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資料２

農山漁村活性化戦略

～「攻め」の姿勢で地域に新たな風を～

平成18年11月24日

農林水産省

農山漁村の活性化については、政府全体として、「立ち上がる農

山漁村」の活動や、「都市と農山漁村の共生・対流」の取組みを進

めてきたが、これを一層推進する観点から、農林水産省において、

本年10月に「農山漁村活性化推進本部」を設置し、新たな対策の検

討を進めている。

今般、「農山漁村活性化戦略」を以下のとおり、取りまとめたの

で、今後、これに沿って、施策の推進と更なる検討を進めることと

する。

１ 自ら考え行動する

農山漁村の活性化のためには、これまでの考えや決まりにとら

われることなく、自らの創意工夫と努力により新たな取組みに挑

戦し、地域の魅力的な資源を活用することが重要である。農山漁

村活性化の主役は地域であり、「地域自ら考え行動する」 こと

が基本である。

国は、地域が切磋琢磨し、また再チャレンジすることより、農

山漁村全体が活性化するよう、その土俵を提供していく必要があ

る。

２ 今、活性化のために～戦略的取組の必要性

（１）現在でも、地域自らの創意工夫と努力により、地域の特産物

や自然・景観などを十分に活用することにより、活性化してい
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る地域がある。これらの地域では、地域を活性化し、豊かにす

るためにどのような方策（戦略）を取ったらよいか、関係者が

議論を重ね、具体的な取組み方針を決定し、そして地域がまと

まって、その方針に沿って活動を行っている。

（２）このように、地域を活性化するには、「自ら考え行動するこ

と」が基本だが、そのためには、地域自らが焦点を絞って活性

化方策を決定し、さらに具体的な活動方針を定めて戦略的に取

り組んでいくことが不可欠である。

３ 活性化戦略を絞り込む～９つの戦略～

（１）全国の農山漁村は、国土に占める位置、地形、気候、風土、

産業構成、人口構成、歴史等が千差万別であることから、活性

化戦略は一ヶ所一ヶ所異なるはずである。それぞれの条件、環

境の下で、地域自ら考えて、独自の活性化戦略を絞り込むこと

が必要である。

（２）一方で、農山漁村に存在し、活用できる資源は、ある程度共

通であり、先進的な手法も一定の共通性がある。このため、地

域が自ら考えるための参考となるよう、ここで、９つの戦略例

とそれぞれの具体的な活性化の方法等を示すこととする（詳細

は別冊「活性化に向けた戦略のポイントと農林水産省の施策」）。

Ⅰ 農林水産物を核とした戦略群

① 生産・販売戦略

ブランドの確立による差別化・高付加価値化、スーパー、

外食店との契約販売による安定取引等

② 加工戦略

加工適性に優れた品種の作付け、食品メーカーとの連携に

よる新規用途の開発等

③ 輸出戦略

農林水産物・食品の輸出を目指した輸出志向の生産・加工

・流通体制の整備、ブランド化を含めた戦略的販売等
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Ⅱ 地域資源を活用した戦略群

④ 交流戦略

社会的課題やニーズに応えた交流の推進、都市住民・企業

・ＮＰＯ等の多様な主体の参画の推進、交流・二地域居住・

定住基盤の整備等

⑤ 観光連携戦略

景観、歴史的施設等の観光資源との連携、民間事業者と連

携したビジネスモデルづくり等

⑥ バイオマス戦略

食品廃棄物、家畜排せつ物等のバイオマス利活用による資

源循環型産地の形成、国産バイオ燃料の生産・利用の促進等

Ⅲ 新たな手法による戦略群

⑦ イノベーション戦略

IT技術等の活用や知的財産の創造・活用、機能性食品の実

用化等

⑧ 企業連携戦略

地元の農林水産物を活用する企業の誘致、地域資源を活用

した産業の創出等

⑨ 地域リーダー等育成戦略

民間企業で実務経験のある者の活用等による地域リーダー、

アドバイザーの育成・確保、NPO人材の活用等

（３）地域においては、このような戦略や具体的な活性化方策等を

参考にし、組み合わせ、更に、新たな取組みにいどみながら、

地域に適した「独自の戦略」と「独自の活性化方策」を考え出

し、実行していくことが必要である。

この際、これらの方策を推進していくため、例えば、リーダ

ーやアドバイザー等に一定の権限・役割を担わせるなど、より
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効果的・効率的に地域の戦略の実現を図るための工夫を検討す

