
別記様式第１号(第四関係）

桜井市南部地区活性化計画

奈良県・桜井市

令和２年２月



市町村名 桜井市 計画期間（※２）目　　標　：（※３）
目標設定の考え方地区の概要：
現状と課題
今後の展開方向等（※４）

１　活性化計画の目標及び計画期間都道府県名奈良県農業の知の拠点が集積（農業研究センター、食と農の大学校等）する地域の強みを活かし、歴史深い古都奈良で、①農業農村の楽しみ、②本物の食の味わいを体験し、学び、習得　できる、『次世代のならの農業と食の魅力』や『農泊体験の魅力』を感じられる賑わいの拠点づくりを図ることにより、農泊人口の増大を図る。これにより、子どもや学生等が農に触れる機会を提供するとともに、農業体験や交流等を行うことで、計画区域内及びその周辺の農林業の活性化を図り、交流人口の増加（滞在者数及び宿泊者数の増加　１，３７２人／年（令和５年度～令和７年度の３年平均））を目指す。
桜井市は、奈良盆地の東南部に位置し、東と南を青垣山に囲まれ、古くは「やまとはくにのまほろば」とうたわれた「ヤマト」の地域であり、古墳や社寺等多くの歴史的資源を有している。計画区域内には、奈良県立なら食と農の魅力創造国際大学校（NAFIC）が立地しており、「食」の担い手育成が行われている。その他、農業研究開発センターや奈良県銘木協同組合等が集積し、奈良県の農林業の知の拠点が集積している。計画区域内には、30～40歳代の新規就農者がおり、本事業への参画が期待できる。

奈良県 桜井市南部地区 令和２年度～令和４年度地区名(※１)

①農（林）業を活かした農泊と関連産業の創造　★外国人にも魅力ある農泊（農業体験農村交流＋食事＋宿泊）サービスの提供　★農業や食農泊ビジネスへの関心層の研修交流活動や宿泊を支援する場の提供　　〇農業農村（自然、文化、景観）体験や周辺探訪ルートの発掘（周辺農家住民連携）　　〇農村の魅力の発掘発信農家民泊の紹介⇒農林資源を活かした魅力ある農泊体験を楽しむ場、実践を通した関連ビジネス促進の場②次世代を見据えた魅力ある農業の推進による農と食の関係人口の拡大　★最新技術に関する研修交流活動や宿泊を支援する場の提供　★最新技術を活用した農業実践、体験見学（企業、大学連携）の拠点づくり　　○チャレンジ農園や販売戦略の開拓　　○農地や施設の管理軽減や防災等の多面的機能の発揮のための技術の実践⇒儲ける農業近代農業楽々管理など未来の魅力ある農業、多くの人が参画できる農業経営を学び習得する場③地域食材を活かした美味しい食の創造　★地域食材の魅力を発信する食の体験イベントの提供　★ＳＮＳによる、インスタ映えする美しい料理やメニュー提供　　〇食の体験、食コンテストなど（オーベルジュＮＡＦＩＣと連携）　　〇県内の農と食、地域食堂連携イベント（ぐるっとオーベルジュ連携）⇒食イベントで集う場、食イベントノウハウ習得の場

計画区域は、農林業が主要な産業となっているが、従事者数が減少しているとともに、高齢化が進んでいる。このような状況の中、NAFICの設立を契機として、地域の活性化を行うために、「NAFIC周辺賑わいづくり協議会」が立ち上がり、農泊の推進等のソフト対策に取り組んでいる状況である。今後はさらにこのような動きを促進するために、農林業の知の拠点が集積しているという利点を最大限に活用し、歴史深い古都ならではの、①農林業農村の楽しみ、②本物の食の味わいを体験し、学び、習得できる拠点づくりが求められている。

計画の名称 桜井市南部地区活性化計画



（１）法第５条第２項第２号に規定する事業（※１）桜井市 桜井市南部地区 奈良県 あり ハ
（２）法第５条第２項第３号に規定する事業・事務（※４）
（３）関連事業（施行規則第２条第３項）（※５）
（４）他の地方公共団体との連携に関する事項（※６）

２　定住等及び地域間交流を促進するために必要な事業及び他の地方公共団体との連携市町村名 地区名 事業名（事業メニュー名）（※２） 事業実施主体 法第５条第２項第２号イ・ロ・ハ・ニの別(※３）
市町村名 地区名 事業名 事業実施主体

