特定地域づくり事業の法律制定に基づき
“海士町複業協同組合”を全国第一号で設立

同組合は、複数の事業者が連携し、季節毎の仕事量に応じて組合職員を派遣するもので、
年間を通じた雇用と人材育成に取り組む。

こうした働き方は、海士町が古来から行ってきた半農半漁という暮らし方に類似する。
役場並びに組合職員自らが、海士の歴史や風土に学びながら、合わせ技で働き方をデザインし、

チャレンジしていくことで、町内事業所はもちろん、地域の価値や魅力が高まり、
UIターンの促進に大きく寄与するものと考えている。
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人材の還流を興す

©海士町 26

資源を活かした
しごとづくりへの挑戦

若者との交流による
まちづくりへの挑戦

教育魅力化による
ひとづくりへの挑戦

隠岐島前高校卒業生
大人の島留学生※

などを通じて“人材の還流”を興す仕掛けに挑戦
※大人の島留学とは、隠岐島前高校卒業生やそのつながりによる国内外の若者たちへ向けた

隠岐島前地域での「１年間限定」就業型移住体験制度

半官半Ｘ AMAHLD 未来投資 複業組合

人材創出

・担い手づくり・仕事づくり・お金づくり・商品づくり・風土づくり・ひとづくり など
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ないものはない

©海士町 27

●なにも「ない」 ●すべて「ある」

便利なものはなくても
人が生きていくために

大切なものはすべてここにある
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海士町複業協同組合
概要

©海士町複業協同組合 28

参考資料
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設立の目的

©海士町複業協同組合 29

令和2年6月4日「地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業推進に関する法律」が施行され、
認定を受けた組合は、職員のマルチ―ワークに対し支援を受けれるようになった。

「組合員間のつながりの発見による新事業の創出」
「組合員の魅力を再発見することによる新たな価値の創出」

特定地域づくり事業を活用するにあたって、
職員が複業（マルチワーク）をするからこそできることは何だ？
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組合の名称など

©海士町複業協同組合 30

組合名 海士町複業協同組合（あまちょうふくぎょうきょうどうくみあい）

発起人 5名
㈱ふるさと海士・㈱海士・飯古建設㈲・㈱風と土と・㈱ゆうでん

出資金 10,000円／口

役員
（5名）

代表理事 奥田 和司（㈱ふるさと海士）
副理事 飯古 晴二（飯古建設㈲）
理事 青山 敦士（㈱海士）
〃 浅井 峰光（㈱風と土と）※員外
監事 波多 誠 （㈱ゆうでん）

事務局長
（派遣元責任者） 太田章彦（常勤）
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働き方をデザインする

©海士町複業協同組合 31
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海士町複業協同組合の面白いところ

©海士町複業協同組合 32

・（株）ふるさと海士（魚介類の加工販売・塩づくり）
・（株）海士（ホテル・レストラン・小売店）
・（株）風と土と（地域づくり・メディア・人材育成）
・（株）ゆうでん（農業※予定）
・飯古建設（有）（定置網漁師）

組合員が
多種多様
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様々なニーズに沿えるように

©海士町複業協同組合 33

ホテルと水産加工業に
興味があるなぁ…

島で漁師やりたいなぁ。
でも、今までのやってき
たことも生かしたい…。

月に1度
働きたい場所や働き方の
ニーズをヒアリング

それぞれの
複業プランを構築

いつ・どこで・どういう期間と単位で？
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複業の方針

©海士町複業協同組合 34

1年目は島を知る時間
 1年のうちに、3か所以上の事業所で働く
 1か所あたり、3カ月以上の期間の勤務

2年目は島に入り込んでいく
 1年のうちに2か所以上の事業所で働く

インプット
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海士町複業協同組合が複業に求めるもの

©海士町複業協同組合 35

組合員間の業務に対する新たな繋がりの発見による新事業の創出

あなた

あなた

A社 B社 新事業

C社 企業価値
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目指す組合像

©海士町複業協同組合 36

挑戦する島の体現化
海士町複業協同組合は、働き方をデザインできる”場”を確立することで、

複数の生業による多種多様で新たな働き方づくりに挑戦できる地域としての魅力を高めていきます。
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第8回新しい農村政策のあり方
に関する検討会（参考資料）

産業振興策による「攻め」の戦略
・資源を活かしたしごとづくりへの挑戦
・若者との交流によるまちづくりへの挑戦
・教育魅力化によるひとづくりへの挑戦

の抜粋

©海士町

1
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生き残るための
｢攻め｣の戦略

島の新産業創出事業により、加工産業を軸とした雇用創出

・地域再生計画の認定（H16,H17,H21,H25）

・構造改革特区の認定（H16）

・農商工連携88選認定（H20)

島まるごとブランド化

一点突破型産業振興策

2
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3

資源を活かした
しごとづくりへの挑戦
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０１
隠岐の食文化の代表格

島じゃ常識サザエカレー

4
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０２
全国初の養殖化に成功！

いわがき春香

5
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３年の歳月をかけ、丹念に育てられる。
築地では最高値！
首都圏オイスターバーでも大ヒット！

6
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０３
鮮度・流通に悩む、離島ハンデを克服。

自治体初! ＣＡＳシステム導入

7
67



細胞を破壊しない新冷凍技術ＣＡＳを導入
ＣＡＳ凍結センターＨ１７年度稼働

8
68



いわがきグラタン ひおうぎ貝ドリア

海鮮フライ イカのゲソ・耳から揚げ

新商品 開発！

969



第3回全国ご当地どんぶり 選
手権大会in東京ドーム

ＣＡＳ商品「寒シマメ漬け丼」
第7位、9位にランク

ＰＲ活動

首都圏イベント会場を転々と！

離島キッチンカー（移動販売車）

Ｆｏｏｄｅｘ Ｊａｐａｎへの参加取引先でのイベント開催

商談活動

居酒屋産業展への参加

70



０４
島生まれ、島育ち

隠岐牛のブランド化
建 設 業 か ら 農 畜 産 業 へ 異 業 種 参 入
（構造改革特区導入～農地法規制緩和））

11
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ミネラル豊富な放牧地で育ち、
病気に強い、幻の黒毛和牛。

12
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ＰＲ活動

東京食肉市場関係者との
品質向上研修会を実施

東京食肉市場関係者を
招いて産地で研修会

首都圏高級スーパーでの
ＰＲイベント エバラ食品との連携

市場関係者との
信頼構築

14
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Ｕ・Ｉターン者6名が繁殖和牛に新規参入
隠岐島内の建設業者2社が畜産業に参入

H18H19H20H21H22H23H24H25H26H27H28H29H30

出荷実績 85 109 127 129 142 148 136 137 161 198 203 199 211

0

50

100

150

200

250

A-5率 ：４2％（東京平均２０％）
※黒毛和種 雌牛クラス

上物率：８1％（東京平均６０％）
※上物（A-4&A-5）

枝肉最高値：4,205円 / kg
枝肉平均地：2,268円 / kg
平均価格：956,853円 / 頭
出荷頭数計：1,990頭

出荷実績

出荷頭数 月１２頭→月２４頭の倍増計画を目指す。

隠岐牛の波及効果
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０５
原料は保々見湾の海水のみ

海士乃塩

16
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海士御塩司所。伝統の「塩」づくりが
若者によって復活。継承される技。

17
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海士乃塩から始まる 産品づくり
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19

０６
海士の原風景を守るために

海士の本氣米
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「島生まれ、島育ち隠岐牛」と「いわがき春香」の
恵みで育てた 島のこしひかり

20
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そして、さらなる
成長を遂げるために、
意外な資源、

「海藻」に着眼！
82



農産物
生産

隠岐牛
生産

CO2排出
CO2吸収

海藻栽培

海藻新商品開発

「～環境型新漁業創造に向けた離島発！6次産業化事業の展開～」

サプリメント

都市（○○市）

離島（海士町） 環境交流 【カーボンオフセット】

〔海藻種苗の資金調達〕

魚介類
住処

岩牡蠣
生産

食用加工

土壌剤
肥料・飼料

ﾊﾞｲｵﾏｽ
水素電池

四季を通じて
安定供給

飼
料

肥
料

堆
肥

ｱﾗﾒ、ｱｶﾓｸ、ｱﾏﾓ、ｲﾜﾉﾘ、ﾓｽﾞｸ等（ﾅﾏｺ）

排
泄
物
吸
収

低負荷循環

（医薬品原料他）

（乾物類）

水産資源保全
地球環境保全

ＣＡＳ
商品化

栄養塩
供給

自
然
の
循
環
力
を

活
用
し
た
、
豊
か
で

安
全
な
商
品
を
提
供

産学官連携 海藻養殖業

新商品販売促進

海藻加工生産

海藻種苗生産

新
会
社
設
立
3
社

離
島
版
・
雇
用
創
造
の
実
現

副
産
物
牡
蠣
殻
敷
設
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海藻種苗
生産販売
機 能

海藻研究
教育交流
機 能

新
技
術
の
ノ
ウ
ハ
ウ
集
積

磯焼け対策

藻場造成
魚礁開発
（資源管理）

海藻による
CO2吸収
（環境保全）

希少海藻
養殖生産

（付加価値型漁業）

【神馬、ヒジキ、岩ノリ、ハバ、
天草、海ゾーメン、昆布等】

海藻サプリ
商品開発販売
（付加価値型漁業）

【ア
カ
モ
ク
等
か
ら
フ
コ
イ
ダ

ン
、
ア
ル
ギ
ン
酸
な
ど
、
エ
キ
ス

を
抽
出
】

海藻飼料・肥料

商品開発販売
（付加価値型漁業）

離島発！

海藻バイオ
燃料生産
（環境漁業）

カ
ジ
メ
類

都市住民
との環境交流

促 進
（自然学校）

学術的
交流の促進
（情報発信）

海藻研究者・
ポスドク誘致
（人材育成）

島前高校
海藻専攻科
新設

（地域産業育成）

【都市と離島のカーボンオフセット】
（排出権取引）

【国
際
海
藻
学
会
等
】

【海藻種苗の生産・植付体験】
【水素エネルギー供給、集魚灯電池】

【研
究
の
た
め
の
沿
岸
と

調
査
研
究
室
を
提
供
】

【後継者育成】【ツルアラメ、アマモ場等造成】

文化・教育
の振興

地域経済
の振興

全国でも稀な
海藻研究施設を設置

40名新規雇用 年間1,000名の
環境教育交流

底質浄化

水質浄化排泄物浄化

ＣＯ2吸収 栄養塩供給

産卵・餌場

新産業
創出

特産品
販売増

視察団体
増加

雇用機会
増大

持続可能
社会

大学との連携
東京海洋大
横浜国大

企業との連携
岡部㈱

バイオ水素
岩谷産業㈱

循環型新漁業創造に向けた離島発！
6次産業化の展開
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一点突破型 産業振興策 ＩＣＴ

ＩＣＴ利活用・デジタルサイネージでＰＲ
住民が産地のこだわりを映像化・配信

85



一点突破型 産業振興策 ＩＣＴ

首都圏の居酒屋・オイスターバー
８店舗の客室にディスプレイを設置
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離島キッチンが
神楽坂に。（2015年9月オープン）
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29

離島自治体が活用できる実店舗

全国4つの実店舗（離島百貨店・離島キッチン）は
全国の離島のためのアンテナショップです！

販売、テストマーケティング、催事、PRなど様々な活用が可能です。

離島キッチン福岡店

離島キッチン神楽坂店
離島キッチン札幌店

離島キッチン日本橋店
（離島百貨店）

実店舗
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2016年8月、銀座6丁目に
隠岐牛料理を中心とした
高級和食店をオープン！

90



一点突破型 産業振興策 これまでの成果

初年度に比べ、どの産業も
販売高や雇用者数が着実に増加。

産業 項目 初年度 Ｈ30年度

いわがき
春香（H14～）

販売個数 61,000個 270,070個

販売高 15,000千円 59,984千円

雇用者数
※パート含む

13人 21人

農水産物直売所
関連施設
（H14～）※塩含む

販売高 125,000千円 143,364千円

雇用者数
※パート含む

12名 20名

ＣＡＳ
商品（H17～）

販売高 27,000千円 209,726千円

雇用者数
※パート含む

18名 25名

隠岐牛（H18～）
※肥育牛のみ

販売高 55,000千円 232,533千円

雇用者数
※パート含む

6名 12名

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒
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若者との交流による
まちづくりへの挑戦
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若者・よそ者・バカ者が

島おこしの起爆剤

33
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若者たちの挑戦
～自らステージを創る～
頭角を現すリーダー達

34
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交流 ＡＭＡワゴン

ＡＭＡワゴンによって、まちづくりに関心を持つ若者
の育成、新たな海士ファン層の獲得につながった。

東京からワゴンを走らせ２０～３０
人の学生と若手社会人が海士町
へ。出前授業や海士町を体験し、
町の課題解決の提案する。

95



商品開発研修生

後藤隆志（大分県）

仕事は島の宝探し！ 島のハーブティー

｢ふくぎ茶｣を商品化し、障がい者の自立
支援×地域ビジネスで、同作業所の賃金
を3倍に。

現在は、地元大分県別府市で飲食店を経営する傍ら、
㈱海士（ホテル・レストラン）の商品開発も手掛ける。

島の宝探しで大活躍
商品開発研修生
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㈱たじまや

宮崎雅也（群馬県）

・一橋大学卒業後、漁師に弟子入り
・付加価値漁業を推進するため、島で起業
・伝統加工産業復活「干しなまこ」を中国へ輸出

漁業を志す人
37
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廃校の危機に瀕する島の高校に
全国から続々と生徒が来島。

異例の学級増を実現！

島前高校魅力化プロデューサー

岩本悠（東京都）

｢流学日記(幻冬舎)｣著者。本の

印税でアフガニスタンに学校を
つくる。SONYから海士へ。

AERA「日本を立て直す100人」に選出。2015

年からは島根県教育魅力化特命官／地域・教
育魅力化プラットフォーム共同代表。

教育を志す人
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隠岐牛を生産

掛谷祐一(大阪府)

隠岐潮風ファームに勤務した後、
独立。畜産業を営む傍ら、焼肉店
に勤務。2015年4月に結婚。

農業・畜産を志す人
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観光業を志す人

海士町観光協会

青山敦士（北海道）

札幌で野球一筋で育ち高校でキャプテン
として甲子園に出場。大学進学で上京。
途上国支援の活動を共にしていた先輩か
ら海士町のことを聞き、新卒で海士町へ
移住。
海士町観光協会の職員として「海士の島
旅」のブランディングに取り組み、
地方の在り方を問う「島会議」の企画・
運営を担当。
2013年には観光協会の子会社となる(株)
島ファクトリーを立ち上げ、旅行業・島
のリネンサプライ業を運営。
2017年より株式会社海士代表取締役に就
任。島で唯一のホテルである「マリン
ポートホテル海士」の経営を担う。 40
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情報発信に取り組む人

山口幸二(神戸市)

隠岐アイランズメディアを起業。
海士町のケーブルテレビ、あまコ
ミュニティチャンネルの番組制作
に携わる。

メディア業を志す人
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株式会社巡の環 代表取締役
（現在は”株式会社風と土と”に社名変更）

阿部裕志(愛知県)

京都大学大学院修了。トヨタ自動車
入社。2008年1月「持続可能な未来へ

向けて行動する人づくり」を目的に
株式会社巡の環を仲間と共に設立。
2011年4月より海士町教育委員に就任。

人材育成業を志す人
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交流 ヨソモノ・若者が持っているもの、求めているもの

都市や海外との交流を通じて海士ファン急増。
起業も増えてきている。

・（株）隠岐牛企画
（隠岐牛店）［H20.4］

・（株）島ファクトリー
（旅行業・リネンサプライ）［H25.4］

・（一財）島前ふるさと財団
（学習塾）［H26.3］

・（株）海士伝報堂
（翻訳、メディア）［H26.11］

・（同）隠岐アイランズメディア
（放送メディア）［H27.3］

・㈱宇野
（宿泊業、農林水産加工業）［H28.2］

・㈱海士パワー
（発電事業）［H28.8］

集落・グループ・個人

・崎 （梅干GL）［16.11］

・知々井 （塩辛GL）［H17.12］

・豊田 （干物GL）［H20.1］

・さくらの家（ふくぎ茶）［H18.11］

・大漁（漁協干物GL）［H23.3］

・島のねーさん（菓子工房）［H27.3］

法人経営

・（有）隠岐潮風ファーム
（畜産）［16.1］

・隠岐事務センター
（情報システム管理）［H16.4］

・（株）ふるさと海士
（地場産商品化・販売）［H17.3］

・海士いわがき生産（株）
（いわがき養殖・販売）H18.10］

・（株）たじまや
（干しなまこ加工・販売）［H19.6］

・（株）カズラ
（散骨葬送）［H19.6］

・（株）巡の環
（メディア・新たな公）［H20.1］

・（株）隠岐桜風舎
（離島キッチン、商品開発）［H29.4］

・（株）まきはた
（畜産業、農林水産加工業）［H29.5］

・ＡＭＡホールディングス（株）
（地域商社）［H30.5］
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地域力 人間力×

特産品 交流 地域づくり

産業体験・研修交流

公設民営方式約2,500人視察、研修の受け入れ（年間）

隠岐牛ＣＡＳ
商品

海士の塩いわがき
春香

世界一の梅干しづくり

地域資源活用総合交流促進施設
（廃校・廃屋等改修交流施設）

干しナマコを特産品に

処理加工・集出荷貯蔵施設
（農林水産物処理加工施設）

いわがき春香の発展

処理加工・集出荷貯蔵施設
（農林水産物処理加工施設）

福来茶を特産品に

処理加工・集出荷貯蔵施設
（農林水産物処理加工施設）

CO２削減など、
海藻をテーマに
都市との交流

地域資源活用総合交流促進施設
（地域資源活用交流促進施設）

農業の若手育成支援

新規就業者技術習得管理施設
（新規就農者技術習得管理施設）

観光型定置網

処理加工・集出荷貯蔵施設
（農林水産物集出荷貯蔵施設）

地域企業との連携

事業の
波及効果
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教育魅力化による
ひとづくりへの挑戦
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人づくりからのまちづくり

教育の魅力化×地域の活性化
隠岐島前高校魅力化プロジェクト

46
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地域唯一の高校の存続の危機
入学者が12年間で約３分の1（77人→28人）

人

島前高校への入学者数の推移
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全国から意志ある多彩な脱藩生を募集
「異文化・多様性」を持ち込み活性化させる

未来を創る
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新入生の５割が島外から入学
東京、京都、東北やドバイなどから

進路や卒業後の動きにも変化
40人中2人⇒39人中13人が早・慶、国公立大等など

キャリア教育連携推進表彰（経産省・文科省）受賞
プラチナ大賞（総務大臣賞）を受賞
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公立塾「隠岐國学習センター」創設
「自立学習」と学習意欲を育む「夢ゼミ」
週1回の共有会・指導方針の摺り合せ
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超少子高齢化の地域で異例の
生徒増・学級増・教職員増・部活増
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The Wisdom under the Tree.

資料４
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ソトコト編集長の人材育成と
サポート論
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むずかしいことをやさしく、
やさしいことをふかく、
ふかいことをおもしろく、
おもしろいことをまじめに、
まじめなことをゆかいに、
そしてゆかいなことは
あくまでゆかいに
116
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島根県「しまコトアカデミー」の新傾向
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奈良県・天川村の
『スナックミルキー』

(C)2009 SOTOKOTO. All rights reserved.141
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ソトコト編集長の人材育成と
サポート論を理解する視点

1.ゆるふわである

2.関わることの楽しさを伝える

3.仲間の存在を知る
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ご清聴
ありがとうございました。
最新号は好評発売中！
特集「自分らしい働き方」
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「新しい農村政策の在り方に関する検討会」

「長期的な土地利用の在り方に関する検討会」

における検討内容について

農村振興局

令和３年１月20日・22日

資料５
（共通資料）
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１．「新しい農村政策の在り方に関する検討会」

における検討の概要
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小田切 徳美 明治大学農学部教授

川井 由紀 JA高知女性組織協議会会長

指出 一正 「ソトコト」編集長

嶋田 暁文 九州大学法学研究院教授

図司 直也 法政大学現代福祉学部教授

羽田 健一郎 長野県長和町長（全国町村会推薦）

平井 太郎 弘前大学地域社会研究科准教授

前神 有里 （一財）地域活性化ｾﾝﾀｰ人材育成ﾌﾟﾛﾃﾞｭｰｻｰ

谷中 修吾 （一社）INSPIRE代表理事

若菜 千穂 （NPO法人)いわて地域づくり支援ｾﾝﾀｰ常務理事

◎

検討会の目的 検討会委員 （五十音順、敬称略）
◎：座長

○ 内閣官房 まち・ひと・しごと創生本部事務局

○ 総務省地域力創造グループ地域自立応援課

○ 文部科学省総合教育政策局地域学習推進課

○ 厚生労働省社会・援護局地域福祉課

○ 経済産業省地域経済産業グループ地域企業高度化推進課

○ 国土交通省国土政策局総合計画課

○ 環境省総合環境政策統括官グループ環境計画課

オブザーバー府省

○ 農村では、少子高齢化・人口減少が都市に先駆けて進行

する一方で、近年、「田園回帰」の流れなど、農村の持つ

価値や魅力が国内外で再評価。

○ このような動きを踏まえ、ポストコロナも視野に入れ、

農村振興施策の検討を幅広い視点から検討するため開催。

主な検討事項

① 関係府省と連携した農村政策の進め方

② 地域づくり人材の育成

③ 農村の実態把握・課題解決の仕組み

④ 中山間地域等における複合経営等の多様な農業経営の推進

⑤ 半農半Ｘなどの多様なライフスタイルの実現

⑥ 関係人口や移住者の呼び込み

お だ ぎ り と く み

か わ い ゆ き

さ し で かずまさ

し ま だ あきふみ

ず し な お や

は た けんいちろう

ひ ら い た ろ う

まえがみ ゆ り

や な か しゅうご

わ か な ち ほ

新しい農村政策の在り方に関する検討会

検討会の開催実績

第１回 （令和２年５月19日）
○農村をめぐる事情について

第２回 （令和２年６月30日）
○地域づくり人材の育成について①

第３回 （令和２年７月30日）
○地域づくり人材の育成について②

第４回 （令和２年８月28日）
○地域づくり人材の育成の仕組み等の方向性について

第５回 （令和２年10月13日）
○農村における所得と雇用機会の確保に向けて

第６回 （令和２年11月24日）
○農村発イノベーションの推進について

第７回 （令和２年12月18日）
○地域運営組織について

第８回 （令和３年１月20日）
○半農半Ｘや農村地域づくり事業体等をサポートする者について 4
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検討事項１．地域づくり人材の育成
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地域づくり人材の育成の仕組み等の方向性（概要）

○ 近年、地域への「目配り」をする地方自治体職員の減少や体制の脆弱化等の課題が顕在化。

○ このため、農林水産省は、地域の人々の思いや実情に応じて①～④のようなプロセスを組み立てていく

地域づくり人材の育成を主眼とする研修を実施（令和３年度から実施予定）。

〇 農村地域及びそこで暮らす人々は、それぞれ個性を有しており、地域づくりに

定型的な「解答」はないので、地域に合った「解法」を模索していける人材が

求められる。

〇 また、全国各地の研修修了生が悩みや情報を共有し、支え合い

ながら活動できる環境を整備するためのネットワークを構築。

地域づくり人材の育成研修 研修修了生等のネットワーク

将来的な構想

○ 都道府県、大学等との連携も含め、研修の実施主体の裾野が広がることを目指す。

○ 研修修了生、講師陣をつなぐネットワークを構築。

○ 出先機関職員を中心に、農林水産省もネットワークに参画すること

により、地域づくりを後押しする情報提供や相談対応を行いつつ、

現場の実態把握機能を強化。

○ 地方自治体の職員※を対象として、現場での

OJT等を重視した研修を実施。

〇 研修の一部にはオンライン講座を導入し、

地方自治体の職員でなくても受講できることと

することにより、地域づくり人材の裾野を拡大。

○ 研修及び研修修了生の活動を後押しする

ための国の支援方策について、検討。

○ 農林水産省が中心と

なってネットワーク内外

から把握した「現場の声」

を、関係府省とも共有

しつつ、具体的な政策立案

に反映。

④継続的な実践活動への

移行に向けての寄り添い

①地域の内発性を引き出す
環境づくり、動機づけ

②地域の状況把握・
地域の範囲の設定

③地域の実践計画づくり

写真：農山漁村ナビHP(農林水産省）より
※ 地域づくり人材や研修の愛称についても検討。

（例：「農村着火型プランナー」「農村着火型プランナー養成塾」）

※ 職員減少や体制の脆弱化等の課題を特に市町村が
抱えていることにも留意

※ 地方自治体の職員以外の地域づくりに意欲がある者が
受講を希望すれば、これ以外の講座についても受講可とする

6
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○ 研修の実施に当たっては、地方自治体の職員※（職員減少や体制の脆弱化等の課題を特に市町村が
抱えていることにも留意）を対象に、現場でのOJT等を重視する。

〇 また、研修の一部にはオンライン講座を導入を導入し、地方自治体の職員でなくても受講できることと
することにより、地域づくり人材の裾野を広げていく。
（さらに、地方自治体の職員以外の地域づくりに意欲がある者が受講を希望すれば、これ以外の講座についても受講可とする）

（参考）研修の対象者

区

分

地
方
農
政
局
・
拠
点
等
職
員

（
農
村
計
画
課

・
地
方
参
事
官
等
）

都
道
府
県
職
員
※

市
町
村
職
員
※

中
間
支
援
組
織
職
員

地
域
運
営
組
織
職
員

地
域
内
の
意
欲
あ
る
者

（
有
力
者
、
役
職
者
に
限
ら
れ
な
い
）

外
部
人
材

（
地
域
お
こ
し
協
力
隊
員
等
）

集
落
支
援
員

J

A

職
員

行
政

O

B

・

O

G

人材育成
研修

ＯＪＴ・座学・
オンライン等

・・・主な研修対象として想定 ・・・主な研修対象ではないものの、受講可とすることを想定

※ 地方自治体の職員として、農林水産、社会教育、福祉、企画等の部局の職員、地域担当職員、
農林水産普及指導員（都道府県）、農業委員・農地利用最適化推進委員（市町村）等を想定

地域づくりに意欲がある者

7
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検討事項２．農村における所得と雇用機会の確保
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農村における所得と雇用機会の確保に向けた基本的考え方
（第５回検討会資料を改変）

背景・課題

検討の方向性（案）

○ 効率的かつ安定的な農業経営が農業生産の相当部分を担い、国内外の情勢変化や需要に応じた生産・供給が可
能な農業構造を確立するため、このような農業経営を目指す経営体を含む担い手の育成・確保を引き続き進めていく。

