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※ 本公募は、平成26年度予算政府原予算案に基づいています。今後、国会で成立する予算

の内容に応じて事業実施内容等の変更があり得ることに御留意ください。

都市農村共生・対流総合対策交付金公募要領（案）

（広域ネットワーク推進対策）

１ はじめに

農山漁村においては、人口の減少・高齢化や社会インフラの老朽化等に伴い、地

域コミュニティの活力が低下し、地域経済が低迷する一方、消費者・都市住民には、

観光、教育、健康づくり等に対するニーズが増大するとともに、東日本大震災を契

機に、地域の絆を重視する傾向が生じています。

このため、農山漁村の持つ豊かな自然や「食」を観光、教育、福祉等に活用しな

がら、都市と農山漁村の共生・対流を強力に推進し、農山漁村における所得や雇用

の増大により地域活性化と地域コミュニティの再生を図っていくことが重要となっ

ています。

都市農村共生・対流総合対策交付金（以下「本交付金」という。）では、「食」の

持つ教育、観光、福祉等の機能の発揮に向け、広域的に人と情報の連携ネットワー

クを構築し、都市と農山漁村のニーズのマッチングや専門家等の派遣、情報の受発

信等の取組を支援します。

本交付金の交付を希望する場合には、本公募要領のほか、都市農村共生・対流総

合対策交付金実施要綱（平成25年５月16日付け25農振第393号農林水産事務次官依

命通知。以下「実施要綱」という。）及び都市農村共生・対流総合対策金実施要領

（平成25年５月16日付け25農振第394号農林水産省農村振興局長通知。以下「実施

要領」という。）を必ずお読みいただき、必要な提出書類を以下の公募期間内に御

提出願います。

なお、実施要綱・実施要領は、農林水産省ホームページ （http://www.maff.go.

jp/j/nousin/kouryu/toshi_noson/pdf/h25_toshi_nouson_yoko_yoryo_an.pdf)に掲

載されております。

公募期間：平成26年１月29日（水）から平成26年２月21日（金）まで

２ 対象事業

公募対象事業は、実施要綱第２の４及び別表に規定する広域ネットワーク推進対

策に関する事業とします。具体的には、次に掲げる取組のいずれかについて都市と

農山漁村の共生・対流が全国に拡大するような民間団体等の取組を支援します。
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【都市と農村の共生・対流に向けた全国的推進】

（１）全国ネットワークの構築及び運営

【人材活用支援】

（２）人材活用対策の円滑な実施

（３）農山漁村活性化支援人材バンクの運営

【教育・観光・健康福祉と連携した取組の推進】

（４）子ども農山漁村交流

（５）大学・企業等の研修等の推進

（６）観光と連携したグリーン・ツーリズムの推進

（７）外国人旅行者向けの受入体制の構築

（８）外国人旅行者向けのプロモーションの推進

（９）健康・医療・介護との連携

【都市と農村の共生・対流の推進に資する支援】

（10）移住・定住の促進

（11）省庁連携プロジェクト事業推進

（12）集落課題の情報受発信

なお、これらの取組の詳細は、別紙１を参照してください。

また、取組の実施期間は１年以内です。

３ 応募方法

応募は、４の本交付金の対象となる団体が、（１）の①の提案書を提出すること

により行ってください。

（１）応募に必要な書類（以下「提案書等」という。）

① 都市農村共生・対流総合対策交付金（広域ネットワーク推進対策）事業実施

提案書（以下「提案書」という。）

※ 農林水産省ホームページ（http://www.maff.go.jp/j/supply/hozyo/index.

html）からダウンロードし、様式に従って作成してください。

② 本交付金の申請者（以下「申請者」という。）の組織、活動内容などを示す

資料〔①の提案書に添付〕

（ア） 設立趣意書、定款、寄附行為、規約など

(イ) 申請者の活動内容概要が分かる資料

(ウ) 過去３年間の事業報告（国、地方公共団体等公的機関から助成を受けた

事業の実績、その他事業の実績が確認できる資料を必ず提出してください。

（エ）についても同様。）

(エ) 過去３年間の収支決算（貸借対照表及び損益計算書等）

（オ） 役員、職員名簿、組織図等

（カ） 取組を主導する運営責任者（プロジェクトマネジャー）のこれまでの取

組実績、履歴、提案内容の実施に必要なノウハウ、知見、マネジメント能

力の判断に資する資料
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（キ） 事業費の算出決定の根拠となる資料

