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※ 本公募は、平成28年度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。

農山漁村振興交付金公募要領
（都市農村共生・対流（広域ネットワーク推進対策を除く。）及び地域活性化対策）

第１ はじめに

農山漁村においては、人口の減少・高齢化、社会インフラの老朽化等に伴い、地

域コミュニティの活力が低下し、地域経済が低迷する一方、消費者・都市住民の中

では、付加価値の高い観光、教育、福祉等に対するニーズが増大するとともに、東

日本大震災を契機に、地域の絆を重視する傾向が生じているところです。こうした

中、農山漁村集落が、存続に向けて、地域における将来像を明確にし、集落間の連

携を図ることや、農山漁村の持つ豊かな自然及び「食」を観光、教育、福祉等に活

用しながら、都市と農山漁村の共生・対流を強力に推進し、農山漁村における所得

又は雇用を増大させることにより、地域活性化を図っていくことで、農山漁村の自

立及び発展を目指すことが重要となっています。

このため、農山漁村の持つ豊かな自然及び「食」を活用した都市と農村との共生

・対流等を推進する取組等を総合的に支援し、農山漁村の活性化を推進するため、

農山漁村振興交付金（以下「振興交付金」という。）を交付します。

振興交付金の応募方法及び交付対象となる団体等については、この農山漁村振興

交付金公募要領（以下「公募要領」という。）を御覧ください。

また、交付を希望する場合には、公募要領のほか、農山漁村振興交付金実施要綱

（案）（以下「実施要綱案」という。）及び農山漁村振興交付金実施要領（案）（以

下「実施要領案」という。）を必ずお読みいただき、必要な提出書類を以下の公募

期間内に御提出願います。

公募期間：平成28年２月３日（水）から平成28年２月25日（木）まで

（郵送の場合も同日必着）

第２ 事業内容等

「都市農村共生・対流対策」は、都市と農山漁村の共生・対流を推進する複数集

落からなる集落連合体を中心とした地域活性化に資する各種取組に対し支援するも

のであり、「地域活性化対策」は、集落営農組織等を中心とした地域の将来像を構
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想するための活動計画策定と併せて地域の活性化に資する各種取組の立ち上げから

自立までの活動を支援するものです。

なお、「都市農村共生・対流対策」は、実施要領案別紙１の第２に規定する“地

域資源活用対策（活動計画策定を除く）”、“人材活用対策”、“広域ネットワーク推

進対策”の３つの取組から構成されています。

また、「地域活性化対策」は、“地域資源活用対策”、“人材活用対策”の２つの取

組から構成されています。

交付の対象となる取組及び交付期間の上限は以下のとおりです。

※ “広域ネットワーク推進対策”については、事業実施主体が異なるた

め、別途、公募要領を定めることとします。

１ 「都市農村共生・対流対策」

(1) 地域資源活用対策 ２年間

地域資源活用対策の対象となる取組は、以下のアからカまでに示すとおりで

あり、１つ以上実施することとします。

ア 子ども農山漁村交流

イ 農山漁村における農林水産物の販売・加工

ウ 農山漁村への定住促進

エ 農山漁村の「食」を活用し観光と連携したグリーン・ツーリズム

オ 農山漁村の地域資源と福祉を活用した「農」の取組支援

カ 農山漁村の地域提案型活動

(2) 人材活用対策 ３年間

人材活用対策は、農山漁村の持つ豊かな自然及び「食」を観光、教育、福祉

等に活用した、都市と農山漁村の交流及び地域の活性化に資する地域活動の

推進のため、意欲ある都市の若者等の地域外の人材を長期的に受け入れる取

組であり、(1)の実施期間中に開始し、かつ、(1)の事業開始年度から起算し

て３年以内に完了するものとします。

２ 「地域活性化対策」

(1) 地域資源活用対策 ５年間

地域資源活用対策の対象となる取組は、以下のアからキまでに示すとおりで

あり、アの取組を必須とし、併せて、イからキまでの取組を１つ以上実施する

こととします。

なお、アの取組は事業開始年度のみ実施することとします。

ア 活動計画策定

イ 子ども農山漁村交流
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ウ 農山漁村における農林水産物の販売・加工