○ しかしながら、特に、中山間地域等においては、人口減少・高齢化や農業の担い手不足が深刻化しており、農業・農村
の担い手の裾野の拡大が必要。

（１）大規模な専業農業経営だけでなく、
多様な形で農に関わる経済主体について、
農業・農外の所得の組合せにより、十分な所得が
確保できるようにすることが必要ではないか。

（２）そのためには、
多様な形で農に関わる経済主体について、
① 農業所得の安定・向上
② 所得確保手段の多角化
等が必要ではないか。

（３）特に、ポストコロナ時代において、都市から農村への人の流れを加速化させるためには、安心して農村で働き、生活
することができる受け皿となるような、農業経営と農村発イノベーション※による事業の創出活動に地域の核となって取り
組む事業体を育成する必要があるのではないか。
※ 農村発イノベーション・・・活用可能な地域資源を発掘し、磨き上げた上で、他分野と組み合わせる取組

農業所得（林業所得を含む）

十分な所得

農外所得

②
の
支
援

①
の
支
援
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（参考）農村発イノベーションの推進

○ 農村に人を呼び込むためには、所得と雇用機会の確保が重要。

○ 農村を舞台とした「農村発イノベーション」（活用可能な地域資源を発掘し、磨き上げた上で、他分野と組み合わ

せる取組）により新たなビジネス展開を促進。

【従来の６次産業化の施策】 【農村発イノベーションの推進のイメージ】

○ 対象地域資源や他分野との

組合せの範囲が限定

○ 一次産業起点の取組に限定

○ 農村のあらゆる地域資源をフル活用

した取組を支援

○ 他産業起点の取組など他分野との連

携を一層促進
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農村における所得と雇用機会の確保に向けた施策検討対象

（参考）施策検討対象のイメージ

夫が自営（農業）、妻が自営（非農業）のa世帯の場合

夫の所得
目標

（万円）

妻の所得
目標

（万円）（注）所得目標を400万円と仮定している。

100

300

200

100 200 300

400

400

所得目標

現状

・・・妻の所得
の向上

・・・夫の所得
の向上

自営（農業）

自己又は他の世帯員の自営
（非農業）所得や雇用所得
を組み合わせ、世帯全体の所
得の現状と目標との差を埋め
るため自営の農業所得の向上
を図ろうとする世帯員を支援

農泊、ジビエの利活用などの
農村発イノベーションによる事
業の創出により自営の非農
業所得の向上を図ろうとする
世帯員を支援

自営（非農業）

（自営（農業）の
世帯員のみの世帯
であり、既存の農業
政策の対象）

被用者

就職先の拡
大による副
業・多業により
所得の向上を
図ろうとする世
帯員を支援

【
世
帯
】

雇用

雇用

・地域商社型

（多角的に展開する事業分野のイメージ）

・地域運営組織（ＲＭＯ）型

（参考）事業体の類型

（多角的に展開する事業分野のイメージ）

【
事
業
体
】
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２．「長期的な土地利用の在り方に関する検討会」

における検討の概要
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安藤 光義 東京大学大学院農学生命科学研究科教授

池邊 このみ 千葉大学園芸学研究科教授

笠原 尚美 新潟県阿賀野市農業委員会会長職務代理

髙橋 信博 山形県置賜総合支庁農村計画課長

田口 太郎 徳島大学総合科学部准教授

林 直樹 金沢大学人間社会研究域人間科学系准教授

広田 純一 岩手大学名誉教授

深町 加津枝 京都大学地球環境学堂准教授

◎

検討会の目的 検討会委員 （五十音順、敬称略）
◎：座長

○ 国土交通省国土政策局総合計画課

○ 環境省自然環境局生物多様性戦略推進室

オブザーバー府省

○ 人口減少に伴う農業の担い手の減少により、農地集
積、新規就農、スマート農業の普及等の政策努力を払っ

てもなお維持困難な農地の発生が懸念。

○ 放牧等の少子高齢化・人口減少にも対応した多様な
利用方策とそれを実施する仕組みについて検討。

主な検討事項

あんどう みつよし

い け べ

かさはら な お み

たかはし のぶひろ

た ぐ ち た ろ う

はやし な お き

ひ ろ た じゅんいち

ふかまち か つ え

長期的な土地利用の在り方に関する検討会

第１回 （令和２年５月20日）
○農村における土地利用をめぐる事情について

第２回 （令和２年７月７日）
○放牧等による農地の多様な利用について

第３回 （令和２年８月24日）
○森林への計画的転換の方向性について

第４回 （令和２年10月16日）
○放牧による荒廃農地利用の取組について（現地調査）

第５回 （令和２年12月11日）
○農業生産の再開が容易な土地としての利用について

第６回 （令和３年１月22日）
○これまでの議論を踏まえた検討の視点等について

① 以下の区分ごとの土地利用方策
ア 粗放的な利用による農業生産

（放牧、有機栽培、景観作物、エネルギー作物等）

イ 農業生産の再開が容易な土地としての利用

（鳥獣被害対策の緩衝帯、ビオトープ等）

ウ 農業生産が困難で荒廃化が避けられない場合の利用

（計画的な植林、計画的な遷移）

② ①を実施する仕組み

検討会の開催実績
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人・農地プランの実質化

〇 地域の徹底した話し合いにより、誰に農地を集積・
集約化するかという将来方針を全国の集落で作成。

③農業生産の
再開が困難な土地

として利用

②農業生産の
再開が容易な土地

として利用

①粗放的な利用に
よる農業生産

・放牧
・有機栽培
・景観作物
・エネルギー作物

等

・ビオトープ
・鳥獣被害対策の
緩衝帯

等

・森林
等

※ 積極的な土地利
用ニーズがない場
合、必要最小限の
管理

受け手
（中心経営体）
のいる農地

中心経営体へ農地を集約化

受け手
（中心経営体）
のいない農地

地域外からの新たな人材の受
入れ

〇 長期的な土地利用の在り方について、以下の分
類ごとに、制度的な対応も含め検討を行う。

・ 農林水産省の施策を総動員した中心経営体の経
営基盤の強化

・ 既存の中心経営体がいない地域における新規就
農者も含めた中心経営体の育成

従来どおりの土地の使い方では
持続的な利用が確保できない場
合も多いことが懸念される

新たな土地利用

集積・集約化、新規就農、スマー
ト農業の普及等のあらゆる政策努
力を払う

長期的な土地利用の在り方に関する検討

2019年度（令和元年度）～2021年度（令和３年度） 人・農地プランの実質化以降

検討対象

○ 本格的な人口減少社会の到来や、それに伴う農業の担い手の不足等の課題に対処しつつ、食料の安定供
給を脅かすリスクを軽減していくことが必要。

○ 一方で、中山間地域を中心として、農地集積、新規就農、スマート農業の普及等の政策努力を払っても
なお農地として維持することが困難な土地が増加することが懸念される。

〇 こうした課題に対応した長期的な土地利用の在り方について検討。

14
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粗放的な利用
による農業生産

○放牧
○有機栽培
○景観作物
○エネルギー作物

等

長期的な土地利用の検討の方向性（案）
〇 農地は農地として有効利用することが大前提であることから、

①そのために、農地集積・集約化、新規就農、スマート農業の普及等のあらゆる政策努力を払うことにより農地を有効利用する

②①の政策努力にもかかわらず、これまでと同様の利用が困難である場合には、粗放的な利用により農業生産を行う

③②が困難な場合には、農業生産の再開が容易な土地として利用（有事の際等には農業生産）する

④③が困難で荒廃化が避けられない場合には、荒廃化が進行する前に森林への計画的転換（人工林、里山林）等により有効活用を図る途を拓く

こととしてはどうか。

こ
れ
ま
で
と
同
様
の
利
用
で
は
農
業
生
産
の
継
続
が
困
難

農
業
生
産
の
維
持
が
困
難

農業生産

有事の際等には農業生産

農
業
生
産
の
再
開
が
容
易
な
土
地
と
し
て
の
利
用
が
困
難

農業生産の再開が
容易な土地として

利用

○鳥獣被害対策の
緩衝帯として利
用

○ビオトープとして
利用

○荒廃化させない
利用

等

森

林

等

（人工林）

（里山林）

植
林

計画的な植林

○話合いによる面
的な土地利用
（周辺農地との
調整等）
○最適な樹種の選
定
〇適切な管理
○耕作道等の有効
利用

等

①

④

② ③

国土管理、防災・減災、自然共生 等

（計画なき放置）

（湿原）

（里山）

農

地

政策努力

○集積・集約化
○新規就農
○スマート農業

等

①

計画的な遷移

○話合いによる周
辺環境との調整
○立地特性に合っ
た植生の維持

等

④

土地の利用・管理主体の形成

15
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土地利用の分類ごとの具体例

放牧

※農林水産省HPより

【②粗放的な利用による農業生産】 【③農業生産の再開が容易な土地
として利用】

【④計画的な植林】

景観作物・エネルギー作物（菜種）

※農林水産省HPより

ビオトープ
※事例ガイド「これからの時代の地域デザイン」

～いかす国土、まもる国土、つかう国土～
（平成29年３月）（国土交通省）より

植林（早生樹）
※業務参考資料より

鳥獣被害緩衝帯

※農林水産省HPより

植林（里山林）
※業務参考資料より

16
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「地域政策の総合化」の進捗状況について

農村振興局

令和３年１月20日

資料６
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〈食料・農業・農村基本計画（令和２年３月３１日閣議決定）（抜粋）〉
第１ 食料、農業及び農村に関する施策についての基本的な方針
２．施策の推進に当たっての基本的な視点
（５）地域政策の総合化と多面的機能の維持・発揮
（略）このことから、農村を維持し、次の世代に継承していくため、農村を活性化する施
策を講じ、「地域政策の総合化」を図ることが重要である。

「地域政策の総合化」に当たっては、①農業の活性化や地域資源の高付加価値化を通
じた所得と雇用機会の確保、②安心して地域に住み続けるための条件整備、③地域を広域
的に支える体制・人材づくりや農村の魅力の発信等を通じた新たな活力の創出の「三つの
柱」に沿って、効果的・効率的な国土利用の視点も踏まえて関係府省が連携した上で都道
府県・市町村、事業者とも連携・協働し、農村を含めた地域の振興に関する施策を総動員
して現場ニーズの把握や課題解決を地域に寄り添って進めていく必要がある。

食料・農業・農村基本計画における「地域政策の総合化」の記載
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○食料・農業・農村基本法（平成11年法律第106号）
（農村の振興）

第五条 農村については、農業者を含めた地域住民の生活の場で農業が営まれていることにより、農業の持続的な発
展の基盤たる役割を果たしていることにかんがみ、農業の有する食料その他の農産物の供給の機能及び多面的機能
が適切かつ十分に発揮されるよう、農業の生産条件の整備及び生活環境の整備その他の福祉の向上により、その振
興が図られなければならない。

（農村の総合的な振興）
第三十四条 （略）
２ 国は、地域の農業の健全な発展を図るとともに、景観が優れ、豊かで住みよい農村とするため、地域の特性に応
じた農業生産の基盤の整備と交通、情報通信、衛生、教育、文化等の生活環境の整備その他の福祉の向上とを総合
的に推進するよう、必要な施策を講ずるものとする。

○農林水産省設置法（平成11年法律第98号）
（任務）

第三条 農林水産省は、食料の安定供給の確保、農林水産業の発展、農林漁業者の福祉の増進、農山漁村及び中山間
地域等の振興、農業の多面にわたる機能の発揮、森林の保続培養及び森林生産力の増進並びに水産資源の適切な保
存及び管理を図ることを任務とする。

２・３ （略）

（所掌事務）
第四条 農林水産省は、前条第一項の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。
一～三十六 （略）
三十七 農山漁村及び中山間地域等（食料・農業・農村基本法（平成十一年法律第百六号）第三十五条第一項に規
定する中山間地域等をいう。以下同じ。）の振興に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
三十八～八十七 （略）

２ （略）

（参考） （第１回検討会資料より）
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「地域政策の総合化」に向けた府省間等で連携した推進体制
○ 農林水産省が中心となって､関係府省、地方自治体等と連携して、現場の課題解決を図る仕組みを構築。

・ ①関係府省間で連絡調整窓口を整備、②農林水産省が、出先機関を活用して現場の実態・要望を把握する

ほか、「農山漁村地域づくりホットライン」を開設、③府省横断の地域づくり支援施策集を作成 ⇒令和２年１２月２２日公表

・ 地方自治体に対し、部局横断的な推進体制の構築を呼びかけ

○ 併せて、農山漁村政策を担う地方自治体の職員や地域づくりに意欲がある民間人材の育成を進める。

・ 地域づくり人材研修の実施及び研修修了生等をつなぐネットワークの構築 ⇒令和３年度から

（府省間等で連携した推進体制のイメージ）

①関係府省間で連絡調整窓口を整備①関係府省間で連絡調整窓口を整備

現場の実態を踏まえた政策立案

①関係府省間で連絡調整窓口を整備
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農山漁村の振興に係る府省間連携体制

府 省 部 局

農林水産省 農村振興局農村計画課農村政策推進室

内閣官房 まち・ひと・しごと創生本部事務局

総務省 地域力創造グループ地域自立応援課地域振興室

文部科学省
総合教育政策局地域学習推進課
初等中等教育局児童生徒課生徒指導室

厚生労働省
社会・援護局地域福祉課

〃 障害福祉課

経済産業省

地域経済産業グループ地域企業高度化推進課
〃 地域産業基盤整備課

商務情報政策局情報技術利用促進課
※各地方経済産業局にも連絡調整窓口を設置

国土交通省 国土政策局地方振興課

環境省 総合環境政策統括官グループ環境計画課企画調査室

＜府省間連絡調整窓口＞ R3.1月時点
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①地域の将来像についての話し合いやコミュニティ形成の場づくり
②地域に住み続けるための定住条件の整備や生活インフラ等の確保
例：情報通信環境や地域内交通の確保 など

しごと

くらし

活力

①中山間地域等の特性を活かした営農の実現
②地域資源を活用した所得と雇用機会の創出（農山漁村発イノベーション）
例：農村×生物多様性、山村×観光などによる地域資源の高付加価値化 など

①地域を持続的に支える体制づくり
②関係人口の創出・拡大等を通じた地域を支える人材づくり
③「人口急減地域特定地域づくり推進法」を活用した若者等の活躍の場づくり など

中山間地域での営農の確保 地域資源の磨き上げ

地域運営組織の形成

地域内交通の確保・維持

農林水産省では、農山漁村の地域づくりを応援するため、地域の実態や要望を直接把握し、
関係府省とも連携して課題の解決を図ることとしています。
このため、農山漁村の現場で地域づくりに取り組む団体や市町村等の皆様からの相談を受

け付け、地域づくりに関する取組を後押しするための窓口「農山漁村地域づくりホットライ
ン」を開設しました。

＜ホットラインでの主な支援内容＞
① 農山漁村における地域づくりの実態や要望・課題をお伺いし、相談者に寄り添い、
ともに考えます

② 相談内容を踏まえ、他府省を含めた国の支援制度をご紹介します
③ 参考となる全国各地の取組事例をご紹介します
※本ホットラインは、地域づくりに関する取組の後押しを目的としており、特定の個人への支援を目的としたご相談は対象となりません。

農村×福祉（農福連携）

地域のビジョンづくり

農山漁村地域づくり
ホットライン

地域内外の若者の雇用関係人口の創出

配食サービス

食料・農業・農村基本計画では、「しごと」、「くらし」、「活力」を３つの柱として農村の振興を進めることとして
います。

＜相談内容のイメージ＞
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電話番号 メールアドレス 都道府県

農林水産省 農村振興局 農村計画課 03-3502-6001 chiikihotline@maff.go.jp
北海道

東北農政局 農村振興部 農村計画課 022-261-6734 chiikihotline_tohoku@maff.go.jp
青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形
県、福島県

関東農政局 農村振興部 農村計画課 048-600-0480 chiikihotline_kanto@maff.go.jp
茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉
県、東京都、神奈川県、山梨県、長野県、
静岡県

北陸農政局 農村振興部 農村計画課 076-232-4531 chiikihotline_hriku@maff.go.jp
新潟県、富山県、石川県、福井県

東海農政局 農村振興部 農村計画課 052-223-4629 chiikihotline_tokai@maff.go.jp
岐阜県、愛知県、三重県

近畿農政局 農村振興部 農村計画課 075-414-9051 chiikihotline_kinki@maff.go.jp
滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良
県、和歌山県

中国四国農政局 農村振興部 農村計画課 086-224-9416 chiikihotline_chushi@maff.go.jp
鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口
県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県

九州農政局 農村振興部 農村計画課 096-300-6414 chiikihotline_kyushu@maff.go.jp
福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分
県、宮崎県、鹿児島県

内閣府 沖縄総合事務局
農村振興課
農村活性化推進室

098-866-1652 kasseika.sodan.z2p@ogb.cao.go.jp
沖縄県

都道府県 電話番号

北海道 011-330-8821

0138-26-7800

0166-30-9300

0154-23-4401

0155-24-2401

0157-23-4171

青森県 017-775-2151

岩手県 019-624-1125

宮城県 022-266-8778

秋田県 018-862-5611

山形県 023-622-7231

福島県 024-534-4142

茨城県 029-221-2184

栃木県 028-633-3114

群馬県 027-221-1827

埼玉県 048-740-5835

千葉県 043-224-5611

東京都 03-5144-5253

神奈川県 045-211-0584

新潟県 025-228-5216

富山県 076-441-9305

石川県 076-241-3154

福井県 0776-30-1611

山梨県 055-254-6055

長野県 026-233-2500

岐阜県 058-271-4044

静岡県 054-246-6211

愛知県 052-763-4492

三重県 059-228-3151

滋賀県 077-522-4261

京都府 075-414-9015

大阪府 06-6943-9691

兵庫県 078-331-5924

奈良県 0742-32-1870

和歌山県 073-436-3831

鳥取県 0857-22-3131

島根県 0852-24-7311

岡山県 086-899-8610

広島県 082-228-9676

山口県 083-922-5412

徳島県 088-622-6131

香川県 087-883-6500

愛媛県 089-932-1177

高知県 088-875-7236

福岡県 092-281-8261

佐賀県 0952-23-3131

長崎県 095-845-7121

熊本県 096-300-6020

大分県 097-532-6131

宮崎県 0985-22-5919

鹿児島県 099-222-5840

※沖縄県のご相談は、「１．本省及び地方農政局等のホットライン」の沖縄総合事務局農村振興課農村活性化推進室へお問い合わせ下さい。

本省・地方農政局等

県域拠点

札幌地域拠点

URL

https://www.maff.go.jp/hokkaido/sapporo/

函館地域拠点

旭川地域拠点

【１．本省及び地方農政局等のホットライン】
　農林水産本省及び各地方農政局等にホットラインを開設しています。最寄りの地方農政局等へご相談下さい。

釧路地域拠点

帯広地域拠点

北見地域拠点

青森県拠点

岩手県拠点

宮城県拠点

秋田県拠点

山形県拠点

【２．各県拠点のホットライン】
　農林水産省では、全国の県域拠点に農業者・消費者・行政関係者の皆様からの、農政に関するご相談、事業や制度へのご質問などを受け付ける地方参
事官ホットラインを設けています。このホットラインにおいて、農山漁村地域づくりホットラインの対応も行っています。

対応時間 平日 9時00分～17時00分
(注：相談内容を正確に把握するため、通話内容を録音させていただくことがあります。)

https://www.maff.go.jp/tohoku/tiiki/aomori/

https://www.maff.go.jp/tohoku/tiiki/iwate/

https://www.maff.go.jp/tohoku/tiiki/miyagi/

https://www.maff.go.jp/tohoku/tiiki/akita/

https://www.maff.go.jp/tohoku/tiiki/yamagata/

https://www.maff.go.jp/hokkaido/hakodate/

https://www.maff.go.jp/hokkaido/asahikawa/

https://www.maff.go.jp/hokkaido/kushiro/

https://www.maff.go.jp/hokkaido/obihiro/

https://www.maff.go.jp/hokkaido/kitami/

東京都拠点

神奈川県拠点

新潟県拠点

富山県拠点

福島県拠点

茨城県拠点

栃木県拠点

群馬県拠点

埼玉県拠点

千葉県拠点

愛知県拠点

三重県拠点

滋賀県拠点

京都府拠点

大阪府拠点

石川県拠点

福井県拠点

山梨県拠点

長野県拠点

静岡県拠点

岐阜県拠点

岡山県拠点

広島県拠点

山口県拠点

徳島県拠点

香川県拠点

兵庫県拠点

和歌山県拠点

奈良県拠点

鳥取県拠点

島根県拠点

熊本県拠点

大分県拠点

宮崎県拠点

鹿児島県拠点

愛媛県拠点

高知県拠点

福岡県拠点

佐賀県拠点

長崎県拠点

https://www.maff.go.jp/kanto/chiikinet/tokyo/

https://www.maff.go.jp/kanto/chiikinet/kanagawa/

https://www.maff.go.jp/hokuriku/nousei/niigata.html

https://www.maff.go.jp/hokuriku/nousei/toyama.html

https://www.maff.go.jp/tohoku/tiiki/hukusima/

https://www.maff.go.jp/kanto/chiikinet/ibaraki/

https://www.maff.go.jp/kanto/chiikinet/tochigi/

https://www.maff.go.jp/kanto/chiikinet/gunma/

https://www.maff.go.jp/kanto/chiikinet/saitama/

https://www.maff.go.jp/kanto/chiikinet/chiba/

https://www.maff.go.jp/kanto/chiikinet/shizuoka/

https://www.maff.go.jp/tokai/area/aichi/

https://www.maff.go.jp/tokai/area/mie/

https://www.maff.go.jp/kinki/tiiki/siga/index_2012.html

https://www.maff.go.jp/kinki/tiiki/kyoto/

https://www.maff.go.jp/hokuriku/nousei/ishikawa.html

https://www.maff.go.jp/hokuriku/nousei/fukui.html

https://www.maff.go.jp/kanto/chiikinet/yamanashi/

https://www.maff.go.jp/kanto/chiikinet/nagano/

https://www.maff.go.jp/tokai/area/gifu/

https://www.maff.go.jp/chushi/nousei/shimane/

https://www.maff.go.jp/chushi/nousei/okayama/okayama.html

https://www.maff.go.jp/chushi/nousei/hiroshima/

https://www.maff.go.jp/chushi/nousei/yamaguchi/

https://www.maff.go.jp/chushi/nousei/tokushima/

https://www.maff.go.jp/kinki/tiiki/osaka/index_2012.html

https://www.maff.go.jp/kinki/tiiki/kobe/

https://www.maff.go.jp/kinki/tiiki/nara/index_2.html

https://www.maff.go.jp/kinki/tiiki/wakayama/index2012.html

https://www.maff.go.jp/chushi/nousei/tottori/

https://www.maff.go.jp/kyusyu/nagasaki/

https://www.maff.go.jp/kyusyu/kumamoto/

https://www.maff.go.jp/kyusyu/oita/

https://www.maff.go.jp/kyusyu/miyazaki/

https://www.maff.go.jp/kyusyu/kagoshima/

https://www.maff.go.jp/chushi/nousei/kagawa/

https://www.maff.go.jp/chushi/nousei/ehime/

https://www.maff.go.jp/chushi/nousei/kochi/

https://www.maff.go.jp/kyusyu/fukuoka/

https://www.maff.go.jp/kyusyu/saga/

農林水産省 農村振興局 農村政策部 農村計画課 農村政策推進室
〒100-8950 東京都千代田区霞が関一丁目２番１号 電話 03-3502-6001
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地域づくり支援施策集（一覧表）

所管府省
局庁・課室

電話番号

①中山間地
域等の特性
を生かした
営農と所得
の確保

②農村の地域
資源を活用
し、新たな事
業（農村発イ
ノベーション）
に取り組む

③地域を維
持するため
の将来像を
話し合う

④地域に住み
続けるための
定住条件の整
備や生活イン
フラを確保す
る

⑤地域を支
える組織体
制や人材を
確保する

⑥地域の魅
力を発信する

1 農林水産省
フードサプライチェーンの環境
調和推進事業

持続可能な社会を実現するためには、生産から廃棄に至る
フードサプライチェーンの各段階が協働し、脱炭素化や生物
多様性保全による地球環境対策に取り組むことが重要。さ
らに環境と調和した製品に対する購買意欲の向上など消費
行動の変容、事業者への投資家によるESG投資を引き込む
ため、地球環境対策の実践やその取組の「見える化」、ス
テークホルダーとの対話に必要な調査等を実施する。

１　脱炭素型フードサプライチェーンの「見える化」の推進
脱炭素化技術の定量化手法の開発等
２　フードサプライチェーンにおける生物多様性保全の推進
農林水産省生物多様性戦略の見直しを行う有識者との検討会等
３　農山漁村と企業等の連携の推進
農山漁村におけるSDGｓ取組事例の整理や発信を行うセミナー等

25
大臣官房政策課環境
政策室

03-3502-8056
https://www.maff.go.jp/j/kan
bo/kankyo/seisaku/yosan.ht
ml

○

2 農林水産省
食料産業・6次産業化交付金
（地域での食育の推進）

・地域や家庭で受け継がれてきた伝統的な料理や作法等を
継承し、伝えている国民を増やす。
・農林漁業体験を経験した国民を増やす。
・栄養バランスに配慮した食生活を実践する国民を増やす。

第３次食育推進基本計画に掲げられた目標のうち、食文化の継承等当省関係の目標達成に向けて、地域関係者が取り
組む、食文化の継承、和食給食の普及、農林漁業体験機会の提供、日本型食生活の普及、食育を推進するリーダーの
育成等の食育活動を支援する。
・事業実施主体：都道府県、市町村、民間団体等
・交付率：定額（1/2以内）

245の内数
消費・安全局消費者行
政・食育課

03-3502-5723
https://www.maff.go.jp/j/syo
kuiku/index.html

○

3 農林水産省 ６次産業化の推進
農山漁村の所得や雇用の増大を図るため、農林漁業者と
多様な事業者が連携して行う６次産業化の取組等を支援す
る。

農山漁村の所得や雇用の増大を図るため、農林漁業者と多様な事業者が連携して行う地域資源を活用した新商品開発
や販路開拓の取組、加工・販売施設等の整備の取組等を支援する。
＜食料産業・６次産業化交付金のうち６次産業化関係について＞
①６次産業化推進体制整備事業：定額
②６次産業化推進支援事業：1/3以内（農福連携の発展の取組、市町村戦略に基づく取組は1/2以内)
③６次産業化施設整備事業
(3/10以内中山間地農業ルネッサンス事業実施要綱に定める地域別農業振興計画に基づく取組、市町村の６次産業化
等に関する戦略に基づく取組又は六次産業化・地産地消法等の認定を受けた日から２年以内に障害者等を雇用する取
組は1/2以内）
（上限額１億円）
・事業実施主体：①都道府県、市町村

