
※本公募は、令和３年度予算政府案に基づいて行うものであるため、成立した予算の内容に応じ

て事業実施内容等の変更があり得ることに御留意ください。

農山漁村振興交付金公募要領

地域活性化対策（農山漁村情報発信事業） 

第１ はじめに 

「農林水産業・地域の活力創造プラン」（平成 25年 12月 10日農林水産業・地域

の活力創造本部決定）のフォローアップ及び今後の見直しに向けた検討の一環等と

して、自立した「強い農林水産業」、「美しく活力ある農山漁村」の実現に向け、

農山漁村の有するポテンシャルを引き出すことによる地域の活性化、所得向上に取

り組んでいる優良事例（以下、「『ディスカバー農山漁村（むら）の宝』選定事例」

という。）を選定し、全国へ発信する取組により、農山漁村の地域住民の意欲・機

運の向上を図ることとされています。 

また、地域資源の価値を評価することにより、農山漁村の保全と地域の活性化を

推進する農業遺産制度は、「美しく活力ある農山漁村」の実現に資する取組である

ことから農業遺産制度の更なる認知度向上が重要です。 

さらに、農山漁村の持続的な発展を実現するためには、活用可能な農山漁村の地

域資源を発掘し、磨き上げた上で、他分野と組み合せ、新たな事業を起こす取組（農

山漁村発イノベーション）の展開により、所得と雇用機会を拡大させることも重要

です。 

このため、農山漁村の地域住民の意欲・機運の向上に向けて、「ディスカバー農

山漁村（むら）の宝」選定事例の情報を発信して、その横展開や認知度向上を図る

取組及び農業遺産制度について広く発信する等、認知度向上や関心の想起を図る取

組、多様な人材が農山漁村の地域資源を活用して新たな事業に取り組みやすい環境

を整備する取組に対し、農山漁村振興交付金（以下「振興交付金」という。）を交

付します。 

  振興交付金の応募方法及び交付対象となる団体等については、この要領を御覧く

ださい。 

  また、交付を希望する場合には、この要領のほか、農山漁村振興交付金交付要綱

案（以下「交付要綱案」という。）、農山漁村振興交付金実施要綱案（以下「実施

要綱案」という。）及び農山漁村振興交付金実施要領案（以下「実施要領案」とい

う。）を必ずお読みいただき、必要な提出書類を以下の公募期間内に御提出くださ

い。 

公募期間：令和３年２月 26日（金）から令和３年３月 12日（金）まで 

（郵送の場合も同日必着） 
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第２ 事業内容等 

この要領により公募を行う事業は、次の１に掲げる取組とし、その事業内容、事

業実施主体等については、次のとおりです。 

 １ 事業内容 

   事業の内容は、以下のとおりです。 

①「ディスカバー農山漁村（むら）の宝」選定事例の情報発信 

②農業遺産の情報発信 

③農山漁村発イノベーションの情報発信 

なお、具体的な事業内容、公募上限額及び公募予定数は、別表１、２及び３に

定めるとおりです。 

  

２ 事業実施主体 

   事業実施主体は、次の（１）から（３）までの全ての要件を満たす民間団体等

（特定非営利活動法人、一般社団法人又は一般財団法人、公益社団法人又は公益

財団法人、民間企業）又は（４）の要件を満たす協議会とします。 

（１）本事業を的確に遂行するに足る知見、意思及び具体的計画を有すること 

（２）本事業に係る経理及びその他の事務について、適切な管理体制及び処理能力

を有すること 

（３）本事業の適正な執行に関し、責任を持つことができること 

（４）協議会が満たすべき要件 

ア 協議会を代表する民間団体等（以下「代表団体」という。）が、当該協議

会の構成員の中から選定されていること 

イ 代表団体は、（１）から（３）までの全ての要件を満たしていること 

ウ 代表団体が補助金交付等に係る全ての手続き等を行うこと 

エ 定款、組織規定、経理規定等の組織運営に関する規定の定めがあること 

 

 

 ３ 事業実施期間 

   本事業の事業実施期間は、補助金の交付決定の日から令和４年３月 31日まで 

とします。 

 