交付金希望の有無
備考

備考
交付金希望の有無

市町村名 地区名 事業名 事業実施主体 備考

28農林漁業・農山漁村体験施設 （農山漁村交流対策型）

関連事業無し



桜井市南部地区（奈良県桜井市） 区域面積 （※２）区域設定の考え方 （※３）①法第３条第１号関係：
②法第３条第２号関係：
③法第３条第３号関係：
【記入要領】※１　区域が複数ある場合には、区域毎にそれぞれ別葉にして作成することも可能。※２　「区域面積」欄には、施行規則第２条第２号の規定により、活性化計画の区域の面積を記載する。※３　「区域設定の考え方」欄は、法第３条各号に規定する要件について、どのように判断したかを記載する。

３　活性化計画の区域（※１) 2,739ｈａ　・本地区の総面積2,739haのうち、農地面積は405ha、山林面積は2,074haと併せて全体の90.5％の割合を占めている。（水土里ネット奈良　農地地図情報システムの面積の集計により算出）・また、全就業者数1,371人のうち、農林漁業従事者は79人と5.8％を占めている。（平成27年国勢調査のデータにより算出。なお、橋本、高田、池之内、生田については使用しているデータの都合上、市街化区域も含む形で就業者数を算出しているが、実際の計画区域の就業の傾向は大幅には変わらないものと想定される）・ほ場整備済の区域が中心となっており、農業基盤が整っている。・計画区域内には、NAFICをはじめとして農業研究開発センターや銘木協同組合など、農林業の拠点となる施設が集積している。・以上より、農業が本活性化区域の重要な基幹産業となっている。

　本地区は全域が市街化調整区域となっており、市街地が形成されている地域はない。
・計画区域は、特色ある農林業資源が集積する地域として、自然的・社会的・経済的な一体性は高い。・上位関連計画では、「農業交流ゾーン」や、「観光・産業連携拠点」を含む「自然・歴史・文化ゾーン」、「森林再生ゾーン」に位置づけられており、農林業資源を生かしつつ、地域の観光・産業振興や交流促進により、地域の活性化を進めていく方向性が示されている。・ＮＡＦＩＣ周辺地域を中心として農泊に取組み、区域全体の農山村の自然・田園・歴史文化等の資源を活用して活性化を図る区域である。・農業従事者の高齢化が進み、後継者不足、生産・管理等の営農活動の負担増大など、持続的な農業の面で課題となっている。



３　活性化計画の区域（※１)

セミナーハウス整備 桜井市
奈良県



６　活性化計画の目標の達成状況の評価等(※１）

【記入要領】※１ 　施行規則第２条第５号の規定により、設定した活性化計画の目標の達成状況の評価について、その手法を簡潔に記載する。　なお、当該評価については、法目的の達成度合いや改善すべき点等について検証する必要があるため、法施行後７年以内に見直すこととされていることにかんがみ、行われるものである。　その他、必要な事項があれば適宜記載する。
その他留意事項その他留意事項その他留意事項その他留意事項

①都道府県又は市町村は、農林水産大臣に活性化計画を提出する場合、活性化計画の区域内の土地の現況を明らかにした

　 図面を下記事項に従って作成し、提出すること。

　・設定する区域を図示し、その外縁が明確となるよう縁取りすること。（併せて、地番等による表示を記述すること）

　・市町村が活性化計画作成主体である場合、5,000分の1から25,000分の1程度の白図を基本とし、都道府県が活性化計画作成

　 主体である場合等区域の広さや地域の実情に応じて、適宜調整すること。スケールバー、方位を記入すること。

　・目標を達成するために必要な事業について、その位置がわかるように旗上げし、事業名等を明記すること。

  　関連事業についても旗上げし、関連事業であることがわかるように記載すること。

②法第６条第２項の交付金の額の限度額を算出するために必要な資料を添付しなければならないが、その詳細は、

農山漁村振興交付金(農山漁村活性化整備対策)実施要領の定めるところによるものとする。

毎年交付対象施設へのヒアリングにより、宿泊者数について確認・評価を行う



参考様式１

計　画　主　体　名 計　画　期　間
＜連絡先＞ 担当課 電話番号 ＦＡＸ番号 メールアドレス奈良県担い手・農地マネジメント課 ０７４２－２７－７４２７ ０７４２－２７－５３５１ ninanou@office.pref.nara.lg.jp桜井市農林課 ０７４４－４２－９１１１ ０７４４－４８－３１２１ nourin@city.sakurai.lg.jp【記入要領】計画主体名 ・市町村名にはふりがなをふること。・共同で作成する場合は、すべての計画主体を掲げるとともに、代表となる計画主体には（代表）と記載すること。計画期間 ・計画期間は活性化計画の計画期間を記入すること。連絡先 ・共同計画の場合は行を追加し、すべての計画主体の連絡先を記入すること。メールアドレス ・当該交付金に係る連絡に利用できるメールアドレスを記入すること。

