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農山漁村おみやげ農畜産物販売促進事業
【４００百万円】

対策のポイント
訪日外国人による農林水産物の購入等の新たな需要を創出するための農山

漁村における受入体制づくりを支援します。

＜背景／課題＞

・平成26年の訪日外国人旅行者数は約1,341万人にまで急増しています。また同年、日

本を訪れた外国人による旅行消費額は、２兆278億円に達しています。

・地産地消による地域の収益力強化に加え、今後、更なる増加が見込まれる訪日外国人

旅行者を農山漁村に呼び込み、訪日外国人による農林水産物の購入等の増大を図るた

めの受入体制を構築し、海外における日本の食関連事業の展開につながるといった好

循環を形成していくことが重要です。

政策目標
○改修等を行った施設の販売額を40％以上向上

○改修等を行った施設における外国人旅行者に対する販売額を10％以上向上

＜主な内容＞

１．訪日外国人の農林水産物購入を促進する環境構築

広域観光周遊ルート※上の農山漁村地域において、訪日外国人による農林水産物の

購入促進等を図るため、輸出戦略の策定や、販売施設におけるWi-Fi環境構築や多言

語標示板の設置など、外国人が農林水産物を購入しやすい環境構築を支援します。

※ 広域観光周遊ルートは、訪日外国人旅行者の滞在日数に合わせた周遊ルートを形成することで、訪

日外国人旅行者の周遊の促進による地域の活性化を図ることを目的とし、平成27年６月に国土交通

大臣が７ルートを認定している。

補助率：定額

事業実施主体：市町村、民間団体 等

２．施設改修整備
広域観光周遊ルート上の農山漁村地域において、訪日外国人による農林水産物の

購入促進等を図るため、外国人の農林水産物購入促進のために必要な農産物直売所

等の施設改修等を支援します。

補助率：１／２

事業実施主体：市町村

［お問い合わせ先：農村振興局都市農村交流課（０３－３５０２－５９４６）］

［平成27年度補正予算の概要］
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農山漁村おみやげ農畜産物販売促進事業 

要 件 

○広域観光周遊ルート上の農山漁村地域（主
要観光地からの移動時間が概ね１～２時間
以内の地域を想定） 

ソフト対策 （補助率：定額 ） 

○訪日外国人の増加 ○訪日外国人の農村への受入促進 

【対象地域】 

外国人受入戦略（イメージ） 

・ 事業実施体制（構成員） 

・ 目標設定（目標、成果の把握の方法） 

・ 外国人の満足度向上のための農業体験、
郷土料理提供などのプラン 

・ プランに必要な施設 

・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・   等 

地産地消から輸出促進へ 

・アジア太平洋地域における資金やビ
ジネス関係者の往来が更に活発化 

農村への 
受入環境整備 

・高品質な日本の農林水産物を本場で
直接体験 

【対象要件】 
○農山漁村への外国人受入戦略の策定 

・地産地消による地域の収益力強化に加え、訪日外国人に
よる農林水産物を購入し、お土産としての持ち帰り等の新
たな需要を創出 
・帰国後の旅行者による産品購入の増加や輸入ビジネス
の創出も促進 

・訪日外国人旅行者は平成26年には
1,300万人に達するなど、年々増加。 

 平成27年は1月～9月で1,448万人 

  訪日外国人の農林水産物購入を促進する環境構築 

①輸出戦略策定、訪日外国人への販売体制づくり（専門家派遣） 

②クレジット決済システム導入、Wi-Fi環境、多言語標示板の整備 等 

・訪日外国人旅行消費額は平成26年
には２兆278億円であり、訪日外国人
旅行者の増加に伴い増加 

ハード対策 （補助率：１／２） 

 農山漁村における外国人の農林水産物購入促進のために必要
な施設整備を実施 
 

・農産物直売所の整備 
・農産物直売所に付帯し地域食材を提供するための施設の整備 

※動植物検疫手続きの円滑化に向けた事業も活用して実施。 



53 農山漁村振興交付金［新規］
【８，０００（－）百万円】

対策のポイント
農山漁村が持つ豊かな地域資源を活用した観光・教育・福祉等の取組や農

山漁村への定住等を促進し、農山漁村の振興を図ります。

＜背景／課題＞
・農山漁村においては、人口の減少・高齢化等に伴い、小規模集落の増加や地域コミュ
ニティの活力低下が進み、地域経済が低迷する一方、都市住民においては、付加価値
の高い観光・教育・福祉等へのニ－ズが増大するとともに、地域の絆を重視する傾向
が生じています。

