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

【 農村振興支援情報 】 

■ 地域活性化に向けた取組 

◇「おおぎみ・まるごとツーリズムへの取組」について 

～ＮＰＯ法人おおぎみまるごとツーリズム協会～ 

 

沖縄県国頭郡大宜味村（おおぎみそん）は那覇市の北東約８０Ｋｍに位置し、

やんばると呼ばれる大自然に恵まれた沖縄本島北部地域に位置する村です。 

 今回紹介するＮＰＯ法人おおぎみまるごとツーリズム協会は、村のほとんど

は「山」であり、広く、深く、豊かな森が広がり、たくさんの生き物たちが暮

らす大宜味村の特性を活かし「健康保養と環境保全型観光の実践を促進する持

続可能な観光地づくり・大宜味型体験滞在・交流プログラムの構築」をテーマ

とした事業に取り組んでいます。 

 このことを実現するために行っている「エコツーリズム」では、「長寿の里」、 

「芭蕉布の里」、 「シークヮーサーの里」、「ぶながやの里」という４つのキーワードで

村おこしをしています。 

 平成２３年度から２４年度にかけて「食と地域の交流促進対策交付金」を活用し、①

体験プログラムを開発し実践・先導するガイドの育成、②海・山・川をまるごと体験ガ

イドブックの作成、③大宜味村の食材を活用した“ぶながや弁当”等の特産品の商

品開発・販路拡大を行うなど、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://www.ogimi-tourism.com/ 

（沖縄総合事務局農林水産部土地改良課） 

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

◇「わが村は美しく－北海道」運動の取組～たきかわナタネ生産組合～ 

（Ｆａｃｅｂｏｏｋページによる情報発信） 

～日本一の菜の花畑で「たきかわ菜の花まつり」開催～ 

 

「たきかわナタネ生産組合」は、地域農業を持続するために、畑作・転作に

必要な輪作作物の定着の必要性から、ナタネに注目して本格的な作付けを目指

して設立されました。本運動の第５回コンクールでは、景観部門で特別賞、地

域特産物部門で銅賞をそれぞれ受賞しています。 

滝川市は、菜の花の作付面積日本一を誇り、５月中旬から６月上旬にかけて

開花の見頃を迎え、黄金色に輝く菜の花の絨毯が現れます。 
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その時期に合わせて、今年は５月２５日～６月２日に「たきかわ菜の花まつ

り」が開催され、菜の花にちなんだ各種イベントが実施されます。今年は低温

が続き、開催日の５月２５日はまだ蕾でしたが、天気が良い日が続けば、花ま

つりの後半あたり開花しそうです。 

 

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.hkd.mlit.go.jp/zigyoka/z_nogyo/wagamura/jyoho/pdf/h25/nat

ane.pdf 

 

 団体の活動については以下をご覧下さい。 

http://www.hkd.mlit.go.jp/zigyoka/z_nogyo/wagamura/contest/05/dantai

/5014.html 

 

 また、北海道開発局が推進している「わが村は美しく－北海道」はソーシャ

ルメディアを活用してわが村運動の輪を広げる場として、平成２５年３月にＦ

ａｃｅｂｏｏｋページ『「わが村は美しくー北海道」みんなのページ』を開設

しました。上記情報なども発信していますので、以下のＦａｃｅｂｏｏｋペー

ジをご覧下さい。 

 https://www.facebook.com/wagamura 

 

「わが村は美しく－北海道」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/ 

 

（北海道開発局農業水産部農業振興課） 

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

■ 報告・お知らせ 

◇「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

http://www.hkd.mlit.go.jp/zigyoka/z_nogyo/wagamura/jyoho/pdf/h25/natane.pdf
http://www.hkd.mlit.go.jp/zigyoka/z_nogyo/wagamura/contest/05/dantai/5014.html
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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 

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」 
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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） 

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

◇「食育月間のイベント」のお知らせ 

 

