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農村関係人口受入体制強化支援業務 

公 募 型 プ ロ ポ ー ザ ル 募 集 要 領 

 

令和４年６月１０日 

福島県農村振興課 

 

１ 業務の目的 

 農村地域は、農業と人々の生活が一体となったコミュニティによって支えられており、

農業生産のほか、水源のかん養、景観の形成や伝統文化の継承といった多面的機能を有し

ている。しかし、人口減少や高齢化の影響により地域活力が低下し、地域を維持していく

ためには、地域外から担い手となる人材を確保することが急務である。 

 近年では、都市部の若者を中心として、田園回帰への関心の高まりとともに、農村地域

と関わりを持ちたいと考える若者が増加傾向にあり、農村や地域住民と多様に関わる「関

係人口」の拡大は、これからの農村地域の維持・発展のために重要である。 

このため、農村地域と関わりを持とうとする地域外の住民（以下「農村関係人口」とい

う。）の受入体制を強化するため、農村地域の地域づくりに携わる人材の育成や、地域資

源を活用した農村関係人口の創出・拡大に向けた集落への支援を行うことにより、農村地

域の維持・発展を図る。 

 

２ 仕様 

(1) 委託業務名 

農村関係人口受入体制強化支援業務 

(2) 委託額 

   ５，７００，０００円（消費税及び地方消費税込み）を上限とする。 

※ 消費税及び地方消費税は 10％として計上すること。 

(3) 業務内容 

ア 農村関係人口活用のための研修会の開催 

（ア）対象 

農村関係人口の受入に意欲のある地域のリーダーや関係自治体職員等 

（イ）内容 

農村関係人口の受入体制を強化し、農村関係人口を活用した地域づくりに携わる人

材を育成するための研修の実施。 

（ウ）実施方法 

 浜通り・中通り・会津の会場で各１回（計３回）開催する。 

（エ）補足備考 

・参加者へのアンケート調査を実施する。 

・研修会への想定参加者数は、20～30 名／回とする。 

・研修会の中で、福島県内の農村地域における地域維持活動（草刈り等の農業用施設

保全活動や伝統行事など）等への農村関係人口の活用事例を紹介すること。 

・研修会には、ワークショップ等を通じて参加者が地域づくりについて自ら考える内          

容を含めること。 
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イ コーディネーター派遣による農村地域内の対話支援及び地域資源調査 

（ア）対象 

 福島県内で地域外人材との交流活動を実施している又は実施に意欲のある３地区

（集落） 

（イ）内容 

①地域振興手法を熟知したコーディネーターを派遣し、地域住民とともに話し合

い、地域の現状把握と分析・課題抽出等を行い、地域外の人材を活用する方法に

ついて検討する。地域住民の話し合いは各地区３回行う（３地区×３回）。 

②集落での地域資源調査を行い、その資源の地域外へのＰＲの視点も盛り込んだ

活用方法を検討する。 

（ウ）補足備考 

・コーディネーターは契約期間中、当該地区に常駐しなくてもよい。また、同一人を

複数地区に派遣することも可能（各地区に異なるコーディネーターを派遣すること

も可）。 

 

ウ 農村地域と農村関係人口とのマッチングイベント（オンライン交流会）の実施 

（ア）対象 

・福島県内で地域外人材との交流活動を実施している又は実施に意欲のある地区 

・農村地域外の住民（県内・県外を問わない） 

（イ）内容 

 農村関係人口に地域の魅力等を発信して今後の交流につなげるため、県内複数地域

合同でのマッチングイベント（オンライン交流会）を実施する。 

（ウ）実施方法 

 オンライン開催とし、別日程で計２回実施する。 

（エ）補足備考 

・参加者（農村地域及び農村地域外住民の双方）へのアンケート調査を実施する。 

・１回目と２回目の参加者に重複があってもよい。 

 

