
 

 
第第44節節  中中⼭⼭間間地地域域ををははじじめめととすするる農農村村にに⼈⼈がが住住みみ続続けけるるたためめのの条条

件件整整備備  
 
 
中⼭間地域1を始めとする農村は、多様な地域住⺠が⽣活する場ですが、⼈⼝減少や少⼦

⾼齢化が都市に先駆けて進⾏しています。このような中で農村を維持し、次の世代に継承
していくためには、集落の現状を踏まえた地域コミュニティの維持を⽬的とする活動を⽀
援するとともに、多⾯的機能2の発揮を促進するための⽇本型直接⽀払制度3の活⽤等によ
り、農村に⼈が安⼼して住み続けるための条件が整備されることが必要です。本節では、
これらの取組に係る動向について紹介します。 

 
((11))  地地域域ココミミュュニニテティィ機機能能のの維維持持やや強強化化  
アア  地地域域ココミミュュニニテティィ機機能能のの形形成成ののたためめのの場場とと世世代代をを超超ええたた⼈⼈々々にによよるる地地域域ののビビ

ジジョョンンづづくくりり  
((集集落落のの現現状状をを踏踏ままええ地地域域ココミミュュニニテティィをを維維持持))  

農村は、地域住⺠の⽣活や就業の場になっています。そして農村を⽀える農業集落4は、
地域に密着した⽔路・農道・ため池等の農業⽣産基盤や収穫期の共同作業・共同出荷等の
農業⽣産⾯のほか、集落の寄り合い(地域の諸課題への対応を随時検討する集会、会合等)
といった協働の取組や伝統・⽂化の継承等、⽣活⾯にまで密接に結び付いた地域コミュニ
ティとして機能しています。 

2020年農林業センサスによると、寄り合いの開催回数が年間5回以下と少ない集落の割
合を地域別に⾒ると、北海道や中国、四国地⽅で⼤きい傾向にあります(図図表表33--44--11)。これ
らの地域での集落活動が弱体化し、地域コミュニティの維持が難しくなりつつあると考え
られます。 

また、令和3(2021)年6〜8⽉に内閣府が⾏った世論調査によると、農⼭漁村で⽣活する
上で困っていることとして、「都市地域への移動や地域内の移動などの交通⼿段が不便」や、
「買い物、娯楽などの⽣活施設が少ない」との回答がそれぞれ4割を超えています(図図表表
33--44--22)。このことからも、今後、⼀層農村の地域コミュニティの維持が難しくなることが
考えられます。 

こうした中、同年6⽉に公表した「新しい農村政策の在り⽅に関する検討会」及び「⻑
期的な⼟地利⽤の在り⽅に関する検討会」の中間取りまとめ5(以下「両検討会中間取りま
とめ」という。)においては、中⼭間地域を中⼼に、集落そのものは当⾯維持されるとしつ
つも、農地の保全や、買物・⼦育て等の集落の維持に必要不可⽋な機能が弱体化する地域
が増加していくことが懸念されるとしています。また、こうした集落の機能を補完するた
めには、地域の有志の協⼒の下、地域コミュニティの維持に資する取組を⽀援することが
重要だとしています。 

 
1 ⽤語の解説2(7)を参照 
2 ⽤語の解説4を参照 
3 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三つの制度から構成 
4 ⽤語の解説3(1)を参照 
5 第3章第3節を参照 
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農林⽔産省は、地域住⺠がいきいきと暮らしていける環境の創出を⾏うため、地域住⺠
団体等からなる地域協議会に対して、買物⽀援等の農⼭漁村で暮らす⼈々が引き続き住み
続けるための取組等の活動計画の策定やそれを実施するための体制構築等を⽀援していま
す。令和3(2021)年度は、全国で58地区の活動計画の策定や体制構築等を⽀援しました。 

 

 

 

図表 3-4-2 農⼭漁村で⽣活する上で困っていること 
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％資料：内閣府「農⼭漁村に関する世論調査」(令和3(2021)年10⽉公表)を基に農林⽔産省作成 
注：1) 令和3(2021)年6〜8⽉に、全国18歳以上の⽇本国籍を有する者3千⼈を対象として実施した郵送とインターネットによるアンケー

ト調査(有効回収数は1,655⼈) 
2) 居住地域は「どちらかというと農⼭漁村地域」、「農⼭漁村地域」と回答した者に対する「農⼭漁村で⽣活する上で困っているこ

と」の質問への回答結果(回答総数は611⼈、複数回答) 

図表3-4-1 寄り合いの開催回数が年間5回以下と少ない集落の割合 

資料：農林⽔産省「2020年農林業センサス」を基に作成 
注：過去1年間で「寄り合い」が開催された回数について「寄り合いがない」、「1〜2回」、「3〜5回」と回答した集落の合計の割合 
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イイ  「「⼩⼩ささなな拠拠点点」」のの形形成成のの推推進進  
((「「⼩⼩ささなな拠拠点点」」のの形形成成数数がが増増加加))  

地域住⺠が地⽅公共団体や事業者、
各種団体と協⼒・役割分担をしながら、
⾏政施設や学校、郵便局等の各種⽣活
⽀援機能を集約・確保するほか、地域
の資源を活⽤し、仕事・収⼊を確保する取組等により地域のコミュニティを維持する「⼩
さな拠点」については、令和3(2021)年5⽉末時点で、全国で前年より約1割増加となる1,408
か所1で形成されています。 

このうち85％の1,199か所においては住⺠主体の地域運営組織2(RMO)が設⽴され、地域
の祭りや公的施設の運営、広報誌の作成のほか、⾼齢者交流サービス、体験交流、特産品
の加⼯・販売、買物⽀援等、様々な取組が⾏われています(図図表表33--44--33)。 

関係府省庁が連携し、遊休施設の再編・集約に係る改修や、廃校施設の活⽤等に取り組
む中、農林⽔産省は、農産物加⼯・販売施設や地域間交流拠点等、インフラの整備を⾏っ
ています。 

 

 
 

 
1 市町村版総合戦略に位置付けのある⼩さな拠点の数 
2 地域の暮らしを守るため、地域で暮らす⼈々が中⼼となって形成され、地域内の様々な関係主体が参加する協議組織が定めた地域

