
第4節 農業・農村の有する多面的機能の維持・発揮

農村の人口減少、高齢化により、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、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、
国民の大切な財産である多面的機能が適切に発揮されるよう地域活動や営農の継続等に対
して支援を行っていく必要があります。また、併せて国民の理解の促進を図る必要があり
ます。

（農業・農村の多面的機能の効果）
国土の保全、水源の涵

かん
養
よう
、自然環境の保全、良好な景観の形成、文化の伝承等、農村で

農業生産活動が行われることにより生まれる様々な機能を農業・農村の多面的機能といい
ます。多面的機能の効果は、農村の住民だけでなく国民の大切な財産であり、これを維
持・発揮させるためにも農業を継続することが重要です。
近年、各地で記録的な降雨による洪水被害等が頻発していますが、農業・農村の様々な
機能の一つに、ため池や水田、畑が雨水を一時的に貯留し洪水を軽減する役割がありま
す。
三重県津

つ
市
し
の安

あ
濃
のう
川
がわ
流域において、10年に１回発生するような雨（３日間の連続雨量）

を用いて行ったコンピュータによる洪水シミュレーションの結果では、「水田がある場合
（現況）」と「水田がない場合（水田が全て宅地化されたと仮定）」とで下流の河川流量を
比較した結果、水田があることにより降雨後の河川のピーク流量が低減され、ピーク時刻
が遅くなることが確認されています（図表3-4-1）。

	 図表3-4-1	 水田の有無における河川流量の違い（三重県津市安濃川流域）
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資料：農林水産省作成

（多面的機能に関する国民の意識）
令和元（2019）年８から９月にかけて農林水産省が行った多面的機能に関するWeb
アンケートでは、多面的機能の中で特に重要だと思う役割については、「雨水を一時的に
貯めて洪水を防ぐ」と回答した割合が最も高く、次いで「田畑や水路が多様な生きものの
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すみかになる」でした。
一方、わかりにくいと思う役割については、「医療・介護・福祉の場となる」と回答し
た割合が最も高く、次いで「日々の作業を通じて土砂崩れを防ぐ」の順でした（図表3-4-
2）。
引き続き、多面的機能の内容や重要性に関する国民の理解を広げるために、パンフレッ
トの作成等や全国各地のイベント等における普及・啓発活動により、多面的機能に関する
分かりやすい情報提供に努めていくこととしています。

	 図表3-4-2	 農業・農村の多面的機能の中で特に重要だと思う役割、わかりにくいと思う役割

資料：農林水産省「農業・農村の多面的機能及び棚田に関する意向調査」
注：１）令和元（2019）年10月公表

２）インターネット調査会社に登録している全国の20歳以上の者を対象としたWebアンケート調査
３）回答数は1,102人
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（多面的機能の保全に対する価値評価）
平成13（2001）年の日本学術会議の答申時には価値評価が行われていなかった機能を
中心とした５つの役割を対象として、Webアンケートにより多面的機能の保全に対する
価値評価を行いました。
アンケートでは、何もしなければ今後20年間で５つの役割が約10％失われるため、こ
れらの役割を守るために農業生産活動の継続を支援する基金を設立することを仮想状況と
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し、基金に対する募金額を質問しました。
アンケート結果を基にそれぞれの役割に対する１世帯当たりの平均支払意思額を算出し
た結果、「生きもののすみかになる役割」、「農村の景観を保全する役割」の保全に対する
支払意思額が高い結果となりました（図表3-4-3）。

	 図表3-4-3	 多面的機能の保全に対する支払意思額
（単位：円/世帯/年）

役割 １世帯当たりの 
平均支払意思額

生きもののすみかになる役割 5,619
農村の景観を保全する役割 2,385
地域の文化を伝承する役割 1,640
癒しや安らぎをもたらす役割 1,753
体験学習や教育の場となる役割 1,014