・このため、農山漁村が持つ豊かな自然や「食」を活用した都市と農村との共生・対流
等を推進する取組や地域資源を活用した雇用の増大等に向けた取組及び農山漁村にお
ける定住を図るための取組等を総合的に支援し、農山漁村の活性化を推進します。

政策目標
平成32年度までに、都市と農山漁村の交流人口を1,300万人まで増加させる

ことなどにより、農山漁村の自立発展を目指す。

＜主な内容＞
１．都市農村共生・対流及び地域活性化対策 １，９１５（－）百万円

農山漁村の持つ豊かな自然や｢食｣を観光･教育･福祉等に活用する地域の活動計画
づくりや手づくり活動、地域外の若者や意欲ある都市の若者を長期的に受け入れる
取組、地域を越えた人材の活用や優良事例の情報受発信など、地域資源を活用する
取組を支援します。

２．山村活性化対策 ７５０（－）百万円
特色のある豊かな地域資源を有する山村の雇用の増大等に向け、薪炭・山菜等の

山村の地域資源等の潜在力を再評価し活用する取組を支援します。

３．農山漁村活性化整備対策 ５，３３５（－）百万円
市町村等が作成した定住・交流促進のための計画の実現に向けて、農産物加工・

販売施設、地域間交流拠点等の整備を支援します。

※ 重点対策として､子ども農山漁村交流､「農」と福祉の連携､農観連携等を実施。

補助率：定額、１／２以内等
事業実施主体：都道府県、市町村、地域協議会、農林漁業者の組織する団体等

お問い合わせ先：
都市農村共生・対流に関すること

農村振興局都市農村交流課 （０３－３５０２－５９４６）
地域活性化に関すること

農村振興局農村計画課 （０３－６７４４－２２０３）
山村活性化に関すること

農村振興局地域振興課 （０３－６７４４－２４９８）
農山漁村活性化整備対策に関すること

農村振興局地域整備課 （０３－３５０１－０８１４）

［平成28年度予算の概要］
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【平成２８年度予算概算決定額：８,０００（－）百万円】

○ 農山漁村においては、人口の減少・高齢化等に伴い、小規模集落の増加や地域コミュニティの活力低下が進み、地域経済が低迷する
一方、都市住民においては、付加価値の高い観光・教育・福祉等へのニ－ズが増大。

○ このため、農山漁村が持つ豊かな自然や「食」を活用した都市と農村との共生・対流等を推進する取組、地域資源を活用した雇用の
増大等に向けた取組、農山漁村における定住を図るための取組等を総合的に支援し、農山漁村の活性化を推進。

農山漁村振興交付金

農山漁村振興交付金

小 学 校

農山漁村における
農林漁業体験・宿泊体験

都市農村共生・対流及び地域活性化対策

山村活性化対策

○実施主体：市町村等

○実施期間：上限３年

○補助率 ：定額 (１地区当たり上限１,000万円)