ることも必要である。

４ 外部の力を活用する

（１）地域の活性化を実行していくに当たって、外部の力をうまく

活用し、連携していくことも重要である。消費者・都市住民な

ど地域外の人々や、企業、学校、研究機関、行政組織などの積

極的な活用を地域において検討することが必要である。

（２）国の施策の活用については、９つの戦略について、活用でき

る農林水産省の施策を示した（別冊「活性化に向けた戦略のポ

イントと農林水産省の施策」）。

（３）このほか、農林水産省では、農山漁村活性化戦略の実現に向

けた基盤を構築するとの観点も踏まえて、「コミュニティの活

力強化」、「地域の基礎的な環境整備」、「人的資源の育成」に

関連した施策を実施している（別紙のとおり）。

５ さあ、始めよう～支援窓口の設置

農林水産省で、来年２月以降本省及び地方農政局等の出先機関

に、農山漁村の活性化に関する窓口を設け、地域の自発的な動き

を支援する。



資料３

活性化に向けた戦略のポイント
と農林水産省の施策

（農山漁村活性化戦略）

平成１８年１１月

農山漁村活性化推進本部



戦 略 戦略のポイント 具　体　的　な　手　法 活用できる施策 施策の具体的活用方法

・品種や栽培技術にこだわった高級農産物の生産と販売店との連携

・商標登録、愛称、ロゴマーク・パッケージの統一化、販売の一元化

・農林水産物の高付加価値化への取組を促進するために必要な基盤の整備

・地場産であることをブランドや特色として活用

・環境にやさしい農業に地域として取り組み、地域ブランドを確立

情報開示を徹底した農林水産品の販
売

・減農薬栽培、栽培・養殖情報開示等によるユーザーとの信頼関係構築によ
る販売促進

強い農業づくり交付金（経営構造対策）（□、■）、地域担い
手経営基盤強化総合対策実験事業（□）

農林漁業金融公庫資金、農業近代化資金、農業改良資金
（◇）

トレーサビリティシステムに関する機器の導入

トレーサビリティシステムに関する機器の整備

食料産業クラスター展開事業（地域食品ブランド育成・管理
支援費）（○）

特定農産加工資金(◇）

新規用途事業等資金（◇）

産学官連携経営革新技術普及強化促進事業（○、●）

強い農業づくり交付金（経営構造対策）（□、■）、地域担い
手経営基盤強化総合対策実験事業（□）

広域連携等アグリビジネスモデル支援事業（□）

農林漁業金融公庫資金、農業近代化資金、農業改良資金
（◇）

強い農業づくり交付金（産地競争力の強化に係る取組）（□、
■）

未来志向型技術革新対策事業（○、□）

地産地消モデルタウン推進活動対策事業（○）

地産地消モデルタウン事業（□）

強い農業づくり交付金（地産地消特別枠）（□、■）

新需要創造対策（○、□）

強い農業づくり交付金（畜産生産基盤育成強化）（□、■）

農地・水・環境保全向上対策（営農活動支援交付金）（○）

元気な地域づくり交付金（中山間地域等の振興）（□、■）

強い林業・木材産業づくり交付金（特用林産の振興）（□、
■）

強い水産業づくり交付金（経営構造改善目標）（□、■）

漁村地域力向上事業（○）

離島漁業再生支援交付金（●）

水産加工資金（◇）

「地域食品ブランド表示基準」の策定品目について、「本場の本物」の識
別マークを添付、知財活用セミナーの開催

特定農産加工業者が行う新商品･新技術の開発･利用に係る施設及び製
造機器の整備　等

新規の用途・新品種の採用に必要な施設の改良・造成・取得、権利の取
得

革新技術の実証・普及

簡易な圃場整備、ハウス等生産施設、加工施設等の整備

集出荷貯蔵施設、加工施設等の整備

農業生産用施設、農畜産物処理加工施設、流通販売施設等の整備

農産物の高品質化・高付加価値化等に係る共同利用施設・機械の整備

革新的な技術を導入した共同利用施設・機械の整備、技術実証・普及等

協議会の開催やモデルタウンをPRするための広報活動

共同利用施設・機械の整備

直売施設、加工処理施設、交流施設の整備

高機能成分含有品種への転換による産地の差別化に必要な機械・施設
の整備等を通じた高度な品質管理システムの確立

畜産物自主加工販売施設の整備

化学肥料・化学合成農薬を大幅に低減する取組等

農林水産物処理加工施設、農産物直売・食材供給施設の整備

生産施設、集出荷施設、貯蔵施設の整備　等

水産物の高付加価値化に資する水産物加工処理施設の整備

付加価値を付けた加工品等新たな商品開発のモデル事業実施

ブランドロゴ作成、パッケージ統一等
　
水産加工業が行う新商品・新技術の開発・利用に係る設備の整備等

Ⅰ　農林水産物を核に

ブランド確立による差別化、高付加
価値化

①
地
域
の
農
林
水
産
物
を
核
と
し
た
生
産
・
販
売
戦
略

　　　　　　　　　　　　　　　　　凡例：           　　　　ソフト事業：民間団体向け　○、地方公共団体向け　●
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ハード事業：民間団体向け　□、地方公共団体向け　■

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　制度資金等：◇
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　地域の人材育成に向けた研修、地域の要請を受けて実施する情報発信等：◆