エ 農山漁村への定住促進

オ 農山漁村の「食」を活用し観光と連携したグリーン・ツーリズム

カ 農山漁村の地域資源と福祉を活用した「農」の取組支援

キ 農山漁村の地域提案型活動

(2) 人材活用対策 ３年間

人材活用対策は、農山漁村の持つ豊かな自然及び「食」を観光、教育、福祉

等に活用した、都市と農山漁村の交流及び地域の活性化に資する地域活動の

推進のため、意欲ある都市の若者等の地域外の人材を長期的に受け入れる取

組であり、(1)の実施期間中に開始し、かつ、(1)の事業開始年度から起算し

て３年以内に完了するものとします。

第３ 応募方法

応募は、１に規定する書類を２に規定する方法で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) 農山漁村振興交付金事業実施提案書（以下「提案書」という。）

※ 提案書の様式を農林水産省ホームページ

（http://www.maff.go.jp/j/nousin/kouryu/toshi_noson/index.html）からダウン

ロードし、当該様式に従って提案書を作成してください。

また、提出の際は、提案書に必要な添付資料の確認を必ずお願いします。

(2) 組織の概要、活動内容等を示す以下に掲げる資料（(1)の提案書に添付）

ア 実施要領案別紙２の第６に規定する協定（以下「協定」という｡）の内容

を示す文書（協定が策定されていない場合、案の内容を示す文書等でも可。

ただし、実施要綱案第３に規定する農山漁村振興推進計画（以下「振興推進

計画」という。）の申請時までに協定を策定すること。

イ 申請者が開催した直近の総会等の資料及び予算・決算資料

ウ 協定に参加する者の活動内容の概要が分かる資料

エ 提案された事業内容を主導するリーダー及び運営責任者（プロジェクト・

マネージャー）のこれまでの取組実績、提案された事業の実施に必要なノウ

ハウ、マネジメント能力等を判断するために必要な資料

なお、以下に掲げる資料については、該当する申請者のみ添付して下さい。

オ 実施要領案別紙１の別表に規定する交付率及び助成額欄の（４）のコ又は



- 4 -

サに該当する場合は、必要な条件に適合することが分かる資料

カ 第８の２の(1)のウに規定する取組の概要が分かる資料。

キ 提案に係る取組が、地域再生法（平成17年法律第24号）第５条第１項に基

づく地域再生計画と関連する場合は、当該地域再生計画

※ 地域再生計画は、近年における急速な少子高齢化の進展、産業構造の変化等の社会

経済情勢の変化に対応して、地方公共団体が行う自主的かつ自立的な取組による地域

経済の活性化、地域における雇用機会の創出その他の地域の活力の再生を総合的かつ

効果的に推進するため、地方公共団体が作成し、内閣総理大臣が認定するものです。

詳しくは以下のホームページを御覧ください。

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiikisaisei/index.html

ク 提案に係る取組が、「定住自立圏構想推進要綱について」（平成20年12月26

日付け総行応第39号総務事務次官通知）に基づく定住自立圏形成協定又は定

住自立圏形成方針に関連する場合は、当該協定又は方針

※ 定住自立圏形成協定は、人口の定住のために必要な諸機能の確保に向けて、中心市

と周辺市町村が１対１で、「生活機能の強化」等の観点から連携する取組について、

関係市町村議会の議決を経て定める協定です。

詳しくは以下のホームページを御覧ください。

http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/kenkyu/teizyu/index.html

ケ 提案に係る取組が、総合特別区域法（平成23年法律第81号）第２条第１項

に基づく総合特別区域に関連する場合は、当該総合特別区域計画

２ 書類の提出方法等

(1) 提出方法

第10に記載する書類提出先に御持参又は御郵送願います。

(2) 提出期限

平成28年２月25日（木）17時まで（郵送の場合も同日必着）

(3) 提出に当たっての留意事項

ア 提案書及び添付資料（以下「提案書等」という。）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不備がある場合には、審査対象となり