②農林漁業者等、市町村、民間団体等
③農林漁業者の組織する団体、中小企業者等

＜６次産業化サポート事業＞
６次産業化サポートセンターによる農林漁業者等の育成、外食・中食等における国産食材の活用を支援するとともに、６
次産業化の優良事例の表彰等を通じた普及啓発を行う。
・補助率：定額、委託
・事業実施主体：都道府県、民間団体等

3,065の内数
食料産業局産業連携
課

03-6738-6474

03-6744-2063

https://www.maff.go.jp/j/sho
kusan/sanki/6jika.html

○

4 農林水産省 地域資源活用展開支援事業

地方公共団体や農林漁業者の組織する団体等が農山漁村
の地域循環資源を再生可能エネルギー等として活用し、地
域の持続可能な発展を目指す取組について、計画策定の
サポートや関連事業者とのマッチング、相談窓口、情報発
信を支援する。

１．計画策定支援
　農山漁村の地域循環資源を再生可能エネルギー等の活用に行いたい地方公共団体や農林漁業者等の課題解決のた
め、専門家が現場に赴き、事業計画策定のための課題整理、各種調査等のサポート、関係機器メーカー等とのマッチン
グを行う。
２．相談窓口の設置
　農山漁村の地域循環資源を再生可能エネルギー等として利用することに関して、課題を抱え取組が進まない等の地方
公共団体や農林漁業者等に対し、相談窓口を設置して専門家が課題解決に向けたアドバイス等を行う。
３．全国的な推進・情報提供支援
　農山漁村の地域循環資源を再生可能エネルギー等として活用した地域
活性化の先進的な取組について、情報発信や勉強会、バイオマス産業都市選定地域等を構成員とした推進協議会の体
制整備等を行う。
・事業実施主体：民間団体等
・交付率：定額

31
食料産業局バイオマス
循環資源課

03-6744-1508
https://www.maff.go.jp/j/sho
kusan/renewable/energy/se
minar.html

○ ○ ○

5 農林水産省
食料産業・6次産業化交付金
のうちメタン発酵消化液等の肥
料利用の促進事業

メタン発酵消化液等を肥料として地域で有効活用するため
の取組を支援する。

メタン発酵消化液を肥料としてほ場に散布するための費用を定額で支援する。
①散布機材や実証ほ場を用意し、メタン発酵消化液を実際にほ場に散布する（散布実証）。
②散布実証の結果に加え、消化液の成分や農作物の生育状況を調査・分析し、消化液を肥料として利用した際の効果
を実証する（肥効分析）。
③検証の結果を整理し、普及啓発資料や研究会などを用いて、地域農業者等に消化液の利用を促すことで、利用範囲
を拡大する。
・事業実施主体：民間事業者等
・交付率：定額

2,534の内数
食料産業局バイオマス
循環資源課

03－6738－6479
http://www.maff.go.jp/j/shok
usan/biomass/baio_yosan.ht
ml

○

6 農林水産省
畜産バイオマス地産地消緊急
対策事業

家畜排せつ物処理の円滑化を通じた生産コスト低減を図る
とともに、畜産・酪農経営のスマート化を後押しする新たな
経営モデルを確立するため、畜産バイオマスを活用したバ
イオガスプラントの導入を支援する。

家畜排せつ物等の畜産バイオマスを活用し、エネルギーの地産地消に資するバイオガスプラント等を導入するために必
要な調査・設計及び施設整備を支援する。
《要件》
・エネルギー利用と肥料利用の複合利用に取り組むこと
・先進的な機器・技術を導入し、エネルギー地産地消に取り組むこと
・生産コスト削減等により、経営の生産性・収益力向上を実現すること
《支援対象施設》
前処理施設、発酵槽、ガスホルダー、発電機、熱利用施設、貯留槽　等
・事業実施主体：畜産・酪農経営者等
・補助率：１／２

1,000（元年度補
正）

食料産業局バイオマス
循環資源課

03－6738－6479
http://www.maff.go.jp/j/shok
usan/biomass/baio_yosan.ht
ml

○

7 農林水産省 農山漁村振興交付金

農山漁村の自立及び維持発展に向け、都市と農山漁村の
双方から「農山漁村を知ってもらう」機会を創出するととも
に、農山漁村が持つ豊かな自然や「食」を、農業やその関連
産業のみならず、観光、福祉、教育等にも活用することによ
り、農山漁村における就業の場の確保、所得の向上及び雇
用の増大を実現し、地域の活性化を図る。

地域の創意工夫による活動の計画づくりから農業者等を含む地域住民の就業の場の確保、農山漁村における所得の向
上や雇用の増大に結びつける取組を総合的に支援し、農山漁村の活性化を推進する。
・事業実施主体：地域協議会、市町村、農林漁業者の組織する団体  等
・交付率：地域協議会  定額、地方公共団体1/2  等

9,805

農村振興局農村政策
部農村計画課
農村振興局農村政策
部地域振興課
農村振興局農村政策
部都市農村交流課
農村振興局整備部地
域整備課

農村振興局農村政策部農
村計画課
03-6744-2203
農村振興局農村政策部地
域振興課
03－3502-6286
農村振興局農村政策部都
市農村交流課
03-3502-5946

農村振興局整備部地域整
備課
03-3501-0814

https://www.maff.go.jp/j/nou
sin/kouryu/shinko_kouhukin.h
tml

○ ○ ○ ○ ○ ○

8 農林水産省
中山間地域等直接支払交付
金

中山間地域等では、高齢化の進行に伴う耕作放棄の増加
等により、農業の有する国土の保全、水源のかん養等の多
面的機能の低下が懸念されるため、農業者等に中山間地
域と平地の農業生産条件の不利を補正するための交付金
を支払うことにより、中山間地域等の農業生産活 動の維持
を図る。

中山間地域等において、地目や傾斜等に応じた交付金を、集落等を単位とする協定に基づき、５年間以上農業生産活
動を継続して行う農業者等に協定農用地面積に応じて交付する。
・事業実施主体：農業者の組織する団体等
・補助率：定額

26,100

農村振興局農村政策
部
地域振興課中山間地
域・日本型直接支払室

03-3501-8359
https://www.maff.go.jp/j/nou
sin/tyusan/siharai_seido/

○ ○ ○ ○

No.

該当事項

省庁名 事業名称 当該事業の趣旨・目的 事業内容
令和２年度当初

予算
（単位：百万円）

連絡窓口担当者

事業URL

174



所管府省
局庁・課室

電話番号

①中山間地
域等の特性
を生かした
営農と所得
の確保

②農村の地域
資源を活用
し、新たな事
業（農村発イ
ノベーション）
に取り組む

③地域を維
持するため
の将来像を
話し合う

④地域に住み
続けるための
定住条件の整
備や生活イン
フラを確保す
る

⑤地域を支
える組織体
制や人材を
確保する

⑥地域の魅
力を発信する

No.

該当事項

省庁名 事業名称 当該事業の趣旨・目的 事業内容
令和２年度当初

予算
（単位：百万円）

連絡窓口担当者

事業URL

9 農林水産省
鳥獣被害防止総合対策交付
金

野生鳥獣被害の深刻化・広域化に対応するため、地域関係
者が一体となった被害対策の取組や、ジビエ利用拡大に向
けた取組を支援する。

市町村が作成した「被害防止計画」に基づく取組等を総合的に支援する。
○侵入防止柵(再編整備含む)、ジビエ処理加工施設(保冷車等含む)、焼却施設、捕獲技術高度化施設の整備等※〔1/2
以内、侵入防止柵の資材費のみ交付対象とする場合は定額支援〕
○地域ぐるみの被害防止活動、ジビエ利用拡大の取組、スマート捕獲、捕獲現場及びジビエ処理加工現場でのOJT研
修を支援〔1/2以内、取組状況に応じた限度額内で定額支援〕
○都道府県が実施する広域捕獲活動、新技術実証活動等を支援〔2,300万円以内を定額支援〕
○捕獲活動経費の直接支援〔獣種やジビエ利用の有無に応じた上限単価以内で定額支援〕
○未利用部位等のペットフード等への活用に向けた新規用途調査等〔定額〕
○ジビエの全国的な需要拡大のため、プロモーション等への取組を支援〔定額〕
等
・事業実施主体：都道府県、地域協議会、民間団体等
・交付率：定額（1/2以内等）

10,010

農村振興局農村政策
部
鳥獣対策・農村環境課
鳥獣対策室

03-3502-6041
https://www.maff.go.jp/j/seis
an/tyozyu/higai/yosan/yosan
.html

○ ○ ○ ○ ○

10 農林水産省
土地改良施設維持管理適正
化事業

農業水利施設の定期的な整備補修等に対し国が助成する
ことによって、社会的資産である施設の管理の適正化を図
る。

施設の機能保持、耐用年数の確保のため必要となる整備補修（原動機等のオーバーホール、用排水路の整備補修等）
の実施等

3,312
農村振興局整備部土
地改良企画課

03-3502-6006
https://www.maff.go.jp/j/nou
sin/kikaku/dantaisidou_riyouc
housei.html

○

11 農林水産省 多面的機能支払交付金
地域共同で行う、多面的機能を支える活動や、地域資源
（農地、水路、農道等）の質的向上を図る活動を支援する。

【農地維持支払】
農業者等による組織が行う、地域共同による農用地、水路、農道等の地域資源の基礎的な保全管理活動等を支援す
る。
【資源向上支払】
地域住民を含む組織が行う、地域共同による施設の軽微な補修及び農村環境の保全のための活動等の地域資源の質
的向上を図る共同活動並びに老朽化が進む農業用用排水路等の長寿命化のための補修・更新等の活動を支援する。
・事業実施主体：農業者等の組織する団体
・補助率：定額

48,652
農村振興局整備部農
地資源課

03-6744-2447
https://www.maff.go.jp/j/nou
sin/kanri/tamen_siharai.html

○ ○

12 農林水産省 農山漁村地域整備交付金
地方の裁量によって実施する農林水産業の基盤整備や農
山漁村の防災・減災対策を支援する。

１．都道府県又は市町村は、地域の実情に応じて農山漁村地域整備の目標等を記載した農山漁村地域整備計画を策
定し、これに基づき事業を実施する。
２．農業農村、森林、水産の各分野において、農山漁村地域の生産現場の強化や防災力の向上のための事業を選択し
て実施する。
①農業農村分野：農用地整備、農業用用排水施設整備、
海岸保全施設整備等
②森林分野：予防治山、路網整備等
③水産分野：漁港漁場整備、漁村環境整備、
海岸保全施設整備等
３．都道府県又は市町村は、自らの裁量により地区ごとに配分できる。
また、都道府県の裁量で地区間の融通が可能。
・事業実施主体：都道府県、市町村等
・交付率：定額（1/2等）

94,275

（農業農村分野）
農村振興局整備部地
域整備課
（森林分野）
林野庁森林整備部計
画課
（水産分野）
水産庁漁港漁場整備
部防災漁村課

03-6744-2200

03-3501-3842

03-6744-2392

https://www.maff.go.jp/j/stud
y/other/e_mura/oomori/n-
koufukin.html

○ ○ ○

13 農林水産省 農山漁村地域整備交付金
地方の裁量によって実施する農林水産業の基盤整備や農
山漁村の防災・減災対策を支援する。

１．都道府県又は市町村は、地域の実情に応じて農山漁村地域整備の目標等を記載した農山漁村地域整備計画を策
定し、これに基づき事業を実施する。
２．農業農村、森林、水産の各分野において、農山漁村地域の生産現場の強化や防災力の向上のための事業を選択し
て実施する。
①農業農村分野：農用地整備、農業用用排水施設整備、
海岸保全施設整備等
②森林分野：予防治山、路網整備等
③水産分野：漁港漁場整備、漁村環境整備、
海岸保全施設整備等
３．都道府県又は市町村は、自らの裁量により地区ごとに配分できる。
また、都道府県の裁量で地区間の融通が可能。
・事業実施主体：都道府県、市町村等
・交付率：定額（1/2等）

94,275

（農業農村分野）
農村振興局整備部地
域整備課
（森林分野）
林野庁森林整備部計
画課
（水産分野）
水産庁漁港漁場整備
部防災漁村課

03-6744-2200

03-3501-3842

03-6744-2392

https://www.maff.go.jp/j/stud
y/other/e_mura/oomori/n-
koufukin.html

○ ○ ○

14 農林水産省
中山間地域農業農村総合整
備事業

地域の収益力向上等により、中山間地域の特色を活かした
営農の確立を支援するため、農業生産を支える水路やほ場
等の基盤整備と、生産・販売施設等の整備を一体的に実施
する。

○中山間地域の特色を活かした営農の確立のため、農産物の生産拡大や加工・販売による高付加価値化等を通じた地
域の所得確保と農業の維持・発展を図るために農地や水利施設等の生産基盤の保全・再編利用に取り組む地域を対象
に事業を実施する。
○下記①に付随して②を一体的に実施する。
①農業生産基盤整備

所得確保のための、農地の区画整理、農業水利施設・暗渠排水
国土保全のための農用地保全施設
農業の維持発展を図るための土地基盤の再編・整序化　等

②農村振興環境整備
農産物の付加価値を高めるための加工・販売施設
高収益作物の導入に取り組む新規就農者の滞在や農泊にも利用可能な施設
高収益作物の導入に取り組むための農業施設　等

・事業実施主体：都道府県、市町村
・交付率：55%等

5,000
農村振興局整備部地
域整備課 03-6744-7625

https://www.maff.go.jp/j/g_bi
ki/hojyo/02/07/200_0706.htm
l

○ ○ ○

15 農林水産省
「緑の人づくり」総合支援対策
のうち、「緑の雇用」新規就業
者育成推進事業

森林･林業への新規就業者の確保・育成に対する給付金の
支給等を行う。

就業ガイダンス及び林業作業士（フォレストワーカー）研修（集合研修とOJTを組み合わせた３年間の体系的な研修）等に
必要な経費を支援する。
・事業実施主体：民間団体等、林業経営体
・交付率：定額

4,230 林野庁経営課 03-3502-8048
https://www.rinya.maff.go.jp/j
/routai/koyou/03.html

○ ○

16 農林水産省
林業・木材産業成長産業化促
進対策のうち、木質バイオマス
利用促進施設整備

木材産業等の競争力強化を図るため、意欲と能力のある林
業経営体との連携を前提に行う木質バイオマス利用促進施
設の整備を支援する。

地域連携の下で熱利用又は熱電供給に取り組む「地域内エコシステム」を中心に、木質バイオマスの供給・利用を促進
するため、木質チップ、ペレット等の燃料製造施設や木質資源利用ボイラー等の整備を支援する。
・事業実施主体：地方公共団体、民間事業者　等
・交付率：1/2、1/3、15/100　等

8,604の内数 林野庁木材利用課 03-6744-2297
https://www.rinya.maff.go.jp/j
/keikaku/kouzoukaizen/koufu
kin.html

○

17 農林水産省
木材需要の創出・輸出力強化
対策のうち、「地域内エコシス
テム」構築事業

山村地域で、地域の関係者の連携の下、熱利用又は熱電
併給により、森林資源を地域内で持続的に活用する取組で
ある「地域内エコシステム」の構築に向け、地域における合
意形成や技術開発、技術面での相談・サポート等の取組を
支援する。

１　「地域内エコシステム」モデル構築事業
　　「地域内エコシステム」のモデル構築に向けて、地域の実情に応じ、①F/S調査（実現可能性調査）を行った地域を対
象にした関係者による合意形成のための地域協議会の立ち上げ・運営（人材育成を含む。）、②木質バイオマスの技術
開発・改良等を行う取組を支援する。
２　「地域内エコシステム」サポート事業
　　「地域内エコシステム」の構築に必要となる技術的なサポートを行うため、電話相談や技術者の現地派遣、サポートの
実施に必要な各種調査等を行う取組を支援する。
・事業実施主体：民間団体　等
・補助率：定額

269 林野庁木材利用課 03-6744-2297 http://wb-ecosys.jp/ ○ ○ ○

18 農林水産省
森林・山村多面的機能発揮対
策交付金

山村における過疎化・高齢化の進行に伴い、これまで地域
住民や森林所有者等が行ってきた様々な資源利用を通じて
保たれていた水源の涵 養、山地災害の防止、生活環境の
保全、生物多様性の保全等森林の多面的機能の発揮が難
しくなっているといった課題に対し、山村地域の住民が協力
して里山林をはじめとする地域の森林の保全管理やこれら
森林資源の利活用を実施していく体制を整えることにより、
森林の多面的機能を維持発揮させていくととも に、山村の
振興を図る。

森林の多面的機能の発揮を図るとともに山村地域のコミュニティを維持・活性化させるため、地域住民等による森林の保
全管理活動等の取組を支援する。
・事業実施主体：地域協議会（地域協議会から保全活動を行う活動組織に対し、交付金を交付）
・交付率：定額、1/2、1/3以内
・上限額：１活動組織当たり500万円/年

1,353
林野庁森林整備部森
林利用課

03-3502-0048
https://www.rinya.maff.go.jp/j
/sanson/tamenteki.html

○ ○
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連絡窓口担当者

事業URL

19 農林水産省

新たな森林空間利用創出対策
のうち、「森林サービス産業」
創出・推進に向けた活動支援
事業

地方の活性化に向けた「関係人口」の創出・拡大のため、森
林空間を多様な分野で活用する「森林サービス産業」の創
出・推進の取組を支援する。

健康、観光、教育等の多様な分野で森林空間を活用して、新たな雇用と収入機会を生み出す「森林サービス産業」の創
出・推進の取組を支援する。
①「森林サービス産業」モデル事業の実施
②「森林サービス産業」創出に向けた課題解決型研修会の実施
③課題共有・解決のための効果分析・情報発信
・事業実施主体：民間団体等
・交付率：定額

55 林野庁森林利用課 03-3502-0048
https://www.rinya.maff.go.jp/j
/sanson/kassei/sangyou.html

○

20 農林水産省 森林整備事業

森林資源の適切な管理と林業の成長産業化を実現し、国土
強靱化や地球温暖化防止等にも貢献するため、間伐や主
伐後の再造林、幹線となる林道の開設・改良等を推進す
る。

再造林や間伐、路網整備等
①再造林や間伐等の森林整備を推進することで、健全な森林を育成する。
②森林資源が充実した区域等において、路網をバランスよく整備する。
等

122,261 林野庁整備課 03-6744-2303
https://www.rinya.maff.go.jp/j
/seibi/sinrin_seibi/index.html

○

21 農林水産省
シカ等による森林被害緊急対
策事業

シカによる森林被害を防止し、林業の成長産業化の実現と
国土保全を図るため、林業関係者が主体となった広域かつ
計画的な捕獲等の取組のモデル的な実施やICT等を活用し
た新たな捕獲技術等の開発・実証を実施する。また、シカ被
害が深刻な奥地天然林等において、国土保全のためのシカ
捕獲事業を実施する。

①再造林を実施する箇所を重点的に、林業関係者が主体となったシカの広域かつ計画的な捕獲をモデル的に実施する
とともに、GPS等によるシカの行動把握を実施する。
②シカの生息密度と食害状況等を基に、被害発生リスクの調査分析等を行う。
③モデル事業実施地域等において、地域の環境条件等を踏まえつつ捕獲頭数等実績と地域の取組との関係を比較分
析し、シカの捕獲手法の効果的な普及に資するマニュアルの整備等を実施する。
④効果的なシカ被害対策を実施していく上で特に有効なICT等を活用した新たな捕獲技術等の開発・実証を実施する。
⑤シカ被害が深刻な国有林野内の奥地天然林等において、森林の持つ国土保全機能の維持増進を図るため、効率的
なシカ捕獲事業を実施する。

160 林野庁研究指導課 03-3502-1063 ○

22 農林水産省 水産多面的機能発揮対策
環境・生態系の維持・回復や安心して活動できる海域の確
保など、漁業者等が行う水産業・漁村の多面的機能の発揮
に資する地域の活動を支援する。

漁業者、地域住民、ＰＴＡ、ＮＰＯ等で構成する活動組織が行う水産業・漁村の多面的機能の発揮に資する海難救助や
藻場・干潟の保全など地域の取組に対し支援する。
・事業実施主体：地域協議会、都道府県、市町村等
・補助率：定額
・上限額：１活動組織当たり国費2,000万円

2,299
水産庁漁港漁場整備
部計画課

03-3501-3082
https://www.jfa.maff.go.jp/j/g
yoko_gyozyo/g_thema/sub391
.html

○ ○

23 農林水産省
浜の活力再生・成長促進交付
金のうち水産業強化支援事業

漁業所得の向上を目指す「浜の活力再生プラン（浜プラン）」
の着実な推進を支援するため、浜プランに位置付けられた
共同利用施設等の整備を支援する。

漁業所得の向上を目指す「浜の活力再生プラン（浜プラン）」の着実な推進を支援するため、浜プランに位置付けられた
共同利用施設等の整備を支援する。
・事業実施主体：都道府県、市町村、漁業協同組合等
・交付率：定額（1/2以内等）

2,004の内数
水産庁漁港漁場整備
部防災漁村課

03-6744-2391
https://www.jfa.maff.go.jp/j/b
ousai/koufukin/

○

24 内閣府 地域活性化伝道師派遣制度
地域の成長・雇用創出を担う地域人材の強化に向けて切れ
目なく支援を行う。

地域の活性化に向け意欲的な取組を行おうとする地域に対して、地域おこしの専門家（地域活性化伝道師）を紹介し、指
導・助言を行う。

1 地方創生推進事務局  03-5510-2167
https://www.kantei.go.jp/jp/s
ingi/tiiki/ouentai.html

○ ○ ○

25 内閣府 地方創生推進交付金
第２期「まち・ひと・しごと創生総合戦略」に基づく地方創生
のより一層の推進に向けた取組を支援する。

・地方版総合戦略に基づく、地方公共団体の自主的・主体的で先導的な事業を支援。
・KPIを設定の上、PDCAサイクルを整備することが必要。
（対象事業の例）
しごと創生、観光振興、地域商社、スポーツ・健康まちづくり、生涯活躍のまち、働き方改革、小さな拠点、商店街活性化

100,000 地方創生推進事務局  03-3581-4213
https://www.kantei.go.jp/jp/s
ingi/sousei/about/kouhukin/i
ndex.html

○ ○ ○ ○ ○ ○

26 内閣府
関係人口創出・拡大のための
対流促進事業

地域との関わりを求める都市住民等と地域のニーズとの
マッチング支援や、地域と人材をつなぐコーディネーターの
設置など中間支援を行う民間主体のモデル的な取組を支援
し、地方公共団体等との連携を推進する。また、全国レベル
において、各地域における「関係案内所」などの取組に関す
る情報を調査、共有し、ネットワーク化を図る仕組みなどを
構築し、関係人口の創出・拡大を図る地方公共団体等の取
組を加速化する。

①民間事業者等を主体とした都市住民と地域ニーズとのマッチング支援等の取組に関するモデル事業を実施する。
②地方公共団体、民間事業者等を会員とするプラットフォームを設立し、全国フォーラム、研修会等の開催、調査、事例
集等を作成し、先進事例の横展開を図る。

100 地方創生推進室 03-5510-2457 ○ ○ ○

27 総務省
地域経済循環創造事業交付
金
（ローカル10,000プロジェクト）

地域資源を活かした先進的で持続可能な事業化の取組を
促進し、地域での経済循環を創造する。

地域の資源と資金を活用して、雇用吸収力の大きい地域密着型企業を10,000事業程度立ち上げる「ローカル10,000プロ
ジェクト」を推進するため、本交付金により自治体の初期投資の補助を支援する。

900の内数
地域力創造グループ地
域政策課 03-5253-5523

https://www.soumu.go.jp/mai
n_sosiki/jichi_gyousei/c-
gyousei/local10000_project.ht
ml

○ ○

28 総務省

地域経済循環創造事業交付
金
（分散型エネルギーインフラプ
ロジェクト）

地域資源を活かした分散型エネルギーシステムの構築を推
進し、地域での経済循環を創造する。

地方公共団体を核として、需要家、地域エネルギー会社及び金融機関等、地域の総力を挙げて、バイオマス、廃棄物等
の地域資源を活用した地域エネルギー事業を立ち上げるマスタープランの策定を支援する。

900の内数
地域力創造グループ地
域政策課 03-5253-5523

https://www.soumu.go.jp/mai
n_sosiki/jichi_gyousei/c-
gyousei/bunsan_infra.html

○ ○ ○

29 総務省 ふるさとワーキングホリデー

地方への「ヒト・情報」の流れを新たに創出するため、移住に
まで至らずとも地域に想いを寄せる人々に対して、当該地
域と関わる機会を提供することを目的に、地方公共団体の
取組である「ふるさとワーキングホリ デー」の積極的な推進
を図る。

都市部の若者などが、一定期間地域に滞在し、働いて収入を得ながら、地域住民との交流や学びの場などを通して、地
域での暮らしを丸ごと体感し、地域との関わりを深める機会を提供する地方公共団体の取組である「ふるさとワーキング
ホリ デー」について、参加者向けの説明会やポータルサイトの運用等の総合広報を実施し、地方公共団体の取組を支
援する。
【特別交付税措置】
参加者の募集や活動支援等のふるさとワーキングホリデーの実施に要する経費（1,500万円に当該事業における全参加
者の延べ滞在日数に5,000円を乗じた額を上限）について1/2を特別交付税により支援。

40
地域力創造グループ地
域政策課

03-5253-5523 https://furusato-work.jp/ ○ ○ ○ ○

30 総務省 地域おこし協力隊
人口減少や高齢化等の進行が著しい地方において、地域
外の人材を積極的に誘致し、その定住・定着を図るととも
に、地域力の維持・強化を図る。

都市地域から過疎地域等の条件不利地域に住民票を移動し、生活の拠点を移した者を、地方公共団体が「地域おこし
協力隊員」として委嘱。隊員は、一定期間、地域に居住して、地域ブランドや地場産品の開発・販売・ＰＲ等の地域おこし
の支援や、農林水産業への従事、住民の生活支援などの「地域協力活動」を行いながら、その地域への定住・定着を図
る取組。
【特別交付税措置】
隊員の活動に要する経費、隊員の募集等に要する経費について特別交付税により支援。
※活動に要する経費：隊員1人あたり440万円（報償費等240万円）を上限
※起業・事業承継に要する経費：協力隊最終年次又は任期終了翌年の起業する者1人あたり100万円を上限
※募集等に要する経費：1自治体あたり200万円を上限

154
地域力創造グループ地
域自立応援課 03-5253-5394

https://www.soumu.go.jp/mai
n_sosiki/jichi_gyousei/c-
gyousei/02gyosei08_0300006
6.html

