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２０１３． １．３１ 第９４号 

◆◇◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◇◆ 

地域づくりコミュニケーション 

― 農村振興メールマガジン ― 

 

            農林水産省農村振興局 

◆◇◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◇◆ 

 

◆◇ 目 次 ◇◆ 

 

【 農村振興支援情報 】 

■ 農村振興局予算の概要 

◇平成２４年度農林水産関係補正予算の概要（農村振興局関係部分抜粋） 

 

◇平成２５年度農林水産予算の重点事項 

～攻めの農林水産業の展開～（農村振興局関係部分抜粋） 

 

■ 地域活性化に向けた取組 

◇真狩村の「ゆり根」を食べ比べる「札幌ゆりンピック」の開催報告 

  ～「真狩村道の駅管理組合」（北海道虻田（あぶた）郡真狩（まっかり） 

村）の取組～ 

 

◇「ただいまと言いたい“ふるさと”～大田原～」 

  ～株式会社大田原ツーリズム誕生～ 

 

■ 報告・お知らせ 

 ◇住民参加型計画作成手法に関する研修会（ワークショップのシナリオ作成

研修）の開催案内（２／２０～２／２２） 

  

◇農村計画学会２０１３年度春期大会シンポジウム開催案内（４／６） 

 

◇第１６回中山間地域研究会の開催案内（３／７） 

 

◇「グリーン・ツーリズムインストラクター研修会」の開催案内 

  

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



2 

【 農村振興支援情報 】 

■ 農村振興局予算の概要 

◇平成２４年度農林水産関係補正予算の概要（農村振興局関係部分抜粋） 

 

【国土強靱化・競争力強化】 

＜農林水産業の基盤整備＞ 

○農業農村整備事業＜公共＞・・・・・・・・・・・・・・１，６４０億円 

・老朽化した農業水利施設の長寿命化・耐震化対策や担い手 

への農地集積の加速化、農業の高付加価値化等のための水田 

の大区画化・汎用化、畑地かんがい等の整備を推進 

 

○海岸事業＜公共＞・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１０億円 

・高潮等から背後地を防護するための海岸保全施設の防災・ 

減災対策を推進 

 

○農山漁村地域整備交付金＜公共＞・・・・・・・・・・・１，６５０億円 

・地方の裁量によって実施する農山漁村の防災・減災対策や 

農林水産業の基盤整備を支援 

 

＜農林水産関係施設等の整備＞ 

○特殊自然災害対策施設緊急整備事業・・・・・・・・・・・・・１０億円 

・火山の降灰被害に対応するための洗浄用機械施設等の整備 

や、これと一体的に行う用水確保対策・営農体系改善活動等 

を支援 

 

【「攻めの農林水産業」の前倒し】 

＜再生可能エネルギー対策＞ 

 ○小水力等再生可能エネルギー導入推進事業・・・・・・・・・・・１億円 

・小水力発電等に係る調査設計等の支援 

 

＜農山漁村の所得増大対策＞ 

 ○農山漁村活性化プロジェクト支援交付金・・・・・・・・・・・６０億円 

・生産施設や地域間交流拠点施設の整備、避難所に利用され 

る地域コミュニティ施設の補強・機能強化等を支援 

 

【その他追加財政需要等】 
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○災害復旧事業等＜公共＞ ・・・・・・・・・・・・・・・・・４５７億円 

※農村振興局分２８８億円 

・豪雨、台風等の被害に係る災害復旧事業等を早期に実施 

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

◇平成２５年度農林水産予算の重点事項 

～攻めの農林水産業の展開～（農村振興局関係部分抜粋） 

（※）各事項の下段（ ）内は、平成２４年度当初予算額 

 