ませんので、注意して作成願います。

イ 提出する提案書等は、１申請者につき１点に限ります。

ウ 提出部数は１部です。

エ 書類の作成及び提出に要する一切の費用は申請者の負担とし、提案書等の

返却は行いません。

オ 提出された書類については、機密保持に努め、審査以外には使用いたしま

せん。



- 5 -

第４ 交付の対象

１ 交付の対象

交付の対象は、振興推進計画の申請時までに協定を定める申請者（事業実施主体

となる団体の構成員に市町村が含まれるものに限る。）とします。

２ 留意事項

(1) 都市農村共生・対流総合対策交付金実施要綱（平成25年５月16日付け25農振

第393号農林水産事務次官依命通知）に規定する都市農村共生・対流総合対策

交付金及び食と地域の交流促進対策交付金実施要綱（平成23年４月１日付け22

農振第2356号農林水産事務次官依命通知）に規定する食と地域の交流促進対策

交付金（以下「都市農村共生・対流総合対策交付金等」という｡）に採択され

た事業実施主体については、原則として振興交付金の応募はできません。

ただし、平成25年度以前に採択された都市農村共生・対流総合対策交付金等

については、当時の取組内容が、今回の取組内容と異なる場合に限り、第２の

１の都市農村共生・対流対策のみ、応募できます。したがって、第２の１の都

市農村共生・対流対策に応募する際には、都市農村共生・対流総合対策交付金

等で実施した取組内容及び目標の達成状況についても、第２の１の都市農村共

生・対流対策における取組内容と併せて、具体的に提案書に記載してください。

なお、目標年度における目標の達成状況についても審査に当たり考慮するた

め、目標の達成状況が確認できる資料を添付してください。

(2) 農村集落活性化支援事業実施要綱（平成27年４月９日付け26農振第1905号農

林水産事務次官依命通知）に規定する農村集落活性化支援事業の事業実施主体

については、振興交付金の応募はできません。

(3) 申請者（その構成員も含む。以下同じ。）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項の規定に基づく交付決定の取消しを受けたことが

ある場合には、振興交付金の応募はできません。

(4) 振興交付金を活用して実施しようとしている取組内容が、以下の事業と重複

する場合には、振興交付金の応募はできません。

《対象事業一覧》

・ 地方創生加速化交付金（内閣府）

・ 地方創生推進交付金（内閣府）

・ 過疎地域等自立活性化推進交付金（総務省）

・ 高齢者生きがい活動促進事業（厚生労働省）

・ 集落活性化推進事業費補助金（国土交通省）
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第５ 交付金の額

それぞれの対策の交付金の額は以下のとおりとし、具体的な交付金の対象となる

経費は別紙１を参照してください。

なお、交付金の額は予算の範囲内で調整が行われるほか、選定審査による対象経

費等の精査の結果、提案額より減額されることがあります。

１ 都市農村共生・対流対策

１事業実施主体、単年度当たり800万円を上限とします。

また、実施要領案別紙１の別表に規定する具体的な事業内容欄の（２）から（７）

までにおける交付率及び助成額欄の（４）ただし書の場合は、単年度当たり900万

円を上限とします。

ただし、人材活用対策を行う場合は、１事業実施主体、単年度当たり250万円を

上限に追加できます。

２ 地域活性化対策

１事業実施主体、単年度当たり800万円を上限とします。

ただし、活動計画の策定に係る取組については、800万円の内数であって、事業

開始初年度のみ交付することとし、300万円を上限とします。

また、実施要領案別紙１の別表に規定する具体的な事業内容欄の（１）における

交付率及び助成額欄の（２）ただし書のとおり、事業開始年度の翌年度以降、毎年

度減額していくものとします。

なお、人材活用対策を行う場合も、800万円の内数であって、１事業実施主体、

単年度当たり250万円を上限とします。

第６ 説明会の開催

振興交付金に関する公募に係る説明会を以下のとおり開催します。出席者は、申

請者につき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条件としません。

区 分 日 時 場 所

北海道 平成28年２月10日（水） 北海道札幌市中央区北四条西６－１
毎日札幌会館 ５階

13:30～15:00 会議室（チューリップ）

東北農政局 【仙台会場】
平成28年２月12日（金） 宮城県仙台市青葉区本町３－３－１

仙台合同庁舎Ｂ棟 ２階
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13:30～15:30 共用第１会議室