経営の指針に基づき、地域課題の解決に向けた取組を持続的に実践する組織のこと(総務省「暮らしを⽀える地域運営組織に関す
る調査研究事業報告書」) 

図表 3-4-3 ⼩さな拠点における地域運営組織の活動内容 

資料：内閣府「令和3年度⼩さな拠点の形成に関する実態調査」(令和3(2021)年12⽉公表)を基に農林⽔産省作成 
注：1) 市町村版総合戦略に位置付けられた形成済みの⼩さな拠点(1,408か所)のうち、市町村から「公表可」と回答があった箇所(1,146

か所)における「主な地域運営組織の活動内容」を集計 
  2) 回答は、図表中に記載の活動内容及び「その他」の選択肢から、組織で主に⾏っている活動内容について最⼤三つまでを選択 
  3)「その他」の回答は327組織からあり、その内容は、防犯活動、地域の清掃、カフェやガソリンスタンドの運営等 
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組織

「「⼩⼩ささなな拠拠点点」」のの形形成成ににつついいてて  
URL: https://www.chisou.go.jp/sousei/about/chiisanakyoten/index.html 
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((集集落落のの機機能能をを補補完完すするる「「農農村村RRMMOO」」のの形形成成をを⽀⽀援援))  
中⼭間地域を中⼼に、集落の維持に必要不可⽋な機能が弱体化する地域が増加していく

ことが懸念されている中で、両検討会中間取りまとめにおいては、複数の集落の機能を補
完して、農⽤地保全活動や農業を核とした経済活動と併せて、⽣活⽀援等の地域コミュニ
ティの維持に資する取組を⾏う「農村型地域運営組織1」(以下「農村RMO」という。)を
形成していくことの重要性が⽰されました。この農村RMOは、中⼭間地域等直接⽀払の
農⽤地の保全活動を⾏う組織等を中⼼に、地域の多様な主体を巻き込みながら、農⼭漁村
の⽣活⽀援に⾄る取組を⼿掛ける組織へと発展していくものです。 

これを受け、農林⽔産省は、複数の農村集落の機能を補完する農村RMOの形成を推進
するため、農村RMOを⽬指すむらづくり協議会等が策定する将来のビジョンに基づく農
⽤地保全、地域資源の活⽤、⽣活⽀援に係る計画の作成、実証事業等の取組に対して⽀援
します。また、関係する部局や機関(都道府県、市町村の関連部局や農協、NPO法⼈2等)
から構成される都道府県単位の⽀援チームや、全国プラットフォームの構築を⽀援し、農
村RMOの形成を促進することとしています。 

 
((22))  多多⾯⾯的的機機能能のの発発揮揮のの促促進進  
((中中⼭⼭間間地地域域等等直直接接⽀⽀払払制制度度のの交交付付⾯⾯積積がが減減少少、、集集落落のの将将来来像像のの話話合合いいをを促促進進))  

農業・農村の多⾯的機能の維持・発揮を⽬的として、平成26(2014)年度から⽇本型直接
⽀払制度3が実施されています。 

 
令和2(2020)年度から始まった中⼭間地域等直接⽀払制度の第5期対策では、⼈⼝減少や

⾼齢化による担い⼿不⾜、集落機能の弱体化等に対応するため、制度の⾒直しを⾏いまし
た。⼈材確保や営農以外の組織との連携体制を構築する活動のほか、農地の集積・集約化4

や農作業の省⼒化技術導⼊等の活動、棚⽥地域振興法の認定棚⽥地域振興活動計画に基づ
く活動を⾏う場合に、これらの活動を⽀援する加算措置を新設しました。 

同年度の協定数は、交付⾯積が10ha未満の⼩規模な協定等において、「⾼齢化等で5年間
続ける⾃信がない」、「集落のリーダーを確保できない」等を主な理由として協定が廃⽌さ
れるケースがあったことから、前年度から2千協定減の2万4千協定となり、交付⾯積は前
年度から2万6千ha減の63万9千haとなっています(図図表表33--44--44)。 

令和2(2020)年度の協定数のうち、農業⽣産活動等を継続するための活動に加え、集落
の話合いにより、集落の将来像を明確化する集落戦略の作成を要件としている「体制整備
単価」の協定については、前年度から443協定増加し、1万8千協定となりました。中⼭間
地域において農業や集落の維持を図っていくためには、協定参加者が地域の将来や地域の

 
1 集落の機能を補完して、農地・⽔路等の地域資源の保全・活⽤や農業振興と併せて、買物・⼦育て⽀援等の地域コミュニティの維

持に資する取組を⾏う事業体を指す。 
2 ⽤語の解説3(2)を参照 
3 ⽇本型直接⽀払制度のうち、環境保全型農業直接⽀払制度については、第1章第6節を参照 
4 ⽤語の解説3(1)を参照 

⽇⽇本本型型直直接接⽀⽀払払制制度度ににつついいてて  
URL: https://www.maff.go.jp/j/nousin/index.html#5-5 
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農地をどのように引き継いでいくか話合いを⾏うことが重要であるため、集落戦略の作成
を推進しています。 

 

 
 

((多多⾯⾯的的機機能能⽀⽀払払制制度度をを着着実実にに推推進進))  
多⾯的機能⽀払制度は、農地維持⽀払と資源向上⽀払の⼆つから構成されています。 
地域共同で⾏う農地法⾯

のりめん
の草刈り、⽔路の泥上げ等の地域資源の基礎的な保全活動等を

対象とする農地維持⽀払は、令和2(2020)年度の認定農⽤地⾯積が、前年度から1万7千ha
増加し、農⽤地⾯積1の55％に当たる229万haとなっています。活動組織2万6,233のうち991
の組織が広域活動組織として活動しており、前年度から44組織増加しています。 

また、資源向上⽀払のうち、⽔路、農道等の軽微な補修を始めとする地域資源の質的向
上を図る共同活動については、令和2(2020)年度の認定農⽤地⾯積が前年度から2万8千ha
増加し、農⽤地⾯積の49％に当たる204万haとなっています。 

資源向上⽀払のうち施設の⻑寿命化のための活動は、令和2(2020)年度の対象農⽤地⾯
積が前年度から1万6千ha増加し、農⽤地⾯積の18％に当たる76万haとなっています。 