○ ○ ○ ○

31 総務省 移住・交流情報ガーデン
地方移住希望者等へ、居住・就労・生活支援等に係る情報
提供や相談を一元的に行う。

地方への移住・交流関連の情報提供や相談支援の一元的な窓口となる「移住・交流情報ガーデン」を東京駅八重洲口至
近に常時開設し、一般的な移住相談に加え、厚労省や農水省と連携し、地方での就職や就農に関する相談にも対応し
ている

90
地域力創造グループ地
域自立応援課

03-5253-5392

https://www.soumu.go.jp/mai
n_sosiki/jichi_gyousei/c-
gyousei/zenkokuijyu_ijyukoury
u.html

○

32 総務省 関係人口創出・拡大事業
地域外の者が関係人口として、地域と継続的なつながりを
持つ機会・
きっかけの提供に取り組む地方公共団体を支援する。

令和２年度は、関係人口が地域と継続的に深くつながる事例を創出・発掘するため、関係人口と地域との継続的な協働
事業や関係人口も意識した地域活性化に取り組む地方公共団体をモデル団体として採択する。モデル団体の事業の内
容、成果を調査、研究し、深化した関係人口に関する取組を、全国の地方公共団体等に対して、成果報告会の実施や調
査報告書のとりまとめを通じて広く周知する。

241
地域力創造グループ地
域自立応援課

03-5253-5391
https://www.soumu.go.jp/kan
keijinkou/

○ ○ ○ ○

33 総務省
地域おこし企業人交流プログ
ラム

市町村が、三大都市圏に所在する民間企業等の社員を一
定期間受け入れ、そのノウハウや知見を活か し、地域独自
の魅力や価値の向上等につながる業務に従事してもらうこ
とにより、地方圏へのひとの流れを創出を図る。

市町村が、三大都市圏に所在する民間企業等の社員を一定期間受け入れ、そのノウハウや知見を活かし、地域独自の
魅力や価値の向上等につながる業務に従事してもらう。
【特別交付税措置】
企業人の受入の期間前に要する経費（募集経費等）、企業人の受入れに要する経費、企業人が発案・提案した事業に要
する経費について特別交付税措置。

－
地域力創造グループ地
域自立応援課

03-5253-5392

https://www.soumu.go.jp/mai
n_sosiki/jichi_gyousei/c-
gyousei/bunken_kaikaku/02gy
osei08_03100070.html

○ ○ ○

34 総務省
サテライトオフィス・マッチング
支援事業

地方公共団体と企業のマッチング機会を提供することによ
り、地方へのヒト・情報の流れの創出を更に加速。

地方公共団体と民間企業とのマッチング機会を提供するためマッチングセミナーを開催。 10
地域力創造グループ地
域自立応援課

03-5253-5392 ○ ○

35 総務省 地域運営組織

地域の生活や暮らしを守るため、地域で暮らす人々が中心
となって形成され、地域課題の解決に向けた取り組みを持
続的に実践する地域運営組織の形成及び持続的な運営に
向けた支援を行う。

【特別交付税措置】
地方公共団体による、地域運営組織の運営・形成支援に関する経費や収益事業の起業等に係る経費について特別交
付税により支援。
※措置率0.5
※財政力補正あり

-
地域力創造グループ地
域振興室

03-5253-5533 ○ ○
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36 総務省
特定地域づくり事業協同組合
制度

地域の人口の急減に直面している地域において、地域社会
及び地域経済の重要な担い手である地域づくり人材が安心
して活躍できる環境の整備を図ることが喫緊の課題である
ことに鑑み、特定地域づくり事業協同組合の認定その他特
定地域づくり事業を推進するための措置等を定めることによ
り、特定地域づくり事業を推進し、併せて地域づくり人材の
確保予備その活躍の推進を図り、もって地域社会の維持及
び地域経済の活性化に資することを目的とする。

人口急減地域において、中小企業等協同組合法に基づく事業協同組合が、特定地域づくり事業を行う場合について、都
道府県知事が一定の要件を満たすものとして認定したときは、労働者派遣事業（無期雇用職員に限る。）を許可ではな
く、届出で実施することを可能とするとともに、組合運営費について財政支援を受けることができるようにする。

500
※予算計上は内

閣府

地域力創造グループ地
域振興室

03-5253-5534

https://www.soumu.go.jp/mai
n_sosiki/jichi_gyousei/c-
gyousei/tokutei_chiiki-dukuri-
jigyou.html

○ ○ ○ ○ ○

37 総務省
子供の農山漁村体験（通称
「子ども農山漁村交流プロジェ
クト」）

農山漁村体験を通じて、地方の自然、歴史、文化等の魅力
について学び、理解を深めることで、生命と自然を尊重する
精神や環境保全に寄与する態度を養い、人と人とのつなが
りの大切さを認識し、農林漁業の意義を理解することによ
り、子供の生きる力を育むことができる。
また、このような体験を通じて、特に地方を知らない都市部
の児童生徒が、小中高の各段階において、将来の地方へ
のUIJターンの基礎を形成することが期待できる。

総務省、内閣官房、文部科学省、農林水産省、環境省による連携事業。農林漁業体験や宿泊体験、地域住民との交流
を通じて、子供たちの生きる力を育むととも に、交流の創出による地域の再生や活性化を目的として、取組を推進する。
子供の農山漁村体験交流の取組の拡大、定着を図るため、送り側・受入側の地方公共団体双方が連携して行う実施体
制の構築を支援するモデル事業、継続的な実施体制の構築を目指す地方公共団体による「子供の農山漁村体験交流
計画」策定を支援する事業、総務省、内閣官房、文部科学省、農林水産省、環境省の主催によるセミナーを実施。

【特別交付税措置】
次の要件を満たす事業について特別交付税措置により支援。
・学校教育活動又は社会教育活動の一環として実施されるものであること
・子供が受入地域の住民と接触する機会が確保されていること
・子供が受入地域の住民の生活又は農林漁業等の営みを体験する機会が確保されていること
※措置率0.5

30

地域力創造グループ人
材力活性化・連携交流
室
（関係府省：内閣官房ま
ち・ひと・しごと創生本
部事務局、文部科学
省、農林水産省、環境
省）

 03-5253-5394
https://www.soumu.go.jp/mai
n_sosiki/jichi_gyousei/c-
gyousei/kodomo.html

○ ○

38 総務省
外部専門家（地域力創造アド
バイザー）招へい事業

地域 独自の魅力や価値の向上に取り組むことで、地域力を
高めようとする市町村が、地域 活性化の取組に 関する 知
見やノウハウを有する外部専門家を招へいし、指導・助言を
受けながら 取組を行う。

市町村が、地域活性化の活動実績があり一定の知見を有する外部専門家（※総務省地域人材ネット登録者＝地域力創
造アドバイザー）を年度内に延べ10日又は５回以上招へいし、助言を得る。
【特別交付税措置】
外部専門家及び外部専門家の活動を支援する者に対する旅費・謝金（報償費） 、ワークショップ等に係る経費（印刷費、
車両・会場借上費に限る。）について、専門家区分、財政力指数に応じて最大560万円を上限として措置。

－
地域力創造グループ人
材力活性化・連携交流
室

03-5253-5392
https://www.soumu.go.jp/gan
baru/jinzai/index.html

○ ○ ○ ○

39 総務省 集落支援員

過疎地域等の集落では、人口減少と高齢化により、生活扶
助機能の低下等の様々な問題が発生していることから、住
民と行政が連携して集落の課題解決に取り組むことを促進
する。

地方自治体が、地域の実情に詳しく、集落対策の推進に関してノウハウ・知見を有した人材を「集落支援員」として委嘱。
集落への「目配り」として、集落の状況把握、集落点検、住民と住民、住民と地方自治体の間での話し合いの促進等を実
施する。
【特別交付税措置】
集落支援員の設置、集落点検及び話し合いの実施に要する経費等について特別交付税により支援。
※支援員1人あたり395万円を上限（兼任の場合、1人あたり40万円を上限）

－
地域力創造グループ過
疎対策室 03-5253-5536

https://www.soumu.go.jp/mai
n_sosiki/jichi_gyousei/c-
gyousei/bunken_kaikaku/02gy
osei08_03000070.html

○ ○ ○

40 総務省
過疎地域等自立活性化推進
交付金

過疎地域等における喫緊の諸課題に対応するための取組
を支援することにより、過疎地域等の自立活性化を推進す
る。

○地域運営組織等が実施する事業（※申請は市町村から提出）
・過疎地域等集落ネットワーク圏形成支援事業
基幹集落を中心として複数の集落で構成される集落ネットワーク圏における地域運営組織等の取組を支援

○過疎市町村が実施する事業
・過疎地域等自立活性化推進事業
過疎地域における喫緊の諸課題に対応するための先進的で、波及性のあるソフト事業を支援
・過疎地域集落再編整備事業
過疎地域において定住を促進するための住宅団地造成等を支援
・過疎地域遊休施設再整備事業
過疎市町村が所有する遊休施設を再活用して地域間交流や地域振興を図るための取組を支援

690
地域力創造グループ過
疎対策室 03-5253-5536

https://www.soumu.go.jp/mai
n_sosiki/jichi_gyousei/c-
gyousei/2001/kaso/kasomain
11.htm

○ ○ ○ ○ ○ ○

41 総務省
地方大学の力を活用した雇用
創出・若者定着の促進事業

大学進学時や就職時の学生に直接働きかけることや、卒業
後に地方に定住して働くことのできる雇用を創出することが
重要であるため、地方公共団体と地方大学の連携による雇
用創出・若者定着の取組の推進を図る。

地方公共団体と地方大学が協定を締結し、大学の様々なポテンシャルを活かして、地域全体でブランド産品の開発や6
次産業化、高度人材確保による起業支援、地域の課題解決等の取組を実施することにより、地域の雇用創出や若者定
着等の取組を支援する。
【特別交付税措置】
地方公共団体の負担した経費について特別交付税措置。
※措置率0.8
※財政力補正あり
※１団体あたり1,200万円を上限

-
自治財政局財務調査
課 03-5253-5647

https://www.soumu.go.jp/me
nu_news/s-
news/01zaisei07_02000109.ht
ml

○ ○

42 総務省 高度無線環境整備推進事業
高速・大容量の無線通信の前提となる伝送路設備の整備
等を推進し、電波の能率的な利用の確保を図る。

条件不利地域（過疎地、辺地、離島など）において、地方公共団体、電気通信事業者等が高速・大容量無線通信の前提
となる伝送路設備（光ファイバ）やそれに伴う局舎内設備を整備する場合に、国がそれらの整備費用の一部を補助する。

5,266
(1次補正3,030

２次補正50,155)

総合通信基盤局電気
通信事業部事業政策
課ブロードバンド整備推
進室

03-5253-5866
https://www.soumu.go.jp/mai
n_sosiki/joho_tsusin/broadban
d/index.html

○

43 文部科学省
運動・スポーツ習慣化促進事
業

多くの国民に対して、スポーツを通じた健康増進を推進する
ため、地方公共団体におけるスポーツを通じた健康増進に
関する施策を持続可能なものとする。

行政と域内の関係団体（民間事業者、スポーツ団体、医療機関・健康関連団体、大学等）が一体となって行う多くの地域
住民に対するスポーツへの参画機会提供を支援する。

180
スポーツ庁健康スポー
ツ課

03-5353-4111(内線
2998）
03-6734-2688（直
通）

○

44 文部科学省
スポーツによるまちづくり・地域
活性化活動支援事業

スポーツと景観・環境・文化などの地域資源を掛け合わせ、
戦略的に活用することにより、スポーツによる持続的なまち
づくり・地域活性化の促進を図る。

地方自治体、スポーツ団体、民間企業等が一体となり、スポーツと地域資源を掛け合せたまちづくり・地域活性化に取り
組む組織である「地域スポーツコミッション」の設立やモデル的な活動を支援する。
・補助率：定額

65
スポーツ庁参事官（地
域振興担当）

03-5253-4111（内線
3931）

https://www.mext.go.jp/sport
s/b_menu/sports/mcatetop0
9/list/detail/1372561.htm

○ ○

45 文部科学省
劇場・音楽堂等活性化事業
（令和２年度は、劇場・音楽堂
等機能強化推進事業）

「劇場、音楽堂等の活性化に関する法律」（平成２４年法律
第４９号。以下「劇場法」という。）の規定を踏まえ、我が国の
文化拠点である劇場・音楽堂等（劇場法第２条第１項に規
定する劇場、音楽堂等をいう。以下同
じ。）が行う、実演芸術（劇場法第２条第２項に規定する実
演芸術をいう。以下同じ。）の公演事業、人材養成事業及び
普及啓発事 業並びに劇場・音楽堂等間のネットワーク形成
に対して補助することにより、我が国の劇場・音楽堂等の活
性化と実演芸術の水準向上を図るとともに、地域コミュニ
ティの創造と再生を推進する。

文化拠点である劇場・音楽堂等が行う実演芸術の創造発信や専門的人材の養成、普及啓発事業、劇場・音楽堂等間の
ネットワーク形成を支援すること等により、劇場・音楽堂等の活性化や地域コミュニティの創造と再生を推進する。
・補助率：補助対象経費の1/2を上限に補助（劇場・音楽堂等間のネットワーク形成への支援は事業に要する旅費及び
運搬費の合計額を上限）

2,431 文化庁企画調整課
03-5253-4111（内線
3143）

○ ○

46 文部科学省
国宝重要文化財等保存・活用
事業費補助金

国指定等文化財の保存・継承・活用等を行う。
国指定等文化財の所有者等が文化財の保存・継承・活用等を行うために必要な経費を補助する。
・補助率：原則50％、上限85％

26,024
文化庁文化資源活用
課

03-5253-4111（内線
2863・2871）

https://www.bunka.go.jp/seis
aku/bunkazai/joseishien/hojo
/hojokin.html

○ ○

47 文部科学省
国際文化芸術発信拠点形成
事業

文化芸術を社会の基盤と位置づけ、文化資源によって付加
価値を生み、社会的・経済的な価値を創出することにより、
文化芸術立国の実現を図る。地域の文化芸術の力を活用
した国際発信力のある拠点の形成により、2020年東京オリ
ンピック・パラリンピック競技大会とその後を見据えた効果的
な対外発信を行い、訪日外国人（インバウンド）の増加、活
力ある豊かな地域社会の実現に資する。

2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会とその後を見据え、日本全国で開催されている芸術祭や地方の行事を
コアとした文化芸術事業を充実・発展させ、民間企業を大胆に巻き込みつつ他分野との有機的な連携を図ることで継続
的に世 界にアピールできる我が国を代表する国際文化芸術発信拠点を形成する取組を支援する。

905
文化庁参事官（芸術文
化担当）付国際発信拠
点担当

03-5253-4111(内線
2836)

http://www.kokusaikyoten.bu
nka.go.jp/

○ ○
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所管府省
局庁・課室

電話番号

①中山間地
域等の特性
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営農と所得
の確保

②農村の地域
資源を活用
し、新たな事
業（農村発イ
ノベーション）
に取り組む

③地域を維
持するため
の将来像を
話し合う

④地域に住み
続けるための
定住条件の整
備や生活イン
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る

⑤地域を支
える組織体
制や人材を
確保する

⑥地域の魅
力を発信する

No.

該当事項

省庁名 事業名称 当該事業の趣旨・目的 事業内容
令和２年度当初

予算
（単位：百万円）

連絡窓口担当者

事業URL

48 文部科学省
地域の文化財の保存及び活
用に関する総合的な計画等策
定支援事業

地域における文化財の総合的かつ計画的な保存と活用を
図るため、都道府県が作成する「文化財保存活用大綱」や
市町村が作成する「文化財保存活用地域計画」等の作成等
事業を支援するとともに、小規模の市町村への有識者の派
遣や文化財所有者の相談や文化財調査等を行う「文化財
保存活用支援団体」を育成するための研修会等を行う。

「文化財保存活用地域計画」等の策定等に向けた文化財の総合的把握調査や、有識者会議、シンポジウム等の取組を
支援するとともに、小規模市町村への有識者の派遣や「文化財保存活用支援団体」に対する研修会を実施する。
・補助率：定額

245
文化庁地域文化創生
本部

 075-330-6720（内線
1024）

https://www.bunka.go.jp/seis
aku/bunkazai/joseishien/chii
ki_kasseika/r02_sogokatsuyo/

○ ○

49 文部科学省
文化財総合活用推進事業（地
域文化遺産活性化事業）

地域の無形の民俗文化財の後継者養成等により、文化財
の確実な継承基盤を整え、総合的な情報発信や普及啓発
等の取組を併せて実施することで地域を活性化する。

地方公共団体が、観光等の観点で戦略的な事業実施計画を策定。当該計画に基づき、文化財の保護団体等が行う活
用のための情報発信・人材育成、普及啓発等の取組、及び地域の文化財継承のための取組を支援する。
実施計画の進捗状況の評価によりさらに効果的な実施を促進する。
・補助率：定額

1,078
文化庁地域文化創生
本部

075-330-6720（内線
1024）

https://www.bunka.go.jp/seis
aku/bunkazai/joseishien/chii
ki_kasseika/r02_sogokatsuyo/

○ ○

50 文部科学省 文化芸術創造拠点形成事業

2020東京大会とその後を見据え、地方公共団体が主体と
なって取り組む文化芸術事業を支援することにより、地方公
共団体の文化事業の企画・実施能力を全国規模で向上さ
せるとともに、多様で特色ある文化芸術の振興を図り、ひい
ては地域の活性化に寄与することを目的とする。

地方公共団体が主体となり、地域住民や地域の芸・産学官とともに実施する、地域の文化芸術資源を活用した取組や、
地方公共団体等による文化事業の企画・実施体制を構築・強化する取組を支援する。
・補助率：補助対象経費の1/2を上限

1,001
文化庁地域文化創生
本部

075-330-6737（直
通）

https://www.chiikiglocal.go.jp
/index.html

○

51 厚生労働省 地域雇用活性化推進事業
雇用機会が不足している地域や過疎化が進んでいる地域
等における各地域の課題・実情を踏まえた自発的な雇用活
性化の取組を支援。

＜Ａ 事業所の魅力向上、事業拡大の取組＞
魅力ある雇用の確保を図る、新分野進出、販路拡大、生産向上に必要な技術、ノウハウを学ぶ講習会等を実施。
＜Ｂ 人材育成の取組＞
地域の人材ニーズ等を踏まえた求職者の能力開発や人材育成を図る、地域農産品の知識・取扱い・加工等や職業スキ
ル（ＩＴ、接遇等）を学ぶ講習会等を実施。
＜Ｃ 就職促進の取組＞
Ａ、Ｂを利用した事業主・求職者やＵＩＪターン就職希望者を対象にハローワークと連携した合同企業説明会・就職面接会
等を実施。
対象地域の市町村、経済団体等で構成される協議会が、地域の特性を生かした重点分野を設定したうえで、当該重点
分野における雇用活性化に関する自主性・創意工夫ある事業構想を策定し、提案する。
提案された事業構想の中から、「魅力ある雇用」や「それを担う人材」の維持・確保、地域の活性化などが期待できるもの
をコンテスト方式で選抜したうえで協議会に委託して実施する。

1,027
職業安定局地域雇用
対策課

03- 3593-2580
https://www.mhlw.go.jp/stf/n
ewpage_03839.html

○ ○

52 厚生労働省
地域雇用開発助成金（地域雇
用開発コース）

雇用機会が厳しい地域等において、事業所の設置・整備を
行い、求職者を雇い入れた事業主を支援することにより、地
域の雇用の創出及び安定を図る。

地域雇用開発のための助成、援助等の措置を講ずる必要があると認められる地域において事業所の設置・整備を行う
とともに地域求職者等を雇い入れた事業主に対して、対象労働者の増加数及び設置・整備費用等に応じて一定額を助
成する。

2,466
職業安定局地域雇用
対策課

03- 3593-2580

https://www.mhlw.go.jp/seisa
kunitsuite/bunya/koyou_roud
ou/koyou/kyufukin/chiiki_koy
ou.html

○

53 厚生労働省 農林漁業就業支援事業

農林漁業の人材確保のため、関係機関と連携しての情報収
集・提供、合同企業面接会の実施、農林漁業が盛んな地域
等での「農林漁業就職支援コーナー」による職業相談を実
施する。

以下の事業を農林水産省等関係機関との連携の下、労働局・ハローワークで実施。
・労働局に職業相談員を１名ずつ配置（計47名）し、農林漁業の就業支援や、合同就職面接会、協議会等を実施。
・農林漁業が盛んな地域及び大都市圏のハローワーク10 箇所に、農林漁業就職支援コーナーを設置し、各所１名ずつ
配置する職業相談員（計10名）による専門的な情報提供等を実施。

241
職業安定局
雇用開発企画課農山
村雇用対策室

03-5253-1111
（5850）

- - - - - ○ -

54 厚生労働省
地域医療介護総合確保基金
（内数）

病床の機能分化・連携、在宅医療・介護の推進、医療・介護
従事者の確保・勤務環境の改善等、「効率的かつ質高い医
療提供体制構築」と「地域包括ケアシステムの構築」のた
め、消費税増収分等を活用した財政支援制度（基金）を創
設。

消費税増収分等を活用した財政支援制度（基金）を創設し、各都道府県は都道府県計画を作成し、当該計画に基づき事
業を実施。

134521

医政局　地域医療計画課　医
師確保等地域医療対策室
老健局　高齢者支援課
老健局　認知症施策・地域介
護推進課

（代表電話）　03
（5253）1111

○ ○

55 経済産業省
地域企業イノベーション支援事
業

地域における継続的なイノベーション創出に向けた総合的
な支援体制を強化するとともに、地域企業による新事業の
ためのノウハウ獲得、事業体制の整備、事業化戦略の策定
等を支援する。

地域経済の担い手となる企業群の新事業への挑戦を促すため、以下の取組等を実施する。
①地域のイノベーションを支える支援機関（大学、公設試、金融機関等）からなる支援ネットワークの構築
②支援ネットワークが新事業に取り組む地域企業群に提供する、事業の立ち上げから市場獲得までの、事業の成長段
階に応じた総合的な支援（事業戦略策定、事業体制整備、研究開発、販路開拓、ノウハウ提供など）

1,090
経済産業省地域経済
産業グループ地域企業
高度化推進課

03-3501-0645
https://www.meti.go.jp/infor
mation/publicoffer/kobo/202
0/k200203001.html

○ ○

56 経済産業省
地域・企業共生型ビジネス導
入・創業促進事業

地域において過疎化が進む一方で、地域・社会課題は多様
化・複雑化しており、地方公共団体やNPO法人等の地域内
の関係主体だけで課題に対応していくことが困難になりつつ
ある。
このため、地域内外問わず、事業の実施主体となる中小企
業等が、地域内の関係主体と連携しつつ、地域・社会課題
解決と収益性との両立を目指す取組み（「地域と企業の持
続的共生」）を支援する。

中小企業等（大企業との連携を含む）が、自らもしくは複数社で連携し、①隣接した複数地域、または②点在する複数地
域から抽出して束ねられた課題解決の取組みや、付加価値を向上させる取組みを支援する。
　【補助率：２／３以内、補助対象：中小企業等※】
※中小企業、一般社団法人、一般財団法人、NPO法人

500の内数
経済産業省地域経済
産業グループ地域産業
基盤整備課

03-3501-1677
https://www.meti.go.jp/main/
yosan/yosan_fy2020/pr/ip/ch
iiki_04.pdf

○ ○

57 経済産業省
JAPANブランド育成支援等事
業

人口減少等により内需が弱い中、中小企業が海外需要等
を獲得し付加価値を高めていくために必要な、市場ニーズ
に対応した新商品･サービス開発やブランディング等の取組
に対して補助。

①全国・海外展開等事業：中小企業等が、海外展開や全国展開、インバウンド需要の獲得に関する取組み（新商品・
サービス開発やブランディング等）を行うとき、その経費の一部を補助。
・補助上限額500万円（複数者による共同申請の場合は上限2000万円。ECやクラウドファンディングなどを活用した取組
を重点的に支援。）
・補助率2/3、1/2
②支援事業型：民間支援事業者や地域の支援機関等が、複数の中小企業者に対して海外展開や全国展開、インバウン
ド需要の獲得に関する支援（調査研究や新商品・サービス開発の支援、効率的なツールの提供等）を行うとき、その経費
の一部を補助。
・補助上限額2000万円
・補助率2/3、1/2

1,000
中小企業庁　創業・新
事業促進課

03-3501-1767

https://www.chusho.meti.go.j
p/shogyo/
chiiki/japan_brand/2020/2002
25Jbrand-koubo.html

〇 〇

58 経済産業省
商店街活性化・観光消費創出
事業

インバウンドや観光等によって、地域外や日常の需要以外
から新たな需要を取り込み、地域の来訪者の増加を促すこ
とで商店街における消費の喚起につなげる。

地域と連携して魅力的な商業・サービス業の環境整備等を行い、インバウンドや観光といった新たな需要を効果的に取り
込む商店街の取組を支援する。
具体的には、（１）インバウンド・観光需要を取り込む環境整備に必要な取組、（２）インバウンド・観光需要を取り込むイベ
ント等の取組、（３）専門家派遣事業に対して支援する。
・補助対象者：商店街組織、商店街組織と民間事業者の連携体
・補助率：（１）、（２）の事業  2/3
（３）の事業 定額
・上限額：（１）～（３）の事業の合計額で２億円

3,000
中小企業庁商業課
地域経済産業グループ
中心市街地活性化室

03-3501-1929
https://www.chusho.meti.go.j
p/shogyo/shogyo/2020/2001
31kankou.html

〇 ○ ○

59 国土交通省
地域公共交通確保維持改善
事業

地域公共交通活性化再生法等を踏まえ、持続可能な地域
公共交通ネットワークの実現に向けた取組を支援する。

多様な関係者の連携により、地方バス路線、離島航路・航空路などの生活交通の確保・維持を図るとともに、バリアフ
リー化、地域鉄道の安全性の向上に資する設備など、快適で安全な公共交通の構築に向けた取組を支援する。
・補助率：1／2以内、1／3以内など（事業により異なる）
※詳細については、https://www.mlit.go.jp/common/001371167.pdf
 参照

20,400
総合政策局公共交通
政策部交通支援課

03-5253-8396
https://www.mlit.go.jp/sogos
eisaku/transport/sosei_trans
port_tk_000041.html

○

60 国土交通省
手づくり郷土賞
（てづくりふるさとしょう）

全国各地で個性的で魅力ある地域づくりに向けた取組みを
推進する。

「手づくり郷土賞」は昭和61年度に創設され、平成30年度で33回目の開催となる国土交通大臣表彰。地域の魅力や個性
を創出している良質な社会資本及びそれと関わりを持つ優れた地域活動を一体の成果として発掘し、「手づくり郷土賞」
として表彰するとともに、好事例として広く紹介する。

総合政策局公共事業
企画調整課

03-5253-8912
https://www.mlit.go.jp/sogos
eisaku/region/tedukuri/

〇 〇

61 国土交通省
「小さな拠点」を核とした「ふる
さと集落生活圏」形成推進事
業

人口減少・高齢化が進む中山間地域等において、基幹集落
に複数の生活サービスや地域活動の場を集め、周辺集落と
ネットワークで結ぶモデル的な「小さな拠点」の形成を推進
する。

モデル的な小さな拠点の形成を図る観点から、一定規模以上の集落圏等における生活機能の再編・集約するための既
存施設の改修等

62
国土政策局地方振興
課

03-5253-8403
https://www.mlit.go.jp/kokud
oseisaku/chisei/crd_chisei_tk_
000021.html

○
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局庁・課室

電話番号

①中山間地
域等の特性
を生かした
営農と所得
の確保

②農村の地域
資源を活用
し、新たな事
業（農村発イ
ノベーション）
に取り組む

③地域を維
持するため
の将来像を
話し合う

④地域に住み
続けるための
定住条件の整
備や生活イン
フラを確保す
る

⑤地域を支
える組織体
制や人材を
確保する

⑥地域の魅
力を発信する

No.