【盛岡会場】
平成28年２月10日（水） 岩手県盛岡市盛岡駅前北通１－10

橋市盛岡ビル ４階
13:30～15:30 東北農政局岩手支局会議室

関東農政局 平成28年２月19日（金） 埼玉県さいたま市中央区新都心２－１
さいたま新都心合同庁舎２号館 ５階

13:30～16:00 共用小研修室５Ｄ

北陸農政局 【石川会場】
平成28年２月10日（水） 石川県金沢市香林坊１－２－40

石川県教育会館 ２階
13:30～16:30 第１会議室

【新潟会場】
平成28年２月９日（火） 新潟県新潟市中央区上所２－２－２

新潟ユニゾンプラザ ５階
13:30～16:30 特別会議室

東海農政局 平成28年２月10日（水） 愛知県名古屋市中区三の丸１－２－２
東海農政局土地改良技術事務所 ２階

13:30～15:30 技術相談室

近畿農政局 平成28年２月９日（火） 京都府京都市下京区西洞院通塩小路下ル東
塩小路町939

13:30～16:00 キャンパスプラザ京都 ４階
第２講義室

中国四国農政局 平成28年２月８日（月） 岡山県岡山市北区桑田町１－30
岡山県農業共済会館 ６階

13:00～15:00 大会議室

九州農政局 平成28年２月10日（水） 熊本市西区春日１－14－１
くまもと森都心プラザ ６階

13:30～16:30 Ａ・Ｂ会議室

内閣府 平成28年２月12日（金） 那覇市おもろまち２－１－１
沖縄総合事務局 沖縄総合事務局那覇第２地方合同庁舎２号

14:00～16:00 館 １階 Ａ・Ｂ会議室

第７ 選定審査ヒアリング

提出された提案書を選定審査するに当たり、必要に応じて、提案書の内容につい

て申請者へのヒアリングを行うことがあります。

当該ヒアリングを行う場合は、提案者に事前に御連絡いたします。

第８ 提案書の選定等
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１ 提案書の選定

地方農政局長（実施要領案別紙１の別表の１及び２の事業にあっては、事業を実

施しようとする地域が北海道に所在する場合は農林水産省農村振興局長、沖縄県に

所在する場合は内閣府沖縄総合事務局長。以下「地方農政局長等」という｡）は、

外部有識者等による選定審査委員会を設置し、２の審査の観点から提案書の審査を

行います。選定審査の結果、提案が採択された場合には採択通知書を、不採択の場

合には不採択通知を提案者宛てに通知します。

また、選定の際に、採択通知を受けた者に対し、３の申請に当たり条件を付すこ

とがあります。

なお、採択通知を受けた者の辞退等があった場合には、これに伴い、不採択通知

を受けた者の中から採択する場合があります。その際は、事前に該当する者に御連

絡致します。

提案書の審査内容については、一切の質問を受け付けませんので御了承願います。

２ 審査の観点

(1) 都市農村共生・対流対策

ア 各取組の共通の基本項目

(ア) 事業目的の理解度、事業の必要性

・ 振興交付金の趣旨・目的を理解し、これらに沿ったモデル性のある取

組であるか。

・ 地域の課題及びニーズに対応した取組であるか。

・ 取組内容が、ウに規定する配慮事項に関連しているか。

(イ) 事業実施による効果、自立的・継続的な取組への展開など事業計画の有

効性

・ 事業目標（交流人口、売上げ、雇用者数）の設定は妥当であるか。

・ 事業完了後、自立的・継続的な取組が可能か。

(ウ) 事業実施手法の妥当性・有効性

事業費の効率的な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）。

(エ) 事業遂行のための実施体制の妥当性

・ リーダー及び運営責任者（プロジェクト・マネージャー）を含め、事

業実施に必要な人材や体制が確保されているか。

・ 適切な経理処理能力を有しているか。

(オ) 女性の参画の促進

女性が取組に当たり重要な役割を担っているか。
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(カ) 関連施策との連携