このほか、令和3(2021)年度からは、⽔⽥の⾬⽔貯留機能の強化(⽥んぼダム)の取組を⾏
い、⼀定の取組⾯積等の要件を満たす場合に、資源向上⽀払のうち地域資源の質的向上を
図る共同活動の単価を加算する措置を新たに講じました。さらに、多⾯的機能の増進を図
る活動として、従来の農地周りの環境改善活動に加えて、⿃獣緩衝帯の整備・保全管理も
対象としました。 

 
1 農⽤地区域内の農地⾯積に農⽤地区域内の採草放牧地⾯積(共に令和元(2019)年時点、農林⽔産省調べ)を加えた⾯積 
 

図表 3-4-4 中⼭間地域等直接⽀払制度の協定数及び交付⾯積 

資料：農林⽔産省作成 

26,119 27,869 26,937 25,635
23,985

541

654 662 654
639

500

600

700

0

10,000

20,000

30,000

40,000
協定数 千ha

0

〜〜

協定数

交付⾯積
(右⽬盛)

平成12年
(2000)

17
(2005)

22
(2010)

27
(2015)

令和2
(2020)

中中⼭⼭間間地地域域等等直直接接⽀⽀払払制制度度のの概概要要ににつついいてて  
URL: https://www.maff.go.jp/j/nousin/tyusan/siharai_seido/s_about/index.html 

217

第
3
章



 

 
 

((33))  ⽣⽣活活イインンフフララ等等のの確確保保  
農村の⽣活インフラ等については、供⽤開始後20年(機械類の標準耐⽤年数)を経過する

農業集落排⽔施設が70％に達するなど、⽼朽化の進⾏や災害への脆 弱
ぜいじゃく

性が顕在化してい
ます(図図表表33--44--55)。 

 

 
 
このような状況を踏まえ、農林⽔産省は、⽼朽化の進⾏や災害への脆弱性が顕在化して

いる農村のインフラの持続性を確保するとともに、地⽅移住への関⼼が⾼まっている機を
捉えて農村の活性化を図るため、農業集落排⽔施設や農道といった⽣活インフラ等の再
編・強 靱

きょうじん
化、⾼度化等、農村に⼈が安⼼して住み続けられる条件整備を計画的・集中的

に推進しています。 

図表 3-4-5 農業集落排⽔施設の供⽤開始後経過年数 

資料：農林⽔産省作成 
注：令和3(2021)年度末時点 
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多多⾯⾯的的機機能能⽀⽀払払交交付付⾦⾦のの概概要要ににつついいてて  
URL: https://www.maff.go.jp/j/nousin/kanri/tamen_siharai.html 
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第第55節節  ⿃⿃獣獣被被害害対対策策ととジジビビエエ利利活活⽤⽤のの推推進進  

 
 
野⽣⿃獣による農作物被害は、営農意欲の減退をもたらし耕作放棄や離農の要因になる

ことから、農⼭村に深刻な影響を及ぼしています。このため、地域に応じた⿃獣被害対策
を全国で進めるとともに、マイナスの存在であった有害⿃獣をプラスの存在に変えていく
ジビエ利活⽤の取組を拡⼤していくことが重要です。 

本節では、⿃獣被害の状況とジビエ利活⽤等の動向について紹介します。 
 

((11))  ⿃⿃獣獣被被害害対対策策等等のの推推進進  
((野野⽣⽣⿃⿃獣獣にによよるる農農作作物物被被害害のの減減少少にに向向けけたた取取組組をを推推進進))  

野⽣⿃獣による農作物被害額は、平成22(2010)年度の239億円をピークに減少傾向で推
移し、令和元(2019)年度には158億円となりましたが、令和2(2020)年度では⼀部の地域に
おけるシカやイノシシの⽣息域の拡⼤等により、やや増加し161億円となっています(図図表表
33--55--11)。 

 

 
また、⿃獣被害の6割以上を占めるシカとイノシシの捕獲頭数と被害額について、令和

元(2019)年度と令和2(2020)年度を⽐べると、地域別に、「捕獲、被害とも減少」、「捕獲、
被害とも増加」、「捕獲が増加し被害は減少」の三つの傾向に分類されます(図図表表33--55--22)。こ
のうち、「捕獲、被害とも増加」の地域においては、捕獲活動、侵⼊防⽌柵の設置、放任果
樹の伐採や藪の刈り払いによる⽣息環境管理等の対策により、これまで⼀定の効果が出て
いたものの、今後は被害額の減少に向けて、地域ごとに⽣息域、被害のあった場所等の状
況を可能な限り精緻

せ い ち
に把握し、より⼀層効果的な対策を講ずることが必要となっているも

のと考えられます。 
このような中、令和3(2021)年度の集中捕獲キャンペーンにおいては、地域別の傾向を

踏まえ、被害が減少しなかった地域を中⼼に捕獲頭数⽬標の⾒直しを⾏うとともに、それ

図表 3-5-1 野⽣⿃獣による農作物被害額 

資料：農林⽔産省作成 
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ぞれの地域においてわなの増設、ICT1の活⽤、多様な⼈材の参加促進等により、捕獲の取
組を強化することとしています。 

 

 
 

((⿃⿃獣獣被被害害防防⽌⽌特特措措法法がが改改正正))  
令和3(2021)年9⽉に⿃獣被害防⽌特措法2が改正され、更なる捕獲強化に向けた広域的な

捕獲を推進するため、都道府県が⾏う県域や市町村域をまたいだ捕獲活動等と国によるそ
の⽀援について規定されました。このほか、同法の改正により、⿃獣の捕獲等の強化や⿃
獣の適正な処理・有効利⽤の更なる推進、体系的な研修の実施による⼈材育成の充実・強
化等が規定されました。 

 
((⿃⿃獣獣被被害害防防⽌⽌対対策策をを⾏⾏うう⿃⿃獣獣被被害害対対策策実実施施隊隊とと実実施施隊隊員員数数がが増増加加))  

⿃獣被害防⽌特措法に基づき、令和3(2021)年4⽉末時点で1,507市町村が⿃獣被害防⽌
計画を策定しており、そのうち1,229市町村が⿃獣捕獲や柵の設置等、様々な被害防⽌施策
を実施する⿃獣被害対策実施隊を設置しています。また、⿃獣被害対策実施隊の隊員数は、
同年度の⽬標数4万⼈に対して、前年から1,453⼈増加して4万1,396⼈となっています。 

