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※ 本公募は、平成27年度予算政府予算原案に基づいて行うものであるため、成立し

た予算の内容に応じて事業実施内容等の変更があり得ることに御留意ください。

農村集落活性化支援事業公募要領

１ はじめに

農村地域においては、人口の減少・高齢化が都市に先駆けて進行し、単独で農地

や農業用施設を維持・管理することが困難な集落が増加しています。

このため、集落機能の低下により農地の管理が難しくなってきている地域におい

て、地域全体の存続を図るための将来像の構想を策定する取組や、集落間の連携に

よって互いの労働力を補完するなど地域ぐるみの組織化を図る必要があります。

農村集落活性化支援事業（以下「本事業」という。）は、このような状況を踏ま

え、地域住民が主体となった将来ビジョンづくりや、集落営農組織等を活用した集

落間のネットワーク化により、地域の維持・活性化を図る取組を支援します。

本事業での補助を希望する場合には、本公募要領のほか、農村集落活性化支援事

業実施要綱（案）（以下「実施要綱」という。）及び農村集落活性化支援事業実施要

領（案）（以下「実施要領」という。）を必ずお読みいただき、応募に必要な書類（以

下「提案書等」という。）を以下の公募期間内に御提出願います。

公募期間：平成27年１月30日（金）から平成27年２月25日（水）まで

２ 対象事業

次に掲げる取組を支援します。

ただし、（２）の事業にあっては、（１）の事業の実施年度中に事業を開始し、か

つ、（１）の事業開始年度から起算して５年度以内に完了するものとします。

（１）将来ビジョン作成

アドバイザーがコーディネートするワークショップ等を通じ、地域住民間で徹

底した話合いを行い、その中で地域の将来像を構想するために必要なビジョンを

作成する取組。

（２）体制構築

農村地域において地域のインフラとして従来から機能してきた集落営農組織等

を活用し、地域の維持・活性化に必要なサービスの提供が可能な体制を構築する

取組。

なお、各事業の実施期間については、次に掲げる期間を上限とします。

（１）将来ビジョン作成 １年間
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（２）体制構築 ５年間

３ 応募方法

応募は、４の本事業の補助対象となる協議会（以下「協議会」という）が、提案

書等を提出することにより行ってください。

（１）応募に必要な書類

① 農村集落活性化支援事業提案書（以下「提案書」という。）

※ 農林水産省ホームページ（http://www.maff.go.jp/j/supply/hozyo/index.

html）からダウンロードし、様式に従って作成してください。

② 本事業の提案者（以下「提案者」という。）の組織、活動内容などを示す次

に掲げる資料（①の提案書に添付）

ア 実施要領第５の協定の内容を示す文書等（応募時は案でも可。）

イ 協議会に参画する団体の直近の総会等の資料及び予算・決算資料（都道府

県及び市町村を除く。ウにおいて同じ。）

ウ 協議会に参画する個人及び団体の活動内容の概要が分かる資料

エ 連携する個人及び団体について概要が分かる資料

オ 本事業の取組と関連して、各府省の他の補助事業又は交付金（以下「他事

業等」という。）を利用している、又は、本事業の実施年度中に他事業等を

実施することが見込まれる場合については、その内容が分かる資料（事業計

画書（申請書又は承認決定通知）等）を提出してください

なお、提案者及び協議会に参画する団体又は参画する見込みの団体が、提案書

の提出から過去３年以内に補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭

和30年法律第179号。）第17条第１項又は第２項の規定に基づき交付決定の取消し

があった補助事業等において、当該取消しの原因となる行為を行った補助事業者

又は間接補助事業者等については、本事業に係る事業実施主体の適格性の審査に

おいて、その事実を考慮するものとします。

（２）提案書等の提出方法等

① 提出方法

９に定める提案書等提出先に直接お持ち頂くか郵送願います。

なお、提出された書類に記載された情報については、本事業の審査以外には

使用いたしません。

② 提出期限

平成27年２月25日（水）17時まで

（郵送の場合は平成27年２月25日（水）までの消印のものを有効とします。）

③ 提出に当たっての留意事項

ア 提出書類に虚偽の記載、必須となっている添付書類の添付漏れなどの不備

がある場合は審査対象となりませんので、注意して作成願います。

イ 提案書は２部、その他の書類の提出部数は１部です。

提案書等に要する一切の費用は提案者の負担とし、提案書等の返却は行い
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ません。