エ モデル地区における農村関係人口の受入実践 

（ア）対象 

・令和３年度に支援した２地区（以下「モデル地区」という。） 

・農村地域外の住民（県内・県外を問わない） 

（イ）内容 

 農村地域における農村関係人口の受入実践として、実際にモデル地区に足を運んで

地域住民と地域外住民が農地保全活動等を行う交流イベントを実施する。 

（ウ）実施方法 

 各モデル地区で１回ずつ実施する。なお、１度の行程で複数地区における交流を行

うことも可とする。 

（エ）補足備考 

・参加者へのアンケート調査を実施する。 
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・交流イベントへの想定参加者数（農村関係人口）は、各地区 10 名程度とする。 

・新型コロナウイルス感染拡大の影響により、地域外住民が実際にモデル地区を訪問

する形での交流イベントの実施が困難な場合、代替としてオンライン交流イベント

を実施する。 

 

オ 県内農村地域の意見交換会の開催 

（ア）対象 

 今年度及び過年度に支援した地区や、県内で農村関係人口の受入を実践している農

村地域 

（イ）内容 

  今後の地域間の連携につなげるため、取組内容や課題等の情報交換を行う。 

（ウ）実施方法 

 １回実施とし、オンライン開催も可とする。 

（エ）補足備考 

・参加者へのアンケート調査を実施する。 

・地域振興手法を熟知したコーディネーターを派遣して取組内容等への助言を行うこ

と。なお、上記イにおけるコーディネーターと同一人でもよい。 

 

カ 報告書の作成 

・上記ア～オで実施した内容について、それぞれ報告書を作成する。 

・報告書には、上記ア、ウ、エ、オで実施したアンケート調査の集計・分析、実施し

た内容全体を通した総合考察及び今後に向けた提案を含めること。 

・報告書に掲載した写真は、JPEG データとして納品する。なお、当該写真は事例紹介

等を目的に県ホームページ等に掲載する可能性があることについて、参加者へ事前

に了承を得ることとし、参加者から了承が得られなかった写真については納品時に

明確に区分すること。 

(4) 対象地域 

  ・(3)業務内容イの対象地区は、県が市町村等と調整の上で選定する。 

・(3)業務内容エのモデル地区は、福島県喜多方市高郷町本村地区、只見町布沢地区とす

る。 

(5) 業務の実施期間 

契約日から令和５年２月２８日までとする。 

 

３ 企画提案書 

(1) 提案内容 

   次のア～エの項目について、内容を明記した企画提案書を提出してください。 

ア 企画提案の考え方 

イ 業務の取組内容 

２の仕様に基づき、次の内容を明記した提案をしてください。 

(ア) (3)業務内容ア 研修会の開催方法、講師案 

(イ) (3)業務内容イ コーディネーター案とその理由 

(ウ) (3)業務内容イ 農村地域内の対話支援、地域の現状把握と課題抽出・分析、地域

資源調査の手法 

(エ) (3)業務内容ウ マッチングイベントの実施方法及び参加者募集方法 
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(オ) (3)業務内容エ 交流イベントの実施方法、参加者募集方法、新型コロナウイルス

感染拡大の影響によりオンライン開催となった場合の代替案 

(カ) (3)業務内容オ コーディネーター案とその理由、意見交換会の実施方法 

ウ 業務実施体制等 

(ア) 本業務の実施体制及び実施スケジュールについて明記してください。 

(イ) 本業務の遂行にあたっては、十分な知識や経験を有する者を総括責任者として専

従させることとし、専従予定者の所属・氏名及び職歴を明記してください。 

(ウ) 地域振興及び関係人口に関わる事業を実施した経験がある場合は、その内容と成

果を簡潔に取りまとめたものを最大３例記載してください。 

エ 積算見積書 

費目ごとの内訳、単価がわかるよう明記してください（人件費、交通費、通信運搬

費、印刷費、制作費、使用料等）。 

(2) 様式 

ア 企画提案書の様式は任意としますが、積算見積書については、参考様式１に準じ

て作成してください。用紙は、日本工業規格Ａ４版（縦）片面印刷としてください。

ただし、Ａ３サイズの折り込みは可能です。 

イ 頁数は２０頁以内としてください。 

(3) 提出方法等 

ア 企画提案書は１０部提出してください。なお、提出された提案書は返却しません。 

イ 書類作成及び提出等企画提案に要する経費等は全て提案者の負担とし、謝礼金等

の支払いは行いません。 

ウ 提出期限後は、企画提案書の資料の追加や差し替え、再提出は認めません。 

エ 複数の提案書の提出を行うことはできません。 

 

