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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 

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

【 農村振興支援情報 】 

■ 農村振興施策の紹介 

◇「山村の振興に役立つ税制特例」の紹介 

 

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

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
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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 

◇島の旨いを届けたい!! 

～愛知県知多郡南知多町 (株)篠島お魚の学校～ 

 

 愛知県南知多町の篠島（しのじま）は、知多半島の先端にある師先港から高

速船で約１０分、三河湾に浮かぶ人口約１，８００人の離島です。 

 周囲を海に囲まれ豊かな漁場が広がることから、フグやシラス、ハモ、タイ

などの海産物に恵まれています。 

また、古くから伊勢神宮との繋がりが深く、伊勢神宮の三節祭には、干鯛を

神饌として奉納する「おんべ鯛奉納祭」が行われるなど、歴史的な価値を有す

る祭礼や文化財が今も大切に守られています。 

 篠島にある旅館「漁師の宿たから舟」では、宿泊者向けに豊富な海の幸を活

かした漁師体験活動等を積極的に取り組んできたことで、この旅館の女将であ

る新美保美氏が、「農林漁家民宿おかあさん１００選」に選定されました。新美

保美氏には３人の娘さんがおり、この３姉妹とその夫も含めて本業の漁業を始

めとし、役割分担を図りながら海産物の販売や商品開発、旅館・食堂の経営等

を行っています。 

 この農林漁家民宿等の活動を発展させるため、平成２２年に体験加工施設を

オープンさせるとともに、平成２５年に「(株)篠島お魚の学校」を立ち上げま
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した。 

 篠島お魚の学校では、子ども達への漁業体験や魚料理体験により、魚食を通

じた食育の推進を図っています。また、６次産業化の認定も受け、篠島の特産

品であるシラス、ワカメ等を活用した新商品の製造・販売を行い、地域の活性

化に寄与しています。 

 これら取組が評価され、第１回「ディスカバー農山漁村（むら）の宝」に選

定されました。  

農林漁家民宿おかあさん１００選 

http://www.kouryu.or.jp/okasan100/  

(株)篠島お魚の学校  

http://www.osakana-school.com/ 

ディスカバー農山漁村の宝 

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

（東海農政局農村計画部農村振興課） 

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

◇耕作放棄地の再生・活用に向け、近畿農政局職員による「みんなで耕し隊」

を派遣 

 

近畿農政局では、耕作放棄地の再生・活用を支援するため、平成２４年度か

ら農政局及び地域センターの職員による「みんなで耕し隊」を結成し、ボラン

ティア活動に取り組んでいます。 

平成２６年度は、６月 21 日の滋賀県日野町熊野地区からスタートし、管内各

地で活動しています。 

なお、これまでの取組の詳細については以下のホームページをご覧下さい。 

○ 平成26年6月21日（土曜日）、滋賀県日野町熊野地区 

http://www.maff.go.jp/kinki/photo/torikumi/t140630_2.html 

○ 平成26年6月28日（土曜日）、大阪府豊能町牧地区  

http://www.maff.go.jp/kinki/photo/torikumi/t140707_1.html 

○ 平成26年6月28日（土曜日）、和歌山県高野町筒香（つつが）地区  

http://www.maff.go.jp/kinki/photo/torikumi/t140804_1.html 

○ 平成26年7月5日（土曜日）、滋賀県大津市平尾地区  

http://www.maff.go.jp/kinki/photo/torikumi/t140804_2.html 

 

○ 平成26年7月12日（土曜日）、京都府京丹波町下大久保地区  

http://www.maff.go.jp/kinki/photo/torikumi/t140804_3.html 

○ 平成26年7月20日（日曜日）、大阪府千早赤阪村下赤阪地区  
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http://www.maff.go.jp/kinki/photo/torikumi/t140804_4.html 

○ 平成26年7月26日（土曜日）、奈良県桜井市金屋地区  

http://www.maff.go.jp/kinki/photo/torikumi/t140815_1.html 

○ 平成26年7月27日（日曜日）、滋賀県高島市畑地区  

http://www.maff.go.jp/kinki/photo/torikumi/t140804_5.html 

○ 平成26年8月23日（土曜日）、奈良県桜井市安倍地区 

http://www.maff.go.jp/kinki/photo/torikumi/t140917_1.html 

○ 平成26年8月31日（日曜日）、大阪府千早赤阪村下赤阪地区（2回目） 

http://www.maff.go.jp/kinki/photo/torikumi/t140917_2.html 

 

