
粟田川流域農地・水・環境を守る会

～美味しいお米の故郷をみんなのふるさとに～～美味しいお米の故郷をみんなのふるさとに～

○昭和58年、地域の米農家と大阪
の消費者グループが交流会を開
始。

○東日本大震災後は、米袋にメッ
セージを記した米を贈り、被災地
とも交流。

○大阪や広島の消費者グループと、
田植交流会や収穫感謝祭を実施。

○地元及び都市部の子どもを対象に
アイガモ農法による農業体験等を
実施。

○田植交流会の開催も27回目を迎
え、年々参加者も増加。昨年の参
加者は約200名。

○品質にこだわった米作り、安全性
の可視化、消費者への食育など
を行い、ブランド化を確立。

○消費地や被災地と構築してきた
ネットワークを継続、強化していく。

○水田と畦畔を効率的に管理しつ
つ、米のブランド化を進め、継続
的な生産と文化の伝承に努める。

栗田川流域農地・水・環境を守る会

広島県庄原市東城町栗田２９３９ TEL:08477-2-2528 FAX:08477-2-2528

⑯広島県庄原市
しょうばら

あ わ た が わ

春の田植交流会 秋の収穫感謝祭

経 緯 取組内容

活動の成果 今後の方針



⑰山口県萩市

ふるさと萩食品協同組合

～萩の地魚、もったいないプロジェクト～～萩の地魚、もったいないプロジェクト～

○漁協や鮮魚仲買等が協力して
「道の駅・萩しーまーと」を設置・
運営するため、平成11年、設立。

○平成21年、一部の魚種が正当に
評価されていないのは「もったい
ない」との観点から、プロジェクト
を立ち上げ。

○萩の金太郎（ヒメジ）等、地元の
低利用魚種の利用価値を発見し、
メディア等を通じ魅力をアピール。

○マーケットインによる類似商品の
ない加工品の開発と、大手卸売
業者との連携等による販路拡大。

○地元産マイナー魚種であった「萩
の金太郎」等の利用が大幅に増
加し、萩の名物魚種の仲間入りを
果たした。

○地元消費額も飛躍的に増加し、
生産者魚価も、1.5～２倍に上昇。

○各種視察の受入に加え、全国各
地でプロジェクトの活動を紹介し、
他地域での普及展開を図っていく。

○「ニッポン雑魚選手権大会」の開
催を検討中。

ふるさと萩食品協同組合

山口県萩市椿東４１６０－６１ TEL:0838-24-4937 FAX:0838-24-1192

品評会への出展 開発商品

経 緯 取組内容

活動の成果 今後の方針



⑱愛媛県 伊予市

住民自治されだに

～都市との交流による循環型環境保全活動～～都市との交流による循環型環境保全活動～

○少子高齢化が進行する中、平成
19年、地域の全員を会員とする
住民自治組織を発足。

○農家の高齢化や後継者不足等
に対応するため、地域ぐるみで効
果の高い共同活動を実施。

○今後、各企業等が得意分野を活
かして、地域に貢献できるよう、
調査・研究を進めたい。

○耕作放棄地や雑木林の活用方
法について、他地域へノウハウを
提供していきたい。

住民自治されだに

愛媛県伊予市中山町佐礼谷１１８３－７番地 TEL:090-1573-3506 FAX:089-968-0535

○県のボランティア派遣制度を活用し、
大学や企業からボランティアも活動
に参加。参加人数は年々増加。

○耕作放棄地や雑木林、空き家等を
再生することで、環境の美化だけで
はなく、地域外からの受入体制の構
築にも寄与。

○雑木林の整備や河川のヨシ刈り等
の環境美化活動を行うとともに、こ
れを地域外の人の体験活動として
交流にも活用。

○耕作放棄地を活用した芋掘り等の
体験活動や、地域産品を活用した
「ゆずこしょう」等の商品開発。

河川のヨシ刈り 耕作放棄地を活用した体験活動

経 緯 取組内容

活動の成果 今後の方針



⑲高知県本山町

本山町特産品ブランド化推進協議会

～誇れる田舎「土佐天空の郷」を目指して！～～誇れる田舎「土佐天空の郷」を目指して！～

○平成20年、地域農家主導により、
経営安定や棚田保全のため、町
産米のブランド化を目的として発
足。

○県事業を活用し、ハード・ソフト整
備を農家と一体となって推進。

○海洋深層水を利用した特徴ある
旨みの開発等により、地元棚田
米（ヒノヒカリ）を、 「土佐天空の
郷」としてブランド化。

○棚田を核とした、田んぼアートな
どによるファンイベントの開催。

○2010年のコンテストにおいて最優
秀賞を受賞（西日本で初、コシヒ
カリ以外で初）。

○「土佐天空の郷」を冠とした焼酎、
濁酒、茶粥の開発にも発展。

○安定した出荷数の確保、品質向
上、ネット通販、都市部での販売
促進活動により、更なる売込みを
図る。

○ネットワークを構築、強化し、環
境、人、伝統などの農村の魅力を
継承していく。

本山町特産品ブランド化推進協議会

高知県長岡郡本山町北山甲２６８－５ TEL:0887-76-4333 FAX:0887-76-4323

ファンイベント

経 緯 取組内容

活動の成果 今後の方針

ブランド米の生産（深層水の散布）



⑳長崎県雲仙市

農事組合法人守山女性部加工組合

～世界に認められた伝統野菜「雲仙こぶ高菜」で地域おこし～～世界に認められた伝統野菜「雲仙こぶ高菜」で地域おこし～

○昭和６３年より、農家の女性達が