４ 業務委託予定者の選定 

(1) 審査公募型プロポーザルによる選定手順 

企画提案書の審査は、下記(2)に定める評価基準等に基づき、書面審査を行い、業務

委託予定業者（随意契約の予定者）を選定します。 

(2) 審査項目及び評価基準等 

審査項目 配点 評価基準 

１ 業務目的の

理解度 

１０点 ・事業目的に合致した提案となっているか。また、本県

における農村関係人口の現状を踏まえた提案となって

いるか。 

２ 企画提案内

容の計画性

・実現可能

性、創造性 

１０点 ・研修会の開催内容及び講師案が、農村関係人口の活用

及び地域づくりに携わる人材の育成のために効果的な

ものとなっているか。 

５点 ・コーディネーター案が、実施内容に照らして適切か。 

１０点 ・農村地域内の対話支援、地域の現状把握と課題抽出・

分析、地域資源調査の手法は適切か。 

１０点 ・マッチングイベント（オンライン交流等）の実施内容

は、ターゲット（農村関係人口）への訴求力が高く、魅

力的なものとなっているか。 
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１０点 ・交流イベントの実施内容は、ターゲット（農村関係人

口）への訴求力が高く、魅力的なものとなっているか。

オンライン開催となった場合の代替案は適切か。 

１０点 ・意見交換会の実施内容は、地域間の連携につなげてい

く上で効果的なものとなっているか。 

１０点 ・企画提案書の内容が仕様書に合致して適切であり、実

現の可能性が高いものとなっているか。 

３  業務の実施

体制 

１５点 ・業務全体の統制、人員配置、連絡体制等を含め企画内

容を実施する体制等が適切か。 

・適切な実施スケジュールが設定されているか。 

・類似業務の実績があり、業務遂行能力が高いか。 

４  経費 １０点 ・企画内容に対して妥当な見積額であるか。 

合計 １００点  

(3) 審査結果の通知等 

審査結果は、全ての本プロポーザル参加者に書面で速やかに通知します。 

また、委託予定業者名及び全ての本プロポーザル参加者の評点（契約候補者以外は参

加者名を伏せて評点のみ）を県ホームページで公表します。 

なお、電話、ＦＡＸ、電子メール等による問い合わせについては応じないほか、審査結

果に対する異議申し立て、質問等は一切受け付けません。 

 

５ 募集要領等の入手方法 

募集要領及び参加申込書等の様式については、福島県のホームページ（農村振興課）か

らダウンロードして入手してください。なお、農村振興課窓口又は郵送等での配布対応は

行いません。 

 

６ スケジュール 

日程 内容 

令和４年６月 10 日(金) プロポーザル募集要領の HP による公表 

令和４年６月 20 日(月) 15 時まで 質問書、参加申込書の提出期限 

令和４年６月 22 日(水) 17 時まで 質問書への回答 

令和４年７月４日(月) 15 時まで 企画提案書、積算見積書、同意書の提出期限 

令和４年７月中旬頃 審査結果通知 

令和４年８月上～中旬頃 契約締結 

 

７ 参加申込書、質問書及び企画提案書の提出等 

(1) 参加申込書等の提出 

   ア 提出書類：①参加申込書（様式１号） 

②会社の概要や実施業務分野が記載されたパンフレット１部 

   イ 提出期限：令和４年６月２０日（月）１５時まで（必着） 

    ウ 提出方法：持参、郵送、電子メール又はＦＡＸによること。 

  エ そ の 他：送信後は、電話で着信確認をしてください。 

         なお、この提出がない者の企画提案は受け付けません。 
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(2) 質問書の提出及び回答 