資料：農林水産省「令和元年度農業・農村の多面的機能の経済価値に係
る分析等業務」

注：1）令和２（2020）年1月調査
２）20歳以上を対象とし、我が国の人口構成（男女比、年齢構成）

や都道府県別の人口分布と整合するように回答者を割り振っ
たアンケート調査（経済価値の推計は、CVM及びコンジョイ
ント分析を併用）

3）回答数は2,000件（有効回答数は、CVM：1,499件、コン
ジョイント分析：1,549件）

（多面的機能の維持・発揮を図るため日本型直接支払制度を推進）
農林水産省では、農業・農村の多面的機能の維持・発揮を図るため、平成26（2014）
年度に日本型直接支払制度を創設し、平成27（2015）年度から、「農業の有する多面的
機能の発揮の促進に関する法律」に基づく制度として、地域の共同活動や中山間地域等に
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ています（図表3-4-
4）。

	 図表3-4-4	 日本型直接支払制度の概要

資料：農林水産省作成

多面的機能支払制度

【農地維持支払】
農地法面の草刈り等の地域資源の
基礎的保全活動等を支援

【資源向上支払】
水路、農道、ため池の軽微な補修等の地域
資源の質的向上の図る共同活動等を支援

中山間地域等直接支払制度

環境保全型農業直接支払制度

農地法面の草刈り

水路の補修

中山間地域等の条件不利地域の農業 
生産活動の継続を支援

自然環境の保全に資する農業生産 
活動を支援

中山間地域

カバークロップ
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新潟県糸
いと
魚
い
川
がわ
市
し
では、制度創設時から中山間地域等直接支払

制度、農地・水・環境保全向上対策＊に取り組み、地域の農業と
農村環境の維持・向上を図っています。取組組織数の増加に伴い、
地域の組織と市の事務負担が増大したため、段階的に組織を統
合し、広域化を図ってきました。
市の呼びかけによって、平成27（2015）年度から日本型直接
支払制度（多面的機能支払制度、中山間地域等直接支払制度、
環境保全型農業直接支払制度）の事務支援を行う「糸魚川市日
本型直接支払運営委員会」を設置し、個別相談や現地指導、書
類提出のサポートを一元的に行っています。
組織の広域化と運営委員会の設置によって、市の事務作業が
大幅に軽減されるとともに、運営委員会が一元的な相談窓口と
なることにより、組織に対してきめ細かな指導を行うことが可
能となり、３つの支払制度がより効率的かつ効果的に活用でき
るようになっています。
＊�多面的機能支払制度と環境保全型農業直接支払制度の前身事業（平成19（2007）
年から平成22（2010）年度）

日本型直接支払制度の３つの支払制度の連携（新潟県）事例

長野県

新潟県

群馬県 栃木県

福島県糸魚川市

糸魚川市日本型直接支払 
運営委員会

資料：糸魚川市

糸魚川市の全景
資料：糸魚川市

（多面的機能支払制度により242万人・団体が活動）
多面的機能支払制度は、農地や水路等の保全管理により農業・農村の有する多面的機能
を維持・発揮することを目的とし、平成19（2007）年に始まりました。現在は日本型直
接支払制度の一つとして実施しています。
多面的機能支払制度によって、農地、水路、農道等の地域資源の基礎的保全活動等の共
同活動を支援したこと等により、平成30（2018）年度には、その活動組織数が２万８千
となり、取組面積も前年度に比べて２万７千ha（1.2％）増加の229万haとなりました。
また、非農業者等の共同活動への参画が拡大し、平成30（2018）年度には242万人・団
体が活動するとともに、農業水利施設 1等の適切な保全管理等、多様な効果が発現しまし
た。
農林水産省は、令和元（2019）年11月に全国各地の先進的な活動事例を紹介する全国

研究会を開催し、活動組織や推進組織、地方公共団体職員等から500人が参加しました。
本研究会では、平成30（2018）年度末に公表した施策評価の報告や消費者団体代表によ
る講演、女性が活躍している組織や土地改良区と連携した組織による活動事例発表のほ

1� 用語の解説３（１）を参照
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か、「女性の活躍による地域コミュニティの活性化」をテーマにパネルディスカッション
が行われました。