該当事項

省庁名 事業名称 当該事業の趣旨・目的 事業内容
令和２年度当初

予算
（単位：百万円）

連絡窓口担当者

事業URL

62 国土交通省 地域づくり表彰
地域活性化の優良事例を表彰することにより、地域間の連
携と交流によって地域の個性ある自立を広範囲にわたり促
進し、地域づくりの奨励を図る。

創意と工夫を活かした優れた自主的活動で、広域的な地域づくりを通して、地域の活性化に顕著な功績のあった優良事
例を表彰する。

－
国土政策局地方振興
課

03-5253-8403
https://www.mlit.go.jp/kokud
oseisaku/chisei/crd_chisei_tk_
000020.html

○ ○

63 国土交通省 都市再生整備計画事業

地域の歴史・文化・自然環境等の特性を生かした個性あふ
れるまちづくりを実施し、全国の都市の再生を効率的に推進
することにより、地域住民の生活の質の向上と地域経済・社
会の活性化を図ること。

都市再生整備計画に位置づけられたまちづくりに必要な幅広い対象事業に対し、交付金を交付する。
・補助率：概ね40％以内、45％以内、1／2以内

社会資本整備総
合交付金

7,627億円の内数
都市局市街地整備課 03-5253-8412

https://www.mlit.go.jp/toshi/
crd_machi_tk_000013.html

〇 〇

64 国土交通省
景観・歴史を大切にしたまちづ
くり（歴史まちづくりの推進）

歴史・文化を活かしたまちづくりを推進する地域の取組を国
が積極的に支援することにより、個性豊かな地域社会の実
現を図り、都市の健全な発展・文化の向上に寄与する。

歴史まちづくり法に基づき、市町村が策定する歴史的風致維持向上計画を国（文部科学大臣、農林水産大臣、国土交通
大臣）が認定し、当該計画に基づく市町村の取組に対し各事業により重点的に支援する。

社会資本整備総
合交付金

762,652百万円の
内数

都市局公園緑地・景観
課

03-5253-8954
https://www.mlit.go.jp/toshi/
rekimachi/content/00135208
6.pdf

○

65 国土交通省 景観改善推進事業
歴史的なまちなみや自然景観など、地域の個性や特性を活
かした景観形成を支援する。

景観計画を策定する市区町村に対する総合的な支援を行うとともに景観規制上既存不適格となる建築物等への是正措
置に対する支援を実施。

130
都市局公園緑地・景観
課

03-5253-8954
https://www.mlit.go.jp/toshi/
townscape/toshi_townscape_t
k_000046.html

○

66 国土交通省 空き家再生等推進事業
空家等対策計画に定められた地区について、居住環境の
整備改善を図る。

居住環境の整備改善を図るため、不良住宅、空き家住宅又は空き建築物の除却及び空き家住宅又は空き建築物の活
用を行う地方公共団体の取組を支援する。

社会資本整備総
合交付金

7,627億円（令和２
年度）の内数

防災・安全交付
金

10,388億円（令和
２年度）の内数

住宅局住宅総合整備
課住環境整備室

03-5253-8508 ○

67 国土交通省 街なみ環境整備事業

住環境の整備改善を必要とする区域において、地方公共団
体及び街づくり協定を結んだ住民が協力して、住宅、地区施
設等の整備改善を行うことにより、ゆとりとうるおいのある住
宅地区を形成する。

地区の固有の資源である良好な景観や歴史的街並みの保全・再生に、地域が一体となって取組み、魅力あるふるさとづ
くりを推進する。
・補助対象：地方公共団体、法定協議会
・補助率：1/2、1/3

社会資本整備総
合交付金

7,627億円の内数

住宅局市街地建築課
市街地住宅整備室

03-5253-8517
https://www.mlit.go.jp/comm
on/001016916.pdf

〇 〇

68 国土交通省
観光地域づくり相談窓口の設
置

観光による地方創生の一層の推進のため、観光地域づくり
の取組について地域の方々が相談できる場として、観光庁
および地方運輸局等に窓口を開設する。

観光庁及び全国の運輸局に「観光地域づくり相談窓口」を設置し、観光による地域活性化を目指す地域の方々を対象
に、関連施策の紹介や、関係省庁への仲介などを行うことで地域の取組を支援する。

-
観光庁観光地域振興
課

03-5253-8328
https://www.mlit.go.jp/kanko
cho/shisaku/kankochi/madog
uchi.html

○

69 国土交通省 観光地域づくり事例集作成
観光による地方創生の一層の推進のため、観光地域づくり
に取り組まれる方々の参考となるよう事例をとりまとめ周知
する。

地域における観光振興の取組を効率的に進めるためには、各地域の取組の情 報・ノウハウ等をその他の地域に有効に
活用していくことが極めて重要であることから、各地の観光振興の取組事例等を調査し、その結果をとりまとめて事例集
を作成する。

-
観光庁観光地域振興
課

03-5253-8328
https://www.mlit.go.jp/kanko
cho/shisaku/kankochi/ikiiki.h
tml

○

70 国土交通省
広域周遊観光促進のための観
光地域支援事業

訪日外国人旅行者等の各地域への周遊を促進する。
訪日外国人旅行者等の各地域への周遊を促進するため、調査・戦略策定からそれに基づく滞在コンテンツの充実、広域
周遊観光促進のための環境整備、情報発信・プロモーションといった、日本政府観光局と地域の関係者が広域的に連携
して観光客の来訪・滞在促進を図る取組に対して総合的な支援を行う。

761
観光庁観光地域振興
課

03-5253-8327
https://www.mlit.go.jp/kanko
cho/shisaku/kankochi/kouiki
shuyu.html

○

71 環境省
環境で地方を元気にする地域
循環共生圏づくりプラットフォー
ム事業

① 地域循環共生圏創造に向けた環境整備
② 地域循環共生圏創造支援チーム形成
③ 総合的分析による方策検討・指針の作成等
④ 戦略的な広報活動

「第五次環境基本計画」（平成30年４月閣議決定）では、地域の活力を最大限に発揮する「地域循環共生圏」の考え方を
新たに提唱した。これを受け、地域循環共生圏づくりプラットフォームを構築し、①～④の業務を行う。
①地域循環共生圏の創造に向けて取り組む地域・自治体の人材の発掘、地域の核となるステークホルダーの組織化
や、事業計画策定に向けた構想の具体化などの環境整備を推進する。
②地域・自治体が、地域の総合的な取組となる事業計画を策定するにあたって、
必要な支援を行う専門家のチームを形成し派遣する。
③先行事例を詳細に分析・評価し、その結果を他の地域・自治体に対して
フィードバックすることにより、取組の充実を促す。
④都市部のライフスタイルシフト等に向けた戦略的な広報活動（シンポジウム
の開催、国内外への発信）等を実施することにより、取組の横展開を図る。

500 大臣官房環境計画課 03-5521-8328 http://chiikijunkan.env.go.jp/ ○ ○ ○

72 環境省
国立公園満喫プロジェクト等推
進事業

① 日本の国立公園のブランドイメージを確立し、インバウン
ドの誘客を促進
② インバウンド対策を通じ、外国人とともに日本人も国立公
園や国民公園の魅力を満喫できるようにする
③ 利用者数だけでなく、滞在時間を延ばし消費単価や満足
度の向上するための施策を実施し、地域に経済効果をもた
らし、一層の自然環境の保全への再投資を促進

平成28年3月に政府（議長：内閣総理大臣）がとりまとめた「明日の日本を支える観光ビジョン」の柱の一つとして国立公
園が位置づけられ、2020年に国立公園訪日外国人利用者数を年間1000万人とする目標を掲げている。2018年の当該利
用者数は約694万人となり、利用者数の更なる増加と受入環境整備の強化、満足度の向上に向け、国立公園を磨きあげ
る以下の取組を実施する。合わせて、国民公園の魅力向上を図る。
・滞在環境の上質化＊ ：利用拠点の滞在環境の上質化、多言語解説の整備・充実
・魅力あるコンテンツづくり＊ ：ｱｸﾃｨﾋﾞﾃｨ等と組み合わせたｸﾞﾗﾝﾋﾟﾝｸﾞ、国立公園ならではの「食」やﾅｲﾄﾀｲﾑを生かしたﾂ
ｱｰ等の造成、野生動物観光の促進。ﾋﾞｼﾞﾀｰｾﾝﾀｰのｲﾝﾊﾞｳﾝﾄﾞ対応機能強化とﾃﾞｼﾞﾀﾙ技術を活用した展示促進
・基盤的な利用施設の整備／長寿命化：登山道の再整備、ｷｬﾝﾌﾟ場ﾘﾆｭｰｱﾙ等
・受入環境の整備：ガイド等の人材育成、利用者負担による保全の仕組みづくり等
・海外への情報発信：旅行博等への出展、JNTOとの連携によるﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝ強化＊等
・新宿御苑や京都御苑の魅力向上＊ ：歴史的遺構の整備や体験型コンテンツの造成等

17,871

自然環境局総務課
自然環境局国立公園
課
自然環境局国立公園
利用推進室
自然環境局自然環境
整備課
自然環境局野生生物
課

国立公園課：03-
5521-8277

※参考：国立公園満喫プロ
ジェクトHP
http://www.env.go.jp/nature/
mankitsu-project/

○ ○

73 環境省

（日本の国立公園と世界遺産
を活かした地域活性化推進費
のうち、）国立公園等における
子どもの自然体験活動推進事
業

日本の自然を活かし国内外から多くの観光客を呼び込み、
地域を活性化

国立公園等において、子どもの自然体験活動の推進体制及び受入体制を強化。 450の内数
自然環境局国立公園
課国立公園利用推進
室

03-5521-8271 - ○ ○

74 環境省
エコツーリズムを通じた地域の
魅力向上事業

国立公園や棚田地域等において、自然観光資源を活用した
地域活性化を推進

エコツーリズム推進法に基づく全体構想を作成し、原則として3年以内に認定申請を行う方針を有する地域協議会に対し
て、魅力あるプログラムの開発、ガイド等の人材育成などの地域のエコツーリズムの活動を支援する。

28
自然環境局国立公園
課国立公園利用推進
室

03-5521-8271

http://www.env.go.jp/nature/
ecotourism/try-
ecotourism/env/chiiki_shien/
koufu/index.html

○ ○ ○

75 環境省 自然公園等事業等（内数）

①国立公園等の保護及び利用上重要な事業の実施並びに
国民公園等の施設の整備・維持管理の実施
②「明日の日本を支える観光ビジョン構想（平成28年3月）」
を踏まえた国立公園等における、外客受入環境整備
③国立公園等での自然環境の保全や消失・変容した自然
生態系の再生
④施設の予防保全型管理水準の向上、中長期的な視点に
立った効率的な施設の管理の実施

政府の重要課題である「自然と人間が共生する社会」の実現のためには、国立公園等の優れた自然風景地等の保護と
利用を図り、安全で快適な自然とのふれあいの場の提供が必要。そのために、国立公園、国民公園等における施設整
備や自然再生等の事業、長寿命化対策を実施し、国立・国定公園等において地方公共団体が行う施設整備等の事業に
ついて支援します。
・自然公園施設等の整備事業
・自然公園施設等の緊急対策【国土強靱化】事業
・自然公園等施設における気候変動、防災・減災対策の実施
・国立公園での自然再生事業、生態系維持回復事業、国指定鳥獣保護区の保全事業
・国が整備した施設等の維持管理
・国立・国定公園等で地方公共団体が実施する施設整備等の支援（交付金）
・自然環境等施設長寿命化対策に係る計画策定、改修工事
・国立公園で地方公共団体が実施する自然環境等施設長寿命化対策の支援

10,394

自然環境局自然環境
整備課
自然環境局総務課
自然環境局国立公園
課
自然環境局自然環境
計画課
自然環境局野生生物
課

自然環境整備課03-
5521-8281

http://www.env.go.jp/nature/
park/pamph.html

○ ○

76 環境省 指定管理鳥獣捕獲等事業費

近年、ニホンジカやイノシシ等の鳥獣による自然生態系へ
の影響、農林水産業等への被害が深刻化しており、平成25
年度に策定した「抜本的な鳥獣捕獲対策」において10年後
の令和５年度末までにニホンジカ・イノシシの個体数を目標
の達成に向け、都道府県等が実施する指定管理鳥獣（ニホ
ンジカ、イノシシ）の捕獲等を強化する。
また、狩猟における捕獲個体のジビエ利用を促進し、ジビエ
利用拡大を図る。

指定管理鳥獣捕獲等事業に関する実施計画等を策定し、指定管理鳥獣捕獲等事業を実施する都道府県等が実施する
以下の取組を交付金により支援する。

① 指定管理鳥獣捕獲等事業に係る実施計画の策定
② 指定管理鳥獣捕獲等事業の実施
③ 効果的な捕獲の促進
④ 認定鳥獣捕獲等事業者等の育成
⑤ ジビエ利用拡大を考慮した狩猟者の育成
⑥ ジビエ利用拡大のための狩猟捕獲支援

2,300の内数
自然環境局野生生物
課鳥獣保護室

03-5521-8285
https://www.env.go.jp/nature
/choju/reinforce/index.html

○ ○
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所管府省
局庁・課室

電話番号

①中山間地
域等の特性
を生かした
営農と所得
の確保

②農村の地域
資源を活用
し、新たな事
業（農村発イ
ノベーション）
に取り組む

③地域を維
持するため
の将来像を
話し合う

④地域に住み
続けるための
定住条件の整
備や生活イン
フラを確保す
る

⑤地域を支
える組織体
制や人材を
確保する

⑥地域の魅
力を発信する

No.

該当事項

省庁名 事業名称 当該事業の趣旨・目的 事業内容
令和２年度当初

予算
（単位：百万円）

連絡窓口担当者

事業URL

77 環境省 一般廃棄物処理施設の整備

①市町村等が廃棄物の３R（リデュース、リユース、リサイク
ル）を総合的に推進するため、市町村の自主性と創意工夫
を活かした広域的かつ総合的な廃棄物処理・リサイクル施
設の整備を支援する。
②平成当初以降にダイオキシン類対策のために整備した廃
棄物処理施設の老朽化による、ごみ処理能力の不足や事
故リスク増大といった事態を回避し、生活環境保全・公衆衛
生向上を確保し、地域の安全・安心に寄与する。
③災害時のための廃棄物処理施設の強靱化及び地球温暖
化対策の強化を推進する。

市町村等が行う一般廃棄物処理施設の整備には一時的に莫大な費用を要するため、本交付金、補助金による支援が
不可欠である。また、今後は災害対応の観点も含め、施設自体の耐水対策や停電時の廃棄物受入対応、充電設備の整
備にも力点を置いて支援を行い、災害時のライフラインの確保及びエネルギーセンターとしての活用も図る必要がある。
具体的には、以下の施設整備事業の一部を支援する。
・エネルギー回収型廃棄物処理施設（焼却施設、メタンガス化施設等）
・最終処分場
・マテリアルリサイクル推進施設
・有機性廃棄物リサイクル推進施設
・上記に係る調査・計画支援事業 等

59,123
環境再生・資源循環局
廃棄物適正処理推進
課

03-5521-8337

○
http://www.env.go.jp/guide/b
udget/r02/r02juten-
sesakushu/042_r0212.pdf

○
https://www.env.go.jp/guide/
budget/r02/r02juten-
sesakushu/043_r0212.pdf

○
https://www.env.go.jp/recycl
e/waste/3r_network/1_gaiyo/
gaiyo_setsu.html

○ ○

78 環境省
循環型社会形成推進交付金
（浄化槽の整備）

① 全国に約400万基の単独処理浄化槽が残存しており、昨
年度実施した緊急点検の結果として老朽化し破損している
浄化槽が多数残存。浄化槽法が改正され、特定既存単独
処理浄化槽の制度もできたことから、早期に合併処理浄化
槽への転換を行う必要がある。

② 更に、令和元年台風15号及び19号等の災害を踏まえ、
早期に復旧できる災害に強い合併処理浄化槽の整備を進
め、防災機能の向上、国土強靱化に資する。

③ また、浄化槽法が改正され、行政による浄化槽情報や指
定検査機関、民間業者（保守点検、清掃）の有する情報を
統合・整理した浄化槽台帳の整備が義務づけられたため、
設置、保守点検、清掃、法定検査の受検状況を一元的に管
理できる浄化槽台帳システムを整備する必要がある。

●浄化槽設置整備事業(個人設置型）(交付率1/3）
環境配慮事業の要件見直し(｢浄化槽処理促進区域｣を設置要件に付加)(交付率1/2)
改正浄化槽法に基づく「公共浄化槽」として市町村が管理する個人設置型事業による浄化槽整備を事業対象に拡大（管
理組合等が行う共同浄化槽（100人以内）の整備（流入管を含む）） (交付率1/3､1/2)

●公共浄化槽等整備推進事業（市町村設置型）(交付率1/3）
環境配慮事業の要件見直し(｢浄化槽処理促進区域｣を設置要件に付加)(交付率1/2)
商業地域等で通常よりも多量の汚水排出が見込まれる地域における共同浄化槽の人槽規模の特例の設定(交付率1/3､
1/2)
市町村が行う市町村整備推進事業により整備された既設の浄化槽の災害に伴う改築事業を補助メニューに追加(交付
率1/3)【令和元年度補正予算～】

●浄化槽整備効率化事業(交付率1/3)
浄化槽処理促進区域の設定、PFI等の民間活用及び共同浄化槽の設置に資する調査・測量・設計など効率的な浄化槽
整備に要する費用への補助。
地方公共団体(都道府県及び市町村)が行う、浄化槽整備を効率的に実施するにあたり必要な、設置・維持管理情報等
のデータの電子化に要する費用（悉皆調査、電子化）及び既に浄化槽台帳を整備している自治体（都道府県及び市町
村）が行う、既存の台帳システムを環境省が省令等で求める内容に沿って改修する事業に要する費用への補助。(交付
率1/3)【令和元年度補正予算～】

9,613
環境再生・資源循環局
廃棄物適正処理推進
課浄化槽推進室

03-5501-3155
https://www.env.go.jp/recycl
e/jokaso/data/koufu/koufu.h
tml

○
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参 考 資 料１ 
（R3.1.20） 

 

両検討会に相互に関係する主な意見等 

 

１ これまでの農村政策検討会における土地利用検討会検討事項関係の主な意見 

 

 ・ 作物によっては農地取得の下限が大きすぎると感じた。（第６回・石川氏） 

 ・ 今回の議論は、いわば「多様な担い手論」。今後の議論は農地制度や金融とも関わって

くる。（第６回・小田切座長） 

 

２ これまでの土地利用検討会における農村政策検討会検討事項関係の主な意見 

 

(１) 土地を利用・管理する主体 

① 多様な農業従事者の確保 

・ 有機農業者、兼業・副業の農業者、趣味的な農業者など、多様な主体の参入を積極的に

進めることが中山間農地が生き残るための一番重要なポイント。（第５回・広田委員） 

・ 多様な利用を促進するためには、半農半Ｘ等の新たな農業従事者の参入の促進も必要。

（第２回・笠原委員） 

②多様な土地の利用・管理者の確保 

・ 中山間地域の農地の管理及び新たな利用の推進は、そこに暮らしていない非住民（地縁

者及び非地縁者）の継続的な参加を担保する仕組みが求められる。拡大コミュニティ（定

住者と非定住者でつくるコミュニティ）という考え方も仕組みの一つとして参考になる。

（第５回・広田委員） 

・ 集落外の土地所有者が増加すると、集落を維持するための土地管理ができなくなるため、

集落で土地を管理する仕組みや、人が共生するための社会的に有効な土地利用が必要であ

る。（第５回・小柳氏） 

(２) 土地利用転換に係る合意形成手法 

①合意形成を支援する人材の確保 

・ 地域の合意形成は容易ではないため、支援する人材が必要である。（第１回広田委員） 

・ 合意形成を図っていくためのコーディネーターの確保は必要だが、高いスキルが要求さ

れることも事実。（第２回・田口委員） 

②話合いの参加者 

・ 土地持ち非農家、地域住民、水利等で関係する下流域の方々などが話合いに参画する体

制が必要。（第２回・笠原委員） 

・ 現役世代だけでなく、若者世代が入り、農家・非農家の枠を超えた話合いが必要。（第２

回・高橋委員） 

③合意形成のプロセス 

・ 最終的には多様な主体の参画の下での合意形成が必要だが、小さい単位での意識付けは

必要。このため、話合いが必要な理由を最初に理解してもらうことに時間をかけるなど序

盤のプロセスを考えてもらいたい。（第２回・広田委員） 

・ 集落の「将来ビジョン」から話合いを始め、それを土地利用につなげていくという順序

が大切。（第５回・安藤委員） 
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３ 規制改革実施計画等における農山漁村の活性化を図るための土地利用に係る主な論点 

 

 〇 規制改革実施計画（令和２年７月 17日閣議決定） 

新たな食料・農業・農村基本計画（令和２年３月 31日閣議決定）に沿って農林水産省

が行う長期的な土地利用の在り方の検討と併せて、農業者が転用許可を受けずに設置でき

る農業用施設の面積（現行２ａ未満）の拡大や、農畜産物の加工・販売施設への拡大につ

いて検討を行い、必要な措置を講ずる。 

なお、上記措置については、営農や６次産業化のための加工・販売という施設の目的を

明確化し、目的外への施設の利用や周辺農地への支障が生ずることがないよう検討を行

い、必要な担保措置があれば講ずるものとする。 

 

〇 第 48 回国家戦略特別区域諮問会議、第２回規制改革推進会議 議長・座長会合（令和

２年 12月 21日） 配付資料（追加の規制改革事項等(案)） 

農山漁村地域に宿泊し、滞在中に豊かな地域資源を活用した食事や体験等を楽しむ「農

泊」を推進するため、地域再生法に基づく地域再生計画において農地転用許可の特例対象

となる地域農林水産業振興施設に、簡易宿泊施設が含まれることを明確化するための措置

を令和２年度内に講じ、速やかに周知する。また、多様な農地利用等のための施策につい

て、「農泊」等の農山漁村の活性化施策と併せて幅広く検討し、令和３年度内に結論を得

て、所要の措置を講ずる。 
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令和３年度農林水産関係予算概算決定について
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令和３年度農林水産関係予算の重点事項  

(農村振興局関係) 
 

注：各事項の（ ）の数値は、「臨時・特別の措置」を除いた令和２年度当初予算額 

      各事項の記述のうち、〇は当初予算、・は補正予算に関するもの  

 
１ 農業農村整備、農地集積・集約化、担い手確保・経営継承の推進 
 

～コロナを契機とした地方での事業・雇用の創出～  
 
⑴ 競争力強化・国土強靱化のための農業農村整備の計画的な推進 
 

農業農村整備事業関係予算は、 

当初（臨時・特別の措置を含まない）と補正を合わせて 

６，３００億円 

 

 【３年度当初】 【２年度３次補正】 

 

① 農業農村整備事業＜公共＞ 

 

〇農業の競争力強化や農村地域の国土強靱化を図るた

め、農地の大区画化・汎用化、農業水利施設の適切な

更新・長寿命化、防災重点農業用ため池対策の強化、

農業用ダムの洪水調節機能強化や田んぼダムの取組拡

大等を実施・支援 

○農村地域のインフラの持続性の確保と農村の活性化を

図るため、集落排水施設や農道の再編、強靱化、高度

化等の定住条件の整備を支援 

・農業用ダムの洪水調節機能の強化や市街地・集落を含

む農村地域の排水対策を図るため、農業水利施設の整

備を実施・支援 

・水田の貯留機能の向上を図るため、田んぼダム等に取

り組む地域で実施される農地の整備を実施・支援 

・激甚化・頻発化する豪雨災害等に対応して老朽化対策

や豪雨・地震対策を進めるため、施設の集約・再編を

含む農業水利施設等の補修・更新を実施・支援 

・防災重点農業用ため池の劣化状況評価、地震・豪雨耐

性評価、統廃合を含む防災工事を支援 

 

 

３，３３３億円 

（３,２６４億円） 

 

１，８５５億円 

② 農地耕作条件改善事業 

 

〇農地中間管理機構による担い手への農地の集積・集約

化、高収益作物への転換を推進するため、機構による

担い手への農地の集積・集約化が行われる地域等にお

いて、農業者の費用負担の軽減を図りつつ、農地の区

画拡大等を支援 

 

２４８億円 

（２５０億円） 

 

 

 【３年度当初】 【２年度３次補正】 

 

③ 農業水路等長寿命化・防災減災事業 

 

〇農業生産活動の基盤となる農業水利施設の機能を安定的

に発揮させるため、機動的・効率的な長寿命化・防災減

災対策を支援 

 

 

２５８億円 

（２５８億円） 

 

 

④ 農山漁村地域整備交付金＜公共＞ 

 

〇地方の裁量によって実施する農林水産業の基盤整備や農

山漁村の防災・減災対策に必要な交付金を交付 

 

 

８０７億円 

（９４３億円） 

 

 

 
 
⑵ 農地中間管理機構による農地集積・集約化と農業委員会による農地利用の最適化 
 
 【３年度当初】   【２年度３次補正】 

 

① 農地の大区画化・汎用化等の推進＜公共＞ 

 

〇農地中間管理機構が借り入れている農地につい

て、都道府県が、農業者からの申請によらず、

農業者の費用負担等を求めずに基盤整備事業を

実施すること等により、地域の特性に応じた農

地の大区画化・汎用化等を実施・支援 

・農地中間管理事業の重点実施区域等において、

担い手への農地集積・集約化を加速化してコメ

の生産コストの大幅な削減等を図るため、農地

の大区画や排水対策、水管理の省力化等の整備

を実施・支援 

 

