
６ 農山漁村の活性化 
（１） 日本型直接支払の推進

ア 多面的機能支払制度の推進

農地維持支払交付金 

農用地、水路、農道等の地域資源について、地域共同で行う草刈りや泥上げなどの基

礎的な保全活動等を行う組織に対する支援。 

取組面積は 440,029ha（全国の 19%）で対前年比 100% 

資源向上支払交付金（地域資源の質的向上を図る共同活動） 

水路、農道等の施設の軽微な補修、農村環境の保全活動等を行う組織に対する支援。 

取組面積は 379,697ha（全国の 19%）で対前年比 101% 

資源向上支払交付金（施設の長寿命化のための活動） 

老朽化した施設の長寿命化のための補修・更新等を行う組織に対する支援。 

取組面積は 154,032ha（全国の 20%）で対前年比 102% 

 農地や農業水利施設等は、土地改良区を中心とした地域のコミュニティにより適切に

維持管理されることによって、多面的機能の発揮に大きな役割を果たしてきましたが、

農村協働力の脆弱化が進み、農地・農業用水等の維持管理に支障が生じつつあります。 

現状と課題 

施策 

 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維持していくための活動や地域住民を含

む活動組織が行う地域資源の質的向上を図る活動を支援します。 

実施状況（令和２(2020）年度) 

資料：東北農政局作成 

地域共同活動による農地の草刈り等、

地域資源の保全管理を行うとともに、女

性や子供も含む地域ぐるみでの植栽活

動等の農村環境保全活動を行うことに

より、地域コミュニティの形成が図られ

ています。 

地域の共同活動事例 
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 図表 ２-48 各県の取組面積（令和２（2020）年度） 
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イ 中山間地域等直接支払制度の推進

 中山間地域は、食料生産と多面的機能の維持・発揮の両面で重要な役割を担っています

が、傾斜地が多く存在し、ほ場の大区画化や大型農業機械の導入、農地の集積・集約化が

容易ではない状況もあり、営農継続が困難となる恐れがあります。 

現状と課題 

施策 

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を支援します。 

実施状況 

取組事例 筆甫
ひ っ ぽ

中区
な か く

集落協定（宮城県丸森町
まるもりまち

） 

令和２(2020)年度の

全国における中山間地域

等直接支払交付金の取組

面積は 63 万 8,900ha

で、そのうち東北は６万

7,100ha となっていま

す。 

県別にみると、岩手県

（２万 3,100ha）が最も

多く、次いで福島県（１万

4,900ha ）、 秋 田 県

（9,800ha）の順となっ

ています（図表 2-49）。 

宮城県丸森町
まるもりまち

の筆甫
ひ っ ぽ

中区
な か く

集落協定では、県内外の大学や企業から援農ボランティア

を募り、遊休農地へのヒマワリ植栽や大根の播種作業を中心に活動を行ってきました。 

収穫した大根の加工は 

地区の女性が担当し、町 

の指定管理で運営されて 

いる筆甫まちづくりセン 

ターと連携し、

「ひっぽのへそ大根」 

としてブランド化を図っ 

ています。 

各県の取組面積の推移 図表 2-49 

資料：東北農政局作成 

注：１）東北の取組面積の値と各県の値の合計は、データごとに四捨五入するため、一致しない場合がある。 

注： ２）各年度の数値は各年度末（３月末）時点で取りまとめた値 

特産品ブランド化「ひっぽのへそ大根」
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ウ 環境保全型農業直接支払制度の推進
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 東北における令和２(2020)年度の環境保全型農業直接支払交付金の取組について

は、552 件（対前年 88％）で、実施市町村数が 116 市町村（同 96％）へ減少して

いるものの、実施面積は２万 525ha（同 109％）へ増加しています。 

 温室効果ガス排出削減や生物多様性保全の推進に貢献するため、環境保全に効果の

高い取組の更なる拡大が必要です。 

実施面積の推移 

現状と課題 

施策 

農業者の組織する団体等が、化学肥料及び化学合成農薬を原則５割以上低減する取

組と合わせて行う地球温暖化防止や生物多様性保全に効果の高い農業生産活動を支援

しています。 

令和２(2020)年度の

全国における実施面積

は 8 万 789ha で、う

ち東北は 2 万 525ha

となっています。 

また、令和２(2020)

年度の実施面積を県別

に み る と 、 山 形 県

（6,184ha）が最も多

く 、 次 い で 秋 田 県

（4,204ha）、宮城県

（4,000ha）の順とな

っています（図表２-

50）。

図表 ２-50 環境保全型農業直接支払交付金実施面積（県別） 

資料：東北農政局作成 

 注：各年度末現在の値 

取組事例 大潟村大潟地域農地・水・環境保全管理協定運営委員会（秋田県大潟村
おおがたむら

） 

大潟村大潟地域農地・水・環境保全管理協定運営委員会は、平成 19(2007)年度、

農地・水・環境保全向上対策への参加を契機に、大潟村
おおがたむら

の全農業者を構成員として組

織化され、八郎湖の水質改善と環境保全型農業に取り組んでいます。 

令和２(2020)年度の実施面積は 3,497ha で、 

主な取組として、長期中干し（2,459ha）、有機農 

業（326ha）等を実施しています。 

また、同委員会では、取組内容の理解醸成を図る 

ため、周辺地域の親子を対象に「生き物観察会」を 

開催しています。 

生き物観察会の様子 

注：ここでいう「長期中干し」とは、稲の生育期間中に 10ａ当たり１本以

上の溝切りをした上で 14 日間以上行うものである。これにより、水

田からのメタン（温室効果ガス）発生量が低減する。 
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（２） 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

ア 棚田・中山間地域の振興

 中山間地域は、食料生産と多面的機能の維持・発揮の両面で重要な役割を担っていま

すが、傾斜地が多く存在し、生産条件の不利から営農継続が困難となる恐れがあります。 

 特に、棚田の維持には多大なコストを要し、農業のみでの維持には限界があることか

ら、棚田を核とした地域振興を通じて、将来に継承していくことが必要となります。 

現状と課題 

 棚田地域を始めとする中山間地域の振興を図るため、棚田地域振興法に基づく、棚田

を核とした地域振興の取組を支援するとともに、農業生産基盤の整備と地域の収益力向

上を図るための生産、販売施設等の整備を総合的に支援します。 

施策 

実施状況 

大川原
おおかわら

地域の住民は、棚田を地域の会

の努力で保全してきましたが、高齢化や

担い手不足等により将来を不安視して

いました。 

棚田地域振興法の制定を契機に、地域

と市、大学、観光協会、企業らが大川原

地区棚田地域振興協議会を組織し、棚田

の保全と地域振興の取組を強化・拡大し

ています。 

令和３(2021)年度は、高低差のある

棚田特有の作業時間と労力の負担を大

幅に軽減するため、ドローンによる防除

作業に取り組んでいます。 

このほか、無農薬栽培や棚田米のブラ

ンド化、営農・環境保全活動を通じた都

市農村交流に取り組み、棚田を核とした

地域振興、持続的発展を目指していま

す。 

東北では、令和３(2021)年６月時点で、棚田地域振興法に基づく指定棚田地域が 20

地域、このうち 11 地域で指定棚田地域振興活動計画の策定から認定までを了し、棚田

等の保全、棚田地域の有する多面的機能の維持・発揮、棚田地域の振興に取り組んでい

ます。 

取組事例 大川原
おおかわら

棚田地域（青森県黒石市
く ろ い し し

） 

田植え時期の大川原棚田（令和３(2021)年４月指定） 

ドローンによる 

防除作業の省力化の 

取組 
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