（中山間地域等直接支払制度により7.5万haの農用地の減少が防止）
中山間地域等直接支払制度は、平地に比べ自然的・経済的・社会的に不利な営農条件下
にある中山間地域等での農業生産活動を継続することを目的として平成12（2000）年度
に始まり、現在は日本型直接支払制度の一つとして実施されています。
具体的には、集落等ごとに、耕作放棄の防止活動や水路・農道等の管理、機械・農作業
の共同化、高付加価値型農業の実践等についての目標等を定めた協定を締結し、これらを
実践する場合に、面積に応じて一定額を交付する仕組みです。
平成30（2018）年度における中山間地域等直接支払制度の協定の数は２万６千協定と
なり、交付面積は、前年度に比べ２千ha（0.3％）増加の66万4千haとなりました。
令和元（2019）年８月に公表した「中山間地域等直接支払制度（第4期対策）の最終
評価」では、平成27（2015）年から平成31（2019）年までに、7.5万haの農用地の減
少が防止されたと推計し、中山間地域等直接支払制度が農業・農村の持つ多面的機能の維
持・発揮に重要な役割を果たしているとされています（図表3-4-5）。
また、本最終評価によると、ほぼ全ての地方公共団体が本制度を前向きに評価するな
ど、中山間地域等の農業・農村を維持・発展させていく上で必要な制度として高い評価を
得ています。人口減少や高齢化といった課題の中、人材の確保、集落間や多様な組織との
連携、事務の簡素化等について見直しを図りつつ、今後も中山間地域等直接支払制度を継
続していくことが必要です。

	 図表3-4-5	 中山間地域等直接支払制度（第４期対策）の最終評価の概要

協定数 2.6万協定（集落協定２万５千、個別協定６百）
60万人の協定参加者により、66万haの農地が維持管理

農用地の減少防止効果 3.9万haの耕作放棄の発生防止を含む7.5万haの農用地の減少が防止

都道府県及び市町村による評価
〇全ての都道府県が本制度を「評価できる」とした
〇99％の市町村が本制度を「評価できる」とした
〇耕作放棄地の発生防止や水路・農道等の維持・管理、農業生産活動など様々な効果を発揮

今後進めていくべき取組
〇後継者の育成や外部人材の確保、関係人口の増加などの取組を促進
〇集落機能を強化し、持続的安定的な体制を構築
〇生産性や付加価値を向上する取組を促進
〇事務負担の軽減や交付金返還措置の見直し

資料：農林水産省作成

（環境保全型農業直接支払制度により温室効果ガスが年間14万ｔ削減）
環境保全型農業直接支払制度は、多面的機能支払制度と同様に平成19（2007）年度に
農地・水・環境保全向上対策として始まり、現在は日本型直接支払制度の一つとして実施
されています。
環境保全型農業直接支払制度では、化学肥料、化学合成農薬の使用を慣行レベルから原
則５割以上低減させるとともに、地球温暖化防止や生物多様性保全に効果の高い営農活動
を実施する農業者団体等を支援しています。具体的には、全国共通取組であるカバーク
ロップ（緑肥）の作付け、堆肥の施用、有機農業のほか、地域特認取組として、地域の環
境や農業の実態等を勘案した上で、地域を限定して取り組むことができる取組も支援して
います。平成30（2018）年度における実施市町村数は885市町村、実施件数は3,609件、
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実施面積は７万9,465haとなりました。
農林水産省は、令和元（2019）年８月に、「環境保全型農業直接支払交付金最終評価」
において、平成27（2015）年度から令和元（2019）年度までの実施期間の施策の点検
と効果の評価の結果を公表しました。この中で、地球温暖化防止効果については、有機農
業、カバークロップ等の取組について評価したところ、温室効果ガス 1削減量の合計は、
年間で14万3,393ｔとなりました（図表3-4-6）。また、生物多様性保全効果については、
有機農業、冬期湛水管理等の取組について評価したところ、ほとんどの取組において「効
果が高い」という結果になりました（図表3-4-7）。
今後は、事務手続の負担軽減等の諸課題を踏まえた見直しを行い、取組全体の質の向上
と面的な広がりを目指すこととしています。

	 図表3-4-6	 環境保全型農業直接支払制度の取組による地球温暖化防止効果の調査結果

対象取組の種類 調査件数
単位当たり

温室効果ガス削減量
（tCO2/ha/年）

実施面積（ha）
平成30（2018）年度

実績

（参考試算）
温室効果ガス削減量

（tCO2/年）
全
国
共
通

有機農業 48 0.93 13,471 12,528
カバークロップ 465 1.77 18,833 33,334
堆肥の施用 385 2.26 18,316 41,394

