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

【 農村振興支援情報 】 



2 

■ 農村振興施策の紹介 

◇「振興山村の振興に役立つ税制特例」の紹介 

 

振興山村の振興について、税制面から支援するものとして、「振興山村におけ

る工業用機械等の特別償却」があります。 

本税制は、「山村振興法」により指定された「振興山村」の区域において、「製

造の事業」及び「旅館業」を営む事業者が、それらの事業に使用する機械や建

物等を取得、建設等した場合に、特別償却ができる特例です。 

本税制を活用することにより、経費に通常の償却額に加え、特別償却額を算

入することができるため、機械等の設備投資初年度における所得税額・法人税

額を軽減することができます。 

本税制の適用期限は、平成２７年３月３１日までとなっておりますので、期

限内に設備投資を行われた際には、本税制を積極的にご活用下さい。 

 

なお、本税制の詳細については、以下のホームページをご覧下さい。 

http://www.maff.go.jp/j/nousin/tiiki/sanson/s_sesaku/sesaku.html 

 

（中山間地域振興課調査調整班） 

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

◇「中山間地域の振興に役立つ公庫資金」の紹介 

 

 中山間地域の振興について、金融・融資面から支援するものとして、「振興山

村・過疎地域経営改善資金」及び「中山間地域活性化資金」があります。 

 ご自身の経営の発展とともに、中山間地域の振興のために、これらの資金を

積極的にご活用下さい。 

 

（１）振興山村・過疎地域経営改善資金 

本資金は、「山村振興法」及び「過疎地域自立促進特別措置法」により指

定された「振興山村」又は「過疎地域」の農林漁業者等が、その地域の自

然的、経済的条件に適応した経営の改善や農林漁業の振興を図ることによ

り、所得の安定確保、地域の活性化等を実現するために必要な長期低利の

資金です。 

農業、林業、漁業の各分野でご利用いただけます。 

ただし、貸付期限は、以下のとおり限りがありますので、お早めにご利

用下さい。 

振興山村：平成２７年３月３１日まで 
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過疎地域：平成３３年３月３１日まで 

  

（２）中山間地域活性化資金 

   本資金は、地勢等の地理的条件が悪く、農業生産条件が不利な中山間地

域において、農林漁業を総合的に振興して地域の活性化を図る、以下の３

種類の施設の整備に必要な長期低利の資金です。 

・農林畜水産物の付加価値の向上と販路の拡大を図る「加工流通施設」 

・農地、森林等の農林漁業資源を活用した「保健機能増進施設」 

・農業の担い手の定住化を促進するための「生産環境施設」 

 

なお、これらの資金の詳細については、以下のホームページをご覧下さい。 

http://www.maff.go.jp/j/nousin/tiiki/sanson/s_sesaku/sesaku.html 

 

（中山間地域振興課調査調整班） 

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

■ 地域活性化に向けた取組 

◇「全国フットパスサミット in 美里」を開催（１１／９～１０） 

～熊本県美里町～ 

 

熊本県のほぼ中央部に位置する美里町において、１１月９日（土）～１０日

（日）、「全国フットパスサミットｉｎ美里」が開催されます。 

美里町には、江戸時代後期に架けられた石橋が数多く残されています。また、

緑川流域に広がる棚田やそこに水を運ぶ用水路等、歴史的にも景観的にもすば

らしいものが残されています。 

そのような中、英国発のフットパスという考え方を、地域に導入し「楽しみ

ながら歩く小径」を各地に張り巡らせ、都市と農村の日常的な交流をはかる取

り組みを始めています。 

平成２３年度の開始から地域住民と協力し、現在までに１０のフットパスコ

ースを整備し、各コースにガイドマップや道標を作成・設置しています。また、

美里フットパス公式Ｆａｃｅｂｏｏｋでは、美里フットパスのプログラムの紹

介、イベントの告知、美里町の風物詩の紹介等をしています。 

 今回の全国フットパスサミットでは、地域を元気にする魔法－「フットパス

はまちをどう変えるか」－をテーマに、「あるものを活かす」地域づくりとして

のフットパスを研究し、全国のフットパスネットワークの構築を目指しており、

９日のシンポジウムには無料で参加頂けます。 
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 詳細については以下のホームページ等をご覧下さい。 