（農業農村整備事業） 

３，３３３億円の内数 

（３，２６４億円の内数） 

 

１８８億円 

 

② 農地耕作条件改善事業（再掲） 

 

〇農地中間管理機構による担い手への農地の集

積・集約化、高収益作物への転換を推進するた

め、機構による担い手への農地の集積・集約化

が行われる地域等において、農業者の費用負担

の軽減を図りつつ、農地の区画拡大等を支援 

 

 

２４８億円 

（２５０億円） 
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２ 生産基盤の強化と経営所得安定対策の着実な実施 
 

～コロナ禍でも揺るがない生産基盤・セーフティネットの構築～ 
 
⑴ 畜産・酪農の生産基盤の強化         

    【３年度当初】 【２年度３次補正】 
① 畜産環境対策の推進・畜産バイオマス地産地消

対策＜一部公共＞ 

 

〇資源循環の促進等の酪農家による環境負荷の軽減

の取組、家畜排せつ物処理施設の機能の強化を支

援 

・増頭・増産に伴い増加する家畜排せつ物を活用し

た土づくりを進めるための高品質な堆肥の生産、

家畜排せつ物による水質汚濁・悪臭問題の解消の

ための施設・機械等の導入を支援 

・「グリーン社会」の実現に向けてエネルギーの地

産地消を推進するため、家畜排せつ物の有効活用

に資するバイオガスプラント等の導入を支援 

 

（環境負荷軽減型酪農経営支援事業） 

６０億円 
（６２億円） 

（農山漁村地域整備交付金） 

８０７億円の内数 
（９４３億円の内数） 

 

（畜産環境対策の推進・畜産バイオマス地産地消対策） 

２８億円 

（畜産クラスター事業） 

４８１億円の内数 

 

② 草地関連基盤整備＜公共＞ 

 

〇畜産経営規模の拡大や畜産主産地の形成に資する

飼料生産の基盤整備等を実施・支援 

・畜産クラスター計画を策定した地域での効率的な

飼料生産に資する草地整備を実施・支援 

 

 

 

（農業農村整備事業） 

３，３３３億円の内数 

（３，２６４億円の内数） 

 

６４億円 

 

⑵ 農業の持続性の確保に向けた生産基盤の強化   

【３年度当初】   【２年度３次補正】 

 ① 水田フル活用の推進 

 

〇水田農業での麦・大豆等の本作化への支援のほか、高収益

作物の導入・定着への計画的・一体的な支援等により、水

田フル活用を総合的に推進 

 

 

 

ア 水田農業の高収益化の推進＜一部公共＞ 

 

〇高収益作物の導入・定着を図るため、「水田農業

高収益化推進計画」に基づき、国、地方公共団体

等の関係部局が連携し、水田での高収益作物への

転換、水田の畑地化・汎用化のための基盤整備、

栽培技術や機械・施設の導入、販路の確保等の取

組を計画的・一体的に推進 

 

（水田活用の直接支払交付金） 

３，０５０億円の内数 

（野菜等の生産振興対策） 

１５０億円の内数 

（農業農村整備事業） 

３，３３３億円の内数 

（強い農業・担い手づくり総合支援交付金等） 

１６２億円の内数 

 

 

（水田の畑地化、畑地・樹園地の高機能化等の推進） 

４４８億円の内数 

（産地生産基盤パワーアップ事業） 

３４２億円の内数 

（スマート農業技術の開発・実証プロジェクト） 

６２億円の内数 

 

 

・高収益作物を中心とした営農体系への転換を促進

するため、排水改良等による水田の畑地化・汎用

化や、畑地かんがい施設の整備等による畑地・樹

園地の高機能化等の基盤整備を実施・支援 

 

（スマート農業総合推進対策事業） 

１４億円の内数 

イ 「麦・大豆増産プロジェクト」の推進 

 

・国産の麦・大豆への需要を捉えて国産シェアを拡

大するため、水田におけるほ場の団地化、農業機

械・技術の導入による生産体制の強化や基盤整備

による汎用化の推進、豊凶変動に対応した保管施

設の整備、商品の開発・マッチング等を支援 

 

（麦・大豆収益性・生産性向上プロジェクト） 

１億円 

（戦略作物生産拡大支援事業） 

１億円 

（強い農業・担い手づくり総合支援交付金等） 

１６２億円の内数 

（農地耕作条件改善事業） 

２４８億円の内数 

 

６０億円 

 

３ 農山漁村の活性化 
 

～コロナを契機とした都市部から地方への移住を促す環境の整備～ 
 
⑴ 日本型直接支払の実施 

 

 

 

【３年度当初】 【２年度３次補正】 

 

① 多面的機能支払交付金 

 

〇農業・農村の有する多面的機能が維持・発揮されるとと

もに地域全体で担い手を支えるため、農業者等で構成さ

れる活動組織が農地を農地として維持していくために行

う地域活動、地域住民を含む活動組織が行う地域資源の

質的向上を図る活動に交付金を交付 

 

４８７億円 

（４８７億円） 

 

 

② 中山間地域等直接支払交付金 

 

〇中山間地域等における農業生産条件の不利を補正するた

め、棚田地域を含む中山間地域等での農業生産活動を継

続して行う農業者等に交付金を交付 

 

 

２６１億円 

（２６１億円） 

 

⑵ 中山間地農業の所得向上を始めとした農山漁村の活性化 
 

 

① 中山間地農業ルネッサンス事業＜一部公共＞ 

 

〇棚田を含む傾斜地等の条件不利性や鳥獣被害の増加等の

中山間地農業の状況を踏まえつつ、地域の特色をいかし

た多様な取組を後押しするため、多様で豊かな農業と美

しく活力ある農山村の実現、地域コミュニティによる農

地等の地域資源の維持・継承に向けた取組、不測の事態

に備えた都市部と農村部の安定的な連携体制の構築に取

り組むモデル地区の創出等を総合的に支援 

 

４０６億円 

（４４２億円） 
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② 棚田・中山間地域対策＜一部公共＞ 

 

〇棚田地域を始めとする中山間地域における収益力向上を

図るため、農業生産を支える水路・ほ場等の基盤整備と

加工・販売施設等の整備とを一体的に支援 

・中山間地域の特色をいかした農業の展開のための計画の

策定と実践を、基盤整備等の関連事業と併せて総合的に

支援 

 

 （中山間地域農業農村総合整備事業） 

５７億円 

（５０億円） 

（農山漁村地域整備交付金） 

８０７億円の内数 

（９４３億円の内数） 

（中山間地域所得確保対策） 

１億円 

このほか 

関係中山間地域優先枠 

１９９億円 

 

③ 農山漁村振興交付金 

 

〇農山漁村における定住や都市と農山漁村の交流を促進す

るとともに、関係人口の創出・拡大を図るため、地域資

源を活用した計画策定や各種取組の実践を支援 

 

９８億円 

（９８億円） 

 

 

ア 農泊の推進 

 

〇農泊を実施するための体制整備、観光コンテンツの磨

き上げ、地域全体でのプログラム企画等の取組、ワー

ケーションの受け入れへの対応、食や景観を活用した

高付加価値コンテンツ開発、農家民宿や古民家等を活

用した滞在施設、農林漁業体験施設の整備等を一体的

に支援 

  

 

イ 農福・林福・水福連携の推進 

 

〇農林水産分野での障害者等の雇用・活躍の場を創出

し、農山漁村の維持・発展を図るため、農福連携に加

え、苗木生産や養殖施設といった林福連携・水福連携

に資する施設の整備、障害者の職場定着を支援する人

材の育成、作業手順のマニュアル化等を一体的に支援 

 

 

 

 

ウ 都市農業の多様な機能の発揮 

 

〇都市農業を振興するため、都市農業での生産体験や交

流の場の提供、災害時の避難地としての活用等につい

て、都市農地の貸借を伴う経営の拡大の取組を優先し

て支援 

  

 
エ 農山漁村の持続性確保を実現する次世代型コミュニ

ティビジネスの展開 

 

〇人口密度の低い農山漁村における生業・暮らしを持続

的に支えていくため、農林漁業の振興と併せて、買い

物・子育て等の地域のコミュニティの維持に資するサ

ービスの提供や、地域内外の若者等の呼び込みを行う

事業体の形成に向けた計画策定、施設整備等を支援 

  

 

オ 農業・農村の情報通信環境の整備 

 

〇農業・農村のインフラの管理の省力化・高度化、地域

活性化、スマート農業の実装を促進するため、情報通

信環境の整備を支援 

 

  

 

カ 荒廃化のおそれのある農地の低コストでの維持・管

理、不測の事態に備えた生産の実証 

 

〇荒廃化のおそれのある農地の低コストでの維持・管

理、不測の事態に備えた生産・供給の実証等を行うモ

デル地区の創出を支援 

 

 

 

 【３年度当初】 【２年度３次補正】 

  
➃ 鳥獣被害防止対策とジビエ利活用の推進 

 

〇農作物被害のみならず農山漁村の生活に大きな影響を与

える鳥獣被害の防止に向け、捕獲者のサポート体制の構

築、捕獲頭数の増加に応じた支援の導入等により捕獲活

動を抜本的に強化するほか、林業関係者によるシカの捕

獲効率向上対策等を実施 

 

〇地域資源を有効に活用したジビエ利活用の拡大に向け、

捕獲者や処理加工施設の人材の育成、処理加工施設の整

備、プロモーション等による需要拡大の取組を支援 

 

・中山間地域等での農作物の被害の低減を図るため、鳥獣 

の侵入防止柵の整備、効率的・効果的な捕獲に向けた生

息調査の実施、現場での実践的な捕獲者育成研修の実施

等を支援 

・捕獲活動の強化に伴うジビエへの利活用を促進するた

め、ジビエ処理加工施設と流通業者の連携による販売促

進等を支援 

 

 

（鳥獣被害防止総合対策交付金等） 

１２２億円 

（１０２億円） 

うち多面的機能支払交付金中 

６億円 

うち中山間地域等直接支払交付金中 

５億円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（所要額） 

３９億円 

 

➄ 特殊自然災害対策施設緊急整備事業 

 

〇火山の降灰等の被害に対応するため、洗浄用機械・施設

等の整備、これと一体的に行う用水確保対策等を支援 

 

 

３億円 

（３億円） 

 

 
 
 
 
 
 

186



 

 
４ 防災・減災、国土強靱化と災害復旧の推進 
 

～激甚化する災害にも負けない生産基盤の整備～ 
 

⑴ 防災・減災、国土強靱化の推進          【３年度当初】 【２年度３次補正】 

 

① 農業水利施設、ため池等の対策＜公共＞ 

 

・農業用ダムの洪水調節機能の強化や市街地・集落を含む

農村地域の排水対策を図るため、農業水利施設の整備を

実施・支援 

・水田の貯留機能の向上を図るため、田んぼダム等に取り

組む地域で実施される農地の整備を実施・支援 

・激甚化・頻発化する豪雨災害等に対応して老朽化対策や

豪雨・地震対策を進めるため、施設の集約・再編を含む

農業水利施設等の補修・更新を実施・支援 

・防災重点農業用ため池の劣化状況評価、地震・豪雨耐性

評価、統廃合工事を含む防災工事を支援 

 

 

 

 

１，１５５億円 

② 海岸堤防等の対策＜公共＞ 

 

・南海トラフ地震等の大規模地震が想定される地域での堤防の

嵩上げ、補強等による津波・高潮対策や、老朽化が進行した

海岸保全施設の改修等を実施 

 

  

１億円 

 

⑵ 災害からの復旧・復興               【３年度当初】  【２年度３次補正】 
 

① 災害復旧等事業＜公共＞ 

 

〇地震・豪雨等により被災した農地・農業用施設、治山施設、

林道施設、漁港施設等の復旧等を実施・支援 

・令和２年７月豪雨等により被災した農地・農業用施設、治山

施設、林道施設、漁港施設等の速やかな復旧等を実施・支援 

 

８４億円 

（８３億円） 

 

１，０１７億円 
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＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞

１．農業の成長産業化に向けた農業生産基盤整備
（農業競争力強化対策）

担い手への農地集積や農業の高付加価値化を図るため、農地
中間管理機構との連携等により、農地の大区画化や汎用化・畑
地化、畑地かんがい施設の整備等を推進します。また、水利用の
高度化や水管理の省力化を図るため、パイプライン化やICTの
導入等により、新たな農業水利システムの構築を推進します。

２．農業水利施設の戦略的な保全管理、防災・減災対策
（国土強靱化対策）

農業水利施設の更新・長寿命化・耐震化、農地の湛水防止
対策、ため池の防災・減災対策、農業用ダムの洪水調節機能
強化等を推進します。

３．農村整備（田園回帰・農村定住促進）
農村に人が安心して住み続けられる条件を整備するため、集落
排水施設や農道等の整備を推進します。

既に標準耐用年数
を超過した施設
5.0兆円

（全体の26％）

さらに今後10年のうちに
標準耐用年数を超過する

施設を加えると
7.8兆円（全体の40％）

全体
19.3兆円

農業農村整備事業＜公共＞

＜対策のポイント＞
農業の競争力強化のための農地の大区画化や汎用化・畑地化、新たな農業水利システムの構築、国土強靱化のための農業水利施設の適切な更新・長
寿命化、ため池の防災・減災対策や農業用ダムの洪水調節機能強化、集落排水や農道等の生活インフラの整備等を推進します。

＜事業目標＞
○ 担い手が利用する面積が全農地面積の８割となるよう農地集積を推進［令和５年度まで］
○ 基盤整備完了区域（水田）における作付面積（主食用米を除く）に占める高収益作物の割合の増加
○ 機能保全計画に基づく適時適切な更新等を通じ、安定的な用水供給と良好な排水条件を確保
○ 農地及び周辺地域の湛水被害等の防止

＜事業の流れ＞

国

都道府県

都道府県

市町村等

1/2等

1/2等

［お問い合わせ先］農村振興局設計課（03-3502-8695）

農業の成長産業化に向けた農業生産基盤整備
農業水利施設の
戦略的な保全管理

農業・農村の強靱化に
向けた防災・減災対策

⚫農地整備を通じた農地集積・集約化の例

農業競争力強化対策

⚫汎用化の例

農家数 戸当たり規模

３６３戸 ０．６ｈａ／戸

：自家消費希望者

凡 例

Ａ経営体 55ha

Ｂ経営体 83ha

Ｃ経営体 43ha

自家消費農家 51ha

農家数 戸当たり規模

３６３戸 ０．６ｈａ／戸

：集落営農参加合意者

：自家消費希望者

計画現況

⚫大区画化の例

事業実施前 事業実施後 汎用化水田でのレタスの栽培

水管理のICT化

土地改良区による管理 大規模・少数の
担い手による管理

自動ゲート化

⚫新たな農業水利システム（イメージ）

分水
施設

取水
施設

水位･水温の確認
用排水の遠隔操作

面的集積

田 大
豆

麦

調整
施設

自動給水栓

水路のﾊﾟｲﾌﾟﾗｲﾝ化

中央管理所

⚫ため池の整備

⚫施設の耐震化

耐震化後の頭首工堰柱

農業水利施設の
戦略的な保全管理

農業・農村の強靱化に
向けた防災・減災対策

国土強靱化対策

堰柱を拡幅

耐震化前の頭首工堰柱

改修後の堤体

改修前の堤体

⚫基幹的農業水利施設の
標準耐用年数の超過状況

⚫農業水利施設補修による
長寿命化対策

水路の機能診断

補修

注）受益面積100ha以上の農業水利施設の
資産価値（再建設費ベース）

【令和３年度予算概算決定額 333,256（326,436）百万円】
（令和２年度第３次補正予算額 185,519百万円）

※ 事業の一部は、直轄で実施（国費率2/3等）
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農地耕作条件改善事業

【令和３年度予算概算決定額 24,790（24,990）百万円】

＜対策のポイント＞
農地中間管理事業の重点実施区域等において、地域の多様なニーズに応じたきめ細かな耕作条件の改善を機動的に実施し、農地中間管理機構による担

い手への農地集積の推進、高収益作物への転換、麦・大豆の増産、営農定着に必要な取組を支援します。

＜事業目標＞
担い手が利用する面積が全農地面積の８割となるよう農地集積を推進［令和５年度まで］

＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞

１．地域内農地集積型

畦畔除去による区画拡大や暗渠排水等の

きめ細かな耕作条件の改善を機動的に支援します。

２．高収益作物転換型

基盤整備を機動的に進めるとともに、輪作体系の検討や

実証展示ほ場の運営、高収益作物への転換に向けた

計画策定から営農定着に必要な取組をハードとソフト

を組み合わせて支援します。

３．未来型産地形成推進条件整備型

水田転換や既存産地の改良とともに、省力技術・作業機械等を面的に導入し、労働生産性を抜本的に高めた

モデル産地を形成する取組を支援します。また、果樹については、早期成園化等の取組を併せて支援します。

４．スマート農業導入推進型

基盤整備と一体的に行うGNSS(全球測位衛星システム)基地局の設置等のスマート農業の導入について支

援します。

※ １と２の型では、リタイア農家が所有する農地等を機構を介して担い手に円滑に集約できるよう、機構集積協力金交

付事業の農地整備・集約協力金により、農業者負担の軽減を図ることが可能です（整備費の最大12.5％）。

＜事業の流れ＞

国
全国団体

1/2、定額 等

［お問い合わせ先］農村振興局農地資源課（03-6744-2208）
生産局園芸作物課 （03-3502-5957）

検討会 技術研修会

畦畔除去 土層改良暗渠排水

きめ細かな耕作条件改善の支援

高収益作物への転換に向けた取組支援

スマート農業導入の支援

労働生産性を抜本的に高めたモデル産地形成

GNSS基地局設置 自動操舵システム導入

省力樹形導入（りんご
の超高密植栽培）

作業機械導入
（スピードスプレーヤー）

①事業対象地域：農振農用地のうち農地中間管理事業の重点実施区域等
※ ２～４の事業はこれに加え、実質化された人・農地プランの対象区域等も対象とする。

②総事業費200万円以上、③農業者数２者以上、④スマート農業導入推進計画を策定（４の事業）等

【実施要件】

都道府県

都道府県

市町村等

農業者の組織
する団体等

1/2、定額 等

定額

1/2、定額

1/2、定額

［麦大豆増産プロジェクト関連］

疎水材投入機器 弾丸暗渠機器

園芸作物・畑作物を作付する農地の排水改
良・除礫等のための共同利用機器導入を支援

除礫機器
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農業水路等長寿命化・防災減災事業

【令和３年度予算概算決定額 25,813（25,813）百万円】

＜対策のポイント＞
農業の持続的な発展を後押しするため、農業水利施設の機能の安定的な発揮に必要な機動的かつ効率的な長寿命化対策及び防災減災対策を、早期

に効果が発現する地区を対象にきめ細かく実施します。

＜事業目標＞
○ 機能保全計画に基づく適時適切な更新等を通じ、安定的な用水供給と良好な排水条件を確保
○ 農地及び周辺地域の湛水被害等の防止

＜事業の流れ＞

国

都道府県

都道府県

市町村等

1/2、定額等 ［お問い合わせ先］農村振興局水資源課 （03-3502-6246）
防災課 （03-6744-2210）
設計課 （03-6744-2201）
地域整備課（03-6744-2209）

ため池の保全・避難対策

ため池の廃止

施設情報整備・共有化対策

漏水防止のための整備

老朽化した施設の機能診断

洪水を安全に流下

堤体を開削

ため池の現地パトロール

ため池の整備

施設情報等の地理情報システム化

機動的な防災減災対策きめ細やかな長寿命化対策

【実施要件】 １、２の対策：総事業費200万円以上、受益者数２者以上、
工事期間３年（ため池の場合は５年以内）以内 等

【実施区域】 農振農用地、生産緑地 等

1/2、定額等

※ 事業実施年度での採択申請が可能（複数回受付）

＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞

１．きめ細やかな長寿命化対策

① 機能診断・機能保全計画に基づいた補修や更新、分水ゲートの自動化、パイプライン化、水
管理のICT化、自動給水栓の導入などによる水管理・維持管理の省力化を支援します。

② ハード対策を行うための機能診断・機能保全計画の策定等を支援します。

２．機動的な防災減災対策

① 災害の未然防止に必要な施設整備、リスク管理のための観測機器の設置、ため池の廃止等
の防災減災を支援します。（ため池廃止の定額助成限度額を引き上げ）

② ハード対策を行うための耐震性点検・調査等を支援します。
③ 浄化槽法により単独処理浄化槽を廃止し農業集落排水管路へ接続する経費を支援します。

３．ため池の保全・避難対策

ハザードマップの作成、監視・管理に必要な研修の開催、管理者への指導・助言等の経費を
支援します。

※ ため池工事特措法期間内は２、３のため池対策を定額支援。

４．施設情報整備・共有化対策

農業水利施設情報等の地理情報システム化を支援します。
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農山漁村地域整備交付金＜公共＞

＜対策のポイント＞
地方の裁量によって実施する農林水産業の基盤整備や農山漁村の防災・減災対策を支援します。

＜事業目標＞
○ 担い手が利用する面積が全農地面積の８割となるよう農地集積を推進［令和５年度まで］
○ 木材供給が可能となる育成林の資源量が20.7億m3に増加するよう林道等の路網整備を推進［令和５年度まで］
○ 大規模地震が想定されている地域等において海岸堤防等の整備を推進

＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞

１．都道府県又は市町村は、地域の実情に応じて農山漁村地域整備の目
標等を記載した農山漁村地域整備計画を策定し、これに基づき事業を実
施します。

２．農業農村、森林、水産の各分野において、農山漁村地域の生産現場
の強化や防災力の向上のための事業を選択して実施することができます。
① 農業農村分野：農地整備、農業用用排水施設整備、

海岸保全施設整備等
② 森 林 分 野：予防治山、路網整備等
③ 水 産 分 野：漁港漁場整備、漁村環境整備、

海岸保全施設整備等

３．都道府県又は市町村は、自らの裁量により地区ごとに配分できます。
また、都道府県の裁量で地区間の融通が可能です。

＜事業の流れ＞

国

都道府県

都道府県、市町村

市町村等

交付

交付交付（1/2等）

［お問い合わせ先］
（農業農村分野に関すること）農村振興局地域整備課（03-6744-2200）
（森林分野に関すること） 林野庁計画課 （03-3501-3842）
（水産分野に関すること） 水産庁防災漁村課 （03-6744-2392）

交付金を活用した事業の実施例

【農業農村基盤整備】 【水産基盤整備】

【海岸保全施設整備】【森林基盤整備】

ほ場整備による農業生産性の向
上と秩序ある土地利用の推進

老朽化した用水路の整備・更新

津波・高潮対策としての水門整備津波、高潮による被害を未然に
防ぐため海岸堤防の整備を推進

漁村における津波避難対策
（避難地、避難路の整備）

漁業作業の効率化と安全対策の
ための漁港整備（岸壁改良）

林道等の整備により効率的な
間伐材等の搬出を実現

治山施設による山地災害の未然
防止

【令和３年度予算概算決定額 80,725（94,275）百万円】
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【令和３年度予算概算決定額 77,202（77,203）百万円】

＜対策のポイント＞
農業・農村の多面的機能の維持・発揮を図るため、地域の共同活動、中山間地域等における農業生産活動、自然環境の保全に資する農業生産活動を

支援します。

＜政策目標＞
地域の共同活動、中山間地域等における農業生産活動、自然環境の保全に資する農業生産活動による農業・農村の多面的機能の維持・発揮

＜事業の全体像＞

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、規模

拡大を後押し

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
支援対象

• 農地法面の草刈り、水路の泥上げ、農道の路面
維持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、
地域資源の保全管理に関する構想の策定 等

支援対象

• 水路、農道、ため池の軽微な補修
• 景観形成や生態系保全などの農村環境保全活動
• 施設の長寿命化のための活動 等

中山間地域等直接支払 26,100（26,100）百万円

中山間地域等において、農業生産条件の
不利を補正することにより、将来に向けて農
業生産活動を維持するための活動を支援

環境保全型農業直接支払 2,450（2,451）百万円
自然環境の保全に資する農業生産活動の実施に伴う追加的コスト
を支援

農地法面の草刈り

水路の泥上げ

水路のひび割れ補修

中山間地域
（山口県長門市）

多面的機能支払 48,652（48,652）百万円

カバークロップ有機農業 堆肥の施用

○ 農業・農村は、国土保全等の多面的機能を有しており、その利益は広く国民全体が享受していますが、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が生じつつあります。また、地域の共同活動の困難化に伴い、担い手への水路、農道等の地域資源の維持管理の
負担が増大し、担い手による規模拡大が阻害されることが懸念される状況にあります。

○ このため、｢農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律｣に基づき、農業・農村の多面的機能の発揮のための地域活動や営農の継続等に対して支援を行
い、多面的機能が今後とも適切に発揮されるようにするとともに、担い手の育成等構造改革を後押ししていく必要があります。

日本型直接支払

ため池の外来種駆除
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日本型直接支払のうち

多面的機能支払交付金
【令和３年度予算概算決定額 48,652 （48,652）百万円】

＜対策のポイント＞
地域共同で行う、多面的機能を支える活動や、地域資源（農地、水路、農道等）の質的向上を図る活動を支援します。

＜事業目標＞
○ 農地・農業用水等の保全管理に係る地域の共同活動への多様な人材の参画率の向上
○ 農地・農業用水等の保全管理に係る地域の共同活動により広域的に保全管理される農地面積の割合の向上

＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞

交付単価

［５年間以上実施した地区は、➋に75％単価を適用］

※１：➋、❸の資源向上支払は、➊の農地維持支払と併せて取り組むことが必要
※２：➊､➋と併せて❸の長寿命化に取り組む場合は､➋に75％単価を適用
※３：❸の長寿命化において、直営施工を行わない等の場合は、5/6単価を適用

都府県 北海道

❶農地維持支払 ❷資源向上支払
(共同)

❸資源向上支払
(長寿命化)

❶農地維持支払 ❷資源向上支払
(共同)

❸資源向上支払
(長寿命化)

田 3,000 2,400 4,400 2,300 1,920 3,400

畑 2,000 1,440 2,000 1,000 480 600

草地 250 240 400 130 120 400

※1,2,3 ※1,2,3※1 ※1

（円/10a）

定額
市町村都道府県

定額 定額

農業者等

＜事業の流れ＞

国

実 施 主 体：農業者等で構成される組織（ ➊及び❸は農業者のみで構成する組織でも取組可能 ）
対象農用地：農振農用地及び多面的機能の発揮の観点から都道府県知事が定める農用地