農山漁村振興交付金（農山漁村活性化整備対策）事業実施計画農山漁村振興交付金（農山漁村活性化整備対策）事業実施計画農山漁村振興交付金（農山漁村活性化整備対策）事業実施計画農山漁村振興交付金（農山漁村活性化整備対策）事業実施計画

奈良県（代表）さくらいし桜井市 令和２年度～４年度



Ⅰ　事業活用活性化計画目標Ⅰ　事業活用活性化計画目標Ⅰ　事業活用活性化計画目標Ⅰ　事業活用活性化計画目標

Ⅱ　評価指標Ⅱ　評価指標Ⅱ　評価指標Ⅱ　評価指標

具体的数値目標 1,372人 整備施設における農泊（農村体験や交流、農景観を楽しむ滞在）関連の宿泊者数（人）※令和５年度～７年度の宿泊者数を目標とする
具体的数値目標 6.5人 活性化計画により整備したセミナーハウスのセミナー棟における新規常時雇用者数（人）※令和５年度～７年度の雇用者数の平均を目標とする
具体的数値目標 2種類 セミナーハウスを中心として展開される体験のメニューの種類※令和５年度～７年度における体験メニューの種類を目標とする

評価報告予定年（評価期間の終了直後の９月末日まで）令和８年評価期間（原則として３年間の効果発現状況を把握する期間）令和５年４月～令和８年３月

滞在者数及び宿泊者数の増加
第１評価指標の設定根拠

第２評価指標（任意）

事業活用活性化計画目標の設定根拠

具体的数値目標の算出方法

事業活用活性化計画目標

第１評価指標（必須）

◇宿泊者数（現状）　　・0人◇宿泊者数の目標値　　・農泊（農村体験や交流、農景観を楽しむ滞在）         R5年度　　1,372人、 R6年度　　1,372人、 R7年度　　1,372人より、　３カ年平均　1,372人／年
具体的数値目標の算出方法

農観連携・グリーンツーリズムの促進 本計画においては、“次世代の『ならの農業と食の魅力』を感じられる人材育成・実践・情報発信の拠点づくり“により、活性化計画区域内外の人材が交流し、計画区域内及びその周辺の農林業の活性化を図ることを目的としている。

◇提供する体験メニューの種類（現状）　　・0種類　※現在体験を実施していないため◇提供する体験メニューの種類の目標値　　・２種類　　農業体験、農家等への研修等の農業への関心を高めて交流を広げるメニュー　　　　　　　　　料理体験、食のイベント等の地域食材の魅力を発信するメニュー
提供する体験メニューの種類
第３評価指標の設定根拠

雇用者数の増加
第２評価指標の設定根拠

具体的数値目標の算出方法

◇常時雇用者数（現状）　　・0人　※施設未整備のため◇施設整備による雇用者数の目標値　　・6.5人／年
第３評価指標（必須）



Ⅲ　活性化計画の目標及び事業活用活性化計画目標と交付対象事業の関連性Ⅲ　活性化計画の目標及び事業活用活性化計画目標と交付対象事業の関連性Ⅲ　活性化計画の目標及び事業活用活性化計画目標と交付対象事業の関連性Ⅲ　活性化計画の目標及び事業活用活性化計画目標と交付対象事業の関連性事業メニュー名 地区名 事業内容 事業規模等 実施期間 事業実施主体 全体事業費（千円） 交付金要望額（千円） 交付額算定交付率 交付限度額（千円） 活性化計画の目標及び事業活用活性化計画目標との関連性 備考28農林漁業・農山漁村体験施設 桜井市南部地区 農山漁村体験滞在施設の整備 1472.86㎡（延床面積） R２～３ 奈良県 812,586 213,564 50 213,564 農泊体験を提供するための宿泊機能や研修室、食を楽しむための調理スペースを含めたセミナーハウス整備により、地域で進められている農泊の取り組みを促進し、宿泊者数の増加による地域振興を図る。

【記入要領】・必要であれば適宜欄の拡大、行の追加をすること。・創意工夫発揮事業である場合は、事業内容欄に一体として行う事業メニュー名及び一体的に行う必要性を併せて記載すること。・事業メニュー名欄には、実施要領の別表２の事業メニュー名を記入すること。・地区名欄には、事業の実施地区名を記入すること。・事業内容欄は、整備しようとする具体的な施設の内容を記載すること。・事業規模等欄は、施設ごとの棟数と床面積、林道や森林管理道等の場合は地区名と延長など、それぞれの事業内容に応じた事業規模を記載すること。・活性化計画の目標及び事業活用活性化計画目標との関連性欄は、これら目標を達成する上で、各々の事業の実施が必要な理由を記載すること。・「農泊推進対策」で実施する場合には、備考の欄にどのように「農泊」と関連するかを明記すること。（※）「農泊」とは、農山漁村において、日本ならではの伝統的な生活体験や農山漁村地域の人々との交流を楽しむ滞在（農山漁村滞在型旅行）をいう。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合　　　　計