毎年６月は「食育月間」です。食育月間では、国、地方公共団体、関係団体

等が協力して、食育推進運動を重点的かつ効果的に実施し，食育の国民への浸

透を図ることとしています。内閣府、広島県は、食育に対する理解と関心を深

めるとともに、食育の取組への積極的な参加を促すこと目的として、第８回食

育推進全国大会「お（い）しい広島、たのしい日本～食育を科学しよう！」を

開催します。 

また、農林水産省の消費者の部屋や全国の農政局においても食育月間にちな

んだ様々なイベントが行われます。 

多数の方々のご参加をお待ちしております。 

                

第８回食育推進全国大会 

「お（い）しい広島、たのしい日本～食育を科学しよう！」  

○日時：平成２５年６月２２日（土）、２３日（日）の２日間 

○場所：広島市南区民文化センター、県立広島産業会館、 

県立広島大学広島キャンパス 

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://www8.cao.go.jp/syokuiku/more/promotion/convention/8th/index.ht

ml 

 

 農林水産省 消費者の部屋特別展示 

 「なぜ？なに？食育！！～望ましい食生活の実現に向けて～」 

○日時：平成２５年６月１７日（月）～２１日（金） 

    １０時～１７時（１７日は１２時から、２１日は１３時まで） 

○場所：農林水産省本省消費者の部屋（東京都千代田区） 

○内容：食事バランスチェック、味覚のワークショップ、五感を使った食材当

てゲームほか 

消費者の部屋特別展示の詳細は、以下のホームページをご覧下さい。 

http://www.maff.go.jp/j/heya/tenzi/index.html 

 

http://www8.cao.go.jp/syokuiku/more/promotion/convention/8th/index.html
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（消費・安全局消費者情報官付食育推進班） 

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

 ◇「地域再生実践塾」の開催案内 

  ～魅力ある「まち」、「むら」づくりに向けて～ 

 

 平成１７年４月、地域再生法が施行され、各地域では、地域経済の活性化、

雇用機会の創出など「地域再生」に向けた取り組みが行われています。 

 地域再生には、産業や技術、自然、文化など地域資源を活用し、他の地域と

の差別化戦略により「まち」や「むら」の魅力を高めていくことが大切です。 

 そのためには、地域に誇りと愛着を持つ地域住民や民間企業などが知恵と工

夫を創出する行政との協働の舞台づくりが必要と考えます。 

 そこで、地域活性化センターは、平成１７年度から、地域再生について様々

な視点から考えるワークショップ「地域再生実践塾」を、全国で開催していま

す。 

 中心市街地の活性化や地域ブランドの確立など地域で課題となっているテー

マを選定し、先進的な地域を開催地として、ケーススタディを中心としたカリ

キュラムを展開し、第１回目は次のとおり開催します。 

 

○日 時：平成２５年６月２６日（水）～２８日（金） 

○場 所：兵庫県豊岡市 

○テーマ：生物多様性保全と地域再生～環境と経済が共鳴するまち～ 

  

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/6_gyomu/jissen/gyo_jissen_01.h

tm 

 

            （（一財）地域活性化センター 地域支援課） 

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

 ◇「ＮＰＯ法人中山間地域フォーラム発足記念シンポジウム」の開催案内 

 

わたしたち日本人のふるさとであり原風景でもある中山間地域を、産学民官

の連携で支援する「中山間地域フォーラム」が産声をあげてから７年。昨年１

１月には、活動のさらなる発展を目指して、ＮＰＯ法人化も実現しました。 

 今回のシンポジウムは、このＮＰＯ法人化を記念して、「中山間地域再生」と

いうスタートラインを見直す講演会を開催いたします。 

 

http://www.chiiki-dukuri-hyakka.or.jp/6_gyomu/jissen/gyo_jissen_01.htm
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○テーマ：中山間地域再生の課題－中山間地域フォーラムは何ができるのか－ 

○日 時：平成２５年７月６日(土)１４：００～１７：５０ 

○会 場：東京大学弥生講堂一条ホール（東京都文京区弥生１－１－１） 

○プログラム： 

・記念講演「中山間地域再生の課題（仮題）」結城登美雄氏（民俗研究家） 

・報告１．「中山間地域フォーラムの新たな使命」野中和雄氏（中山間地域フ

ォーラム） 

・報告２．「フォーラムによる実践活動－南牧村支援の６年－」牧山正男氏（茨

城大学准教授） 

・パネルディスカッション 等 

 

