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 企業との協働による地域活性化 ～ふるさと三重の活力アップ～ 

 

 ◇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いくのか？～ 

 

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

【 農村振興支援情報 】 

■ 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
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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 

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 

◇「米－１グランプリ」による良食味米情報を全国に発信 

～米－１グランプリＩＮらんこし実行委員会（北海道蘭越（らんこし）町） 

 

蘭越町は、北海道の南西部に位置し、周囲をニセコ連峰などの山岳に囲まれ 

た盆地にあり、町の中央を一級河川の水質ランキングで通算１２回日本一とな

った尻別川が流れる、道内でも良質米の生産地として有名な地域です。 

 農家が主体となったこの実行委員会は、北海道開発局が推進する「わが村は

美しく－北海道」運動の参加団体で、北海道産米と府県産米が共に競争意識を

もって生産技術を向上させ、更なる良質米の生産を目指そうと、平成２３年よ

り全国規模のコメの食味コンテストを開催しています。今年はその３回目の開

催となります。 

お米の出品者募集は８月に終了しましたが、１１月１６日に決勝大会が蘭越

町で開催されます。来場者もお米を試食できるイベントもありますので是非ご
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来場下さい。 

おいしいお米の情報が北の大地から全国に発信されますので、ご注目を！ 

 

 「米－１グランプリ」の詳細については以下のホームページをご覧下さい。 

http://kome-1.com/ 

 

実行委員会の活動情報については以下をご覧下さい。 

http://www.hkd.mlit.go.jp/zigyoka/z_nogyo/wagamura/contest/06/dantai

1/6113.html 

 

（北海道開発局農業水産部農業振興課） 

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

◇東武百貨店池袋店での「わが村ＰＲ」活動について 

～北海道開発局農業水産部～ 

 

 “わが村”とは、北海道開発局が推進する「わが村は美しく－北海道」運動

の略で、北海道の農山漁村をより豊かにする事を目的とし平成１３年にスター

トしました。 

運動の一環として２年に１度コンクールを開催し、農産物直売所・地域特産

物の開発など６次産業化の取組や、景観の維持・保全、農山漁家民宿、都市・

農村交流等々、農林水産業と農山漁村地域の活性化に寄与する、優れた団体活

動を表彰しています。 

この度「わが村」参加団体の活動を広く首都圏の方々に知っていただくため、

東武百貨店池袋店「秋の大北海道展」において、９月２８日，２９日の２日間

ＰＲ活動を行いました。 

コンクール参加団体の取組を紹介する冊子や特産品などを紹介するパンフレ

ット類の配布、商品見本の展示などを職員が直営で行いました。 

立ち寄られたお客様の反応は上々で、「今度北海道観光に行くが見所は」、「北

海道に移住を考えており情報が欲しい」などの声が寄せられました。 

今後も様々な場面での情報発信に努めて参りますので、是非ご注目下さい！ 

なお、来年２月に第６回コンクールの大賞表彰式を行います。 

 

「わが村」運動の詳細は以下のホームページをご覧下さい。 

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

 

「わが村」フェイスブックページはこちらをご覧下さい。 

http://www.hkd.mlit.go.jp/zigyoka/z_nogyo/wagamura/contest/06/dantai1/6113.html
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https://www.facebook.com/wagamura 

 

（北海道開発局農業水産部農業振興課） 

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

◇地場産品を利用した食を通して被災地の活性化につなげる 

～大槌まごころ弁当うすざわ協議会～ 岩手県大槌町 

 