農山漁村活性化整備対策

子どもたちの農業体験 外国人の農村体験

地域産品の加工・商品化

高齢者生きがい農園

活動計画づくり

農山漁村における
農林漁業体験・宿泊体験

味噌加工施設

農林漁業の振興を図る生産
施設等の整備を支援

生産施設等

生活環境施設

良好な生活の場である農山
漁村の生活環境整備を支援

地域間交流拠点施設

都市住民や一時的・短期的
滞在等の交流拠点の整備を
支援

農産物直売施設

農林水産物処理加工･集出荷貯
蔵施設、育苗施設 等

簡易給排水施設、防災安全施設、
農山漁村定住促進施設 等

廃校・廃屋等改修交流施設、
農林漁業・農山漁村体験施設、
地域連携販売力強化施設 等

廃屋利用の滞在施設

主な重点プロジェクト

○実施主体：地域協議会（市町村が参画）等

○実施期間：

都市農村共生・対流支援対策：上限2年
地域活性化対策 ：上限5年

人材活用対策 ：上限3年

○補助率：定額
都市農村共生・対流支援対策：上限800万円

及び地域活性化対策

人材活用対策 ：上限250万円

○実施主体：都道府県、市町村、農業者が組織する団体等

○実施期間：上限５年

○補助率 ：１／２以内等

○ 市町村等が作成した定住・交流促進のための計画
の実現に必要な施設等の整備を支援

○ 特色ある豊かな地域資源を有する山村の
雇用の増大等に向け、薪炭・山菜等の山村
の地域資源等の潜在力を再評価し活用する
取組を支援

○ 農山漁村の持つ豊かな自然や｢食｣を観光･教育･福祉等に活用する
地域の活動計画づくりや手づくり活動、地域外の若者や意欲ある都
市の若者を長期的に受け入れる取組、地域を越えた人材の活用や優
良事例の情報受発信など、地域資源を活用する取組を支援

子ども農山漁村
交流プロジェクト

（総務省、文部科学省と連携）

子どもの農山漁村での宿泊
による農林漁業体験や自然
体験活動等を推進

「農」と福祉の
連携プロジェクト

（ 厚生労働省と連携 ）

高齢者や障害者、生活困窮
者等を対象とした福祉農園
の拡大・定着を推進

農観連携
プロジェクト

（ 観光庁と連携 ）

グリーン・ツーリズムと
他の観光の組合せや、訪
日外国人旅行者の農山漁
村への呼び込みを推進

空き家・廃校活用
交流プロジェクト

（ 総務省、文部科学省、
国土交通省、厚生労働省と連携）

空き家・廃校等を活用し
た定住希望者の受け皿や
集落拠点施設等の整備を
支援

※その他、地方創生や重点
「道の駅」等の取組と連携



食によるインバウンド対応推進事業［新規］
【７０（－）百万円】

対策のポイント
日本食・食文化への関心の高まりや農林水産物・食品の輸出増大をインバ

ウンドにつなげ、それが更に日本の食材の評価を高めるといった好循環を構
築するため、地域の食の魅力を発信する基盤づくりを支援するとともに、訪
日外国人に日本の食を楽しんでもらうための環境整備を推進します。

＜背景／課題＞
・政府として、平成32年までに訪日外国人旅行者を2,000万人とすることを目標とする

中、平成26年の訪日外国人旅行者数は約1,341万人にまで急増しています。また同年、
日本を訪れた外国人による旅行消費額は２兆円に達しています。

・このような機会を捉え、インバウンド需要を農山漁村の活性化や６次産業の市場規模
拡大、さらに輸出拡大につなげていくため、地域の食・食文化の魅力をオールジャパ
ンで分かりやすく発信していくための仕組みとして「食と農の景勝地（仮称）」の創
設に向けた検討を行っているところです。

・このため、今後は、
① 「食と農の景勝地（仮称）」の仕組みも踏まえて各地域の食・食文化の魅力を効

果的に発信するとともに、
② 地域を訪れた訪日外国人が地域の食を楽しめる環境整備を図ることで、
地域での食体験を通じて、日本食・食文化への理解を深め、また、日本産食材等の評
価を高めることで、一層の輸出等につなげていくといった好循環を形成していくこと
が重要です。

政策目標
○ 平成32年度までに、訪日外国人旅行者を含めた交流人口を1,300万人まで増加さ

せることにより、所得・雇用創出を実現（平成32年度）
○ インバウンド需要の増大と農林水産物・食品の輸出増加の循環を実現

(訪日外国人旅行消費額４兆円(32年度)､農林水産物･食品輸出額１兆円目標の達成
(32年度の前倒しを目指す))

＜主な内容＞
１．地域の食文化資源魅力活用・需要拡大事業 ５２（－）百万円

地域の農林水産物・食品、食文化、景観等の従来から地域にある魅力を再発見し、
その魅力を映像化する地域の取組を支援するとともに、映像を通じて地域の魅力やス
トーリーを訪日外国人旅行者との共有及び次世代へ継承を図るためのプラットフォー
ムの構築を支援します。