地域再生法第５条第１項に基づく地域再生計画、定住自立圏構想推進

要綱に基づく定住自立圏形成協定・形成方針又は総合特別区域法第２条

第１項に基づく総合特別区域と関連があるか。

イ 個別事項

別紙のとおり

ウ 審査における配慮事項

以下の取組を行う場合には、重点対策として取り扱うこととし、審査にあ

たり配慮することとします。

(ア) 子ども農山漁村交流に関する取組

小中学校等の児童生徒が学校教育や社会教育関係団体の活動の一環と

して行う農山漁村における自然体験活動、農林漁業の体験を行う活動、

地域の伝統文化に触れる活動などの実施を受け入れるための体制整備を

図る取組とします。

(イ) 「農」と福祉の連携に関する取組

以下の要件のいずれかを満たす取組とします。

・ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成

17年法律第123号）に基づき、障害者の就労を支援する福祉サービスで

あって、農業や農産物の加工・販売等を行うものであること。

・ 生活困窮者自立支援法（平成25年法律第105号）に基づき、生活困窮

者の自立に向けた支援を行う事業（就労準備支援事業、就労訓練事業等）

であって、農業、農産物の加工・販売等を行うものであること。

・ 高齢者の生活支援サービスの充実、社会参加等を支援することにより、

地域包括ケアシステムの構築に寄与する取組であって、農業、農産物の

加工・販売等を行うものであること。

(ウ) 農観連携に関する取組

以下の要件のいずれかを満たす取組とします。

・ 観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する法律（平

成20年法律第39号）第５条に基づく協議会を構成員とした集落連合体が

観光圏（平成25年度以降に同法第８条３項の認定を受けた地域に限る。）

内において実施するものであること。

・ 観光庁広域観光周遊ルート形成促進事業と連携した取組であること。

・ 訪日外国人旅行者の受入れのための体制整備を図るもの（観光事業者

や農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律（平

成６年法律第46号）第16条に基づく登録を受けた農林漁業体験民宿業
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者との連携、多言語への対応、ターゲットとする国や地域等の明確

化、情報発信手法の改善、体験プログラム開発等）であること。

・ 「日本版ＤＭＯ候補法人の登録制度」の登録法人又はこれと連携して

事業を行う関係団体が実施する取組であること。

※ 日本版ＤＭＯに関する基本的な考え方については、詳しくは以下のホーム

ページを御覧下さい。

http://www.mlit.go.jp/kankocho/page04_000053.html

(2)地域活性化対策

ア 各取組の共通の基本項目

(ア) 事業目的の理解度、事業の必要性

・ 振興交付金の趣旨・目的を理解し、これらに沿ったモデル性のある取

組であるか。

・ 地域の課題及びニーズに対応した取組であるか。

(イ) 事業実施による効果、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。

(ウ) 事業実施手法の妥当性・有効性

事業費の効率的な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）。

(エ) 事業遂行のための実施体制の妥当性

・ リーダー及び運営責任者（プロジェクト・マネージャー）を含め、事

業実施に必要な人材や体制が確保されているか。

・ 適切な経理処理能力を有しているか。

(オ) 協定を定める期日の見込み

第４の１に規定する申請者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、振興推進計画の申請時までに協定を定めることが

確実か。

(カ) 女性の参画の促進

女性が取組に当たり重要な役割を担っているか。

(キ) 関連施策との連携

地域再生法第５条第１項に基づく地域再生計画、定住自立圏構想推進
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要綱に基づく定住自立圏形成協定・形成方針又は総合特別区域法第２条

第１項に基づく総合特別区域と関連があるか。

イ 個別事項

別紙２のとおり

(3) 人材活用対策

ア 人材の資質（専門家の場合）

・ 人材に求める専門性及び能力が明確か。

・ 受け入れる人材に対して事業実施主体が求める公的資格、経験年数等が

ある場合には、それが明確にされているか。

イ 人材に求める成果（専門家及び研修生の場合）

・ 人材活用に当たり、事業実施主体が人材に求める成果が明確か。

・ 成果達成のために、人材は何に取り組むべきかが明確か。

ウ 人材の受入体制（専門家及び研修生の場合）

人材の活動管理（健康・安全等を含む。）体制ができているか。

人材活用対策を実施する場合は、各審査事項の全ての条件を満たすことを必須

としており、これらを満たしていない場合は、不採択となります。

３ 振興推進計画の申請及び承認

提案の採択の通知を受けた者は、採択後１か月以内に振興推進計画を地方農政局

長等に申請し、その承認を受けてください。

なお、提案書の採択後、内容又は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、申請者へ事前に御連

絡いたします。

また、振興推進計画の承認に当たり、対象経費を確認するため以下の資料が必要

となります。対象経費の精査により、交付金の対象経費とならない経費が認められ

る場合がありますので御了承願います。

・ 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、見積書等の根拠資料 等

第９ 交付金の支払手続

地方農政局長等が振興推進計画を承認したときは、振興交付金の申請者に対して

交付金割当通知を送付し、提案された事業に割り当てる交付金の額をお知らせしま
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す。