美里フットパス Ｆａｃｅｂｏｏｋ 

 https://facebook.com/misatofp 

全国フットパスサミット in 美里 専用ホームページ 

http://misatofp.jimdo.com/ 

お申し込み・お問い合わせ 

美里フットパス協会事務局 ０９６４－４７－０１４７ 

 

（九州農政局農村計画部農村振興課） 

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

◇「見て、触って、香って発見！ゆっくりだけど確かな歩み」 

～沖縄県石垣市 石垣島エコクラブ～ 

 

石垣市は、沖縄本島から南西約４００Ｋｍに位置し、日本列島の最西南端に

あって、１１の有人島からなる八重山諸島の拠点都市であり、平成２５年３月

７日には「新石垣空港」が開港しました。 

 今回紹介する石垣島エコクラブは、石垣島の地域資源の保全・蘇生における

事業の実践や、未来を担う子供たちに地域資源への理解を深める授業、及び環

境教育プログラム開発・実践やエコツアーの提供を行い、学校・企業・行政機

関などと協力しながら、地域活性化が出来る事業に取り組んでいます。 

 自然の保全、そして蘇生・再生サイクルを作っていきたい。子どもたちに自

然の美しさ、面白さを知ってもらいたい。地域を元気にしていきたいという３

つのテーマに向かって、楽しみながら活動することを目標としています。 

 また、「石垣島田舎体験プロジェクト実行委員会」の構成団体として、平成

２４年度から「食と地域の交流促進対策交付金」を活用し、①着地型観光受入

体制構築のためのミーティング②特産品の開発へ向けた情報収集③地域人材育

成のための講習会を行うなど、より一層の地域活性化に寄与すべく活動を行っ

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下さい。 

 http://eco-club.ishigaki.info/ 

 

（沖縄総合事務局農林水産部土地改良課） 

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

■ 報告・お知らせ 

 ◇農業・農村の多面的機能についてのアンケートを実施中（～９／３０） 
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農林水産省では、ホームページの中で、農業生産活動を通じて発揮される色々

なめぐみ「農業・農村の多面的機能」を紹介しています。 

今回、農業・農村の多面的機能についてよりわかりやすく普及していくため

に、閲覧者様からのご意見を頂くアンケートを９月３０日（月）まで実施中で

す。 

質問は１０問程度ですので、以下のホームページをご覧の上、アンケートへ

のご協力をお願いします（「農業・農村のめぐみ」で検索しても表示されます）。 

 

http://www.maff.go.jp/j/nousin/noukan/nougyo_kinou/index.html 

 

（農村環境課多面的機能班）

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

◇第９回美の里づくりコンクールの募集案内（～１０／１１） 

 

 国民共通の財産である良好な農村景観を形成するためには、持続的な農業生

産活動はもとより、地域住民等も参加した個性ある美しい景観づくりへの取組

が重要です。美の里づくりコンクールでは、地域の自主的努力により農山漁村

の美しい景観が保全・形成されている優れた活動事例を表彰するとともに、あ

わせてこれら優良事例の普及を図ることとしています。 

 

○応募対象 

 農山漁村の美しい景観を生み出す活動や取組をしている団体（複数団体の共

同も可）を表彰します。 

 また、団体をバックアップしていただいている都道府県及び市町村、または

他の団体からの応募も受付いたします。 

 

○賞 

 農林水産大臣賞 １件 

 農村振興局長賞 ２件 

 美の里づくり審査会特別賞 ３件 

 

○応募期間 

 平成２５年１０月１１日（金）まで 

 

 なお、詳細については以下のホームページをご覧下さい。 



6 

 http://www.rdpc.or.jp/contents/03binosato/03binosato01.html 

 

               （都市農村交流課グリーン・ツーリズム班） 

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

◇第２２回食アメニティコンテストの募集案内（～１０／１５） 

 

 農山漁村の生産活動や社会活動の中でも都市農村交流の分野においては、女

性の貢献が大変大きなものとなっています。今後の都市と農山漁村の共生・対

流を目指した地域づくりにおいても、女性の参画を促進し、女性の感性や生活

に根ざした活動の活性化を推進していくことは重要です。 

 そこで、食アメニティコンテストでは、農山漁村の女性グループ等が、自主

的努力によって、地域の特産物を活用した起業活動などを行い、そのことによ

り地域づくりに貢献している優秀な活動事例について表彰を行います。 

 