補助率：定額
事業実施主体：民間団体等

２．「食のおもてなし」によるインバウンド対応促進事業 １８（－）百万円
訪日外国人旅行者が日本における食体験を通じて、日本食や日本食材等への理解増

進に資する環境づくりとして言語や食習慣の違いに対応した飲食店等を拡大していく
ため、飲食施設等を対象として多言語対応やムスリム・ベジタリアン対応に関する研
修会の実施を支援するとともに、地域において飲食店等がインバウンド対応について
相談できる体制を整備するため、飲食店のインバウンド対応について地域でサポート
する人材を育成する取組を支援します。

補助率：定額
事業実施主体：民間団体等

お問い合わせ先：食料産業局食文化・市場開拓課（０３－６７４４－１７７９）

［平成28年度予算の概要］

5



宿泊費

6,099億円
30.1%

交通費

2,181億円
10.8%

娯楽サービス

費

465億円…

その他

76億円
0.4%

旅行消費額
2兆278億円

買い物代
7,146億円
35.2％

食関連は
1,500億円程度

飲食費
4,311億円
21.3％

10,849 

14,167 

20,278 
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1341 
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旅行消費額（億円）

訪日外客数（万人）

[訪日外国人旅行者数と消費額の推移] [2014年 訪日外国人旅行消費額]

※買物代のうち２割弱が食関連観光庁「訪日外国人旅行者動向調査」

⾷によるインバウンド対応推進事業

⽇本⾷・⾷⽂化への関⼼の⾼まりや農林⽔産物・⾷品の輸出増⼤の成果をインバウンド（外国⼈の訪
⽇）需要の増⼤につなげ、⽇本での体験を通じて更に⽇本の⾷材の評価を⾼めるといった好循環を構築
するため、①地域の⾷の魅⼒を発信する基盤づくりを⽀援するとともに、②訪⽇外国⼈に⽇本の⾷を楽
しんでもらうための環境整備を推進します。

「観光立国アクションプログラム2015」
（平成27年6月5日第5回観光立国推進閣僚会議決定）

• 受入環境整備を加速し、「2000万人時代」を早期実現

• 2000万人達成時に旅行消費額4兆円を目指す

• 日本人自らも、日本の文化や地域の価値を誇りに思う
「質の高い」観光立国を目指す

• オリパラ東京2020を弾みとして、観光立国のレガシーを遺す

現状 めざす姿

①来ていただくための基盤づくり ②食べていただくための体制づくり
地域の⾷⽂化資源魅⼒活⽤・需要拡⼤推進事業

（⾷と農のアーカイブ構築事業）
「⾷のおもてなし」によるインバウンド対応促進事業

【平成28年度予算額：70（－）百万円】

• 地域の食・食文化等の中から世界に通用する魅力を再発見する
ことを支援するために国内外の料理人や有識者等を地域へ派遣

発掘

• 地域の食・食文化の魅力やそのストーリーを、国
内外の旅行者や次世代へ共有するための映像
製作を支援

記録

• 地域の魅力・ストーリーを記録した映像を集約化・ブランド化し、
国内外へ発信するためのウェブサイトを構築

発信

• 飲食店等におけるインバウンド対応（多言語対応やムスリム・ベジタリ
アン対応等）を促進するために必要な情報等を提供する研修の実施

• インバウンド対応を行おうと検討している、あるいはインバンド対応
に着手し始めた飲食店等を対象に、研修を実施し、訪日外国人旅
行者の受入体制の裾野を拡大

飲食店等の対応促進

• インバウンド対応に既に着手している飲食店等がＰＤＣＡサイクルを
円滑に回し、改善点の気づきや改善策を得るために必要な助言を行
うサポート人材を育成するための研修を実施

• サポート人材は自治体、飲食業関連団体、地域商工団体等の職員
を対象とし、研修を通じて、地域で気軽に相談できる飲食店のインバ
ウンド対応に関する相談役を育成

サポート人材育成

（52百万円） （18百万円）

オールジャパンで地域の食・食文化の魅力を分かりやすく発信するた
めの仕組みとして現在検討している「食と農の景勝地（仮称）」も踏ま
え、以下の取組を支援。



63 森林・山村多面的機能発揮対策
【２，４６２（２，５００）百万円】

対策のポイント
森林の有する多面的機能の発揮に向け、地域住民等による森林の保全管理

活動等の取組を支援します。

＜背景／課題＞
・森林の有する多面的機能を発揮するためには、適切な森林整備や計画的な森林資源の
利用が不可欠ですが、林業の不振、山村地域の過疎化・高齢化により森林の手入れを
行う地域住民が減少し、適切な森林整備等が行われていない箇所が見られます。

