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地域づくりコミュニケーション 
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■ 平成１９年度農村振興局予算概算要求の概要（その２） 

 ◇概算要求の重点事項 

 

■ 美しい農村を守り育むために 

◇ＮＰＯ法人等による地域活動への支援 

～農村コミュニティ再生・活性化支援事業地区の紹介（その２）～ 

 

◇「“農”が育む風景」フォーラムのご案内 

 

◇オーライ！ニッポン大賞募集が始まりました！ 

 

 ◇共生・対流に関するテレビ番組・映像コンテンツが続々放送・配信されて

います！ 

 

■ 地域の実態に応じた多様な取組 

 ◇やまなし農村風景コンクールの取組 

 

◇人と生き物との共生 ～魚のゆりかご水田プロジェクト～ 

 

◇「家族稲刈り体験会」 ～新潟県新潟市：財団法人亀田郷地域センター～ 
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◇事業計画課を紹介します！ 

********************************************************************** 

■ 平成１９年度農村振興局予算概算要求の概要（その２） 

 ◇概算要求の重点事項 

  前号に引き続き、農村振興局予算概算要求の３つの施策の柱のうち、残りの

柱である「地域の活力を活かした農山漁村づくり」、「地域資源を活かした潤い

ある国民生活の実現」について、その概要を紹介します。 

 

◇地域の活力を活かした農山漁村づくり 

  農地・水・環境の良好な保全と質的向上を図るため、地域ぐるみでの効果

の高い共同活動と先進的な営農活動を実施する地域等を支援する交付金を創

設します。また、自ら考え行動する意欲あふれた農山漁村を実現するため、

情報基盤や生活環境基盤の整備を推進すると共に、ハード・ソフトが一体と

なった防災・減災対策を推進し、自助、共助、公助による安全で安心なくら

しを実現に取組みます。 

  このため、次の４つの重点事項を設定しています。 

【重点５】農地・水・環境保全向上対策の本格的実施 

  ○農地・水・農村環境保全向上活動支援事業【公共】～新規～   ２５６億円 

  ○営農活動支援交付金【非公共】 ～新規～                  ３０億円 

  ○農地・水・環境保全向上活動推進交付金【非公共】 ～新規～    １７億円 

【重点６】自ら考え行動する農山漁村の新たな取組の推進 

  ○「立ち上がる農山漁村」推進事業委託【非公共】～継続～    ０．４億円 

  ○農村地域ＩＴ化推進支援事業【非公共】～新規～         ０．４億円 

    元気な地域づくり交付金【非公共】～継続～           ４０６億円の内数 

【重点７】農村地域における防災・減災の取組 

  ○国営造成土地改良施設防災情報ネットワーク構築事業【公共】～新規～ 

                                                              ３億円

 ○農村災害支援体制強化事業【公共】～新規～             ０．３億円 

  ○ため池等整備事業【公共】～継続～                   ２９９億円 

【重点８】中山間地域等直接支払制度の確実な実施 

  ○中山間地域等直接支払交付金【非公共】～継続～            ２２１億円 

 

◇地域資源を活かした潤いある国民生活の実現 

  多様な主体が参加して都市と農村の共生・対流に取組む広域連携プロジェ

クトや、都市部での体験農園等の拡大、生産緑地等の保全等の先導的取組を

支援するとともに、バイオ燃料の導入やバイオマスタウン構築の加速化や、
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農業水利施設を小水力発電として一般利用することを支援するため、次の４

つの重点事項を設定しています。 

【重点９】都市・農村の共生・対流の新たな展開 

  ○広域連携共生・対流等推進交付金【非公共】～新規～         ３億円 

  ○広域連携共生・対流等整備交付金【非公共】～新規～         ５億円 

  ○元気な地域づくり交付金【非公共】～継続～       ４０６百万円の内数 

【重点１０】都市農業の新たな展開 

  ○広域連携共生・対流等推進交付金【非公共】～新規～         ３億円 

  ○都市農業の振興のための条件整備への支援【非公共】～拡充～ 

    （元気な地域づくり交付金）                   ４０６億円の内数 

【重点１１】バイオマスの利活用の推進 

  ○バイオ燃料地域利用モデル実証事業【非公共】～新規～      ８５億円 

  ○地域バイオマス利活用交付金【非公共】～新規～      １６０億円の内数 

【重点１２】 

  ○農業用水の自然エネルギーの活用支援事業【非公共】～新規～ ０．４億円 

http://www.maff.go.jp/nouson/yosan/h19/point.html 

                                                             （総務課） 

********************************************************************** 

■ 美しい農村を守り育むために 

◇ＮＰＯ法人等による地域活動への支援 

～農村コミュニティ再生・活性化支援事業地区の紹介（その２）～ 

 