地
域
特
認
取
組

リビングマルチ 34 1.02 1,561 1,592
草生栽培 30 1.09 141 154
敷草用半自然草地の育成管理 １ 1.72 ３ ５
省耕起（不耕起）播種 １ 1.00 21 21

緩効性肥料×長期中干し ３
（緩効性肥料）0.01

5,936
59

（長期中干し）2.19 13,000

緩効性肥料×省耕起 ２
（緩効性肥料）0.31

333
103

（省耕起）1.00 333

緩効性肥料×深耕 １
（緩効性肥料）0.72

１
１

（深耕）非評価 －
IPM×長期中干し ３ 3.87 6,523 25,244
IPM×秋耕 ７ 6.85 2,281 15,625
合計温室効果ガス削減量 － － － 143,393

資料：農林水産省「環境保全型農業直接支払交付金最終評価」を基に作成
注：1）調査は、平成29（2017）年度、平成30（2018）年度に実施

２）農研機構が開発した「土壌のCO２吸収「見える化」サイト」の活用が可能な取組については同サイトを用いて、それ以外の取組に
ついては、専門家の意見を踏まえた計算式を用いて調査

3）複数の取組を組み合わせ、それぞれに地球温暖化防止効果がある場合は、それぞれの取組ごとの効果を評価
４）IPMとは、病虫害の発生状況に応じて、天敵（生物的防除）や粘着板（物理的防除）等の防除方法を適切に組み合わせ、環境への負

荷を低減しつつ、病虫害の発生を抑制する防除技術

1� 用語の解説３（１）を参照
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	 図表3-4-7	 環境保全型農業直接支払制度の取組による生物多様性保全効果の調査結果

資料：農林水産省「環境保全型農業直接支払交付金 最終評価」を基に作成
注：１）調査は、平成29（2017）年度から令和元（2019）年度に実施

２）サンプル数は取組実施区で121、対照区で108 
３）農林水産省の委託プロジェクト研究により開発された「農業に有用な生物多様性の指標生物調査・評価マニュアル」（以下「マニュ

アル」という。）の活用が可能な取組についてはマニュアルを用いて調査し、それ以外の取組については、専門家の意見を踏まえて
マニュアル以外の方法により調査

４） マニュアルを用いた調査では、地域や作目ごとに選定された数種類の指標生物を調査し、得られた個体数を基準として評価
５） 対照区では、実施区の近隣において通常の栽培管理を実施 

対照区

実施区

生物多様性が非常に高い 生物多様性が高い 生物多様性がやや低い

生物多様性が低い

0 20 40 60 80 100％

1.9 

16.5 

32.4 

71.1 

44.4 

11.6 

21.3 

0.8 

（農業遺産等を活用した地域活性化の取組と多面的機能に関する国民の理解を促進）
世界農業遺産は、社会や環境に適応しながら何世代にもわたり継承されてきた独自性あ
る伝統的な農林水産業システムをFAO（国際連合食糧農業機関）が認定する制度です
（図表3-4-8）。令和２（2020）年３月時点で、世界で22か国59地域が認定されており、
そのうち我が国は11地域を占めています（図表3-4-9）。
また、日本農業遺産は、我が国において重要かつ伝統的な農林水産業を営む地域を農林
水産大臣が認定する制度で、令和２（2020）年３月時点で15地域が認定されています
（図表3-4-10）。
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	 図表3-4-8	 世界農業遺産、日本農業遺産と世界かんがい施設遺産の概要

世界農業遺産 日本農業遺産 世界かんがい施設遺産

認定対象 世界において重要かつ伝統的な農
林水産業システム

日本において重要かつ伝統的な農
林水産業システム

建設から100年以上経過した施設
であるダム（かんがいが主目的）、
ため池等の貯留施設、堰・分水施
設、水路等

認定基準等

○食料及び生計の保障
○農業生物多様性
○地域の伝統的な知識システム
○文化、価値観及び社会組織
○ランドスケープ及びシースケー
プの特徴

○食料及び生計の保障
○農業生物多様性
○地域の伝統的な知識システム
○文化、価値観及び社会組織
○ランドスケープ及びシースケー
プの特徴

○変化に対する強靭性
○多様な主体の参画
○６次産業化の推進

○認定に当たっては、以下の基準
のうち１つ以上を満たすこと
・かんがい農業の画期的な発展、
農家の経済状況改善、食料増産
への寄与が明確
・構想、設計、施工、規模等が最
先端、卓越的であった
・設計、建設における環境配慮の
模範
・伝統文化または過去の文明の痕
跡を有する
等