  ア 提出書類：質問書（様式２号） 

  イ 提出期限：令和４年６月２０日（月）１５時まで（必着） 

  ウ 提出方法：持参、郵送、電子メール又はＦＡＸによること。 

エ そ の 他：送信後は、電話で着信確認をしてください。 

   オ 回答方法：質問に対する回答は、競争上の地位その他正当な利害を害するおそれの

あるものを除き、参加申込書により参加の意思を示した全ての者に対

し、令和４年６月２２日（水）１７時までに電子メールにて送信します。 

(3) 企画提案書等の提出 

  ア 提出書類：① ３の各項に記載のとおり 

         ② 暴力団等反社会的な勢力でないことの表明・確約に関する同意書（様

式３号） 

  イ 提出期限：令和４年７月４日（月）１５時まで（必着） 

    ウ 提出方法：持参又は郵送によること。（電子メール又はＦＡＸによる提出は不可） 

  エ その他 ：郵送の場合は、提出期限当日１５時までに電話で着信確認をしてくださ

い。 

 

８ 参加申込書、質問書及び企画提案書等の提出先及び問合せ先 

〒９６０－８６７０ 

福島県福島市杉妻町２番１６号（県庁西庁舎８階） 

福島県 農林水産部 農村振興課（担当：矢吹、佐藤） 

電話 024-521-7415  FAX 024-521-7545 

E-mail  nosonshinko@pref.fukushima.lg.jp 

 

９ 参加資格に関する事項 

   企画提案書を提出する者（以下「提出者」という。）に必要な資格（以下「参加資格」

という。）は次のとおりとする。 

(1) 地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の 4 の規定に該当しないこ

と。 

(2) 募集要領を公示した日から契約締結日までの期間において、県における入札参加資格

制限措置要綱の規定に基づく入札参加制限中の者でないこと。 

(3) 会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）の規定による更生手続開始の申立てをした

者若しくはなされた者（同法第 41 条第１項に規定する更生手続き開始の決定を受け

た者を除く。）又は民事再生法（平成 11 年法律第 225 号）の規定による再生手続

開始の申立てをした者若しくはなされた者（同法第 33 条第１項に規定する再生手続

き開始の決定を受けた者を除く。）でないこと。 

(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成 3 年法律第 77 号）第 2 条第

2 号に規定する暴力団（以下「暴力団」という。）に該当しないほか、次に掲げる者

でないこと。 

ア 役員等（提出者が個人である場合にはその者を、提出者が法人である場合にはその

役員又はその支店若しくは常時契約を締結する事務所の代表者をいう。以下同じ。）

が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成 3 年法律第 77 号）第 2 条
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第 6 号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）。 

イ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与している者。 

ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加

える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどした者。 

エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど

直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与している者。 

オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者。 

(5) 県税を滞納している者でないこと。 

(6) 消費税または地方消費税を滞納している者でないこと。 

(7) 宗教法人法（昭和 26 年法律第 89 号）第 2 条に規定する宗教団体、政治資金規正

法（昭和 23 年法律第 194 条）に規定する政治団体等、宗教活動や政治活動を主た

る目的とする者でないこと。 

(8) 本業務の目的に沿った業務が実施できる法人又は団体であること。 

(9) その他、県との協議に柔軟、真摯に対応できること。 

 

10 不適格事項について 

   この要領に定める手続き以外の方法により、参加者が審査委員又は関係者に本プロポー

ザルに関する援助を直接又は間接に求めた場合、その参加者を失格とします。また、提出

書類が次のいずれかに該当した場合についても同様です。 

(1)  提出方法、提出先、提出期限に適合しないもの 

(2)  作成様式及び記載上の注意事項に示された内容に適合しないもの 

(3)  記載すべき内容の全部又は一部が記載されていないもの 

(4)  記載すべき事項以外の内容が記載されているもの 

(5)  虚偽の内容が記載されているもの 

(6)  提出されたものが不鮮明であり、内容を確認できないもの 

(7)  予算が２の(2) を上回っているもの 

 