・そのため、地域住民等による森林の手入れ等の共同活動への支援を行うことが必要で
す。

政策目標
○全国800の市町村で地域の特性に応じた森林の保全管理等の取組を実施
（平成26～28年度）

○長期にわたり手入れをしなかったと考えられる森林を整備した面積
（5,500ha（平成26～28年度））

＜主な内容＞
１．森林・山村多面的機能発揮対策交付金 ２，４５２（２，４８５）百万円

地域住民、森林所有者、自伐林家等が協力して行う、以下の取組を支援します。
（１）地域環境保全タイプ

集落周辺の美しい里山林を維持するための景観保全・整備活動、森林内に侵入
したモウソウチク等の竹林の伐採・除去や利用に向けた取組

（２）森林資源利用タイプ
広葉樹等の森林資源をしいたけ原木等に活用することを目的とした樹木の伐採、
玉伐り、搬出等

（３）教育・研修活動タイプ
森林を利用した環境教育や研修活動

（４）森林機能強化タイプ
上記（１）及び（２）の活動の実施に必要な路網や歩道の補修・機能強化、鳥

獣害防止柵の改良等
（５）機材及び資材の整備

上記（１）、（２）及び（４）の活動の実施に必要な機材及び資材の整備
補助率：定額、１／２、１／３以内（一活動組織当たりの単年度の交付額の上限は

５００万円）
事業実施主体：都道府県・市町村・学識経験者・関係団体等から構成される地域協議会

都道府県

２．森林・山村多面的機能発揮対策評価検証事業 １０（１５）百万円
森林・山村多面的機能発揮対策交付金による活動の成果について評価・検証する

とともに、各地域協議会、活動組織等を集めてそれらの活動内容の報告・意見交換
会を開催します。

委託費
委託先：民間団体

［お問い合わせ先：林野庁森林利用課 （０３－３５０２－００４８）］

［平成28年度予算の概要］

7



 地域住民、森林所有者、自伐林家等が協力して実施する里山林の保全、森林資源の利活用、森林環境教育・研修活動など、以下の
取組を支援。 

国 

地域協議会：都道府県、市町村、学識経験者、関係団体等で構成 

支援対象となる活動組織の活動内容例  

【交付金】 

活動組織：地域住民、森林所有者、自伐林家等で構成 

〔事業の内容〕 

 森林の有する多面的機能の発揮には、適切な森林整備や計画的な森林資源の利用が不可欠だが、林業の不振、山村地域の過疎
化・高齢化により森林の手入れを行う地域住民が減少し、適切な森林整備等が行われていない箇所が見られる。 

・補助率 : 定額 ・１活動組織当たりの交付上限額 : ５００万円 

森林・山村多面的機能発揮対策 
【平成28年度予算概算決定額 ２，４６２（２，５００）百万円】 

背
景 

事
業 

評価検証事業受託者：民間団体 

上記の活動の評価・検証等 
地域協議会、活動組織等を集めた報告・意見交換会 活動の成果の評価・検証 

交付金の管理、森林のマッチング、安全研修等の実施、資機材貸与等活動組織の持続的な体制を支援 

森林資源利用タイプ 

しいたけ原木などとして 
利用するための伐採活動 

（16万円/ha） 

教育・研修活動タイプ 森林機能強化タイプ 

路網の補修 
・機能強化等 
（1千円/ｍ） 

森林環境教育の実践 
（5万円/回：年度内の

上限12回） 

里山林景観を維持 
するための活動 

(16万円/ha) 

侵入竹の 
伐採・除去活動 
（38万円/ha） 

地域環境保全タイプ 

機材及び資材の整備：教育・研修活動タイプを除く上記活動の実施に必要な機材及び資材の整備（1/2（一部1/3）以内） 

http://www11.plala.or.jp/satoyama-club/sub/photo/donbi/donbi1-600.jpg
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