第３ 提案書の作成及び提出等 

１ 応募に必要な書類 

（１）農山漁村振興交付金事業実施提案書（別添１、２及び３） 

提案書には、事業の取組内容や主な経費、実施体制等の具体的な計画につ

いて記入していただきます。 

なお、交付金の対象となる経費については、別紙１を参照してください。 

（２）組織の概要、活動内容等を示す以下に掲げる資料（提案書に添付すること。） 

ア 設立趣意書、定款、寄附行為及び規約 

イ 提案者の活動内容の概要が分かる資料 
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ウ 過去３年間の事業報告（国、地方公共団体等公的機関から助成を受けて事

業を行った実績がある場合、その内容が確認できる資料、また、設立して間

もない団体については、設立後現在までの間についての事業実績が分かる資

料） 

エ 過去３年間の収支決算（決算書、貸借対照表及び損益計算書、また、設立

して間もない団体については、設立後現在までの間の資料） 

オ 役員・職員名簿及び組織図 

カ 取組を主導する運営責任者（プロジェクトマネージャー）のこれまでの取

組実績、履歴、企画案の実施に必要なノウハウ、知見、マネジメント能力等

の判断に資する資料 

キ 事業費の算出決定の根拠となる資料 

 

２ 応募に当たっての留意事項 

（１）提案者が、提案書類の提出から過去３年以内に、補助金等に係る予算の執行 

の適正化に関する法律（昭和 30年法律第 179号。以下「補助金適正化法」と 

いう。）第 17条第１項又は第２項の規定に基づく交付決定の取消しを受けた 

ことがある場合には、本事業に係る事業実施主体の適正を判断する審査に 

おいて、その事実を考慮するものとします。 

（２）第２の１に掲げる①、②及び③の事業内容の複数またはいずれか一つの応募 

でも可能です。 

     

３ 書類の提出方法等 

（１）提出方法 

第８に記載する書類提出先に持参又は郵送願います。 

（２）提出期限 

    令和３年３月 12日（金）17時まで（郵送の場合も同日必着）  

（３）提出に当たっての留意事項 

ア 提案書及び添付資料（以下「提案書等」という。）に、虚偽の記載、必須

となっている添付書類の添付漏れ等不備がある場合には、審査対象となりま

せんので、注意して作成願います。 

イ 提出する提案書等は、第２の１に掲げる①、②及び③の事業毎に１提案者

につき１点に限ります。 

ウ 提出部数は１部です。 

エ 書類の作成及び提出に要する一切の費用は提案者の負担とし、提案書等の

返却は行いません。 

オ 提出された書類については、機密保持に努め、審査以外には使用しません。 

カ 第２の１に掲げる①、②及び③の事業内容の複数に応募する場合であって

も、提案書は事業毎に分けて提出願います。 

    

第４ 説明会の開催 
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公募に係る説明会は、新型コロナウィルス感染拡大防止の対策として、今回は開 

催いたしません。なお、お問い合わせは、以下、第８をご参照ください。 

 

第５ 提案書の選定等 

１ 審査方法 

農林水産省農村振興局長（以下「農村振興局長」という。）は、外部有識者等

による選定審査委員会を設置し、２に掲げる審査の観点に基づき提案書等の審査

を行います。 

選定審査委員会においては、提案者から提出された提案書等の内容について書

類審査及び必要に応じてヒアリング審査を行い、それらの評価結果を基に振興交

付金を交付する候補者（以下「補助金等交付候補者」という。）の案を決定しま

す。なお、振興交付金の額は予算の範囲内で調整されるほか、選定審査による対

象経費等の精査の結果、提案額より減額されることがあります。 

選定審査委員会の議事及び審査内容については非公開とし、補助金等交付候補

者の案の決定に関わる審査の経過、審査結果等に関する一切の質問を受け付けま

せんので御了承願います。 

 