振興交付金の申請者は、割り当てられた額を踏まえ、別に定める交付金交付申請

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振興交付金の交付決定通知日以降に振興

交付金の対象となる事業を開始することができます（交付決定通知日以前に発生し

た経費は、原則として交付金の交付の対象になりません。）。

振興交付金の支払方法は、事業終了後の精算払（後払い（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。

・ 振興交付金の申請者は、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か月を経過した日のいずれか早い期日までに、別に定

める実績報告書を作成し、領収書等の写しを添付して、地方農政局長等に提出

してください。

・ その後、地方農政局長等において、提出された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、確定通知の送付により交付金が支払われます。

第10 問合せ先及び書類提出先

お問合せについては、以下の連絡先に電話又はFAXにより御連絡いただきますよ

うお願いします。（問い合わせ時間：10:00～17:00 ※平日のみ）

また、提案書等の提出先は、原則として以下のとおりです。

【応募者の取組地域が北海道の場合】

○都市農村共生・対流対策（人材活用対策を併せて行う場合を含む）

農林水産省農村振興局農村政策部都市農村交流課

〒100-8950 東京都千代田区霞が関1－2－1

TEL ： 03－3502－8111（内線5451、5447）

FAX ： 03－3595－6340

○地域活性化対策（人材活用対策を併せて行う場合を含む）

農林水産省農村振興局農村政策部農村計画課

〒100-8950 東京都千代田区霞が関1－2－1

TEL ： 03－3502－8111（内線5449、5535）

FAX ： 03－3501－9580

【応募者の取組地域が青森県、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振興部農村計画課

〒980-0014 宮城県仙台市青葉区本町3－3－1

TEL ： 022－263－1111（内線4444、4445）
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FAX ： 022－715－8217

【応募者の取組地域が茨城県、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振興部農村計画課

〒330-9722 埼玉県さいたま市中央区新都心2－1

TEL ： 048－600－0600（内線3462、3405）

FAX ： 048－740－0082

【応募者の取組地域が新潟県、富山県、石川県、福井県の場合】

農林水産省北陸農政局農村振興部農村計画課

〒920-8566 石川県金沢市広坂2－2－60

TEL ： 076－263－2161（内線3412、3423、3419）

FAX ： 076－263－0256

【応募者の取組地域が岐阜県、愛知県、三重県の場合】

農林水産省東海農政局農村振興部農村計画課

〒460-8516 愛知県名古屋市中区三の丸1－2－2

TEL ： 052－201－7271（内線2514、2519）

FAX ： 052－220－1681

【応募者の取組地域が滋賀県、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振興部農村計画課

〒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2415、2423）

FAX ： 075－451－3965

【応募者の取組地域が鳥取県、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振興部農村計画課

〒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

【応募者の取組地域が福岡県、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振興部農村計画課

〒860-8527 熊本県熊本市西区春日2－10－1

TEL ： 096－211－9111（内線4615、4628）
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FAX ： 096－211－9812

【応募者の取組地域が沖縄県の場合】

内閣府沖縄総合事務局土地改良課

〒900-8530 沖縄県那覇市おもろまち2－1－1

TEL ： 098－866－0031（内線83336、83326）

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、

実施要綱案・実施要領案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 実施要綱案／実施要領案

①事業内容等

・ 提案書作成に係る事業内容、事業 実施要領案 別紙１の第２

実施主体、交付金の採択要件、交付

金の額について

②協定の内容

・ 農村振興局長が定める協定記載内 実施要領案 別紙２の第６

容について

③事業実施の手続

・ 事業の実施に係る提出手続等につ 実施要領案 別紙２の第２

いて

（農山漁村振興推進計画・事業実施計

画等）

④事業管理及び評価

・ 事業実施に係る遂行状況、完了報 実施要綱案 第５

告、事業実施結果の評価について 実施要領案 第５、別紙１の第７、

第８、別紙２の第４、第５、第７



別紙１

農山漁村振興交付金の対象経費

公募する内容の地域資源活用対策及び人材活用対策の対象経費は、次のとおりとす

る。

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 施策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34号）別表等による耐用年数（以下単に「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

14 研修手当 実践研修に要する経費の手当



別紙２

　農山漁村振興交付金

（１） 活動計画策定 ① 地域全体の存続を図るための将来像を構
想しているか。
地域住民が主体となった活動計画になっ
ているか。
現状や課題をしっかり把握した上で、現
実的かつ段階的な計画となっているか(地
域にとって必要な計画か｡)｡