（近畿農政局企画調整室・農村計画部農村振興課） 

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

■ 報告・お知らせ 

◇第１２回オーライ！ニッポン大賞表彰式の開催案内（１１／４） 

 

オーライ！ニッポン大賞は、都市と農山漁村を往来する新たなライフスタイ

ルの普及と定着を図るため、「人・もの・情報」の行き来を活発化する活動を

積極的に進めている団体、個人を表彰するものです。 

 今回は、沖縄県東村のNPO法人東村観光推進協議会がオーライ！ニッポン大賞

グランプリを受賞しています。 

 表彰式では、養老孟司氏（オーライ！ニッポン会議代表）による基調講演等

を予定しています。また、表彰式の後、事例発表会も予定しています。 

 都市農村交流やグリーン・ツーリズムなどの取組をされている方はもちろん、

ご関心のある方であれば、どなたでも参加可能です。終了後には、関係者同士

の交流会（会費制）も開催予定です。 

○オーライ！ニッポン大賞表彰式 

  日時：平成２６年１１月４日（火）１３：００～１５：００ 

  場所：帝国ホテル東京（東京都千代田区）本館２階牡丹の間 

○事例発表会 

  日時：平成２６年１１月４日（火）１６：００～１８：００ 

  場所：農林水産省（東京都千代田区）６階農村振興局第１会議室 

 

  受賞団体や申込みの詳細については、以下のホームページをご覧下さい。 

  http://kouryu.or.jp/ohrai/20141021ohrai.html 

■申込み締切 

  平成２６年１０月３１日（金）まで受付。 
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（農村振興局都市農村交流課 グリーン・ツーリズム班） 

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

◇第２４回食アメニティコンテストの募集案内（～１１／１７） 

 

農山漁村の生産活動や社会活動の中でも都市農村交流の分野においては、女

性の貢献が大変大きなものとなっています。今後の都市と農山漁村の共生・対

流を目指した地域づくりにおいても、女性の参画を促進し、女性の感性や生活

に根ざした活動の活性化を推進していくことは重要です。 

そこで、食アメニティコンテストでは、農山漁村の女性グループ等が、自主的

努力によって、地域の特産物を活用した起業活動などを行い、それを通じて地

域づくりに貢献している優秀な活動事例について表彰を行います。 

 

○応募対象 

農山漁村において自主的努力を通じて地域の郷土料理・食文化等の保存・開

発とその普及に努め、そのことが地域の活力の増進に寄与しているものとして、

都道府県等の推薦を受けた女性グループ又は個人です。 

 

○賞 

農林水産大臣賞 ３件 

農村振興局長賞 ３件 

食アメニティコンテスト審査会特別賞 ３件以内 

 

○応募期間 

平成２６年１１月１７日（月）まで 

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.rdpc.or.jp/contents/04shoku_ame/04shoku02.html 

 

       （農村振興局都市農村交流課グリーン・ツーリズム班） 

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

◇ 第 10 回美の里づくりコンクールの募集案内（～１１／２８） 

 

国民共通の財産である良好な農村景観を形成するためには、持続的な農業生

産活動はもとより、地域住民等も参加した個性ある美しい景観づくりへの取組

が重要です。美の里づくりコンクールでは、地域の自主的努力により農山漁村

の美しい景観が保全・形成されている優れた活動事例を表彰するとともに、あ
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わせてこれら優良事例の普及を図ることとしています。 

 

○応募対象 

農山漁村の美しい景観を生み出す活動や取組をしている団体（複数団体の共 

同も可）を表彰します。 

また、団体をバックアップしていただいている都道府県及び市町村、または 

他の団体からの応募も受付いたします。 

 

○賞 

農林水産大臣賞 １件 

農村振興局長賞 ２件 

美の里づくり審査会特別賞 ３件 

 

○応募期間 

平成２６年１１月２８日（金）まで 

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.rdpc.or.jp/contents/03binosato/03binosato01.html 

 

（農村振興局都市農村交流課グリーン・ツーリズム班） 

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

◇第２回「食と農林漁業の食育優良活動表彰」受賞者が決定しました！ 

 