農林⽔産省は、⿃獣被害対策実施隊に対して、活動経費に対する⽀援を⾏っており、実
施隊員は銃⼑法3の技能講習の免除や狩猟税の軽減措置等の対象となっています。こうした
⽀援等により、⿃獣被害対策実施隊の隊員数を平成30(2018)年度の⽔準(3万7,279⼈)から
年間950⼈程度、継続的に増加させ、令和7(2025)年度までに4万3,800⼈とすることを⽬標
としています。 

 

 
1 ⽤語の解説3(2)を参照 
2 正式名称は「⿃獣による農林⽔産業等に係る被害の防⽌のための特別措置に関する法律」 
3 正式名称は「銃砲⼑剣類所持等取締法」 

図表 3-5-2 地域別の捕獲頭数と被害額の傾向 

資料：農林⽔産省作成 

○○ 捕捕獲獲頭頭数数がが増増加加ししてておおりり被被害害金金額額はは減減少少。。

○○ 被被害害額額がが横横ばばいいにに近近いい県県もも一一部部ああるる。。

【【関関東東、、北北陸陸、、東東海海】】

捕捕獲獲：： 被被害害：：

【【北北海海道道、、東東北北、、九九州州のの一一部部等等】】

捕捕獲獲：： 被被害害：：

【【近近畿畿、、中中四四国国、、九九州州のの一一部部、、沖沖縄縄】】

捕捕獲獲：： 被被害害：：

○○ 捕捕獲獲頭頭数数がが増増加加ししてていいるる一一方方、、被被害害金金額額はは横横ばば
いい又又はは増増加加。。

○○ 特特にに東東北北等等でではは、、生生息息域域のの拡拡大大等等がが影影響響。。

○○ 捕捕獲獲頭頭数数がが減減少少にに転転じじ、、被被害害金金額額もも減減少少。。

○○ 令令和和元元(2019)年年度度かからら、、豚豚熱熱対対策策ととししてて捕捕獲獲強強
化化にに取取りり組組んんででききたた地地域域でで顕顕著著。。
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((22))  ジジビビエエ利利活活⽤⽤のの拡拡⼤⼤  
((ジジビビエエ利利⽤⽤量量はは新新型型ココロロナナウウイイルルスス感感染染症症のの感感染染拡拡⼤⼤のの影影響響にによよるる外外⾷⾷需需要要等等のの低低迷迷

にによよりり減減少少、、消消費費者者へへのの直直接接販販売売はは増増加加))  
捕獲した野⽣⿃獣のジビエ利⽤は、外⾷、

⼩売⽤のほか、学校給⾷、ペットフード等、
様々な分野において拡⼤しています。 

ジビエ利⽤量は令和元(2019)年度まで
は増加傾向でしたが、新型コロナウイルス
感染症の感染拡⼤による外⾷需要等の減少
により、特に外⾷での利⽤が多いシカの利
⽤量が前年度の973tに⽐べ23.6%減少して
743tとなったことから、令和2(2020)年度
の⽬標量2,340tに対して、全体では9.9%減
の1,810tとなりました(図図表表33--55--33）。 

また、⾷⾁処理施設から卸・⼩売業者や
消費者等の販売先別のジビエ販売数量の推
移を⾒ると、消費者への直接販売が増加傾
向にあります。特に令和2(2020)年度は、
新型コロナウイルス感染症の感染拡⼤によ
る家庭⽤需要の増加の影響により、前年度
の215tに⽐べ36.3%増加し293tとなってい
ます(図図表表33--55--44)。農林⽔産省は、捕獲個体
の⾷⾁処理施設への搬⼊促進や需要喚起の
ためのプロモーションの実施等に取り組ん
でいます。こうした取組により、⾷⾁処理施設において処理された野⽣⿃獣のジビエ利⽤
量を令和元(2019)年度の⽔準から倍増させ、令和7(2025)年度までに4千tにすることを⽬標
としています。 

 

 

図表 3-5-4 ⾷⾁処理施設から卸・⼩売業者や消費者等の販売先別のジビエ販売数量 

資料：農林⽔産省「野⽣⿃獣資源利⽤実態調査」 
注：「その他」は、「加⼯品製造業者」、「学校給⾷」等 
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資料：農林⽔産省「野⽣⿃獣資源利⽤実態調査」 
注：「その他」は、シカ・イノシシ以外の野⽣⿃獣の⾷⾁、⾃
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((更更ななるるジジビビエエ利利⽤⽤のの拡拡⼤⼤にに向向けけたた取取組組のの推推進進))  

ジビエの利⽤拡⼤に当たっては、より安全なジビエの提供と消費者のジビエに対する安
⼼の確保を図ることが必要です。このため、厚⽣労働省では、令和2(2020)年6⽉に⾷品衛
⽣法を改正し、ジビエの⾷⾁処理施設においてHACCP1による衛⽣管理を義務付け、⾷⽤
に供されるジビエの安全性を確保しています。 

また、農林⽔産省においても、平成30(2018)年から国産ジビエ認証制度を実施し、ジビ
エの処理加⼯施設の⾃主的な衛⽣管理等を推進しており、認証を取得した施設は、令和
4(2022)年3⽉末時点で、前年度から6施設増加し、29施設となっています。 

また、ジビエ利⽤量を倍増させる⽬標の達成に向け、農林⽔産省ではジビエの全国的な
需要喚起のためのプロモーションとして、平成30(2018)年からジビエを提供している飲⾷
店等をポータルサイト「ジビエト」で紹介しています。令和4(2022)年3⽉時点で約400店
舗の情報を紹介しています。 

さらに、令和3(2021)年11⽉から令和4(2022)年2⽉において、全国で約1,700店の飲⾷店
等が参加する全国ジビエフェアを実施しました。このフェアでは、消費者にジビエをもっ
と知って⾷べてもらえるようPRし、フェア期間中にジビエメニューを提供する飲⾷店、ジ
ビエ商品を販売する⼩売店、ECサイト等の情報を取りまとめ、提供することで、全国的な
ジビエの消費拡⼤を図りました。 

