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◆◇◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◇◆ 

地域づくりコミュニケーション 

― 農村振興メールマガジン ― 

 

            農林水産省農村振興局 

◆◇◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◇◆ 

 

◆◇ 目 次 ◇◆ 

【 重要なお知らせ 】 

 ◇農林水産省の名をかたった「なりすまし」メールにご注意ください 

 

【 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 

 

 ◇「中山間地域の振興に役立つ公庫資金」の紹介 

 

■ 地域活性化に向けた取組 

◇炭焼きの伝統継承から都市住民との交流へ 

～千葉県大多喜町 養老渓谷盛り上げ隊～ 

 

◇めぐみ（海・山・川）・わざ（生業）・つどい（交流）から生まれる 

「さんぽくの宝」をつぐ・つなぐ～さんぽく物語～ 

～新潟県村上市山北地区「さんぽくごっつぉ物語協議会」～ 

 

■ 報告・お知らせ 

◇ＥＳＤ（持続可能な開発のための教育）について 

～自ら気づき、自ら学び、皆で一緒に解決し、社会へ広める～ 

   

◇「第７回全国水源の里シンポジウム」開催報告（９／２６） 

  

 ◇「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報告 

 （１１／８） 

 

 ◇里山・里海タイムトリップＷＥＢサイトのご紹介（１１／１８～） 
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 ◇「中山間地域フォーラムｉｎひろしま」の開催案内（１２／７） 

 

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

【 重要なお知らせ 】 

 ◇農林水産省の名をかたった「なりすまし」メールにご注意ください 

 

 農林水産省の名をかたった、「なりすましメール」に関する情報が寄せられて

います。 

 内容としては、農林水産省の名をかたった被害に係る注意喚起を装い、メー

ル文中のリンクから関係のないウェブサイトに誘導しようとするものです。 

 このメールの内容について、農林水産省は一切関与しておりませんので、受

信された場合には、ウイルス感染等を防止するため、メール文中のリンクの閲

覧、添付されたメールフォームによる連絡等は行わず、削除していただきます

ようお願いいたします。 

 

 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/kanbo/hyoka/security/spoofing.html 

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

【 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 
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（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」 

 

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 
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◇炭焼きの伝統継承から都市住民との交流へ 

～千葉県大多喜町 養老渓谷盛り上げ隊～ 

 

 千葉県夷隅郡大多喜町は、房総半島のほぼ中心に位置し、首都７０ｋｍ圏内

にありながら、ここ２０年間で人口の自然減が年間１００名を超える過疎地域

です。衰退する地域の現状を何とかしたいと平成２４年に発足したＮＰＯ法人

大多喜みらい塾を中心に、様々な地域活性化活動に取り組んできました。地域

の名勝養老渓谷を核に地域協議会「養老渓谷盛り上げ隊」を結成し、食と地域

の交流促進対策交付金を活用し様々な活性化の取組を行っています。 

空き家となっていた築１００年の古民家をボランティアの手で再生する古民

家再生プロジェクトや、廃校となった小学校を活用した宿泊型の体験プログラ

ム、大多喜町と連携し移住定住促進のセミナー開催などの活動を行っています。 

養老渓谷はもともと炭焼きが盛んに行われていた地域でしたが、高齢化が進

み後継者がおらず、衰退してしまった炭焼きの伝統継承のため、定年退職した

元サラリーマン４人で炭焼きを始めました。地震により古い炭窯が壊れてしま

い、新たな炭窯づくりも行いました。ベテランなら、においや煙の色でわかる

ことでも温度計等を使って地道にデータ解析することで補い、炭焼きに取り組

みました。出来上がった木炭は品質が良く、現在では地元を中心に焼き鳥や炉

端焼きを扱う飲食店に販売されています。この炭窯を使って都市住民に炭焼き

体験プログラムを実施し、里山保全、森林整備の大切さを理解してもらい、地

場産業の活性化につなげていきたいとのことです。 

 

詳細については以下のホームページをご覧下さい。 

http://www.otakimirai-juku.jp/ 

 