４ 本事業の補助対象となる協議会

本事業の補助対象となる協議会は、協定を定めた団体又は定める見込みの団体で

す。

ただし、協定を定める見込みの団体が応募を行う場合は、７の（４）の集落活性

化計画の提出までに協定を定める必要がありますので御留意ください。

また、協議会の構成員には市町村を含む必要があります。

５ 補助金の額

初年度は、１事業実施主体当たり、1,000万円を上限とします（うち、地域の将

来ビジョン作成については、400万円を上限とします。）。

なお、具体的な補助金の対象となる経費は別紙を参照してください。

６ 公募説明会の開催

本事業の公募に係る説明会を次のとおり開催します。

各会場とも、出席者は申請団体について１名程度とします。

なお、当該説明会への出席は応募に当たっての必須要件ではありません。

区 分 日 時 場 所

北海道 平成27年２月６日（金） 北海道札幌市中央区北四条西６丁目１
15:00～16:30 毎日札幌会館 ５Ｆ

東北農政局 仙台会場 宮城県仙台市青葉区本町三丁目3-1
平成27年２月４日（水） 仙台合同庁舎 ８Ｆ 講堂
10:00～12:00

盛岡会場 岩手県盛岡市盛岡駅前北通1-10
平成27年２月５日（木） 橋市盛岡ビル ４Ｆ 盛岡地域センター会
13:30～15:30 議室

関東農政局 平成27年２月５日（木） 埼玉県さいたま市中央区新都心2-1
10:00～12:00 さいたま新都心合同庁舎２号館 ５Ｆ

共用大研修室５Ａ

北陸農政局 石川会場 石川県金沢市尾山町10-5
平成27年２月５日（木） 石川県文教会館 401･402大会議室
13:30～16:30

新潟会場 新潟県新潟市中央区万代島6-1
平成27年２月６日（金） 朱鷺メッセ・新潟コンベンションセンター
13:30～16:30 中会議室

東海農政局 平成27年２月６日（金） 愛知県名古屋市中区三の丸1-2-2
10:00～12:00 東海農政局第１・２会議室

（名古屋農林総合庁舎1号館）

近畿農政局 平成27年２月６日（金） 京都府京都市下京区西洞院通塩小路下る東
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15:30～17:00 塩小路町939
キャンパスプラザ京都 ４Ｆ 第２講義室

中国四国農政局 平成27年２月６日（金） 岡山県岡山市北区桑田町1-30
13:00～16:00 岡山県農業共済会館 ６Ｆ 大会議室

九州農政局 平成27年２月６日（金） 熊本県熊本市中央区花畑町4-18
15:30～16:50 熊本市国際交流会館 ５Ｆ 大広間

内閣府 平成27年２月５日（木） 沖縄県那覇市おもろまち2-1-1
沖縄総合事務局 10:00～12:00 沖縄総合事務局 ２Ｆ Ｄ・Ｅ会議室

（那覇第２地方合同庁舎２号館）

７ 提案書の選定等

（１）提案書の選定

地方農政局長等（提案者の主たる事務所が北海道に所在する場合にあっては農

林水産省農村振興局長、沖縄県に所在する場合にあっては内閣府沖縄総合事務局

長、これら以外の地域に所在する場合にあっては地方農政局長。以下同じ。）は、

外部有識者等による選定審査委員会を設置し、（３）の審査の観点から提案書の

選定審査を行います。選定審査の結果、提案が選定された場合は採択通知書を、

不採択の場合は不採択通知書を提案者宛てに郵送します。

なお、採択通知書を受けた者の辞退などがあった場合は、不採択であった提案

の中から採択する場合があります。

また、提案書の選定審査に当たっては、必要に応じて、それらの内容に関する

ヒアリングを行うことがあるとともに、選定審査の内容は非公開としますので、

あらかじめ御了承願います。

（２）重複申請の制限

都市農村共生・対流総合対策交付金に応募している場合であって、対象地域が

同一の場合又は対象地域の一部が重複し同様の事業内容を含む場合には、本事業

への応募はできません。

地方農政局長等は、応募された提案書１部を内閣府地方創生推進室に転送しま

す。

内閣府地方創生推進室は、提案内容について、総務省所管の「過疎地域等集落

ネットワーク圏形成支援事業」及び国土交通省所管の「「小さな拠点」を核とし

た「ふるさと集落生活圏」形成推進事業」への申請との重複の有無を確認します。

（３）審査の観点

① 事業目的の理解度、事業の必要性

・ 事業の趣旨、目的を理解し、それに沿った取組であるか。

・ 地域の課題やニーズに対応した取組であるか。
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② 自立的・継続的な取組への展開など事業計画の有効性