 

 
 

 
1 ⽤語の解説3(2)を参照 

国国産産ジジビビエエ認認証証制制度度ににつついいてて  
URL: https://www.maff.go.jp/j/nousin/gibier/ninsyou.html 

ポポーータタルルササイイトト「「ジジビビエエトト」」ににつついいてて
URL: https://gibierto.jp/ 
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第第66節節  農農村村をを⽀⽀ええるる新新たたなな動動ききやや活活⼒⼒のの創創出出  

 
 
「⽥園回帰」による⼈の流れが全国的に広がりつつある中で、本節では、地域づくりに

向けた⼈材育成や、棚⽥地域の振興、多⾯的機能1に関する理解の促進等の様々な取組につ
いて紹介します。 

 
((11))  地地域域をを⽀⽀ええるる⼈⼈材材づづくくりり  
アア  地地域域づづくくりりにに向向けけたた⼈⼈材材育育成成等等のの取取組組  
((地地域域にに寄寄りり添添っっててササポポーートトすするる⼈⼈材材「「農農村村ププロロデデュューーササーー」」をを養養成成))  

近年、地⽅公共団体職員、特に農林⽔産
部⾨の職員が減少しており、平成17(2005)
年を100としたときに⽐べて令和2(2020)
年では20ポイント以上低下しています(図図
表表33--66--11)。このような中、各般の地域振興
施策を使いこなし、新しい動きを⽣み出す
ことができる地域とそうでない地域との差
が広がり、いわゆる「むら・むら格差」に
つながることが懸念されます。 

こうしたことから、地域への愛着と共感
を持ち、地域住⺠の思いをくみ取りながら、
地域の将来像やそこで暮らす⼈々の希望の
実現に向けてサポートする⼈材(農村プロ
デューサー)を育成するため、農林⽔産省は、
令和3(2021)年度から「農村プロデューサ
ー養成講座」の取組を開始しました。地⽅
公共団体職員や地域おこし協⼒隊員等が受
講しています。 

 

 
 

 
1 ⽤語の解説4を参照 

農農村村ププロロデデュューーササーーのの講講義義⾵⾵景景 

図表3-6-1 地⽅公共団体の農林⽔産部⾨の職員
の推移(平成17(2005)年=100とする
指数) 

資料：総務省「地⽅公共団体定員管理調査結果」を基に農林⽔産省作成
注：各年4⽉1⽇時点の数値 
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((農農⼭⼭漁漁村村地地域域づづくくりりホホッットトラライインンのの活活⽤⽤))  
農林⽔産省は、令和2(2020)年12⽉から、農⼭漁村の現場で地域づくりに取り組む団体

や市町村等を対象に相談を受け付け、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」を開設しています。開設以来、市町村を始め、地域協議会、社会福祉法⼈
等からの相談が寄せられています。 

これらのうち、活⽤可能な事業や事業制度に
関する相談が全体の約7割を占めており、次い
で交付⾦事業の公募や予算に関する相談が多く
なっています。このほか、農⼭漁村で活⽤可能
な様々な府省の施策を紹介する「地域づくり⽀
援施策集」についても情報を随時更新し、窓⼝
のWebサイト内で紹介しています。 

 

 
 

イイ  関関係係⼈⼈⼝⼝のの創創出出・・拡拡⼤⼤やや関関係係のの深深化化をを通通じじたた地地域域のの⽀⽀ええととななるる⼈⼈材材のの裾裾野野のの
拡拡⼤⼤  

((農農的的関関係係⼈⼈⼝⼝のの創創出出・・拡拡⼤⼤等等をを推推進進))  
都市住⺠も含め、農村の⽀えとなる⼈材の裾野を拡⼤していくためには、都市農業、農

泊等を通じ、多様な⼈材が農業・農村に関わることで、農村の関係⼈⼝である「農的関係
⼈⼝」の創出・拡⼤や関係深化を図ることが効果的です。農的関係⼈⼝については、都市
部に居住しながらの農産物の購⼊や、農⼭漁村での様々な活動への参画等により農村を⽀
える場合、都市部の住⺠が短期間の農作業を⼿助けするなど農業に携わる場合、農村の地

 
⾼知県梼原町

ゆすはらちょう
は、町の⾯積の91％を森林が占める⼭深い町です。住⺠の多くが「梼原で⼀⽣過ご

したい。」と思う⼀⽅、「飲み⽔や⽣活⽤⽔の質や量が不⼗分」、「交通の⼿段が不⼗分」、「野⽣動物
による農業被害」、「雇⽤の不⾜」等の課題が浮き彫りとなっていました。 

これらの課題を解決するために⾏政と住⺠が協働して平成22(2010)年に梼原町の振興計画を策
定し、住⺠⾃⾝が解決していく仕組みである「集落活動センター」を、平成25(2013)年から順次、
町内全域に6か所設置しました。 

「できることから始めよう」を合い⾔葉に、課題に取り組んでおり、お⾦も物も地域内で循環す
る仕組みの構築による雇⽤創出や⽣産者の所得増につながり、更に住⺠の意識と⾏動が変わり始め
ています。 

集落活動センターの仕組みは公共的な役割も担っており、その経営は、収益を得る活動だけでは
なく、その地域で⽣きる住⺠や地域の役に⽴ち、地域社会を⽀えることを⽬指して、引き続き取り
組んでいくこととしています。 

集集落落活活動動セセンンタターー四四万万川川  
資料：⾼知県梼原町 

((事事例例))  ⾏⾏政政とと住住⺠⺠がが協協働働ししたた地地域域のの課課題題解解決決へへのの取取組組((⾼⾼知知県県))  

ガガソソリリンンススタタンンドド

太太陽陽光光パパネネルル

事事務務所所・・店店舗舗棟棟

農農⼭⼭漁漁村村地地域域づづくくりりホホッットトラライインンににつついいてて  
URL: https://www.maff.go.jp/j/nousin/hotline/ 
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域づくりに関わる場合等、多様な関わり⽅があります(図図表表33--66--22)。 
農林⽔産省は、これらの様々な形で農村への関わりを深め、農村の新たな担い⼿へと発

展していくような取組に対して、発展段階に応じて⽀援を⾏っています。具体的には、都
市部での農業体験や交流、農⼭漁村でのくらしを体験する取組等に対する⽀援を⾏ってい
ます。 