なお、本交付金の申請者及び申請団体に参加している構成員又は申請団体に参

加する見込みの構成員が、提案書の提出から過去３年以内に補助金等に係る予算

の執行の適正化に関する法律（昭和30年法律第179号）（以下「補助金適正化法」

という。）第17条第１項又は第２項の規定に基づき交付決定の取消があった補助事

業等において、当該取消の原因となる行為を行った補助事業者又は間接補助事業

者等については、本事業に係る事業実施主体の適格性の審査においてその事実を

考慮するものとします。

（２）提案書等の提出方法等

① 提出方法

14 に定めるお問い合わせ先に御持参又は御郵送願います。

② 提出期限

平成26年２月21日（金） 17時まで

（郵送の場合は平成26年２月21日（金）（消印有効））

③ 提出に当たっての留意事項

ア 提出書類に虚偽の記載、記載の不備等がある場合は審査対象となりません

ので、公募要領に基づいて注意して作成願います。

イ 提出部数は１部です。

なお、提案書等に要する一切の費用は申請者の負担とし、提案書等の返却

は行いません。

４ 本交付金の対象となる団体

本事業を実施することができる団体は以下のとおりです。

なお、共同提案を行う場合にあっては、各構成員の全てが次の団体のいずれかに

属することが必要です。

（１）農業協同組合、農業協同組合連合会

（２）森林組合、森林組合連合会、生産森林組合

（３）漁業協同組合、漁業協同組合連合会、漁業生産組合

（４）生活協同組合、生活協同組合連合会

（５）農業会議所、都道府県農業会議、農業委員会

（６）農事組合法人

（７）農業生産法人

（８）特定非営利活動法人

（９）一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人、公益財団法人

（10）土地改良区、土地改良事業団体連合会

（11）地方公共団体等が出資する団体

（12）商工会、商工会連合会、商工会議所、商工会議所連合会

（13）観光協会、旅行業者が組織する団体
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（14）民間企業

５ 交付金の交付の対象となる経費

提案された上記２の取組に直接必要となる経費が交付金の交付の対象になりま

す。

具体的な交付金の交付の対象となる経費は、別紙２のとおりです。

６ 交付金の交付の対象とならない経費

（１）経費以外の経費（本事業の実施団体の経常的運営に要する経費等本事業の実施

に直接関係しない経費）は交付金の対象にはなりません。

（２）交付金の交付決定前に支出される経費

７ 交付金の交付額

交付される交付金は、別紙１のとおり各取組に対して定額で交付します(交付目

的に従い、５の交付金の交付の対象となる経費を補助事業で支出した場合、各上限

額まで全額交付します。）。

ただし、交付金の交付の対象となる経費の算定に誤りがないかどうか等を審査し

た上で交付金額を決定するため、申請者により提案された額より減額されることが

あります。

また、補助事業により収益が生じた場合は、その収益に相当する額を減額して交

付しますのでご注意ください。

８ 説明会の開催

（１）本事業に関する説明会を次のとおり開催します。

日 時 平成26年２月３日（月）11:00 ～ 14:40

場 所 農林水産省 本館 ７Ｆ講堂

東京都千代田区霞が関１-２-１

なお、当該説明会は、以下のとおり項目ごとに説明時間を分けて行います。

①（11:00 ～ 12：00）

（１）全国ネットワークの構築及び運営

（２）人材活用対策の円滑な実施

（３）農山漁村活性化支援人材バンクの運営

（４）省庁連携プロジェクト事業推進

②（13:00 ～ 14:50）

（５）子ども農山漁村交流

（６）大学・企業等の研修等の推進
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（７）観光と連携したグリーン・ツーリズムの推進