地区名：北海道（全域） 

団体名：「住んでみたい北海道」推進会議 

テーマ：団塊の世代への北海道への定住促進 

事業内容： 

「住んでみたい北海道」推進会議（事務局函館市）では、平成１８年度を首

都圏等の団塊の世代等の北海道への移住促進の集中取組期間として位置づけ、

定年後の居住地となる「第２の故郷探し」などの支援を行っています。 

当推進会議は、北海道内６４の市町村が加入している北海道移住促進協議会

と、ＪＲ北海道など民間企業１０社によって構成し、道庁や地域とも連携して

北海道の魅力をＰＲ、効率的かつ効果的な移住対策に取り組んでいます。 

本事業では、首都圏から北海道への移住を推進するためのＰＲ活動として、

「北海道暮らし・フェア」を開催して北海道の多様な魅力を紹介するとともに、

移住相談会やお験し体験等を実施するなかで、移住希望者の多様なニーズをは

じめ市町村や地域住民等の意向を把握し、支援や受け入れ体制を整備すること
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にしています。 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

～北海道暮らし・フェア～ 

日時：平成１８年１１月２３日（木・祝）１０時～１８時 

場所：サンシャインシティ コンベンションセンター東京 

ワールドインポートマート４Ｆ 展示ホールＡ－１ 

事業概要（予定） 

○北海道ライフセミナー（趣味の達人等による北海道生活の楽しみ方） 

○スキルマッチングセミナー（地域が求める技術や定住者のスキル発揮の可能

性） 

○企業の得意技広場（北海道暮らしに役立つ商品や企業の紹介コーナー） 

○受入市町村の何でも相談コーナー（まちのＰＲと相談受付を実施） 

○北海道生活の魅力コーナー（観光だけでは分からない北海道生活の魅力をＰ

Ｒ） 

○北海道レアもの市（北海道のレアな物産・商品の販売） 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

※北海道での暮らしを“生活する目線で”身近に感じていただくフェアです。 

詳しくは 

http://www.sundemitai-hokkaido.com/  

をご覧ください。皆さまのご来場をお待ちしております。 

********************************************************************** 

地区名：あいち中央地区 

団体名：あいち中央農業協同組合 

テーマ：地元企業と連携し、地元産小麦・大豆を使った加工品の開発と評価、

試験販売 

 

事業内容： 

ＪＡあいち中央では、地元実需企業との連携組識「一粒の会」を中心に、地

元産小麦・大豆を利用した各種（麺類から和洋菓子にいたる幅広い分野におけ

る）加工品の新規開発に取り組み、地域イベントや交流会等を積極的に活用し

て、新規加工商品の試験販売、消費者アンケート調査の実施と、既存加工商品

の試食・販売など消費拡大ＰＲに積極的に取り組んでいます。 

また、地元産小麦の宣伝・消費拡大を目的として、生産者の有志による食農

教育グループ「麺’ｚ倶楽部」を結成し、地域イベント等における手打ちうど

んの実演・試食や、主に管内消費者を対象とする手打ちうどん教室を開催する

など、消費拡大と食農教育に積極的に取り組んでいます。 
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ＪＡあいち中央としては、これらの活動によって地元農産物の消費拡大、地

産地消の推進と地域農業に対する理解の醸成など、地域内の農業者・事業者・

消費者の間で物心両面からの連携が生れることによって、地域における人的・

物的・経済的な交流が活性化し、ひいては農村コミュニティの活性化が図られ

ることを期待しています。 

  新商品の詳細等については次のサイトをご覧ください。  

http://www.jaac.or.jp/index.html 

（農村政策課） 

********************************************************************** 

◇「“農”が育む風景」フォーラムのご案内 

 

農林水産省及び（財）農村開発企画委員会等では、専門家の講演や先進的な

地域の取組事例を題材に、具体的な農村景観の保全形成手法等について、幅広

く総合的な研鑽を図る観点から、フォーラムを全国２カ所で開催することとし

ています。 

その最初のものとして、「“農”が育む風景」をテーマとして、下記により実

施いたしますので、是非ご参加ください。 

○主要研修内容 

講演：中村良夫氏（東京工業大学名誉教授） 

研修：落合基継氏（（財）農村開発企画委員会） 

パネルディスカッション：景観づくりの活動紹介３地区ほか 

○日 時 

１１月７日（火）１３：３０～１６：４５ 

○場 所 

岡山コンベンションセンター（岡山市駅元町14番1号） 

○定 員 

３００名（先着順により受付、入場無料） 

○その他 

フォーラムのプログラムや申込み等詳細につきましては、以下のサイト（（財）

農村開発企画委員会）をご確認ください。 

http://www.rdpc.or.jp/ 

********************************************************************** 

◇オーライ！ニッポン大賞の募集が始まりました！ 

 

