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【 農村振興支援情報 】 

■ 地域活性化に向けた取組 

◇静岡大学棚田研究会の棚田保全活動などの取組 

  もう一度、千枚の棚田を ～棚田で広がる農業・人・自然の輪～ 

 

静岡大学棚田研究会は、大学生が地元ＮＰＯ法人などとともに棚田の保全と

古代米の栽培に取り組み、ホタルやカエルの生育環境の研究、農業体験などを

通じた地域との交流活動が評価され、平成２３年度「食と地域の『絆』づくり」

優良事例に選定されました。活動のきっかけは、大学の講義や実習を通じて農

業に興味を抱いた大学生数名が、棚田保全に取り組むＮＰＯ法人から誘いを受

け、平成２１年に棚田保全を目的として研究会を設立したものです。 

平成２３年度は、農業体験用として、棚田の一部を５３組の一般の方に貸与

し、インストラクターとして、農作業指導を行い、多くの方と交流しています。

また、田植えや稲刈り、大学祭などの際には「棚田市場」を開催し、収穫され

た農作物や古代米を販売するなどの取り組みも行っています。本年は、１１月

１６日から１８日に「棚田市場ｉｎ静大祭」の開催が予定されています。 

 

 なお、詳細については、以下のホームページをご覧下さい。 

http://www.tanada1504.net/tanaken/ 

 

（関東農政局農村計画部農村振興課） 

********************************************************************** 

◇廃校の宿泊施設、星ふる学校「くまの木」を拠点とした体験・交流、絆づ 

くりの取組 

 

栃木県塩谷町にあるＮＰＯ法人塩谷町旧熊ノ木小学校管理組合は、閉校した

小学校を宿泊体験施設「星ふる学校『くまの木』」として活用し、わら細工や

魚つかみなどの工芸体験や農業体験活動を通じた都市住民との交流活動の取り

組みが評価され、平成２３年度「食と地域の『絆』づくり」の優良事例に選定

されました。活動のきっかけは、平成１１年に閉校になった小学校の利活用を、

地域住民が中心となって検討し、平成１４年に宿泊型体験学習施設として地域

内外の交流活動の拠点として運営を開始したものです。 

星ふる学校の愛称のとおり、星空の美しさが大きな魅力で、天体教室も人気

になっています。また、豊かな自然環境や農村地域の景観の美しさに加え、新

鮮な四季折々の地元食材にこだわった食事の美味しさが好評で、首都圏からの

リピーターが多くを占めています。 
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皆様もぜひ一度、訪ねてみてはいかがでしょうか。 

 

 なお、詳細については、以下のホームページをご覧下さい。 

http://kumanoki.or.jp/ 

 

（関東農政局農村計画部農村振興課） 

********************************************************************** 

◇中越地震を乗り越え、超進化した暮らしの実現へ 

  ～わかとち未来会議～ 

 

新潟県小千谷市にある若栃集落は、平成１６年１０月に発生した新潟県中越

地震、その翌年の若栃小学校閉校等が続いたことにより、集落の活力、地域住

民の元気が急速に低下していきました。この現状を「何とかしなくては」とい

う住民皆の思いから、平成１８年２月に有志３０人が集まり「わかとち未来会

議」が結成され、会議を今後どのように進めていくか整理しながら地域の将来

像を描いた「未来デザインワークショップ」を２０数回行う中で、３つの理念

（①超進化し夢語る暮らし、②人に暖かく寄り添う暮らし、③自然と共にある

種まく暮らし）を掲げ、その時のストーリーを基に活動を始めました。 

 具体的には、小・中学生の教育体験旅行、ＪＩＣＡ研修生等の継続的な農家

民泊、更に東日本大震災による被災者を受け入れているほか、「農家民宿おっ

この木」による地元産の山菜・野菜を中心とした地元のお母さん達のもてなし

メニュー「ばあちゃんの山のごちそう」の提供、青刈り稲による「しめなわ」

の制作・販売やわらを用いた体験メニューづくり、特産品の開発・販売、大田

楽踊り等伝統催事の継承等を進めることにより、農業生産額や来客数が確実に

伸びています。 

 今後は、漬物等の加工所を開設し、野菜等の生産から加工食品の製造・販売

までの一貫した地域間での体制づくりを行うとともに、都市から移住できる環

境づくりとして、後継者育成のためのファーマーズスクール（若栃楽校農業塾）

を開設し、雇用の場を創出することとしています。 

 

