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事業概要

●静岡市の中山間地域の自立的な維持・発展を促進
するため、

●地域が有する産業・自然・生活・文化などの様々な
資源を活用して、

●地域住民自らが取り組む、特産品の開発や販売促
進、新たな産業づくり、地域活性化活動などに対して、

●事業企画への支援及び事業費への助成を実施する
ものです。

2



補助対象者

中山間地域（別紙参照）の地区連合町内会・自治会
連合会・連合自治会、もしくは同地区に居住する住民
等が組織する団体などで、各地区１団体のみが補助
対象者となります。

（注意）同一年度内に補助申請できる団体は、各地区
１団体だけですので、申請を希望される地区において
は、連合町内会等を中心に、地域ビジネスや活性化
活動に取り組む住民・集落・団体などとの連携のもと、
計画の立案に当たってください。
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これ一番事業計画

補助金の交付を申請するためには、地区
の目指す将来像、目標や、目標を達成する
ために実施を予定している地域資源を活用
した活性化策（チャレンジ事業）などを記載し
た「これ一番事業計画」について、市の認定
を受ける必要があります。
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これ一番事業計画

これ一番事業計画の策定にあたっては、
地域住民や団体等が連携して、地域の現状、
課題を把握し、地域資源の活用方法や地区
の将来像について、共通の認識を持って取
り組む必要があります。

中山間地域への関心が高まる中、都市に
はない魅力を高め、多様なライフスタイル
（過ごし方）を実現できる地域づくりを進め、
結果、農林水産業が健全に展開し地域が発
展するような計画づくりが重要です。
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事業の認定

市では、地区から提出された事業計画につい
て、各分野の専門家のアドバイスのもと、計画の
具体性や事業性などに関する審査を行うほか、
計画の実効性を高めるための指導も行い、実現
レベルに達したと判断した事業を認定します。

市の認定を受けた団体は、この事業計画に
沿って、補助金の交付申請をしていただくことに
なります。
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事業計画の期間、認定回数

１つの事業計画の期間は、最長３年です。

※各地区とも、最大３回、事業計画の認定を

受けるチャンスがあります。
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補助対象事業

地域資源を活用して、地域の活性化を目標
に試行的、先駆的に実施される事業計画に
登載された「チャレンジ事業」が補助の対象と
なります。
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補助対象事業

○農林水産物・鉱工業品の高付加価値化・ブランド化

○観光・交流・体験教育ビジネスの創出

○地域のまちづくり、教育、子育て、福祉、環境、文化などの

コミュニティビジネスの創出

○市民と産学官連携による産業・雇用の創出

○森林の循環利用の仕組みづくり

○新たな地域運営のための人材・グループの育成及び仕組みづくり

具体的には、次のような目標のために実施
する事業が「チャレンジ事業」に該当します。
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チャレンジ事業例

□地域ホームページ開設事業

地域資源、ｲﾍﾞﾝﾄ情報、ﾌﾞﾛｸﾞ、ﾌｫﾄ等を地域ﾎｰﾑ
ﾍﾟｰｼﾞに掲載し情報発信することにより、地域に注目
を集め、集客や販売促進などの効果を高める。

□観光案内（ツアー）事業

探検、散策、ｳｫｰｷﾝｸﾞ、登山、食巡り、温泉、自然、
ﾊﾟﾜｰｽﾎﾟｯﾄ、清流などの自然資源・観光資源を活用
したﾂｱｰを企画、整備、ＰＲし、ｶﾞｲﾄﾞをつけるなど観
光客の満足度を高め、ﾘﾋﾟｰﾀｰを開拓する。
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チャレンジ事業例

□特産品開発（栽培・加工・販売）事業

新商品（加工品）開発の企画、試作、ＰＲ、販売、
販促ｲﾍﾞﾝﾄ、営業活動等による販路拡大を行い、ﾋﾞ
ｼﾞﾈｽ化（流通化）を目指す。場合により新商品のた
めの原材料の栽培にも着手する。

※ただし、直売所の建設・設置事業（テント等簡易なものは
除く）については、対象外。
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チャレンジ事業例

□農林水産業体験事業

田畑や森林を提供し、農作物の耕作～収穫等の
農林水産業体験や市民農園としての貸出し、農作
物の栽培講習会・説明会を行い、都市住民との交
流拡大を目指す。

小学校の学習体験教室の場として、企画、宿泊・
体験環境整備、関係者研修・誘致活動等を行い、
体験学習の固定化を目指す。
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チャレンジ事業例

□レジャー・スポーツ振興事業

ｷｬﾝﾌﾟ、ﾊﾞｰﾍﾞｷｭｰ、川遊び、ｱｽﾚﾁｯｸ、ｽﾎﾟｰﾂなど、
親子等で遊べる場所の整備、ＰＲを行い、大会などｲ
ﾍﾞﾝﾄを開催し、都市住民との交流拡大を目指す。

