
中山間地域現状調査について

滋賀県農政水産部農村振興課

資料２
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１．中山間地域の多面的機能とは

中山間地域は水源かん養、洪水の防止、土壌の浸食や崩壊の防止、
良好な景観の保全、保健休養の場の提供、生き物のすみかになる機能
など多面的機能によって、都市を含む多くの住民の財産、豊かな暮ら
しを守っている。

しかしながら、中山間地域では人口の減少や高齢化の進行に伴い、
農業生産活動の継続だけではなく、集落機能の低下により、多面的機
能の維持が困難になってきている。

※農林水産省農村振興局の農業・農村の多面的機能より引用

★中山間地域等直接支払制度において、
３期対策（Ｈ22～Ｈ26）から４期対策
（Ｈ27～）への移行にあたり、全国で
33,000ha（-4.8％）の面積減少があった。

当県 <全国>
取組市町村 10市町 (+1） <-8>
協定数 143協定（+4） <-2,407>
取組面積 1,615ha（+39)  <-33,000>

※面積増は全国で５県
（岩手県・宮城県・新潟県・福井県・滋賀県）
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２．人口減少・高齢化の進行

我が国では、平成２０年（滋賀
県は平成２５年）をピークに人
口減少に転じ、2050年には
１億人を割り込むことが予想さ
れている

①
②
③
④
⑤

②
①

③

④

⑤

2010年～2050年の40年間で山間地域
で山間農業地域で約7割、中間農業地
域で約5割、平地農業地域で約４割の
人口減少が予測されている。

2010と比較して
増加
１割未満減少
２割未満減少
２割以上減少

２０２５年 ２０４０年

県内市町増減図

農林統計上の中山間地域
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出展：人口減少社会における農村整備の手引
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①
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③
④
⑤

⑤

④
③
①
②

農村集落では都市に先駆けて
高齢化が進み、2050年度には
山間農業地域の高齢化率は
52％、中間農業地域で44％、平
地農業地域で40％を超えると推
計されている。

高齢者６５歳以上の人口割合増加
２０％未満
２０％～２９．９％
３０％～３９．９％
４００％以上

２０１０年 ２０２５年
２０４０年

県内市町高齢者６５歳以上割合図
（高齢化率）

出展：人口減少社会における農村整備の手引
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農業集落は、小規模化・高齢化が一層進行し、2050 年には、人口
９人以下の「無人化危惧集落」が全集落の１割を超え、山間農業地
域では３割になることが予測されている

また、高齢化率が 50％以上となる集
落の割合も、2050 年で山間農業地
域は４割、中間農業地域は２割を超
えると予測されている。

2050 年までに「無人化危惧集落」
になると見込まれる集落には、全国
で約 31万ha、高齢化率が 50％以上
になると見込まれる集落には約 67 
万 ha、この両方に該当する「存続危
惧集落」には約 27 万 ha（農地総量
の６％）の農地が存在しており、我が
国の安定的な食料生産に支障を及
ぼすことも懸念されている。

出展：人口減少社会における農村整備の手引
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中山間地域の現状・課題を調査

必要な対策の基礎資料とする

３．必要な対策の検討



４．調査方法・内容

公募型プロポーザル方式による業務委託

①アンケート（ヒアリング）調査 （２４集落）

②アドバイザ－との集落調査・助言・資源ﾏｯﾌﾟの作成
およびヒアリング調査（３集落）

中山間地域の多面的機能を維持していくためには何が必要か、ｱﾝｹｰﾄお
よびﾋｱﾘﾝｸﾞ調査により、現状・課題を調査

地域の課題・危機感の共有化、地域の誇りや自慢につながる資源の確
認・発見。また、資源ﾏｯﾌﾟを作成し、今後の対策の基礎資料とする

○調査内容
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５．調査期間・今後の検討

○調査期間
平成２８年度・平成２９年度

集落調査を実施した集落は今後の施策構築につなげ
るものとし、モデル地区としてふるさと水と土保全対策
事業および当推進懇話会で保全対策を検討
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６．目指すべき方向

世代をつなぐ農村まるごと保全向上対策、中山間地域等直
接支払交付金の効果的な活用

都市・農村交流の推進

○都市農村共生・対流総合
交付金などの活用
・地域散策ウォーキング
・家庭料理自慢から農家レ
ストランへ発展
・縁がわカフェ
・下流住民との交流
・インバウンド
○都市部への情報発信
・SNS等による情報発信

地域内経済循環の
仕組みづくり

○農山漁村振興支援交付金、

森林・山村多面的機能発揮対
策交付金、小水力等再生可能
エネルギー導入推進事業、６
次産業化支援対策などの活用
・空き家、廃校を合わせ技で
複合施設として活用
・福祉、介護事業との連携
・歴史、伝統文化等の保存と
継承

リーダー、後継者
等の育成

○ふるさと指導員などの活用
・ 県、市などのOBの活用
・人材登録バンク制の活用
・高齢者と子どもの世代間
交流
・多様な主体の参画(女性、
若者、新規移住者)の活用
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「人」と「地域」が織りなす滋賀の農業・
農村活力創造プロジェクト（H27～29）