※ （１）と併せて（２）から（７）までの
取組を行う場合の（２）から（７）まで
の審査については、以下の②の観点のみ
で行います。

② 集落営農組織等、農村地域の地域インフ
ラとして従来より機能してきた組織が活
用されたものとなっているか。
計画完了年度までに実現可能な内容と
なっているか。また、地域に合致した内
容か。
地域の集落が連携した地域の活性化に資
する取組であるか(一部の集落のみが恩恵
を受ける取組となっていないか｡)｡また、
地域資源は適切に活用されているか。

（２） 子ども農山漁村交流

①

②

③

④

⑤

①

②

③

小中学校等の児童生徒を対象とした宿泊
体験又は自然体験の受入れを行う農林漁
家をはじめ、NPO法人や地域の農業団体等
地域の多様な主体が参画・連携し、小学
校等と連絡調整を行う窓口を有するとと
もに、活動を実施する者が十分に確保さ
れ、研修等による資質の向上が図られて
いるか。

子供の宿泊を受け入れる住民を確保する
見込みがあるとともに、民間の宿泊施設
との連携などによる子供の集団宿泊の場
所の確保が可能か。

安全管理に係るマニュアルを作成し、受
入側の構成員に対する研修を行うととも
に、緊急連絡体制の整備や各種賠償責任
保険への加入等宿泊体験活動や自然体験
活動を実施する上で十分な安全対策が講
じられているか。

（３） 農山漁村における農林水産物
の販売・加工

①

②

　農山漁村における小中学校等の児童生徒を
対象とした宿泊体験活動及び自然体験活動の
受入れを実施するために行う取組

区　　　　分 各メニューの内容の詳細 「第８の２ 審査の観点」（個別項目）

地域資源活用対策

①

②

③

ワークショップ開催
地域住民間で徹底した話合いを行う際
の、専門知識を持ったアドバイザーが
コーディネートするワークショップの
開催

先進地視察・セミナー参加
地域活性化のコーディネーターの育成
及び地域住民の意識改革を行うための
先進地視察並びにセミナー参加

活動計画の策定
①及び②の取組を踏まえ、地域の将来
像を構想するために必要な活動計画策
定

多様な主体と連携し地域内への理解の
促進に係る取組

人材の活用・育成等子供の受入れのた
めの体制整備に係る取組

子供の宿泊を受け入れる住民の確保、
民間の施設との連携に係る取組

安全管理体制の確立に係る取組

子供の受入れのための普及・PR活動に
係る取組

　地域内の農林水産物を販売・消費・循環さ
せる取組

①
　

②

③

農産物の加工・販売等において、農産品
などの地域資源の活用による売上げの増
加が期待されることに加え、これらの取
組を通じて高齢農業者等への配慮がなさ
れた見守りサービス等の取組が見込まれ
ているか。

商店街、交通事業者等の関係事業者等の
他業種との連携や販路の拡大等により、
持続性の高い取組が見込まれているか。

配食サービスなどの取組を通じて、周辺
集落等が小規模・高齢化集落を巻き込ん
で高齢農業者等を支えるなど地域一体と
なった取組が見込まれているか。

小規模・高齢化集落を含む地域などに
おいて、地域資源の活用や高齢農業者
や女性の参画による地域特産品の加
工・販売などの取組

①の販売などと合わせた地域内外への
食材の供給、配食サービス、見守りに
係る取組



区　　　　分 各メニューの内容の詳細 「第８の２ 審査の観点」（個別項目）

（４） 農山漁村への定住促進

①

②

③

①

　

②

③

地域の資源・実情に応じて、子育て世
代、定年世代など定住等を促進させる対
象を明確にした取組か。

定住等を促進させる対象に応じて、
「住」だけでなく「職と住」や「福祉と
住」など対象者のニーズに応じた取組
か。

定住等の取組に関して、地元集落及び関
係団体等との合意形成が図られており、
継続できる取組か。

④

⑤

⑥

⑦

　農山漁村に定住等を促進する取組

定住・二地域居住促進、集住等に必要
な情報に関する調査・分析、市町村等
が計画している定住・二地域居住促進
計画、集住計画等の調査・分析に係る
取組

農山漁村における空き家等の調査、就
職情報等、定住・二地域居住・集住等
に関する現状調査及び、集住のための
集落、集住対象者、空き家・廃校等既
存施設等の現状調査に係る取組