農地維持支払

・農地法面の草刈り、水路の泥上げ、農道の路面維持
等

・農村の構造変化に対応した体制の拡充・強化、地域
資源の保全管理に関する構想の策定 等

資源向上支払

・水路、農道、ため池の軽微な補修、景観形成や生
態系保全などの農村環境保全活動 等

・老朽化が進む水路、農道などの長寿命化のための
補修 等

水路の泥上げ農地法面の草刈り 農道の路面維持 水路のひび割れ補修 農道の窪みの補修 ため池の外来種駆除

［お問い合わせ先］農村振興局農地資源課（03-6744-2197）

項目 都府県 北海道

多面的機能の更なる増進
多面的機能の増進を図る活動の取組数を新たに１つ以上増加させる場合等
※「鳥獣被害防止対策及び環境改善活動の強化」の中で「鳥獣緩衝帯の
整備・保全管理」も対応可

田 400 320

畑 240 80

農村協働力の深化
上記の支援を受けた上で、構成員のうち非農業者等が４割以上を占め、かつ実践
活動に構成員の８割（役員に女性が２名以上参画している場合は６割）以上
が毎年度参加する場合

草地 40 20

水田の雨水貯留機能の強
化（田んぼダム）の推進

資源向上支払（共同）の交付を受ける田面積の１/２以上で取り組む場合 田 400 320

小規模集落支援
既存活動組織が、地域資源の保全管理が困難な小規模集落を取り込み、集落
間連携により保全管理を行う取組を支援

田 1,000 700

畑 600 300

草地 80 40

（円/10a）

項目 都府県 北海道 交付金（定額）

広域化への支援
広域活動組織の面積規模等に応じ
た交付額

３集落以上または50ha以上 ３集落以上または1,500ha以上 ４万円/年・組織

200ha以上 3,000ha以上 ８万円/年・組織

1,000ha以上 15,000ha以上 16万円/年・組織

【加算措置】

２．多面的機能支払推進交付金 1,602（1,602）百万円

都道府県、市町村等による事業の推進を支援します。

１．多面的機能支払交付金 47,050 （47,050）百万円

① 農地維持支払

地域資源の基礎的保全活動等の多面的機能を支える共
同活動を支援します。

② 資源向上支払

地域資源の質的向上を図る共同活動、施設の長寿命化
のための活動を支援します。
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日本型直接支払のうち

中山間地域等直接支払交付金
【令和３年度予算概算決定額 26,100（26,100）百万円】

＜対策のポイント＞
中山間地域等において、農業生産条件の不利を補正することにより、将来に向けて農業生産活動を維持するための活動を支援します。

＜事業目標＞
耕作放棄を防止し、中山間地域等の農用地7.5万haの減少を防止［令和６年度まで］

＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞

１．中山間地域等直接支払交付金 25,900（25,900）百万円
第５期対策（令和２～６年度）のポイント
① 対象地域に棚田地域振興法の指定棚田地域（保全を図る棚田等に限る）を
追加

② ６～10年後を見据えた集落の将来像の明確化を促進するため、体制整備単価
要件を「集落戦略の作成」に一本化

③ 農業生産活動の継続に向けた前向きな取組への支援を強化するため、集落協定
の広域化や集落機能の強化、農業生産性の向上等の加算措置を新設・拡充

④ 農業者等が安心して取り組めるよう交付金返還措置の見直し 等

２．中山間地域等直接支払推進交付金 200（200）百万円
制度の適正かつ円滑な実施に向けた都道府県、市町村等の推進体制を強化します。

「農業生産活動等を継続するための活動」のみを行う場合は交付単価の８割（基礎単価）、

これに加えて「集落戦略の作成」を行う場合は交付単価の10割を交付（体制整備単価）

国 市町村都道府県

定額 定額

農業者等

定額

＜事業の流れ＞

10m

0.5m

田：急傾斜
（傾斜：1/20）

21,000円/10a

地目 区分
交付単価

（円/10a）

田
急傾斜（1/20～） 21,000

緩傾斜（1/100～） 8,000

畑
急傾斜（15度～） 11,500

緩傾斜（８度～） 3,500

畑：急傾斜
（傾斜：15度）

11,500円/10a

2.7m

10m

【主な交付単価】

【対象地域】 中山間地域等
（地域振興８法と棚田法等指定地域及び知事が定める特認地域）

【対 象 者】 集落協定又は個別協定に基づき５年以上継続して耕作を行う農業者等

【加算措置】

加算項目（取組目標の設定・達成が必要） 10a当たり単価

棚田地域振興活動加算

棚田地域振興法に基づく認定棚田地域振興活動計画の対象棚田
等（田1/20以上、畑15度以上）の保全と地域の振興を支援
〔超急傾斜農地保全管理加算、集落機能強化加算、生産性向上加算との重複は不可〕

10,000円
（田・畑）

超急傾斜農地保全管理加算

超急傾斜農地（田1/10以上、畑20度以上）の保全や有効活用
を支援

6,000円
（田・畑）

集落協定広域化加算 【上限額：200万円/年】

広域で集落協定を締結し、将来の集落維持に向けた活動を支援

3,000円
(地目にかかわらず)

集落機能強化加算 【上限額：200万円/年】

新たな人材の確保、営農以外の組織との連携体制の構築等の取組を
支援

生産性向上加算 【上限額：200万円/年】

農地の集積・集約や所得向上、省力化技術の導入等の取組を支援

① 農業生産活動等を継続するための活動（耕作放棄の発生防止、水路・農道の管理活動等）

② 農業生産活動等の体制整備のための取組（集落戦略の作成）

【集落協定等に基づく活動】

［お問い合わせ先］農村振興局地域振興課（03-3501-8359）
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中山間地農業ルネッサンス事業＜一部公共＞
【令和３年度予算概算決定額 40,602（44,200）百万円】

＜対策のポイント＞
中山間地において、清らかな水、冷涼な気候、棚田の景観等の中山間地の特色をいかした多様な取組に対し、各種支援事業における優先枠の設定や支
援の強化等により後押しすることで、中山間地農業を元気にします。

＜政策目標＞
中山間地域の特色を活かした営農と所得の確保に取り組み、事業目標を達成した地区の創出（350地区［令和７年度まで］）

＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞
本事業の取組に係る国の指針に即して、複数の市町村単位等で中山間地農

業の振興を図る地域別農業振興計画を都道府県が策定し、この計画に基づき支
援事業の優先採択等を行います。

１．中山間地農業推進対策
① 地域の所得向上に向けた計画を深化させる取組等の支援と、棚田保全活動

や複合経営の実践等の推進をモデル支援するほか、都市部と農村部の連携
強化・持続化に向けた取組等を支援します。（中山間地農業ルネッサンス推
進事業）

② 特色ある農業者や農村の課題を解決するための、地元密着型の支援体制を
整備・強化します。（地域密着型農業者等サポート体制強化事業）

２．多様で豊かな農業と美しく活力ある農山村の実現に向けた支援
中山間地域の特色をいかした農業や、観光、福祉、教育等と連携した都市農

村交流や農村への移住・定住に向けた取組を推進します。

３．地域コミュニティによる農地等の地域資源の維持・継承
地域の共同活動を支援する多面的機能支払交付金等による取組を推進し、

兼業農家も含めた小規模な農業者も地域の重要な一員として支援します。

＜事業の流れ＞

国
都道府県

都道府県

市町村・地域協議会

定額

定額定額

（１の事業）

［お問い合わせ先］農村振興局地域振興課（03-3501-8359）

中山間地農業推進対策
○ 計画策定・体制整備等を支援する中山間地農業ルネッサンス推進事業

元気な地域創出モデル事業：具体的な取組を後押しし、優良事例の創出を加速
地域レジリエンス強化事業：都市部と農村部の連携強化・持続化を支援

○ 中山間地域の農業者の様々な課題を支援する地域密着型農業者等サポート体制強化事業

※ ２、３の事業の流れは事業ごとに異なります。

地域を下支え

[連携事業] 農山漁村振興交付金 （山村活性化対策）

・ 強い農業・担い手づくり総合支援交付金のうち産地基幹施設等支援タイプ
・ 機構集積協力金交付事業のうち地域集積協力金交付事業
・ 農業農村整備関係事業
・ 農業経営法人化支援総合事業のうち農業経営法人化支援事業
・ 持続的生産強化対策事業のうち果樹支援対策（未来型果樹農業等推進条件整備事業）
・ 持続的生産強化対策事業のうち茶・薬用作物等支援対策
・ 食料産業・６次産業化交付金のうち

６次産業化施設整備事業、バイオマス利活用高度化施設整備事業
・ 農山漁村振興交付金（農山漁村活性化整備対策等）

多様で豊かな農業と美しく活力ある農山村の実現に向けた支援

[支援事業]
優先枠

優遇措置

・ 多面的機能支払交付金
・ 環境保全型農業直接支払交付金
・ 鳥獣被害防止総合対策交付金のうち整備事業
・ 畜産生産力・生産体制強化対策事業のうち国産飼料資源生産利用拡大対策

（肉用牛・酪農基盤強化対策（放牧活用型））
・ 森林・山村多面的機能発揮対策交付金

地域コミュニティによる農地等の地域資源の維持・継承

[支援事業]
優先枠

優遇措置

[連携事業] 中山間地域等直接支払交付金
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＜事業の全体像＞

１． 農山漁村地域での取組への支援

① 地域活性化対策
地域活性化のための活動計画づくりやコミュニティ維持の取組等を支援します。

② 中山間地農業推進対策
中山間地域での収益力向上に向けた取組やモデル構築を支援します。

③ 山村活性化対策
振興山村での地域資源を用いた地域経済の活性化の取組を支援します。

④ 最適土地利用対策
農地の粗放的利用によるモデル的な取組等を支援します。

⑤ 農泊推進対策
観光コンテンツ開発や滞在施設等の整備、国内外へのPR等を支援します。

⑥ 農福連携対策
農林水福連携の推進に向け、障害者等に配慮した施設整備等を支援します。

⑦ 農山漁村活性化整備対策
地方公共団体策定の活性化計画に基づき行う施設整備を支援します。

⑧ 情報通信環境整備対策
インフラ管理や地域活性化等に必要な情報通信環境の整備を支援します。

２． 都市部での取組への支援

① 都市農業機能発揮対策
都市農業への関心の喚起や多様な機能の発揮に資する取組を支援します。

農山漁村振興交付金

【令和３年度予算概算決定額 9,805（9,805）百万円】

＜対策のポイント＞
地域の創意工夫による活動の計画づくりから農業者等を含む地域住民の就業の場の確保、農山漁村における所得の向上や雇用の増大に結びつける取組

を取組の発展段階に応じて総合的に支援し、農林水産業に関わる地域のコミュニティの維持と農山漁村の活性化及び自立化を後押しします。

＜政策目標＞
都市と農山漁村の交流人口の増加（1,540万人［令和７年度まで］） 等

都市農業
機能発揮対策

地域活性化対策

地域住民による計画づくり

ソフト

ソフト

都 市 部

コミュニティでの合意形成段階から実行段階までそれぞれの発展段階に応じた対策を実施

スタートアップ 取組の具体化・実行 ハードの充実

農産物直売施設

農 村 部 情
報
発
信

交

流

就
農

移
住

農山漁村活性化
整備対策

ハード

+

集出荷･貯蔵･加工施設

ハウス

都市農地貸借による担い手づくり
への支援

都市農業の持つ多様な機能

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
維
持

農
山
漁
村
の
活
性
化
・
自
立
化

［お問い合わせ先］（１①の事業） 農村振興局農村計画課 （03-6744-2203）
（１②③④の事業） 地域振興課 （03-3502-6286）
（１⑤⑥、２①の事業） 都市農村交流課（03-3502-5946）
（１⑦⑧の事業） 地域整備課 （03-3501-0814）

情報通信環境
整備対策

ハード

通信施設

＜事業の流れ＞

国
地域協議会等

地方公共団体

定額、1/2等

（１①②③⑤⑥、２①の事業）

農林漁業者の
組織する団体等交付 定額、1/2等

（１②④⑦⑧の事業）

山村活性化
対策

ソフト

具
体
的
な
エ
リ
ア
（
中
山
間
地
域
な
ど
）

中山間地農業
推進対策

ソフト
高収益作物導入の実証

地域産品の加工・商品化

ソフト ハード

ソフト ハード

農泊推進対策

農福連携対策

人材育成研修

具
体
的
な
ツ
ー
ル
（
ヒ
ト
・
コ
ト
・
モ
ノ
）

農家民宿

最適土地利用
対策

ソフト ハード
農地の粗放的利用

※下線部は拡充内容
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＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞

農山漁村振興交付金のうち
地域活性化対策 【令和３年度予算概算決定額 9,805（9,805）百万円の内数】
＜対策のポイント＞
農山漁村の自立及び維持発展に向けて、地域住民が生き生きと暮らしていける環境の創出を行うためのきっかけをつくり、農山漁村について広く知ってもらうこと
を目的として、農山漁村の活性化を推進します。

＜事業目標＞
○地域課題の抽出や、課題解決のための活動計画の策定・実証を行う地域の創出（100地域［令和６年度まで］）

＜事業の流れ＞

１．活動計画策定事業
○ 農山漁村が持つ豊かな地域資源を活用した地域の創意工夫
による地域活性化のための活動計画策定をアドバイザーを活
用したワークショップの開催等により支援します。

○ 活動計画に掲げられた取組を実施するための体制構築、実
証活動及び専門的スキルの活用等を支援します。

国

定額

地域の活動計画の策定
（ワークショップの開催）

体制構築及び実証活動
（高齢者の移動確保）

[お問い合わせ先]
（１、２、３、４の事業） む ら
（４の事業のうちディスカバー農山漁村の宝）
（４の事業のうち農業遺産）

農村振興局農村計画課
農村振興局都市農村交流課
農村振興局鳥獣対策・農村環境課

（03-6744-2203）
（03-3502-6002）
（03-6744-0250）

１．活動計画策定事業
○ 事業実施主体 市町村を構成員に含む地域協議会
○ 事業期間 ３年間
○ 交付率 定額
（上限:１年目500万円、２年目250万円等）
※条件不利地においては、交付期間の延長・上限額の加算措置あり
専門的スキルを活用する場合には、交付期間の延長・上限額の加算措置あり

定額、 1/2

NPO法人・
民間団体等

市町村を構成員に
含む地域協議会 （１、２の事業）

（３、４の事業）

３．人材発掘事業
○ 農山漁村において、就職氷河期世代を含む潜在的就農希望
者を対象に農林水産業の体験研修を行うとともに、地域における
様々な社会活動にも参加し、農山漁村への理解を深めることによ
り、農山漁村に関心を持つ人材を発掘する取組を支援します。

農作業体験 農山漁村への理解を深めるため、地域活動に参加

３．人材発掘事業
○ 事業実施主体 NPO法人、民間企業等
○ 事業期間 １年間
○ 交付率 定額（上限:5,000万円）

※下線部は拡充内容

２．農山漁村地域づくり事業体形成支援事業
○ 農山漁村における生業・暮らしを収益性のある事業により持
続的に支えていくため、農林漁業の振興とともに、それを支える
買い物・子育て・文化・集い等による地域のコミュニティの維持
に資するサービスの提供や地域内外の若者等の呼び込みを
行う事業体の形成等を支援します。

２．農山漁村地域づくり事業体形成支援事業
○ 事業実施主体 市町村を構成員に含む地域協議会
○ 事業期間 ３年間
○ 交付率 定額、1/2（上限：500万円）

子どもの預かりサービス 事業体の形成と法人化合意形成、計画づくり

４．農山漁村情報発信事業
○ 農山漁村のポテンシャルを引き出して地域の活性化や所得向
上に取り組んでいる優良な事例、世界農業遺産及び日本農
業遺産、農山漁村で新事業を発掘する取組について、情報発
信を通じて、認知度向上又は他地域への横展開を図る取組に
対して支援します。

４．農山漁村情報発信事業
○ 事業実施主体 NPO法人、民間企業等
○ 事業期間 １年間
○ 交付率 定額

WebサイトやSNSで
優良事例の情報を発信

Webサイト運用やイベント開催で
新たな事業の情報を発信

商品価値の向上を通じた
認知度向上
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＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞
１．農山漁村地域づくり事業体形成支援事業
① 地域運営計画策定及び事業体の形成に向けたワークショップの開催、アドバイ
ザーによる助言等を支援します。
② 地域運営計画に掲げられた農林漁業の振興、地域コミュニティの維持及び地
域内外の若者等の呼び込みに資する活動の実践を支援します。
③ 地域運営計画に掲げられた活動を実践する農山漁村地域づくり事業体の形成
を支援します。
④ 農山漁村地域づくり事業体の活動に必要な施設の整備を支援します。

２．申請要件
① 農林漁業の振興、地域コミュニティの維持及び地域内外の若者等の呼び込みの
全てに資する活動を含み、活動全体として収益性が見込まれること（各世帯の出
資等による継続的サポートが得られる場合には、これらも含めて収益性を判断）。
② 農山漁村地域づくり事業体について、事業実施期間中に法人化を図ること。
③ 農山漁村地域づくり事業体がU・Iターンなどの地域外の人材を含む若者を雇用
すること。

・安心して農山漁村で働き、生活することができる受け皿の形成
・地域内外の若者等を呼び込む体制の整備

農山漁村振興交付金のうち
低密度な農山漁村の持続性確保を実現する次世代型コミュニティビジネスの展開

【令和３年度予算概算決定額 9,805（9,805）百万円の内数】
＜対策のポイント＞
低密度な農山漁村における生業・暮らしを収益性のある事業により持続的に支えていくため、農林漁業の振興とともに、それを支える買い物・子育て・文化・
集い等による地域のコミュニティの維持に資するサービスの提供や地域内外の若者等の呼び込みを行う事業体（農山漁村地域づくり事業体）の形成等を支
援します。

＜事業目標＞
地域課題の抽出や、課題解決のための活動計画の策定・実証を行う地域の創出（100地域［令和６年度まで］）

＜事業の流れ＞

国

地域協議会等

地域協議会等

1/2(上限500万円/地区)

定額（上限500万円/年)

（１①②③の事業）

(１④の事業） ［お問い合わせ先］農村振興局農村計画課（03-6744-2203）

ステップ１

地域運営計画の策定

住民の話し合い等を通じて、地域を維持していく上で不可欠な、
・農林漁業の活性化に向けた方針
・地域コミュニティの維持に必要な取組
・地域内外の若者等の呼び込みに必要な取組
を明確化した地域運営計画を策定。

ステップ２
地域運営計画に沿って
・農林水産物の生産・加工・販売、農家レストランの運営、体験・交流事業等
・売店、子ども預かりサービス、祭り、コミュニティサロン等
・関係案内所の設置、オンラインサロン、WEBコミュニティの運営等
・上記の活動に必要な施設の整備
等を実施。

ステップ３
・農山漁村地域づくり事業体の形成と法人化。
・活動全体としての収益性を確保することにより、持続的活動に発展。

事業体の形成と法人化

事業の効果

子どもの預かりサービス

※下線部は拡充内容
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農山漁村振興交付金（地域活性化対策）農山漁村情報発信事業（拡充）
～農山漁村発イノベーション全国展開型の創設～

○ 農山漁村の持続的な発展を実現するためには、活用可能な農山漁村の地域資源を発掘し、磨き上げた上で、他分野と組み合わせ、
新たな事業を起こす取組（農山漁村発イノベーション）の展開により、所得と雇用機会を拡大させることが重要。

○ 地域資源を活用した事業者間の交流を促すWEBプラットフォームの構築・運営や、新たな事業に関する情報発信等を支援することで、
農山漁村で新たな事業を起こしやすい環境を創出し、「農山漁村発イノベーション」の取組を推進。

＜事業の流れ＞

国 民間団体等
定額

地域資源を活用した新たな事業を促進する交流促進・情報発信
① 新たな事業を展開する事業者間の交流を促すWEBプラットフォームの構
築・運用を支援。

② 事業者への周知及び地域関係者の理解を促すために、新たな事業を顕
彰するためのイベントの開催や情報発信等の取組を支援。

○ 事業実施主体 民間団体等
○ 事業期間 １年間
○ 交付率 定額

コミュニティ機能
自分のニーズに
合った地域内外の
コミュニティに参加
して情報交換

メンバー＆
支援者検索
全国の同業者や
地域の起業者・
支援団体・有識
者と繋がる

動画セミナー
起業や事業拡大
に役立つセミナー
を自宅で受講

○WEBプラットフォームの機能
優良事例紹介
全国各地の起
業・新規事業展
開の成功事例を

学ぶ

イベント案内
経営支援や資
金調達支援など
様々なイベントの
情報を入手

・ビジネスコンテストを開催し、優れたビジネスプランを顕彰
・起業者間の情報交換により、ビジネスプランを磨き上げ
※ビジネスコンテストの一部は、「ディスカバー農山漁村の宝」
の情報発信と連携し、双方のビジネスの知恵の共有を図る。

事業内容

交流・学習
切磋琢磨

起業者・起業希望者

WEBプラットフォーム地域の他の事業者

農林水産省・補助事業者

マッチング

情報提供・引き合わせ 起業支援組織等

サポート

・施策等の情報発信
・ネットワークの構築支援
・地元キーパーソンや起業支援
組織等とのマッチング推進

・起業支援団体、先輩起業者
・資金提供者
・専門家（デザイナー、SE等）
・関係自治体
・関係省庁 など

①事業者間の交流を促すWEBプラットフォーム ②新たな事業を顕彰するためのイベントの開催

[お問い合わせ先］農村振興局農村計画課 （03-6744-2203）

む ら
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【令和３年度予算概算決定額 9,805（9,805）百万円の内数】
＜対策のポイント＞
中山間地域において、中山間地農業ルネッサンス事業の地域別農業振興計画を深化させる取組の支援、農業者等の更なる発展や継承に向けた課題の把

握・解決に必要なサポート実施への支援及び、都市部と農村部の連携強化・持続化等に向けた取組への支援を実施します。

＜事業目標＞
中山間地域の特色を活かした営農と所得の確保に取り組み、事業目標を達成した地区の創出（350地区［令和７年度まで］）

＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞
１．中山間地農業ルネッサンス推進事業
① 中山間地域の特色をいかした創意工夫あふれる取組や、地域の所得向
上に向けた計画を深化させる取組等を支援します。
② 元気な地域創出モデル事業
収益力向上に向けた具体的な取組を後押しすることで、全国の取組の見
本となる優良事例創出の加速化を推進します。（上限500万円/地区）
ア 高収益作物の生産（実証ほ場設置、農業機械リース等）
イ 高付加価値化・販売力強化（加工品試作、販売促進活動等）
ウ 棚田保全・振興に向けた取組（棚田保全活動の実施等）
エ 複合経営の実践（セミナー・研修開催、導入作物の選定等）

③ 地域レジリエンス強化事業
平常時から中山間地域と都市地域において持続的な関係を構築し、自
然災害のような不測の事態が生じた際にも、都市地域の避難民受け入れ
といった災害時の円滑な避難対応等を実現するため、地域レジリエンス強
化連携協定の締結、協定に基づく活動を支援します。（上限500万円/
地区）

２．地域密着型農業者等サポート体制強化事業
中山間地域において、特色ある農業者や農村の課題を解決するサポート
組織（地域協議会等）に地域に精通したコーディネーターを配置するなど
地元密着型の支援体制を整備・強化します。 （上限500万円/地区）

＜事業の流れ＞

［お問い合わせ先］農村振興局地域振興課（03-3502-8359）

農山漁村振興交付金のうち
中山間地農業推進対策

２．地域密着型農業者等サポート体制強化事業

１．中山間地農業ルネッサンス推進事業

○地域レジリエンス強化事業

通販・移動販売による農産物の販売

消費・援農

都市部

直売・移動販売
による農産物購入

○元気な地域創出モデル事業

都市部・農村部の連携強化

地域産品の取引拡大、災害時の連携体制整備、
都市と農村の交流機会の確保に関する協定締結

民間団体と連携した
災害時の安定供給

農産物情報のICT化
（需給マッチング等）

複合経営に向けた研修、
導入作物の選定

複合経営の実践

受け入れ先の
可能性調査

避難先の
簡易補修、整備

棚田保全・振興

棚田を望む東屋実証ほ場の設置

高収益作物の生産

加工品の試作

高付加価値化
・販売力強化

災害時の避難受入

農村部

※下線部は拡充内容

定額

国
市町村、地域協議会

都道府県
定額

定額

都道府県

農産物生産情報から
地域農産物の購入
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＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞

【令和３年度予算概算決定額 784（784）百万円】

＜対策のポイント＞
山村の活性化を図るため、山村の特色ある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。

＜事業目標＞
中山間地域の特色を活かした営農と所得の確保に取り組み、事業目標を達成した地区の創出（350地区［令和７年度まで］）

農山漁村振興交付金のうち
山村活性化支援交付金

１．山村活性化対策事業
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、
山村の特色ある地域資源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。
○ 交付率：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

２．商談会開催事業
バイヤーとの商談会や山村の地域資源を活用した商品のWEBサイトを用いたマッチ
ング等を開催し、販路開拓を支援します。
○ 交付率：定額
○ 事業実施主体：民間企業等
○ 実施期間：１年
＜事業の流れ＞

国
定額

市町村、地域協議会

○１の事業を実施する場合

○２の事業を実施する場合

国 民間企業等
定額

（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

（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、体制づくりのための地域住民による
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

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

商談会開催事業

山村地域の参加者とバイヤー等との商談会
の開催・運営及びWEB上でのマッチング
商談会開催後のフォローアップ 等

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

現地調査

合意形成・計画づくり

地域産品の加工及び商品化

（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

山
村
活
性
化
対
策
事
業

［お問い合わせ先］ 農村振興局地域振興課（03-6744-2498）

商談会の開催
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農山漁村振興交付金のうち
最適土地利用対策

【令和３年度予算概算決定額 9,805（9,805）百万円の内数】
＜対策のポイント＞
農村における所得向上、雇用創出など、地域コミュニティ機能の維持・強化に向けて、地域ぐるみの話合いを通じ、重要な地域資源である農地の有効活用
や粗放的な利用によるモデル的な取組を支援し、土地利用の最適化を推進します。

＜事業目標＞
地域コミュニティ機能の維持や強化に取り組み、事業目標を達成した地区数（100地区［令和８年度まで］）

＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞

１．農地等活用推進事業
市町村や地域協議会等が、重要な地域資源である農地等を有効活用するため、
地域ぐるみの話合いを通じ、生産基盤や周辺環境を整備するなど、地域の特性を
活かした農業の展開や、地域資源の付加価値向上を推進します。
ア 専門家を入れた話合いや地域の特性を活かした整備計画の策定
イ 水田の畑地化や高収益作物の導入等に係る農地の簡易な整備
ウ 簡易ハウスや簡易トイレ等農業参入しやすい環境の整備