 

 
 

 

 
NPO法⼈＊SOSA

そ ー さ
 Project

ぷろじぇくと
は、平成23(2011)年から千葉県匝瑳市

そ う さ し
で

都市部に住む⼈に向けた農業体験や希望者に対する移住のあっせん
等を⾏う活動をしています。 

参加者やその家族が⾷べるお⽶を⽥植から収穫、持ち帰りまで⼀
貫して⾏う取組や、⾥⼭維持のための草刈り、⼩屋づくりや古⺠家
のリノベーション、⽥舎暮らしのノウハウを伝授する取組等を継続
して⾏っています。 

こうした⽶・⼤⾖づくりなどに加えて、DIYや伝統的⼟⽊、電気⾃
給などのワークショップに参加するために、令和3(2021)年度は都市
部から同市に100組、約300⼈が通っています。移住希望者には、空
き家のあっせんも⾏い、同市を含め近隣市町村への移住者はこれま
でに50組以上となっています。また、この取組への地域住⺠の参加
者も増え、都市住⺠・移住者と地元住⺠の交流等が盛んになってい
ます。 

同法⼈理事の髙坂
こうさか

勝
まさる

さんは、「取組の規模を⼤きくし過ぎると運
営側の負担が過⼤となり無理が⽣じるので、現状の取組規模を維持
しつつ、⽥舎暮らしに必要なスキルや知恵、経験を得てもらい、関
係⼈⼝にとどまらず、地⽅移住への流れを⼤きくしたい。」と話して
います。 

 
＊⽤語の解説3(2)を参照 

農農作作業業ををししてていいるる⾵⾵景景  
資料：NPO 法⼈ SOSA Project 

((事事例例))  農農業業体体験験かからら移移住住へへつつななががるる活活動動((千千葉葉県県))  

図表 3-6-2 農村への関与・関⼼の深化のイメージ図 

資料：農林⽔産省作成 
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((⼦⼦供供のの農農⼭⼭漁漁村村体体験験のの推推進進))  
農林⽔産省を含む関係府省は、平成20(2008)

年度から、⼦供が農⼭漁村に宿泊し、農林漁業
の体験や⾃然体験活動等を⾏うことで、⼦供た
ちの学ぶ意欲や⾃⽴⼼、思いやりの⼼等を育む
「⼦ども農⼭漁村交流プロジェクト」を推進し
ています。この取組の中で、農林⽔産省は、都市と農⼭漁村の交流を促進するための取組
や交流促進施設等の整備に対する⽀援等、受⼊側である農⼭漁村への⽀援を⾏っています。 

 
ウウ  多多様様なな⼈⼈材材のの活活躍躍にによよるる地地域域課課題題のの解解決決  
((企企業業⼈⼈材材やや地地域域おおここしし協協⼒⼒隊隊がが活活躍躍))  

農⼭漁村地域でビジネス体制の構築やプロモーション等を⾏う専⾨的な⼈材を補うため、
総務省は地域活性化に向けた幅広い活動に従事する企業⼈材を派遣する「地域活性化起業
⼈」を実施しています。この取組は、企業から⼈材の派遣を受ける地⽅公共団体だけでな
く、⼈材を派遣する企業側にも⼈材育成や社会貢献等のメリットがあるものです。農林⽔
産省としては、農⼭漁村地域における⼈材ニーズの把握や活⽤の働き掛け、マッチング等
を⾏っています。 

さらに、「地域おこし協⼒隊」として都市地域から過疎地域等に⽣活の拠点を移した者が、
全国の様々な場所で地域の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、住⺠の⽣活⽀援等の「地域協⼒活動」を⾏いながら、その地域への
定住・定着を図る取組を⾏っています。 
 
((半半農農半半ＸＸをを始始めめととししたた農農業業へへのの関関わわりり⽅⽅

のの多多様様化化がが進進展展))  
新型コロナウイルス感染症の感染拡⼤の

影響もあり、テレワーク等場所を問わない
働き⽅が急速に進んだことで、地⽅への移
住や⼆地域居住のような動きが注⽬されて
います。 

半農半Xの「X」に当たる部分は多種多様
で、半分農業をしながら、半会社員、半農
泊運営、半レストラン経営等様々です。こ
の場合、Uターンのような形で、本⼈⼜は
配偶者の実家等で農地やノウハウを継承し
て半農に取り組む事例も⾒られます。また、
季節ごとに繁忙期を迎える農業、⾷品加⼯
業等、様々な仕事を組み合わせて通年勤務
するような事例も⾒られるようになってき
ています。 

令和3(2021)年6〜8⽉に内閣府が⾏った
世論調査で、農⼭漁村に移住願望があると
回答した者に「農⼭漁村地域に移住したら

⼦⼦どどもも農農⼭⼭漁漁村村交交流流ププロロジジェェククトトににつついいてて  
URL: https://www.maff.go.jp/j/nousin/kouryu/kodomo/ 

図表 3-6-3 農⼭漁村地域に移住する場合の仕
事 

資料：内閣府「農⼭漁村に関する世論調査」(令和3(2021)年10⽉公表)
を基に農林⽔産省作成 

注：1) 令和3(2021)年6〜8⽉に、全国18歳以上の⽇本国籍を有する
者3千⼈を対象として実施した郵送とインターネットによる
アンケート調査(有効回収数は1,655⼈) 

2) 農⼭漁村地域に移住してみたいという願望が「ある」、「どち
らかというとある」と回答した者に対する、「農⼭漁村地域
に移住したらどのような仕事がしたいか」の質問への回答結
果(回答総数は276⼈、複数回答) 

 

10.9

8.7

6.2

16.7

20.3

21.4

21.7

33.3

0 10 20 30 40

無回答

その他

⾮農林漁業の⾃営

地⽅⾃治体や⾮農林漁業を営む企業に就職

⾃営の農林漁業、農林漁業を営む企業や組合に就
職、⾃営の⾮農林漁業、地⽅⾃治体や⾮農林漁業

の企業に就職など、複数の仕事の組み合わせ

農林漁業の⾃営

農林漁業を営む企業や組合に就職

現在と同じ仕事

％
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どのような仕事がしたいか」と尋ねたところ、「現在と同じ仕事」と回答した者が33.3％と
最も多いものの、「複数の仕事の組み合わせ」が2割程度となっており、⽣業

