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

【 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

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
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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 

◇「わが村」運動第６回コンクール大賞表彰式について 

 

 ２月３日（月）札幌市内において、「わが村は美しく－北海道」運動第６回

コンクールの大賞表彰式を開催しました。 

 “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。 

表彰式では澤田北海道開発局長から大賞受賞３団体に対して表彰状とトロ

フィーの授与が行われ、国土交通省北海道局長ならびに北海道知事からの祝辞、

黒河功大賞審査委員長による講評をいただきました。その後、大賞受賞３団体

からの活動報告がなされるとともに、慶應義塾大学特任教授の林美香子氏によ

る特別講演が行われ、最後に記念撮影等を行いました。 

 表彰式に引き続き、交流会が開催され、女性農業者による地場産品をふんだ

んに使用した料理を囲みながら、コンクール参加団体によるＰＲや活発な情報

交換が行われ、交流を深めました。 
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「わが村」運動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.hkd.mlit.go.jp/zigyoka/z_nogyo/wagamura/ 

 

「わが村」フェイスブックページについてはこちらをご覧下さい。 

https://www.facebook.com/wagamura 

 

 表彰式・交流会の様子について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/osirase/pdf/hyosho

260203r.pdf 

 

（北海道開発局農業水産部農業振興課） 

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

◇「やんばるの豊かな自然と人情で、心とからだに癒やしを」 

～沖縄県国頭村 奥・楚洲地域づくり共生・対流協議会～ 

 

国頭村（くにがみそん）は、那覇市の北東９５㎞、沖縄本島最北端に位置し、

豊かな森や海の恵みを受けたやんばるエリアを代表するスポットの一つです。

天然記念物のヤンバルクイナやノグチゲラといった貴重な動物も生息していま

す。 

自然と共存してきた国頭村は、村人の手により自然や文化が大切に守られて

きました。現代人が忘れかけた「ふるさとの心」が残る国頭村には、人のやさ

しさが溢れています。 

 今回紹介する「奥・楚洲（おく・そす）地域づくり共生・対流協議会」は、

国頭村奥集落出身で、地域の自然を生かした体験プログラム等を手がける、自

然流工房「奥庵」の主宰を務める糸満盛也さんを中心に、奥・楚洲地域の３つ

の地域資源（ヤンバルの「森」、「食」、「歴史的まちなみ」）の保全と活用

を図りつつ、付加価値の高い観光産業や食産業を創り、県内外からの観光客に

国頭村奥・楚洲地域の良さを伝え、定住に繋がるような地域づくりを目指して

活動しています。  

 平成２５年度から始まった「都市農村共生・対流総合対策交付金」を活用して、①

当地域の農村環境や景観の価値を専門家を交えて評価すること②かつての農村景

観を再現するための棚田再生、補修活動③地元に根ざした魅力あるグリーン・

ツーリズムのメニュー作成を目指すなど、今後益々地域活性化に寄与する活動

を充実させていくことでしょう。 

 国頭村奥・楚洲集落で豊かな自然に囲まれながら、五感に語りかける森や水、

http://www.hkd.mlit.go.jp/zigyoka/z_nogyo/wagamura/osirase/pdf/hyosho260203r.pdf
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そして人々の声に耳を傾けてみませんか。 

  

 なお、同協議会が、②かつての農村景観を再現するための棚田再生、補修活

動を行っている場である「奥ヤンバルの里」については、以下のホームページ

をご覧下さい。 

 http://okuyanbarunosato.com/ 

  

（沖縄総合事務局農林水産部土地改良課） 

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

■ 報告・お知らせ 

◇「ディスカバー農山漁村（むら）の宝」の事例募集（～３／５）及び 

 ロゴマークの募集（～３／２７）について 

 

 本メールマガジン特別号（２月７日配信）でお知らせしたとおり、内閣官房

及び農林水産省では、農山漁村の活性化に取り組んでいる優良事例を選定し、

「ディスカバー農山漁村（むら）の宝」として全国に発信することとしており

ます。 

 選定地区については、５月下旬以降に総理官邸にお招きし、選定証の授与、

選定地区代表者等との交流会を行うこととしております。また、東京都内で開

催されるマルシェ等や、食と農林漁業の祭典関連イベント（ファーマーズ＆キッ

ズフェスタ等）への出店等を支援しながら、地域での取組を持ち上げてまいり

たいと考えております。 

 応募期間は平成２６年３月５日（水）までと締切が迫っておりますので、ご

不明な点がございましたら、各地方農政局農村振興課にお問い合わせ下さい。 

 また、この取組をより広く皆様に知っていただき、他地域への横展開を図る

ためのロゴマークを募集することとなりました。ロゴマークについては、平成

２６年３月２７日（木）までの応募期間となっておりますので、併せて皆様の

ご応募をお待ちしております。 

 

 なお、詳細については以下のホームページをご覧下さい。 

http://www.maff.go.jp/j/nousin/kouryu/discover.html 

 

（都市農村交流課活性化推進班） 

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

◇「農都交流プロジェクト２０１３ 第２回全国セミナー」 

開催のお知らせ（３／６） 
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 都市部の企業・組織が農山漁村地域で研修を実施することなどを契機として、

都市と農山漁村の交流を目指す「農都交流プロジェクト」が農林水産省の補助

事業を活用しながら進められております。 

 「農都交流プロジェクト」２０１３推進チームは、農山漁村地域と都市型企

業双方の課題を解決する新しい交流・連携のスタイルの普及・拡大に向けて全

国セミナーを開催いたします（平成２５年度農林水産省「都市農村共生・対流

総合対策交付金」事業）。 

 この全国セミナーでは、これからの日本における企業と農山漁村地域の関係

づくりについての基調講演のほか、実践地域や各地でのプログラム紹介や「農

都交流」の意義と効果をテーマにしたパネルディスカッションを行う予定です。 

皆様のご参加をお待ちしております。 

 