２．低コスト土地利用支援事業
市町村や地域協議会等が、重要な地域資源である農地等を低コストで維持する
ため、粗放的な利用（放牧や環境保全効果が期待される蜜源対策等）による
モデル的な取組を支援するとともに、感染症の流行などによる食料不足等の有事を想
定し、当該農地の生産性や有用性を検証します。
① 粗放的農地利用型
ア 専門家を入れた話合いや粗放的利用に係る土地利用計画の策定
イ 粗放的利用を行うための農地の刈払いや電牧柵等条件整備
ウ 蜜源作物の種苗費や省力化機器の導入等粗放的利用の実証に必要な経費
② 生産性検証（食料自給力確保）型
ア 専門家を入れた有事を想定した安定的な食料生産の実証計画の策定
イ 食料生産の実証に必要となる土壌改良や簡易な施設整備
ウ 食料生産の実証に必要となる生産コストや流通コスト等への支援

＜事業の流れ＞

国
都道府県

都道府県 市町村、地域協議会等

市町村、地域協議会等

1/2、定額等

定額

（１、２①の事業）

（２②の事業）
［お問い合わせ先］ 農村振興局地域振興課（03-6744-2665）

農
村
に
お
け
る
多
様
な
土
地
利
用
方
策
の
取
組
支
援

水田の畑地化
（畦畔除去、客土を実施し

最適土地利

樹園地団地化
（荒廃農地の解消後樹園地化）

最適土地利用整備事業

放牧管理ゾーン
（畜舎建設等生産対策を併せて実施）

集積

鳥獣害緩衝帯ゾーン

【専門家を入れた話合い】 【土地利用計画、整備計画の策定】

【農地の簡易な整備】 【蜜源作物の取組】 【放牧の取組】

【高収益作物の導入】 【生産性の検証】

農村における所得向上、雇用創出など、地域コミュニティ機能の維持・強化

【景観作物の取組】
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農山漁村振興交付金のうち
農泊の推進

【令和３年度予算概算決定額 9,805（9,805）百万円の内数】
＜対策のポイント＞
農山漁村の活性化と所得向上を図るため、地域における実施体制の構築、観光コンテンツの磨き上げ、多言語対応やワーケーション対応等の利便性向上、
滞在施設等の整備等を一体的に支援するとともに、国内外へのプロモーションや地域が抱える課題解決のための専門家派遣等を支援します。

＜事業目標＞
都市と農山漁村の交流人口の増加（1,540万人［令和７年度まで］）

＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞
１．農泊推進事業
① 農泊の推進体制構築や魅力ある観光コンテンツの開発、新たな取組に必要な人材確保、インバウンド受入
環境の整備等を支援します。
【事業期間：２年間、交付率：定額（上限500万円/年等）】
② 実施体制が構築された農泊地域を対象に、多言語対応やワーケーション受入対応、地元食材・景観等を活
用した高付加価値コンテンツ開発等を支援します。
【事業期間：上限２年間、交付率：1/2等】

２．施設整備事業
① 農泊を推進するために必要となる古民家等を活用した滞在施設、一棟貸し施設、体験・交流施設の整備や、
活性化計画に基づく農産物販売施設等の整備を支援します。
（活性化計画に基づかない事業）
【事業期間：２年間、交付率：1/2（上限2,500万円、5,000万円、１億円）】
（活性化計画に基づく事業）
【事業期間：原則３年間、交付率：1/2等】
② 地域内で営まれている個別の宿泊施設の改修を支援します。（農家民泊から農家民宿へ転換する場合、促
進費の活用可能）【事業期間：１年間、交付率：1/2（上限1,000万円/経営者、5,000万円/地域）】

３．広域ネットワーク推進事業
戦略的な国内外へのプロモーション、農泊を推進する上での課題を抱える地域への専門家派遣・指導、農泊
の成果や利用者のニーズ等の調査を行う取組等を支援します。【事業期間：１年間、交付率：定額】

＜事業の流れ＞

［お問い合わせ先］農村振興局都市農村交流課（03-3502-5946）

国 農林漁業者の
組織する団体等

1/2

定額、1/2

（３の事業）

交付

定額

中核法人等

地域協議会、DMO（観光地域づくり法人）等

地方公共団体

民間企業等

1/2等

（１の事業）

（２の事業）

インバウンド受入環境の整備

トイレの洋式化Wi-Fi環境の構築多言語への対応

課題に応じた専門家の派遣・指導

古民家を活用した滞在施設

地元食材・景観等を活用した高付加価値コンテンツの開発

※下線部は拡充内容
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農山漁村振興交付金のうち
農福連携の推進

【令和３年度予算概算決定額 9,805（9,805）百万円の内数】
＜対策のポイント＞
農福・林福・水福連携の一層の推進に向け、障害者等の農林水産業に関する技術習得、障害者等の雇用・就労に配慮した生産・加工・販売施設の整備、
全国的な展開に向けた普及啓発、現場の課題に即した都道府県の取組等を支援します。

＜事業目標＞
農福連携に取り組む主体を新たに創出（3,000件［令和６年度まで］）

＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞
１．農福連携支援事業

農福・林福・水福連携の取組において、障害者や生活困窮者等の農林水産業に関する技術習得
や作業工程のマニュアル化等を支援します。
【事業期間：２年間、交付率：定額（上限150万円等）】

２．農福連携整備事業
障害者等の雇用・就労に配慮した農林水産業用施設（農業生産施設、苗木生産施設、水産養

殖施設等）及び安全・衛生面にかかる付帯施設等の整備を支援します。
【事業期間：２年間、交付率：1/2（上限1,000万円、2,500万円等）】

３．普及啓発等推進対策事業
① 普及啓発等推進事業

農福・林福・水福連携の全国的な展開に向けたプロモーション等を支援します。
【事業期間：１年間、交付率：定額（上限1,000万円等）】

② 都道府県支援事業
都道府県が実施する農林漁業者向けの普及啓発、農福・林福・水福連携の定着に向けた専門

人材の育成等、現場の課題に即した取組を支援します。
【事業期間：２年間、交付率：定額（上限500万円）】

＜事業の流れ＞

［お問い合わせ先］農村振興局都市農村交流課（03-3502-0033）

農業生産施設
（水耕栽培ハウス）

加工処理施設養殖施設苗木生産施設

人材育成研修

・食料産業・６次産業化交付金
・強い農業・担い手づくり総合支援交付金
・農業人材力強化総合支援事業
・林業・木材産業成長産業化促進対策
・水産多面的機能発揮対策事業 等

（関連事業）優先採択等の優遇措置を実施

農産加工の実践研修 養殖籠補修、木工技術習得
作業マニュアル作成

普及啓発に係る取組

（３の事業）

国 農業法人、社会福祉法人、民間企業等
1/2

（２の事業）

（１の事業）

都道府県、民間企業等

農業法人、社会福祉法人、民間企業等
定額

定額

※下線部は拡充内容
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農山漁村振興交付金のうち
農山漁村活性化整備対策 【令和３年度予算概算決定額 9,805（9,805）百万円の内数】

＜対策のポイント＞
農山漁村活性化法に基づき、都道府県又は市町村が策定した農山漁村における定住・交流の促進、農業者の所得向上や雇用の増大を図るための活性

化計画の実現に向けて、農産物加工・販売施設、地域間交流拠点等の整備を支援します。

＜事業目標＞
○ 農山漁村における施設整備による雇用者数の増加（300人［令和５年度まで］）

＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞

○ 過疎化の進行等、地域における課題を解決するため、都道府県や市町村が計
画主体となり、農山漁村における定住促進、農業者の所得向上や雇用の増大等、
農山漁村の活性化のための目標等を定めた活性化計画を策定。

○ 活性化計画に定めた目標の達成に向け、農産物加工・販売施設、地域間交流
拠点等の整備を交付金により支援します。

１．農山漁村定住促進対策型
○地域産物の販売額の増加、雇用者数の増加などを目標として、農山漁村の定
住促進を図る目的で実施するもの。
（例）集出荷・貯蔵・加工施設、低コスト耐候性ハウスなど

２．農山漁村交流対策型
○交流人口の増加、滞在者数の増加などを目標として、農山漁村と都市との交流
を図る目的で実施するもの。
（例）農作業の体験施設、廃校を利用した交流施設など

○計画主体 都道府県、市町村

○事業実施主体 都道府県、市町村、農林漁業者の組織する団体等

○事業期間 原則３年間（最大５年間）

○交付率 1/2等

＜事業の流れ＞

国 地方公共団体 農林漁業者の
組織する団体等

交付 1/2等

［お問い合わせ先］農村振興局地域整備課（03-3501-0814）

集出荷・貯蔵・加工施設 農産物直売所

地元食材を使用したレストラン

農作業の体験施設

低コスト耐候性ハウス 廃校を利用した交流施設
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農山漁村振興交付金のうち
情報通信環境整備対策

【令和３年度予算概算決定額 9,805（9,805）百万円の内数】
＜対策のポイント＞

人口減少、高齢化が進行する農村地域において、農業水利施設、農業集落排水施設等の農業農村インフラの管理の省力化・高度化を図るとともに、地域
活性化やスマート農業の実装を促進するため、情報通信環境の整備を支援します。

＜事業目標＞
農業農村インフラの管理省力化等を図る情報通信環境の整備に取り組み、事業目標を達成した地区の創出（50地区［令和７年度まで］）

＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞

１．計画策定
情報通信環境に係る調査、計画策定を支

援します。

２．情報通信環境整備
① 農業農村インフラの管理の省力化・高度
化に必要な光ファイバ、無線基地局等の情
報通信施設の整備を支援します。

② ①の情報通信施設を地域活性化やスマー
ト農業に有効利用するための附帯設備の整
備を支援します。

＜事業の流れ＞

［お問い合わせ先］農村振興局地域整備課（03-6744-2209）

排水機場

ファームポンド

P

給水栓・落水口

分水ゲート

光ファイバ

水位・流量
パイプライン

鳥獣罠
センサー

頭首工

ため池

P

無線
基地局

無線
基地局

農道橋

公衆無線
LAN

排水路

ハウス
環境計測

揚水機場

活性化施設の
公衆無線LAN

農作業体験施設

林間広場施設

※ 無線基地局は地域の実状を踏まえて適切な
通信規格（LPWA、BWA、Wi-Fi等）を選定

直売所

自動走行農機
（VRS利用）

地域活性化・
スマート農業

集 落

農業体験等での活用

地域活性化

鳥獣罠センサー

農業農村インフラの管理の省力化・高度化

集落排水

無線
基地局

活性化施設の
公衆無線LAN

無線
基地局

自動走行農機
での活用

スマート農業

分水ゲートの
監視・制御農道橋の監視集落排水施設の監視

排水機場の
監視・制御

国
都道府県

都道府県

市町村等

定額、1/2等

定額、1/2等定額、1/2等
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＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞

【令和３年度予算概算決定額 9,805（9,805）百万円の内数】

＜対策のポイント＞
都市部での農業体験等による交流を通じた都市住民と共生する農業経営の実現を図る取組や都市農地の貸借による次世代の担い手づくりの取組に加え
て、農地の周辺環境対策、災害時の避難地としての活用を支援します。

＜事業目標＞
都市農地の貸借の円滑化に関する法律に基づき貸借された農地面積（255ha［令和６年度まで］）

［お問い合わせ先］ 農村振興局都市農村交流課（03-3502-5948）

＜事業の流れ＞

国
定額 民間団体、地域協議会、

市区町村、ＪＡ、NPO法人等

２．都市農業共生推進等地域支援事業
① 通常型
ア 都市住民と共生する農業経営への支援策の検討や都市
農業の機能についての理解醸成、市民農園、体験農園の
附帯施設の整備や都市農地の周辺環境対策等の取組

イ 都市農業者と都市住民が直接ふれあうマルシェ等の開催に
よる交流促進のための取組

ウ 都市農業の多様な機能の一つである防災機能の維持・強
化等の取組

等を支援します。
② 都市農業インキュベーション型

上記①のうち、特に、都市農地貸借法を活用した次世代の
担い手づくりの先進的な取組を優先的に支援します。

都市農業アドバイザーの派遣

都
市
農
業
共
生
推
進
等
地
域
支
援

都
市
農
業
機
能
発
揮
支
援

都市農地に関する税制度や相続に
関する講習会の開催

都市農業に対する都市住民の理解醸成や農業・
農山漁村への関心を喚起するための情報発信

都市住民との交流促進都市住民と共生する農業経営
への支援策の検討

体験農園の附帯施設、都市
農地の周辺環境対策

防災機能の維持・強化

都市部でのマルシェ等の開催
防災訓練や防災兼用井戸の
整備都市の農業体験農園都市住民の農作業体験

１．都市農業機能発揮支援事業
都市農業が有する多様な機能を活用した取組を支援するため
の都市農業等のアドバイザーの派遣、都市農業を持続的に経営
していくための税制度・相続等の講習会の開催、都市住民をはじ
めとする国民の都市農業に対する理解醸成や農業・農山漁村へ
の関心を喚起するための効果的な情報発信等の取組等、都市
農業の機能発揮のための全国に向けた取組を支援します。

●通常型

●都市農業インキュベーション型
都市農地の貸借の円滑化に関する法律に基づく都市農地の貸
借による次世代の担い手の育成や経営拡大に向けた取組に対し、
加点措置による優先採択を実施 貸借 都市農業者

（担い手）

農山漁村振興交付金のうち
都市農業機能発揮対策

※下線部は拡充内容
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鳥獣被害防止対策とジビエ利活用の推進

＜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、捕獲活動の抜本的強化の取組や、ジビエフル活用に向けた取組等を支援します。また、シカ被害の甚大

化を防止するための林業関係者による捕獲効率向上対策や新技術の開発・実証、国土保全のための捕獲事業等を実施します。

＜事業目標＞
○ 農作物被害を及ぼすシカ、イノシシ、サルの対策強化（生息頭数等を平成23年度から半減（シカ、イノシシで約200万頭）［令和５年度まで］）
○ 野生鳥獣のジビエ利用量の拡大（令和元年度から倍増（4,000t）［令和７年度まで］）

＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞

１．鳥獣被害防止総合対策交付金 11,005（10,010）百万円

市町村が作成した「被害防止計画」に基づく取組等を総合的に支援します。

① 侵入防止柵、焼却施設、捕獲高度化施設等の整備※

② 捕獲活動の抜本的強化・地域ぐるみの被害防止活動

ア 捕獲活動経費の直接支援

イ 捕獲サポート体制の構築、ICTを活用したスマート捕獲等の取組を支援 〔限度額内で定額支援〕

ウ 都道府県が行う広域捕獲活動、新技術実証活動等を支援 〔2,300万円以内を定額支援〕

③ ジビエフル活用に向けた取組

ア 利用可能な個体のフル活用体制構築に向けた、処理加工施設やジビエカー、簡易な一次

処理施設等の整備※ 〔1/2以内〕

イ 放射性物質による出荷制限解除に向けた検査費用の支援 〔限度額内で定額支援〕

ウ 捕獲者・処理加工施設・実需者等によるコンソーシアム方式の導入

エ ジビエの全国的な需要拡大のため、プロモーション等への取組を支援 〔定額支援〕

２．シカ等による森林被害緊急対策事業 129（160）百万円
① シカ被害の甚大化を防止するための林業関係者による捕獲効率向上対策やICT等を活用

した新技術の開発・実証、国有林野内で国土保全のための捕獲事業を実施
② 顕在化しつつあるノウサギ被害の対策手法の検討を実施

＜事業の流れ＞

国 都道府県
地域協議会
民間団体 等

交付 1/2以内等

捕獲活動経費の
直接支援

刈り払い等による生
息環境管理

侵入防止柵の設置や
捕獲機材の導入

〔総合的な鳥獣対策・ジビエ利活用への支援〕

処理加工施設等の
整備

処理加工施設等で
の人材育成

③捕獲から販売まで一体となった活動への支援

等

国 民間団体等
交付

（①、②、③アイウの事業） （③エの事業）

※は地域協議会の構成員も可

［お問い合わせ先］（１の事業）農村振興局鳥獣対策・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）

国 都道府県等

＜事業の流れ＞
定額

（①の事業）

国 民間団体等
（②の事業）

※ 国有林においては、直轄で実施
委託

〔ジビエフル活用に向けた取組〕
①捕獲頭数の増加に応じた活動経費の支援

②捕獲サポート体制の構築支援

①利用可能な個体のフル活用体制構築

②放射性物質影響地域における支援

〔捕獲活動の抜本的強化〕

地域の農業者や農業関連団体、
若者等で捕獲サポート体制を構築

簡易な一次処理施設や
残渣処理施設等の整備
よる処理体制の構築

出荷制限解除に向け
た検査費用の支援

捕獲者・処理加工施設・
実需者等によるコンソーシ
アム方式の導入

集荷

処分

処理・加工

・シカ・イノシシの平均捕獲頭数以上の捕獲に対して、
最大3,000円を上乗せ支援

（実施イメージ）

・成果をあげた協議会を表彰し、活動経費を支援

（1/2以内、直営施工の場合は定額支援）

（獣種等に応じた上限単価以内での定額支援・捕獲頭数の増加に応じた上乗せ支援）

〔国土保全のための捕獲〕〔ICT等を活用した新技術の開発・実証〕

捕獲により植生への食害・
表土侵食を防止

〔捕獲効率の向上〕

赤外線センサーによる
群れの探査

狩猟熟練者の技能、
新技術の活用

・多面的機能支払交付金のうち多面的機能の増進を図る活動等の一部（鳥獣緩衝帯の整備・保全管理等）

・中山間地域等直接支払交付金のうち生産性向上加算及び集落機能強化加算等（捕獲対策・ジビエ利用拡大等）

〔鳥獣被害対策推進枠〕

【令和３年度予算概算決定額 11,134（10,170）百万円】
（このほか鳥獣被害対策推進枠 1,045百万円）

（令和２年度３次補正予算額（所要額） 3,920百万円）
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36 再生可能エネルギーの導入等の推進
【令和３年度予算概算決定額 1,922（2,586）百万円の内数】

（令和２年度第３次補正予算額 986百万円）

＜対策のポイント＞
「グリーン社会」の実現に向けて、営農型太陽光発電等の地域資源を活用した再生可能エネルギーの導入、家畜排せつ物等を活用した、災害に強く、エネル

ギーの地産地消に資するバイオマス利活用施設の導入等を支援します。

＜事業目標＞
再生可能エネルギーに係る経済規模を拡大（600億円［令和５年度まで］）

＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞

１．持続可能な循環資源活用の推進
① 持続可能な循環資源活用総合対策事業 28（52）百万円
ア 地域資源活用展開支援事業

地域資源を活用した再生可能エネルギーの導入体制構築等の取組、バイオマス産業
都市等の先進的な事例や知見をシェアリングする取組を支援します。
イ 営農型太陽光発電システムフル活用事業

営農型太陽光発電で発電した電力を自らの農業経営の高度化に利用し、営農型太
陽光発電のメリットを最大限に発揮するためのモデル構築を支援します。
ウ 事業系食品廃棄物エネルギー利用対策調査事業

下水汚泥バイオガス施設で食品廃棄物を混合利用する取組を支援します。
② メタン発酵バイオ液肥等の利用促進（食料産業・６次産業化交付金で措置）

1,894（2,534）百万円の内数
メタン発酵後の残渣をバイオ液肥等として地域で有効利用するための取組を支援します。

２．バイオマス利活用施設の導入等の推進
① バイオマス利活用高度化対策（食料産業・６次産業化交付金で措置）

1,894（2,534）百万円の内数
バイオマス利活用の高度化に必要な、ア．生産基盤強化モデル施設、イ．地域一体モ

デル施設、ウ．スマート技術モデル施設の導入や、調査・設計等を支援します。
② 畜産バイオマス地産地消対策事業 【令和２年度第３次補正予算】986百万円

家畜排せつ物等を活用したバイオガスプラント等の施設・機械の導入を支援します。

＜事業の流れ＞

国

補助（定額、1/2以内）

定額、1/2以内、1/3以内交付（定額）

（１②、２①の事業）都道府県等

民間団体等

民間団体等

（１①、２②の事業）

［お問い合わせ先］食料産業局バイオマス循環資源課（03-6738-6477）

地域資源活用展開支援

地域が主体となった再生可能エネルギーの
導入促進・地域内活用の体制構築

営農型太陽光発電

営農型太陽光発電のメリットを
最大限に発揮するためのモデル構築

バイオマス利活用高度化対策 畜産バイオマス地産地消対策

畜産農家
家畜排せつ物等

バイオガスプラント

バイオ液肥散布車

（堆肥・液肥）

亜臨界水処理装置

生産基盤
強化モデル

地域一体モデル スマート技術モデル

エリアンサス

×

収集から利用まで 新たな原料・技術
災害時

エネルギー
地域利用

加工施設

農業ハウス

搾乳ロボット

（電気・熱・ガス）

エネルギー地産地消・
地域レジリエンス強化

もみ殻
農作物残渣 等 電気

バイオマス利活用施設

熱
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42 ６次産業化の推進

【令和３年度予算概算決定額 2,347（3,065）百万円の内数】

＜対策のポイント＞
需要に応じた新たなバリューチェーンの創出に向けて、農林漁業者と多様な事業者が連携して行う地域資源を活用した新商品開発や販路開拓等の取組、
加工・販売施設等の整備、６次産業化サポートセンターによる農林漁業者等の育成、外食・中食等における国産食材の活用を支援します。

＜政策目標＞
６次産業化に取り組んでいる優良事業体数の増加（93事業体［令和７年度まで］）

＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞

１．食料産業・６次産業化交付金
業務用需要に対応したBtoB（事業者向けビジネス）の取組、「農泊」と連携した

観光消費の促進及び農福連携の発展に資する新商品開発や販路開拓等の取組、
加工・販売施設等の整備を重点的に支援します。

なお、非接触・非対面での作業に対応した加工・販売施設等の整備も可能です。

２．６次産業化サポート事業
① 都道府県サポートセンターが、中央サポートセンターと連携して、６次産業化に取

り組む事業者の経営改善に資する質の高いサポートを実施します。
また、経営やサプライチェーン全体を見渡せるエグゼクティブプランナーを選定・
派遣し、支援を受けた事業者を地域の優良事業者に育成する取組を支援します。

② 優良事例の表彰等を通じて、６次産業化や地産地消等の普及啓発を行います。

③ 農林漁業者と外食・中食事業者のマッチング、ジビエ肉の商談会の開催、情報
共有体制の構築を支援します。

＜事業の流れ＞

国
都道府県

交付
（定額）

委託

定額

定額

（１の事業）

（２①の事業の一部）

［お問い合わせ先］
（１、２①②の事業）食料産業局産業連携課（03-6738-6473）
（２③の事業） 食品製造課（03-6744-7177）

都道府県等
農林漁業者の
組織する団体

民間団体等

定額、1/2以内、
1/3以内、3/10以内

民間団体等
（２①の事業の一部）

（２③の事業）

（２②の事業）

業務用需要に対応した
BtoBの取組の推進

「農泊」と連携した
観光消費の促進

１．食料産業・６次産業化交付金（６次産業化関係の重点支援分野）

２．６次産業化サポート事業

①６次産業化サポートセンター事業

加工・販売の事業と一体的に
行う加工・収穫体験等の提供

高い品質管理下での業務用
一次加工品等の製造・供給

②６次産業化普及啓発委託事業

優良事例
の表彰等

農福連携の発展

農
林
漁
業
者
等

（
支
援
希
望
者
）

中
央
サ
ポ
ー
ト

セ
ン
タ
ー

中央プランナー又は
エグゼクティブプランナー

による支援

支援要請

都
道
府
県

サ
ポ
ー
ト

セ
ン
タ
ー

１ 支援対象者の選定

２ 支援対象者へのサポート活動

３ 支援による成果の把握

企画推進員＋地域プランナー等による支援チーム

障害者との協働による商品化

⇒ 新たな商流の形成につながる場の設定

マッチング等
（農林漁業者）

地場産食材の販路拡大
（外食・中食事業者）
特色ある食材のニーズ

③外食・中食等における国産食材活用促進事業
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＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞

１．全国規模の緑化運動の促進 32（32）百万円
森林空間利用や緑化をはじめとした森林と人との関わりに対する国民の理解醸成を

図るため、全国植樹祭、全国育樹祭、みどりの感謝祭の開催等を支援します。

２．「森林サービス産業」創出・推進に向けた活動支援事業 21（55）百万円
健康、観光、教育等の分野で森林空間を活用して、新たな雇用と収入機会を生み

出す「森林サービス産業」の創出・推進の取組を支援します。
① モデル事業（ワーケーションの推進を含む）の実施
② 課題解決型研修会の実施
③ 課題共有・解決のための効果分析・情報発信

３．森林景観を活かした観光資源の整備事業 29（34）百万円
「日本美しの森 お薦め国有林」において、外国人旅行者を含めた観光利用を推進

するため重点的な環境整備等を実施します。
① 多言語による情報発信や木道整備等の実施
② 安全に利用できるための通話可能エリアマップ等の整備
③ 「新たな日常」を見据えたワーケーション環境の整備等

定額

71 新たな森林空間利用創出対策

【令和３年度予算概算決定額 82（121）百万円】

＜対策のポイント＞
地方の活性化に向けた「関係人口」の創出・拡大のため、森林空間を多様な分野で活用する「森林サービス産業」の創出・推進の取組や、「日本美しの森
お薦め国有林」の重点的な環境整備を行うとともに、森林と人との関わりに対する国民理解の醸成を図るため、全国規模の緑化行事の開催を支援します。

＜事業目標＞
○ 新たに「森林サービス産業」の創出・推進に向けて取り組む地域数（30地域以上 [令和４年度まで]）
○ 重点整備された「日本美しの森 お薦め国有林（レクリエーションの森）」の利用者数（平成29年度比50%以上増 ［令和６年度まで］）

＜事業の流れ＞

国 民間団体等 地域協議会等

定額

（１、２の事業）

［お問い合わせ先］（１、２の事業）林野庁森林利用課（03-3502-0048）
（３の事業） 経営企画課（03-6744-2323）

（２の事業の一部）

※ ３の事業は、直轄で実施

にっぽんうつく

「３密」でない森林空間を活用した新たな産業等の創出・推進

「森林サービス産業」創出・推進に向けた
活動支援事業

効果分析・情報発信

・効果の検証、先行事例等の分析
・企業等への効果の発信、地域への具体的実
施手段の共有

森林景観を活かした観光資源の整備事業

モデル事業・課題解決型研修会の実施

ワーケーション環境の

整備（Wi-Fi整備）

通話可能エリアマップの整備

動画によるPR

木道の整備

森林セラピー等

研修会

民間企業等と地域協議
会等が、「企業の健康
経営」による森林空間
利用を核とした「森林
サービス産業」の創出・
推進に向けた課題解決
に取り組むためのモデル
事業や研修会の実施
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