・集落機能を維持・強化し、担い手による力
強い農業経営の展開、および活力と魅力あ
る地域づくりを進める。

・集落が地域の実情に応じた今後の農業・農
村の目指す姿を定め、その実現に向けた活
動を行うよう、農業者、関係者が一体と
なった取組を展開する。

ふるさと・水と土保全対策事業

・土地改良施設や農地・伝統文化
などの地域資源の維持が困難。

・多様な住民の協働活動による地
域の魅力を高める活動を支援。

・農村協働力の向上を通じた農村
活性化や多面的機能の発揮を図
る。

農業経営課(営農)と連携
農村振興課単独

集落または地域
課題(人口減少、高齢化)

７．農業・農村の振興対策

【重点地域への支援、モデル育成】
〇活力と魅力ある地域づくり（地域振興対策）
地域資源を活用した地域活性化の取り組み支援

活性化モデル集落
①集落営農組織の発展（甲賀市甲賀町岩室）
②集落に支えられた個別経営の展開（彦根市薩摩）
③外部の担い手（農業サービス事業体等）によるサポート
（余呉町片岡南部地区） 10
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８．地域農業戦略指針

集落の話合いに基づいて、担い手をはじめ、集落の農業者と
住民が互いに支え合い、地域農業の持続・発展と農による地
域再生を目指す活動を実践されることを願い策定

農業農村振興事務所 地域農業活性化推進チーム
（農産普及課・田園振興課）で農業・農村あるべき姿・方向性
および推進方策を検討し、関係機関（市、ＪＡ。土地改良区
等）と連携を図りながら取組を推進
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○担い手（個別経営、集落営農組織）の役割

○土地持ち非農家、地域住民の役割

○集落の役割

協 働
相互扶助

９．農業の持続・発展、活力ある農村に向けた関係づくり

• 健全な農業経営の展開により集落
農地の保全、雇用機会の提供に貢献

• 特産物の栽培をけん引

• 水路、農道管理に参加し担い手の経営
を側面的に支援

• 集落活性化の取組に参加

• 人材や資源を活用し、活力あ
る農村に向けた取組の推進
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○目指す姿

（１）農業の持続発展に向けて
①個別経営への農地の集約
②集落営農組織の体制強化
③集落営農組織と個別経営の連携強化
④集落外部に基幹作業を委託し集落農業を継続

（２）活力ある農村に向けて
①地域住民の共同活動
②地域資源を活用した農村の活性化



①個別経営への農地の集約

【改善のポイント】
・個別経営ごとに農地を面的に集積
・地域住民が水路・農道を管理

【解消すべき課題】
・農地の分散、水路等の管理の負担
・土地持ち非農家の農業離れ

【期待される成果】
・効率的な作業で規模拡大、コストの低減
・集落農地が将来的に守られる

担い手が個別経営中心の集落の場合

現状のイメージ

目指す姿

○農地の利用調整で農地を面的に集積

【集落の取組】
・農地の利用調整
・水路・農道の共同管理体制の推進

（１）農業の持続・発展に向けて

Ａ経営

自給農家

B経営

C経営

Ａ経営

自給農家

B経営

C経営

１０．目指す姿の具体例
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【改善のポイント】
・円滑な世代交代の仕組みづくり
・法人化による経営意識の向上
・若者、女性の参画
・戦略的な作物選択
・複合化、６次産業化による新たな取組

【解消すべき課題】
・役員の高齢化、固定化
後継者不足
・設立当時の目的意識の希薄化
・経営意欲の不足

【期待される成果】
・収益性の向上
・組織の活性化
・集落農地が将来的に守られる

②集落営農組織の体制強化 担い手が集落営農組織中心の場合

現状のイメージ

○若者や女性など多様な人材の活用で営農組織を活性化

【集落の取組】
・水稲協業の推進
・若者、女性などの人材活用
・新たな取組への積極支援

目指す姿

集落営農組織

水稲、麦、大豆の生産または
麦・大豆のみの生産

集落農地の全面経営

水稲、麦、大豆に
加えて戦略的な作
物（特産物）の導入

園芸品目
そばなど
新たな生産

加工・直売など
新たな取組



【改善のポイント】
・集落営農組織と個別経営の農地を交換分合しすみ
分け
・相互が作業受委託、期間借地で経営を補完

【解消すべき課題】
・集落営農組織と個別経営の農地が混在
・麦や大豆の作付の調整が不十分で非効率
・水路や農道の管理作業の調整が不十分で非効率

【期待される成果】
・作業効率の向上
・作業受委託で機械費､労働費が低減
・相互補完で効率化された労力を新たな取組に活
用

・集落農地が将来的に守られる

③集落営農組織と個別経営の連携強化 集落営農組織と個別経営が共存する
場合

○農地集約化と機械作業の相互補完で双方が効率化

目指す姿

現状のイメージ

【集落の取組】
・農地の利用など集落営農組織と個別
経営の調整

集落営農組織

自給農家

A経営

B経営

自給農家

A経営

B経営

集落営農組織

補完関係
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【改善のポイント】
・隣接集落などと広域で作業委託ができる仕組みを作
る