戦 略 戦略のポイント 具　体　的　な　手　法 活用できる施策 施策の具体的活用方法

・大手スーパー等との契約取引（大規模安定契約）

・外食、生協、学校給食等、生産現場にマッチした契約販売のチャネルの検
討

多種多様な販路戦略

・販売店、レストランと連携したレシピ提案、ＰＯＰ作成・提示

・メディアと連携した需要拡大運動（毎日くだもの200ｇ運動、3-Ａｄａ
ｙ、5-Adayなど）

・パッケージ戦略を練るなど、特徴ある商品イメージを訴求

・インターネットモール等の活用

・観光農園、地域のレストラン、朝市、直売所、イベント販売等、様々な
チャネルを活用
　（少量多品目・高齢者農業でも収入確保）

強い農業づくり交付金（経営構造対策）（□、■）、地域担い
手経営基盤強化総合対策実験事業（□）

農林漁業金融公庫資金、農業近代化資金、農業改良資金
（◇）

地産地消モデルタウン推進活動対策事業（○）

地産地消モデルタウン事業（□）

強い農業づくり交付金（地産地消特別枠）（□、■）

元気な地域づくり交付金（中山間地域等の振興）（□、■）

強い林業・木材産業づくり交付金（望ましい林業構造の確
立、特用林産の振興）（□、■）

漁村地域力向上事業（○）

離島漁業再生支援交付金（●）

体験農園、農産物直売所、農家レストラン等の整備

流通販売施設、観光農業施設等の整備

協議会の開催やモデルタウンをPRするための広報活動

共同利用施設・機械の整備

直売施設、加工処理施設、交流施設の整備

農産物直売・食材供給施設、地域資源活用総合交流施設、体験農園の
整備

観光きのこ園、地域産物展示販売所等の整備

都市部への販売促進等新たな市場開拓のモデル事業実施

朝市の開催、イベント販売等

①
地
域
の
農
林
水
産
物
を
核
と
し
た
生
産
・
販
売
戦
略

契約販売等による安定取引

食品製造施設等及び農林漁業生産施設等の整備

鮮度保持など品質管理を行うための流通システムの整備

産地における外食事業者と農業者・農業団体との交流会の開催

簡易な圃場整備、ハウス等生産施設、加工施設等の整備

集出荷貯蔵施設、加工施設等の整備

農業生産用施設、農畜産物処理加工施設等の整備

農産物の需要に応じた生産量の確保に係る集出荷貯蔵施設、加工施設
等の整備

革新的な技術を導入した共同利用施設・機械の整備、技術実証・普及等

協議会の開催やモデルタウンをPRするための広報活動の支援

共同利用施設・機械の整備

直売施設、加工処理施設、交流施設の整備

高機能性をもつ新品種の原料の産地と、これを原料として商品化する企
業との契約による安定取引確保のための技術指導、機械・施設の整備

人材の育成、気象変動リスクの軽減を図るビジネスモデルの提案等

高性能機械のリレー利用、通いコンテナによる一貫輸送等により加工・業
務用野菜の需要に適切に対応できる生産・流通体制を確立

学校給食用牛乳の安定的かつ効率的な供給の推進

農業生産基盤整備、共同利用施設、機械等の整備

実需者へ安定的に供給することによる取引の活性化

食品流通改善資金（食品生産製造提携事業）（◇）

食品流通改善資金（食品生産販売提携事業）（◇）

外食産業・農業等連携ビジネス確立事業（○）

強い農業づくり交付金（経営構造対策）（□、■）、地域担い
手経営基盤強化総合対策実験事業（□）

広域連携等アグリビジネスモデル支援事業（□）

農林漁業金融公庫資金、農業近代化資金、農業改良資金
（◇）

強い農業づくり交付金（産地競争力の強化に係る取組）（□、
■）

未来志向型技術革新対策事業（○、□）

地産地消モデルタウン推進活動対策事業（○）

地産地消モデルタウン事業（□）

強い農業づくり交付金（地産地消特別枠）（□、■）

新需要創造対策（○、□）

加工・業務用対応型野菜生産流通拡大事業（○、◆）

未来指向型技術革新対策事業（野菜低コスト供給パート
ナーシップ確立事業）（○、□、◆）

学校給食用牛乳等供給推進交付金（○）

元気な地域づくり交付金（中山間地域等の振興）（□、■）

国産水産物安定供給推進事業（◆、●）



戦 略 戦略のポイント 具　体　的　な　手　法 活用できる施策 施策の具体的活用方法

・生産・流通機能の改善による品質保持、低コスト化、高付加価値化

・配送の効率化、包装資材の簡略化を図ることにより、出荷調整・配送コス
トを低減

・貯蔵施設の機能による高付加価値化（雪室、低温倉庫等）

・卸売市場における適正な品質管理の推進、卸売市場の再編、物流等の共同
化施設の整備

・施業集約化等による低コスト・大ロットの安定的な木材供給体制の構築

・食品安全GAPの取組の推進による農産物の安全性の確保

①
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域
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生産・流通機能の改善による品質保
持、低コスト化、高付加価値化、安
全性の確保

特定農産加工資金(◇）

新規用途事業等資金（◇）

食品安定供給施設整備資金（基礎素材型基盤強化、食品流
通対策）（◇）

食品安定供給施設整備資金（バイオテクノロジー産業化促
進）（◇）

食品流通改善資金（食品生産販売提携事業、卸売市場施
設・近代化施設）（◇）

食品流通構造改善促進法

生鮮食料品等小売業近代化貸付（◇）

地域経済振興事業（食品流通対策）（◇）

広域連携アグリビジネスモデル支援事業（□）

強い農業づくり交付金（卸売市場施設整備）（■）

食品小売業コスト縮減・機能強化構造改善事業（○）

食品流通高付加価値モデル推進事業（○）

食の安全・安心確保交付金（○、●）

強い農業づくり交付金（経営構造対策）（□、■）、地域担い
手経営基盤強化総合対策実験事業（□）

広域連携等アグリビジネスモデル支援事業（□）

農林漁業金融公庫資金、農業近代化資金、農業改良資金
（◇）

強い農業づくり交付金（産地競争力の強化に係る取組）（□、
■）

未来志向型技術革新対策事業（○、□）

低コスト植物工場成果重視事業　（○、□、◆）

未来志向型技術革新対策事業（施設園芸脱石油イノベー
ション推進事業）（○、□、◆）

農業競争力強化対策民間団体事業（家畜改良増殖対策推
進事業及び畜産新技術実用化対策推進事業（DNA育種開
発事業））（○）

乳業再編整備等対策事業（□）

強い農業づくり交付金（食肉等流通体制整備）（□、■）

元気な地域づくり交付金（中山間地域等の振興）（□、■）

強い林業・木材産業づくり交付金（特用林産の振興）（□、
■）

強い林業・木材産業づくり交付金（望ましい林業構造の確
立）（□、■）

強い林業・木材産業づくり交付金（木材利用及び木材産業体
制の整備推進）（□、■）

低コスト木材供給体制整備事業（○、●、□、■）

特定農産加工業者が行う新商品･新技術の開発･利用に係る施設及び製
造機器の整備等

新規の用途・新品種の採用に必要な施設の改良・造成・取得、権利の取
得

基礎食料素材の製造・流通の合理化に必要な施設の改良・造成・取得

バイオテクノロジーを応用して行う食品の製造又は加工に必要な施設の
改良・造成・取得

流通システムの整備、卸売市場の施設整備等

計画認定を受けた構造改善事業に対する設備導入等に関する支援

営業の近代化・合理化のための店舗の新・増改築、諸設備等

食品の流通の高度化に必要な施設の改良・造成・取得

生産者と実需者が連携した加工・流通拠点整備

安全・安心で効率的な流通システムの確立

食品小売業におけるコスト縮減ビジネスモデルの実証・普及、消費者へ
の商品情報提供機能の強化

地域農水産物を活用した新商品開発等

産地・農業者の自主的なGAPの取組

集出荷貯蔵施設等の整備

集出荷貯蔵施設、加工施設等の整備

農業生産用施設、農畜産物集出荷貯蔵施設、流通販売施設等の整備

農産物の高品質化・高付加価値化等に係る共同利用施設・機械の整備

革新的な技術を導入した共同利用施設・機械の整備、技術実証・普及等

低コスト植物工場モデルの実証・確立

施設園芸の生産・流通における石油消費量の低減

家畜改良増殖

大型貯乳施設の整備等

食肉センター等の整備

農林水産物集出荷貯蔵施設の整備

生産施設、集出荷施設、貯蔵施設の整備　等

高性能林業機械、作業道等の整備

木材加工・流通施設等の整備

提案型施業による集約化、原木供給可能量情報の集積、低コスト作業シ
ステムの開発・普及、需給情報のマッチング等



戦 略 戦略のポイント 具　体　的　な　手　法 活用できる施策 施策の具体的活用方法

農林漁業金融公庫資金、林業・木材産業改善資金、木材産
業等高度化推進資金、林業信用保証（◇）

林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関
する暫定措置法（◇）
　
水産物流通構造改革事業（◆、○、●）