Ⅴ　農山漁村振興交付金（農山漁村活性化整備対策）年度別事業実施計画Ⅴ　農山漁村振興交付金（農山漁村活性化整備対策）年度別事業実施計画Ⅴ　農山漁村振興交付金（農山漁村活性化整備対策）年度別事業実施計画Ⅴ　農山漁村振興交付金（農山漁村活性化整備対策）年度別事業実施計画

離島振興計画 輸出促進条件整備 耕作放棄地の解消に向けた取組 地域再生計画 まち・ひと・しごと創生寄附活用事業 定住自立圏共生ﾋﾞｼﾞｮﾝ 国土強靱化施策 福祉、教育、観光等と連携した地域活性化に向けた取組 女性の能力の積極的な活用に向けた取組 地域別農業振興計画 次世代農業農村振興計画 指定棚田地域振興活動計画

事業別内容 R2 奈良県 290009 奈良県桜井市 290009292061 桜井市 桜井市南部地区 ― ― ○ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 28 農林漁業・農山漁村体験施設 ２－第１(１) 農山漁村体験滞在施設工事一式 R2 ～ R3 奈良県
～～～～～～①事業費計②市町村等附帯事務費③県附帯事務費総合計（①＋②＋③）共同で計画作成を行う場合の内訳共同で計画作成を行う場合の内訳共同で計画作成を行う場合の内訳共同で計画作成を行う場合の内訳桜井市 事業費（ハード）市町村等附帯事務費奈良県 事業費（ハード）都道府県附帯事務費市町村等附帯事務費

他の施策との連携
指定棚田地域 連携施策は「１」を記載

計画の提出年度
新規・変更の区別新規「１」変更「２」

都道府県 計画主体
名称 コード（地方公共団体コード番号（総務省）） 名称 コード（地方公共団体コード番号（総務省）） 山村振興 過疎地域 特定農山村

市町村名 地区名 半島振興 離島振興 豪雪地帯 急傾斜地
計画期間最終年度奄美群島

地域指定状況 事業内容及び事業量連携施策は｢１｣を記載
事業メニュー名 要件類別等番号事　業メニュー番　号連携施策は｢１｣を記載 連携施策は｢１｣を記載該当する連携施策の番号｢１～６｣を全て記載 連携施策は｢１｣を記載連携施策は「１」を記載 連携施策は「１」を記載 連携施策は「１」を記載 連携施策は「１」を記載連携施策は「１」を記載連携施策は「１」を記載

全　　体　　計　　画
実施期間 事業実施主体



円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 ％ 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
812,586,000 427,128,000 213,564,000 50 213,564,000 0 0 0 農山漁村体験滞在施設工事一式 78,171,000 55,526,000 27,763,000 27,763,000 0 0 13 27,763,000 0 78,171,000 55,526,000 27,763,000 734,415,000 371,602,000 185,801,000 734,415,000 371,602,000 185,801,000

812,586,000 427,128,000 213,564,000 213,564,000 0 0 0 78,171,000 55,526,000 27,763,000 27,763,000 0 0 27,763,000 0 78,171,000 55,526,000 27,763,000 734,415,000 371,602,000 185,801,000 734,415,000 371,602,000 185,801,000
812,586,000 427,128,000 213,564,000 213,564,000 0 0 0 78,171,000 55,526,000 27,763,000 27,763,000 0 0 27,763,000 0 78,171,000 55,526,000 27,763,000 734,415,000 371,602,000 185,801,000 734,415,000 371,602,000 185,801,000

単　年　度交付限度額(Ｃ)×(Ｅ)－(Ｄ)(千円未満切捨） 消費税仕入控除税額交付対象事業費交付対象事業費 備考
前　年　度　ま　で 本年度

全体事業費 交付金額

翌年度以降（予定）本年度までの累計

交付対象事業費全体事業費
全　　体　　計　　画

全体事業費全体事業費 交付金額(Ｄ) 交付対象事業費 交付対象事業費全体事業費 交付金額 翌年度以降の累計 令和３年度
交付金額

市町村費 その他 年度末進捗率(Ｅ)全体事業費 交付金額(千円未満切捨） 交付額算　定交付率（Ｂ） 交付金額(千円未満切捨） 県費交付限度額(Ｃ)＝(Ａ)×(Ｂ)(千円未満切捨）交付対象事業費（Ａ） 事業内容及び事業量
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