（８）外国人旅行者向けの受入体制の構築

（９）外国人旅行者向けのプロモーションの推進

（10）健康・医療・介護との連携

（11）移住・定住の促進

（12）集落課題の情報受発信

（２）会議室の都合により出席者は各団体１名程度とします。

（３）説明会への出席は応募に当たっての必須条件としません。

９ 審査ヒアリング

申請者より提出された提案書等を審査するに当たり、必要に応じて申請者から提

案書等の内容についてヒアリングすることがあります。

なお、ヒアリングを行う場合は、事前に申請者に連絡いたします。

10 提案書の選定及び事業実施進計画の承認

（１）提案書の選定等

提案書の選定については、外部有識者及び農林水産省職員による選定審査委員

会を設置し、（２）の観点から提案書等の審査を行い、予算の範囲内で、農林水

産省農村振興局長（以下「農村振興局長」という。）が選定します。申請者より

提出された提案書等が選定された場合は採択通知書を、不採択の場合は不採択通

知書を申請者宛てに通知します。

また、選定の際、採択通知書を通知した者に対し、（３）の事業実施計画の承

認申請に当たり条件を付すことがあります。

なお、採択通知書を受けた者の辞退などがあった場合は、これに伴い、不採択

通知書を受けた者に採択通知書を通知する場合があります。その際は、事前に該

当する者に御連絡致します。

（２）審査の観点

① 事業の趣旨、目的の理解度

② 事業の実現性と効率性

③ 事業遂行のための技術力、組織運営の妥当性

④ 別紙１の取組内容のそれぞれに対する実施手法の妥当性、取組の効果

（３）交流促進計画の承認

採択通知書を受けた申請者は、提案書の選定後１ケ月以内に事業実施計画を農

村振興局長に提出し、その承認を受けてください。

なお、提案書の選定後、内容や対象経費の精査などのため、必要に応じてヒア

リングを行うことがあります。ヒアリングの日時などについては、事前に申請者

に御連絡いたします。

11 交付金の支払手続
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農村振興局長が交流促進計画を承認したときは、本交付金の申請者に対して交付

金割当通知を送付し、提案された本事業の取組に割当される交付金の交付の額をお

知らせします。

本交付金の申請者は、割当された額を踏まえ、「都市農村共生・対流総合対策交

付金交付要綱」（平成25年５月16日付け25農振第378号農林水産事務次官依命通知。

以下「交付要綱」という。）第５に定める交付金交付申請書を作成し、農村振興局

長に提出してください。

その後、農村振興局長から発出される本交付金の交付決定通知が送付された後に、

本交付金の対象となる事業を開始することができます。なお、これ以前に発生した

経費や本事業の実施終了後に発生した経費は、交付金の交付の対象になりません。

本交付金の支払方法は事業の実施終了後の精算払を原則とします。なお、支払に

関する手続は以下のとおりです。

・ 申請者は、毎年度事業実施年度の翌年度の４月10日又は事業完了の日から起算

して１ケ月を経過した日のいずれか早い日までに、領収書等の写しを添付して、

交付要綱に定める実績報告書を作成し、農村振興局長に提出してください。

・ 農村振興局長により、提出された当該実績報告書と領収書等の写しについて審

査し、交付決定額の範囲内で、実際に使用された経費について交付する額を確定

の上、確定通知の送付により交付金が支払われます。

12 事業実施に当たっての留意事項

（１）交付金の経理

交付金の交付に当たっては、どのような目的で、いつ支出されたか、いくら支

出されたかなどについて明らかにしていただく必要があります。

したがって、交付金の申請者は、本交付金の事業とそれ以外の活動に係る経理

を明確に区分しておく必要があり、本交付金の事業に係る収入及び支出を明らか

にした帳簿を備えるとともに、この収入及び支出についての証拠書類及び関係資

料を整理し、一定期間整備保管しておく必要があります。

（２）事業実施計画を変更する場合の手続

以下に該当する場合については、農村振興局長に事業実施計画を提出し、その

承認を受ける必要があります。

① 事業費の３割を超える増減

② 事業実施主体又は事業実施期間の変更

③ 事業の廃止

（３）人件費の算定

本交付金に係る本事業の実施に当たり、人件費を補助の対象とする場合には、

「補助事業等の実施に要する人件費の算定等の適正化について」（平成22年９月2

7日付け22経第960号大臣官房経理課長通知）に基づき、人件費を算定しなければ

なりません。

（４）事業により整備したデータベースやシステム等の権利は農林水産省に帰属し、

事業実施者はこれらのものを事業完了後速やかに農林水産省に提出する事としま
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す。

