
1 

２０１４． ３．２８ 第１０８号 

◆◇◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◇◆ 

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 ◇◆ 

 

【 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 

◇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） 

 ～第１１回オーライ！ニッポン大賞グランプリ受賞～ 

 

◇農事組合法人八代町農産物直売所グリーンファーム八代 

～山梨県笛吹市八代地区～ 

 

■ 報告・お知らせ 

◇締切延長！「ディスカバー農山漁村（むら）の宝」ロゴマーク募集 

（～４／９） 

   

◇「食アメニティコンテスト」及び「美の里づくりコンクール」表彰式 

の開催報告（３／２４） 

 

 ◇「～みんなでつくる みんなにわかる～『持続可能な開発のための教育 

（ＥＳＤ）』愛称公募」について（～４／２５） 

 

◇ＥＳＤに関するユネスコ世界会議に向けて 

～ＥＳＤに関するユネスコ世界会議岡山支援実行委員会から～ 

 



2 

◇農村計画学会２０１４年度春期大会シンポジウムの開催案内（４／１２） 

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

【 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

資金です。 

農業、林業、漁業の各分野でご利用いただけます。 
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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 

◇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） 

 ～第１１回オーライ！ニッポン大賞グランプリ受賞～ 

 

「おうしゅうグリーン・ツーリズム推進協議会」は、奥州市と平泉町で農家

民泊による教育旅行（修学旅行・自然教室等）の受入を行う、登録農家により

構成された組織です。平成２２年度には子ども農山漁村交流プロジェクト対策

交付金の実施モデル地区に選定され、小学生から高校生までの幅広い年齢層を

対象とした、教育旅行の企画・受入のほか、継続的な交流とするため、学校訪

問と交流会にも力を入れてきました。 

震災時には東北地方への教育旅行のキャンセルが相次ぎましたが、震災２ヶ

月後には受入を再開し、長年交流を続ける学校からの支援を励みに、緊急時の

連絡体制、緊急車の配置等の体制を強化した結果、本年度、震災前の受入規模

を回復することができました。 

このような取組が評価され、オーライ！ニッポン大賞グランプリ（内閣総理

大臣賞）を受賞しました。 

 

 活動の詳細は「おうしゅうグリーン・ツーリズム推進協議会」のホームペー
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ジをご覧下さい。 

http://www.city.oshu.iwate.jp/kanko/view.rbz?cd=1528 

 

（東北農政局農村計画部農村振興課） 

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

◇農事組合法人八代町農産物直売所グリーンファーム八代 

～山梨県笛吹市八代地区～ 

 

 山梨県笛吹市八代地区はモモ、ブドウ、スモモの果樹を中心にスイートコー

ン、ナスなどの野菜類、菊やバラなどの花き類の栽培との複合経営が行われて

いますが、農業者の高齢化、担い手不足、耕作放棄地の増加などから地域農業

の衰退が懸念されていました。地域の共選体制の中で、味は良いが見た目が悪

いという理由で規格外のモモやナスが捨てられていましたが、「もったいない」

と感じた農家の女性が中心となり「特産品開発研究会」を立ち上げ、加工品開

発を始めました。この加工品や地域農産物の販売場所として平成１６年６月に

農産物直売所を建設、運営団体として「農事組合法人八代町農産物直売所グリー

ンファーム八代」が設立され、地域活動の拠点施設として発展してきました（現

在、組合員１６４名のうち７８名が女性。正組合員１１０名、準組合員５４名。）。 

主な活動としては、女性組合員が中心となり、規格外農産物を使用した特産

加工品づくりを行い、試行錯誤を重ね新たな商品開発を行っています。生産面

では組合員の約８割がエコファーマーの認定を受け、化学肥料、化学農薬の低

減に取り組んでいます。平成２０年には簡易式光センサー機を導入し、モモの

搬入時に糖度を測定し基準値以上のものを陳列するなど「味の良いものを販売

する」責任意識を高めています。 

また、首都圏で行われる物産展に定期的に参加し、都市住民との交流により

地域農業をＰＲする活動も行っています。都会で暮らす地元出身者を中心に四

季折々の農産物を定期的に送る「ふるさと宅配便事業」の実施や、平成２２年

からは地元の温泉旅館組合と連携し、訪れる観光客を対象に野菜の収穫体験を

実施するなど、農業の楽しさ、地域のすばらしさを伝える一役を担っています。 

これらの活動が評価され、平成２５年度豊かなむらづくり全国表彰事業にて

農林水産大臣賞を受賞しました。 

関東地方に大きな被害を出した先般の大雪により、組合員の皆さんのビニー

ルハウスにも被害があったそうですが、組合員の皆さんで協力しながら被害施

設の復旧に向けて頑張っているそうです。被害を受けた方々にお見舞い申し上

げるとともに、一日も早い復旧を願っております。 
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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.fuefuki-syunkan.net/yatusiro_chyokubai.html 

