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提案申請書類作成の準備
左図のどちらかのページに出てくる
令和４年度⼭村振興交付⾦（⼭村活性化対策（⼭村活性化
対策事業））の募集について

●募集案内にある下記資料をよくお読みください。
① ⼭村活性化⽀援交付⾦（⼭村活性化対策事業）募集要領
② ⼭村活性化⽀援交付⾦実施要領
③ ⼭村振興交付⾦交付要綱

●下記書類を募集期間内に近くの地⽅農政局（北海道は農林
⽔産省農村振興局）に提出してください。

メール申請可。ただしその場合、必ず電話での連絡もお願
いします。
・農⼭漁村振興交付⾦実施提案書（オリジナルデータとＰＤＦ形式で）
・標準様式（オリジナルデータとＰＤＦ形式で）
・各種添付書類（実施体制図、積算根拠、協議会規約 等（全てPDF形式で））
この下に出てくるお知らせの欄

１

標準様式の記載留意事項
【記⼊・提出で厳守いただきたいこと】
本提案書の標準様式は、Microsoft
様式を⽤意しています。

Excelで

提案書作成の際、⾏・列・セルの移動や削

除・挿⼊等は絶対に⾏わないでください。

【⽤語定義】
本事業においては、各⽤語を次のように定義しています。
地区︓事業実施地区＝本事業に取り組む振興⼭村（旧市町村単位）
商品開発等︓新商品の開発及び既存商品の改良（両者が書き分けられて
いない場合）
事業実施期間︓本交付⾦を活⽤して事業に取り組む期間。最⻑３年間。

定形の枠内に⽂字が⼊りきらない場合は、⾏の

事業完了年度︓事業実施期間の終わる年度。事業開始年度から起算して
３年⽬を基本とする。

いません）。

⽬標達成年度︓事業の成果として商品開発等が全て完了する年度（事業
完了年度＝⽬標達成年度の場合もあり得る。）

太さを変えてください（ページが増えても構

記載箇所や項⽬箇所に【選択】とある箇所は、
⽤意してある選択肢から最も近いものを

選んでください（⽤意してある選択肢以外の⽂
字は⼊りません。）。

【提出で厳守いただきたいこと】
電⼦媒体（電⼦メール）にて提出の際、オリ

ジナルデータ（Word形式、Excel形式）及

びPDF形式の両⽅での提出をお願いします。

電⼦メールで提出した場合、必ず、地⽅農政局
等に、その旨、電話でご⼀報ください。

【⽤語定義の背景等】
・本交付⾦事業の⽬的が、地域資源を活⽤して⼭村地域の所得等の増⼤
を図るものであることから、本交付⾦では、事業完了時点の⽬標では
なく、最終⽬標は「地域ぐるみでの特産品の開発等が完了し、販売開
始」とし、アウトカム（成果によりもたらされる効果）は「地域経済
の活性」と整理しております。
・上記の考え⽅は、地域資源の賦存状況を調査するためだけに本交付⾦
を活⽤する場合でも、同じです。
・各事業での重点的な取組内容の相違により、事業完了と⽬標達成の時
期にズレが⽣じる場合も想定されるため、令和４年度から本交付⾦事
業に新規に取り組む場合、⽬標達成までの計画を作成いただきます。
・提案書の項⽬の中には、事業実施期間中に実施しないもの・完了しな
いものも含まれ得ますが、いずれも事業の⽬的達成に関連する項⽬で
すので、現在のご検討内容など、指⽰に従ってご記⼊ください。
２

表紙、Ⅰ事業実施主体等
標準様式

Ⅰ事業実施主体等

※⾏・列・セルの挿⼊・削除等は絶対にしないでください。

事業実施主体名
（市町村または地域協議会）（注１）

事業計画開始年度

年度

事業完了年度
（予定）

年度

ふりがな

振興山村名（注３）

対象地域の都道府県・市町村（注２）
都道府県名

（指定番号）
作成・変更した自治体

山村振興計画

作成・変更年度（和暦）

（注４）

年度

Ⅳ振興施策 ⑤地域資源の活用 【選択】（注５）
左欄回答「あり」の場合
実施期間

山村活性化対策事業実績【選択】（注６）
事業実施主体の代表者氏名（注７）

事務局の所在地及び連絡先

住所

住所

電話

電話
電子メール

主な活動組織等
（注８）

事業完了年度（予定）

～

電子メール
構成員／
連携主体
【選択】
（注９）

法人形態等
【選択】
（注10）

産業分類
【選択】
(注1１)

事業実施における
主な役割・活動（注12）

所在地
(市区町村)

設立年
(注13)

構成員数
（従業員数）
（注14）

令和４年度開始で３年間事業を実施する
予定の場合：令和６年度
この他協力主体等
注１
注２

注意書きもよくお読みください

地域協議会名称又は市町村名（地域・地区が限定される場合、当該地域名・地区名もあわせて）を記入してください。
対象地域の市町村は、現在の市町村名を記入し、ふりがなをつけてください。

注６

山村振興法に基づいて指定された振興山村について、旧市町村名及び振興山村の指定番号を記入して ください。
最新の山村振興計画書を作成（変更）した自治体名及び作成（変更）年度の和暦を記入してください。
山村振興計画における「Ⅳ 振興施策」のうち、「⑤地域資源の活用に係る施策」の記載の有無を選択してください。
なお、「記載なし」の場合、原則として本事業に取り組むことはできません（山村振興計画変更をお願いします。）。
同振興山村内での山村活性化対策事業の取組実績の有無を記入してください。実施主体が異なっても構いません。

注７

事業実施主体が地域協議会の場合（地域協議会の規約等を添付してください。）：

注３
注４
注５

所在地

複数回実施している場合は、もっとも開始年度が新しいものを記入してください。
事業実施主体代表者名＝所属組織名称・役職・代表者氏名

振興山村
山村振興計画書名

事務局（市町村の場合（市町村の担当課が望ましい））＝担当課名・担当者役職名・担当者名

指定番号
□作成／□変更
作成年度年度

作成変更自治体

ＵＲＬ

注８
注９

事務局（市町村以外の場合）＝担当組織名・部署名・担当者役職名・担当者名
事業実施主体が市町村の場合：
実施主体代表者名＝担当課名／事務局＝担当者役職名・担当者名
主な活動組織等には、「地域協議会の構成員」や、事業の実施に当たって「連携する主体」等の名称を記入してください。
当該活動組織等が「地域協議会の構成員」か「連携する主体」かのどちらであるかを選択してください。

注10

法人形態等には、地域住民組織、農林漁家団体・農業協同組合・森林組合、ＮＰＯ、会社、商工会、個人（農林漁業従事）、行政機関の所属の別を選択してください。

注11
注12

左欄で個人、行政機関以外の場合、産業分類を選択してください。

※山村振興計画がウェブサイトに公表されている場合、当該ＵＲＬを記入してください。
注13
注14

⼭村振興計画
市町村のＨＰ等で掲載されている場合、
ここに当該URLを記入してください。

事業実施計画書作成のヒント
事業採択申請の際、事業実施計画書の提
出が必要ですが、交付対象候補に選定さ
れた本提案書を添付すれば、新たな事業
実施計画書の作成は不要です。

なし:当該市町村では今回が初めての実施
あり(異なる振興⼭村)︓当該市町村の他地
区で実施したことがある
あり(同⼀振興⼭村）︓当該市町村の当該
地区で実施したことがある

この他協⼒主体等

事業実施主体名
法人番号（あれば）

同じ市町村内での本交付金事業の実施実績
有無について、該当するものを下記から選
択してください（複数実績がある場合は、
開始が最も新しいもの）。

事務局

事業実施主体の所在地及び連絡先

山村活性化対策事業提案書

⼭村活性化対策事業実績【選択】

ふりがな

各取組の責任者、会計・経理担当者が誰になるのかを必ず記入してください。また、実施体制図を添付してください。
構成員や連携する主体等が個人や行政機関の場合、設立年を記入する必要はありません。
構成員数は、本交付金に関係する人数のみ記入してください。構成員や連携する主体等が個人や行政機関の場合、この欄の記入は不要です。

事業実施における主な役割・活動
各取組の責任者、会計・経理担当者
が誰になるのかが分かるよう、必ず
記入してください。

主な活動主体等に書ききれない連携主体な
どがあれば、記入してください。

産業分類【選択】

下記から該当を選択

農林漁業
製造業
卸売・⼩売業
経営コンサルタント業
デザイン・広告業
観光・宿泊・飲⾷サービス業
調査・研究
その他

法⼈形態等【選択】下記から該当を選択
地域住⺠組織 ／ 農林漁業団体・協同組合
ＮＰＯ法⼈ ／ 株式・有限・合同会社 ／
社団・財団法⼈ ／ 商⼯会 ／
個⼈（農林漁業従事）／ ⾏政機関
第３セクター ／ その他

⾚枠は令和４年６⽉改定（加筆）
箇所です。
３

Ⅱ事業実施地区の現状・課題等（１〜３）
Ⅱ事業実施地区の現状・課題等

１.事業実施地区の
現状

注16 主要作目等
地域経済の面で主要と
判断できるもの３種まで
記入（林業の場合は主
要木材製品、漁業の場
合は、主要品目等に読
み替え）。
備考欄に具体の品目を
記入するとともに、生産
規模を記入。
生産規模の単位は適宜
記入のこと。

項目

数値

単位

対象面積（旧市町村面積）

＊

ha

うち林野面積

＊

ha

うち耕地面積

＊

ha

田

データ時点
（西暦年）

備考

ha

樹園地

ha

その他

当該市町村内になければ隣接市町村内の各拠点を記入してください。
最寄りではないけれど、東京のアンテナショップで販売可能などであれば、最寄観光
地の欄にその旨記入してください。