 オーライ！ニッポン会議、農林水産省、（財）都市農山漁村交流活性化機構

では、都市と農山漁村の共生・対流を推進し、もって国民への新たなライフス
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タイルの普及定着を図ることを目的として実施している「オーライ！ニッポン

大賞」について、この度、第 4回目の募集を開始しました。 

 応募は自薦・他薦を問いません。また、以前に応募された方でも再応募する

ことができますので、皆さまふるってご応募・ご推薦ください。 

１．応募期限   １２月１日（当日消印有効） 

２．応募方法   郵送または下記応募フォームより 

  応募フォーム  http://www.kyosei-tairyu.jp/award07/ 

３．お問い合わせ先 

  （財）都市農山漁村交流活性化機構 オーライ！ニッポン大賞事務局 

ＴＥＬ０３－３５４８－２７１８ 

   http://www.kouryu.or.jp/ 

********************************************************************** 

◇共生・対流に関するテレビ番組・映像コンテンツが続々放送・配信されてい

ます！ 

 

○共生・対流に関する動画コンテンツの配信が開始されました。 

 この度、農林水産省ホームページにて、農林水産施策等について、興味・関

心を高め、正しい理解の促進を図ることを目的として、「農林水産省インター

ネットテレビ」が開設されました。 

 共生・対流に関しても、以下の２本が配信されていますので、是非ご覧くだ

さい。 

３ｃｈ「農村で、ゆとりとやすらぎを体験してみませんか」（一般向け） 

５ｃｈ「田舎に泊まって、「農」を身近に感じよう！」（子供向け） 

http://www2.maff.go.jp/cgi-bin/maff-tv/tv.cgi 

 

○１１月１日（水）に「日経ＣＮＢＣ」で、共生・対流の取組が放送されま

す。 

１１月１日（水）２１：００～２１：３０に政府広報として、日経ＣＮＢＣ

「ニッポンＮａｖｉ」にて、「農山漁村体験に新たな展開！～共生・対流最前

線～（仮）」と題して、都市と農山漁村の共生・対流に関する取組が紹介され

ます。 

放送内容は、 

 １．越後田舎体験推進協議会（新潟県十日町市）による横浜市の小学校６年 

生７９名のファームステイ 

２．山形県飯豊町と都会の企業が、連携して取り組んでいる社会実験の取組

（交流ツアー） 
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となっており、映像とナレーションで番組が進行します。 

  なお、「政府広報オンライン」でも１１月６日より配信される予定です

ので、是非ご覧ください。 

http://www.gov-online.go.jp/publicity/tv/navi.html 

 

○一時間特別番組「田舎暮らしでスローライフ」が放送されます。 

１１月３日（金）以降、テレビ朝日系列（一部地域では独立Ｕ局等）・ＢＳ

朝日において、特別番組「田舎暮らしでスローライフ」が放送されます。 

風格ある古民家をスタジオにして、日本各地の様々な「田舎暮らしのスタイ

ル」が紹介されます。 

司会は気象予報士の石原良純さんと高橋真紀子アナウンサー。ゲストにタレ

ントの永島敏行さん、高樹沙耶さん、吉本多香美さんを迎えて番組は進行しま

す。 

１．二地域居住型（兵庫県多可町） 

２．完全移住型（北海道浜頓別町） 

３．期間居住型（ワーキングホリデー）（長野県飯田市、宮崎県西米良村） 

と、様々なスタイルをお楽しみください。 

 また、番組の中で、今年度実施されている共生・対流を進めるための社

会実験についてもふれられています。 

放送局・日時は下記のとおりです。 

・ANB テレビ朝日  ：平成 18 年 11 月 3 日（金・祝） 10:30～11:25 

・HTB 北海道テレビ：平成 18 年 11 月 18 日（土）     6:05～ 7:00 

・NBN 名古屋テレビ：平成 18 年 11 月 10 日（金）    10:50～11:45 

・KBC 九州朝日放送：平成 18 年 11 月 16 日（木）   10:45～11:40 

・KBS ＫＢＳ京都 ：平成 18 年 11 月 12 日（日）    19:00～19:55 

・SUN サンテレビ ：平成 18 年 11 月 19 日（日）   13:00～13:55 

・UMK テレビ宮崎 ：平成 18 年 11 月 13 日（月）  15:00～15:55 

・ABA 青森朝日放送：平成 18 年 11 月 23 日（木・祝）10:30～11:25 

・ABN 長野朝日放送：平成 18 年 11 月 23 日（木・祝）10:30～11:25 

・BS  朝日        ：平成 18 年 11 月 4 日（土）  15:00～15:55 

                             （農村政策課） 

********************************************************************** 

■ 地域の実態に応じた多様な取組 

 ◇やまなし農村風景コンクールの取組 

 

