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一部地域においては、地域資源を活かし、地域内外の結び付きに

よる創意工夫にあふれた地域活性化の取組が進められていることを
ご存じですか？

はじめに（本事例集の目的）

そうした優れた地域活性化の取組※の概要を紹介するものです。

※１～２３ページで解説する「食と地域の『絆』づくり」の優良事例

地域活性化の取組を全国に広げていきたいと考えており、
本事例集が、
・地域活性化活動の参考として活用されること、
・都市住民を中心とする多くの国民の方々に農山漁村や農林漁業

への関心を深めていただくきっかけとなること
を期待しています。

過疎化、高齢化が進む中、農林水産業が停滞するとともに、就業
機会の減少が進行し、都市部よりも厳しい雇用状況が続いています。
また、日常生活に必要な買物、医療、交通等の確保が不十分な地

域や、集落の維持が困難になっている地域も広範に出現し、地域の
活力が一層低下している状況にあります。

農山漁村の現状は･･･

そのような中

本事例集は

農林水産省では



選定委員（１４名、敬称略）

次の①から③の視点のいずれかにおいて、他地域の参考となるような優れた地域活性化の取組を実施していること。

①食を通じた交流、美しい環境の保全など、農山漁村に存する有形・無形の地域資源を有効に活用した６次産業化
等の先進的な取組であること。

②住民やNPO等多様な主体が連携・協力して地域の課題の解決に取り組むことにより、地域内外のつながりを再生・
強化しつつ取組の効果を上げていること。

③その他地域独自の創意工夫に富む取組であって、地域経済の活性化、雇用の創出、農山漁村のコミュニティの維
持・発展への貢献が顕著であること。
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※平成22年度から実施

国民の「いのち」を支える基礎として、「食」を生み出す農林水産業と、その舞台と

なる農山漁村の活力を再生するため、地域内外の結び付きによる創意工夫にあふれた地

域活性化の取組を、先駆的優良事例として選定し、全国に発信・奨励するものです。

「食と地域の『絆』づくり」とは？
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平成２２年度選定等の流れ
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「上士幌コンシェルジュ設立PJ」
～人的資源を活かしたコミュニティビジネスの創造～

取組のポイント

平成22年度
食と地域の
絆づくり上士幌町 交流と居住を

促進する会・上士幌町

◎ 地域の人・資源を活かした体験型事業を展開

◎ 地域の様々な取組を総合的にコーディネート

取組の概要

◆ 産官民協働組織が、移住・二地域居住の推進などの各種
取組を持続的なコミュニティビジネスとして総合的にコー
ディネート。

◆ 廃校を活用した林間学校、地元高校との協働による新商
品開発（猟師との協働によるエゾシカ狩猟見学ツアー）、
「お試し暮らし」用モデル住宅管理等に取り組んでいる。

◆ 住民と来訪者が交流できる機会を設け、再訪者・定住者
の増加や地域住民のモチベーションの維持につなげている。

北海道

廃校を活用した林間学校

狩猟体験ツアー（エゾシカ）

上士幌町
かみしほろちょう
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子どもたちが夢と希望を抱ける社会を目指して。

取組のポイント

平成22年度
食と地域の
絆づくりうらほろスタイル

推進地域協議会

◎ 子どもたちの町づくり提案の実現化

◎ 地域に自信と誇りを持てる町づくり

取組の概要

◆ 地域の子どもたちが、町の魅力や価値を発見し、地域に
自信と誇りを持ってもらうため、バスツアーや農林漁家で
の生活体験、町づくりに向けた企画提案などを内容とする
授業を町内の小中学校で展開。

◆ 子どもたちにとって「将来も住み続けたいまち」となる
よう、様々な町づくりの提案を大人たちが受け止め、実現
に向けて一緒に努力する地域を創り上げる取組を展開。

北海道

中学生による企画提案
（地元食材使用の弁当）

地元の農林漁家での生活体験
（小学生）

浦幌町
うらほろちょう

２



地域の農産物にこだわった加工販売

取組のポイント

平成22年度
食と地域の
絆づくりカマラードの家

◎ 積極的な販路の拡大による所得増加

◎ 女性たちによる地元農産物の加工販売

取組の概要

◆ 女性８名で「カマラード（スペイン語で｢気の合う仲間｣）
の家」を組織し、特産にんにくの加工等に取り組んでいる。

◆ 農産加工施設を独力で建設。本物の味や自然の豊かさを
モットーに、にんにくボールや紅玉りんごのアップルパイ・
大福等を開発。最近では梅やアピオス※等の商品化にも着手。