２ 審査の観点 

（１）事業の趣旨、目的の理解度 

・ 事業の趣旨や目的を理解しているか 

（２）事業の実現性と効率性 

・ 実現性のある計画となっているか 

・ 計画の実現に向け、効率的かつ適切な経費支出となっているか 

（３）事業遂行のための技術力、組織運営の妥当性 

・ プロジェクトマネージャーのもと、事業実施に必要な人材や体制が確保さ

れているか 

・ 適切な経理処理能力を有しているか 

（４）別表１、２及び３の事業内容に対する各実施手法の妥当性、取組の効果 

 

３ 審査結果の通知等 

農村振興局長は、選定審査委員会の選定結果を踏まえ、補助金等交付候補者を

選定し、補助金等交付候補者となった提案者に対して、その旨を、それ以外の提

案者に対しては補助金等交付候補者とならなかった旨を、それぞれ通知します。 

 また、その通知の中で、第６の１の申請に当たって条件を付すことがあります。 

選定の通知は、補助金等交付候補者となったことをお知らせするものであり、

補助金の交付は、別途、必要な手続を経て正式に決定されることになります。 

なお、補助金等交付候補者となった提案者が辞退等した場合、それに伴い、補

助金等交付候補者とならなかった提案者の中から、補助金等交付候補者を選定す

る場合があり、その際は、事前に該当する提案者に連絡します。 
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第６ 事業の実施及び交付金の交付に必要な手続等 

１ 農山漁村振興推進計画及び事業実施計画の申請及び承認 

補助金等交付候補者は、第５の３の通知を受けてから１月以内に農山漁村振興

推進計画及び事業実施計画（以下「振興推進計画等」という。）を農村振興局長

に申請し、その承認を受けてください。 

なお、事業内容や対象経費の精査等のため、必要に応じてヒアリングを行うこ

とがあります。ヒアリングの日時等については、申請者へ事前に連絡します。 

また、振興推進計画等の承認に当たり、対象経費を確認するため以下の資料が

必要となります。対象経費の精査により、交付金の対象経費とならない経費が認

められる場合がありますので御了承願います。 

（１）賃金及び謝金については、単価の適切な根拠資料 

（２）旅費については、旅費規程等の適切な根拠資料 

（３）外部委託については、積算、複数者からの見積書等の根拠資料 

 

２ 交付金の支払手続 

補助金等交付候補者は、国の指示に従い速やかに、交付要綱案の第５に定める

交付申請書を作成し、農村振興局長に提出してください。 

その後、農村振興局長から発出する交付決定通知の通知日以降に、振興交付金

の対象となる事業を開始することができます（通知日以前に発生した経費は、原

則として交付の対象になりません。）。 

振興交付金の支払方法は、事業終了後の精算払（後払いかつ実績精算とする。）

を原則とします。支払に関する手続は、以下のとおりです。 

（１）振興交付金の申請者は、事業実施年度の翌年度の４月 10 日又は事業完了の

日から起算して１月を経過した日のいずれか早い期日までに、別に定める実績

報告書を作成し、領収書等の写しを添付して、農村振興局長に提出してくださ

い。 

（２）その後、提出された実績報告書と領収書等の写しを審査の上、交付決定額の

範囲内で、実際に使用された経費について交付する額を確定し、確定通知の送

付により交付金が支払われます。 

 

第７ 事業実施に当たっての留意事項 

１ 成果物等の帰属について 

本事業を実施することにより作成した著作物（ＷＥＢサイト、ポスター、リー 

フレット、図、表、写真、動画、データ等）に関する著作権は交付事業者に帰属

しますが、国が公共の利益のため特に必要があるとして、その理由を明らかにし

て当該著作権を利用し、又は利用させる権利を求める場合には、交付事業者は無

償で当該権利を国又は利用者に許諾することとします。 

また、交付事業期間中及び交付事業終了後５年間において、交付事業者は、交

付事業の成果により生じた著作権について、国以外の第三者に譲渡し、又は利用

を許諾するときは、事前に農林水産大臣に協議して承諾を得ることとします。 
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なお、本事業の一部を交付事業者から受託する団体にあっても同様にこれらの

条件を遵守することとし、交付事業者と交付事業の一部を受託する団体との間に

おける事業成果の取扱いについては、交付事業開始前に、両者で協議・調整を行

ってください。 

 