認定者 国連食糧農業機関（FAO） 農林水産大臣 国際かんがい排水委員会（ICID）

審査組織

【申請承認のための審査】
世界農業遺産等専門家会議（事務
局：農林水産省）
【認定のための審査】
世界農業遺産科学助言グループ（事
務局：FAO）

世界農業遺産等専門家会議（事務
局：農林水産省）

【申請承認のための審査】
ICID日本国内委員会（事務局：農
林水産省）
【認定のための審査】
ICID本部

国内認定数 11
（世界で22か国59地域が認定）

15
（うち３は世界農業遺産認定）

39
（世界で15か国91施設が認定）

資料：農林水産省作成
注：１）国内認定数は令和２（2020）年３月時点

２）ICIDは78の国と地域が加盟する非営利・非政府国際機関

	 図表3-4-9	 日本における世界農業遺産認定地域

トキと共生する佐渡の里山
（新潟県佐渡市）

持続可能な水田農業を支える「大
崎耕土」の伝統的水管理システム

（宮城県大崎地域）

静岡水わさびの伝統栽培-発祥
の地が伝える人とわさびの歴史- 
（静岡県わさび栽培地域）

静岡の茶草場農法
（静岡県掛川周辺地域）

みなべ・田辺の梅システム
（和歌山県みなべ・田辺地域）

にし阿波の傾斜地農耕システム
（徳島県にし阿波地域）

高千穂郷・椎葉山の山間地農林業複合システム
（宮崎県高千穂郷・椎葉山地域）

能登の里山里海
（石川県能登地域）

清流長良川の鮎～里川にお
ける人と鮎のつながり

（岐阜県長良川上中流域）

クヌギ林とため池がつなぐ国
東半島・宇佐の農林水産循環
（大分県国東半島宇佐地域）

阿蘇の草原の維持と
持続的農業

（熊本県阿蘇地域）

資料：農林水産省作成
注：１） 令和２（2020）年３月時点

２）宮城県大崎地域、静岡県わさび栽培地域及び徳島県にし阿波地域は、日本農業遺産にも認定されている。
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	図表3-4-10	 日本農業遺産認定地域

雪の恵みを活かした稲作・養鯉システム
（新潟県中越地域）

三方五湖の汽水湖沼群漁業システム
（福井県三方五湖地域）

森・里・湖（うみ）に育まれる漁業
と農業が織りなす琵琶湖システム

（滋賀県琵琶湖地域）

兵庫美方地域の但馬牛システム
（兵庫県兵庫美方地域）

たたら製鉄に由来する奥
出雲の資源循環型農業
（島根県奥出雲地域）

愛媛・南予の柑橘農業システム
（愛媛県南予地域）

歴史と伝統がつなぐ山形の「最上紅花」
 －日本で唯一、世界でも稀有な紅花生

産・染色用加工システム－ 
（山形県最上川流域）

武蔵野の落ち葉堆肥農法
（埼玉県武蔵野地域）

盆地に適応した山梨の
複合的果樹システム
（山梨県峡東地域）

鳥羽・志摩の海女漁業と真珠養殖業
－持続的漁業を実現する里海システム－

（三重県鳥羽・志摩地域）

鳥羽・志摩の海女漁業と真珠養殖業
－持続的漁業を実現する里海システム－

（三重県鳥羽・志摩地域）

急峻な地形と日本有数の多雨が
生み出す尾鷲ヒノキ林業
（三重県尾鷲市、紀北町）

急峻な地形と日本有数の多雨が
生み出す尾鷲ヒノキ林業
（三重県尾鷲市、紀北町）

下津蔵出しみかんシステム
（和歌山県海南市下津地域）
下津蔵出しみかんシステム
（和歌山県海南市下津地域）

資料：農林水産省作成
　注：世界農業遺産にも認定されている宮城県大崎地域、静岡県わさび栽培地域及び徳島県にし阿波地域を除く。

さらに、世界かんがい施設遺産は、歴史的・社会的・技術的価値を有し、かんがい農業
の画期的な発展や食料増産に貢献してきたかんがい施設を国際かんがい排水委員会
（ICID）が認定する制度です。令和２（2020）年３月時点で、世界で15か国91施設が
認定されており、そのうち我が国における認定施設は39施設に上ります。
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令和元（2019）年９月、十
じゅっ
石
こく
堀
ぼり
（茨城県）、見