・ 事業完了後、自立的・継続的な取組が可能か。

③ 事業実施の手法の妥当性・有効性

・ 効率的な事業費の執行が見込まれるか（一過性のイベントへの支払経費に

偏っていないか等）。

④ 事業遂行のための実施体制の妥当性

・ 事業実施に必要な人材や体制が確保されているか。

・ 市町村の参画・連携が行われているか。

・ 適切な経理処理能力を有しているか。

⑤ 協定を定める期日の見込み

・ ４の団体から協定を定める見込みであることを以て提案があった場合は、

４に掲げる期間内に協定を定めることが確実か。

⑥ 女性の参画の促進

・ 女性が重要な役割を担っているか。

（４）集落活性化計画の承認

採択通知書を受けた者は、採択日から１か月以内に集落活性化計画を地方農政

局長等に提出し、その承認を受けてください。

なお、承認に当たっては、内容や対象経費の精査等のため、必要に応じてヒア

リングを行うことがあります。ヒアリングの日時等については、提案者へ事前に

御連絡いたします。

また、集落活性化計画の承認に当たっては、対象経費の確認として以下の資料

が必要となります。これらの資料を確認した結果、補助金として要望された額の

一部又は全部が対象経費とならない場合がありますのであらかじめ御了承願いま

す。

・賃金及び謝金については、単価の根拠資料

・旅費については、旅費規程など根拠資料

・外部委託については、積算又は見積書等の根拠資料

・その他の対象経費の算出根拠資料

８ 補助金の支払手続

地方農政局長等が集落活性化計画を承認したときは、当該計画の承認を受けた者

に対して補助金割当通知を送付し、提案された事業に割り当てる補助金の額をお知

らせします。

当該計画の承認を受けた者は、割り当てられた額を踏まえ、農村集落活性化支援

事業補助金交付要綱（案）（以下「交付要綱」という。）第５に定める補助金交付申

請書を作成し、地方農政局長等に提出してください。

その後、地方農政局長等から発出される本補助金の交付決定通知日以降、本補助

金の対象となる事業を開始することができます（これより前に発生した経費や年度
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終了後に発生した経費は、原則として本補助金の交付の対象になりません）。