◆ 加工品は、道の駅、直売所、学校給食のほか、交流イベ
ントなどにも提供を行い、所得増につながっている。

青森県

“にんにく”ボールづくり

りんご収穫体験

五戸町
ごのへまち

３

※マメ科の植物の一種



短角牛の里と都市を結ぶ集い

取組のポイント

平成22年度
食と地域の
絆づくり短角牛の里と都市を結ぶ

集い実行委員会

◎ 耕作放棄地の飼料作物作付けによる土地利用
型畜産及び低コスト化

◎ 消費者の短角牛への思い入れを醸成

取組の概要

◆ 「短角牛肉」を単なる畜産物として見るのではなく、実
際に産地に足を運び、放牧地等の風景や地域独特の風土等
を見たり感じたりする交流会を開催し、短角牛料理を囲み、
消費者が短角牛へ抱く思い入れを醸成。

◆ 100％国産飼料による牛肉生産、耕作放棄地等を活用し飼
料作物を作付け、低コスト化を図ることにより、飼料等の
高騰や牛肉の消費低迷の中でも、他地域より有利な価格で
の取引を成立させている。

岩手県

都市住民との交流会

短角牛とのふれあい

久慈市
くじし

た ん か く ぎ ゅ う
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女子大生プロジェクト～週末は畑ステイ！～

取組のポイント

平成22年度
食と地域の
絆づくり国立ファーム株式会社

ガールズ農場

◎ 規格外野菜を使った菓子の製造・販売

◎ 女子大生を対象とした農業体験

取組の概要

◆ 参加者と受入側がどちらも20代女性という近い立場で対
話することに重点を置いた農業体験（女子大生プロジェク
ト）を実施。

◆ 参加者の農業に対するイメージが向上し、産地などに関
心を持つようになるなど意識の変化につながっている。

◆ 女性の感性を活かし、規格外の野菜を使った菓子製造業
を開始。廃棄していた野菜に付加価値を付け販売している。

山形県

メンバー集合

女子大生プロジェクトの
参加者たちと

村山市
むらやまし

く に た ち
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山村留学が生み出した交流による地域づくり

取組のポイント

平成22年度
食と地域の
絆づくり東沢地区協働のまちづくり

推進会議（東沢夢里会議）

◎ 特産品販売や体験イベント等を通じ、都市農
村交流が活発化

◎ 地域ぐるみで山村留学を受け入れ

取組の概要

◆ 過疎・少子高齢化の中、平成３年、地域の全戸（190戸）
加入で山村留学協力会を結成し、東京から児童を受け入れ
る山村留学を開始。平成18年には、東沢夢里会議を発足さ
せ、交流の地域作りが本格的にスタート。

◆ 現在は、山村留学をはじめ、「食と自然のあたたかさ」
をモットーに特産品の開発・販売、多様な体験イベントの
開催等を通じ、都市住民、地域の子ども・高齢者・女性な
どの交流が活発化している。