なお、これらのものは、本事業の目的以外には使用してはならないものとします。

13 その他留意事項

本交付金の応募に当たっては、必ずお読みください。

本交付金は､補助金適正化法等の法令、実施要綱、実施要領等の通知に従って実

施されるものです。これらに違反して本事業を実施することはできませんので御注

意願います。

（１）交付金の返還について

交付金の交付決定以前に本事業に着手するなど補助金適正化法に違反して交付

金を使用した場合は、交付金の交付決定が取り消され、受け取った交付金の全部

又は一部について返還を求めることがありますので御注意願います。

（２）罰則について

不正な手段により交付金の交付を受けるなどした場合は、懲役又は罰金の刑が

科せられることがありますので御注意願います。

本事業の実施に当たり、調査等を行う場合がありますので、御協力をお願いし

ます。

14 お問い合わせ先及び提案書等提出先

提案書等の提出先は、以下のとおりです。

お問い合わせについては、以下の連絡先に電話又はＦＡＸをしていただきますよ

うお願いします。

農林水産省農村振興局農村政策部都市農村交流課

〒100-8950 東京都千代田区霞が関１－２－１

℡ ： ０３－３５０２－８１１１

（内線５４４７，５４５１）

Fax ： ０３－３５９５－６３４０
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別表１

取 組 内 容 公募上限額及び公募予定

数

１．【 都市と農村の共生・対流に向けた全国的推進 】

全国ネット 都市と農村の共生・対流の取組を全国的に普及・啓発する 1,650万円を上

ワークの構 ための、以下の取組を実施し、報告書を作成する。 限とし、１事業

築及び運営 ① 都市と農村の共生・対流に関する全国イベントの開催 実施主体を公募

農林水産業及び農山漁村の振興に関する表彰事業等におい します。

て、受賞した団体等のつながりを深めるため、全国の取組先

進地域等の活動の継続に資する全国イベント（300人程度の規

模）、交流会等を開催する。

② 都市と農村の共生・対流に関するイベントへの参加支援

農林水産業及び農山漁村の振興を目的とする団体等のつな

がりを深め、その活動を広く社会に訴求するため、消費者と

の交流イベント（1回、6団体程度）及びマルシェ（3回、各3

団体程度）への参加を支援する。
③ 農山漁村の活性化のための交流事業の推進
農林水産省が所有するウェブサイト（「ふるさとふれあいプ

ロジェクト」）の管理、運営、普及及び訪日外国人旅行者の利
用を想定した改良を行う。
④ 地域間交流の推進

都市と農山漁村の共生・対流に取り組んでいる農山漁村地

域の連携を強化する取組を支援するための「都市農村共生・

対流ネットワ－ク」を開設し、その管理、運営及び普及を行
う。

２．【 人材活用支援 】

（１）人材 集落連携推進対策と一体的に行う人材活用対策（研修生の派 800万円を上限

活用対策の 遣）の円滑な実施を図るために必要な次の取組。 とし、１事業実

円滑な実施 ①人材活用対策で地域に入り活動する人材の募集と登録 施主体を公募し

地域 活性化の取組に意欲的な都市部の若者を、募集、斡旋 ます。

により確保、登録しデータの管理を行う。

・募集説明会等により研修を希望する若者100人程度の人材を

確保。

・受入先の要望に沿う人材がない場合は、追加募集により人

材を確保。

②受入地域と人材のマッチング

人材活用対策を行う活動主体からの紹介の要望に対して、

①で登録した人材とのマッチングを行う。
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・活動主体からの依頼と、登録してある人材の希望から、マ