なお、詳細については以下のホームページを御覧下さい。 

http://wakatochi.blog.fc2.com/ 

 

（北陸農政局農村計画部農村振興課） 

********************************************************************** 

■ 報告・お知らせ 



4 

◇平成２４年度『災害対策等緊急事業推進費』の第２回募集 

 

 現在、国土交通省国土政策局では『災害対策等緊急事業推進費』の平成２４

年度第２回要求地区を募集中です（募集締切は７月３１日。予算配分は９月中

旬を予定）。 

 この推進費は、自然災害により公共的なかんがい排水施設や農道等が被害を

受けた場合、緊急に実施する対策（災害復旧事業では対応しきれない施設の防

災機能の強化など）に予算を配分し、住民等の安全・安心を確保するための制

度です。 

 制度に関する問い合わせは、国土政策局広域地方政策課調整室（０３－５２

５３－８３６０）までお願いします。 

 

なお、詳細については以下のホームページを御覧下さい。 

http://www.mlit.go.jp/kokudoseisaku/kokudokeikaku_tk4_000002.html 

 

（国土交通省国土政策局広域地方政策課調整室） 

********************************************************************** 

◇平成２３年度 「農村振興」優秀報文が決定！ 

 

 全国農村振興技術連盟会誌「農村振興」に掲載した、平成２３年３月号（第 ７

３５号）から平成２４年２月号（第７４６号）までの１年間の報文１６８編 を

対象として、企画幹事会（編集委員会）及び地方協議会担当者による投票の 結

果、１０編が平成２３年度優秀報文に決定しました。  

 優秀報文に選定された執筆者の皆様には、当連盟よりささやかな記念品を贈

呈するとともに、報文について寸評を付して連盟会誌に紹介し、全文を当連盟

ホームページに掲載していますので、是非ご覧ください。  

 

 なお、詳細については以下のホームページを御覧下さい。 

 http://www.n-renmei.jp/index.php?page=hobun.htm 

 

           （全国農村振興技術連盟） 

********************************************************************** 

◇農山漁村コミュニティビジネスセミナーの開催案内（６／１４） 

 

 農山漁村地域において、子ども達との交流を持続的に行っていくためには、

小学校以外の受入機会を増やすことや６次産業化、地産地消の観点を取り入れ
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た「農山漁村コミュニティビジネス」の展開が期待されているところです。 

 今回のセミナーでは、農家民宿「彦六」の経営者でＮＰＯ法人田沢湖ふるさ

とふれあい協議会の理事長として、地域が一体となり修学旅行の受入で実績を

積み上げてきた田口義久氏を招き、そのノウハウを学ぶ機会とします。 

 

 ○日時：６月１４日（木）１３：３０～１６：３０ 

 ○場所：まちむら交流きこう 会議室 

     （東京都千代田区神田東松下町４５番地 神田金子ビル５階） 

 ○参加費：５，０００円／人 

 

 なお、詳細については以下のホームページを御覧下さい。 

 http://www.kouryu.or.jp/seminar/24-05nousangyosonCBseminar.html 

 

     （（財）都市農山漁村交流活性化機構） 

********************************************************************** 

◇「グリーン・ツーリズムインストラクター研修会」の開催案内 

 

 農山漁村を訪れる方々に安全かつ有意義な時間を過ごしていただくため、地

域の案内や体験活動を指導できる人材“ＧＴインストラクター”が求められて

います。（財） 都市農山漁村交流活性化機構では、「地域案内コース（ＧＴイ

ンストラクター入門編）」（５月２９日～３１日開催）、「体験指導コース（Ｇ

Ｔインストラクター実践編）」（９月４日～７日、１２月４日～７日開催）、

「企画立案コース（ＧＴインストラクター上級編）」（平成２５年２月５日～ ８

日開催）の３コースを開設しています。 

 受講者全員に修了証を付与し、各コース最終日の試験に合格された方を認定

者（入門編：エスコーター、実践編：インストラクター、上級編：コーディネ

ーター）として同機構の「ＧＴ人材データベース」に登録します。 

 

 なお、詳細については以下のホームページを御覧下さい。 

 http://www.ohrai.jp/school/green1.html 

 

     （（財）都市農山漁村交流活性化機構） 

********************************************************************** 

◇「中山間地域研究会」及び「６周年記念シンポジウム」の開催案内 

 

中山間地域フォーラムは、以下のとおり「第１０回及び第１１回中山間地域
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研究会」及び「中山間地域フォーラム６周年記念シンポジウム」を開催します。 