山形県

山村留学生 田植え交流

川西町
かわにしまち

ひ が し ざ わ

ゆ め り

６



緑の風の吹く街から～未来へつなげるために～

取組のポイント

平成22年度
食と地域の
絆づくり緑風街倶楽部

◎ ｢酒対決｣等のイベントを通じた地域活性化

◎ 地域の資源・技術を活用した地酒の製造

取組の概要

◆ 米(地元産酒米｢若水｣)・水(赤城南面伏流水)・酵母(群馬
産業技術センター開発)の三拍子そろった地酒を製造。

◆ 米や酒づくりの勉強会、料理研究家を中心メンバーとす
る料理教室・食育イベント、収穫祭の実施を通じて人の輪
が広がり、地域間交流が活発化。

◆ 地元飲食店の協力を得て、イベント(酒対決、コンサート
等)を行い、単に農業地区の活性化のみならず、市全体の活
性化にも貢献している。

群馬県

酒米の田植え

農作業指導

前橋市
まえばしし

り ょ く ふ う が い く ら ぶ

７



「世界に向けて川越文化を発信」による地域活性化の取組

取組のポイント

平成22年度
食と地域の
絆づくり川越style倶楽部

◎ 地域の食文化を世界に発信

◎ 異業種連携による地域活性化

取組の概要

◆ 地域の若手経営者やクリエーターが食文化をキーワード
に地元の１･２･３次産業者を結びつけ、異業種連携を進め
ようと、倶楽部を発足。

◆ 地元と東京で飲食店｢黒豚劇場｣を出店し、埼玉県の素材
を使った料理を提供。内装にも全国的に有名な西川材を使
い、｢埼玉づくし｣とし、埼玉県の発信基地となっている。

◆ 地域の食文化を日本だけでなく世界（ニューヨーク）に
発信することで、川越そのものの価値を向上させている。

埼玉県

オリジナル弁当

黒豚劇場店内
「豚の形を模した埼玉県の地図」

川越市
かわごえし

く ら ぶす た い る

８



貝殻魚礁「JFシェルナース」による豊かな海づくり

取組のポイント

平成22年度
食と地域の
絆づくり全国漁業協同組合連合会

◎ 漁業閑散期における漁業者の雇用機会創出

◎ 貝殻を活用した人工魚礁の普及

取組の概要

◆ 牡蠣などの養殖貝殻を活用して製作される人工魚礁｢JF
シェルナース｣ を普及するため、効果報告会等を実施。

◆ ｢JFシェルナース｣は、魚礁や増殖場整備、藻場造成に活
用されており、水質浄化や小型生物の増殖、生態系活性化、
水産資源の回復・増大、それに伴う漁獲量の増加に寄与。

◆ 多くの漁村で処理に困り、廃棄される養殖貝殻の処理費
軽減が図られているとともに、漁業者が製作に参加できる
ため、漁業閑散期の雇用機会の創出にもつながっている。

東京都

漁師による貝殻魚礁づくり

貝殻魚礁
（JFシェルナース）

千代田区
ちよだく

９

※「JFシェルナース」設置数：平成21年度までに28の都道府県で約8,500基が設置されている。



「食育の循環」田んぼを丸ごと愉しむ！

取組のポイント

平成22年度
食と地域の
絆づくり東京家政大学

白藤プロジェクト

◎ 農作業体験に留まらない多彩な活動を展開

◎ 女子大生による食育活動や商品開発

取組の概要

◆ 東京家政大学の女子学生が、田植え、稲刈り、酒仕込み、
商品開発、東京の小学校における食育活動等、単なる農業
体験に留まらない多彩な活動を展開。

◆ 女性の視点から「幻の米『白藤』」を使った化粧水やア
ルコール度数低めのビール、お菓子等の開発・販売に携わ
り、その販売益から活動費（交通費等）を確保。

◆ 地域の農家や醸造蔵の人たちに刺激を与えるだけでなく、
栄養士や食育の道を目指す学生の実習の場となっている。

新潟県

農作業体験
（草取り） 化粧品開発

長岡市
ながおかし

か せ い

し ら ふ じ
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集落営農による活力ある地域づくり

取組のポイント

平成22年度
食と地域の
絆づくり農事組合法人

吉野ホタルの里ファーム

◎ 担い手づくり、集落機能の維持に向けた住民
相互のふれあい機会の創出

◎ 緑肥を用いた安心・安全な米作り

取組の概要

◆ 地域の５集落で農業生産法人を設立。米、大麦、そば等
の栽培や作業受委託を中心に条件不利地におけるモデル的
な営農組織として活動。

◆ ホタルが棲める環境づくり、れんげを緑肥として使用し
た無農薬・無化学肥料の｢れんげ米｣の生産等を実施。

◆ 地域の担い手づくりや集落機能の維持のため、園児等を
対象にした食育活動の推進や｢漬物コンクール｣等の実施を
通じ、住民相互のふれあい機会の創出にも取り組んでいる。