ッチングを行い、登録者の了解を得た上で、活動主体に紹介

を行う。

③人材の円滑な活動に対する支援

総務省事業の地域おこし協力隊との合同研修、合同活動報

告会の実施。

本交付金で活動する人材に対して、活動期間中の情報交換

体制の整備、人材や受入団体への相談の場の提供。

・人材活用対策の人材が活動する地域周辺で活動する、地域

おこし協力隊も含めて東京において研修を行う。

また、ブロック毎の活動状況報告会を実施する。

その際、地域サポート人ネットワーク全国協議会等と連携

して実施する。

・インターネットのサイト等において、地域で活動する人材

や受入団体が相互に交流できる場の提供や、相談を受ける体

制を整備する。

（２）農山漁 平成25年度に整備した農山漁村活性化支援人材バンクの運 900万円を上限

村活性化支援 営を行う。 とし、１事業実

人材バンクの ①人材バンクの運営 施主体を公募し

運営 ・「農山漁村活性化支援人材バンク」のウエブサイトを開設し、 ます。

利用者の申請や、専門家の検索が行える体制を整備する。

②地域からの要望に応じて専門家を紹介

・地域からの専門家の紹介依頼に対し、専門家データベース

の中から適当な専門家を選定し紹介を行う。

③専門家データベースの管理

・専門家データベースへの専門家の追加登録及び、情報の更

新を行う。

④システムの運用改善

・地域からの依頼、専門家の紹介及び地域に要請する結果報

告を一連で整理し、システムの課題と改善策を検討する。

３．【 教育・観光・健康福祉と連携した取組の推進 】

■教育 １．農山漁村における子供の宿泊体験活動の全国的な推進に 1,800万円を上

（１）子ど 必要な以下の取組。 限とし、１事業

も農山漁村 (1)全国推進協議会の開催 実施主体を公募

交流 子供の宿泊体験活動に関する施策の検討・普及等のため、 します。

全国推進協議会を東京において年に２回程度開催する。

(2)推進パンフレット作成
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受入地域向け及び送出し学校向けのパンフレットを作成

する。（作成部数：受入地域向け６千部、送出し学校向け２

万５千部）

(3)シンポジウムの開催

子供の宿泊体験活動の全国的な普及・推進のため、シン

ポジウムを開催する。（東京会場、関係者等300名規模）

２．農山漁村における子供の宿泊体験活動推進のための地方

ブロック別協議会の活動に必要な以下の取組。

(1)ブロック別協議会の開催

地方ブロック別推進協議会（研修、優良事例紹介、分科

会等）を年に２回程度開催、運営する。（８局９会場を想定

：札幌、帯広、仙台、東京、新潟、名古屋、京都、岡山、

熊本）

(2)ホームページの構築

受入地域の紹介、送出し学校側からの照会等情報受発信の

ためのＨＰを構築する。

(3)受入地域のコーディネート

各ブロックの受入地域のフォローアップや新規受入地域

の掘り起こし等を行う。

■教育 農山漁村における大学・企業等の研修等の推進に必要な以 600万円を上限

（２）大学 下の取組を実施し、報告書を取りまとめる。 とし、１事業実

・企業等の ① 取組地域拡大に向けた普及啓発セミナーの開催 施主体を公募し

研修等の推 農山漁村における大学や企業等の交流に関わる活動を行う ます。

進 取組地域を拡大するため、受入地域や行政関係者等を交えて

その普及啓発に係る全国セミナーを開催する（3回程度）。

② 受入地域、企業、行政関係者等を交えた研修会等の実施

取組地域の活動を支援するため、実際に取組を進めている

地域において研修会を実施する（3回程度）。

③ 企業研修等のモデルプログラムの開発及び検証

取組地域の関係者が経験値を高め、今後の受入れ拡大に資

するモデルプログラムを開発するために、モニターツアー（受

入地域3地域×1回程度）を実施し、モデルプラグラムの内容

を検証する。

■観光 観光と連携したグリーン・ツーリズムの推進に必要な以下 1,000万円を上

（１）観光 の取組を実施し、報告書を取りまとめる。 限とし、１事業

と連携した ① グリーン・ツーリズムの取組地域関係者、観光関係者、 実施主体を公募

グリーン・ 行政関係者等を対象としたセミナーの開催 します。
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ツーリズム 地域の農林漁業関係者と観光関係者等との連携によるプラ

