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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 

◇世界に認められた伝統野菜「雲仙こぶ高菜」で地域おこし 

～ 長崎県雲仙市 農事組合法人守山女性部加工組合 ～ 

 

島原半島の北西部に位置する雲仙市吾妻町は、米、馬鈴薯、肉用牛が主体の

農業地域です。当地域の「農事組合法人守山女性部加工組合」が、九州農政局

管内で３地区選定された「ディスカバー農山漁村（むら）の宝」の１つとして

選ばれました。 

もともとは、JA 島原雲仙女性部においてこんにゃくづくりを中心に饅頭や漬

け物の加工を行っていましたが、新たに地域の伝統野菜である「雲仙こぶ高菜」

を用いた商品開発に取り組み、平成１８年には更に販売活動等を積極的に進め

るため本組合を設立しました。 

「雲仙こぶ高菜」は、戦後まもなく中国から当地に伝わった野菜ですが、収

益性が低いことなどからほとんど栽培されなくなっていました。その野菜を特

産品として復活させようという取組「雲仙こぶ高菜再生プロジェクト」におい

て中心的な役割を担っていたのが、本組合のメンバーでした。 

この「雲仙こぶ高菜」を使用した特産品開発は、スローフード国際本部で評

価され、日本初のプレシディオとして認定されています。（スローフード国際

本部は、世界的に見て希少で、地域活性化につながる特産物をプレシディオ（ラ
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テン語で「守る」、イタリア語で「砦」）として認定しています。） 

本組合では、海外も含めてのイベント参加による PR 活動や地域の小学生の体

験学習の受け入れなども行い、素材を活かした故郷の味づくりを推進していま

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.k5.dion.ne.jp/~kobu/ 

 

（九州農政局農村計画部農村振興課） 

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

◇琉球弧（※）の在来家畜資源を利活用した産業化に取り組み、 

     「ディスカバー農山漁村（むら）の宝」に選定されました！ 

   ～沖縄県今帰仁村 農業生産法人有限会社今帰仁アグー～ 

 

沖縄県今帰仁村（なきじんそん）は、那覇市から北へ約８５ｋｍ、沖縄本島

北部、本部（もとぶ）半島の北東部に位置する村です。 

 今回紹介する「農業生産法人 有限会社今帰仁アグー」は、昔ながらの社会

構造が残った今帰仁村において、地域の多様性が食の多様性を生むと考え、地

域に根ざす伝統行事、習慣に関連する「食文化の多様性」で人間の営みを活性

化していくことを目的に、平成１０年に１１名で活動を開始しました。 

 現在は６名の従業員が協力して、在来家畜（豚、山羊、牛等）の飼育、また

保存につながる利活用の促進と産業化に取り組むほか、農業高校の修学旅行生

の受入を行うなど、地域貢献にも力を入れながら活動を行っています。 

 周りを海や山に囲まれた自然豊かな農場で、自由にのびのびと育った伝統あ

る琉球豚は、西洋種との交配を行わず、個体管理を徹底した上で「今帰仁アグー」

として差別化し、現在４００頭が飼育され、精肉だけでなく、ハム・ソーセー

ジなどの加工品に活用するなど、名称の記載で地域アピールにも貢献していま

す。 

 沖縄の祭祀を支えてきた食文化資源「豚肉」を継承していくため、各地での

啓発活動（上野動物園、県内の動物園で在来種飼育展示）も積極的に行ってき

ましたが、今回の「ディスカバー農山漁村（むら）の宝」の受賞をきっかけに、

また新たな取り組みにも挑戦していくことが期待されます。 

 

（※）琉球弧（りゅうきゅうこ）とは、九州の南から台湾へ弧状に連なる島列

のことで、地理学上では「南西諸島」「琉球列島」と総称されます。 
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（沖縄総合事務局農林水産部土地改良課） 

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

■ 報告・お知らせ 

 

◇「中山間地域フォーラム設立８周年記念シンポジウム」のご案内 

（７／１３） 

 

農山漁村においては若者を中心とした「田園回帰」が生まれつつあります。 

若者は、なぜ農山漁村に向かっているのか。そこで、どのような暮らしを築

こうとしているのか。こうした動きを全国的なうねりに発展させていくにはど

うしたら良いか。本シンポジウムでは、「市町村消滅論」が見落とす「田園回帰」

の全貌に迫ります。 

 

○テーマ：「はじまった田園回帰 ― 『市町村消滅論』を批判する」 

○日 時：平成２６年７月１３日（日）１４：００～１７：５０ 

○会 場：東京大学弥生講堂一条ホール（東京都文京区弥生１－１－１） 

○プログラム： 

・解 題  「市町村消滅論と田園回帰―日本社会の対抗軸」 

小田切徳美氏（明治大学教授） 

・報告１ 「中国山地における『田園回帰』」  

藤山浩氏（中山間地域研究センター研究統括監・島根県立大学 

教授） 

・報告２ 「『田園回帰』はこうして定着した」 

石橋良治氏（島根県邑南町長） 

・報告３ 「私の『田園回帰』」   

土屋紀子氏（匹見わさび生産者、首都圏から夫婦で Iターン） 

・パネルディスカッション 等 

 

※ 資料代として２，０００円（学生：１，０００円）が必要です。 

 

なお、参加申し込み及び詳細については、以下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） 

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

◇「新・田舎で働き隊！」の募集について 
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平成 25 年度から都市農村共生・対流総合対策交付金の人材活用対策として実