福井県

さつまいも苗の植え付け 小学校稲作体験指導

永平寺町
えいへいじちょう

11



都市と農村をつなげて農村活性化

取組のポイント

平成22年度
食と地域の
絆づくり特定非営利活動法人

えがおつなげて

◎ 企業と連携した遊休農地の活用

◎ 都市農村交流を通じた地域活性化

取組の概要

◆ 平成７年、東京から移住した経営コンサルタントが農林
業を中心とした自給自足の生活をスタート。平成13年にNPO
法人を立ち上げ、農村ボランティア、企業との連携、グリ
ーンツーリズム、食育、人材育成を柱とする活動を展開。

◆ 遊休農地の解消、三菱地所との協働による農村活性化、
郷土料理の活用、関東ツーリズム大学※設立、農業体験のイ
ベント化等の都市農村交流の取組により、地域住民の出番
づくりや人々の農村･食に対する理解の深化が図られている。

山梨県

企業の社会貢献活動との連携

製菓業者との連携
（花豆モンブラン）

北杜市
ほくとし

※東京を中心とした１都10県をキャンパスに、地域に根付いた文化や歴史、生活、技術などを体感することができる個性的な授業が行われている。
（学校教育法で定められた大学ではない。）
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楽しく元気に、地域に貢献する農業を目指して

取組のポイント

平成22年度
食と地域の
絆づくり

高齢者向けにお弁当を宅配 地元産原材料にこだわった
加工品づくり

有限会社 たんぽぽ
長野県

◎ 高齢者への弁当宅配（週２回、約７０食）

◎ 女性農業者による地元農産物の加工販売

取組の概要

◆ 地元農産物を使ったおやき等の加工販売、弁当宅配、遠
隔地への「ふるさと宅配便」等に取り組んでいる。

◆ 高齢者への弁当宅配により、地域の助け合いが復活。高
齢農業者の農産物集荷・販売を始めるきっかけともなった。

◆ 影響を受けたメンバーの夫たちによる「たんぽぽ応援団」
の活動は、遊休農地を活用したワイン生産等にまで発展。

長野市
ながのし
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地大根の料理イベントとレシピ集作りによる地域活性化

取組のポイント

平成22年度
食と地域の
絆づくり長野大学環境ツーリズム学部

古田ゼミナール

◎ 旅館組合等と連携した料理コンテストが地域
ぐるみの活動に発展

◎ 地方品種の山口大根の保全

取組の概要

◆ 地方品種の山口大根が絶滅の危機に瀕していることを知
った学生が平成17年に保全活動を開始。

◆ 若者が料理方法を知らないことが問題と考え、高校生へ
のワークショップや学生地大根料理コンテストを実施。

◆ 料理コンテストは旅館組合や食育関係のNPOと連携し、
板前や栄養士も巻き込み、地域ぐるみの活動に発展。レシ
ピは｢信州うえだ地大根レシピ100選｣として配布。

長野県

料理研究会

上田市長へのレシピ寄贈

上田市
うえだし
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自然、人、ものを活かす「鵜の味」流、地域の活性化

取組のポイント

平成22年度
食と地域の
絆づくり農事組合法人 鵜の味

◎ 研修会等への積極的参加による組織力の強化

◎ 直売・生産・飲食・ふれあい等各種事業で
地域活性化をけん引

取組の概要

◆ 鵜の繁殖地を守り、自然、人の知恵、特産品、伝承料理
等を活かすことを基本理念に、多様な交流メニューを提供。

◆ ホームページの活用、シンボルマークによる商品の高付
加価値化等で、直売所は不況下でも販売額、来客数を伸ば
しており、町に無くてはならない交流拠点となっている。

◆ 集落代表で構成する営業会議を毎月実施し、研修や交流
機会の積極的活用による組織力の発揮・強化を心がけなが
ら、レストラン経営などの６次産業化にも取り組んでいる。

愛知県

直売所 農業体験学習

美浜町
みはまちょう

う み
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きらり里親支援事業

取組のポイント

平成22年度
食と地域の
絆づくり志摩いそぶえ会

◎ 地域資源を活用した創作料理による地域経済
の活性化

◎ 郷土料理のレシピ集を作成・配布

取組の概要

◆ 志摩の郷土料理に着目し、地域内外に広く紹介するため、
海女や漁師等の協力を得て、平成17年にレシピ集｢きらり
レシピ｣を作成。平成20年には、栄養素、カロリー、効用
などの情報を付加した改訂版を作成するとともに、海藻を
使った様々な料理を新たに考案し、｢海藻レシピ｣も発刊。