事業実施地区の課題（事業実施の必要性）

ha
①＊

主要作目等（注16）生産規模

②

課題と原因：本事業に取り組む必要性に関わりのある今現在及び中長期的な課題とその
原因を記述してください（後ろの課題解決の方向性、目指す将来像、交付金の必要性
につながる課題を中心にしてください）。

③

住民数

（派遣、パート・アルバイ
ト、自治業、家族従業者
含む）

～15歳未満

人

15～65歳未満

人

65歳以上

人

合計
＊
第一次産業
第二次産業

人
人
人

第三次産業

人

合計

＊

課題解決の方向性：上記の課題を踏まえ、本交付金事業では直接的に取り組まない内
容を含めても構いませんので（特にハード整備や、他の政策・施策にて対応する内容
など）、課題解決の方向性（方策）を明確に記述してください。

人

年間観光客入込者数（延べ）
最寄りの道の駅
地区の特産品・農
林水産物が販売可
最寄り主要鉄道駅
能な拠点の名称
最寄り観光地（温泉街等）
（注17）

人

課題と原因：

2.事業実施地区の
課題（事業実施の
必要性）

地区の特産品・農林⽔産物が版売可能な拠点の名称

ha

畑

産業別就業者数
注17 販売拠点名称
現在、地区の特産品等
が当該地区内又は近隣
の道の駅、鉄道駅、観光
地で販売されている場
合、各名称記入。なけれ
ば無記入。

必須

注15 当該地区
本事業に取り組む振興
山村（旧市町村単位）。
地区のデータの把握が
困難な場合、当該地区
を含む現市町村全体の
データ等を記入 （備考
欄にその旨記入）。

※⾏・列・セルの挿⼊・削除等は絶対にしないでください。

当該地区当該地区（注15）の現状把握のため、山村振興計画等をもとに、下表各項目の最新データ
（できれば５年以内。概数でも可）及び当該データの時点等を記入してください。（*は記入必須の
項目です。必須項目以外は、データ把握が不可能な場合、不明と記入してください。）
また、当該地区の特産品に係る現状についても、適宜、選択肢から該当するものを選んでください。

課題解決の方向性：

記載メモあり

目指す将来像：
主取組・交付金の必要性：

3.事業実施地区の
（自立的・継続的取
組における）強み・
特徴等

記載メモあり
（整備対策連携）活性化計画【選択】
ＵＲＬ
ＵＲＬ

目指す将来像：上記の方向性・方策に取り組んだことにより達成される目指す将来像
をできるだけ具体的に記述してください。課題・取組の方向性から飛躍しすぎないよ
う、留意してください。
主取組・交付金の必要性：以上を踏まえ、交付金事業として実施する内容の概略を記述
しつつ（上の「課題解決の方向性」では、交付金で取り組まない内容を入れることも
可能ですが、ここでは交付金事業として取り組むもののみとしてください）、交付金
事業として取り組む必要性・妥当性を記述してください。

地域再生計画【選択】

様式にある記載メモや欄外の注意書きも
よくお読みください

作成のヒント
上記の各データは ⼭村振興計画 に同じ・類
似のものがありますので、それを引用いただいて
も構いません。なお、同計画より新しいデータが
あれば、それを記入してください。

事業実施地区の（⾃⽴的・継続的取組における）強み・特徴等
本交付金事業の期間中も、また、交付金事業が完了した後も、この事業での取組が自
立的・継続的に進められていく必要がありますので、そのことにおいての強みや特徴
（地域計画、資源、資金、地域連携、産業（生産体制）、地域特性（世界農業遺産・
日本農業遺産の保全計画や世界かんがい施設遺産の施設などと関連した取組で、他と
の差別化が図れる場合など））を記述してください。
地域再生計画については、下記に多くの事例がありますので、確認してください。
https://www.chisou.go.jp/tiiki/tiikisaisei/nintei_ichiran/genzaikeikaku.pdf
個別で全て記載すると大部になる場合は、県別のページのアドレスなど入れていただ
いても結構です。

４

Ⅱ事業実施地区の現状・課題等（地域資源）
※⾏・列・セルの挿⼊・削除等は絶対にしないでください。
4.活用する地域 1 事業対象とする地域資源
資源等
(1)本事業で加工商品の新規開発又は改良により活用を図ろうとする主な地域資源（事業で主に活用する
資源上位７つまで）の状況について、資源データ量（生産量・販売量等の項目名も適宜記入し、できれ
ば以前と直近時点のデータ）等、各項目のデータ等を記入してください（注18）。

以前
直近
供給体制
地域資源
注18 資源データ量
No.
項目
単位
項目の欄には、生産
【選択】
品目等
年
量
年
量
量等を記載。生産物
1
でないものについて
は、収穫、捕獲等、
2
適当な語に読み替
3
える。木材の場合、
伐採・収穫量（立木
4
全体ではなく）。森
5
林（景観）サービスの
6
開発等であれば、活
用対象の林地面積
7
全体。伝統技術であ
データ対象
れば技術者（人）、
温泉であれば、湯量
や温泉地の数など。
(2)上記（１）で挙げた活用する地域資源の特筆すべき特徴（特に、これを活用して商品化した際、売りとで
なお、本事業にて詳
きる事柄、”ストーリー”として活用できる内容などが望ましい）があれば、記入してください。
細データ等把握して
いくものについては、
「今後調査」と記入。
上記No.1

記載メモあり

データ対象欄には、
当該データが当該
地区だけのものか当
該地区を含む市町
村全体のものかを記
入。

供給体制【選択】

下記から最も近いものを選択

a ⼀般に⽣産・供給：以前から一般に生産・供給されている資源
b ⼀定量確実：供給可能量は限定的だが一定量は確実に確保できる資源
c 拡⼤傾向：生産・供給が拡大傾向にある資源の場合
d 体制整備・拡⼤要：今後、生産技術の普及や供給体制の整備・拡大が必要な資源
e 不明：資源量の状況が不明の場合（本事業にて、資源量調査を行う資源など）

データ対象
複数の活用資源それぞれが異なる場合は、「□□や▽▽は当町全体の量、△△は当
町全体の量であり、このうち約８割が当該地区の量」など記入してください。

上記No.2
上記No.3

記載メモあり

上記No.4

活⽤する地域資源の特徴

上記No.5

商品・サービスとして商品化し販売する際、その商品・サービスの「売り」や「ス
トーリー」となる特徴があれば記入してください（なければ無記入で結構です。）。

上記No.6
上記No.7
(3)上記（１）で挙げた活用する地域資源番号ごとに、本事業で開発又は改良する加工商品種類を記入し
てください（地域資源７つ。ただし、一資源で複数商品を予定している場合は、商品別に主なものを、計
７つまで）。
資源

開発・改良【選択】

商品種類【選択】

開発・改良【選択】

下記から該当を選択

開発：新商品開発を目指す資源の場合
改良：既存商品を改良する資源の場合
※１つの資源について開発・改良の両方、同じ程度に重点的に行う場合は、１行ず
つそれぞれ分けて記入し、そうでない場合は、開発・改良のどちらか重点的に行
う予定のものだけでも結構です。
様式にある記載メモや
欄外の注意書きも
よくお読みください

事業対象とする地域資源
対象とする資源が７以上でも、重点的に活用する７
資源を選択。データは直近と過去の２つの時点のも
のが望ましいですが、新規作物など過去のものがな
ければ、直近データだけで結構です。

商品種類【選択】

下記の５つから該当を選択

農・畜・⽔産⾷品（未・低次加⼯）（ペットフード除く）
加⼯⾷品、飲料等（ペットフード除く）
⽣活・⽂化⽤品等（ペットフード含む）
サービス等（体験・観光系等）
未定（事業にて検討・確定）

５

Ⅱ事業実施地区の現状・課題等（地域資源の課題・対応等）
※⾏・列・セルの挿⼊・削除等は絶対にしないでください。

実施主体【選択】

下記から該当を選択

(４)本事業で活用する資源（上記のNo.1～７）を活用した特産品等、既に開発されている加工商品があ
れば、主なもの（計７つまで）について、下記項目を適宜記入してください。
なお、本事業にて改良する商品や、本事業で新規開発する商品と関係性が高いものは、列挙する
７つの中に入れてください。

資源 活用成果（商品名等）

2

実施主体【選択】

販売状況【選択】

地域資源確保に係る課題
本事業で活用する地域資源の生産等（確保）及び活用等に関する現在及び中長期的に想定され
る課題があれば、具体的かつ簡潔に記述してください。

記載メモあり
3

同地域協議会
地区内個⼈・企業（本協議会構成員）
地区内個⼈・事業（本協議会構成員外）
本事業の連携主体
地域外企業・その他
地区内個⼈・企業多数(特定不可)
不明

供給体制【選択】

下記から該当を選択

好調 ／ 問題なし ／ 苦戦 ／ 不調 ／ 不明 ／ 発売前

地域資源確保に係る課題

課題への対応策
上記の２の課題に対する対応策を具体的かつ簡潔に記述してください。

記載メモあり

背景：本交付金事業完了後も取組を継続させていくためには、短期的
課題のみならず中長期的に見た課題も、あればその原因も含めて把
握し、対処を考えるべきことから、記入をお願いします。
特段、短期的にも、中長期的に見ても何ら課題がない場合は、「課題
なし」と記入してください。

様式にある記載メモもよくお読みください

課題への対応策
上記の課題の原因に直接的に対応することがあれば、それを記入し、
次善の策として、本事業の取組・成果により対応する予定・検討であ
れば、その旨、記入してください。
現段階で対応策の検討がついていない場合は、「事業内にて検討」な
どと記入してください。