地域の就職情報窓口の設置、定住・二
地域居住・集住等に係るアドバイザー
の育成・設置、HP作成などの支援体制
の整備・運営及び、空き家・廃校等を
利用した定住・二地域居住・集住等の
体制整備に係る取組

定住・二地域居住促進イベントの参
加、農村ライフセミナーの開催等を通
じた都市で生活する定住希望者へのプ
ロモーション活動や、集住中の入居者
同士や地域住民との交流機会の創出に
係る取組

新規住民への支援活動又は就職・起業
促進に係る取組

企業等と連携した中長期農山漁村滞在
プログラム策定のためのワークショッ
プ又は検討会の開催に係る取組

集住の間の留守宅の管理、集住施設の
集住期間以外の活用に係る取組



区　　　　分 各メニューの内容の詳細 「第８の２ 審査の観点」（個別項目）

（５） 農山漁村の「食」を活用し観
光と連携したグリーン・ツー
リズム

① ① 農山漁村の豊かな「食」や農村環境等の
地域資源を整理・評価するとともに、
ターゲットを明確化したうえで、短期滞
在・日帰り旅行・企業のCSR活動・インバ
ウンド等の取組による、新たな需要の創
出に向け長期的な視点に立ったグリー
ン・ツーリズム推進のためのマスタープ
ラン策定に係る取組か。

② ② 農林漁家、農林漁業団体、NPO法人、ボラ
ンティア、行政、大学、一般企業、観光
協会、旅行事業者など、地域内外の多様
な主体が参画したグリーン・ツーリズム
推進のための受入体制構築、受入窓口の
法人化、旅行業の登録等に係る取組か。

③ ③ モニターツアー等を反映した旅行商品の
検証や、法令を踏まえた安全・品質管理
等に関するマニュアル作成・関係者への
周知、ホームページ制作、観光事業者と
の連携による販売手法の確立等、継続的
に旅行商品を販売し、販売拡大できる取
組か。

（６） 農山漁村の地域資源と福祉を
活用した「農」の取組支援

①

②

③

④

（７） 農山漁村の地域提案型活動 ①

②

③

(２)から(６)までのメニューにより実施
することが困難な取組か。

創意工夫にあふれた都市と農村の共生・
対流を通じた地域活性化の取組か。

ITを活用するなど、地域の特色を生かし
た先進的な活動で、市民と連携した農業
被害防止など、地域の課題解消に向けた
取組か。

①

②

③

医療・社会福祉関係団体等と農山漁村と
の連携体制が構築された計画であり、継
続的な取組か。

体験プログラム等の受入農家のノウハウ
習得や、実践活動に係るサポート体制が
整備される取組か。また、周辺地域にお
いて、障害者、高齢者、生活困窮者等の
受入れについて理解が得られているか。

障害者、高齢者、生活困窮者等にとっ
て、十分なメリットが受けられる取組
か。

農山漁村を障害者、高齢者や生活困窮
者等のリハビリの場等として活用する
取組

農山漁村を障害者や生活困窮者の就労
訓練の場として活用する取組

農山漁村を障害者や生活困窮者の雇用
の場として活用する取組

農山漁村を高齢者のいきがい・健康づ
くりの場として活用する取組

　農山漁村の豊かな「食」又は農村環境等を
活用し、観光と連携したグリーン・ツーリズ
ムを推進するための次に掲げる取組

　（２）から（６）までのメニューに該当し
ない取組であり、創意工夫にあふれた地域を
活性化させる取組

マスタープラン策定
農山漁村の豊かな「食」や農村環境等
の地域資源を整理・評価するととも
に、新たな需要の創出に向け長期的視
点に立ったグリーン・ツーリズム推進
のためのマスタープラン策定に係る取
組

受入体制の構築
地域内外の多様な主体が参画したグ
リーン・ツーリズム推進のための受入
体制構築や受入窓口の法人化、旅行業
の登録などに係る取組

旅行商品の造成・販売
グリーン・ツーリズム推進のためのマ
スタープランに基づく旅行商品の商品
化、品質管理と販売手法の確立に係る
取組

　医療・社会福祉関係団体等と農山漁村が連
携して、障害者、高齢者、生活困窮者等に対
し福祉サービス等を提供するための次に掲げ
る取組


	Taro-03_公募要領（溶け込み）修正5
	Taro-0301_公募要領（別紙１）H280204
	0302_公募要領（別紙２)修正2