・条件不利水田は採算性に乏しく担い手が現れないた
め、作業委託で受託者の収益を確保し、日常管理等
は委託集落が共同作業で行う体制を作る

・集落外に住む集落出身者が、草刈や水路、農道管理
に応援に戻る体制を考える

【解消すべき課題】
・地域に担い手の見込みがない
・条件不利地は水田が小さいなど効率が悪く、外部の
担い手も農地を借りてくれない

【期待される成果】
・集落でまとめて広域で作業委託することで、作業料
金が低くなる

・維持管理作業は委託集落側が行うことで農地を守れ
る

・基幹作業に要していた労力を特産物づくりなど他の
生産活動等に活用

・作業の受け手は安定した収入を確保

④集落外部に基幹作業を委託し集落農業を継続 担い手確保が困難な場合

○水田基幹作業を集落外部の担い手（農業サービス事業体等）に委託し、日常管理は集落で実施

【集落の取組】
・作業委託の推進、取りまとめ
・草刈、水管理、水路や農道を維持管理する共同活
動の体制構築

・特産物づくりなど集落活性化に向けた活動の推進

現状のイメージ

目指す姿

耕作放棄地

小規模農家

農業サービス事業体等へ
作業委託

・作業効率化のため集落で調整
・集落内農家が肥培管理

特産物づくり
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・地域住民参加による農業用水路、農
道などの維持管理

地域住民の参加による共同活動

【期待される成果】
・地域農業の継続、発展
・世代を越えた交流の活発化
・相互扶助や協働の意識の高まり
・地域への愛着心の醸成

農業を通じた地域住民の交流

・生き物観察会
・景観植物の植栽による景観形成活動
・農業体験、市民農園、朝市
・伝統文化・行事の伝承活動

【解消すべき課題】
・水路や農道を維持管理する共同作
業や、集落行事への参加率の低下

目指す姿

（２）活力ある農村に向けて

①地域住民の共同活動

○農業や共同活動を通じた地域住民の交流

全ての集落に必要な取組

【改善のポイント】
・子供、女性、高齢者までの交流が深
まる取組の実施
・世代をつなぐ農村まるごと保全向上
対策の活用

農道沿いへの花の植栽

水路の泥上げ
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【期待される成果】
・農家等の所得向上、雇用の確保
・農村に埋もれていた魅力の再発見
・地域文化の伝承、誇りの醸成
・若者、女性、高齢者等の活躍の場
・地域コミュニティの充実

都市農村交流

・農家民宿
・生き物観察会
・棚田ボランティア
・水田オーナー制 等

○集落の地域資源を特産づくりや観光資源として活用し、地域がにぎわい、うるおう

目指す姿

地 域 資 源

農産物人

景観 文化

若者、女性、高齢者
など

伝統野菜、そば、山
菜など

棚田、名水
など

神社、仏閣、祭りな
ど

・インフラ整備
・専門家の助言

特産物の生産

・直売所の開設
・加工品の生産・販売
（６次産業化）

・農家レストラン

②地域資源を活用した農村の活性化 ステップアップする取組

【取組のポイント】
・外部（大学､NPO､専門家等)との連携
ワークショップ、地元学等
・地域資源の発掘と活用方法の検討
・若者、女性、高齢者などの人材活用
・担い手が特産物の栽培をけん引

活
用

オーナー水田特産野菜の収穫で若者がお手伝い
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２４集落 （４集落 × ６管内 を想定）
※２４×２年＝４８集落

①地域住民へのアンケート調査
調査対象地域

調査対象集落の選定例
①日本型直接支払交付金に取り組
めていない集落 ２集落
②まるごと・中山間直払 取り組み集
落（いずれかまたは両方） ２集落

中山間直接支払交付金の対象地域とする

法指定地域
特認地域

１１．調査内容（中山間地域現状調査）

調査対象集落 ８１８集落・・・(A)(内、まるごと・中山
間直払（両方またはいずれか）に取り組む集落４３０
集落・・・（B） (B/A=52.6％）)
調査実施集落は人口、年齢構成、農業従事者数、
担い手の有無、産業就業人口、農業地域類型別（中
間農業地域・山間農業地域）等を参考に選定する。



３ 集落 （１集落 × ３管内 ） ※２ヶ年で各管内１集落

②アドバイザ－との集落調査・助言・資源ﾏｯﾌﾟの作成
およびヒアリング調査（３集落）

・資源マップの作成（地域に眠る資源を見つめなおし、課題
等を整理する。また、アドバイザーの意見も取り入れ、今後
の活用方法を検討）。

・土地の利用計画についても協議を行い、今後の多面的機
能の維持、発揮の基礎資料とする。