 

（関東農政局農村計画部農村振興課） 

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

■ 報告・お知らせ 

◇「締切延長！「ディスカバー農山漁村（むら）の宝」ロゴマーク募集 

（～４／９） 

 

 本メールマガジン（２月２８日配信）でお知らせしたとおり、内閣官房及び

農林水産省では、農山漁村の活性化に取り組んでいる優良事例を選定し、「ディ

スカバー農山漁村（むら）の宝」として全国に発信することとしております。 

 また、この取組をより広く皆様に知っていただき、他地域への横展開を図る

ためのロゴマークを募集しております。応募期間は、平成２６年３月２７日（木）

までの予定でしたが、より多くの方からご応募いただくため、締切を４月９日

（水）に延長しました。 

皆様のご応募をお待ちしております。 

 

 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/nousin/kouryu/discover.html 

 

（都市農村交流課活性化推進班） 

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

◇「食アメニティコンテスト」及び「美の里づくりコンクール」表彰式 

の開催報告（３／２４） 

 

平成２６年３月２４日（月）、東京都中央区の馬事畜産会館において、第２

３回「食アメニティコンテスト」及び第９回「美の里（びのさと）づくりコン

クール」表彰式が開催されましたので、その概要をお知らせします（主催：一

般財団法人農村開発企画委員会、後援：農林水産省）。 

農林水産省からは、横山信一農林水産大臣政務官、小林農村振興局次長等が

出席しました。 

冒頭、横山農林水産大臣政務官がお祝いの挨拶をされ、引き続き、農林水産

大臣賞受賞の４者へ賞状を授与しました。続いて、小林農村振興局次長から農

村振興局長賞受賞４者※へ賞状授与しました。 

 また、両審査会の委員長（食アメニティ：向笠千恵子氏、美の里づくり：絹
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谷幸二氏）から、審査会特別賞受賞５者※へ賞状を授与しました。 

各賞受賞者とその所在地は、次のとおりです。 

 ※歯舞漁業協同組合女性部及び鮭川村食生活改善推進協議会はご欠席され

ました。 

 

「第２３回食アメニティコンテスト」受賞者 

○農林水産大臣賞 ３者 

・一般社団法人 日々木の森（青森県十和田市） 

・ＮＰＯ法人 加工組合かあちゃんの店（長野県豊丘村） 

・石畳の宿 さくらの会（愛媛県内子町） 

○農村振興局長賞 ３者 

・歯舞漁業協同組合 女性部（北海道根室市） 

・季節の味彩 楽舎（山形県河北町） 

・だいとお加多欄会（熊本県美里町） 

○食アメニティコンテスト審査会特別賞 ３者 

・合同会社 弥生グループ（岩手県一関市） 

・鮭川村食生活改善推進協議会（山形県鮭川村） 

・ＮＰＯ法人 ぷらっときすみの（兵庫県小野市） 

 

「第９回美の里づくりコンクール」受賞者 

○農林水産大臣賞 １者 

・中津川むらづくり協議会（山形県飯豊町） 

○農村振興局長賞 ２者 

・黒松内町農山村資源活用地域協議会（北海道黒松内町） 

・種蔵を守り育む会（岐阜県飛騨市） 

○美の里づくりコンクール審査会特別賞 ３者 

・上黒丸ステキな散歩道実行委員会（石川県珠洲市） 

・丸山千枚田保存会（三重県熊野市） 

・下赤阪棚田の会（大阪府千早赤阪村） 

 

なお、詳細については、一般財団法人農村開発企画委員会のホームページを

ご覧下さい。 

http://www.rdpc.or.jp/contents/00info/00linfo31.html 

 

（都市農村交流課グリーン・ツーリズム班） 

********************************************************************** 
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 ◇「～みんなでつくる みんなにわかる～『持続可能な開発のための教育 

（ＥＳＤ）』愛称公募」について（～４／２５） 

 

ＥＳＤとは、Ｅｄｕｃａｔｉｏｎ ｆｏｒ Ｓｕｓｔａｉｎａｂｌｅ Ｄｅ

ｖｅｌｏｐｍｅｎｔ（持続可能な開発のための教育）の略語で、地球とそこに

存在する私たち人間やいのちある様々な生物が、遠い未来までずっとその営み

を続けていくために、自分の身の回りや世界で起きている問題を学び、一人ひ

とりが自分にできることを考え、実践していくことを身につける学習や活動で

す。 

しかし、『持続可能な開発のための教育（ＥＳＤ）』という言葉は、まだ多く

の皆さんに知られているとは言えない状況であることから、『持続可能な開発の

ための教育（ＥＳＤ）』の愛称を公募します。 

公募を通じて親しみやすく、覚えやすいＥＳＤの愛称を設けることで、本年

１１月に我が国で開催される「持続可能な開発のための教育（ＥＳＤ）に関す

るユネスコ世界会議」（国連教育科学文化機関（ユネスコ）と日本政府の共催）

の成功及びそれ以降のＥＳＤの推進に向け、国内におけるＥＳＤの理解の促進

を目指します。 

 