林業・木材産業関連施設の整備、林業者等に対する運転資金・債務保証

効率的かつ安定的な林業経営を担い得る者等に対する農林漁業公庫資
金等の融資等の特例

コスト削減及び新たな出荷先及び販路の拡大

強い水産業づくり交付金（経営構造改善目標）（■）

漁船漁業構造改革総合対策事業（●）

水産加工資金（◇）

水産物鮮度保持施設の整備、水産物荷さばき施設の整備

漁獲から製品、出荷に至る生産体制の改革

水産加工業者が行う新商品・新技術の開発・利用に係る設備の整備等

・食品製造業者との連携による加工適性に優れた品種選定、作型の検討（加
工に適した品種・作型の導入）

・メーカーと連携した新たな米加工品の新規用途等の開発・普及

・地元製造業者との連携による契約栽培
　（大豆→豆腐、味噌等，小麦→パン、麺等，大麦→ビール等）

・地元の産学官連携による加工技術、新商品開発

・間伐材を活用した紙などメーカー等との連携による国産材の利用拡大、森
林整備促進

・地域材の特色を活かした住宅分野への利用推進

②
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（前頁から続く）

食料産業クラスター展開事業（○）

特定農産加工資金（◇）

食品流通改善資金（食品生産製造提携事業）（◇）

新規用途事業等資金（◇）

食品安定供給施設整備資金（基礎素材型基盤強化）（◇）

食品安定供給施設整備資金（バイオテクノロジー産業化促
進）（◇）

米加工品新規需要開発支援事業費補助金（○）

強い農業づくり交付金（経営構造対策）（□、■）、地域担い
手経営基盤強化総合対策実験事業（□）

広域連携等アグリビジネスモデル支援事業（□）

農林漁業金融公庫資金、農業近代化資金、農業改良資金
（◇）

新需要創造対策（◆）

元気な地域づくり交付金（中山間地域等の振興）（□、■）

中山間地域活性化資金（加工流通施設）（◇）

先端技術を活用した農林水産研究高度化事業（○、●）

住宅分野への地域材供給支援事業　（○）

上下流連携いきいき流域プロジェクト（◆）

研究開発促進税制

地方食料産業クラスター協議会による新製品開発

特定農産加工業者が行う新商品･新技術の開発･利用に係る施設及び製
造機器の整備　等

食品製造施設等及び農林漁業生産施設等の整備

新規の用途・新品種の採用に必要な施設の改良・造成・取得、権利の取
得

基礎食料素材の製造・流通の合理化に必要な施設の改良・造成・取得

バイオテクノロジーを応用して行う食品の製造又は加工に必要な施設の
改良・造成・取得

新たな米加工品の新技術開発及び普及等

加工施設等の整備

加工施設等の整備

農畜産物処理加工施設等の整備

産地独法研究機関及び民間企業が協議会を設立し、関係者が一体と
なって新品種・新技術を活用した新食品・新素材の事業化に取組

新規作物導入支援施設、農林水産物処理加工施設の整備

中山間地域農林畜水産物の加工の増進、流通の合理化　等

地域の農林水産業等の活性化を図るための産学官連携による研究開発

住宅分野におけるニーズに対応した新たな製品・技術の開発と普及

上流域で生産された地域材の利用推進のための活動及び情報発信　等

試験研究費の総額の８～１０％（大学等との共同研究・委託研究に係る
特別試験研究費については１２％）に相当する金額を法人税額又は所得
税額から控除

（前頁から続く）

メーカーや大学との連携強化



戦 略 戦略のポイント 具　体　的　な　手　法 活用できる施策 施策の具体的活用方法

・そばなどの特産作物を転作作物に位置づけ、加工・販売施設の整備も含
め、地域活性化

・農業者が自ら生産した畜産物を自らアイスクリームやハム等に加工販売す
る施設の整備

・料理メニューの開発・レシピの提供、駅弁メニュー等の企画

・「農場から食卓まで」のイメージ戦略（原料生産者、加工者の顔が見える
商品作り）

・伝統食品の掘り起こし

・きのこ、山菜、木竹炭、木竹酢液等副産物、樹脂・製油成分等の活用

・戦略作物を選定し、栽培、加工、販売を行うほか、作物を景観形成や町づ
くりにも活用

・ニーズを踏まえた新商品の開発

食料産業クラスター展開事業（○）

特定農産加工資金(◇）

新規用途事業等資金（◇）

食品安定供給施設整備資金（基礎素材型基盤強化）（◇）

強い農業づくり交付金（経営構造対策）（□、■）、地域担い
手経営基盤強化総合対策実験事業（□）

農林漁業金融公庫資金、農業近代化資金、農業改良資金
（◇）

強い農業づくり交付金（産地競争力の強化に係る取組）（□、
■）

強い農業づくり交付金（畜産生産基盤育成強化）（□、■）

未来志向型技術革新対策事業（○、□）

地産地消モデルタウン推進活動対策事業（○）

地産地消モデルタウン事業（□）

強い農業づくり交付金（地産地消特別枠）（□、■）

元気な地域づくり交付金（中山間地域等の振興）（□、■）

中山間地域総合整備事業（■）

強い林業・木材産業づくり交付金（特用林産の振興）（□、
■）

強い水産業づくり交付金（漁村地域の活性化目標）（□、■）

強い水産業づくり交付金（資源増養殖目標）（□、■）

強い水産業づくり交付金（経営構造改善目標）（□、■）

離島漁業再生支援交付金（●）

水産加工資金（◇）

「地域食品ブランド表示基準」の策定、販路拡大のための「ふるさと食品
全国フェア」の開催等

特定農産加工業者が行う新商品･新技術の開発･利用に係る施設及び製
造機器の整備　等

新規の用途・新品種の採用に必要な施設の改良・造成・取得、権利の取
得

基礎食料素材の製造・流通の合理化に必要な施設の改良・造成

加工施設、農産物直売所、農家レストラン等の整備

農業生産用施設、農畜産物処理加工施設、流通販売施設等の整備

特産農産物の高品質化、高付加価値化等に係る共同利用施設・機械の
整備

畜産物自主加工販売施設の整備

革新的技術を導入した共同利用施設・機械の整備、技術実証・普及等

協議会の開催やモデルタウンをPRするための広報活動

共同利用施設・機械の整備

直売施設、加工処理施設、交流施設の整備

農林水産物処理加工施設、農産物直売・食材供給施設等の整備

活性化施設の整備

加工施設、販売施設の整備　等

地域産物販売・提供施設等の整備

地域特産の水産物を展示・販売する施設の整備

水産物の高付加価値化に資する水産物加工処理施設の整備（経営構造
改善目標）

地域の特産品づくり

水産加工業者が行う新商品・新技術の開発・利用に係る設備の整備等

地域特産物としての位置づけ強化、
販売戦略
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戦 略 戦略のポイント 具　体　的　な　手　法 活用できる施策 施策の具体的活用方法

