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◇平成２６年度『災害対策等緊急事業推進費』の第２回募集について 

 

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

【 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
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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 

◇色川地域振興推進委員会がディスカバー農山漁村（むら）の宝に選定され

ました。  ～ 和歌山県那智勝浦町 ～ 

 

紀伊半島の先端、串本より少し東に回った太平洋を望む、まぐろで有名な那

智勝浦町の太田川沿い、杉林の中の細い道を上ること約 40 分、そこが、人口の

約 1/3 をいわゆる「Iターン者」が占める和歌山県那智勝浦町色川地域です。 

当該地域の「色川地域振興推進委員会」が、５月 13 日に開催された、ディス

カバー農山漁村（むら）の宝有識者懇談会において、近畿農政局管内から選定

された３地区のうちの 1つとして選ばれました。 

I ターン者増加の始まりは昭和 52 年。地域は、都会からの移住を希望した有

機農業を志す「耕人舎」（５家族 17 名）を初めて受け入れました。 

平成３年には、「豊かな村づくり」の実現に向けて、地域の区長会が中心とな

り、「色川地域振興推進委員会」を組織。今まで移住者が中心として行っていた

新規定住者や就農希望者のサポートを地域全体として取り組むため、定住促進

班を組織し、全地域的な規模で定住者受け入れのシステム作りに着手しました。  
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さらに、平成７年には、廃校となった小学校を利用し、滞在型の新規就業者

技術習得施設「町立籠ふるさと塾」を開設しました。 

現在では、移住者は、消防団員や地元青年会の役員を務めるなど地域の担い

手となっています。 

 

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.furusato-irokawa.com/ 

 

（近畿農政局農村計画部農村振興課） 

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

◇やぎミルクの「ルーラルカプリ農場」の取組 

   ～岡山県岡山市東区～ 

 

「ルーラルカプリ農場」は、岡山市中心部から東に車で３０分程走った豊か

な自然の中に位置しています。ここは葡萄の有名な産地であり周りは葡萄畑で

囲まれています。 

 もともとは４代続く乳牛の酪農家でしたが、山羊と出会うことで山羊乳の素

晴らしさを知り方向転換。２００３年に会社（(有)小林アドバンスデイリー）

を設立し、本格的に山羊を飼い始めました。２００５年に牧場内に乳製品製造

工場を建設。２００６年春、ルーラルカプリ（英語で田舎の山羊）農場をオー

プンする傍ら山羊乳ヨーグルト、山羊乳フレッシュチーズの製造を始めました。

また、乳牛の頃から障がい者を雇用していた縁もあり、２００９年５月就労継

続支援Ａ型事業所ＮＰＯ法人ＲＣＦを設立し、障がい者たちに山羊の飼育をし

てもらっています。 

 口コミやホームページから少しずつ認知されるようになり、今では全国のレ

ストランや食品店、個人の方から注文がくるようになっています。しかし地元

での認知がやや低いように思われるため、２０１４年春からオープンスタイル

の農場キッチンを始める予定です。当キッチンにてさまざまな山羊乳製品のレ

シピを紹介するとともに、安全・安心な「食のあり方」を、当社の製品を軸に

消費者の方々に提案していく予定です。 

 

 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.yagimilk.com/ 

 

（中国四国農政局農村計画部農村振興課） 

********************************************************************** 
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■ 報告・お知らせ 

 

◇「都市農村共生・対流ネットワ－ク」開設 

 ～農山漁村地域の活性化に取り組むみなさまへ～ 

 

農山漁村地域の活性化に取り組む全国の人達が、地域や分野を超えて集うこ

とのできる情報共有・意見交換の場として「都市農村共生・対流ネットワ－ク」

の運用を４月２５日（金）から開始しました。 

なお、このネットワ－クは「都市農村共生・対流総合対策交付金」を活用し、

公募により選定された団体により、インタ－ネットを利用して開設・運営され

ます。平成２６年度は一般財団法人都市農山漁村交流活性化機構が、事務局と

して運営します。 

 

詳細については、以下のＵＲＬ（都市農村共生・対流ネットワ－ク事務局ホー

ムページ）をご覧下さい。 

http://www.tairyu.jp/ 

 

（都市農村交流課活性化企画班） 

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

◇「ディスカバー農山漁村（むら）の宝」選定地区及びロゴマーク決定につい

て 

 

地域活性化策に取り組む優良事例を選定する「ディスカバー農山漁村の宝」

については、５月 13 日（火）に開催された第２回有識者懇談会おいて 23 地区

が選定されました。 

 今後、６月に選定証の授与や選定地区との意見交換を行う交流会を開催する

他、選定地区の取組を支援するため、様々な媒体やイベントなどを通じて、情

報の発信等に努めていきます。 

 また、「ディスカバー農山漁村の宝」のロゴマークについても、同懇談会にお

いて山形県山形市の松岡秀夫様が製作したロゴマークが選定されました。 

 