２ 収益状況の報告及び納付 

事業成果の実用化等に伴い収益が生じた場合には、実施要綱等に従い収益の状

況を報告することとし、相当の収益を得たと認められるときには、交付を受けた

補助金の額を限度として、交付した補助金の全部又は一部に相当する金額を国に

納付していただきます。 

 

３ 交付金の返還について 

交付金の交付決定以前に本事業に着手するなど、補助金適正化法に違反して交

付金を使用した場合は、交付金の交付決定が取り消され、受け取った交付金の全

部又は一部について返還を求めることがありますので御注意願います。 

 

４ 罰則について 

不正な手段により交付金の交付を受けるなどをした場合は、懲役又は罰金の刑

が科せられることがありますので御注意願います。 

本事業の実施に当たり、調査等を行う場合がありますので、予め御承知おきく

ださい。 

 

第８ 問合せ先及び書類提出先 

お問合せについては、以下の連絡先に電話又はＦＡＸにより御連絡いただきま 

すようお願いします（問合せ時間：10:00～17:00 ※平日のみ）。 

  

（１）「ディスカバー農山漁村（むら）の宝」選定事例の情報発信 

農林水産省農村振興局農村政策部都市農村交流課  

〒100-8950 東京都千代田区霞が関 1－2－1 

TEL：03－3502－8111（内線 5445） 

FAX：03－3595－6340 

 

（２）農業遺産の情報発信 

  農林水産省農村振興局農村政策部鳥獣対策・農村環境課 

〒100-8950 東京都千代田区霞が関 1－2－1 

TEL：03－3502－8111（内線 5621） 

FAX：03－3502－7587 

 

（３）農山漁村発イノベーションの情報発信 

   農林水産省農村振興局農村政策部農村計画課 
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〒100-8950 東京都千代田区霞が関 1－2－1 

TEL：03－3502－8111（内線 5535） 

FAX：03－3501－9580 

 



別紙１ 対象経費の区分等 

区 分 経 費 

１  人件費 

２  報償費 

３ 旅費 

４ 需用費 

５ 役務費 

６ 委託料 

７ 使用料及び賃借料 

８ 備品購入費 

９ 報酬 

10 共済費等 

11 補償費 

12 資材等購入費 

13  機械賃料 

臨時に雇用される事務補助員等の賃金 

謝金 

普通旅費及び特別旅費（委員等旅費、研修旅費及び日額旅費） 

消耗品費、車両燃料費、印刷製本費等 

通信運搬費、筆耕、翻訳費、広告料等 

コンサルタント等の委託料

会場、貨客兼用自動車、事業用機械器具等の借料及び損料

施策の実施に最低限必要な事業用機械器具等の購入費

技術員手当（給料、職員手当（ただし退職手当を除く。）） 

共済組合負担金、社会保険料、損害保険料等

借地料等

資材購入費、調査試験用資材費等

作業機械、機材等賃料経費等

注意点 

１ 支払を証明できる証拠書類等が整備されていない場合は、原則として必要な経

費として認められません。 

２ 交付決定通知日以前に発注、購入、契約等を実施したもの及び既に支出されて

いる経費は、原則、本事業の交付対象とはなりません。 

３ 交付対象経費として計上する経費には、他の官公庁や自治体等の支援制度を併

用することは認められません。 

４ 本事業の遂行に関係のない経費（例えば、飲食、煙草、手土産、接待等に要す

るもの）は交付対象とはなりません。 



別表１ 

事項 具体的な事業内容 
公募上限額及び

公募予定数 

 

「ディスカバー

農山漁村（む

ら）の宝」選定

事例の情報発信 

  

農山漁村の地域住民の意欲・機運の向上に向けて、農山漁村の

有するポテンシャルを引き出すことによる地域の活性化、所得

向上に取り組んでいる優良事例（以下、「『ディスカバー農山漁村

（むら）の宝』選定事例」という。）の情報を広く発信する取組

により、その横展開及び認知度向上を図る取組を推進する。 

 