販路創出・拡大への支援

・海外での常設店舗の設置、展示商談会の開催

・戦略的に輸出拡大に取り組むプロジェクトに対する重点的支援

・各国の輸入制度や流通・消費実態の情報収集・分析・提供

みなぎる輸出活力誘発事業（◆）

農林水産物等海外販路創出・拡大事業（○）

農林水産物等輸出倍増重点推進対策（○）

農林水産物貿易円滑化推進事業（○）

農林漁業金融公庫資金、農業近代化資金、農業改良資金
（◇）

木材海外販路拡大支援事業（○）

輸出戦略づくりへのコンサルティング

海外での常設店舗における農林水産物等の販売、国際食品見本市への
日本ブース出展・商談

産地ＰＲ・ほ場視察、ブランド認証、物流技術実証　等

海外調査報告書の取りまとめ、ＨＰ等による同報告書の提供

流通販売施設等の整備、事前調査費、販路開拓に要する経費

木材関連情報の収集・提供や木材輸出促進セミナーの開催、日本産木
材製品の見本市等への出展等

輸出阻害要因の是正

・相手国の要求に即した検疫条件、品質管理体系等の整備
農林水産物等輸出倍増重点推進対策（○）

農林漁業金融公庫資金、農業近代化資金、農業改良資金
（◇）

相手国検疫官の招聘

病害虫等防除施設、農畜産物集出荷貯蔵施設等の整備

知的財産権・ブランド
保護対策の実施

・商標の管理や我が国で開発された品種の管理徹底によるブランドの保護
農林水産物貿易円滑化推進事業（○）

水産物流通構造改革事業（◆）

海外における偽装表示の実態調査

ブランドや知的財産の保護方策についての調査・分析及び権利化

・海外に向けて新たな販路を積極的に拡大しようとする産地に対する高品質
化、低コスト等のための共同利用施設等の整備の支援

・輸出拡大を見据えた商品価値の高い農林水産物の開発や品質保持・加工利
用技術の開発等

強い農業づくり交付金（経営構造対策）（□、■）、地域担い
手経営基盤強化総合対策実験事業（□）

広域連携等アグリビジネスモデル支援事業（□）

農林漁業金融公庫資金、農業近代化資金、農業改良資金
（◇）

強い農業づくり交付金（輸出倍増特別枠）（■）

強い農業づくり交付金（食肉等流通体制整備）（□、■）

元気な地域づくり交付金（農業生産の基盤の整備）（□、■）

元気な地域づくり交付金（中山間地域等の振興）（□、■）

先端技術を活用した農林水産研究高度化事業（輸出促進
型）（○、●）

強い林業・木材産業づくり交付金（特用林産の振興）（□、
■）

強い水産業づくり交付金（経営構造改善目標）（□、■）

研究開発促進税制

集出荷貯蔵施設、加工施設等の整備

集出荷貯蔵施設、加工施設等の整備

農業生産用施設、農畜産物集出荷貯蔵施設、農畜産物処理加工施設等
の整備

共同利用施設の整備

食肉センター等の整備

基盤整備等

農業生産基盤整備、共同利用機械・施設の整備

農林水産物・食品の輸出促進のための生産、流通、加工等の技術開発
　
　
生産施設、集出荷施設、貯蔵施設の整備等

水産物加工処理施設の整備等

試験研究費の総額の８～１０％に相当する金額を法人税額又は所得税
額から控除

③
輸
出
戦
略

輸出志向の生産・加工・流通体制の
整備



戦 略 戦略のポイント 具　体　的　な　手　法 活用できる施策 施策の具体的活用方法

・農山漁村の教育力を活用した修学旅行、体験教育・セカンドスクールの受
け入れ、酪農体験等の教育ファームの取組の推進
　
・林業体験施設や学校林の整備、国有林における「遊々の森」の設定等森林
環境教育等の場の整備
　
・若者の人間力向上にむけた農山漁村型ワーキングホリーデーやボランティ
ア活動による長期滞在交流の推進
　
・都市住民に身近な体験農園及び牧場の持つ緑資源の活用による交流の推進

農林漁家民宿・民泊の質と量の向
上・拡大

・農家民宿成功者の活用

・都道府県における規制緩和等の推進

・農林漁家の経営多角化の有効な手法として農林漁家民宿の整備を普及・推
進

農林漁業金融公庫資金、農業近代化資金（◇）

広域連携共生・対流等推進交付金（○）

元気な地域づくり交付金（□））

農家民宿の整備

農家民宿等を活用したビジネスモデルの構築、農家民宿カリスマの選
定、全国ネットワーク組織化

農林漁家３戸以上の共同経営で行う農林漁家民宿の整備
　

都市住民・企業・NPO等の多様な
主体の参画の推進

　
・都市部自治体や企業、ＮＰＯ、大学等との連携による交流の推進
　
・企業のCSR、福利厚生、社員研修等のインセンティヴを活用した交流の推
進
　
・多様な主体が参画した農地・水・環境を保全する共同活動の推進