 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 

 

（農村振興局都市農村交流課 活性化推進班） 

********************************************************************** 
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◇農業・農村の多面的機能のホームページをリニューアル 

 

当メールマガジン第102号でお知らせしていましたが、農林水産省では、平成

２５年６月から９月にかけて、農業・農村の多面的機能をわかりやすく普及し

ていくために、ホームページ閲覧者様からのご意見を頂くアンケートを行って

参りました。 

 頂きましたアンケート結果を踏まえ、ホームページのリニューアルを行いま

したので、詳しくは以下をご覧下さい。 

 http://www.maff.go.jp/j/nousin/noukan/nougyo_kinou/index.html 

 

 （農村環境課多面的機能班） 

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

◇６月は食育月間です 

 

毎年６月は「食育月間」です。農林水産省の消費者の部屋や全国の地方農政

局等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。 

 内閣府、長野県は、第９回食育全国大会を開催し、「『健康長寿』は食育か

ら」をテーマに、食の安全・安心、食文化の継承についても情報発信を行うな

ど、食育に対する国民の理解を深めるための様々な取組を行います。 

 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，国民の食育に対する理解を深めることとしていま

す。 

 多数の方々のご参加をお待ちしております。 

 

○農林水産省 消費者の部屋特別展示 

 「食と農林水産業 みんなで知ろう、考えよう！！～国産食材の魅力発信！

～」 

【日時】平成２６年６月１６日（月）～２０日（金） 

    １０時～１７時（１６日は１２時から、２０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】国産食材（１．魚、２．野菜、果物、きのこ、３．お米、４．お茶、

５．牛乳・乳製品）についてプロの薀蓄（うんちく）と実演、試食・試飲が楽

しめます。（１～５まで毎日日替わり 12:00～13:00 限定開催） 

 また、食育活動を通じた日本の食や農業の魅力を紹介します。 

 

消費者の部屋特別展示の詳細はこちらをご覧ください。 
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http://www.maff.go.jp/j/heya/tenzi/index.html 

 

○第９回食育推進全国大会  

「『健康長寿』は食育から～食べる、学ぶ、楽しむ“信州の食”“日本の食”

～」                    

【日時】平成２６年６月２１日（土）、２２日（日）の２日間 

【場所】エムウェーブ 長野市オリンピック記念アリーナ 

【内容】シンポジウム、講演、展示会，ミニイベントほか 

 

（消費・安全局 消費者情報官） 

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

◇「食と農林漁業体験メルマガ創刊」等について 

～農林漁業体験に関してお知らせがあります～ 

 

  農林水産省では、農林漁業体験に関係する方や関心がある方へ情報を提供す

るため、「食と農林漁業体験メールマガジン」を創刊しました。 

■ 詳しくはこちら 

 http://www.maff.go.jp/j/syokuiku/taikenn/merumaga.html 

 

 また、農林漁業体験の取組を実施する農業者の方々に活用していただくため、

「基礎から始める 教育ファーム運営の手引き」を作成し公表しました。 

■ 詳しくはこちら 

  http://www.maff.go.jp/j/syokuiku/taikenn/tebiki.html 

     

■ お問い合わせ先 

 消費・安全局 消費者情報官 Tel：03-3502-5723 

 

（消費・安全局 消費者情報官） 

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

◇平成２６年度『災害対策等緊急事業推進費』の第２回募集について 

 

 現在、国土交通省国土政策局広域地方政策課調整室では『災害対策等緊急事

業推進費』の平成２６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
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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

覧ください。 

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 ◇◆ 

 

 ゴールデンウィークが明けてからは東京も急に気温が上がり、各省庁では

クールビズの取組みが始まっています。急な気温の変化が起こる季節は体調を

崩しがちですので、皆様も体調に気をつけて毎日をお過ごしください。 

 さて、話題は変わって昨年ベストセラーとなった書籍に藻谷浩介氏著の『里

山資本主義』という本があります。藻谷氏が書かれた書籍とは『デフレの正体』

で３年前に始めて出会ったのですが、当時はこの本を読んで「生産年齢人口」

という言葉や今後の人口減少・高齢化社会の到来を強く意識したことを覚えて

います。 

 里山資本主義に対する皆様のお考えは様々かと存じますが、地域を元気にす

る方向性の一つとして、注目が集まっている中、私も農村振興に携わる行政官

の一人として今年は、様々な現地を実際に歩き、地域の実情を勉強したいと思っ

ています。 

 今後は、現地のレポートを含め、このメールマガジン内でご報告していくこ

とで、頑張っている地域の様々な取組みを皆様と共有し、活発な議論のきっか

けを作っていきたいと考えております。 

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

◆◇ 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。 
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 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 

ＴＥＬ：０３-６７４４-２２０３ ＦＡＸ：０３-３５０１-９５８０ 

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

 