施している、「新・田舎で働き隊！」について、交付金実施地域で活動する人材

を全国的に募集しています。 

 募集は、本交付金の広域ネットワーク推進対策で公募、決定した事業者であ

る「NTT データ経営研究所」が行っており、申込の締め切りは 7 月 16 日(水)と

なっています。 

 

 詳細については以下のホームページをご覧下さい。 

http://www.keieiken.co.jp/inaka/ 

 

（農村振興局都市農村交流課 定住促進班） 

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

◇「第６回全国水源の里フォトコンテスト作品募集」のご案内 

（６／１～７／３１） 

 

平成１９年に設立された全国水源の里連絡協議会は、現在１７３市町村の参

画を得て、過疎高齢化が進む水源の里集落の再生と活性化に向けた取組を積極

的に進めています。 

こうした協議会の取組をＰＲするとともに、全国の水源の里を訪れてもらい、

交流を深めてもらう機会とするため、「水源の里フォトコンテスト」が実施され

ます。 

 

○テ ー マ：水源の里の四季折々の自然風景、人々の生活や祭事、その地域を

象徴する風物など、水源の里の魅力が表現された作品を募集しま

す。 

○受付期間：平成２６年６月１日から７月３１日まで（最終日消印有効） 

○撮影場所：平成２３年８月以降に、協議会参画市町村で撮影したもの 

○応募資格：プロ・アマ、年齢、性別、国籍を問いません。 

○応 募 料：１作品につき１，０００円 

○  賞   ：グ ラ ン プ リ   １点 

      国土交通大臣賞   １点 

      総 務 大 臣 賞   １点 

      農林水産大臣賞   １点 

      特     選  １０点 

○審 査 員：ゲスト審査員 鷲田 清一 先生（大谷大学文学部教授、哲学者） 

      特別審査員  田沼 武能 先生（日本写真家協会会長） 
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      審査委員長  井上 隆雄 先生（日本写真家協会会員） 

○選考結果：平成２６年８月下旬に選考後、９月上旬に直接本人あてに通知し

ます。平成２６年１０月下旬に入賞作品展覧会を開催予定。 

 

なお、応募お問い合わせ先、募集要項及び詳細については、以下のホームペー

ジをご覧下さい。 

http://www.suigennosato.com/ 

（全国水源の里連絡協議会） 

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

◇編集者が行く（第１回） 

  ～ 地域資源を活かしたバイオマス産業杜市（とし）岡山県真庭市 ～ 

 

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１回は、木材という地域資源を活用して地域内での経済循環を目指す岡山

県真庭市を訪れました。真庭市は、岡山県の北部に位置し、北に鳥取県が接し

ています。市内の森林面積は約 79％と、森林資源が豊富なまちであり、この豊

富な木材の有効活用に着目した取組が進められています。 

この取組では、林業の過程において発生する間伐材などを処分することなく、

チップやペレットにしてエネルギー資源として活用することで、地域内での雇

用創出やこれまでエネルギー消費によって地区外へ出ていたお金を地域内で循

環させています。この取組は、地域の民間企業を主体に進められてきたもので

あり、各メディアでも数多く取り上げられています。 

また、訪れた市役所では、地域で製造された木材チップ・ペレットボイラー

による冷暖房システムを採用するなど、行政としても取組を推進していました。

ここで、真庭市ではこれまでの取組に加え、現在、新たなバイオマス発電施設

の建設を進めており、平成２７年度からの運営を開始する予定とのことです。

実際にこの発電所建設地を訪れましたが、市役所から１５分ほどの山間部に位

置しており、現在、建設が進められていました。 

さらに、取組は発電だけにとどまらず、バイオマス活用を観光資源としたバ

イオマスツアー（視察や体験学習の受入れ）や木材の建築資材としての活用を

進めるためのＣＬＴ（直交集成板）開発にも積極的に取り組んでおり、訪れた

市役所にはＣＬＴにて建てられたコミュニティバスの待合所があり、多くの方

が利用されていました。 

これらの取組は、藻谷浩介氏著の「里山資本主義」の中でも取り上げられて

おり、地域資源を活用した地域内経済循環への取組として評価されています。 
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 地域活性化の取組において、地域資源を活用する事例は様々に報告されてい

ますが、真庭市の事例は、民間業者との連携を含めた取組や林業を主体とする

地域における取組として先進的なものだと感じました。 

 

紙面の都合上、全てをお伝えすることができませんが、今後とも各地での取

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 ◇◆ 

 いよいよ梅雨の季節となり、蒸し暑い日が続いていますが、皆さま体調に気

をつけてお過ごし下さい。 

 雨と言えば、皆さまも雨上がりに独特のにおいを感じられたことがあると思

いますが、あのにおいの元は土の中に含まれるゲオスミンという有機化合物に

よるもので、土中に含まれるゲオスミンが雨によって大気中に放出されること

であの独特のにおいがするそうです。このにおいを嗅ぐといつも、子どもの頃、

田んぼ道を通って学校へ行ったことや友人と遊んだことを思い出して懐かしい

気持ちになります。 

こうした幼少期の経験や記憶というのは、個人の人格を形成する際に大きな

影響を与えているのだと思いますが、多くの人が持つ地元や田舎に対する潜在

的な記憶・イメージというものを、何か農山漁村の活性化に利用していければ、

とも時折考えたりしています。 

 雨の話から随分と外れてしまいましたが、ふとしたところから地域の活性化

策を見つけていけるよう、日々、アンテナを高くして過ごしていきたいと思い

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。 
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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 

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

 


