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◇「ＪＯＩＮ移住・交流＆地域おこしフェア」の開催案内（１／１９） 

  ～北海道から沖縄県まで４０道府県・１３０団体が集結！～ 

 

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

【 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
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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 

◇本物の「海女文化」に触れてみませんか！！ 

～三重県鳥羽市相差（おうさつ）町～ 

 

 太平洋に面する相差町は、遠浅の海が広がる絶好の藻場があり、鯛や伊勢エ

ビ、アワビなど新鮮な海の幸の宝庫となっています。古くから海女と漁師のま

ちとして栄え、国内で最も海女の多い三重県の中でも、一番多い約１００人の

海女が暮らしています。 

 海の近くに「かまど」と呼ばれる、板張りやトタン張りの簡素な海女小屋が

建っています。この小屋は、海女が漁を行う時に休憩したり、冷えた体を温め

たりする場所で、小屋の真ん中に竈（かまど）があることから、この名で呼ば

れています。海女はいずれかのかまどに所属し、海女同士の交流の場になって

います。 

 「相差かまど」は観光用の海女小屋で、現役の海女から磯や漁などの話を聞

きながら、海でとれた新鮮な魚介類の磯焼きを味わうことができます。 

 平成２１年度に農水省の農山漁村活性化プロジェクト支援交付金で、農林水
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産物直売・食材提供供給施設が「相差かまど『前の浜』」に併設され、提供す

る食材を衛生的に加工・保存することが可能となりました。 

 ＮＨＫの連続テレビ小説で海女が取り上げられたこともあり、「相差かまど」

も年間を通じて多くの利用客で賑わっています。また、海女漁は世界的にも珍

しく、相差町に海女文化が色濃く残っていることから、ミシュランの旅行ガイ

ド「グリーンガイド・ジャポン」で一つ星観光地に選定されるなど、外国人観

光客の人気スポットになっています。現在、海女文化をユネスコの世界無形文

化遺産に登録しようとする動きもあります。 

本物の「あまちゃん」に会いに、相差へ訪れてみませんか。 

 

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.toba.or.jp/amagoya/top.html 

  

（東海農政局農村計画部農村振興課） 

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

◇農地等活用ボランティア情報交換会（農業ボランティアの集い） 

～大阪府岸和田市 農地を活用したボランティアの輪を広げよう！～ 

 

近畿農政局では、管内で農地等を活用したボランティア活動に取り組む団体、

機関等が相互にその活動に関する情報交換を行う場を設け、その活動の更なる

発展を図ることを目的として、平成２３年度から『農地等活用ボランティア情

報交換会』を開催しています。 

今年度は、１０月２日に大阪府岸和田市において、『大学が取り組む農業支援

ボランティア活動の課題と展望』をテーマに、ボランティア活動を行っている

団体（主に都市側）、ボランティア活動を受け入れて農地等の活用を行っている

団体（主に農村側）及び行政関係者の合計６３名が集い、現地見学と情報交換

を行いました。 

午前に行われた現地見学では、大阪府泉州地域において、ＮＰＯ法人が耕作

放棄地を再生した農地や桃山学院大学のボランティア活動を受け入れている農

業経営者と意見交換を行いました。 

午後からは、京都大学清水夏樹准教授による『大学が行う農地等活用ボラン

ティアの役割と課題』と題した基調講演、和歌山大学観光部「棚田ふぁむ」保

坂有香代表による和歌山県有田川町沼地区で大学生が行っているボランティア

活動についての体験発表が行われました。 

その後、ボランティアを行っている大学・大学生及び受け入れ団体による『大

学や大学生が取り組んでいるボランティア活動における課題と展望』について、
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パネルディスカッションが行われ、会場からの熱意に溢れる意見もあり、大変

盛り上がりました。大学にとって農村とは、調査・研究活動を行う場であると

ともに、ボランティア活動等を通して学生を成長させてくれる教育の場でもあ

ります。この大学のボランティア活動は、地域活性化の次の展開になる可能性

を秘めており、今後、大いに地域振興に寄与するものと、会場の聴衆とともに

確認することができました。 

近畿農政局は、農地を活用したボランティアの輪を広げるため、今後も引き

続き、ボランティア活動を支援する取組を継続したいと考えています。 

 

なお、「農地等活用ボランティア情報交換会」の詳細は以下のホームページ

をご覧下さい。 

 

（開催結果） 

http://www.maff.go.jp/kinki/kikaku/nouchi/jyoho/131002_koukankai.html 

（フォトレポート） 

http://www.maff.go.jp/kinki/photo/kekka/k131213_1.html 

 