【国土強靱化・競争力強化】 

＜農林水産業の基盤整備＞ 

○農業農村整備事業＜公共＞ ・・・・・・・・・・・・・・２，６２７億円 

（２，１２９億円） 

 ○農山漁村地域整備交付金＜公共＞ ・・・・・・・・・・・１，１２８億円 

（９６億円） 

【経営所得安定対策等】 

＜農業の多面的機能を踏まえた直接支払＞ 

 ○中山間地域等直接支払交付金・・・・・・・・・・・・・・・２８５億円 

（２５９億円） 

・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、 

農業生産活動を継続して行う農業者等に交付金を交付 

 

 ○農地・水保全管理支払交付金・・・・・・・・・・・・・・・２８２億円 

（２４７億円） 

・地域共同による農地・農業用水等の管理や施設の長寿命化 

のための活動等を支援 

 

【担い手・農地総合対策】 

 ○耕作放棄地再生利用緊急対策交付金・・・・・・・・（所要額）４５億円 

（３５億円） 

・荒廃した耕作放棄地を再生利用するための雑草・雑木除去 

や土づくり等の取組への支援 

 

【再生可能エネルギーの大々的な展開】 

 ○農山漁村再生可能エネルギー導入等促進対策・・・・・・・・・１２億円 

※農村振興局分１０億円 

（７億円） 
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・農山漁村における再生可能エネルギー発電事業による収入 

を地域の農林漁業の発展に活用する取組の構想・計画策定等 

の推進、小水力発電等に係る調査設計等を支援 

 

【食の安全・安心、都市と農山漁村の共生・対流】 

 ○都市農村共生・対流総合対策交付金・・・・・・・・・・・・・２０億円 

（－） 

・子どもの農山漁村宿泊体験など都市と農山漁村の共生・対 

流を進める取組や人材の活用・育成、農産物加工・販売施設 

の整備等を支援 

 

 ○農山漁村活性化プロジェクト支援交付金・・・・・・・・・・・６２億円 

（４１億円） 

・農山漁村における定住・地域間交流を促進するための施設 

等の整備 

 

 ○「農」のある暮らしづくり交付金・・・・・・・・・・・・・・・６億円 

（－） 

・都市において、市民農園等の整備、新鮮な地元産農産物の 

提供、防災農地の保全など「農」のある暮らしづくりを支援 

 

なお、詳細については以下のホームページをご覧ください。 

http://www.maff.go.jp/j/nousin/soumu/yosan/index.html 

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

■ 地域活性化に向けた取組 

◇真狩村の「ゆり根」を食べ比べる「札幌ゆりンピック」の開催報告 

  ～「真狩村道の駅管理組合」（北海道虻田（あぶた）郡真狩（まっかり） 

村）の取組～ 

 

「真狩村道の駅管理組合」は、北海道開発局が推進している「わが村は美し

く－北海道」運動の第６回コンクール応募団体で、生産量日本一の真狩村の「ゆ

り根」と村のＰＲを目的に、１月２０日（日）札幌市内にてイベントが開催さ

れました。 

 この団体は、真狩村に根ざした地場農産物や特産品の販売、素材を活かした

特色のある食の提供、情報発信などの活動により地域活性化を目指すもので、

当日は大勢の来場の中、村内の予選トーナメントを勝ち抜いた４戸の農家が生
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産する「ゆり根」を１００円で食べ比べて投票していただきＮｏ．１を決定し

ました。 

 このイベントを通して「ゆり根」の消費拡大や普及を目指すほか、真狩村の

ＰＲにもなり、地域全体の活性化が期待されます。 

 なお、真狩村では国営農地再編事業を実施しており、区画整理を行ったほ場

においても盛んにゆり根が栽培されています。 

 

なお、詳細については以下のホームページをご覧ください。 

http://www.hokkaido-michinoeki.jp/data/89/each.htm 

「わが村は美しく－北海道」運動の詳細については、以下のホームページを

ご覧ください。 

http://www.hkd.mlit.go.jp/zigyoka/z_nogyo/wagamura/ 

 

（北海道開発局農業水産部農業振興課） 

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

◇「ただいまと言いたい“ふるさと”～大田原～」 

 ～株式会社大田原ツーリズム誕生～ 

 