○応募対象 

 農山漁村において自主的努力を通じて地域の食文化の保存・開発とその普及

に努め、そのことが地域の活力の増進に寄与しているものとして、都道府県の

推薦を受けた女性グループ又は個人です。なお、男女共同参画社会の構築や女

性の地位の向上の要請に配慮し、当該活動おいて女性が果たしている役割等に

留意して、表彰対象を選定するものとします。 

 

○賞 

 農林水産大臣賞 ３件 

 農村振興局長賞 ３件 

 食アメニティコンテスト審査会特別賞賞 ３件以内 

 

○応募期間 

 平成２５年１０月１５日（火）まで 

 

 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/04shoku_ame/04shoku02.html 

 

               （都市農村交流課グリーン・ツーリズム班） 

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

◇第２０回中山間地域研究会の開催案内（１０／１８） 

 

 中山間地域フォーラムは、地域おこしを担う「地域サポート人」に焦点を当
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てた研究会を開催します。 

今回は、農林水産省の「田舎で働き隊」の担当課長から、田舎で働き隊の成

果や課題などを幅広くお話いただくこととなっています。 

 

○テーマ：田舎で働き隊の成果と今後の都市農村交流 

○日 時：平成２５年１０月１８日（金）１８：３０～２０：００ 

○場 所：日本プレスセンタービル９階 日本記者クラブ 会議室 

（東京都千代田区内幸町２－２－１） 

○講 師：大澤 祐一氏（農林水産省 農村振興局 都市農村交流課長） 

 

※ 参加費は１，０００円です。申込みは不要ですので、直接会場にお越し下

さい。 

 

なお、詳細は、中山間地域フォーラムのホームページ（掲載先：同ページ内

のＦａｃｅｂｏｏｋ）をご覧下さい。 

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

 

（ＮＰＯ法人中山間地域フォーラム） 

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

 ◇農村計画学会２０１３年度秋期大会シンポジウムの開催案内（１１／３０） 

～過度の少子高齢人口減少地域はどう生きてゆくのか？～ 

 

 農村計画学会は、豊かで美しい農村環境と、活力と魅力にあふれた農村社会

の創出をめざす教育・研究者、行政実務者、技術者および地域生活者の交流・

啓発の場として１９８２年に発足しました。 

 社会、経済、法律、建築、土木、緑地、地理、環境科学など様々な分野を専

門とする会員による学際的な交流を通じて、学術研究のみならず、調査やセミ

ナーの開催、農村整備政策へのコミットなどの多様な活動を展開しています。 

 本年度も秋期大会を開催し、初日にはどなたでも参加可能なシンポジウムを

行います。 

 

○日時：平成２５年１１月３０日（土）午後 

○場所：鹿児島大学農学部 

 ※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。 
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 http://www.rural-planning.jp/ 

 

                           （農村計画学会） 

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

◆◇ 編 集 後 記 ◇◆ 

 ９月１９日（木）は旧暦の８月１５日で、中秋の名月でした。皆様はご覧に

なられたでしょうか。私は、普段の月見よりも堪能できました。観月中に突如

停電となり、辺り一面が真っ暗の中での観月となり、名月が際立っておりまし

た。昔の人は、真っ暗な夜においても光を与えてくれるからこそ、月にありが

たみを感じていたのだと感じました。 

恥ずかしながら、中秋の名月は完全な満月だと信じておりましたが、必ずし

もそうとは限らないそうです。一昨年、昨年、今年は３年連続でたまたま満月

でしたが、次に満月である中秋の名月を見ることができるのは８年後とのこと

です。 

 農林水産省ホームページ、農村振興局ホームページには、平成２６年度予算

概算要求の概要を掲載しております。 

 詳細については、以下のホームページをご覧ください。 

 農林水産省 

http://www.maff.go.jp/j/budget/index.html 

農村振興局 

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

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

◆◇ 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下さい。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 
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ＴＥＬ：０３-６７４４-２２０３ ＦＡＸ：０３-３５０１-９５８０ 

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

 