□地域活性化関連ハード整備事業

遊歩道、登山道、花木、広場、公園、遊び場、ﾄｲﾚ、
ｽﾎﾟｰﾂ広場、ﾋﾟｸﾆｯｸ広場、案内板、案内所、防護柵
など、前述の活性化事業に関わる整備を行う。
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チャレンジ事業例

□地域活性化関連イベント開催事業

前述の活性化事業を振興・ＰＲするため、歴史、文
化、農林水産業、観光、ﾚｼﾞｬｰ・ｽﾎﾟｰﾂ等のｲﾍﾞﾝﾄを
開催し、都市住民との交流拡大を目指す。

□地域活性化関連広報・ＰＲ事業

前述の活性化事業をＰＲするため、各種ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ作
成、地域ｷｬﾗｸﾀｰ作成など、地域や事業のＰＲとなる
広報活動を行う。
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Ａ町内

Ｃ町内

Ｄ町内

Ｂ町内

観
光
宿
泊
客

年
間
○
○
○
人
の
増
加

目標
(将来像)

観光資源の
活用促進

・魅力ある観光資源
を活かした観光商品
の開発（自然、文化、
歴史）

観光案内・
情報提供の充実

・提案型観光案内の導入
・案内標識の充実
・地区ホームページ開設

農林業体験
交流メニューの充実

・体験交流場の整備
・農業体験プログラムの開発

移動の快適化

・周遊割引券の導入
・危険個所の整備
・沿道の植樹

観光ルートの
開発・整備

・快適で魅力のある観
光ルートの開発・整備
・案内の充実特産品の充実

・地域限定メニュー
の開発

宿泊の魅力向上

・共通入湯券の導入
・宿による宿泊客への着地型旅行商品の開発・販売
・夜間イベントの開催
・宿泊地ロケーションの整備

Ｚ地区
連合町内会

加工販売所

宿泊施設

観光名所 体験交流場

事業例１（観光主体） 事業名：また訪れたくなる癒しと感動体験のまちづくり
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Ａ町内

Ｃ町内

Ｄ町内

Ｂ町内

新
商
品
の
開
発
・
年
間
○
○
○
個
の
販
売

目標
(将来像)

観光資源の
活用促進

・新商品ＰＲと連携
した観光資源・宿泊
施設等の活用促進
販売

地域特産を活かした
新商品開発

・地域限定の特産を活かした
新商品の開発、試作
・専門家、大学等との連携

新商品の原材料の
生産強化

・原材料の生産箇所の整備・拡充
・原材料の生産につながる農業体験
プログラムの開発

移動の快適化

・周遊割引券の導入
・沿道の植樹
・自主交通機関の整備 生産者・販売者

の育成

・原材料生産者、商品
生産・販売者の生産販
売技術等の伝承

新商品の戦略的ＰＲ

・地区ホームページ開設によるＰＲ
・ファンクラブ、ネット販売等、リピーター獲得手段の促進
・ＰＲイベントの開催、ＰＲパンフレットの作成・配布
・新商品のブランド化、洗練されたパッケージデザインに統一

Ｚ地区
連合町内会

飲食店

観光名所

体験交流場

原材料生産

原材料生産

加工販売所

原材料生産

新商品の
メニュー化

・飲食店での新商品メ
ニュー化
・飲食店ごとの個性化、
新バージョン開発

事業例２（特産品主体） 事業名：○○を使用した新商品開発とブランド化による活性化
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補助対象経費

○報償費－－－－－－－ （例）謝金、表彰に係る経費

○旅費－－－－－－－－ （例）調査、視察、研修等に係る旅費

○消耗品費－－－－－－ （例）一般消耗品、文具、図書雑誌の購入に係る経費

○燃料費－－－－－－－ （例）自動車等の燃料に係る経費

○印刷製本費－－－－－ （例）一般印刷物、図面、写真、パンフレット等の作成に係る経費

○通信運搬費－－－－－ （例）郵便料、電話料、回線使用料等

○委託料－－－－－－－ （例）ホームページ作成、市場調査等、専門的業務に対する委託料

○使用料及び賃借料－－ （例）コピー使用料、会議室の借上料等

○工事請負費－－－－－ （例）土地・工作物等の造成、製造、改造、移転の工事に要する経費

○原材料費－－－－－－ （例）原材料等の購入費

○備品購入費－－－－－ （例）事務機器、事業用機器、機械装置及び設備等の購入費

○人件費－－－－－－－ （例）事業実施団体構成員その他の事業従事者に対する給料、報酬等

○その他補助対象事業に必要な経費として認められる経費

具体的には、補助対象事業の実施に要する
次のような経費が該当します。
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補助対象とならない経費