６

Ⅱ事業実施地区の現状・課題等（合意形成、⼈材育成等）
※⾏・列・セルの挿⼊・削除等は絶対にしないでください。

5.合意形成、組
織づくり、人材育
成等

1 組織について
（実施主体別の記入となります）
A 実施主体が地域協議会の場合のみ記入
「①地域協議会（前身組織等も含む）として本事業による取組の基礎となるような取組や関連する取組（本取組のた
めに立ち上げられた新組織で、特段の実績がない場合、この組織の連携強化のための工夫など）」、「②事業期間完
了後に取組を継続する主体（想定）」、期間完了後も本取組を自立的に継続するための「③課題及び対応策」をそれ
ぞれ枠内に記入してください。

①

②

③

B

関連取組等
取組継続する 本事業との関係【選択】
主体
法人形態等【選択】

「①本事業による取組の基礎となるような取組や関連する取組（あれば）」、「②事業期間完了後に取組を継続する主
体（想定）」、期間完了後も、本取組を自立的に継続するための「③課題及び対応策」をそれぞれ枠内に記入してく
ださい。

②

③

下記から最有力な者を選択
同じ地域協議会 ／ 同協議会の構成員 ／ 本取組の連携主体(同地区内)
同地区内企業等(協議会構成員・連携主体以外) ／ その他 ／ 未定(今後検討)

Ｂ取組継続する主体︓本事業との関係【選択】
下記から最有力な者を選択

課題・対応策

実施主体が市町村の場合のみ記入

①

Ａ取組継続する主体︓本事業との関係【選択】

同市町村 ／ 本取組の連携主体(同地区内)
同地区内企業等(連携主体以外) ／ その他 ／

未定（今後検討）

Ａ・Ｂ取組継続する主体︓法⼈形態等【選択】

関連取組等
取組継続する 本事業との関係【選択】
主体
法人形態等【選択】

課題・対応策

2 合意形成（地域の体制）【選択】
当該地区の地域全体（住民・組織）の関与・合意形成・協力に関し、下記ア～エにあげる体制整備等の状況に該当する
記号を記入してください。
◎：既にそうした体制が整っている・取り組んでいる
〇：一部で整いつつあるもの
△：事業を実施する中で取り組む予定のもの
✖：取り組む予定がないもの・対応不可能なもの

下記から最有力な者（法人形態）を選択
地域住⺠組織 ／ 農林漁業団体・協同組合 ／ ＮＰＯ法⼈
株式・有限・合同会社 ／ 社団・財団法⼈ ／ 商⼯会 ／
個⼈（農林漁業従事） ／ ⾏政機関 ／ 第３セクター ／
未定

／
その他

／

ア 地区内住民・団体・自治組織等が、協議会構成員・連携主体として主体的に関与

イ 本事業実施に関する合意形成に向け地区住民の話し合いの場・機会の提供

ウ 地区の農林漁業関係者が地域資源の生産者・供給者等として関与
エ 市町村広報誌等により、市町村全住民に対して、本事業に関する情報を提供

合意形成【記号選択】

下記から該当を選択

◎：既にそうした体制が整っている・取り組んでいる
〇：一部で整いつつあるもの
△：事業を実施する中で取り組む予定のもの
✖ ：取り組む予定がないもの・対応不可能なもの

Ａ・Ｂ

①関連取組等

③課題・対応策

背景：本事業は、最終的には商品等を販売して利益を得るこをと目的として
おり、交付金事業完了後、この取組で開発・改良された商品・サービスを
活用する権利を誰がどのように引き継ぎ、収益事業を継続していくのか検
討しておく必要があることから記入をお願いします。
過去に類似の取組を行い、その取組が現在も自立・継続しており、本事業の
事業継承に心配・課題がない場合、①の関連取組等の欄に、その旨、記入し
てください。
地域協議会について、本交付金を実施するために新たに立ち上げられた組織
など、これまでの実績がない場合は、①の関連取組等の欄に、この組織の連
携強化のための工夫などを記入してください。
７

Ⅱ事業実施地区の現状・課題等（合意形成、⼈材育成等）
※⾏・列・セルの挿⼊・削除等は絶対にしないでください。

3

人材育成等について【選択】
本事業における地域資源を活用した特産品等の開発・生産・販売等を、事業完了後も地域で自立的・継続的
に実施するにあたり、必要となるノウハウや人材・人員の確保方針等に関する下記（１）～（３）について、それぞ
れ該当する記号を記入してください。

(1)

商品（サービス）開発のノウハウ（技術・知識・手法）について
特産品（中身・内容）の加工・生産・開発に関するノウハウの構築方法と、その方法が確立したあと、ノウハ
ウを活用・応用して商品の加工・生産・活用にあたる技術者の確保方針について、最も近いものを下記から
選択してください。
①加工・生産方法のノウハウ
Ａ：

必要ノウハウは構築済み（加工・生産・開発等に関する技術的検討は不要）

Ｂ：

加工・生産方法等は、取組を進める中で、地域で協力しながら構築していく。

Ｃ：

加工・生産方法等は、交付金事業の中で、外部委託して確立する。

Ｄ：

特定のノウハウと呼ぶような高度な技術や手法を要しない取組内容とする予定

Ｅ：

加工・生産・開発に関するノウハウについては、その必要性も含め、今後検討

Ｆ：

その他、あるいはＡ～Ｅ複数が該当（右の空欄に具体に記入）

(3)
商品管理・営業
・販売⼈材

Ａ：

当該ノウハウを有する者・組織が協議会又は連携先や協力者に十分にいる

Ｂ：

当該ノウハウを構築していく中で、必要人材も育成していく

Ｃ：

必要なノウハウが確立した後、それに見合う人材育成や確保策をはじめる方針

Ｄ：

あまり高度なノウハウを要しない取組なので、特定の人材確保は不要

Ｅ：

必要な技術者の人材確保や人材育成については、その必要性も含め、今後検討

Ｆ：

その他、あるいはＡ～Ｅ複数が該当（右の空欄に具体に記入）

特産品等の資源や商品の在庫管理、販売（サービスであれば提供）、これらの会計等を処理するため、専門人材や人
員（人手）が必要となりますが、そうした人材・人員の確保方針について、最も近いものを下記から選択してください。

専門人材の構築

(1)①
ノウハウ

Ａ：

必要な人員（人手）は、協議会又は連携先内に確保済み（確保の見込）

Ｂ：

必要な人員（人手）確保は、事業期間内に研修等実施して育成・確保

Ｃ：

事業が軌道に乗ったら、地区内外から新規雇用し、又は、育成していく予定

Ｄ：

大規模な取組にする考えではないので、人員確保は問題とならない見込み

Ｅ：

人員（人手）確保の方針については、今後、事業内で検討

Ｆ：

その他、あるいはＡ～Ｅ複数が該当（右の空欄に具体に記入）
記入欄

技術の構築
6.商品開
発等～
販売の
体制整
備等

記入欄

②ノウハウを有する技術者等の確保

※⾏・列・セルの挿⼊・削除等は絶対にしないでください。
(3)商品販売・サービス提供や資源・在庫管理に係る人材・人員確保について

(1)②
技術者

1

商品開発・改良及び加工・生産体制（施設整備）

【選択】

開発・改良商品を加工・生産する施設の整備は、本交付金の助成対象ではありませんが、地区としての整備方針（見
込）について、最も近いものを選択してください。

高度人材の確保

記入欄

Ａ：

既存施設（地区内のみ）を活用の見込（今後、新たに整備する予定など）

Ｂ：

既存施設（地区内外問わず）を活用の見込（今後、新たに整備する予定など）

Ｃ：

当面、この事業のための施設整備は不要（既存施設（地区内外問わず）で事足りるから）。

Ｄ：

整備が必要な施設の規模・種類等特定済み。整備方法・場所について、今後、事業内で検討

Ｅ：

どの程度の施設が必要となるかについて、商品完成に近づいてから検討

Ｆ：

その他、あるいはＡ～Ｅ複数が該当（右の空欄に具体に記入）
記入欄

(2)

生産・活用する人員（人手）確保について
一定の生産量やサービス供給を保つため、前者であれば生産に要する人員（人手）が、後者については、
環境整備等の人員（人手）が必要となりますが、その人員確保方針について、最も近いものを下記から選
択してください。

(2)⼈員

2

製造スタッフの
確保

販売・販路拡大体制（施設整備）

【選択】

開発・改良商品の在庫管理（量・品質確保）のための施設整備は、交付金の助成対象ではありませんが、地区としての
整備方針（見込）について、最も近いものを選択してください。

Ａ：

必要な人員（人手）は、地区内で十分に確保済み（確保の見込）

Ｂ：

必要な人員（人手）確保は、事業期間内に研修等実施して育成・確保

Ｃ：

事業が軌道に乗ったら、地区内外から新規雇用し、又は、育成していく予定

Ｄ：

生産量等を拡大・増加させる考えはないので、人員確保は問題とならない見込み

Ｃ：

当面、この事業のための施設整備は不要（既存施設（地区内外問わず）で事足りるから）。

Ｅ：

人員（人手）確保の方針については、今後、事業内で検討

Ｄ：

整備が必要な施設の規模・種類等特定済み。整備方法・場所について、今後、事業内で検討

Ｆ：

その他、あるいはＡ～Ｅ複数が該当（右の空欄に具体に記入）

Ｅ：

どの程度の施設が必要となるかについて、商品完成に近づいてから検討

Ｆ：

その他、あるいはＡ～Ｅ複数が該当（右の空欄に具体に記入）

Ａ：

既存施設（地区内のみ）を活用の見込（今後、新たに整備する予定など）

Ｂ：

既存施設（地区内外問わず）を活用の見込（今後、新たに整備する予定など）

記入欄
記入欄

記号選択【選択】

６

記入欄に Ａ〜Ｆ の該当記号を選択

背景：様式にも記載あるとおり、施設整備は本交付金事業の支
援対象ではありません。しかしながら、一定量を間断なく販
売し続けるためには、それに見合った製造施設はもとより、
在庫管理の施設の整備も必須であることから、今後、本事業
の実施を予定している方には、予め、こうした側面も検討し
ていただきたいと思い、計画事項の項目に入れております。