大田原市は栃木県の北東部に位置し、市の中央を鮎の漁獲量日本一で知られ

る清流那珂川が流れ、福寿草やカタクリの自生地も見られるなど豊かな自然景

観を有する、いなか暮らしを楽しむには絶好の地です。また、源平屋島の英雄

で弓の名手「那須与一」ゆかりの地や、『おくの細道紀行』で知られる「松尾芭

蕉」が最長逗留（１３泊１４日）した地でもあり、歴史も深い地域です。 

大田原市はグリーン・ツーリズム事業を推進しており、平成２４年７月には

市の全額出資により「株式会社大田原ツーリズム」を設立しました。 

この会社は、市内の農業や自然、文化などの地域資源を活用したグリーン・

ツーリズムの企画・運営、商品開発を行い、地域と都市部の人々との橋渡しの

窓口となることで、集客の中心的役割を担います。 

昨年１０月には国内旅行の企画販売に必要な第２種旅行業を取得し、毎月日

帰りツアーを実施するとともに、小中高生の教育旅行や企業研修の誘致を官民

一体で展開し、大田原の魅力を存分に発信することにより大田原への移住を推

進しております。 

  

なお、詳細については以下のホームページをご覧ください。 

http://www.city.ohtawara.tochigi.jp/9,14649,48.html 

http://ohtawaragt.blog.fc2.com/ 
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（関東農政局農村計画部農村振興課） 

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

■ 報告・お知らせ 

◇平成２４年度住民参加型計画作成手法に関する研修会（ワークショップの 

  シナリオ作成研修）の開催案内（２／２０～２／２２） 

 

 地方自治体等の地域計画づくりの手法として活用されている「ワークショッ

プ」等の住民参加型の計画手法は、各地域の特性を活かし、地域住民の意向を

反映した個性のある地域づくりを進めるうえでとても有効な手法です。 

 （一財）農村開発企画委員会では、地域づくり全般に関する行政等担当者を

対象に、住民参加型計画作成手法の技術（特にワークショップのシナリオ作成

技術）の習得を目的とした研修会を開催いたします。 

 本研修会は、平成１６年度から開講しており、今年で９回目を迎え、これま

でに１０５名の研修生が本講座の修了証を手にされ、地域づくりの担い手とし

て、各地で活躍しています。 

 

○日時：平成２５年２月２０日（水）～２２日（金） 

○場所：馬事畜産会館２階 第１会議室（東京都中央区） 

○定員：２０名 

 

 なお、詳細については以下のホームページをご覧下さい。 

 http://www.rdpc.or.jp/contents/00info/00linfo26.html 

 

                    （（一財）農村開発企画委員会） 

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

◇農村計画学会２０１３年度春期大会シンポジウム開催案内（４／６） 

             東日本大震災から２年 

       ～農山漁村における生業・暮らしの復興と課題～ 

 

 ２０１１年３月１１日の東日本大震災発生以来、２年が経過しました。昨年

度の本シンポジウムでは、主に農山漁村地域における地域コミュニティに焦点

を当て、大震災後１年の取り組みを検証し、今後の復興に向けた課題を議論し

ました。 

 今年度は、農山漁村地域における生業・暮らしの復興に焦点を当て、復興の

現況と課題について議論します。 
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○日時：平成２５年４月６日（土）１３：３０～１７：３０ 

○場所：東京大学農学部弥生講堂 

 ※シンポジウムのみへの参加は、参加費無料（資料代実費） 

 

 なお、詳細については以下のホームページをご覧下さい。 

 http://www.rural-planning.jp/index.htm 

 

                              （農村計画学会） 

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

◇第１６回中山間地域研究会の開催案内（３／７） 

～どこにもない学校「緑のふるさと協力隊」～ 

 

中山間地域フォーラムは、「緑のふるさと協力隊」をテーマに、中山間地域研

究会を開催します。 

 「緑のふるさと協力隊」とは、農山村に興味を持つ若者を、１年間全国各地

に派遣するプログラムで、若者に魅力あふれる農山村を知ってもらう一方、農

山村に暮らす人々には、若者の目を通して地域の魅力を再発見するきっかけに

なっています。 

 