（関東農政局農村計画部農村振興課） 

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

◇めぐみ（海・山・川）・わざ（生業）・つどい（交流）から生まれる 

「さんぽくの宝」をつぐ・つなぐ～さんぽく物語 

～新潟県村上市山北地区「さんぽくごっつぉ物語協議会」～ 

 

新潟県の北端、山形県との境に位置する村上市山北（さんぽく）地区は、西

に日本海が広がり、三方を山に囲まれた地域です。海岸部には名勝天然記念物

「笹川流れ」を有し、山間部には芭蕉の歩いた「出羽街道」、ユニークな名前

で登山客に親しまれている山「日本国」、広大なブナ林など、美しく豊かな自

然に恵まれています。 
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また、伝統農法「焼畑」や、全国でも珍しい「コド漁」（鮭の習性を利用し

た漁法）など、古くから育まれ受け継がれてきた、伝統的な生業の「わざ」と、

四季折々の「めぐみ」は、地域の大切な資源となっています。 

しかしながら近年、基幹産業である農林漁業の低迷、少子高齢化と若者の流

出により活力が低下しており、地域を担う後継者の確保と、文化・生業の伝承

に苦慮しています。 

そこで、平成元年から、住民一人一人が主役となり、「めぐみ」や「わざ」

を資源とした地域の活性化を目指す取組「魅力ある集落づくり事業」を皮切り

に、地域住民による様々な取組が盛んに行われています。 

平成２３年からは、食と地域の交流促進対策交付金等を活用し、「出羽街道

石畳古道修復プロジェクト」や、伝統農法の焼畑に挑戦する「焼畑フェスタ」、

地元の食材を使った「スローフードフェスタ」、子供達を対象とした郷土料理

教室など、交流人口の拡大と「わざ」の伝承を図る取組が進められています。 

皆様も、さんぽくの「めぐみ」と「わざ」と「つどい」に、ぜひ触れてみて

ください。 

 

詳細については、以下のＵＲＬ（ｆａｃｅｂｏｏｋ）をご覧下さい。 

https://ja-jp.facebook.com/Sanpokugottsuo?filter=3 

 

（北陸農政局農村計画部農村振興課） 

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

■ 報告・お知らせ 

 ◇ＥＳＤ（持続可能な開発のための教育）について 

～自ら気づき、自ら学び、皆で一緒に解決し、社会へ広める～ 

 

 ＥＳＤ（Ｅｄｕｃａｔｉｏｎ ｆｏｒ Ｓｕｓｔａｉｎａｂｌｅ Ｄｅｖｅ

ｌｏｐｍｅｎｔ）とは、一人ひとりが、世界の人々や将来世代、また環境との

関係性の中で生きていることを認識し、持続可能な社会の実現に向けて行動を

変革するための教育のことであり、環境教育のみならず、国際理解、人権、防

災、貧困等、様々なものが含まれます。 

ＥＳＤの取組を世界中で積極的に行う２００５年～２０１４年までの１

０年間を「国連ＥＳＤの１０年」として日本が提案し、最終年の来年１１月

には愛知県名古屋市で閣僚級会合及び全体取りまとめ会合、それに先立ち岡

山市で研究者や学校関係者等の会合が開催されることとなっています。 

ＥＳＤは単なる知識の伝達とは異なります。日常生活の中から自ら問題点に

気づき、知識を貰うのではなく自主的に考えて客観的に判断し、周囲と協働し
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て解決手法を考える『学びの共同体』を形成することが必要です。さらに、そ

れを他者へ訴えて社会へ広めることが重要です。 

農山漁村は、特に環境に関するＥＳＤに適した場の一つです。ＥＳＤを通し

て様々な関係者と連携したり、都市との共生・対流を行ったりすることにより、

農山漁村の活性化が見込まれます。 

環境教育関連のＥＳＤについては、 

「＋ＥＳＤプロジェクト」のホームページ http://www.p-esd.go.jp/ 

及び 

「ＥＣＯ学習ライブラリー」のホームページ http://www.eeel.go.jp 

をご覧下さい。 

 

本メールマガジンでは、ＥＳＤの情報を随時発信してまいります。 

 