Ｆを選択した場合、右側にその内容を具体に記入してくださ
い（Ａ～Ｅに該当がない場合は具体にその内容を、活用する
複数資源・各商品でやり方が異なり複数ある場合は「資源に
よりＡ又はＢ」等、記入してください。）。

商品開発等〜販売の体制整備等（施設整備）

８

Ⅲ事業実施計画（取組内容）
※⾏・列・セルの挿⼊・削除等は絶対にしないでください。
Ⅲ事業実施計画（取組内容）
1.具体的な事業内容 1 本交付金事業の取組内容
実施要領別表１の１にある事業内容（注19）のうち、本事業実施主体が交付金事業として取り組む
予定について、下記により記載してください。
◎ ：重要項目として取り組むもの（取組のメインとなるもの。最大２つまで）
〇 ：重要項目ではないが、ある程度取り組むもの
他 ：他の資金を活用する場合（すでに自己資金や他の交付金で実施済みの場合を含む）
× ：本事業では直接関係ないもの（取り組む予定のないもの）
注19 記⼊留意事項
実施要領別表１の１の事業
内容を抜粋。なお、すべて
の内容について、本事業
で取り組む必要はない。

実施要領別表１の１の具体的な事業内容

取組予定

（１）資源量・利用形態等調査
ア 地域の農林水産物やその加工品等の賦存量、利用状況・形態、潜在的な活用可能量・方法
等の調査等

イ

地域人材やそのノウハウ、伝統的な技術・知恵、既存の加工販売施設、固有の自然・景観等の
調査

（２）合意形成、組織づくり、人材育成
ア 地域住民が協力して行う地域資源の活用に向けた住民意向調査、実施体制づくりや活動組織
づくりに向けたワークショップ開催、活動計画づくりに向けた調査・検討等

イ

取組予定【記号選択】
（１）～（３）の全ての欄で、下記から該当を選択
◎：主要・重要取組（最大２つまで。１つでも可）
〇：主要・重要ではないが、ある程度取り組むもの（いくつでも）
他：他の資金を活用するなどして取り組む予定（既に他資金で取組済のものも）
✖ ：取り組む予定のないもの・本事業では直接関係しないもの

（１）や後述（３）の取組実施や人材育成に必要な技術やノウハウ等の実践研修等

（３）販売促進、付加価値向上等
ア 新商品（中身・内容）開発
新商品開発に向けた試作、品質確保のための成分分析・調査、商品開
発にあたっての市場調査を含む
イ 既存商品（中身・内容）改良
商品改良に向けた試作、品質確保のための成分分析・調査、商品開発
にあたっての市場調査を含む
ウ 開発・改良商品の販売に向けた取組
新規開発・改良した商品についてのブランディング、ネーミング・パッ
ケージデザイン、価格設定に向けたコスト・市場分析など含む
エ 販路開拓・拡大に向けた取組
販路開拓・拡大するための各種プロモーション（試験販売、広報活動、
展示会・商談会への出展）や販売方法開拓（ＥＣサイト立上等）の取組
オ 販路開拓・拡大に向けた取組
付加価値向上・販売促進にかかる取組で、上記のいずれにも該当しな
いもの。

2上記１の記入内容等を踏まえ、本交付金で取り組む事業について、一言で説明できる分かりやす
いタイトル（仮称も可）をつけるとともに、下段にその取組内容を具体的かつ簡潔に記入してくださ
い（概ね２００字以内）。
事業タイトル

記載メモあり

様式にある記載メモや欄外の注意書きも
よくお読みください

事業のタイトル・取組内容
タイトル：「商品開発」や「販路開拓」といった取組項目を列記するより、
「Ａ町特産梅フーズ全国展開計画」、「美味しい△△＆□□でＢ村
元気化プロジェクト」、「Ｃ地区特選ブランド確立計画」、「伝統
△△彫（←伝統工芸名等）新生計画」、「Ｄの森林（もり）活用＆
おもてなし体制整備プラン」、「Ｅ町ブランド商品＆人材磨き上げ
プログラム」など、一言で何を目指す取組かが分かるものが望まし
いです。
取組内容：活用する地域資源（活用する地域資源が複数ある場合、総称や代表
的な主な資源のみで結構です。）と、上表で「◎」を付けた２項目
などを織り込んで記入してください。

９

Ⅲ事業実施計画（各年度別事業内容）
3 各年度別事業内容
【１年目
注20 記載留意事項
実施要領別表１の１の具
体的な事業内容項目ごと
に詳細かつ簡潔に記入。
一年目は特に詳細に、次
年度以降については、見
込みを記入。

（令和

（注20）

※⾏・列・セルの挿⼊・削除等は絶対にしないでください。

年度）】

今年度の内容になりますので、具体的に（ただし簡潔に）記入してください。

（１）
事
業
内
容

（２）

２年目以降は、見込・想定・参考で構いません（実際にその段階になって変更
することも（大幅な変更は然るべき手続が必要）、可能です。）。

（３）
その他参考情報の欄には、
交付金の助成対象外であ
るが、本取組と関係する事
項などがあれば記入。

概要

事業内容
（１）～（３）で、各年度に実施するものを記入してください（箇条書きで結
構です。）。当該年度、当該項目について何も実施の予定がなければ「－」と
記入してください。

活動主体
外部関係者
期待される成
果
その他
参考情報

【２年目

事
業
内
容

【１年⽬（令和４年度）】

（令和

概要
年度）】

（１）
（２）

枠（行）は適当に活用可能です。例えば、（３）の中で複数の内容に取り組む
とき、別々の行に記入しても、同じ行内に箇条書などで記入しても、どちらで
も結構です。

（３）

活動主体・外部関係者
概要

活動主体
外部関係者
期待される成
果
その他
参考情報

欄外の注意書きもよくお読みください

地域協議会構成員や連携主体の中でも、特にその年の個別案件について特定の
者が主となって取り組む場合など、その旨、活動主体の欄に記入してください。
個別専門内容の委託先の目途がついている場合は、外部関係者の欄に記入が望
ましいです。

期待される成果
□□の資源量調査完了、▽▽の市場調査完了（翌年度試作開始準備完了）、
○○の試作品完成、□□の販路開拓（商談会参加、商談実施）など、その年度
末までに完了させる内容を記入してください（箇条書きで結構です。）。

その他参考情報
例えば本交付金の助成対象ではない関連施設整備や、他の施策と併せて実施す
る何かの取組があれば、記入してください（なければ空欄で結構です。）。
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Ⅲ事業実施計画（成果指標と⽬標値）
２.事業目標
（成果指標等）
注21 留意事項
事業完了年度は事業開
始年度から起算して３年
目を基本とし、目標達成
年度は、事業で取り組ん
だ商品開発又は改良が
全て完了する年度とする。
事業完了年度と目標達
成年度が同じ場合、目標
達成年度の年度欄に同
左と記入。
事業開始１０年目は参考
値として必ず記入。

※⾏・列・セルの挿⼊・削除等は絶対にしないでください。

1 成果指標と目標値

（注21）

本取組の成果を見るため、成果指標及びその目標値を記入してください。
なお、指標No.１（販売額又は雇用数（注22））及びNo.２（新商品開発数又は既存商品改良数）は
各々どちらか１つの指標設定を必須とし（両方の指標を設定しても構わない。）、これらを含む全指
標の数は３以上５以下としてください。
目標値については、設定した指標に関連する事項の全国値の増加率や地域の現状、事業内容等
を考慮して、現実的な事業成果を示す数値とするとともに、下段に根拠を簡潔に示してください。
複数商品の販売額を合計する場合、その内訳も記入してください。必須指標以外の指標・目標値
については、その指標とする理由と数の根拠を、下段に簡潔に記入してください。
なお、指標・目標のうち、２以上は事業完了年度までに、うち１つは２年目完了までに、確実に上
昇・増加（マイナス要因であれば減少）など、何らかの改善傾向が認められる指標・目標値としてく
ださい。

目標値
項目
No.

指標

現在

単位

年度

１年目

事業

目標

年度

年度

年度

年度

販売額又は雇用に関する
1 指標（裸で単年度数値、

( )付きで累計）

記載メモあり

新商品開発数又は既存商
2 品改良数（裸で単年度数
値、( )付きで累計）
注22 雇用
指標には、常勤、臨時、
派遣、パート・バイト等の
別を記載のこと。
また、本交付金の助成対
象である、臨時雇用人員
の数は数値に入れないこ
と。

事業開始

２年目 完了年度 達成年度 10年目

年度

成果指標
設定にあたり、厳守いただきたいこと
①全部の指標数は３つ以上５つまで
②そのうち２つ以上は下記の必須指標とする
・販売額又は雇用に関する指標から最低どちらか一つ
（販売額や雇用増がすぐに達成できない事業であっても）
・新商品開発又は既存商品改良のうち、最低どちらか一つ
（事業期間内にどちらも完了しない事業であっても）
③３つ～５つの指標の中で、②の必須指標でないものを設定
した場合は、その指標の妥当性を下欄に記入
④指標は事業の目標・取組内容と関係するものとすること。
ただし、交付金が直接的に数値に反映される指標・目標値
は設定しないこと。例えば、臨時雇用者数を指標にした場
合、交付金から支払われる人件費により雇用される臨時雇
用者数は目標数値の中に入れない）