なりわい
についての考

え⽅が多様化していることがうかがわれます(図図表表33--66--33)。また、「移住しようとする農⼭
漁村地域の⽣活にどのようなことを期待するか」について尋ねたところ、「⾃然を感じられ
ること」(76.8％)に続き、「農林漁業に関わること」が32.6%と多くなっています(図図表表33--66--44)。 

⼀⽅、現在の住まいの地域が農⼭漁村地域と回答した者に「都市住⺠が農⼭漁村地域に
移住する際の問題点は何か」と尋ねたところ、「都市住⺠が移住するための仕事がない」と
回答した者が56.6％と最も多くなっており、就業の場の確保が重要な課題となっているこ
とがうかがわれます(図図表表33--66--55)。 

 

図表 3-6-5 都市住⺠が農⼭漁村地域に移住する際の問題点 

資料：内閣府「農⼭漁村に関する世論調査」(令和3(2021)年10⽉公表)を基に農林⽔産省作成 
注：1) 令和3(2021)年6〜8⽉に、全国18歳以上の⽇本国籍を有する者3千⼈を対象として実施した郵送とインターネットによるアンケー

ト調査(有効回収数は1,655⼈) 
2) 居住地域の認識について「どちらかというと農⼭漁村地域」、「農⼭漁村地域」と回答した者に対する、「都市住⺠が農⼭漁村地域

に移住する際の問題点は何か」の質問への回答結果(回答総数は611⼈、複数回答) 

11.1

7.4

2.3

7.7

13.9

20.9

25.5

27.8

30.1

41.6

49.3

56.6

0 10 20 30 40 50 60

無回答

特に問題はないと思う

その他

地域の調和が崩れる

地域住⺠が都市住⺠の受け⼊れに消極的

道路、⽔道や電気、インターネット環境などの
インフラ整備が不⼗分

⼦育て⽀援施設や教育施設が少ない

都市住⺠を受け⼊れるサポート体制が整備されていない

医療施設、介護施設や福祉施設が少ない

買い物、娯楽などの⽣活施設が少ない

都市地域への移動や地域内での移動などの交通⼿段が不便

都市住⺠が移住するための仕事がない

％

図表 3-6-4 移住する農⼭漁村地域の⽣活への期待 

資料：内閣府「農⼭漁村に関する世論調査」(令和3(2021)年10⽉公表)を基に農林⽔産省作成 
注：1) 令和3(2021)年6〜8⽉に、全国18歳以上の⽇本国籍を有する者3千⼈を対象として実施した郵送とインターネットによるアンケー

ト調査(有効回収数は1,655⼈) 
2) 農⼭漁村地域に移住してみたいという願望が「ある」、「どちらかというとある」と回答した者に対する、「移住しようとする農⼭

漁村地域の⽣活にどのようなことを期待するか」の質問への回答結果(回答総数は276⼈、複数回答) 

9.4
3.6

18.8
21.0

26.8
28.3

32.6
76.8

0 20 40 60 80

無回答
その他

都市地域とは異なる環境での⼦育て
お祭りなどの⾏事への参加

新しい仕事を始めること
⾝近な⽣活課題などに対する互助(近所づきあい)

農林漁業に関わること
⾃然を感じられること

％
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静岡県伊⾖

い ず
の国

くに
市

し
の⼟屋

つ ち や
建設
けんせつ

株式会社は、農村の⾼齢化・⼈⼝
減少等による基盤整備需要の減少を受け、⾃ら農村の活性化と地
域産業の振興を⾏うため、平成23(2011)年から農業に参⼊してい
ます。 

営農開始当初に借り⼊れた農地のうち、70aは耕作放棄地でした
が、⾃社の重機やそのオペレーター等、建設業の技術を活⽤して
農地を耕し、栽培技術については、農協や地元農家等からの⽀援
を得て、耕作を開始しました。 

令和3(2021)年時点での経営⾯積は2.5ha、農業従事者7⼈、うち
臨時雇⽤者4⼈となっています。地域の特産であるだいこんやすい
かの栽培を始め、60種程度の露地野菜等、多種多様な品種を栽培
し、⾃社ブランド「ろっぽう野菜」として販売をしています。 

同社は、今後も近隣の農家の販売を請け負う体制を構築するこ
とにより、地域の活性化に取り組んでいきたいとしています。 

農農作作業業のの様様⼦⼦  
資料：⼟屋建設株式会社 

((事事例例))  半半農農半半 XX をを実実践践すするる企企業業((静静岡岡県県))  

 
五島市
ご と う し

地域
ち い き

づくり事業協同組合は、⼈⼝急減地域特定地域づくり推
進法＊に基づき、令和3(2021)年に⻑崎県五島

ご と う
市

し
で設⽴しました。組合

で職員を雇⽤し、組合員である農業者等の事業者に派遣することによ
り、地域の担い⼿の確保に取り組んでいます。 

同組合では、同年4⽉から2⼈の職員を採⽤し、季節によって繁忙期
が異なる職場に職員を派遣しており、派遣された職員は通年で安定し
た収⼊を得られています。組合員の要望に応え、同年12⽉時点で8⼈の
職員を雇⽤し、農業や⾷品加⼯業等の事業者に派遣しています。 

職員の⼀⼈である、尾⽥
お だ

遼⽃
りょうと

さんは同年5⽉から農業⽣産法⼈「株式
会社アグリ・コーポレーション」で畑作業をし、7⽉からは⽔産加⼯、
冬からはだいこん等の収穫作業や切り⼲し加⼯をするなどの⾷品加⼯
の仕事に就いています。尾⽥さんは、「様々な職場で働くことは、いろ
いろな⼈たちと触れ合えるし、良い経験になり、⾃分⾃⾝が成⻑する
のを感じている。農作物を作る楽しみもあって今後も続けていきた
い。」と話しています。 

組合事務局⻑の野⼝
の ぐ ち

敏明
としあき

さんは、「当初予定より、職員のなり⼿が多
く、有り難い状況となっている。引き続き、島内の若者の流出を⾷い
⽌め、UIターン者の増加にもつなげたい。」と話しています。 