（近畿農政局農村計画部農村振興課） 

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

◇農振法に基づく交換分合（大阪府岸和田市） 

～岸和田丘陵地区における強い地域農業づくりにむけて～ 

 

大阪府岸和田市において、農業振興地域の整備に関する法律（農振法）に基

づく交換分合の取組が行われました（交換分合計画が本年６月に大阪府認可、

約４０ｈａ）。 

岸和田市は関西国際空港と大阪の市街地の中間に位置することから、昭和５

７年頃、その立地を活かした複合的産業団地の創出を目指す事業として、「岸和

田コスモポリス構想」が計画されていましたが、その後の社会経済情勢の低迷

から事業が中止となり、この構想で民間企業が先行買収していた土地は市に寄

付され、市有地と民有地が混在することとなり、管理が行き届かない荒廃した

未利用地が発生したことによって生活・農業環境が悪化していました。 

この問題を解決するため、平成２０年に新たなまちづくりの計画として「岸

和田市丘陵地区整備計画基本構想」を策定し、学識経験者や地権者と検討を重

ねた結果、「農整備エリア」、「都市整備エリア」及び「自然保全エリア」に権利

者を区分・集約し、再編整備することとしました。 

この計画では、営農を希望する者は「農整備エリア」へ、都市的利用を希望
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する者は「都市整備エリア」へ土地を集約する必要があり、これを行うに当た

り農振法の交換分合の制度が活用されました。 

今後は、農整備エリアでの土地改良事業、都市整備エリアでの土地区画整理

事業により、各事業が融合した活力あるまちづくりが進められます。このよう

な計画は他に類がなく、他地区の参考となるのではないでしょうか。 

 

なお、「岸和田丘陵地区」の詳細は以下のホームページをご覧下さい。 

http://www.city.kishiwada.osaka.jp/soshiki/48/ 

 

（本稿の作成に当たっては、岸和田市丘陵地区整備課及び農林水産課ご担当者

様にご協力頂きました。感謝いたします。） 

 

（近畿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 

～農林水産省の取組（子ども農山漁村交流プロジェクト）のご紹介～ 

 

 ＥＳＤ（Ｅｄｕｃａｔｉｏｎ ｆｏｒ Ｓｕｓｔａｉｎａｂｌｅ Ｄｅｖｅ

ｌｏｐｍｅｎｔ）について、先月号ではその概念と「国連ＥＳＤの１０年」の

世界会議についてご紹介しました。今月号では、農林水産省のＥＳＤ推進に関

する取組の一つをご紹介します。 

「子ども農山漁村交流プロジェクト」は、農林水産省、総務省、文部科学省

が連携し、小学校における農山漁村での宿泊体験活動を推進するものです。我

が家を離れて自然豊かな農山漁村に宿泊し、普段とは異なる環境や人間関係の

中で様々なことを体験することにより、子ども達の新たな一面を引き出し、成

長を促す効果があります。 

例えば、森林、水、食料、環境などを支える農山漁村でその営みを体験する

ことで、普段の生活との関連に気づき、自ら学び解決しようとする意欲が生ま

れます。日常とは異なる長期の共同生活や共同体験を通し、相互理解の重要性

に気づき、思いやりの心が育まれます。さらに、親以外の幅広い世代とふれあ

うことにより、コミュニケーション能力も鍛えられます。 

農山漁村において、ＥＳＤの概念である「自ら気づいて学び、皆で一緒に行

動して社会へ広める能力」が醸成され、持続可能な社会を目指すことが可能と

なり、農山漁村の活性化も図れます。 
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「子ども農山漁村交流プロジェクト」の詳細ついては、以下のホームページ

をご覧下さい。 

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

 

（農村計画課農村政策推進室） 

（都市農村交流課グリーン・ツーリズム班） 

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

◇「農山漁村活性化支援人材バンク」開設 

 ～農山漁村地域の活性化に取り組むみなさまへ～ 

 

農山漁村地域を活性化させる取り組みを行う方々を支援するため、地域振興

や地域ブランド創出など各種の分野に精通する専門家のデータベースを整備し、

紹介を行う人材バンクを設立し、１２月２５日に運用を開始しました。それぞ

れの地域で取り組まれている活動について「専門家の意見を聞いてみたいな」

とお思いの方は是非ご利用ください。 

なお、この人材バンクは、都市農村共生・対流総合対策交付金の広域ネット

ワーク推進対策により運営しており、平成２５年度の事務局は株式会社ＮＴＴ

データ経営研究所が行います。 

 