11 契約手続等 

(1) 委託契約の手続き 

福島県は本業務に関して最も優れた提案を行った者と業務委託契約の締結交渉を行

います。 

     なお、この手続きに参加したものが、地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第

１６７条の４の規定のいずれかに該当することとなった場合、又は交渉の結果、契約締

結までに至らなかった場合、契約の締結を行わないことがあります。この場合は、次点

者と委託契約の締結交渉を行います。 

(2) 仕様書の協議 

本委託業務の業務委託仕様書は委託契約候補者が提出した企画提案書等をもとに確

定しますが、本業務の目的達成のために必要と認められる場合には、県と委託契約候補

者との協議により、提案内容を一部変更した上で業務委託仕様書を作成することがあり

ます。 

(3) 契約金額の決定 

契約金額は、協議結果に基づき仕様書を作成し、これに基づき改めて見積書を徴取し

決定します。なお、見積金額は委託契約の上限額を超えないものとします。 
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12 その他 

(1) 契約後の業務実施において、プロポーザルで提案のあった内容、回数、規模を下回る

ことは認めませんので、実現可能な提案でお願いします。 

(2) 企画提案書の提出後に本プロポーザルの参加を辞退する場合は、辞退届（任意様式）

を提出してください。 

(3) 新型コロナウイルス感染症の感染拡大状況により、実施内容等を変更する可能性があ

ります。 



様式１号 

農村関係人口受入体制強化支援業務 

プロポーザル方式参加申込書 

 

令和  年  月  日  

 

 

福島県知事 様 

 

住    所 

商号又は名称 

代表者氏名                 

（押印不要） 

連 絡 先（担当者名） 

      （電話番号） 

      （FAX 番号）  

      （ E-mail） 

 

 福島県知事が発注する標記の業務について、参加を申し込みます。 

なお、募集要領に示す参加資格の全てを満たし、下記事項に相違ないことを誓約します。 

 

記 

 

１ 地方自治法施行令第 167 条の 4の規定に該当しません。 

２ 会社更生法（平成 14年法律第 154 号）の規定による更生手続開始の申立てをした者若

しくはなされた者（同法第 41条第 1項に規定する更生手続き開始の決定を受けた者を除

く。）又は民事再生法（平成 11年法律第 225 号）の規定による再生手続開始の申立てを

した者若しくはなされた者（同法第 33 条第 1項に規定する再生手続き開始の決定を受け

た者を除く。）ではありません。 

３ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成 3年法律第 77号）第 2条第 2

号に規定する暴力団（以下「暴力団」という。）に該当しないほか、次に掲げる者ではあ

りません。 

ア 役員等（提出者が個人である場合にはその者を、提出者が法人である場合にはそ

の役員又はその支店若しくは常時契約を締結する事務所の代表者をいう。以下同

じ。）が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成 3年法律第 77 号）

第 2条第 6号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）。 

   イ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与している者。 

   ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を

加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどした者。 

   エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するな

ど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与している者。 

   オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者。 

４ 福島県の県税を滞納していません。 

５ 消費税または地方消費税を滞納していません。 



                                    

様式２号 

 

                                               令和  年  月  日 

 

質 問 書 

    

住    所 

商号又は名称 

代表者氏名                

（押印不要） 

連 絡 先（担当者名） 

      （電話番号） 

      （FAX 番号） 

      （E-mail） 

 

   農村関係人口受入体制強化支援業務 公募型プロポーザルについて、次の項

目を質問します。 

質問項目 質問内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※１ 質問書は、令和４年６月２０日(月) １５時までに送信願います（必着）。 