み
沼
ぬま
代
だい
用水

（埼玉県）、倉
くら
安
やす
川
がわ
・百
ひゃっ
間
けん
川
がわ
かんがい排水施設群（岡山県）、

菊
きく
池
ち
のかんがい用水群（熊本県）の4施設が新たに世界か

んがい施設遺産として認定されました。
このうち、菊池のかんがい用水群は、1615年の「築

つい
地
じ

井
い
手
で
」の建造に始まり、4つの井手や隧

ずい
道
どう
から構成される

菊池川を水源とした施設群です。これらの施設は水田開発
や山間部における飲料水の安定的な確保を可能とし、地域
住民による適切な維持管理により数百年経った今も機能を
低下させることなく約615haの水田を潤しています。現
在では、井手を下る「イデベンチャー」や宝永隧道内の小
学生向け見学会等の施設を活用した地域活性化の取組も展
開されています。
また、令和３（2021）年に熊本市で開催される予定の
アジア・太平洋水サミットでは、世界かんがい施設遺産を
テーマとしたシンポジウムや熊本県内の4つの世界かんが
い施設遺産を舞台とした体験型視察が実施される予定です。
これを契機に、熊本県内のかんがい施設の重要性が広く国
内外に情報発信されることが期待されます。

菊池のかんがい用水群が世界かんがい施設遺産に認定（熊本県）事例

鹿児島県

宮
崎
県

大
分
県

熊本県

菊池市

「菊池川全図」
資料：菊池市土地改良区

井手下り「イデベンチャー」
資料：菊池市土地改良区

認定された農業遺産やかんがい施設遺産を将来にわたって継承していくためには、これ
らを地域資源として活用し、地域の活性化と多面的機能に関する国民の理解の促進につな
げていくことが重要です。このため、各認定地域や認定施設では、認定を契機とした農産
物のブランド化や観光客の増加、教育活動等に積極的に取り組んでいます（図表3-4-
11）。
農林水産省では、認定地域や認定施設における取組の効果をより大きくするため、地域
や施設で構成する全国ネットワーク等を活用した地域活性化等の更なる展開に取り組むと
ともに、首都圏の電車内や駅構内における動画の紹介、イベントの開催・出展、SNSを
活用した情報発信等を通じて、制度に対する国民の理解と認知度の向上に取り組んでいま
す。
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	図表3-4-11	 世界農業遺産の認定を契機としたブランド化の取組

静岡県掛
かけ

川
がわ

周辺地域 緑茶ポップコーン
資料：菊

きく
川
がわ
市
し

大分県国
くに

東
さき

半島宇佐地域 ブランド認証米
資料：国東半島宇

う
佐
さ
地域世界農業遺産推進協議会

石川県能
の
登
と
地域では、ラグビーワールドカップで来日し

た外国人旅行者に、世界農業遺産に認定された「能
の
登
と
の里

さと

山
やま
里
さと
海
うみ
」の魅力を知ってもらうため、令和元（2019）年

９月17日から21日までの間、成田空港において、地域工
芸品の制作体験や、農泊施設等旅行先の紹介を行いました。
訪日外国人旅行者からは「ラグビー観戦で来日したが、
滞在期間中にレンタカーで能登に行ってみたい」、「景観が
良く、日本酒も飲んでみたい」と好意的な声が聞かれまし
た。

ラグビーワールドカップ開催期間の成田空港での情報発信（石川県）事例

富山県石川県
能登４市５町＊

＊ 能登４市５町は
七尾市、輪島市、
珠洲市、羽咋市、
志賀町、宝達志
水町、中能登町、
穴水町、能登町

外国人観光客に世界農業遺産を 
紹介

資料：「能登の里山里海」世界農業遺産
活用実行委員会
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