◆ 真珠てこね寿司（真珠貝の貝柱を使用）やアオサを利用
した料理の開発により、地元真珠養殖業等に貢献しており、
地域経済の活性化につながっている。

三重県

料理講習会 真珠てこね寿司

志摩市
しまし
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農山村資源の保全と活用によるコミュニティビジネス

取組のポイント

平成22年度
食と地域の
絆づくり財団法人

泉佐野市公園緑化協会

◎ 環境保全と生産コスト低減を両立した畜産業

◎ 都市農村交流、自給率向上を目的としたマル
シェの開催

取組の概要

◆ 枝葉と畜糞で作った堆肥で｢泉にんにく｣を栽培する営農
モデルの構築、林業の担い手づくり・山村資源の活用に資
する｢フォレスターズマーケット｣の立ち上げ、農林水産業
への理解促進・都市農村交流・自給率向上を目的としたマ
ルシェの開催に取り組んでいる。

◆ 野草を食べる牛に草刈りを担ってもらうことで生産管理
コストを下げ、環境保全と両立する資源循環型ビジネスに
挑戦している。また、同様にアイガモ農法も実践。

大阪府

マルシェ 畜産による地域振興

泉佐野市
いずみさのし
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ＪＡ鳥取中央あぐりキッズスクール

取組のポイント

平成22年度
食と地域の
絆づくり鳥取中央農業協同組合

◎ 地元高校生の協力も得て活動の輪を拡大

◎ 子どもたちの郷土愛を育む農業体験学習

取組の概要

◆ 子どもたちに農業の大切さ、ふるさとへの自信と誇り、
郷土愛と豊かな心を持って育ってもらいたいとの想いから、
農業体験学習｢あぐりキッズスクール｣を開校。

◆ 地元高校生にも指導補助員として協力してもらう中で、
農業の大切さを学んでもらい、活動の輪を広げている。

◆ 子どもたちは、食と農の大切さを｢学｣ぶとともに、思い
やる心から生まれた｢友達｣、農作業を通じた｢思い出｣、農
業の醍醐味の｢実り｣を持って卒業。

鳥取県

田植え体験 開校式

倉吉市
くらよしし
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｢住民自治｣-｢もやい｣の心で安心して暮らせる農村をめざして-

取組のポイント

平成22年度
食と地域の
絆づくり住民自治組織

川根振興協議会

◎ 地域住民の間に自治意識を醸成

◎ 住民の生活を支える小売店経営や福祉活動

取組の概要

◆ 昭和47年の洪水を契機に｢川根振興協議会｣を組織し、災
害復旧以降も活動を続け、現在では生活を支える店舗
(｢万屋(ふれあいマーケット)｣、｢油屋(ガソリンスタンド)｣)
の運営や福祉活動、担い手の確保や農地の維持、道路・河
川改修に伴う公共事業用地の調整に取り組んでいる。

◆ 協議会の活動により、地域内のつながりが強化され、地
域住民の間に｢共に考え、悩み、行動する｣という自治意識
が育まれている。

広島県

交通弱者を支えるコミュニティバス
（もやい便）

万屋（よろずや）

安芸高田市
あきたかたし
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※もやい：共同で一つの事をしたり一つの物を所有したりすること。この地区では「農・漁を通しての支え合い」としている。



鏡むららしさを消費者に伝えたい
～楽しい・なつかしい・気軽な直販店を目指して～

取組のポイント

平成22年度
食と地域の
絆づくり鏡村直販店組合

◎ 消費者ニーズに合わせた商品販売や料理教室
等の開催による都市農村交流の推進

◎ 直販による地域農業の振興

取組の概要

◆ 農家女性が作る自家用野菜の余剰分を販売することから
活動を開始。地域農家の約８割が取組に参加し、売上も１
億円を超え、直販への関心が高まっており、農業の担い手
育成、高齢農業者の活躍の場として地域の農業振興に貢献。