○日 時：平成２５年３月７日（木）１８：３０～２０：３０ 

○場 所：日本プレスセンタービル９階 日本記者クラブ 大会議室 

（東京都千代田区内幸町２－２－１） 

○参加費：１，０００円 

○講 師：ＮＰＯ法人地球緑化センター 常務理事 金井 久美子氏 

※ 申込みは不要です。直接会場にお越し下さい。 

 

なお、本案内は、１月３１日現在の情報に基づきご案内していますので、最

新情報は以下のホームページでご確認の上、お越し下さい。 

http://www.chusankan-f.net/ 

 

【緑のふるさと協力隊】 

http://www.n-gec.org/activities/furusato.html 

 

（ＮＰＯ法人中山間地域フォーラム） 

********************************************************************** 
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◇「グリーン・ツーリズムインストラクター研修会」の開催案内 

 

 農山漁村を訪れる方々に安全かつ有意義な時間を過ごしていただくため、地

域の案内や体験活動を指導できる人材“ＧＴインストラクター”が求められて

います。（財）都市農山漁村交流活性化機構では、「地域案内コース（ＧＴイ

ンストラクター入門編）」（５月２９日～３１日開催済み）、「体験指導コー

ス（ＧＴインストラクター実践編）」（９月４日～７日、１２月４日～７日開

催済み）、「企画立案コース（ＧＴインストラクター上級編）」（平成２５年

２月５日～ ８日開催）の３コースを開設しています。 

 受講者全員に修了証を付与し、各コース最終日の試験に合格された方を認定

者（入門編：エスコーター、実践編：インストラクター、上級編：コーディネ

ーター）として同機構の「ＧＴ人材データベース」に登録します。 

 

 なお、詳細については以下のホームページをご覧下さい。 

 http://www.ohrai.jp/school/green1.html 

 

     （（財）都市農山漁村交流活性化機構） 

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

◆◇ 編 集 後 記 ◇◆ 

 平成２５年が始まりました。引き続き、本年もどうぞよろしくお願い申し上

げます。 

 もうすぐ節分です。本来、節分とはその字の如く「季節の分かれ目」の意味

で、立春、立夏、立秋、立冬の前日を指すものだそうです。しかし、江戸時代

以降では、冬から春になる時期を一年の境と考え、我々が良く知る２月の節分

を「節分」と呼ぶことが多くなったようです。そのように考えると、節分は大

晦日であり、前年の悪いことを祓って新年を清く迎えるため、豆まき等の行事

を行います。 

 日本の暦には、一年に渡り様々な季節の行事があり、それぞれに意味合いが

あります。先人たちが自然を畏怖しつつも、大いに感謝してきた名残なのだと

思います。街中で生活を送ると、店頭のディスプレイから季節の移り変わりを

半ば強制的に知らされることが多く、肌や感覚でその微妙な変化を感じること

が少ないかと思います。そんな中、せめて美味しい食材で旬を感じては如何で

しょうか。２月が旬である食材としては、くわいや小松菜、でこぽん、鯛やあ

さりが挙げられます。農山漁村から運ばれる食材をお楽しみください。 

 余談ですが、閏年の関係で、節分が２月２日や４日になる年もあるようです。 

********************************************************************** 
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◆◇ 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。 

 本メールマガジンに関するご質問・お問合せについては、次のサイトから送

信をお願いします。 

 https://www.contact.maff.go.jp/maff/form/e43f.html 

農村振興メールマガジンのバックナンバーは次のサイトでご覧いただけます。 

http://www.maff.go.jp/j/nousin/nousei/e-mag/index.html 

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

■ 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農村政策部農村計画課（担当）金子 

ＴＥＬ：０３-６７４４-２２０３ ＦＡＸ：０３-３５０１-９５８０ 

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

 