厳選した材料を用い、農産加工
品を生産、販売。

○平成17年より、希少な伝統野菜
「雲仙こぶ高菜」の加工と販路開
拓に取組み。

○郷土の食文化を守り継ぐため、
伝統野菜「雲仙こぶ高菜」の栽培
と加工品の開発、販売に取組み。

○地域の子どもを対象とした栽培、
収穫、調理体験を実施。

○当初３名だった生産者が今では
11名になり、生産量も年々増加。

○雲仙市、長崎県、食品産業セン
ターから、ブランド認定等を受け、
販路も開拓。

○スローフード国際協会から、「味
の箱船」に認定されたことを受け、
世界に情報を発信していく。

○国内外から多くの視察を受け入
れており、ネットワークを構築、強
化していく。

農事組合法人守山女性部加工組合

長崎県雲仙市吾妻町古城名４７－１ TEL:0957-38-2641 FAX:0957-38-2678

も り や ま

雲仙こぶ高菜 雲仙こぶ高菜料理

経 緯 取組内容

活動の成果 今後の方針



㉑長崎県壱岐市

「島のめぐみ観光農園」
プロジェクトチ－ム

～壱岐の島が元気になれば、日本が世界が元気になる！～～壱岐の島が元気になれば、日本が世界が元気になる！～

○地域の魅力を発信し、安心安全
な食材を提供、販売するため、有
機農業に取組み。

○島ならではの循環型社会の実現
と島の活性化を目指して、各種の
取組を展開。

○耕作放棄地を活用して有機農業
を展開。

○収穫物や地場海産物を利用した
加工品の開発と販売。

○インターネットを通じて積極的に
商品を販売。「鯛茶漬け」が国際
線の機内食に採択。

○交流人口の拡大により地域に雇
用の場を創出。

○取組が島全体の農業に影響力を
及ぼすよう、商品開発や商品が
売れる仕組作りに努める。

○安心安全な食材の島として情報
発信を行い、全国の離島の指針
を目指す。

『島のめぐみ観光農園』プロジェクトチ－ム

長崎県壱岐市勝本町立石西触７７ TEL:0920-43-0016 FAX:0920-43-0847

い き

有機農業 加工品（鯛茶漬け）

経 緯 取組内容

活動の成果 今後の方針



㉒宮崎県高原町

農事組合法人 はなどう

～麦を中心とした６次産業化にパワ－全開～～麦を中心とした６次産業化にパワ－全開～

○耕作放棄地解消のため、平成17
年、集落営農組合を設立。農地
集積により米麦の栽培面積を拡
大。

○平成21年、直売所を開設し、６次
産業化に向けた取組を開始。

○県内の企業と連携し、米麦を加
工したオンリーワンの商品開発を
行い、直売所で販売。

○古民家レストランの経営や女性
部による人材育成、食育活動も
展開。

○直売所を構成する生産者の所得
向上や生産意欲の高まり等によ
り、地域活性化に大きな成果。

○複合的な事業展開により年間を
通した雇用の場を創出。

○今後、米麦の栽培面積を集積・
拡大し、県内外の企業とのタイ
アップによる６次産業化の取組を
更に推進していく。

○古民家宿泊やグリ－ン・ツ－リズ
ムへの取組により、新たな需要を
掘り起こしていく。

農事組合法人 はなどう

宮崎県西諸県郡高原町大字蒲牟田７８８番地２ TEL:0984-42-1839 FAX:0984-42-1840

たかはるちょう

直売所 女性部による活動

経 緯 取組内容

活動の成果 今後の方針



㉓沖縄県 今帰仁村

農業生産法人 今帰仁アグー

～琉球弧の在来家畜資源を利活用した産業化～～琉球弧の在来家畜資源を利活用した産業化～

○伝統行事や食文化等、地域の多
様性を保全するため、平成10年
に11名で活動を開始。

○在来種の系統維持、地域産業の
振興を目的として、平成15年、農
業生産法人を設立。

○伝統ある琉球豚の飼育と加工食品
の販売。

○視察の受入や講演会を通じた琉球
在来種の普及活動を実施。

○平成25年、琉球豚の生産拡大及
び加工、販売促進について、６次
産業化認定を取得。

○農畜産物や食の多様性を保全す
るとともに、在来家畜を利用した
伝統ある儀礼行事を通じて集落
の絆を強化。

○今後、在来家畜の遺伝資源の有効
利用を促進するためにも、経済的に
自立できる産業モデルを確立し、他
地域に拡大していく。

○国際的なアピールや安全性の認知
促進のため、スローフード協会の
「味の箱船（アルカ）」を申請中。

農業生産法人 今帰仁アグー

沖縄県国頭郡今帰仁村字運天９２７番地 TEL:0980-56-3543 FAX:0980-56-2349

なきじんそん

な き じ ん

りゅ うきゅうこ

在来豚 農業高校生の視察受入

経 緯 取組内容

活動の成果 今後の方針



「ディスカバー農山漁村の宝」選定事例集 平成26年10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

【「ディスカバー農山漁村の宝」ホームページ】
URL： http://www.maff.go.jp/j/nousin/kouryu/discover.html

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がございましたら下記またはお近くの地方
農政局（沖縄県については沖縄総合事務局）までご連絡下さい。

む ら

む ら