１．コンテンツ等の作成・運用 

（１）特設 Web サイトの作成・運用  

地域において地域活性化や所得向上に関する取組を行ってい

る企業、団体、地域住民等（以下、「活動団体等」という）をは

じめ幅広い層に対して優良事例の情報発信を行うことで、地域

における取組を推進するため、既存の Web サイト（※）内にお

いて、 

①「ディスカバー農山漁村（むら）の宝」選定事例地区（者）の

うち、フォローアップ対象地区などをピックアップし、インタビ

ュー方式（図表入り）による、選定されたことのメリット等につ

いての情報（作成したコンテンツは、２．の SNS による認知度

の向上の取組に活用） 

②「ディスカバー農山漁村（むら）の宝」に係る各種イベント（募

集情報の掲載・応募の受付を含む）等の情報 

③第１～７回及び第８回選定地区（者）の産品や取組内容等に関

する情報（Web マルシェ） 

について効率的かつ効果的に閲覧できる Web サイト（スマート

フォン等のモバイル機器にも対応すること）を閲覧しやすい構

成で整備するとともにコンテンツの充実を図った上で、情報発

信を行うこと。 

 また、②の情報のうち、応募の受付に当たっては、効率的な集

計が可能となる方法で実施すること。 

なお、Web サイトの閲覧状況等を踏まえて情報発信方法を検

討し、必要に応じてサイトを更新する等、継続的に効果的な情報

発信のための取組を行うこと。 

当該 Web サイトの運営に必要なサーバー費用及び引継ぎに必

要な経費等については、当事業の経費内で支出することとなっ

ており、前年度に Web サイトの運営を手掛けていた以下の者と

の円滑かつ適切な引継ぎを行うこと。 

・株式会社プランドゥ・ジャパン 

（※）https://www.discovermuranotakara.com/ 

 

1,800 万円を上

限として、1 事

業実施主体を公

募します。 



（２）動画の制作 

 「ディスカバー農山漁村（むら）の宝」の認知度向上に資する

ため、以下の動画を作成すること。 

①コロナ禍を踏まえ、既存の動画などを活用した応募喚起用の

動画を作成すること。 

②第８回選定地区（グランプリ受賞地区等）の紹介動画を作成す

ること（選定後２ヶ月以内）。 

（３）ポスター・リーフレット等の作成・配布 

「ディスカバー農山漁村（むら）の宝」への活動団体等からの

応募喚起に向け、効果的な PR を促進するためのポスター及びリ

ーフレットを作成するとともに、第８回選定における選定地区

の事例集を作成し、配布すること。 

 

２．効果的な情報発信 

（１）SNS 等を活用した認知度向上の PR 

①情報伝達力の高い SNS（インスタグラム、Facebook、twitter

等を連携）を効果的に活用することにより、活動団体等のみなら

ず幅広い層における「ディスカバー農山漁村（むら）の宝」選定

事例地区（者）についての認知度及び関心を高めるため、月毎に

テーマを決めて選定事例地区（者）から画像を中心とした情報等

を収集し（月１回以上）、5 月中には発信を開始し、年間を通じ

て継続的かつ効果的な情報発信を行うこと。 

②「ディスカバー農山漁村（むら）の宝」の取組そのものや選定

地区等の認知度向上に向け、旅行雑誌等と連携し、各選定地区等

の観光情報や商品情報などの掲載を行うこと。 

③Google アドワーズや Yahoo!プロモーション等を活用し、特設

サイトに掲載する募集情報や商品紹介などの情報へのアクセス

誘導を行うこと（募集時期等とリンクした効果的な時期に実

施）。 

（２）セミナー等の開催 

 コロナ禍を踏まえ、ウェブ上での開催も含め、「ディスカバー

農山漁村（むら）の宝」の優良事例の横展開に資する下記のよう

な内容のセミナー等を開催すること。また、セミナー等の開催に

係る情報発信等に当たっては、「農山漁村発イノベーション」と

合同で実施すること。 

①有識者等からのメッセージ 

②第８回選定地区や過去の選定地区の取組発表 

③観光業や若手の起業者（INACOME 選定者）等、農山漁村の

活性化に取り組む幅広い者の事例紹介 

④有識者委員や過去選定地区等の農山漁村の地域活性化に取り

組む者とのパネルディスカッション等 



 