東日本大震災により甚大な被害を受けた大槌町にあって、地元有志とＮＰＯ

法人が中心となり、平成２３年１１月に「大槌まごころ弁当うすざわ協議会」

が発足しました。これまで被災地のコミュニティ広場として、地域の賑わいの

場づくりに務める一方、お弁当事業を行ってきました。 

当協議会の活動や取り組みについては、県内のメディアから高い評価を受け

ているほか、今年３月には中東のアルジャジーラも取材に訪れました。 

アルジャジーラが関心を示したことは、被災者とともに一早く地域の復興に

向けて取組んでいる協議会の活動でした。被災者による被災者支援である町内

仮設住宅等への配食事業を行い、コミュニティの形成を内と外から促している

こと、また、復興事業従事者に対し、弁当を供給しながら、引き続き独立採算

を目指していること、その上、町内で活動している他団体が生産した野菜等を

食材にした加工品の研究に努力している姿勢に関心を示していました。 

今後は地場産品を利用した食を通して、他地域との交流・コラボレーション

を促進していき、被災地全体の活性化へつなげていく復興モデル事業となるよ

う努力して参ります。 

 

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://magokorohiroba-usuzawa.jimdo.com/ 

 

（東北農政局農村計画部農村振興課） 

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

■ 報告・お知らせ 

 ◇ジャパンフードフェスタ２０１３の開催案内（１１／２～３） 

 

 ジャパンフードフェスタは、日本全国から世界に誇れるジャパンフードが集

まる見本市であり、実際に食べることを通じて、ジャパンフードの魅力を体感

できる年に一度のイベントとして、以下のとおり開催します。 

 第２回目となる今回は、「地場もん国民大賞」「地域からの展開」「丸の内エリ

アからの拡大」という新たな方向性、コンテンツを拡充し、日本のあらゆる食
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の価値が出会う情報発信ハブとして、メッセージをより明確にし、魅力と発進

力を高めながら展開します。ＹＯＫＯＳＯ ＪＡＰＡＮ ＦＯＯＤ ＦＥＳＴ

Ａのブースでは、グリーン・ツーリズムの紹介をしておりますので、是非お越

し下さい。 

 

○日時：平成２５年１１月２日（土）～３日（日）１１：００～１６：００ 

○場所：東京都千代田区 丸の内仲通り 他 

 

 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.foodfestival.jp/ 

 

（都市農村交流課グリーン・ツーリズム班） 

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

◇第１１回オーライ！ニッポン大賞表彰式及び関連イベントの開催案内 

（１１／８） 

 

 オーライ！ニッポン大賞は、都市と農山漁村を往来する新たなライフスタ

イルの普及と定着を図るため、「人・もの・情報」の行き来を活発化する活動

を積極的に進めている団体、個人を表彰するものです。 

表彰式に合わせて、養老孟司氏（東京大学名誉教授）、Ｄ.Ｍ.ソニア氏（デ

ィロン・マーティー財団ディレクター）の基調講演、特別講演があり、また、

子ども農山漁村交流や農福連携、グリーン・ツーリズム、訪日インバウンドツ

ーリズムなど、都市農村交流の各分野の関係者が一堂に会するイベントとなり

ます。 

都市農村交流やグリーン・ツーリズムなどの取組をされている方はもちろん、

ご関心のある方であれば、どなたでも参加可能です。イベント終了後には、関

係者同士の交流会（会費制）も開催予定です。 

 

○日時：平成２５年１１月８日（金）１３：００～１８：００（予定） 

○場所：日比谷図書文化館（東京都千代田区）大ホール 

 

申込みの詳細については、以下のホームページをご覧下さい。 

 http://www.kouryu.or.jp/ohrai/20131008ohrai.html  

  

■申込み締切 

 平成２５年１１月７日（木）まで受付。 

 

（都市農村交流課グリーン・ツーリズム班） 

********************************************************************** 
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◇「食育フォーラム２０１３ お百姓さんが教えてくれたこと」 

開催案内（１１／２）～参加募集締切迫る！（１０月２０日受付締切）～ 

 

食育は、食や農林水産業への理解を醸成し、食に対する感謝の念を育むとと

もに、自ら食を選択できる能力を身につけるために重要であり、食育の国民運

動としての展開を促すことを目的として、「食育フォーラム２０１３ お百姓さ

んが教えてくれたこと」を開催いたします。 

本フォーラムでは、食育活動で優れた実績を上げた農林漁業者や食品事業者

に対して、その功績を称えるため、「第１回食と農林漁業の食育優良活動表彰」

表彰式を行うとともに、食をめぐる課題解決に向けたパネルディスカッション

を行います。 

 

