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「ディスカバー農山漁村の宝」有識者懇談会委員

あん・まくどなるど 上智大学大学院教授、慶應義塾大学特任教授
今村 司

(株)NPBエンタープライズ代表取締役社長

織作 峰子

大阪芸術大学教授、写真家

田中 里沙

(株)宣伝会議取締役、
事業構想大学院大学 学長 教授

東谷 望史

馬路村農業協同組合代表理事組合長

永島 敏行

俳優、(有)青空市場代表取締役

（座長）林 良博

国立科学博物館館長

三國 清三

オテル・ドゥ・ミクニ オーナーシェフ

向笠 千恵子

フードジャーナリスト、食文化研究家、
郷土料理伝承学校校長

横石 知二

(株)いろどり代表取締役社長
（五十音順：敬称略）

1

グリーンツーリズム発祥の地「安心院町」

グリーンツーリズム研究会

No.28 大分県 宇佐市
NPO法人 安心院町

次世代へ繋ぐ城島！

蘇る酒どころ城島、豊かな環境を

No.27 福岡県 久留米市
城島町土地改良区

雇用創出

柑橘の6次産業化による放棄地の再生と

株式会社 岡林農園

No.26 高知県 越知町

CLTの推進

て！

30

小さな「シマ」から日本一の島を目指し

有限会社 タマレンタ企画

27

「木頭ゆず」産地の活性化

限界集落が挑戦する 未来のムラづくり

29

28

23

6次産業化を核とした

No.24 徳島県 那賀町
木頭ゆずクラスター協議会

26

24
19

20

18

10

7

「おいしいお魚、まちおこし」

No.12 富山県 魚津市
魚津漁業協同組合

にチャレンジ

高校生水産会社で６次産業化

能水商店

のとちょう

8

6

5

4

No.11 新潟県 糸魚川市
シーフードカンパニー

15

9

めざそう空き家「ゼロ」の農山漁村

16

14

11

魚津海業物語

海外に発信

日本一の伝統の技の宝庫を

No.13 福井県 越前市
ロハス越前

25

17

13

12

（注）桃色で囲まれた地区は、全国の各ブロックで評価が最も高かった地区

3

大地の芸術祭の里

大地の芸術祭実行委員会

No.10 新潟県 十日町市

日本版DMOのトップランナー

グリーン・ツーリズムを核とした

信州いいやま観光局

No.9 長野県 飯山市
一般社団法人

～起業→信頼→笑顔がめぐる

新・都市型耕畜連携

株式会社めぐり

No.8神奈川県 伊勢原市

赤城深山そばを全国に発信！

そば屋のニーズから生まれた

株式会社赤城深山ファーム

No.7 群馬県 渋川市
農業生産法人

2

1

あたたかさ

自信あります東沢・食と自然と・

まちづくり推進会議

No.6 山形県 川西町
東沢地区協働の

～農村でみんな笑顔に～

仙北市グリーンツーリズム

仙北市農山村体験推進協議会

No.5 秋田県 仙北市

「清水森ナンバ」で体も地域も温まる

ブランド確立研究会

No.4 青森県 弘前市
在来津軽「清水森ナンバ」

2600人の小さな村で暮らす旅はいかが

美しい村・鶴居村観光協会

特定非営利活動法人

No.3 北海道 鶴居村

誰でもが、当たり前に働いて生きていく町

株式会社 九神ファームめむろ

No.2 北海道 芽室町

お届けします。

「ミルク王国べつかい」の味を

株式会社 べつかい乳業興社

No.1 北海道 別海町

（受賞5地区は交流会での発表まで対外秘）

No.14 岐阜県 恵那市
奥矢作移住定住促進協議会

22

21

の設立

農山漁村の活性化の源となるキッチン

株式会社 ふみこ農園

No.19和歌山県 有田川町

「世界一の紅茶・紅誉復活」

農業体験で茶畑を再生

山口とくぢ和紙を世界へ発信

No.18 奈良県 山添村
山添村波多野地区

～朝倉山椒を海外へ～

集落ビジネスによる地域活性化

No.17 兵庫県 養父市
畑特産物生産出荷組合

きらり輝く鳥羽で「食」のしあわせづくり

鳥羽マルシェ有限責任事業組合

No.16 三重県 鳥羽市

じじばばの耕作放棄地解消と都市との交流

茶臼の里合同会社

No.15 愛知県 豊根村

活性化協議会「かすががーでん」

No.29 宮崎県 高千穂町
高千穂ムラたび協議会

No.30 沖縄県 伊江村

ら

山口とくぢ和紙振興会 結の香

No.23 山口県 山口市

「安らぎの里つなみ」づくり

農村の原風景が保存され誇りの持てる

No.22 広島県 安芸太田町
津浪振興会

住んで良し、来て楽しい、新しい村づくり

英田上山棚田団

No.21 岡山県 美作市
特定非営利活動法人

農業体験で、都市と農村、人と人をつなぐ

新たな木材需要の拡大に向けた

No.20和歌山県 紀の川市

紀の里農業協同組合

No.25 高知県 南国市

む

「ディスカバー農山漁村の宝」 （第３回選定） 選定地区一覧

CLT建築推進協議会

2

参考２