本補助金の支払方法は年度ごとの事業終了後の精算払（後払（実績精算））を原

則とします。支払に関する手続は以下のとおりです。

・ 本補助金の交付を受けた者は、毎年度、事業実施年度の翌年度の４月10日又は

事業完了の日から起算して１月を経過した日のいずれか早い期日までに、領収書

等の写しを添付して、交付要綱に定める実績報告書を作成し、地方農政局長等に

提出してください。

・ その後、地方農政局長等が、当該実績報告書と領収書等の写しについて審査し、

交付決定額の範囲内で、実際に使用された経費について交付する額を確定します。

その後、確定通知の送付とともに補助金が支払われます。

９ お問い合わせ先及び提案書等提出先

お問い合わせについては、以下の連絡先に電話又はＦＡＸをしていただきますよ

うお願いします。

提案書等の提出先は以下のとおりです。

【提案者の主たる事務所が北海道の場合】

農林水産省農村振興局農村政策部農村計画課農村政策推進室

〒100-8950 東京都千代田区霞が関１－２－１

ＴＥＬ：０３－３５０２－８１１１（内線５５３５，５４４９）

ＦＡＸ：０３－３５０１－９５８０

【提案者の主たる事務所が青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島

県の場合】

農林水産省東北農政局農村計画部農村振興課

〒980-0014 宮城県仙台市青葉区本町３－３－１

ＴＥＬ：０２２－２６３－１１１１（内線４４４５，４１１８）

ＦＡＸ：０２２－７１５－８２１７

【提案者の主たる事務所が茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京

都、神奈川県、山梨県、長野県、静岡県の場合】

農林水産省関東農政局農村計画部農村振興課

〒330-9722 埼玉県さいたま市中央区新都心２－１

ＴＥＬ：０４８－６００－０６００（内線３４１２，３４６２）

ＦＡＸ：０４８－７４０－００８２

【提案者の主たる事務所が新潟県、富山県、石川県、福井県の場合】

農林水産省北陸農政局農村計画部農村振興課

〒920-8566 石川県金沢市広坂２－２－６０

ＴＥＬ：０７６－２６３－２１６１（内線３４１８，３４２３）

ＦＡＸ：０７６－２６３－０２５６

【提案者の主たる事務所が岐阜県、愛知県、三重県の場合】

農林水産省東海農政局農村計画部農村振興課

〒460-8516 愛知県名古屋市中区三の丸１－２－２
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ＴＥＬ：０５２－２０１－７２７１（内線２５１４，２５１９）

ＦＡＸ：０５２－２２０－１６８１

【提案者の主たる事務所が滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌

山県の場合】

農林水産省近畿農政局農村計画部農村振興課

〒602-8054 京都府京都市上京区西洞院通下長者町下ル丁子風呂町

ＴＥＬ：０７５－４５１－９１６１（内線２４１４，２４２２）

ＦＡＸ：０７５－４５１－３９６５

【提案者の主たる事務所が鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島

県、香川県、愛媛県、高知県の場合】

農林水産省中国四国農政局農村計画部農村振興課

〒700-8532 岡山県岡山市北区下石井１－４－１

ＴＥＬ：０８６－２２４－４５１１（内線２５２１，２５２２）

ＦＡＸ：０８６－２２７－６６５９

【提案者の主たる事務所が福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎

県、鹿児島県の場合】

農林水産省九州農政局農村計画部農村振興課

〒860-8527 熊本県熊本市西区春日２－１０－１

ＴＥＬ：０９６－２１１－９１１１（内線４６１３，４６２３）

ＦＡＸ：０９６－２１１－９８１２

【提案者の主たる事務所が沖縄県の場合】

内閣府沖縄総合事務局農林水産部土地改良課

〒900-8530 沖縄県那覇市おもろまち２－１－１

ＴＥＬ：０９８－８６６－００３１（内線８３３３６，８３３３８）

ＦＡＸ：０９８－８６０－１１９４
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参考

この公募要領で記載しているもののほかにも、実施に必要な条件や採択後の手続等

について、実施要綱・実施要領に定めておりますので、下表を参考に御確認をお願い

いたします。

主な関連事項 実施要綱／実施要領

①事業内容等

・ 提案書作成に係る事業内容、事業 実施要綱 第２、第３、第６

実施期間、事業実施主体、採択要件、 実施要領 第２

補助金の額

②協定の内容

・ 農村振興局長が定める協定記載内 実施要領 第５

容について

③事業実施の手続

・ 事業の実施に係る内容及び提出手 実施要綱 第５

続等について 実施要領 第１

④事業管理及び評価

・ 事業実施に係る遂行状況、完了報 実施要綱 第７、第８

告、事業実施結果の評価について 実施要領 第３、第４、第６
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別紙

農村集落活性化支援事業の対象経費

本事業の補助対象経費は、次のとおりとします。

区 分 経 費

１ 賃金 臨時に雇用される事務補助員等の賃金

２ 報償費 謝金

３ 旅費 普通旅費及び特別旅費（委員等旅費、研修旅費及び日額旅費）

４ 需用費 消耗品費、車輌燃料費、印刷製本費等

５ 役務費 通信運搬費、筆耕・翻訳費、広告料等

６ 委託料 コンサルタント等の委託料

７ 使用料及び賃 会場、貨客兼用自動車、事業用機械器具等の借料及び損料

借料

８ 備品購入費 本事業の実施に最低限必要な事業用機械器具等の購入費（減価償却資

産の耐用年数等に関する省令（昭和40年大蔵省令第15号）別表等による

耐用年数（以下「耐用年数」という。）が３年以下のものに限る。）

９ 報酬 技術員手当（給料、職員手当（退職手当を除く。））

10 共済費等 共済組合負担金、社会保険料、損害保険料等

11 補償費 借地料等

12 資材等購入費 資材購入費、調査試験用資材費等（耐用年数が３年以下のものに限る。）

13 機械賃料 作業機械、機材等賃料経費等