（農村計画課農村政策推進室） 

（環境省総合環境政策局環境教育推進室） 

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

◇「第７回全国水源の里シンポジウム」開催報告（９／２６） 

 

 ９月２６日（木）に、高知県長岡郡大豊町で「水源の里に生き続ける ～大

豊から世界へ～」をテーマとして、第７回全国水源の里シンポジウムが開催さ

れました。 

 「旅行業界から見た“水源の里”」と題した山口祥義氏（（株）ＪＴＢ総合研

究所地域振興ディレクター）の緊急報告、「日本に“水源の里”はいらないか？」

と題した小田切徳美氏（明治大学農学部教授）の基調講演に続き、「水源からの

新たな動き ～大豊からのメッセージ～」をテーマとして、飯國芳明氏（高知

大学総合科学系黒潮圏科学部門教授）をコーディネーターに中島浩一郎氏（銘

建工業（株）（高知おおとよ製材（株））代表取締役社長）、小笠原徳孝氏（山師

（林業））、西村直子氏（ゆとりすとパークおおとよマネージャー）、岩﨑憲郎大

豊町長によるパネルディスカッションが行われました。パネルディスカッショ

ンでは、パネリストそれぞれの立場から、地元大豊町での現在の取組や今後の

抱負などについて、折からの強風に負けない意気込みが述べられました。 

 また、シンポジウムの開催に合わせて、「第５回全国水源の里フォトコンテス

ト」の表彰式があり、山田宏作氏（鹿児島県霧島市）の「せっぺとべ」が農林

水産大臣賞を受賞しました。 

 （※「せっぺとべ」…田植え前に行う豊作祈願で、「精一杯跳べ」の鹿児島方

言。） 
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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.suigennosato.com/ 

 

                      （農村計画課農村整備推進班） 

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

 ◇「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報告 

 （１１／８） 

 

 １１月８日（金）、日比谷図書文化館において「第１１回オーライ！ニッポ

ン大賞表彰式」及び「オーライ！ニッポン全国大会２０１３」を開催しました。 

 

１．第１１回オーライ！ニッポン大賞表彰式 

 冒頭、林農林水産大臣から挨拶があり、その後、オーライ！ニッポン大賞グ

ランプリ（内閣総理大臣賞）に選ばれた「おうしゅうグリーン・ツーリズム推

進協議会（岩手県奥州市）」に対して、林農林水産大臣から賞状及びトロフィ

ーが授与されました。なお、その他の受賞者は以下のとおりです。 

 

○オーライ！ニッポン大賞： 

    歯舞地区マリンビジョン協議会（北海道根室市） 

    農業生産法人 株式会社ｈｏｔｏｔｏ（山梨県山梨市） 

    ＮＰＯ法人 五ヶ瀬自然学校（宮崎県五ヶ瀬町） 

○オーライ！ニッポン大賞審査委員会長賞： 

    ＮＰＯ法人 信越トレイルクラブ（長野県飯山市） 

    小原ＥＣＯプロジェクト（福井県勝山市） 

    豊森実行委員会（愛知県豊田市） 

    鵜鷺げんきな会（島根県出雲市） 

    （一社）西土佐環境・文化センター四万十楽舎（高知県四万十市） 

○オーライ！ニッポンライフスタイル賞： 

    三浦 勝治（宮城県塩竃市） 

    辰巳 和生（長野県小谷村） 

    嘉村 則男（山口県山口市） 

    濱口 孝（長崎県五島市） 

 

 また、受賞者より活動紹介とスピーチがなされ、グランプリに選ばれた「お

うしゅうグリーン・ツーリズム推進協議会」の紹介では、長年、同地を訪問し
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ている横浜市立浦島丘中学校の中学３年生の３名より、地域の方々との交流や

学習の成果について発表がありました。 

 

 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/kyose_tairyu/k_orai/taisyo.html 

 

２．オーライ！ニッポン全国大会２０１３ 

 都市と農山漁村の共生・対流に取り組む実践者や支援者等が一堂に会し、知

恵と情報を交流させる相互研鑽の場として開催しました。 

 