 山梨県では、県の特色を生かした魅力ある農業と活力に満ちた農村を実現す
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るため、農業の生産性の向上、経営の規模拡大、担い手の育成や確保等を推進

し、併せて農村の生活環境整備や農地の保全と管理の推進によって農業農村の

健全な発展を図ることを目的とした農業農村整備事業を推進しています。 

 県内のそういった農村地域などを対象に、「農村からのメッセージ」を基本

テーマとして、農村の四季の移り変わり、農作業や生活の様子、地域農業の有

り様など幅広く農村の風景をとらえた写真や、農業・農村が地域の生活や県土

の保全などに果たしている役割をとらえた写真を各部門別に募集する、「やま

なし農村風景写真コンクール」を実施しています。 

 平成１９年８月３１日（金）まで募集していますので、県の観光キャッチフ

レーズ『週末は山梨にいます。』にちなんで、山梨県を訪れ、シャッターを押

してみてはどうでしょうか。 

 コンクールの詳細については次のサイトをご覧ください。 

http://www.pref.yamanashi.jp/barrier/html/kouchi/36439539773.html 

（山梨県農政部耕地課寄稿） 

********************************************************************** 

◇「家族稲刈り体験会」 ～新潟県新潟市：財団法人亀田郷地域センター～ 

 

 平成１８年９月３０日（土）、当財団主催により稲刈り体験会を開催しまし

た。新潟市内の小学校１１校を通じて参加を案内したところ、２３０名（８０

家族）の参加者が集まりました。地域住民の方が地元のコシヒカリのおいしさ

や安心な栽培方法を知ってもらおうと企画し、毎年好評を得ており今回で９回

目となりました。 

 稲刈り体験会は、４年前に立ち上げた「にいがた農業者・消費者交流会」（現

会員数３００世帯）の事業計画にも位置づけられており、消費者が企画の時点

から加わる仕組みが特徴的です。 

 当日は、青空の下、減農薬で栽培したコシヒカリの手刈りとハサかけ作業を

行い、作業の後はコシヒカリの新米おにぎりと豚汁で昼食をとり、親子で楽し

く秋のひとときを過ごしました。 

 ハサかけした米は、１０月中旬に開催された来場者２万人で賑わうイベント

「食と花の世界フォーラムにいがたプレ２００６”旬の市”」で、体験会参加

者にプレゼントしました。 

 なお、このイベントを盛り上げている基礎となるものが、亀田郷土地改良区

による排水対策と水利施設がその本来の機能と併せて水質浄化や様々な多面的

機能を発揮していることがあります。 

 今年度から亀田郷の幹線用排水路の溝畔の維持管理を従来の除草剤使用を止

めて、草刈りを実施していることも安全安心な農産物の生産基盤整備や亀田郷
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農産物のブランドイメージ向上にも役立っています。 

http://www.kamedagou.jp/center/index.html 

（亀田郷土地改良区寄稿） 

********************************************************************** 

◇人と生き物との共生 ～魚のゆりかご水田プロジェクト～ 

 