※資料代として２，０００円（学生１，０００円）が必要です。 

 

なお、参加申し込み及び詳細については、以下のホームページのイベント欄

をご覧下さい。 

 http://www.chusankan-f.org 

（ＮＰＯ法人中山間地域フォーラム） 

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

 ◇「第１１回オーライ！ニッポン大賞」の募集（～８／１９） 

 

 オーライ！ニッポンとは、都市（まち）と農山漁村（むら）の往来（おうら

い）を活発にすることで、日本の元気（Ａｌｌ ｒｉｇｈｔ）をめざす国民運

動です。 

 平成１５年から始まった本大賞は、「都市側から人を送り出す活動」、「都市と

農山漁村を結びつける活動」、「農山漁村の魅力を活かした受け入れ活動」等を

通じて、都市と農山漁村の共生・対流の拡大に寄与した実績や効果の高い団体

又は個人を募集の対象とし、「学生・若者カツヤク部門」、「都市のチカラ部門」、

「農山漁村イキイキ実践部門」の３部門で募集をします。 

 また、個人を対象に「オーライ！ニッポン ライフスタイル賞」の募集も行

います。 

 

○受   付：平成２５年８月１９日まで（当日消印有効） 

○表彰の種類：グランプリ１件、大賞３件程度、審査委員会長賞５件程度、 

       フレンドシップ大賞１件程度、フレンドシップ賞数件、 

       ライフスタイル賞３件程度 
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 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.kouryu.or.jp/information/ohrai/a51k290000001hqq.html 

 

                      （オーライ！ニッポン会議） 

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

 ◇平成２５年度「災害対策等緊急事業推進費」の第２回募集 

 

 現在、国土交通省国土政策局では『災害対策等緊急事業推進費』の平成２５ 

年度要求地区を募集中です。 

 この推進費は、自然災害によりかんがい排水施設や農道等が被害を受けた場 

合、緊急に実施する対策（災害復旧事業では対応しきれない施設の機能強化や 

災害復旧事業と併せて実施する被災していない施設の改良など）に予算を配分 

し、住民等の安全・安心を確保するための制度です。 

 今年度も年間３回の配分を予定しており、募集締切は、第２回配分が７月３ 

１日、第３回配分が１０月上旬を予定しています。 

 制度に関する問い合わせは、以下の連絡先までお願いします。 

 国土政策局広域地方政策課調整室（０３-５２５３-８３６０） 

 

 なお、事業を実施するための要件や活用事例等は、以下のホームページをご 

覧下さい。 

 http://www.mlit.go.jp/kokudoseisaku/kokudokeikaku_tk4_000002.html 

 

             （国土交通省国土政策局広域地方政策課調整室） 

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

◆◇ 編 集 後 記 ◇◆ 

５月１４日の沖縄での梅雨入りを始めとし、昨日２９日には関東甲信越地方

でも梅雨入りが発表されました。沖縄と奄美では平年よりも遅いものの、その

他の地方では平年よりも早いようです。特に関東甲信越地方の梅雨入りは平年

より１０日早く、２００８年と並んで統計開始以来３番目の早さとのことです。 

雨が降り続くと厭な気分になりますが、日本の美しい四季においては、疎ま

しく思える梅雨も重要な役割を担っています。大地を潤し、夏季の水不足に備

えて森林、ため池、ダムなどに水を蓄えてくれます。その水が農業水利施設を

通じて田畑へと供給され、丹精込めて育てられた農作物が我々の血となり肉と

なります。 

今年こそは梅雨を邪険にせず、自然の恵みとして感謝する心を持って生活し

ようと思います。 
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 昨年は、梅雨時期に豪雨が発生した地域があります。『過ぎたるは猶及ばざる

が如し』と言いますが、自然には通じません。十分にご注意下さい。 

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

◆◇ 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 

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

 