◆ 店への出荷で生計を立てる農家も現れ、農業者の生活安
定に寄与。郷土料理や加工品販売、漁家との連携による消
費者のニーズにあった魚介類の販売、料理教室等にも取組
を広げ、都市住民との交流の場となっている。

高知県

店舗外観

店内

高知市
こうちし
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人吉・球磨隠れ里の逸品づくりを通して

取組のポイント

平成22年度
食と地域の
絆づくり株式会社 くまもと創健

◎ 調理方法の普及活動やキクラゲの収穫体験
等を実施

◎ 農薬不使用の安心・安全なキクラゲを生産

取組の概要

◆ 農薬、化学肥料、殺虫剤を使用していない肉厚で大きい
キクラゲを生産。

◆ 地元イベントにおいて、調理方法、食べ方などを伝える
とともに、グリーンツーリズムのインターン事業において、
全国的にも珍しい収穫体験等を行っている。

◆ 地元の高齢者や団塊世代の退職者が生産を行っており、
また、市の社会福祉事業団にも生産・加工に協力してもら
っている。

熊本県

無農薬きくらげ

料理講習会

人吉市
ひとよしし

そ う け ん
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おかえりなさい！ふるさと五ヶ瀬でこころのやすらぎを

取組のポイント

平成22年度
食と地域の
絆づくり夕日の里づくり推進会議

◎ 外国からの教育旅行の受け入れや地域の特
産品を販売する物産館の運営まで活動が展開

◎ 景観を活かした都市農村交流事業の実施

取組の概要

◆ ｢開発しない開発、開発しなければならないのは住民の意
識｣との考え方の下、体験イベント部会、物流部会、農泊部
会、特産品・郷土料理部会の４部会で組織を構成し、景観
を活かした都市住民との交流による地域づくりを展開。

◆ 都市住民を対象とした｢ふるさと体験交流ツアー｣や夕日
の美しい10月に伝統芸能を披露する｢夕日の里フェスタin
五ヶ瀬｣、外国からの教育旅行の受け入れ、地域内の野菜等
を販売する「夕日の里物産館」の運営等に取り組んでいる。

宮崎県

シンガポールからの
教育旅行生

阿蘇外輪山に沈む美しい夕陽

五ヶ瀬町
ごかせちょう
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ラムサール登録湿地久米島の環境保全とワイズユース

取組のポイント

平成22年度
食と地域の
絆づくり久米島ホタルの会

◎ 島の生活･自然の調査等、幅広い活動を展開

◎ 湿地の生態系保全活動を通じた島の活性化

取組の概要

◆ ラムサール条約登録湿地であるカンジンダム湿地の保全
を通じて島の活性化を図ろうと、ワイズユース※活動を進
め、クメジマカブトムシやホタル、サワヘビ、サンゴなど
多様な生物と共生する自然環境や里山環境を再生する取組。

◆ ｢こどもホタレンジャー｣や｢さわへびクラブの活動｣は、
衣食住が島の自然と深く繋がっているという、お年寄りか
らの聞き取り、生物調査、里山保全活動、サンゴマップづ
くり、研究発表、人形劇等幅広く展開。

沖縄県

久米島の子ども達
（カンジンダム湿地棚田の水生生物調査）

子どもホタレンジャー
（環境保護を訴える人形劇）

久米島町
くめじまちょう
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※ 「賢明な利用」の意で、湿地の生態系を維持しつつ、人類の利益のために湿地を持続的に利用する考え方。ラムサール条約で提唱された。



「食と地域の『絆』づくり」選定事例集 平成22年12月発行

【お問い合わせ先】
農林水産省 農村振興局 農村政策部 都市農村交流課 活性化推進班
〒100-8950 東京都 千代田区 霞が関 1-2-1

電話（直通）：03-3502-5946
ファックス：03-3595-6340

【「食と地域の『絆』づくり」ホームページ】
URL： http://www.maff.go.jp/j/nousin/kouryu/kizuna.html

本事例集をご覧いただきありがとうございました。

事例に関するお問い合わせや本事例集に対するご意見等に
つきましては下記までご連絡下さい。
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