琵琶湖周辺の水田は、琵琶湖在来魚類（フナ、コイ、ナマズ等）にとって格

好の産卵繁殖場でしたが（水田を含む琵琶湖の沿岸域で産卵し、稚魚はある程

度成長すると沖合へ出る）、ほ場整備等の実施により琵琶湖辺域は大規模に改変

しました。ほ場整備の効果として農業生産性の向上等はあるものの、①乾田化

や水路と水田の落差により、魚類移動困難、魚類繁殖・生育機能が喪失。②水

田が有する水・物質循環や景観・生態系保全機能が低下。③外来魚の食害と相

まってニゴロブナ等の在来魚が激減し琵琶湖生態系は危機的状況。等の生き物

にはマイナスの効果も現れました。 

このため、滋賀県では、琵琶湖と水田との水域の連続性を回復させ、琵琶湖

辺の水田を魚類産卵繁殖の場として再生させる「魚のゆりかご水田プロジェク

ト」を実施しています。水田の魚類繁殖機能を取り戻すことにより、琵琶湖辺

域の田園環境を再生し、人と生き物が共生できる農業・農村の創造を目指しま

す。 

詳しくは、こちらをご覧ください。 

http://www.pref.shiga.jp/g/noson/fish-cradle/contents.htm 

                             （近畿農政局） 

********************************************************************** 

■ お知らせ 

◇「立ち上がる農山漁村」シンポジウムｉｎ ｋｙｏｔｏ開催 

「立ち上がる農山漁村」とは、農林水産業を核とした、自律的で経営感覚豊か

な取組みにより地域の経済活性化に寄与している先駆的事例を選定し、全国に

「地域自ら考え行動する」意欲あふれた活動を広めていくものです。 

そのような活動の一環として、「農山漁村の再チャレンジ」をテーマに以下

のとおり京都市でシンポジウムを開催しますので、是非ご参加ください。 

 

○「立ち上がる農山漁村」シンポジウム in Kyoto ～農山漁村の再チャレンジ～ 

日 時：２００６年１１月１５日（水）１４：００～１７：００ 

場 所：ＫＢＳホール（ＫＢＳ京都放送会館３Ｆ） 

申込の詳細等は農林水産省ＨＰをご覧ください。 

http://www.maff.go.jp/tatiagaru/newpage9.htm 
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※｢立ち上がる農山漁村｣の取組については、首相官邸ホームページにも掲載し

ています。

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/syokuryo/tatiagaru/index.html 

（農村政策課） 

********************************************************************** 

■ 農村振興局各課の紹介 

◇事業計画課を紹介します！ 

 

 事業計画課では、土地改良事業の適正かつ効果的な実施を図るため、事業計

画を立てる上で必要な調査、国営事業及び補助事業の事業計画の審査、環境と

の調和へ配慮した事業の推進等に係る業務を行っています。 

 具体的な業務内容として、国が実施する大規模な土地改良事業について、そ

の地域の自然条件や経済社会条件に関する調査、営農計画や事業計画等の策定

に必要となる調査と技術面からの検討、経済効果の測定に関することを行って

います。また、都道府県等が行う農業農村整備事業の事業計画の審査・指導を

行っています。その他、農林水産省の重要な施策のあり方について有識者を交

え検討を行う審議会の運営や、前号で紹介した「農業農村整備事業における景

観配慮の手引き」の作成など環境との調和に配慮した農業農村整備事業の推進

のための調査・計画に関する業務などを行っています。 

 特徴的な取組として、国民投票等により今年２月に決定した「疎水百選」に

ついて紹介します。「疎水百選」は広く国民の関心を集め、農地資源の価値を

伝えることによって美しく豊かな農村を守ることを目的として、全国各地の疎

水を紹介するものです。是非、皆様も身近なところや旅先で疎水を訪れて頂き

たいと思います（詳細は次の疎水百選サイトをご覧ください）。 

http://www.inakajin.or.jp/sosui/ 

今後もこうした取組や日頃の業務を通じて、地域づくりを実践されている皆

さまに参考となる情報を発信していきたいと考えています。 

（事業計画課） 

********************************************************************** 

◆◇ 編 集 後 記 ◇◆ 

 次第に秋が深まり、テレビでもぶどう狩りから栗拾いなど秋の味覚をテーマ

とした番組が多くなってきました。 

 秋の味覚と言えば、先日、妻の実家の山形へ行った時のこと。「あけびのステ

ーキ食べる？」と聞かれ、思わず「食べる！」と言ってみたものの、私の田舎

では中身（たねのまわりの白い部分）しか食べないのでどんなものなのか聞い
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てみると、山形では中身は捨て外の皮だけを食べるとのことでした。 

実際に食べてみると、油炒めで醤油が掛けてあるのでそれなりに食べられま

したが、地域によって食文化がかなり違うなと改めて感じた体験でした。（Ｓ） 

********************************************************************** 

◆◇ ご意見をお寄せ下さい ◇◆ 

 本メールマガジンに対する皆さまの声をご遠慮なくお寄せください。また、

皆さまの地域での活動や取組の紹介などもお願いします。皆さまからのご質

問・ご意見、地域の活動などの情報につきましては、可能なかぎり回答あるい

は紹介させていただきます。 

 また、読者の輪を更に拡げていきたいと考えていますので、皆さまにおいて

本メールマガジンに関心を持っていただけそうな方をご存じでしたら、どしど

しご紹介いただきますようお願いします。  

********************************************************************** 

■ 編集発行 

〒100－8950 東京都千代田区霞が関１－２－１ 

農林水産省農村振興局企画部農村政策課（担当）佐藤  

TEL:03-3502-5946 FAX:03-3595-6340 mail:mailto:nouson_mm@nm.maff.go.jp 

********************************************************************** 

 