３．効果測定の実施 

 上記１．及び２．の取組が、「ディスカバー農山漁村（むら）

の宝」選定事例地区（者）の認知度にどのように影響したのか、

どのような層がどのようなコンテンツに対し反応しているか等

について、ウェブサイトの閲覧者数等の数値目標を設定した上

で分析し、結果報告すること。また、より効果的な事業となるよ

う、次年度以降の情報発信方法の基礎となる改善策を取りまと

めること。 

 



別表２ 

事項 具体的な事業内容 
公募上限額及び

公募予定数 

 

農業遺産の情報

発信 

  

本事業では、将来に受け継がれるべき農林水産業システムを

有する農業遺産地域において、独自性のある農林水産業及び地

域文化等の次世代への継承を目指した地域毎の自立的かつ持続

的な活性化の取組を推進するため、農業遺産ブランドを活用し

た既存の食品や旅行商品の分析及び評価を通して、地域横断的

に活用できる農業遺産ならではの市場価値、地域の特色を活か

した情報発信手法を検討するとともに、専門家による助言を行

い、農業遺産に関する認知度や地域ブランドの向上に資する。 

 

１． 関係事業者と連携した商品価値の向上 

 認定地域が取り組む農林水産物のブランド化や商品開発、旅

行商品の企画等に対して、認定地域横断的な情報発信手法をハ

ンズオンで支援することにより、商品価値の向上を図る。 

 

（１）食品マーケティング 

農業遺産認定地域において、独自の認証により農業遺産なら

ではの商品販売を実施している地域の食品を対象としたモニタ

ーによる評価を通じて、地域資源を活用した食品の商品価値の

向上を図るために以下の食品マーケティングを行う。 

①独自認証基準及び認証取得商品、商品の企画内容、販売実績

等の整理（～６月） 

②モニターによる評価を希望し、かつ商品を提供可能な地域

の中から２地域程度選定し、各地域から食品モニター評価を

行う商品を１つずつ選定（～６月） 

③モニターに配布する農業遺産認証商品としての訴求力等を

計るアンケートの作成（～６月） 

④食品を提供しモニター（延べ 300 人程度）によるアンケー

トの実施（８月頃） 

⑤地域毎に認証制度による効果の把握（～９月） 

⑥アンケートにより得られた情報を分析し、以下の項目を含

む商品価値向上に資する報告書を地域毎に作成（10 月頃） 

ⅰ モニター属性（年代、性別等） 

ⅱ 農業遺産制度の認知度 

ⅲ 当該農業遺産地域の認知度 

ⅳ 食品評価（金額の妥当性、食味・容量の評価、パッケ

ージデザイン等） 

ⅴ 購入意向 

ⅵ 価値向上に向けた改善点 

 

832.5 万円を上

限として、1 事

業実施主体を公

募します。 



⑦地域毎の分析結果等を参考に、地域横断的に活用出来る農

業遺産認証商品としての訴求力を高める食品マーケティン

グ上のポイントをとりまとめ（～12 月） 

 

（２）旅行商品の企画支援 

 全農業遺産認定地域を対象に、地域の特色を活かした旅行企

画を立案する上での課題を抽出するとともに、現行の旅行商品

をより魅力あるものとするためのハンズオン支援をモデル地域

で実施し、農業遺産を活かした旅行商品の価値向上を図るため、

以下の旅行商品の企画支援を行う。なお、新型コロナの状況に応

じて、コロナ禍でも対応できる企画支援とすることも検討する。 

①農業遺産を活用した旅行商品に係るアンケート（商品内容、

参加実績、継続可否、課題等）を作成し、全農業遺産認定地

域を対象に実施（～６月） 

②アンケート結果を踏まえ、農泊等の農山漁村観光資源を有

する農業遺産認定地域から、２地域（共通的な課題（解決済

み含む）を有する地域）を選定（～６月） 

③モデル地域での専門家による旅行参加・現地視察・オンライ

ン視察等を実施（８月中） 

④モデル地域に対する農業遺産資源（景観・食・文化）や農泊

施設等を活かした観光商品化、周遊ルート、観光地としての

強み・弱みに関して専門家による提言をとりまとめ（～10

月） 

⑤④を参考に、①のアンケートで得られた全国共通的な課題

と解決事例の整理（～12 月） 

 