〒９６０－８６７０ 福島県福島市杉妻町２番１６号（県庁西庁舎８階） 

農林水産部 農村振興課（担当：矢吹、佐藤） 

FAX：024-521-7545 E-mail：nosonshinko@pref.fukushima.lg.jp 

※２ 送信後は、電話（024-521-7415 担当：矢吹、佐藤 宛）で着信確認をしてください。 

（受付時間：平日 8:30～17:15） 



                                    

様式３号 

 

暴力団等反社会的勢力でないことの表明・確約に関する同意書 

  

福島県知事 内堀雅雄 様 

 

１ 私は、暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、その他これらに準ずる者（暴力団員でなく

なった日から５年を経過しない者）（以下これらを「暴力団員等」という。）に該当しな

いこと及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当し

ないことを確約します。 

（１） 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。 

（２） 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。 

（３） 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える

目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有す

ること。 

（４） 暴力団員等に対して資金を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしている

と認められる関係を有すること。 

（５） 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき

関係を有すること。 

 

２ 私は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを

確約します。 

（１） 暴力的な要求行為 

（２） 法的な責任を超えた不当な要求行為 

（３） 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為 

（４） 風説を流布し、偽計を用いまたは意力を用いて福島県の信用を毀損し、または福

島県の業務を妨害する行為 

 

３ 私は、暴力団員等もしくは第１項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれ

かに該当する行為をし、または第１項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をし

たことが判明し、私との取引を継続することが不適切である場合には、私は福島県から請

求があり次第、福島県に対する一切の債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁償します。 

 

４ 上記に関して不法行為があった場合は法的措置（民事・刑事）を講じられても構いませ

ん。 

 

                                                 記入日     年  月  日 

 

住所（または所在地） 

団体等名 

代表者名                                                 印 



（参考様式１）

令和４年度　農村関係人口受入体制強化支援業務　積算見積書

No. 項目 科目 単価(円) 数量 単位 金額 備考

1

2

3

4

5

6

7 1～6の計

8 一般管理費

9 事業費計（7＋8）

10 消費税（9×10％） 10 ％

積算額合計（9＋10）

※　適宜行を増やして下さい。

小計

小計

報告書の作成

県内農村地域の意見交換会の開催

小計

モデル地区における農村関係人口の受入実践

小計

小計

コーディネーター派遣による農村地域内の対話支援及び地域資源調査

小計

農村地域と農村関係人口とのマッチングイベント（オンライン交流会）の実施

農村関係人口活用のための研修会の開催



（参考様式１）

令和４年度　農村関係人口受入体制強化支援業務　積算見積書 記載例

No. 項目 科目 単価(円) 数量 単位 金額 備考

1

人件費

制作費

使用料

謝金

人件費

人件費

2

人件費

謝金

使用料

人件費

3

人件費

通信費

人件費

広報費

人件費

4

人件費

広報費

使用料

人件費

消耗品費

人件費

5

人件費

謝金

通信費

人件費

6

人件費

7 1～6の計

8 一般管理費 ％

9 事業費計（7＋8）

10 消費税（9×10％） 10 ％

積算額合計（9＋10）

※　適宜行を増やして下さい。

小計

運営備品

集計・分析

小計

県内農村地域の意見交換会の開催

全体設計

コーディネーター

オンライン運営

集計・分析

小計

報告書の作成

報告書作成

全体設計

参加者募集経費

運営（バス借り上げ）

運営スタッフ

イベント運営

司会

参加者募集経費

集計・分析

小計

モデル地区における農村関係人口の受入実践

会場使用料

運営スタッフ

小計

農村地域と農村関係人口とのマッチングイベント（オンライン交流会）の実施

全体設計

コーディネーター

農村関係人口活用のための研修会の開催

全体設計

募集チラシ

会場使用料

講師

運営スタッフ

集計・分析

小計

コーディネーター派遣による農村地域内の対話支援及び地域資源調査

全体設計