 なお、詳細ついては以下のホームページをご覧下さい。 

http://www.esd-jpnatcom.jp/aisho-boshu/ 

 

（文部科学省国際統括官付） 

（環境省総合環境政策局環境教育推進室） 

（農村計画課農村政策推進室） 

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

◇ＥＳＤに関するユネスコ世界会議に向けて 

～ＥＳＤに関するユネスコ世界会議岡山支援実行委員会から～ 

 

岡山市では、公民館、学校、ＮＰＯ団体等を中心としたＥＳＤ活動が活発に

行われており、そのネットワーク組織である岡山ＥＳＤ推進協議会には、現在

１６０以上の団体が重点取組組織として参画しています。 

その中には、地産地消や有機生活に観点をおき、人が顔を合わせてつながる

場「有機生活マーケット」を展開する「いち＠岡山」や、中山間地域の少子高

齢化や過疎化の問題解決に向けて、恵まれた自然を活かした「旭川かいぼり調

査」をはじめ、人々の交流の場づくりに取り組んでいる「竹枝を思う会」など、

農村振興に寄与する様々なＥＳＤ活動も行われています。 
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その一方で、岡山支援実行委員会では、今秋の「ＥＳＤに関するユネスコ世

界会議各種ステークホルダーによる主たる会合等」の開催に向けて岡山開催支

援計画を策定し、現在、会議参加者へのおもてなしや岡山地域等の魅力発信な

ど、様々な準備を進めています。 

また、ＥＳＤの普及啓発と世界会議のＰＲを目的に、開催半年前や３ヵ月前

の節目を捉えたＰＲイベントを開催するとともに、会議開催期間中には、サイ

ドイベントとして「岡山ＥＳＤ交流発信の場」を開催するよう予定しています。 

それらの場を通して、ＥＳＤ活動や伝統文化、食文化、産業など、岡山地域

等の多彩な魅力を積極的に発信していきたいと考えていますので、この機会に、

ぜひ岡山へお越し下さい。 

 

 なお、ＥＳＤに関するユネスコ世界会議岡山支援実行委員会については、次

のホームページをご覧下さい。 

http://www.city.okayama.jp/esd/esd_00055.html 

 

また、ＥＳＤに関するユネスコ世界会議や岡山のＥＳＤ活動団体等の情報を

発信する「おかやまＥＳＤなび」については次のホームページをご覧下さい。 

http://www.okayama-tbox.jp/esd/ 

 

（ＥＳＤに関するユネスコ世界会議岡山支援実行委員会） 

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

◇農村計画学会２０１４年度春期大会シンポジウムの開催案内（４／１２） 

 

 農村計画学会は、豊かで美しい農村環境と、活力と魅力にあふれた農村社会

の創出をめざす教育・研究者、行政実務者、技術者および地域生活者の交流・

啓発の場として１９８２年に発足しました。 

 社会、経済、法律、建築、土木、緑地、地理、環境科学など様々な分野を専

門とする会員による学際的な交流を通じて、学術研究のみならず、調査やセミ

ナーの開催、農村整備政策へのコミットなどの多様な活動を展開しています。 

 本年度も春期大会を開催し、どなたでも参加可能なシンポジウムを行います。 

 

○日時：平成２６年４月１２日（土）１３：３０～１７：３０ 

○場所：東京大学農学部弥生講堂 

 ※シンポジウムのみへの参加は、参加費無料（資料代実費） 

 

 なお、詳細については以下のホームページをご覧下さい。 
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 http://www.rural-planning.jp/ 

 

                           （農村計画学会）

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

◆◇ 編 集 後 記 ◇◆ 

 平成２４年１０月（第９１号）から本メールマガジンの編集を担当して参り

ましたが、今月号をもちまして担当が替わることとなりました。沢山の方々に

支えられながら、毎月無事に発行することができました。厚く御礼申し上げま

す。 

 都会の方々に農山漁村に興味を持って頂きたい。農山漁村の方々に他の地域

の取組を知って頂きたい。それにより、農山漁村が少しでも元気を取り戻して

欲しい（もちろん、元気一杯の農山漁村もあります）。そんな想いで毎月編集し

て参りました。 

 毎月、少しずつではありますが、本メールマガジンの配信希望者数は増加し

ています。様々な立場の方に登録して頂いていると思います。是非、周囲の方々

にも農山漁村の素晴らしさをお伝えして下さるようお願いいたします。 

 来月号からは担当が替わりますが、引き続き本メールマガジンをよろしくお

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 

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

■ 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 

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

 