3

4

記載メモあり

⽬標値
設定にあたり、厳守いただきたいこと

5

目標値の根拠、必須指標以外の指標・目標値の妥当性・根拠（簡潔に）：

記載メモあり

様式にある記載メモや欄外の注意書きもよくお読みください

①設定した２つの指標について、事業完了年度に確実に現在
より上昇・改善する目標値を設定
②上記①のうち１つは、２年目に確実に現在の値より上昇・
改善する目標値を設定
※ つまり、①や②の条件に応えられる目標値を掲げられ
る指標を設定する必要
③全指標の目標値の根拠、必須指標でないものの指標・目標
値について、その妥当性や根拠を下欄に記入（簡潔に）
④目標達成年度と事業開始10年目の目標値も設定
⑤むやみに高い目標値や事業規模に見合わない低すぎる目標
値としないこと
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Ⅳ事業完了後の⾃⽴性・持続性等
※⾏・列・セルの挿⼊・削除等は絶対にしないでください。
Ⅳ事業完了後の自立性・持続性等
1.事業完了以降目
※事業完了年度と目標達成年度が異なる場合に記入
標達成までの取組 1 目標達成までの取組内容
内容等
【目標達成 令和
年度（事業開始
年目）】
注23 概要
本欄には、取組概
要に加え、事業完
了年度と目標達成
年度が異なる理由
についても記入。

事業内容
概要
（注23）

⽬標達成年度
仮に、令和４年度開始事業で、目標達成年度が事業開始５年後であれば、
「目標達成 令和８年度（事業開始５年目）」と記入してください。
事業完了年度と目標達成年度が同じ場合は、「目標達成 令和６年度（事業
開始３年目）と記入し、以下の内容は空欄で結構です。

活動主体
外部関係者
期待される
成果
2 目標達成以降の自立性・持続性に係る課題と対応、
本事業で開始された取組は、目標達成以降も、自立的に継続されていくことが必要ですが、そ
のための①雇用・資金・施設その他に係る課題、②①の課題への対応方針・対応策、③市町
村等によるフォローアップ体制等について簡潔に記入してください。
①雇用・資金・
施設その他の
課題
②上記①への
対応策・対応
方針
③市町村フォ
ローアップ

3 事業開始10年後に期待される地区の姿
本取組の結果、地域経済に与えるインパクトの面から、例えば事業開始10年後に、当該地区
はどのような姿になっていることが期待されるのか、具体的・簡潔かつ現実的に記入してくださ
い。

事業内容、概要、活動主体、外部関係者
事業完了後、目標達成までの期間が複数年であっても、まとめて記入してく
ださい。なお、概要の欄には、目標達成までに長期間を要する理由も記入し
てください。その他の記入すべき内容は年度別（単年度）と同じです。

期待される効果
「○○商品の開発完了（全商品の開発完了）」など記入してください。

①雇⽤・賃⾦・施設その他の課題 ／ ②対応策・対応⽅針
背景：本事業は、地域の経済活性（所得向上・雇用増）を目指して取り組ま
れており、交付金事業完了後も、この取組を自立的に継続させていくこと
が求められます。そのための①などの課題や、②その対応について、現段
階で検討・想定があれば、簡潔に記入してください（上記の「Ⅱ事業実施
地区の現状・課題等」等の回答の再掲でも結構です）。具体的な想定・検
討がない場合は、その旨、記入してください。

③市町村フォローアップ
事業開始10年後に期待される地区の姿
背景：本事業は、地域経済の活性（所得向上・雇用増）
を目指していることから、事業期間中から目標達成ま
での期間の取組・成果を踏まえつつ、「Ⅲ 事業実施
計画」の10年後の各指標の目標値も含め、期待される
地区の姿を記入してください。少し先の話にはなりま
すが、なるべく現実的な内容としてください。

何らかの市町村の制度により、本実施主体が取組を継続できる環境・条件が
整っているといったことを記入してください。
なお、本事業は、自立的な取組の継続を目指していることから、市町村から
の一方的支援ではなく、例えば「他の主体や施策との調整・マッチングを市
町村が実施」といった内容や、「市町村との連携関係を構築（連続的な又は
何らかのイベント等を通じ）」、さらには「本取組と関係する市町村の業務
を受託（それほどまでに本事業を確固たるものにし、また、そうした機会が
ある）」といった内容でも構いません。
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Ⅴ年度別事業計画とその経費内訳
※⾏・列・セルの挿⼊・削除等は絶対にしないでください。

Ⅴ年度別事業計画とその経費内訳
１年目（○○年度）の取組事項と経費
取組事項／経費項目

単位：千円

総事業費

本交付金

市町村費

その他

①＝②＋③＋④

②

③

④

1 地域資源調査
① 記入例：人件費
② 報償費
③ 旅費
④ 需用費（□□）
⑤ 需用費（□□□）
⑥ 役務費（△△）
⑦ 役務費（△△△）
⑧ 委託料（〇〇〇）
⑨ 委託料（〇〇）
⑩ 使用料
⑪ 備品購入費
⑫ 共済費等
⑬ 資材等購入費
⑭ 機械賃料
⑮ 研修手当
⑯ ・・・
⑰ ・・・
⑱ ・・・

0
0

0

0

0

2 合意形成、組織づくり、人材育成

0
0
0
0
0
0
0
0

0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0

内訳

内訳

①
②
③
④
⑤
⑥
⑦

〇〇費
□□費（〇〇〇）
□□費（□□□）
△△費（△△）
△△費（△△△）
・・・
・・・

3 販売促進、付加価値向上等
内訳

①
②
③
④
⑤
⑥
⑦

合計

〇〇費
□□費（〇〇〇）
□□費（□□□）
△△費（△△）
△△費（△△△）
・・・
・・・

備考

0
0
0
0
0
0
0
0

記
載
メ
モ
あ
り

0
0
0
0
0

0

記入にあたり、留意いただきたいこと
①１地域資源調査、２合意形成等、３販売促進、付
加価値向上（商品開発等）の取組事項別、かつ、
経費項目別に記入してください。
⇒ 取組事項１～３を併せた委託料の場合等は、
主たる事項１つに計上し、備考欄にその旨（本
委託費は、取組事項〇と△を含むなど）記入し
てください。

0
0

0
0
0

経費内訳

②積算根拠資料(３年分)を添付してください。
ア 賃金及び謝金：単価の根拠資料
イ 旅費：旅費規程など根拠資料
ウ 外部委託：積算、事業者からの見積書等
⇒ 積算の適正判断のため、２年先など見積有効
期限が過ぎるとしても、参考としてお出しくだ
さい。
③添付する積算根拠資料には、対応する事項番号・
経費内訳番号（１③や２⑤～⑦など）をどこかに
記入しておいてください（手書き可）。

添付資料のPDF化ヒント

0

0

0

0

0

提案書を電子メールで提出する際、見積
書等の添付資料はPDF化が必要ですが、
原紙をコピー機でスキャニングする際、
解像度は高くなくても構いません。
様式にある記載メモや備考欄の注意書きも
よくお読みください
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積算根拠資料の整え⽅

各資料毎、事項‐経費内訳番号を必ず
書き込んでください。

（⼀部、任意でのお願いです）
Ⅴ年度別事業計画とその
経費内訳
１年目（○○年度）の取組
事項と経費
取組事項／経費項目

1 地域資源調査
内
訳 ① 記入例：人件費
② 報償費
③ 旅費
④ 需用費（□□）
⑤ 需用費（□□□）
⑥ 役務費（△△）
⑦ 役務費（△△△）
⑧ 委託料（〇〇〇）
⑨ 委託料（〇〇）
⑯ ・・・
⑰ ・・・
⑱ ・・・
2 合意形成、組織づくり、
人材育成
内
訳 ① 〇〇費

② □□費（〇〇〇）
③ □□費（□□□）
④ △△費（△△）
⑤ △△費（△△△）
⑥ ・・・
⑦ ・・・

3 販売促進、付加価値向
上等
内
訳 ① 〇〇費

② □□費（〇〇〇）
③ □□費（□□□）
④ △△費（△△）
⑤ △△費（△△△）
⑥ ・・・
⑦ ・・・
合計

令和〇年度
〇〇町旅費規程（別表）

令和〇年度〇〇町謝⾦表
〇〇県賃⾦表
総事業費 本交付金
①＝②＋③
＋④

②

0

0

0
0
0
0
0

□□商会

0
0

御⾒積書

◇◇カタログ
○○町御中

0
0
0

業務委託（○○○）
→1-⑨
→2-④
→1-⑨

0
0
0

0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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記載例︓Ⅱ事業実施地区の現状・課題等_地区の課題
２ 事業実施地区の課題（事業実施の必要性）
記載例１
課題と原因：地区の基幹産業である農業は、稲作を中心に、果樹、畜産、
山菜・キノコ等を組み合わせた複合経営が営まれてきたが、米価の低迷
などの要因、さらに、急速な人口減少・高齢化による担い手不足により産
出額の減少に歯止めがかかっていない。農家の所得向上を目指し、果
樹加工品や地域伝統の山菜・キノコの加工食品の道の駅での販売を、町
としても数年前から支援してきているが、個人や仲間内での取組が中心
で、経営面は脆弱、事業規模としても零細。いずれも新規雇用を行える
製造業といえるまでの成長は遂げていない。また、山菜・キノコの生産者
の高齢化・担い手不足、さらに生育地である里山の手入れ不足等により、
今後、生産量の落ち込みが懸念されている。
課題解決の方向性：加工食品のさらなる販路拡大のため、ヘルシーさを
前面に出し、新商品開発・既存商品改良と域外での販路開拓を行う。同
時に、当該地区内でしか食せないメニューを開発し、町内食堂や宿泊施
設で提供。
販路開拓のためにも、原料の安定確保は必須であり、里山の整備等を進
めるとともに、栽培実験や栽培技術の研修等を実施する。
また、将来的には、手入れのされた里山での山菜・キノコ狩りや果樹園で
の果物狩りなど、健康的な体験活動サービスを充実させ、交流人口の増
も目指し、結果、当地区の一次産品の売上増を図る。