２．情報発信に関する研修会の実施 

 各認定地域が主体的に情報発信を行う上で有益な知識や情報

として、１の（１）及び（２）でとりまとめた農業遺産ブランド

を活用した食品や旅行商品の価値向上に向けた取組のポイント

や、これらの農業遺産資源を効果的に情報発信するための手法

等を内容とする研修会を、専門家や農業遺産認定地域の中で先

進的な取組をしている者を講師として、国内の全農業遺産認定

地域を対象に首都圏で実施する。（～２月） 

 

３．効果測定の実施 

 上記１．及び２．の取組が農業遺産の認知度向上にどのように

影響したのか等について、事業実施に係る数値目標を設定した

上で分析し、結果報告すること。また、より効果的な事業となる

よう、次年度以降の情報発信方法の基礎となる改善策を取りま

とめること。 

 



別表３ 

事項 具体的な事業内容 
公募上限額及び 

公募予定数 

農山漁村発イノベ

ーションの情報発

信 

農山漁村の持続的な発展を実現するためには、活用

可能な農山漁村の地域資源を発掘し、磨き上げた上で、

他分野と組み合せ、新たな事業を起こす取組（農山漁

村発イノベーション）の展開により、所得と雇用機会

を拡大させることが重要である。 

 このため、新たな事業を展開する事業者間の交流を

促すプラットフォームの運用、新たな事業を顕彰する

ためのイベントの開催や情報発信等を実施することに

より、農山漁村で新たな事業を起こしやすい環境を創

出し、農山漁村発イノベーションの取組を推進する。 

１．新たな事業を展開する事業者間の交流を促すプラ

ットフォームの運用等 

（１）農林水産省が貸与する Web プラットフォーム

（https://inacome.jp/）について、運用・管理を

行うこと。 

（２）起業者と起業支援組織等との情報交換やマッチ

ングをさらに促進させるために必要なプラットフ

ォームの機能改修及び運営を行うこと。 

（３）起業者や起業支援組織等のプラットフォームへ

の参加をさらに促進させるために必要な情報発信

を行うこと。 

（４）起業者向けに、起業及び経営に必要な知識の習

得を目的とした情報コンテンツ等の作成及び情報

発信を行うこと。 

２．新たな事業を顕彰するためのイベントの開催等 

（１）農山漁村ビジネスにかかるピッチコンテストの

開催 

 起業者相互のネットワーキング形成、自らのビ 

ジネスプランの発表及びビジネスプランに対す 

るフィードバック、優れたビジネスプランに対す 

る顕彰を目的としたビジネスプラン発表会を開 

催すること。 

ビジネスプラン発表会の開催に当たっては、参

加者による発表・交流の機会を増やし、事業の

9,000 千円を上限

として、１事業実

施主体を公募しま

す。 



効果を高めるため、予選会（複数回）、本選大

会（１回）を実施すること。また、発表会開催

に係る情報発信等に当たっては、「ディスカバ

ー農山漁村（むら）の宝」と合同で実施するこ

と。 

（２）農山漁村における起業促進を目的としたイベン

ト等の開催

地域資源を活用した新たな事業を促進し、農山

漁村の課題解決に資する取組として、ビジネスで

地域課題の解決を望む地域（地方自治体等）と起

業者とのマッチング機会の創出を目的としたイ

ベント等を実施すること。 

３．効果測定の実施 

 上記１．及び２．の交流促進・情報発信等の取組に

より、農山漁村において新たな事業への取組がどの程

度促進されたか等について、プラットフォーム加入者

数等の数値目標を設定した上で分析し、結果報告する

こと。また、より効果的な事業となるよう、次年度以

降の交流促進・情報発信の基礎となる改善策を取りま

とめること。 
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