○補助対象事業を実施するために直接必要とは認められない経費

○これ一番事業の実施そのものを業務とするものに対する委託料

○不動産の取得に係る経費

○特定個人への補償に係る経費

○食糧費（会議等における出席者・関係者の飲食に係る経費）

○交際費（祝儀、慶弔費、接待における食事等に係る経費）

○既存の施設又は備品等の単なる維持管理及び更新に係る経費

○報償費のうち、コンクール等入賞者に対する賞金

○賃金、報償等人件費のうち、補助対象経費の20％を超える金額

○その他不適当と認められる経費

補助対象事業実施に要する経費であっても、
次のような経費は、補助対象となりません。
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補助率及び補助金額

補助率は、事業費（補助対象経費）の8/10

補助金額は、１計画につき最大1,000万円

（単年度ごとの限度額は500万円）

【具体例】
１年目補助対象経費 ２５０万円・・・・・8/10 ２００万円 補助金交付額２００万円
２年目補助対象経費 ５００万円・・・・・8/10 ４００万円 補助金交付額４００万円
３年目補助対象経費 ７５０万円・・・・・8/10 ６００万円 補助金交付額４００万円

計 １，０００万円
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事務手続きの流れ（計画策定～認定）

地域の事業実施団体

事業化支援審査会
（起業支援専門家含む）

市

事業計画審査

事業認定

これ一番事業計画
策定

計画策定相談

計画策定支援

①事業計画提出

③事業認定通知

②計画再調整
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事務手続きの流れ（交付申請～事業実施）

地域の事業実施団体 市

補助金交付申請
④補助金交付申請書提出

⑤補助金交付決定通知

（補助金概算払交付申請書）

（補助金概算払交付）
事業実施
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事務手続きの流れ（事業完了～補助金交付）

地域の事業実施団体 市

事業完了
⑥事業実績報告書提出

⑦補助金交付確定通知

⑧補助金請求書（又は精算書）

事業評価

⑨補助金交付（又は返納）
補助金交付
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１．これ一番事業計画の策定

○学（地）区自治会連合会単位で、これ一番事業を実施する団体が策定し、事業認定
申請書に添えて提出してください。

【記載内容】
①これ一番事業の事業名（テーマ）
②これ一番事業において目指す目標（値）
③事業計画の対象となる地区
④事業計画の策定団体
⑤事業計画の期間
⑥地区の現状と課題
⑦活用する地域資源
⑧テーマ実現への方策（地区の将来の活動イメージ）
⑨チャレンジ事業の内容
（事業名、地区、主体、期間、目的、内容、スケジュール、事業費等）
⑩これ一番事業の推進体制
【他添付書類】
①全体収支計画書 ②団体構成員名簿 ③その他必要書類

補助金の交付を申請するには
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２．これ一番事業の認定

補助金の交付を申請するには

○市は、事業認定申込書の提出があった場合は、事業の内容を審査します。

各分野の専門家のアドバイスを受けながら、事業計画の内容が、これ一番事業の趣
旨に適合し、事業計画の目標を達成するためにふさわしい具体的や事業性（収益性）
を備えた事業であって、将来的に地域が自立し、地域の活性化を図れる見込みがある
と認められる場合は、事業認定します。

○必要に応じて、事業計画の実効性・実現性を高めるための助言・指導を行いながら、
事業計画の再調整をしていただくことになります。
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３．補助金交付申請書の作成

○事業認定を受けたこれ一番事業を実施する団体が作成し、提出してください。

【記載内容】
①これ一番事業の事業名
②交付申請額

【他添付書類】
①これ一番事業認定通知書の写し ②チャレンジ事業実施計画書 ③収支予算書
④その他必要書類

補助金の交付を申請するには

補助金交付決定

※ 補助金交付申請書は、単年度ごとに作成、申請となります。
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地域の自発的地域活性化事業に対する支援スキーム

○これ一番事業計画策定
○チャレンジ事業計画・実施
・農林水産物等の高付加価値化、ブランド化
・観光・交流・体験教育ビジネスの創出
・地域のコミュニティビジネスの創出
・産学官との連携による産業・雇用の創出
・森林の循環利用の仕組みづくり
・新たな地域運営のための仕組みづくり など

○経済産業省
「地域資源活用販路開拓等支援事業」
「社会課題解決型ビジネス活性化事業」
○農林水産省
「農山漁村活性化プロジェクト支援交付金」
○観光庁「観光圏整備事業」
○国土交通省「地域材活用木材住宅振興事業」
○農水省・文科省・総務省
「子ども農山漁村交流プロジェクト」
○農林水産省・経済産業省
「農商工等連携促進対策事業」
○総務省「緑の分権改革推進事業」 など

○中山間地域ビジネス展開支援事業
○農業振興課との連携（耕作放棄地、担い手育成）
○産業政策課との連携（産学交流センター事業等）
○その他、各課補助支援業務 など

○新商品・新製品のビジネス化、流通化、販路拡大
○観光客の安定化、定着化
○都市間交流の活発化、定着化
○農林水産業の振興推進
○地域雇用の推進・定着化
○地域運営の安定化

おらんとこの「これ一番」事業 国等他機関支援制度の活用

市における他の支援メニュー
地域が自立し単独事業化

再支援必要

再支援不要
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