広域連携共生・対流等推進交付金（○）

農地・水・環境保全向上対策（農地・水・環境保全向上活動
支援事業）（○）

景観・自然環境保全形成支援事業（○）

中山間地域総合整備事業（■）

地域活動支援による国民参加の緑づくり活動推進事業（◆）

「ふれあいの森」の設定（□、■）

「法人の森林」（□、■）

企業、NPO、自治体等が広域的に連携し共生・対流を推進するために必
要な方策の策定、試行、体制整備等

多様な主体の参画した農地・水・環境の保全と質的向上を図る地域共同
の取組

ＮＰＯ等が行う景観保全、自然再生活動

交流施設の基盤整備

企業の森づくり活動の促進等
　
NPO等が行う森林づくり活動の場として国有林野を提供

企業等が行う森林整備活動の場を国有林の分収林制度を活用して提供

食の安全・安心確保交付金（●）

強い農業づくり交付金（経営構造対策）（□、■）、地域担い
手経営基盤強化総合対策実験事業（□）

農林漁業金融公庫資金、農業近代化資金（◇）

草地畜産基盤整備事業（都道府県営草地整備事業のうち公
共牧場中核型）（■）、畜産環境総合整備事業（草地畜産活
性化型）（□、■）

広域連携共生・対流等推進交付金（◆）

元気な地域づくり交付金（都市農業の振興）（□、■）

元気な地域づくり交付金（中山間地域等の振興）（□、■）

中山間地域活性化資金（保健機能増進施設）（◇）

森林環境教育推進総合対策事業（◆）

「遊々の森」の設定（□、■）

森林づくり交付金（森林の多様な利用・緑化の推進）（□、
■）

学校林整備・活用推進事業（◆）

漁村地域力向上事業（○）

強い水産業づくり交付金（漁村地域の活性化目標）（□、■）

強い水産業づくり交付金（資源増養殖目標）（□、■）

離島漁業再生支援交付金（●）

地域における教育ファーム推進計画の作成に向けた検討や優良事例の
収集・情報提供等

体験農園、農林漁業体験宿泊施設等の整備

体験農業施設等の整備

都市住民との交流（動物とのふれ合い、酪農体験など）及び草地景観の
提供に供する施設の適切な利用と保全を図るための施設等の整備

都会の若者の農村でのボランティア活動の促進等に必要となるボランティ
アや受入市町村の募集、研修等

都市部での市民農園の整備等

交流・体験施設（子供等自然環境知識習得施設等）の整備等

中山間地域内において、農地、森林その他の農林漁業資源を公衆の保
健の用に供するための施設の整備　等

指導者育成、森林所有者等による活動実施に向け人材育成等

学校等が行う体験活動や森林環境教育の場として国有林野を提供

実習林や観察林、森林環境教育活動施設等の整備

モデル学校林の整備等

地域資源を活用した漁村体験等共生・対流推進のモデル事業実施

自然環境活用施設、漁村体験学習施設等の整備

内水面漁業･養殖業を体験、研修、学習、実習する施設の整備

体験漁業の受入、環境保全・美化活動における交流

Ⅱ　地域資源の活用

④
交
流
戦
略

社会的課題やニーズに応えた交流の
推進



戦 略 戦略のポイント 具　体　的　な　手　法 活用できる施策 施策の具体的活用方法

二地域居住・定住の促進

　
・農林漁業就業促進との連携

・都市住民受入のための地域体制整備
　
・滞在型市民農園による交流の推進
　
・企業のセカンドライフ研修制度等との連携による交流・二地域居住・定住
モデルの構築

農村コミュニティ再生・活性化支援事業（○）

山村力誘発モデル事業（○、●、◆）

定住促進等に向けた地域の計画策定、都市でのPR活動、空き家バンク
の整備等

山村と都市が連携した交流活動、定住者の受入体制の整備等

・景観保全、希少生物保護等の環境整備促進

・滞在型市民農園等の交流施設の整備促進

・定住、二地域居住に必要な生活環境施設の整備促進

・空き家、廃校の活用の推進（先進事例の分析等）

体験農園等の整備

体験農業施設等の整備

集落道、廃校・廃屋改修交流施設、市民農園等の整備

広域的な連携の先導的取組の実現に必要な施設等の整備、滞在型グ
リーン・ツーリズムの先進事例の調査等

良好な農村景観の再生・保全に向けた土地改良施設等の改修・修景等

環境創造型の整備等

簡易給水施設等の生活環境の整備、滞在型市民農園等の交流施設(体
験農園）の整備、既存施設を活用した交流施設等の整備

個性的で魅力ある村づくりに向けた、農業生産基盤と生活環境の総合的
な整備

地域の多様なニーズに応じた、農業生産基盤と生活環境の総合的な整
備

し尿、生活雑排水等の汚水等を処理する施設の整備

生態系保全施設等の整備

交流施設の整備　等

滞在型林業体験施設等の整備

景観保全施設、廃校廃屋等改修交流施設等の整備

集落排水処理施設、集落道、水産飲雑用水施設等の整備

既存ストックの有効活用等を通じた、漁村の生活環境等の整備

漁港の景観の保持、美化に配慮した植栽、親水施設等の整備

強い農業づくり交付金（経営構造対策）（□、■）、地域担い
手経営基盤強化総合対策実験事業（□）

農林漁業金融公庫資金、農業近代化資金（◇）

元気な地域づくり交付金（グリーン・ツーリズム、都市農業の
振興）（□、■）

広域連携共生・対流等対策交付金（○、□）

元気な地域づくり交付金（農村の振興）（■）

元気な地域づくり交付金（農業生産の基盤の整備）（■）

元気な地域づくり交付金（中山間地域等の振興）（□、■）

村づくり交付金（■）

農村振興総合整備事業（■）

農業集落排水事業（■）

中山間地域総合整備事業（■）

森林づくり交付金（森林地域環境の整備）（□、■）

強い林業・木材産業づくり交付金（望ましい林業構造の確
立）（□、■）

強い水産業づくり交付金（漁村地域の活性化目標）（□、■）

漁業集落環境整備事業（■）

漁村再生交付金（■）

漁港環境整備事業（■）

④
交
流
戦
略

交流、二地域居住、定住基盤の整備



戦 略 戦略のポイント 具　体　的　な　手　法 活用できる施策 施策の具体的活用方法

・有形、無形の地域資源を対象とし、地域全体を一体的に捉えた地域作り

・地域資源の再評価とテーマ設定、テーマに基づく核資源の活用及び有機的
連携（散策ルート構築等）

・拠点施設整備

旅行業者等民間事業者と連携したビ
ジネスモデルづくり

・農山漁村が有する癒し効果の活用（園芸療法、海洋深層水を利用したタラ
ソテラピー等）

・農林漁家レストラン、直売所等の活用

・ホテル・旅館等の既存の民間業者と連携した地域ぐるみのサービス商品開
発

・民間事業者のインセンティブを活用した効果的な情報発信（農林漁家民
宿・レストラン、直売所情報のカーナビマップでの提供等）

・観光関連インフラ整備（散策道、駐車場、直売所等）

・漁業者のノウハウ等を活かしたプログラムづくり（漁協によるダイビング
事業の運営等）

強い農業づくり交付金（経営構造対策）（□、■）、地域担い
手経営基盤強化総合対策実験事業（□）

農林漁業金融公庫資金、農業近代化資金（◇）

広域連携共生・対流等推進交付金（○、◆）

元気な地域づくり交付金（グリーン・ツーリズム、都市農業の
振興）（□、■）

元気な地域づくり交付金（中山間地域等の振興）（□、■）

強い水産業づくり交付金（漁村地域の活性化目標）（□、■）

漁村地域力向上事業（○）

漁村再生交付金（■）

漁港環境整備事業（■）

体験農園、農産物直売所、農家レストラン、農林漁業体験宿泊施設、総
合交流拠点施設等の整備

観光農業施設、流通販売施設等の整備

各種メディアを活用した都市住民への農山漁村情報の提供等