○開催日時 平成２６年３月６日（木）１４:００～１７:００（１３:３０開場） 

○開催場所 東京 大手町サンケイプラザ２階２０１号室 

○参加費  無料、事前登録制（先着順） 

○主なプログラム 

冒頭アピール 

基調講演 

「これからの日本における企業と農山漁村地域の関係づくり」 

     東京農業大学農山村支援センター副代表、 

ＮＰＯ法人共存の森ネットワーク理事長 澁澤 寿一氏 

  プロジェクト活動の紹介 

  今年度の各地での取組紹介と都市側企業・組織、大学生等の皆様に対する 

アピール 

（山形県飯豊町、福島県昭和村、山形県川西町、千葉県館山市） 

  パネルディスカッション 

「成熟期を迎えた日本における『農都交流』の意義と効果」 

     パネリスト（予定） 

「農都交流プログラム」を実体験した研修企画会社、外国人研修

生、「冬の里山暮らし楽校」に参加した大学生、農都交流プロジェ

クト実践地域関係者 

 

 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.jtbbwt.com/seminar/ 
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               （都市農村交流課グリーン・ツーリズム班） 

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

 ◇「農山漁村における訪日外国人旅行者の受入に向けて」セミナーのご紹介

（３／１８） 

 

 ３月１８日、平成２５年度農林水産省の委託事業により、三菱ＵＦＪリサー

チ＆コンサルティング株式会社が「農山漁村における訪日外国人旅行者の受入

に向けて」と題したセミナーを開催します。今後、地域の食を生かして訪日外

国人旅行者を受け入れていきたいとお考えの皆様には今後の取組の方向性のヒ

ントが詰まったセミナーです。 

本セミナーは、地域の食を活用したグリーン・ツーリズム実施地域の状況、

ニーズ調査及び訪日外国人旅行者への情報発信に係る調査等の報告、パネル

ディスカッション等を予定しております。 

 

 なお、申込みについては以下のホームページをご覧下さい。 

 http://www.murc.jp/seminar 

 

               （都市農村交流課グリーン・ツーリズム班） 

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

◇ＥＳＤユネスコ世界会議に向けて 

～ＥＳＤユネスコ世界会議あいち・なごや支援実行委員会から～ 

 

愛知県、名古屋市などで組織する「ＥＳＤユネスコ世界会議あいち・なごや

支援実行委員会」では、今年１１月に開催される「ＥＳＤに関するユネスコ世

界会議」に向けて、会議参加者へのおもてなしや、ＥＳＤの普及啓発などの準

備を進めています。例えば、会議開催年である今年を「ＥＳＤイヤー」として

位置づけ、県内各地で様々なイベントを実施するなど世界会議を地域で一緒に

なって盛り上げ、ＥＳＤの取組を促進しています。 

イベントで配布している普及啓発リーフレット「ＥＳＤユネスコ世界会議の

成功に向けて」では、家庭、地域、事業者、農林水産業などの皆様がそれぞれ

の立場で取り組んでいただきたいＥＳＤを紹介しています。特に、農林水産業

者の皆様には、次のようなＥＳＤの取組を推進しています。 

①事業活動そのものが、自然環境の維持管理、食という人間の生存に関する

部分、さらに産業振興など重要な役割を持っていることから、ＮＰＯ、行

政などと連携し、持続可能な地域づくりの担い手として活動すること。 

②消費者が農林水産業の重要性を理解するために、生産現場や生産物に直接
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触れ、学びあい、体験する機会を提供すること。 

ぜひ、身近なところからＥＳＤに取り組んでいただきたいと思います。 

今後、５月～６月の世界会議開催半年前イベントや、１１月の世界会議開催

時の併催イベントなど、さまざまな情報発信・交流の場を設けてまいりますの

で、積極的にご参加下さい。 

 

 なお、ＥＳＤユネスコ世界会議あいち・なごや支援実行委員会については、

以下のホームページをご覧下さい。 

http://www.esd-aichi-nagoya.jp/ 

 

また、リーフレット「ＥＳＤユネスコ世界会議の成功に向けて」については、

以下のホームページをご覧下さい。 

 http://www.esd-aichi-nagoya.jp/04.html#reaflet 

 

（ＥＳＤユネスコ世界会議あいち・なごや支援実行委員会） 

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

◇農村計画学会２０１４年度春期大会シンポジウムの開催案内（４／１２） 

 

 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。 

 本年度も春期大会を開催し、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２６年４月１２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/ 

 

                           （農村計画学会）

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

◆◇ 編 集 後 記 ◇◆ 
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本年１１月に、愛知県名古屋市で「持続可能な開発のための教育（ＥＳＤ）

に関するユネスコ世界会議」が開催されます。  

 本号では、世界会議の成功に向け、会議支援、ＥＳＤの普及啓発、取組促進

を進める「ＥＳＤユネスコ世界会議あいち・なごや支援実行委員会」をご紹介

しました。同委員会では、現在、様々な主体が行っているＥＳＤの取組やＥＳ

Ｄユネスコ世界会議のＰＲ事業・イベント等を「ＥＳＤあいち・なごやパート

ナーシップ事業」として募集しております。 

同委員会のホームページ内のイベントカレンダーでは、パートナーシップ事

業に登録されたイベントの開催時期や場所などを紹介しており、多岐に渡った

イベント情報が確認できます。興味をお持ちになったイベントへの参加や、計

画中のイベント等のパートナーシップ事業への登録をされ、身近なところから

ＥＳＤ活動を始めてみては如何でしょうか。 

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

◆◇ 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 

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

 