詳細については、ＮＴＴデータ経営研究所が開設した以下のホームページを

ご覧下さい。 

 http://www.keieiken.co.jp/nousonjb/index.html 

 

（都市農村交流課定住促進班） 

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

◇「平成２５年度田園自然再生活動コンクール表彰式」の開催報告 

（１２／９） 

 

１２月９日（月）、農林水産省が後援する「平成２５年度 田園自然再生活動

コンクール表彰式」（主催（社）地域環境資源センター）が、日比谷図書館文

化館で開催されました。 

 冒頭、佐藤農村政策部長から祝辞があり、審査経過報告の後、農村振興局長

賞に選ばれた「丸山千枚田保全会」（三重県熊野市）へ佐藤農村政策部長より

賞状が授与されました。なお、他５賞は以下のとおりです。 

 

○環境省自然環境局長賞 
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 田ノ浜ツシマヤマネコ共生農業実行委員会（長崎県対馬市） 

○復興奨励賞 

 ３．１１北上地域農業復興会議（宮城県石巻市） 

○子どもと生きもの賞 

 せせらぎの郷（滋賀県野洲市） 

○地域資源活用賞 

 淡路東浦ため池・里海交流保全協議会（兵庫県淡路市） 

○オーライ！ニッポン賞 

 北庄中央棚田天然米生産組合（岡山県久米南町） 

 

 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.acres.or.jp/Acres/denen/html/contest.htm 

 

（農村環境課生物多様性保全班） 

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

◇「ＪＯＩＮ移住・交流＆地域おこしフェア」の開催案内（１／１９） 

  ～北海道から沖縄県まで４０道府県・１３０団体が集結！～ 

 

 移住・交流推進機構（ＪＯＩＮ）は、都市から地方への移住・交流を推進し、

もって人口減少社会における地域の振興に寄与することを目的としています。 

 本フェアは、全国各地の「田舎暮らしに役立つ情報の収集」と「地域の魅力

再発見」を目指し、昨年度までは個別に開催していた「移住・交流イベント」、

「地域おこし協力隊合同募集説明会」を統合し、地域に関する情報収集と出会

いの機会をワンストップで提供するイベントです。 

 「移住・交流エリア」では、移住・交流を積極的に受け入れている約７０団

体がブース出展し、地域の情報提供や相談を行います。移住実践者や自治体職

員による田舎暮らしセミナーも開催します。 

 「地域おこし協力隊エリア」では、隊員を募集する約６０地方自治体がブー

ス出展し、活度内容や待遇に関する案内や相談を行います。現役隊員や地方自

治体職員による活動紹介セミナーも開催します。 

 「仕事・就農・住まいエリア」では、ハローワークによる地方への就職・転

職相談や、全国農業会議所（新規就農相談センター）による就農相談を実施し

ます。 

 また、地域の特産品の試飲・試食・販売等を行う「マルシェエリア」、そば打

ちや陶芸など地域ならではの体験等が可能な「地域ＰＲエリア」も予定してい
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ます。 

入場無料・予約不要です。お気軽にご来場ください。 

 

○日  時：平成２５年１月１９日（日）１０：００～１７：００ 

○場  所：東京ビックサイト西４ホール 

 

 なお、詳細については以下のホームページをご覧ください。 

http://www.iju-join.jp/feature/file/005/ 

  

（移住・交流推進機構（ＪＯＩＮ）） 

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

◆◇ 編 集 後 記 ◇◆ 

 早いもので、今年も残すところあと少しとなりました。 

 年末年始は、日常生活とは異なる食と出会う機会が多いと思います。年越し

そば、おせち料理、お雑煮などが挙げられます。最近では、年明けに食すうど

んも認知されつつあるようです。これらの料理の共通点は、食べ物を通して今

後の生活に対する願いが込められ、一つ一つの食材や料理が意味を持っている

ことです。ただし、食べる時期や食材、料理が持つ意味は、地域によって千差

万別のようです。 

 今月初め、ユネスコ無形文化遺産保護条約の第８回政府間委員会において、

「人類の無形文化遺産の代表的な一覧表」に「和食；日本人の伝統的な食文化」

の登録が決定されました。改めて和食の世界的な認知度、素晴らしさを再認識

できたかと思います。 

 脈々と受け継がれた古くからの食文化に触れながら、良いお年をお迎えくだ

さい。来年もご愛読よろしくお願い申し上げます。

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

◆◇ 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 
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********************************************************************** 

■ 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 

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

 