記載例２
課題と原因：面積の約９4％が山林で、昼夜の激しい寒暖差、多量の降
雨と多湿等を特徴とする気象条件や恵まれた土壌を基に、良質な木が生
育することから、古くから林業が盛んな土地であり、また、地域の木材を加
工した伝統の○○彫や××細工など、木工工芸の高度な技術も発展し
てきた。
しかし、特にここ30年来、高齢化・人口減少の進行は歯止めがかからず、
地域産業である林業の担い手不足も深刻化。伝統の木工工芸技術につ
いても、後継者不足が深刻化し、結果、林業・木材産業、伝統工芸産業
の生産額も減少、低迷が続いている。
なお、産業の低迷と高齢化・人口減少を背景に、森林や農地などの管理
機能も低下しつつあり、生活環境の確保策も課題となってきているところ。
課題解決の方向性：林業に関する様々な施策や関係者との連携・調整を
図り林業・木材産業の振興を図りつつ、山林・農地管理も適切に実施し、
安心して暮らせる環境づくりを進める。一方、伝統文化の木工工芸の再
生・復活の推進にあたっては、新商品の開発の検討や、伝統技術の後継、
また、販売戦略の策定や実行にあたっては若年層の確保が必須であるこ
とから、このことを目標に据えて各事業に取り組む。特に、移住定住を希
望する者等の就業先の確保に向け、そのスタートアップを支援する考え。

目指す将来像：ヘルシーな加工食品の販売、ヘルシーメニューの町内で
の提供、健康的体験活動メニューの普及などを通じて、健康的な（健康
づくり）の町としてのイメージアップを図る。
域内に外部から来る消費者の増加、そうした者による直接的な反応など、
生産者らに取組成果が「見える化」されることで、生産意欲が向上し、農
業離れを食い止める（転出者の減少も歯止めがかかる。）。

目指す将来像：上記のうち、次の内容を達成し、村産品の知名度アップ・
販売額増と若年層の雇用創出による定住人口の増加を図る。
・村の新たな特産品として、○○彫りや××細工を現代風にアレンジした
新商品開発と地区の木工工芸品のブランド確立
・これら工芸品を作成できる技術の継承（後継者育成）
・販路開拓・拡大のため、村内の流通販売拠点整備、都市圏などの大消
費地へ向けた特産品の販売、宣伝・販売のためのＥＣサイトの整備

主取組・交付金の必要性：本交付金事業では、資源確保として山菜・キノ
コの栽培実験、栽培技術の確立、人材育成として、栽培技術の研修実施、
さらに果樹及び山菜・キノコの加工新商品の開発、既存商品の改良、地
区内食堂・宿泊施設で提供されるメニュー開発など、多岐に渡る一連の
内容に取り組む必要があるため、本交付金が必要である。

主取組・交付金の必要性：木工工芸に関する人材（伝統技術の後継者）
育成を行うとともに、市場調査も実施しながら新商品開発を行い、販路を
開拓していく予定だが、まだ案の段階である内容も多く、成果が出るまで
には時間もかかる、非常に挑戦的な取組であるため、民間資金の投入や
自己資金のみでの対応は困難。従って本交付金の活用が必要である。
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記載例︓Ⅱ事業実施地区の現状・課題等_地区の課題、強み・特徴
２ 事業実施地区の課題（事業実施の必要性）
記載例３
課題と原因：地区の基幹産業は農業であり、かつては農林業中
心の穏やかかつ活気ある集落であったが、数十年来の人口減
少・高齢化の進行により、年々の生産者が減少。加えて、当該地
区の農業生産は、その地形的条件（段々畑・棚田が多い）から、
大規模な増産や効率化には限界があるなど、生産継続・所得向
上の見通しは立たず、耕作放棄地や手入れ不足の里山も増加し
ている。その結果、さらに、生産・作業従事者が減少するという悪
循環が続き、地区の活気も無くなってきている。
課題解決の方向性：農林業（１次産業）の振興として、従来型の農
産物の出荷も継続しつつ、さらにこれらを原料に高度加工を施し、
付加価値を付けた商品やサービスの開発及び販売を行い（2次、
３次産業）、資源への需要を高め、生産者・作業従事者が安心し
て生産等を継続できるようにする。
あわせて新商品製造については、製造リーダーたる専門人材や
製造スタッフの確保（育成）にあたる。
なお、特産品の地区内販売拠点への入込者数は横ばいであるた
め、地区外での販売拠点の確保及びインターネットでの取引を開
始。
なお、現在の販売重要拠点は隣の××町にある××温泉である
ことから、××町観光協会や××温泉旅館組合とも連携・協力し
て、観光客の入込を増やすためのイベント開催（本地区の森林を
活用した健康づくりプログラムの実施）なども行う予定。
目指す将来像：以上を通じて、地区の所得増・雇用増（地区内外
からの労働力（生産労働人口）確保）を行い、人口減少・高齢化
の進行に歯止めをかけ、穏やかに安心して暮らせる地区の活気
を取り戻す。
主取組・交付金の必要性：以上の課題及び解決の必要性・方向
性については以前から言われてきていたが、商品開発・人材育成
を行う専門家の確保（地区内にはいないため）、さらに、取組継続
に必要な人材育成や販路開拓に向けた体制整備等の経費捻出
が困難なため、本交付金を活用して取り組む。

３ 事業実施地区の（自立的・継続的取組における）強み・特徴等
記載例１
当町を含む〇□地域は、豊かな自然に囲まれ、年間を通じて気候が穏やかで、
また、東京からの交通の便も比較的良いことから、Ｉターン先や二拠点居住地と
して注目度が高い。
現に、隣接する××町は、コロナ禍において、大手企業やＩＴ企業のリモート
ワーク施設が設置されるなど、移入者・交流人口が増加傾向にある。当町にお
いても、今後、情報通信整備の環境が整うことで、××町にも匹敵するレベル
の移入者等の増加の可能性がある。
当町では、集落の自治会も十分に機能しており、新規移入者サポートにも積極
的で、後述する地域再生計画の支援等とあわせ、受け入れ体制も整っている。
このように、当町には、本事業の実施に際して必要となる人材・人員の確保が
容易であると考える。
具体的には、本交付金事業に取り組む中で、大都市圏からの技術者・専門家
の支援・確保や、また、隣町や当町への将来の移住者を加工生産スタッフとし
て雇用することなどいずれも現実的であり、事業の実行性・実現性が高い。

記載例２
厳しい環境下（寒暖差）で育つ農産物のおいしさには定評があり、さらに最近
は耕作放棄地を活用した新規作物の栽培や減農薬なども積極的に取り組まれ
ており、これらを活用・加工した商品の“売り”とできる要素が揃っている。
東京都の○○区との姉妹都市関係により、同区の商店街で年に２回開催され
るイベントに地域特産品を出店しており、このつながりを通じて、今後も新商品
の売り込み、試作品モニターなどを行うことが可能。

記載例３
海外でも人気のドラマの舞台になったことから、コロナ前は海外からの観光客も
多く訪れていたところ。○○自動車道の全線開通や××線の延長により、コロ
ナ後の交流人口の増が確実と見込まれており、これにより当地や当地特産品
のＰＲ、それに伴い販売額の増加も大いに期待できる。
なお、これら交通事情の改善は物流の課題が解決されることから、とりわけ本事
業の取組（特産品販売）を継続していく上での強みと言える。
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記載例︓Ⅱ事業実施地区の現状・課題等_地域資源
1（２）地域資源の特筆すべき特徴
上記No.1
（コメの例）

上記No.2
(果物)

上記No.3
(農産物)

上記No.4
(木材)

上記No.5
(森林)

上記No.6
(山菜)

上記No.7
(未利用
資源)
上記No.Ｘ
(伝統
工芸品)
上記No.Ｙ
(景観)

美しい棚田と、この地ならではの
激しい昼夜寒暖差の環境で生育
するコメのおいしさに定評がある
地区全体で、減農薬、自然受粉、
有機肥料や葉取らず栽培に早く
から取り組むとともに、木成り完熟
にも積極的に取り組み、安全性と
おいしさの両方を追求
健康食品としてのニーズを考慮し、
無農薬、低・無化学肥料栽培に積
極的に取り組んでいる
本事業では、間伐材や端材を用
いた商品開発など、ＳＤＧsへの貢
献というった路線での販売を想定
（同路線での商品開発を目指す）
約100haの針・広混交林（うち60ha
は国有林のレクリエーションの森）
の林内に整備されている遊歩道を
歩きながら、自然観察やトレッキン
グが楽しめる
あく抜きなど、食すまでの手間は
非常にかかるが、伝統の味として、
また、健康志向からも、根強い人
気がある
これまでは産業廃棄物として有償
処理していた未利用資源の有効
活用（ＳＤＧsへの貢献）
細かい手作業による繊細なつくり
は、国内客はもとより、インバウンド
客に高い人気を博している
昔話に登場するような典型的な山
村風景は人類共通の郷愁を誘い、
訪れた誰もが「懐かしい」と感じる

2 地域資源確保に係る課題

3 課題への対応策

資源No.1について、高齢化・後継者不足に
より耕作面積が年々減少しており、また、自
家消費用の栽培・生産など、点としての生
産・利用しか行われていない。

付加価値を高めて他地域産との差別化を図るべく、
面（地域全体）で、低農薬化・低化学肥料栽培に取
り組む。これにより有力生産地としての地位を固め、
生産に関心のある新規就農者らを呼び込む考え