○日時平成２５年１１月２日（土曜日）１３時～１５時 

○場所丸ビルホール（東京都千代田区丸の内２－４－１丸ビル７階） 

 

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.maff.go.jp/j/syokuiku/s_tayori/new_event.html#ai-1311-f 

 

【問い合わせ先】 

（フォーラム参加申込について） 

食育フォーラム２０１３事務局 

電話０１２０－１２１－５２５ 

 （１０時～１２時、１３時～１７時土日祝日を除く） 

（フォーラム事業全般について） 

農林水産省消費・安全局消費者情報官食育推進班 

電話０３－３５０２－５７２３（担当：中西、松本）  

 

（消費・安全局消費者情報官食育推進班） 

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

 ◇「地域活性化フォーラム ｉｎ 三重」の開催案内 

  企業との協働による地域活性化 ～ふるさと三重の活力アップ～ 

 

 地域には魅力的な地域資源があるものの、地域住民だけではその資源を十分

に活かしきれていません。そこで近年、地域活性化のパートナーとして企業へ

の注目度が高まっており、人材、ノウハウ、ビジネスの面から補完できる企業

の価値が再評価されています。他方、企業側も社会貢献活動や社員の健康増進、
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新規ビジネスの機会の場として地域を再評価する動きが見られます。 

 三重県では「三重のふるさと応援カンパニー推進事業」として、地域と企業

を結びつけて両者にメリットがある新しい関係づくりを目指す取り組みを進め

ています。 

 本フォーラムでは、どのようにして地域と企業との連携を深めていくか、ま

た新しい関係づくりを推進するにはどのようにしたらよいかなど、その課題と

今後の展望について考えます。 

 

○日 時：平成２５年１１月２６日（火）１３：３０～１６：３０ 

○場 所：三重県総合文化センター 中ホール 

○入場料：無料（定員 先着４００人） 

○プログラム：基調講演・対談トークショー・パネルディスカッション 等 

  

 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.chiiki-dukuri-hyakka.or.jp/5_jouhou/forum/forum.html 

 

        （（一財）地域活性化センター 振興部地域づくり情報課）

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

 ◇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いくのか？～ 

 

 農業集落としての機能を失った集落、特に過疎地域においては、人口減少・

高齢化により農地・山林等農村資源の維持管理や、農道や畦畔の草刈り等の農

業生産活動の補完、冠婚葬祭等の生活の相互扶助といったコミュニティの機能

が低下し、その維持が困難になることが懸念されています。特に小規模・高齢

化集落の住民は、生活に必要な基礎的サービスに一番不安を抱いています。 

 本シンポジウムでは、鹿児島県在住の外国人からの視点による「鹿児島の農

山村に住む人々の暮らし」として特別講演を行い、県内２集落の地区リーダー

の体験談を紹介後、まちづくりコンサルタントにより県外の「地域活性化への

取り組み」の解説を行います。 

 

○日 時：平成２５年１１月３０日（土）１３時～１７時２０分 

○場 所：鹿児島大学農学部（農学部共通棟１０１号講義室） 

 ※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 ◇◆ 

 食欲の秋がやって参りました。 

来月１１月を中心として、「食と農林漁業の祭典」が開催されます。実は、今

号でご紹介しました「ジャパンフードフェスタ」や「オーライ！ニッポン大賞」

は、この「食と農林漁業の祭典」の一環として開催されます。なお、「食育フォ

ーラム」は「ジャパンフードフェスタ」の一環です。他にも様々なイベントが

開催されますので、是非チェックしてみて下さい。 

昨年度、私は、同祭典のイベントのいくつかを訪れました。今年も趣向を凝

らしたイベントが多彩で、どのイベントを訪れようか思案中です。 

皆様も様々なイベントに参加されたら如何でしょうか。 

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

◆◇ 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 

ＴＥＬ：０３-６７４４-２２０３ ＦＡＸ：０３-３５０１-９５８０ 

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

 