の推進 ンの開発及び販売に関するセミナーを開催する（3回程度）。

② グリーン・ツーリズムプランの検証

上記①のセミナーで造成されたプランの内容や販売方法に

ついて検証を行う。

③ 全国の取組地域等によるグリーン・ツーリズムに関する

情報の共有

グリーン・ツーリズムに関する情報を収集し、全国のグリ

ーン・ツーリズム取組地域等が共有する方策を検討のうえ、

情報発信を行う。

■観光 農山漁村地域における外国人旅行者へのグリーン・ツーリ 1,500万円を上

（２）外国人 ズム普及に向けた以下の取組を実施し、報告書を取りまとめ 限とし、１事業

旅行者向けの る。 実施主体を公募

受入体制の構 ① 受入地域を対象とした全国セミナーの開催 します。

築 外国人旅行者の受入れに取り組んでいる又は取り組もうと

する地域（以下「受入地域」という。）を対象に、今後の戦略

や課題等を共有するため、受入体制や多様な体験プログラム

等に関する全国セミナーを開催する（3回程度）。

② 受入地域を対象とした現地研修会等の開催

受入地域を対象に、受入に向けた体制整備や滞在プラン開

発等に関する現地研修会等を開催する（3回程度）。

③ 受入地域を対象とした相談会の開催

受入地域が抱える課題を解決するため、専門家による相談

会を開催する（10地域程度）。

④ 滞在プランの品質向上のための検証

地域の多様な滞在プランの品質向上等を図るため、受入地

域において、外国人旅行者を対象にモニターツアーを実施し、

検証を行う（6地域各1回程度）。

■観光 農山漁村地域における外国人旅行者へのグリーン・ツーリ 1,200万円を上

（３）外国人 ズム普及に向けた以下の取組を実施し、報告書を取りまとめ 限とし、１事業

旅行者向けの る。 実施主体を公募

プロモーショ ① 外国人旅行者向けの商談会や展示会等への参画 します。

ンの推進 我が国のグリーン・ツーリズムや受入地域の取組等を紹介

するために、訪日旅行商談会や展示会等へ参画する（年1回、

5団体程度）。

② ウェブサイト等を活用したプロモーション支援

外国人旅行者等に対し、受入地域の滞在プラン等について、
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農林水産省が所有するウェブサイト（ふるさとふれあいプロ

ジェクト）等を活用したプロモーションを行う。

③ 外国人旅行者受入れに関する検討会の開催

農山漁村地域における外国人旅行者受入れの推進に資する

ため、取組地域の拡大方策やプロモーション手法等に関する

検討会を行う（3回程度）。

■健康 農山漁村の持つ地域資源を障害者の就労・雇用、高齢者の 1,100万円を上

（１）健康 生きがいづくりや健康づくりの場としての活用を促進するた 限とし、１事業

・医療・介 めの以下の取組 実施主体を公募

護との連携 します。

① 農を活用した障害者就労の場とした活用にあたり、受け

入れ農家の現状について、アンケート調査を実施し問題点

の洗い出しを行うとともに対応方針を検討

② 啓発普及のための優良事例集の作成

③ 農業を利用した障害者就労のモデル地区を設けるととも

に、農園等の開設マニュアルの作成。

④ 福祉・農業関係者を対象とした研修会及び勉強会と併せ

て先進地視察を全国道府県で50人規模の説明会を開催。

（10回程度）

⑤ 農家と福祉事者をつなぐコーディネータ－の育成のため
の全国道府県で研修を開催（５回程度）

⑥ 農福連携についての幅広い情報発信（例：シンポジウム
の開催、メディア向けツアーの実施）

４．【 都市と農村の共生・対流の推進に資する支援 】

（１）移住・ 田舎暮らし希望者と農村未利用資源の結びつけ活動の支援 1,600万円を上

定住の促進 限とし、１事業

田舎暮らしを希望する都市住民と地域の未利用資源（空き 実施主体を公募

家、耕作放棄地等）を結びつけようとする市町村の取組を支 します。

援し、各地での実践に向け参考とすべき情報を整理する。

（ア）モデル的な取組を行う市町村の掘り起こし（20地区程

度）

（イ）協力市町村における体制整備の支援

・整備すべき情報や地元の受入体制に関するアドバイス

・制度面での留意事項に関するアドバイス（農地の貸借に

ついては、特定農地貸付法を利用） 等

（ウ）田舎暮らし希望者に対する情報発信の支援
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・パンフレットの作成・配布、雑誌やWebへの掲載等