 基調講演：養老 孟司氏（オーライ！ニッポン会議代表、東京大学名誉教授） 

 優良事例の発表 

 特別講演：「外国人にとっての日本の農山漁村の魅力とその伝え方」 

     ソニア・ディロン・マーティー氏（ディロン・マーティー財団代表） 

 応援メッセージ：平野 啓子氏（オーライ！ニッポン会議副代表） 

 都市農村共生・対流ネットワーク、農山漁村活性化支援人材バンクの設立 

 分科会：テーマ１「これからの都市農村交流と地域活性化」 

     テーマ２「農業と福祉の連携」 

 

 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/service/ohrai.html 

 

               （都市農村交流課グリーン・ツーリズム班） 

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

 ◇里山・里海タイムトリップＷＥＢサイトのご紹介（１１／１８～） 

 

 １１月１８日、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」事業により、株式会社リクルートホールディングスが「里山・里海タイム

トリップＷＥＢサイト」を立ち上げましたので、ご紹介します。 

このＷＥＢサイトは、「グリーン・ツーリズムの推進、ネットワーク構築」

事業の一環として、個人旅行者向けに旅行ついでに気軽に体験できるグリー

ン・ツ―リズムのプランを紹介・普及させる目的で開設したものです。 

サイトの開設は平成２６年３月３１日までとなっておりますので、新しい旅

の発見にご活用下さい。また、プランの人気投票も行っておりますので、是非

ご参加下さい。 
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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.jalan.net/jalan/doc/news/button/0359919101/ 

 

               （都市農村交流課グリーン・ツーリズム班） 

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

 ◇「中山間地域フォーラムｉｎひろしま」の開催案内（１２／７） 

   

 ＮＰＯ法人中山間地域フォーラムは、集落営農、６次産業化など数々の先進

事例を育んできた広島において、ＴＰＰ時代の試練を生き抜く中山間地域の存

立条件や支援のあり方について、中国山地の最新事情を踏まえたシンポジウム

を開催します。 

 

○テーマ：ＴＰＰ時代を生き抜く中山間地域 

○日 時：平成２５年１２月７日（土）１３：００～１７：００ 

○場 所：県立広島大学サテライトキャンパス（広島県民文化センター５階） 

（広島市中区大手町１－５－３） 

○プログラム：解題 柏雅之氏（早稲田大学） 

報告１．「農山村の存立条件－広島県集落法人センサスから」 

山本公平氏（広島経済大学） 

報告２．「買い物弱者をなくすために－中山間地域のショッピン

グセンターの課題」 

土肥誠治氏（協同組合サングリーン） 

報告３．「広島県の中山間地域対策－中山間地域条例のねらい」

城田俊彦（広島県過疎地域振興課長） ほか 

※ 資料代として５００円が必要です。申込みは不要ですので、直接会場にお

越し下さい。 

 

なお、詳細は、ＮＰＯ法人中山間地域フォーラムのホームページをご覧下さい。 

http://www.chusankan-f.org/ 

 

（ＮＰＯ法人中山間地域フォーラム） 

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

◆◇ 編 集 後 記 ◇◆ 

 本年４月のメールマガジン第９７号の編集後記でも少しだけ触れましたが、

今号でもＥＳＤをご紹介します。 

 国連決議を経て２００５年から実施されているＤＥＳＤ（国連ＥＳＤの１０
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年）は、２０１４年に最終年を迎えます。お知らせしているとおり、名古屋市

や岡山市で国際会議が行われますが、その国際会議に向けて全国様々な場所で

ＥＳＤ関連イベントが開催されています。 

 ＤＥＳＤが始まった２００５年といえば、国際博覧会である「愛・地球博」

が愛知県で開催された年です。この国際博覧会は、「自然の叡智」として、人と

自然がいかに共存していくかをテーマにしたものでした。それから１０年、Ｅ

ＳＤは環境に特化したものではありませんが、その愛知で国際会議が開かれま

す。ＥＳＤを一つのツールとして、農村振興に少しでも寄与できたらと考えて

おります。 

前回の編集後記、今回の記事をご覧になり、ＥＳＤについて少しでも興味を

持って頂けたら幸いです。 

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

◆◇ 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 

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

 