水辺修景・景観保全施設（散策道、駐車場）の整備

交流施設（地域資源活用総合交流施設）の整備、レストラン・直売所（農
林水産物直売・食材供給施設）の整備

地域資源活用起業支援施設、地域産物販売・提供施設、海洋深層水体
験施設等の整備

地域資源を活用した海洋レク等新たな産業育成のモデル事業実施

既存ストックの有効活用等を通じた、漁村の生活環境等の整備

漁港の景観の保持、美化に配慮した植栽、親水施設等の整備

観光立国と連携した国際ツーリズム
の推進

・在日外国人等を活用した国際グリーンツーリズムのモデルづくり

・外国人の日本の農山漁村ファンづくりとそれを活用した効果的な内外への
情報発信

広域連携共生・対流等推進交付金（○） 在日外国人等を対象にした農山漁村の受入モデルプランの検討等

農産物の販売加工等と組み合わせた総合交流拠点施設等の整備

観光農業施設等の整備

各種公共公益施設用地の整備、伝統的農業施設及び美しい農村景観等
の保全、復元等に配慮した各種生産基盤等の整備

良好な農村景観の再生・保全に向けた土地改良施設等の改修・修景等

自然、文化等地域の資源を活かした交流施設（地域資源活用総合交流
促進施設）の整備

親水・景観保全施設の整備、歴史的な価値に配慮した補修等

自然、文化等地域の資源を活かした交流活動の支援等

地域産物展示販売所等の整備

漁村体験学習施設、美しい漁村づくり推進施設等の整備

地域資源を活用した漁村体験等共生・対流推進のモデル事業実施

体験漁業の受入

漁村の集落排水処理施設、集落道、水産飲雑用水施設等の整備

既存ストックの有効活用等を通じた、漁村の生活環境等の整備

漁港の景観の保持、美化に配慮した植栽、親水施設等の整備

⑤
観
光
連
携
戦
略

強い農業づくり交付金（経営構造対策）（□、■）、地域担い
手経営基盤強化総合対策実験事業（□）

農林漁業金融公庫資金、農業近代化資金（◇）

田園整備事業（■）

元気な地域づくり交付金（農村の振興）（■）

元気な地域づくり交付金（中山間地域等の振興）（□、■）

地域用水環境整備事業（□、■）

山村力誘発モデル事業（○、●、◆）

強い林業・木材産業づくり交付金（望ましい林業構造の確
立）（□、■）

強い水産業づくり交付金（漁村地域の活性化目標）（□、■）

漁村地域力向上事業（○）

離島漁業再生支援交付金（●）

漁業集落環境整備事業（■）

漁村再生交付金（■）

漁港環境整備事業（■）

景観、歴史的施設等の観光資源との
連携



戦 略 戦略のポイント 具　体　的　な　手　法 活用できる施策 施策の具体的活用方法

・耕畜連携の推進による資源循環型産地の形成

・バイオマスエネルギーを利用した農林漁業の生産コスト低減

・食品廃棄物、水産加工残さ等の廃棄物系バイオマスの利活用の推進

・食料生産過程の副産物、規格外農産物の利用も含めた国産バイオマス輸送
用燃料の利用促進

・木質バイオマスや稲わら等非食用部分のエタノール化技術の開発

・ソルガムや多収米等の資源作物からエタノールの高効率生産技術の開発と
耕作放棄地への作付け

・バイオマスをエネルギーやマテリアルとして利活用する技術を最適に組み
合わせたバイオマス利用モデルの構築

・従来の食料等生産の枠を越えた農林水産業を展開するための施設の整備

・木質バイオマス等の未利用バイオマス利活用の推進

・水産バイオマスを総合的に利活用する技術の開発

都市と農山漁村間のバイオマス利活
用の促進

・都市・農村間の広域的なバイオマス利活用システムの構築（食品廃棄物の
堆肥化→肥料として農村に還元→生産された農産物を販売）

・生産と消費を結びつけるバイオマスの利活用システムの構築

農林漁業施設資金（◇）

農林漁業金融公庫資金、農業近代化資金（◇）

地域バイオマス利活用交付金（●、□、■）

広域連携等バイオマス利活用推進事業（○）

水産バイオマスの資源化技術開発事業（◆、○）

バイオマス利活用のための共同利用施設を整備する場合に特例の利率
を措置

未利用資源活用施設等の整備

バイオマスタウン構想の策定に向けた検討、バイオマスの変換・利用施
設等の一体的な整備

食品事業者等が都道府県の行政界を越えて行う、広域的な食品廃棄物
等のバイオマス利活用システムの構築

海洋バイオマス資源を総合的に利用するシステム構築を検討

農林漁業施設資金（◇）

食品安定供給施設整備資金（再資源化対策）（◇）

リデュース・リユース・リサイクル事業（リサイクル事業ー動植
物残さー）（◇）

強い農業づくり交付金（経営構造対策）（□、■）、地域担い
手経営基盤強化総合対策実験事業（□）

農林漁業金融公庫資金、農業近代化資金（◇）

強い農業づくり交付金（産地競争力の強化に係る取組）（□、
■）

未来志向型技術革新対策事業（高機能たい肥活用エコ農業
支援事業）（□）

畜産環境総合整備事業（□、■）

未来志向型技術革新対策事業（エコフィード（食品残さの飼
料化）施設の整備）（□）

元気な地域づくり交付金（中山間地域等の振興）（□、■）

地域バイオマス利活用交付金（●、□、■）

中山間地域総合整備事業（■）

強い水産業づくり交付金（経営構造改善目標）（□、■）

エネルギー需給構造改革推進投資促進税制

地域エネルギー利用設備に対する税制の特例

廃棄物再生処理用設備に対する税制の特例

家畜排せつ物処理施設に対する税制措置

バイオマス利活用のための共同利用施設を整備する場合に特例の利率
を措置

動植物性残さの再資源化に必要な施設整備

廃棄物からの資源回収再利用のための事業に必要な施設整備

堆肥製造施設、エネルギー化施設等の整備

未利用資源活用施設等の整備

農業廃棄物の再生処理向上のための共同利用施設・機械の整備

ペレット化たい肥等の高機能たい肥の生産施設、運搬・散布機器の整備

家畜排せつ物処理施設とたい肥の還元用草地等の一体的整備

広域に発生する食品残さ等の未利用資源を飼料化する施設の整備

堆肥を製造するための施設（地域資源循環活用施設）の整備

バイオマスタウン構想の策定に向けた検討、バイオマスの変換・利用施
設等の一体的な整備

集落環境管理施設の整備

水産物加工残さの処理、再資源化に必要となる水産廃棄物等処理施設
の整備
　
対象設備を導入した場合に７％の税額控除又は３０％の特別償却の措置

木くず焚ボイラーに係る固定資産税の特例措置

廃木材乾燥熱圧装置等に係る固定資産税の特例措置

所得税・法人税の特別償却及び固定資産税の課税標準の軽減

バイオマスを利用した産地形成

⑥
バ
イ
オ
マ
ス
戦
略

食料等生産の枠を越えた農林水産業
の新たな領域の開拓

農林漁業施設資金（◇）

農林漁業金融公庫資金、農業近代化資金（◇）

地域バイオマス利活用交付金（●、□、■）

バイオ燃料地域利用モデル実証事業（□）

広域連携等バイオマス利活用推進事業（○）

強い林業・木材産業づくり交付金（特用林産の振興）（□、
■）

強い林業・木材産業づくり交付金（木材利用及び木材産業体
制の整備推進）（□、■）

木質バイオ燃料製造技術開発促進事業（◆）

木質バイオマス成分高度利用技術開発事業（◆）

低コスト木質資源利用技術開発事業（◆）

再商品化設備及び再資源化設備に係る特別償却

水産バイオマスの資源化技術開発事業（◆、○）

バイオマス利活用のための共同利用施設を整備する場合に特例の利率
を措置

未利用資源活用施設等の整備

バイオマスタウン構想の策定に向けた検討、バイオマスの変換・利用施