・関東、近畿等の主要地域でのＰＲイベントの開催

・都市住民からの問い合わせに対応するための相談員の設

置

・モデル地区への体験交流ツアーの実施 等

（エ）（イ）及び（ウ）の活動の成果を取りまとめ、同様の取

組を広げていく上での課題を分析

なお、月に１回程度の頻度で関係者が集まり、これまでの

活動状況について情報を共有するとともに、今後の事業の進

め方について議論を行うこととする。

※（ア）～（ウ）の活動には平成25年度事業において作成さ

れた導入マニュアル等を活用して取り組むこととする。

（２）省庁連 空き家・廃校活用交流プロジェクトのうち、商店街空き店 550万円を上限と

携プロジェク 舗等活用プロジェクトの推進に向けた以下の取組。 し、１事業主体を

ト事業推進 公募します。

① 特定の農山漁村地域と特定の都市の商店街において、相

互の連携を前提にした、特産品販売や地域のＰＲ等の取組

内容及び販売方法等の体制整備、決済等の詳細を、相互の

意見を調整して取組を実際に支援しつつ、自主取組に向け

た連携可能性を調査する。

② 相互の主体の連携の他、それぞれの地域の推進体制整備

として、地域の支援組織（市町村、農協、信用金庫、ＮＰ

Ｏ組織等を想定）の発掘、協力依頼、連携推進体制整備を

図りつつ、自立に向けた支援体制の在り方を調査する。

③ 上記①及び②を含む一連の取組の経過と課題、将来展望

等をとりまとめて報告書（50頁程度：紙媒体２部、電子媒

体２セット）、連携推進のためのパンフレット及びウエッブ

掲載データを作成し、農林水産省及び経済産業省の地方支

分部局を含めた説明会を開催し、普及推進を図る。

（３）集落 中山間地域の集落等がインターネットを活用して、地域課 1,200万円を上

課題の情報 題の発信や多様な主体からの有効な助言や情報の収集ができ 限とし、１事業

受発信 る仕組み(集落情報システム)の定着を図るために以下の取組。 実施主体を公募

① 集落情報システムの活用等により、中山間地域等の集落 します。

自らが課題等の情報受発信を行うため、事前説明会等によ

る普及及び研修会等による啓発活動を実施する。

（10ブロック×20名程度）
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② 集落情報システムに寄せられる地域課題に関する質問・

相談等への回答を行うために学識経験者、ＮＰＯ等からな

るサポート体制を構築する。

③ 集落情報システムの充実化を図るため、IT技術等を活用

した集落活性化の事例の調査・発掘を行う。
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別紙２

都市農村共生・対流総合対策交付金（広域ネットワーク推進対策）の対象経費

区 分 経 費

１ 賃金 臨時に雇用される事務補助員等の賃金

２ 報償費 謝金

３ 旅費 普通旅費、特別旅費（委員等旅費、研修旅費、日額旅費）

４ 需用費 消耗品費、車輌燃料費、印刷製本費等

５ 役務費 通信運搬費、筆耕・翻訳費、広告料等

６ 委託料 コンサルタント等の委託料

７ 使用料及び賃 会場、貨客兼用自動車、事業用機械器具等の借料及び損料

借料

８ 備品購入費 施策の実施に最低限必要な事業用機械器具等の購入費（減価償却

資産の耐用年数に関する省令（昭和40年大蔵省令第34号）別表等

による耐用年数（以下単に「耐用年数」という。）が３年以下の

ものに限る。）

９ 報酬 技術員手当（給料、職員手当）（本事業の業務を実施するための

労働の対価として労働時間に応じて支払う経費（退職手当を除

く。））

10 共済費等 共済組合負担金、社会保険料、損害保険料

11 補償費 借地料等

12 資材等購入費 資材購入費、調査試験用資材費等（耐用年数が３年以下のものに

限る。）

13 機械賃料 作業機械、機材等賃料経費

14 研修手当 実践研修に要する手当