農林水産省では、食育を国民運動として全国展開していくため、昨年度から

食や農林水産業への理解を醸成する食育活動を実施し、優れた実績を上げた農

林漁業関係者や食品等事業者を表彰する「食と農林漁業の食育優良活動表彰」

を実施しております。 

 この度、農林水産省は、第２回「食と農林漁業の食育優良活動表彰」の農

林水産大臣賞に、「めぐみの農業協同組合」（岐阜県関市）及び「いばらきコー

プ生活協同組合」（茨城県小美玉市）に決定しました。 

 表彰式では、中澤弥子長野県短期大学教授による特別講演や受賞者による講

演を行います。皆さまのご参加をお待ちしております。 

 

【日時】11月7日（金）13:30～16:00 

【場所】東急キャピトルタワー ４階（東京都千代田区永田町2-10-3） 

【参加申込】席に余裕がございますので、申込み締切日に関わらず、 

      11月5日（水）17時までにご連絡ください。  



8 

 詳しくは、こちらを御覧ください。 

http://www.maff.go.jp/j/press/syouan/johokan/141017.html 

 

【問い合わせ先】 

（表彰式・講演会参加申込について） 

第２回「食と農林漁業の食育優良活動表彰」事務局（10時～17時、12時～

13時及び土日祝日を除く）電話03-6705-6134 

（表彰式・講演会内容について） 

農林水産省消費・安全局消費者情報官食育推進班 

電話03-3502-5723（担当：橋本、中西、矢野）   

（消費・安全局消費者情報官食育推進班） 

 

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

◇編集者が行く（第４回） 

   田園回帰の高まりを追う ～ ふるさと回帰フェアにて ～ 

 

このコーナーでは、本メールマガジン編集者が実際に訪れた日本各地での農

山漁村活性化の取組み事例について紹介していきます。 

第４回は、９月２０日と２１日に東京にて開催された「ふるさと回帰フェア」

での様子を紹介します。 

ふるさと回帰フェアは、NPO 法人ふるさと回帰支援センターなどを主催に開催

され、ふるさとでの暮らしを希望する都市住民とそれを受け入れたい地域の出

会いの場を提供することを目的としています。 

現在、日本の人口の減少や東京への一極集中の是正が大きな課題となる中で、

「農」ある暮らしや二地域居住などに加え、子育て世帯や若者を中心としたラ

イフスタイル見直しの機運の高まりなど農山漁村に新たな価値を見出す「田園

回帰」と呼ばれる流れが全国に広がりつつあります。 

会場に向かった開催２日目の２１日には、多くの若者が会場に来場しており、

赤ちゃんを連れた家族や若いカップルなども含め、全国様々な地方自治体の

ブースで住居情報や自治体情報について相談をしていました。私も出身である

岡山県のとある自治体のブースでお話をさせてもらいましたが、相談ブースで

は、来場者が興味のある地域の担当者から情報を入手できるだけでなく、自治

体職員も移住希望者の関心事項や自らの地域の魅力を再発見できる、と積極的

にとらえていました。 

また、会場では、特別企画として移住実践者のトークショーも行われており、

移住実践者の方をお招きしてこれまでの経験やいなか暮らしの醍醐味について
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語られていました。 

 「田園回帰」の動きは、まだ小さなものではありますが、この動きをただの

一時的な流行で終わらせるのではなく、これからの日本の価値観にも影響を与

えるような大きなうねりにしていけるよう、取り組んでいきたいと思います。 

 

紙面の都合上、全てをお伝えすることができませんが、今後とも日本各地で

の積極的な取組を紹介していきます。 

 

（このコーナーは、編集者の現地体験をもとに掲載するものであり、農林水

産省としての見解を示すものではありません。） 

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

◆◇ 編 集 後 記 ◇◆ 

 １０月を迎え、おいしそうな食べ物の誘惑に負け、ついつい食べ過ぎてしま

うことが多くなりましたが、皆さまは如何でしょうか。 

 腹八分目とよく言われますが、胃腸などの消化器官に負担を与えることなく

効率よく栄養を吸収できるとのことでやはり健康には良いようです。また、つ

いつい食べ過ぎてしまう方には、自分で噛む回数をカウントするのがおすすめ

です。一口につき３０回ほど噛むことで食事のペースもゆっくりになり、満腹

中枢が刺激され、ほどよい量で満足できるのだとか。 

 お仕事などで毎日、多くのストレスを抱えがちの現代ですが、楽しく食べて

楽しい毎日を送りたいですね。 

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

◆◇ 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）末永 
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ＴＥＬ：０３-６７４４-２２０３ ＦＡＸ：０３-３５０１-９５８０ 

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

 