資源No.2について、防除作業その他の機
械作業が必須であり、燃料費高騰が課題

低農薬等を進めるとともに、規格外品を加工して不
可価値を付けた商品の売り上げにより、コストをカ
バーしていく考え

資源No.3について、近年、地区内での生産
が本格化した新しい農産物であり、生産量
はまだ少ない。生産農家の増加が必要
資源No.4について、潜在的資源量は多い
が、伐採作業の実施・間伐材搬出は、例年、
計画の６～７割に留まる。
資源No.5について、安全に活用するために
遊歩道沿いの枯れ木・枯れ枝等や遊歩道
の整備、そうした危険箇所の早期発見・確
認に費用が嵩むなどの課題がある
資源No.6について、高齢化・担い手不足に
より、数年の間に急激な生産（採取量）の落
ち込みが見込まれている。また、生育地の
里山の手入れ不足も問題となっている。
資源No.7について、現在、産業廃棄物とし
てコストをかけて処分をしているが、活用ま
でには脱水・脱塩などのコストもかかる。
No.Ｘについて、材料となる○○は豊富にあ
るが、本事業における商品開発に不可欠な
伝統技術の後継者不足は深刻
No.Ｙについて、農家の高齢化、後継者不
足による耕作放棄地の増加（特に段々畑の
減少が深刻）や、空き家の増加により、山村
景観の美化・維持が困難となりつつある

生産技術の研修等普及及び機械化による生産性
向上を推進し、生産量のアップを図る
他の施策・制度と連携しつつ、必要施業を確実に
実施。他方、本事業により材の需要の安定化を図
るなど、川下の出口戦略を整え、所有者らの関心
を高め、森林との共同団地化・集約による効率的
施業の取組を進め、結果、材の安定供給及び森林
整備の推進といった好循環を実現させる。
森林内の散策に健康づくりや自然観察会等の付
加価値をつけ、サービスを提供。売上を林内の環
境整備に循環させる。森林利用をコンスタントに行
うことで、インストラクターらによる危険個所の早期
発見を促し、追加コストの抑制につなげる。
自生ものの採取だけでなく、育成・生産・栽培技術
を確立し、安定的に供給できる体制を整備する。
大量の塩分を含み、そのままでは飼料となり得ない
ため、効率的な脱塩方法を確立していく
本事業の中では、若年層の後継者の育成を行うと
同時に、若年層に高い関心・興味を持ってもらえる
ような現代風の新商品の開発を行う考え
町の支援施策を受けつつ、非農家も含めた保全活
動等の人的支援の確保として、段々畑オーナー制
度や耕作ボランティアの参加を促すイベントを実施
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記載例︓Ⅱ事業実施地区の現状・課題等_合意形成、組織作り、⼈材育成等
1 組織について
記載例Ａ＝実施主体︓地域協議会（その１）
①関連取組等：本協議会の前身「○○地域協議会」は、当町の旧○○町
を対象に平成30年から本交付金事業を実施。旧〇〇町の□□・△△を
用いた加工品の特産品開発を実施し、現在、それらは〇〇町の特産品
（農産物・味噌・漬物）を扱う「〇〇ブランド」において販売を行っている。
当該事業成果及び反省点、また「〇〇ブランド」販売の現状課題を踏ま
えて、今回、本事業で旧▽▽▽村を対象に事業を実施するもの。
②課題・対応策：当面、現在の地域協議会で事業継続の予定であるが、
もともと自治会有志を起源に、自主的に・手弁当で始めている組織である
ため、現在は規約を有し、また、交付金の支援を受けるが、経済面での
不安定さ・脆弱さは否めない。本取組の最終目的が、商品の製造販売に
よる利益獲得なので、場合によっては自治組織よりも利益追求型の組織
（法人等）がより適切かもしれないが、具体的な継承組織の在り方につい
ては、本交付金事業を実施する中で慎重に議論していく考え。

記載例Ａ＝実施主体︓地域協議会（その２）
①関連取組等：本協議会は、本事業実施のために新たに結成されたもの
で、関連取組実績はない。○○を中心に地区の多くの関係者が参加・連
携することとなっているところ、この地区では、毎年、伝統の「〇〇宮祭り」
を開催するなど、連帯・結束が強く、何かことがあれば話し合いを行い、ま
た、合意形成後は、一丸となって協力して取り組んできた実績のある地区
である。従って、本事業の取組においても、こうした素地を十分に活かし、
地域全体の経済活性を目指した取組が円滑に進められるものと考える。
②課題・対応策：人口減少・高齢化が進行する中、この取り組みの継承
者の確保については、本事業において高い成果を上げ、所得増・雇用
増・定住促進などを実現させていく必要があると認識しているところ。
具体の事業継承者については、、内発的発展の担保が必須であることか
ら、一民間企業とするよりも、当該地区における何らかの組合組織などが
望ましいと考えるところ。
なお、事業期間中、または、完了後、必要に応じて、商標登録・特許登録
等を行うなどして、商品開発に関するノウハウの保護につとめつつ、事業
継承者の権利と責任を明確に位置付ける所存。

記載例Ｂ＝実施主体︓市町村（その１）
①関連取組等：当町において、本事業と関連・類似する取組を実施した
のは昭和○年が最後である。
なお当該山村の振興について、当町では中長期的な重要課題の一つと
位置付けており、そうした中、本交付金事業については、複数の分野に
またがる取組を展開する予定であることから、役場内に情報共有及び集
約のための中枢となる部署を配置し、効率的・効果的に取組を進めること
とする。
各部署間の連携を取りつつ、それぞれの担当部署を通じ、各分野の協
力者（役場外）への呼びかけを実施するなどし、課題解決に向け町をあ
げて一体的に取り組む所存。
②課題・対応策：選択肢では、第一候補として第三セクターを選択してい
るが、財団法人等の新規立ち上げや、もしくは、既存の財団（たとえば観
光協会）等を継承者として、本事業の取組を継続していくことも選択肢と
して否定しない。
既にそうした話も関係者と始めており、事業を実施していく中で最適な継
承者をなるべく早くに決定し、仮に、継承についての課題などがあれば
解決できるよう町としても支援を行いつつ、本交付金事業の完了と同時
（もしくは早期に）にその者への継承が可能となるよう、取り組む所存。

記載例Ｂ＝実施主体︓市町村（その２）
①関連取組等：本町では、地域振興策として、平成〇年から××省の
「×××事業」に取り組んでおり、その成果については、現在、第三セク
ターの○○○が受け継ぎ、当該事業を継続し、成果を上げているところ。
詳細については、下記ＵＲＬ参照
・・・・・
②課題・対応策：事業の主な取組内容を考慮すると、森林組合が最適で
はないかと考えるが、現段階では結論に至っていない。
なお、森林組合については、本事業の主たる連携主体として強力に関与
してもらうこととなっていることから、事業を進める中で、今後の継承の在り
方について、議論していく所存。結論が出るまでは、引き続き本町にて事
業を継承していくものとする。
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記載例︓Ⅲ事業実施計画_事業⽬標(年度別計画)
【１年⽬（令和４年度】

【２年⽬（令和５年度】

【３年⽬（令和６年度】

(1) 地域人材のノウハウの特定など
事
業 (2) ー
内
容 (3) 新商品試作、既存商品改良、既存ブラ
ンド磨き上げ、販路開拓

(1) －
事
業 (2) ⼈材育成
内
容 (3) 新商品試作・開発、既存商品改良、販
路開拓

(1) －
事
業 (2) ⼈材育成
内
容 (3) 新商品試作・開発、既存商品改良、販
路開拓

専門人材を外部から招きつつ、当専門家
と共に、地域内の人材発掘、地域が有す
る食材加工ノウハウの特定・基本レシピ整
理等
概
要

・まずは１つの既存商品改良完成（中身
及びパッケージ）
・新商品開発は市場調査も行いつつ、試
作開始。
・○○ブランドの統一デザインの刷新
・ブランド及び商品紹介ＨＰ立ち上げ（ＥＣ
はまだ開始せず）

活動主体
外部関係者
期待される
成果
その他
参考情報

全体統括：○○町、○○協会
商品開発・改良：○○組合、㈱
○○
ブランド磨き上げ（ブランドデ
ザイン、ＨＰ）：㈱Ａ社
・既存商品の改良（1つ目）了
・ブランドデザイン刷新
・ブランドＨＰ立ち上げ
ブランド商標登録実施（交付金
対象外）

1年目で特定したノウハウ・基本レシピ等
を元に、人材育成プログラム（暫定版）を
作成し、試行

概
要

・既存商品改良完成（２つめ）
・新商品１つ□□について、試作完了⇒
試食会⇒完成を目指す。
・翌年度に完成を目指すもう１つの新商品
○○は、複数個の試作品を作り、モニタ
リングにより最終的な方向性を決定
・隣町の○○温泉で８月に開催される花
火大会に、○○温泉協同組合の協力を
得て、○○ブランド出店
・東京で１月に開催される販売会に○○
ブランドの商品を出店
・○○ブランドＥＣ試行開始

活動主体
外部関係者

1年目と同じ
1年目に加え、○○温泉協同
組合

期待される
成果

・既存商品の改良（２つ目）了
・新商品開発（1つ目）了
・ブランドＨＰでのＥＣ試行開始

その他
参考情報

翌年度改正を目指す新商品
○○は、方向性が定まったとこ
ろで、加工製造施設・商品管
理倉庫の整備着手（交付金対
象外）

・人材育成プログラム完成
・当該プログラムの本格活用開始

概
要

・４つの新商品のうち2つ目の○○を完成。
その年の○○デザイン賞に出展
・残り２つの新商品開発のＲ９完成を目指
し、市場調査実施
・2年目に引き続き、隣町イベントや東京
の販売会に出展
・１年目に改良した商品の反響等調査（場
合によっては、さらなる新商品追加＝シ
リーズ化も検討）
・○○ブランドＨＰ改修（情報アップデート
や写真の入れ替えなど）