設等の一体的な整備

バイオ燃料の地域利用モデルの整備、技術実証

バイオマスプラスチックのリサイクル推進及び国産原材料由来のバイオマ
スプラスチックを定着させる取組に支援

木炭、きのこ廃菌床等を活用した施設の整備

木質バイオマスをエネルギーや製品の原料として利活用する施設整備
等

木質バイオマスからのエタノール製造技術の開発の加速化に向けた最適
なシステムを設計

木質成分のうち、抽出成分等の利用技術の開発

木質成分のうち、リグニンの利用技術の開発

対象設備を導入した場合に１４％の特別償却の措置

海洋バイオマス資源の高付加価値化、燃料・エネルギーへの変換技術開
発等



戦 略 戦略のポイント 具　体　的　な　手　法 活用できる施策 施策の具体的活用方法

⑦
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
戦
略

ＩＴ等を活用した新たな切り口の農
山漁村活性化

・真に魅力ある地域情報の配信とネット販売、交流事業との連携

・ネットコミュニティの構築によるユビキタスなサービスを提供

・ブロードバンドサービスの普及を背景としたSOHO、テレワーク支援

・機能性成分等の、附加的な情報を活用した差別化

・新技術に着目した差別化商品の開発（冷凍技術など）

・情報通信基盤の整備

強い農業づくり交付金（経営構造対策）（□、■）、地域担い
手経営基盤強化総合対策実験事業（□）

農林漁業金融公庫資金、農業近代化資金（◇）

元気な地域づくり交付金（農村の振興）（■）

強い水産業づくり交付金（漁村地域の活性化目標）（□、■）

気象ロボット、農業生産・経営に関する制御装置、監視装置、端末等の整
備

経営管理用施設等の整備

ケーブルテレビ等の高度情報通信基盤の整備

ＣＡＴＶ等情報基盤施設の整備

地域資源を核とした企業立地の促進

・地元加工を目指した食品企業の立地による、原料供給に係る農業と企業の
連携強化と雇用創出の実現

・農工法関連制度の活用と立地企業と連携した新事業の展開

・恵まれた自然環境を活かした企業誘致（ハイテク企業、酒造メーカー等）

特定農産加工資金(◇）

強い農業づくり交付金のうち産地競争力の強化に係る取組
（□、■）

農村コミュニティ再生・活性化支援事業（○）

未来志向型技術革新対策事業（○、□）

水産加工資金（◇）

特定農産加工業者が行う施設及び製造機器の整備等

需要に応じた生産量の確保に係る共同利用施設・機械の整備

企業の誘致に向けた計画策定等

革新的な技術を導入した共同利用施設・機械の整備、技術実証・普及等

食用水産加工施設の改良、造成又は取得

・地域の創意工夫による起業への支援

Ⅲ　新たな手法

食料産業クラスター展開事業（○）

新規用途事業等資金（◇）

中小企業地域資源活用プログラム（◇）

強い農業づくり交付金（経営構造対策）（□、■）、地域担い
手経営基盤強化総合対策実験事業（□）

広域連携等アグリビジネスモデル支援事業（□）

農林漁業金融公庫資金、農業近代化資金、農業改良資金
（◇）

地産地消モデルタウン推進活動対策事業（○）

地産地消モデルタウン事業（□）

強い農業づくり交付金（地産地消特別枠）（□、■）

元気な地域づくり交付金（中山間地域等の振興）（□、■）

森業・山業創出支援総合対策事業（◆）

漁村地域力向上事業（○）

漁業の担い手確保・育成対策総合推進事業（漁業再チャレ
ンジ支援事業）（○）

食料産業クラスターの形成

新規の用途・新品種の採用に必要な施設の改良・造成・取得、権利の取
得

産地の技術や農林水産品等の地域資源を掘り起こし、新商品・サービス
に発展させる取組

加工施設、農産物直売所、農家レストラン等の整備

加工施設等の整備

農業生産用施設、農畜産物処理加工施設、流通販売施設等の整備

協議会の開催やモデルタウンをPRするための広報活動

共同利用施設・機械の整備

直売施設、加工処理施設、交流施設の整備

地域の特性と資源を活かした多様な就業機会を確保する施設（地域資源
活用起業化施設）の整備

山村特有の資源を活用した新たなビジネス創出のためのマーケティング
等の経費等

地域資源を活用した産物提供等新たな産業育成のモデル事業実施

他産業等から漁業分野（生産から加工・流通・販売）に参入する事業者へ
の支援

地域資源を活用した産業の創出

⑧
企
業
連
携
戦
略



戦 略 戦略のポイント 具　体　的　な　手　法 活用できる施策 施策の具体的活用方法

地域リーダーやコーディネーターの
育成・確保

・民間企業等における実務経験を有する都市住民を農山漁村で地域をリード
して活動できる人材（地域マネージャー）へと育成

・地域マネージャー、コーディネーターの農山漁村への導入支援

担い手アクションサポート事業（○）

農業競争力強化対策民間団体事業（畜産生産基盤育成強
化対策事業）（◆）

農村コミュニティ再生活性化支援事業（○）

山村づくり・人づくり山村塾支援事業（◆）

漁村地域力向上事業（◆）

集落リーダー、会計責任者等を育成するための研修等

地域活性化に貢献するリーダー的畜産経営者を養成するための研修会
の開催

地域の農林水産業と地域企業との連携をコーディネートする人材の誘致
等

山村活性化に向けた人材育成研修等

漁村地域活性化に取り組むリーダー等の人材育成研修等

交流人材育成基盤の形成

・地域資源再発見（宝探し）を含む地域住民参加ワークショッププログラム
の標準化とワークショップ運営人材育成のための研修体制の整備

・大学の地域貢献・学生育成・実践的カリキュラム化等のインセンティブを
活用した地学連携の推進

・地域の作物や森林・自然観察等のインタープリター・インストラクターの
養成

・NPO人材の活用

地産地消推進活動支援事業（○）

広域連携共生・対流等推進交付金（○）

魅力ある田園空間支援事業（○）

特用林産物消費・流通総合支援対策事業　（○）

地域特産物マイスターの登録・派遣

交流人材育成のために必要な調査、住民の意識改革等に向けたプログ
ラム作成、ワークショップの開催等

地域づくりに必要な技術的情報（地域振興手法等）の提供、地域住民に
よる自主管理体制構築を促進するための研修、ワークショップ等の開催

「山の幸ガイド」の養成（特用林産物の特徴、利用方法等についての研修
を実施）

⑨
地
域
リ
ー
ダ
ー
等
育
成
戦
略



農山漁村活性化戦略に向けた基盤作り（主な施策）

１．コミュニティの活性化に関する施策１．コミュニティの活性化に関する施策

中山間地域等直接支払制度の着実な実施
離島漁業再生支援交付金の交付

農地・水・環境保全向上対策のモデル事業実施
森林整備地域活動支援交付金の交付

２．地域の基礎的な環境整備２．地域の基礎的な環境整備

農政改革の方向に則した基盤整備

農業水利施設等の適切な更新・管理

農用地・農業用施設の防災・減災対策

林業の持続的かつ健全な発展に資する基盤整備

活力ある漁村振興に資する生産基盤整備

集落排水設備等生活環境の整備
国土の保全・整備対策、防災対策

効率的かつ安定的な経営体等の育成確保

新規就農対策の実施
緑の雇用等による新規就業者対策の推進
体系的な漁業就業支援体制の整備

格差是正

共同活動支援

生産基盤整備

生活環境整備

担い手の育成

新たな
従事者確保

農
山
漁
村
活
性
化
に
向
け
た
土
台
を
構
築

３．人的資源の育成３．人的資源の育成

資料４