 
＊正式名称は「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」

作作業業指指導導をを受受けけななががらら農農作作業業
にに従従事事ししてていいるる様様⼦⼦  
資料：五島市地域づくり事業協同組合

((事事例例))  ⼈⼈⼿⼿不不⾜⾜のの解解消消とと良良質質なな雇雇⽤⽤環環境境をを確確保保((⻑⻑崎崎県県))  
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((22))  農農村村のの魅魅⼒⼒のの発発信信  
((棚棚⽥⽥地地域域のの振振興興をを推推進進))  

棚⽥を保全し、棚⽥地域の有する多⾯的機能の維持増進を図ることを⽬的とした棚⽥地
域振興法が令和元(2019)年に施⾏され、市町村や都道府県、農業者、地域住⺠等の多様な
主体が参画する指定棚⽥地域振興協議会による棚⽥を核とした地域振興の取組を、関係府
省横断で総合的に⽀援する枠組みが構築されています。農林⽔産⼤⾂等の主務⼤⾂1は、令
和3(2021)年度までに、同法に基づき累計698地域を指定棚⽥地域に指定しました。また、
指定棚⽥地域において指定棚⽥地域振興協議会が策定した認定棚⽥地域振興活動計画を累
計166計画認定しました。 

また、棚⽥の保全と地域振興を図る観点から、同年度には、「つなぐ棚⽥遺産〜ふるさと
の誇りを未来へ〜」として、優良な棚⽥271か所を農林⽔産⼤⾂が認定しました。 

このほか、農林⽔産省は、都道府県に対して、棚⽥カードを作成し、都市住⺠に棚⽥の
魅⼒を発信することを呼び掛けています。同年度末時点で累計108の棚⽥地域が参加する
取組となっており、棚⽥地域を盛り上げ、棚⽥保全の取組の⼀助となることが期待されま
す。 
 
((33))  多多⾯⾯的的機機能能にに関関すするる国国⺠⺠のの理理解解のの促促進進等等  
((新新たたにに22施施設設がが世世界界かかんんががいい施施設設遺遺産産にに登登録録))  

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ICID(国際かんがい排⽔委員会)が認
定・登録する制度で、令和3(2021)年には我が国で新たに寺ケ池

て ら が い け
・寺ケ池

て ら が い け
⽔路
す い ろ

と宇佐
う さ

のか
んがい⽤⽔群

ようすいぐん
の2施設が登録され、これまでの国内登録施設数は計44施設となりました。 

 
((世世界界農農業業遺遺産産国国際際会会議議22002211をを開開催催))  

FAO(国際連合⾷糧農業機関)が認定する⽇本国内の世界農業遺産は、令和3(2021)年度
末時点で、11地域となっています。令和3(2021)年は国内で初めて世界農業遺産が認定さ
れてから10周年となることから、同年11⽉に⽯川県において世界農業遺産国際会議2021
を開催し、各認定地域の取組や情報を共有するとともに世界農業遺産の更なる活⽤・保全
について議論を⾏いました。 

このほか、農林⽔産⼤⾂が認定する⽇本農業遺産は令和3(2021)年度末時点で、22地域
となっています。 

 
 
 

 
1 主務⼤⾂は、農林⽔産⼤⾂のほか、総務⼤⾂、⽂部科学⼤⾂、国⼟交通⼤⾂及び環境⼤⾂ 

宇宇佐佐ののかかんんががいい⽤⽤⽔⽔群群((⼤⼤分分県県宇宇佐佐市市))  
 

寺寺ケケ池池・・寺寺ケケ池池⽔⽔路路((⼤⼤阪阪府府河河内内⻑⻑野野市市))  
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((「「デディィススカカババーー農農⼭⼭漁漁村村のの宝宝」」にに3344地地区区とと44⼈⼈をを選選定定))  
農林⽔産省と内閣官房は、平成26(2014)年

度から、農⼭漁村の有するポテンシャルを引
き出すことで地域の活性化や所得向上に取り
組んでいる優良な事例を「ディスカバー
農⼭漁村

む ら
の宝」として選定し、農村への国⺠

の理解の促進や優良事例の横展開等に取り組
んでいます。令和2(2020)年度までに211件選定しており、第8回⽬となる令和3(2021)年度
は全国の34地区と4⼈を選定しました。選定を機に更なる地域の活性化や所得向上が期待
されます。 

 

 
 

((ココララムム))  パパンンフフレレッットトややジジュュニニアア農農林林⽔⽔産産⽩⽩書書でで多多⾯⾯的的機機能能等等のの理理解解をを促促進進  
 

((11))  パパンンフフレレッットト「「農農業業・・農農村村のの多多⾯⾯的的機機能能」」
農林⽔産省では、農業が有する国⼟保全・

⽔源涵養
かんよう

・景観保全等の多⾯的機能について
国⺠の理解を促進するため、これらの機能を
分かりやすく解説したパンフレット約2万8
千部を道の駅やイベント等を通じて、国⺠の
幅広い層に配布し、普及・啓発を⾏っていま
す。 

 
 

((22))  ジジュュニニアア農農林林⽔⽔産産⽩⽩書書  
農林⽔産省は、⼩学校⾼学年向けに、我が

国の農林⽔産業、農⼭漁村、それらが有する
多⾯的機能への理解を深めてもらうようジ
ュニア農林⽔産⽩書を作成しています。令和
3(2021)年9⽉に公表した2021年版ジュニア
農林⽔産⽩書については、農林⽔産省のSNS
で配信したことに加え、⽂部科学省の協⼒に
より同年10⽉に同省のメールマガジンと
SNSで、全国の⼦供の保護者、教育関係者等
に対し周知しています。 

ジュニア
農林⽔産⽩書

2021年版

ジジュュニニアア農農林林⽔⽔産産⽩⽩書書  
URL: https://www.maff.go.jp/j/wpaper/w_junior/index.html 

農農業業・・農農村村のの多多⾯⾯的的機機能能  
URL:https://www.maff.go.jp/j/nousin/noukan/nougyo_

kinou/index.html#06 

デディィススカカババーー農農⼭⼭漁漁村村のの宝宝ににつついいてて  
URL: https://www.discovermuranotakara.com/ 
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