活動主体

1、２年目と同じ

外部関係者

２年目と同じ

期待される
成果

・人材育成プログラム完成
・既存商品の改良（全て）完了
・新商品開発（２つ目）了
・ブランドＥＣ本格稼働

その他
参考情報

本格生産・販売に向け、加工
製造施設・商品管理倉庫の整
備を本格化（交付金対象外）
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記載例︓Ⅲ事業実施計画_事業⽬標(指標・⽬標値)
⽬標値
項⽬

現在

１年⽬

（⾚字は必須項⽬の例です。）
Ｒ３

単位

1

本事業による常勤雇⽤者数（括弧内の
数字は累積）

⼈

０（０）

０（０）

1（1）

2（3）

5（12）

（40）

2

本事業による開発等商品販売額（同）

千円

０（０）

200（200）

700（900）

4,100(5,000)

6,000／年

10,000/年

3

新商品開発数（同）

個

０（０）

0（０）

1（1）

1（2）

2（4）

０（4）

4

既存商品改良数（同）

個

改良対象3

1（1）

1（2）

1（3）

０（3）

０（3）

X1

連携主体の数（累計のみ）

者

４

６

８

10

15

20

X2

地域ブランドに位置付ける商品数（既
存のもの含む。累計のみ）

個

５

６

８

12

15

20

X3

商品普及・販売サイトＰＶ数

件／⽉
(平均)

ー
(サイト無)

30

50

70

100

150

X4

新商品完成品／試作品（累計のみ）

個／個

０／０

０／５

１／10

２／11

４／11

４／11

X5

商品販売拠点数（地区内外。累計のみ）

箇所

５

６

８

10

15

15

X6

○○研修受講者数（⼈材育成）

⼈／年

0

1

2

4

15

20

X7

新開発サービス関連イベント参加者数

⼈／年

(150)

200

250

500

700

700

X8

ブランド認知度（アンケート結果）

⼈／⼈

(30／150)

45／200

60／250

150／500

200／700

250／700

年度

Ｒ６

年度

Ｒ９

事業開始
10年⽬

指標

年度

Ｒ５

⽬標
達成年度

No.

年度

Ｒ４

事業
完了年度

２年⽬

年度

Ｒ13

年度

必須指標以外の指標・⽬標値の妥当性・根拠等 X1：町内関係団体数＝11、隣接町内関係団体数＝25。半数の協⼒確実の⾒込（既に全36者に
は、本事業説明・紹介済み）／X2：商品数が開発等数より多くなるのは、ブランド磨き上げにより、他の既存商品も当ブランドに参⼊する想
定／X3：○○観光協会（ＨＰ⽴ち上げから８年経過）のＰＶ数（⽉平均100件）を参考／X4：新商品アイディアは40を超えるが、ここから厳選
して試作に取り組む（現在、15程度に絞り込み中）。完成品数は、No.３の開発数／X5：Ａ町における類似事例参考／X6：⼭村振興セミナー受
講⽣想定。事業完了後は、他の類するセミナーを受講（または講師を招聘）／X7：過去の〇〇イベント参加者数から試算（前年はコロナで中
⽌）。事業開始３年⽬以降は年２回開催／X8：X7のイベント参加者アンケートを想定。今年⾏った当該アンケートでは、回答者（136名）のう
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ち20%弱しか当町ブランドを知らなかった。定義が漠然・曖昧なもの、事業との直接的関係性が不明瞭なものは認められません。

記載例︓Ⅳ事業完了後の⾃⽴性・持続性等
１⽬標達成までの取組内容

２⽬標達成以降の⾃⽴性・持続性に係る課題と対応

【⽬標達成

①雇⽤・資
⾦・施設そ
の他の課題

・事業期間中、全国展開に相応しい商品として完成させる多くのプロセスで外部専
門家の支援を（委託により）受けていたが、やはり自立・継続の観点では、係る技
術・ノウハウを有する人材の地区内確保が必要
・高齢化の進行に歯止めがかからぬ中、今後、事業規模に応じて柔軟に製造スタッ
フを確保できるか、不透明
・資金は、他の交付金や民間資金等の活用も検討しつつ、本取組が完全に自立可
能となるよう、高い成果を目指して進める必要
・製造施設の整備（特に中規模以上）について、物理的に見て、地区内で適所を確
保するのが困難
・本事業で開発する商品は、恐らく、模倣することも可能と考えるところ、いかに独自
性や差別化を図り守るかの検討・対応が必要
・本事業ではサービス商品の開発も行うが、今般のコロナ禍のように移動制限がか
かった時の対応についても検討しておく必要

②上記①へ
の対応策・
対応⽅針

本事業の成果のみでは、即座に上記の各課題をクリアすることは困難。地道に確実
に事業成果を挙げつつ、更なる事業の成長（新商品追加や新分野への進出）を目
指し、地区内で必要な専門人材を確保できるよう、人材育成が必須。
人材・人員確保については、他の移住・交流施策にもよる所も大きいことから、この
点については、町（関係部署）と連携して取り組む。
加工施設確保については、インフラ整備・輸送コスト等も考え、必ずしも地区内にこ
だわらず、町内で適地を検討するものとし、ただし、その場合でも、必ず当地区の活
性に資するものとなるような仕組みを構築する考え。
商品については、類似品の中でも本商品を消費者に選択いただけるよう、必要に応
じて改良や新商品の追加によるシリーズ展開などに取り組む。サービスについては、
提供不可となる事態も想定し、一つに限定しない、様々な商品の開発に取り組む。

③市町村
フォロー
アップ

事業完了後に法人化し、可能であれば、関連する町の業務を受託することも視野に
入れて、組織を自立的なものとして運営していく考え。
ただし、人口減少対策については、本取組のみでは解決困難であることから、町の
引き続きの支援を頼みとしつつ、積極的に町と連携して取り組んでいく所存。

事業内容

概
要

令和９年度（事業開始６年⽬）】
・新商品開発の全部完了
・ＥＣサイトアップデート

事業完了年度＝目標達成年度とならない理
由：残る２つの新商品開発のうち、１つは新規
作物を活用したもので、資源量確保も行いつ
つ、商品開発を行うため、慎重に進める必要。
もう１つは商品ではなくサービス（健康づくりプ
ログラム）の開発であり、効果測定等の調査を
行う関係上、事業開始３年目までに完成させ
ることは不可能
事業完了後、目標達成までの３年間の取組
概要は次項
・人材育成プログラム活用による人材育成
・すべての商品の開発を完了し、販売開始（も
しくはその目途を確実につける）
・ＥＣサイトでの○○ブランドの全商品の取引
を開始
・域外販売拠点の開設（首都圏の県のアンテ
ナショップ等想定）

活動主体
外部関係者

期待される
成果

３年目と同じ
３年目と同じ、さらに、首都圏アンテ
ナショップ等
・▽▽と◇◇の開発完了（全商品の
開発完了）
（既存商品改良は、事業期間中に
全て完了）
・人材育成による専門スタッフの確
保
・ＥＣサイトや販売拠点の増により、
販売額大幅増

※事業完了年度＝⽬標達成年度の場合、表外の年度
の部分のみ記⼊し、表の中は無記⼊としておく

３事業開始10年度に期待される地区の姿
・特産品の製造・販売が軌道にのり、町内における安定雇用が確保されることで、若者も安心してこ
の地で暮らしていける地区となっている。
・観光プログラムの提供により、交流・関係人口が増加し、それに伴い、荒廃農地や森林の保全への
ボランティア等の支援が増加。結果、状況が改善し、美しい景観が復活することで、訪れる人がさら
に増えるといった好循環が生まれ、地域経済が活性化されている。
20

申請書類提出先
局名
農林⽔産省
農村振興局
地域振興課
(調査調整班)
東北農政局
農村計画課

電⼦メールで申請書類を提出された場合、必ず電話で各地⽅農政局等にご⼀報ください。

電⼦メール

電話

管轄地域

注

北海道

sansonbosyuu1@maff.go.jp

03‐3502‐8111
内線5643
03‐6744‐2498（直通）

sansonbosyuu2@maff.go.jp

022‐263‐1111（代表）
内線4059、4445

⻘森県、岩⼿県、宮城県、秋⽥県、
⼭形県、福島県

関東農政局
農村計画課

sansonbosyuu3@maff.go.jp

048‐600‐0600（代表）
内線3423、3463

茨城県、栃⽊県、群⾺県、埼⽟県、
千葉県、東京都、神奈川県、⼭梨県、
⻑野県、静岡県

北陸農政局
農村計画課

sansonbosyuu4@maff.go.jp

076‐263‐2161（代表）
内線3419、3423

新潟県、富⼭県、⽯川県、福井県

東海農政局
農村計画課

sansonbosyuu5@maff.go.jp

052‐201‐7271（代表）
内線2515、2512

岐⾩県、愛知県、三重県

近畿農政局
農村計画課

sansonbosyuu6@maff.go.jp

075‐414‐9051（代表）
内線2443、2432

滋賀県、京都府、兵庫県、奈良県、
和歌⼭県

中国四国農政局
農村計画課

sansonbosyuu7@maff.go.jp

086‐224‐4511（代表）
内線2513、2516

⿃取県、島根県、岡⼭県、広島県、
⼭⼝県、徳島県、⾹川県、愛媛県、
⾼知県

九州農政局
農村計画課

sansonbosyuu8@maff.go.jp

096‐211‐9111（代表）
内線4633、4632、4616

福岡県、佐賀県、熊本県、⼤分県、
宮崎県、⿅児島県

注）⼤阪府、⻑崎県、沖縄県には、⼭村振興法に基づき指定された振興⼭村がない。

「⼭村活性化⽀援交付⾦」全体の案内も公開中
https://youtu.be/S25wmKHIqrI
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