どなたでも御参加いただけますので、御興味のある方は御参加下さい。 

 

【第１０回中山間地域研究会】 

日 時：５月３０日（水）１８：００～２０：００ 

場 所：東京大学農学部弥生講堂アネックス（講義室） 

テーマ：「英国農村の今～実践・研究・政策」 

講 師：明治大学教授 小田切 徳美 氏 

概 要：２０１１年４月～２０１２年３月まで英国に滞在し、その時に得られ 

た知見を踏まえて、「英国農村の今」を多角的な視点から御報告いた 

だく予定。 

参加費：１，０００円 

 

【第１１回中山間地域研究会】 

日 時：６月２１日（木）１８：００～２０：００ 

場 所：東京大学農学部弥生講堂アネックス（講義室） 

テーマ：「今後の観光政策と経済界の考え方」 

講 師：経団連 三ツ石 將嗣 氏 

概 要：中山間地域の活性化手段としての「観光」についての御説明と、中山 

間地域の活性化に向けた企業の取組事例についても御紹介いただく予定。 

参加費：１，０００円 

 

なお、当該研究会の詳細については以下のホームページを御覧下さい。 

http://www.chusankan-f.net/doc/letter/letterNo.39.pdf 

 

【中山間地域フォーラム６周年記念シンポジウム】 

日 時：７月１日（日）１４：００～１７：３０ 

場 所：東京大学弥生講堂一条ホール 

テーマ：「中山間地域再生の新潮流」 

講演１．「農山村の新しいライフスタイル － いーからかんで切り拓 

く」桐山 三智子氏（片品生活塾） 

講演２．「農山村の新しい経済 － 新直売所・新集落営農・新林業」 

甲斐 良治氏（農山漁村文化協会） 

講演３．「農山村の新しいコミュニティー」作野 広和氏（島根大学 

准教授） 

講演４．「農山村の新しいサポート体制 － 農山村に向かう若者とそ 
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の可能性」図司 直也氏（法政大学准教授） 

 

パネルディスカッション：コーディネーター 遠藤 和子氏（農村工学研究所） 

参加費：２，０００円（学生１，０００円） 

 

当該シンポジウムの詳細については現在調整中ですので、最新情報は以下の

ホームページを御覧下さい。 

http://www.chusankan-f.net/ 

 

           （中山間地域フォーラム） 

********************************************************************** 

◇農村計画学会３０周年記念シンポジウム開催案内（７／８） 

  ～学会３０年の歩みと今後１０年の展望～ 

 

豊かで美しい農村環境と、活力と魅力にあふれた農村社会の創出をめざす教

育・研究者、行政実務者、技術者及び地域生活者の交流・啓発の場である農村

計画学会では、「学会３０年の歩みと今後１０年の展望」と題して、学会の３

０年の歩みを振り返るとともに、次の１０年を展望し、農村計画学の発展とそ

の役割について議論することを目的に、以下のとおりシンポジウムを開催しま

す。 

 

○日時：７月８日（日）１３：３０～１７：３０ 

○場所：東京大学農学部弥生講堂一条ホール 

 

【参加費】 

 社会人 １，０００円（資料代実費として） 学生無料 

 （※ 学会員以外の方も大歓迎） 

 

【参加申込み方法】 

事前申し込みは不要 

 

なお、詳細については以下のホームページを御覧下さい。 

http://www.rural-planning.jp/gakujyutu/symposium_30th_1.htm 

 

（農村計画学会） 

********************************************************************** 
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◆◇ 編 集 後 記 ◇◆ 

自立式鉄塔としては世界一の東京スカイツリーが５月２２日に開業しました。

現在の入場は日時指定の完全予約期間ですが、すでに訪問された方もおられる

のではないでしょうか。 

特に関東では、連日ＴＶ等で東京スカイツリーが取り上げられることが多い

のですが、東京スカイツリーがある押上周辺は、昔の風情を残す下町の墨田区

にあるため、東京スカイツリーに加え、下町の人情あふれる商店や長屋、町工

場も紹介されることが多いです。 

 農村には世界一となるようなツリーは少ないかもしれませんが、下町に引け

を取らない人情あふれる商店や長屋、町工場も数多くあり、地域の創意工夫に

よる、皆さんが協力して取り組まれるような活動もありますので、皆さんも農

村を訪れてみてはいかがですか。 

********************************************************************** 

◆◇ ご意見をお寄せ下さい ◇◆ 

 本メールマガジンに対する皆さまの声を遠慮なくお寄せください。また、皆

さまの地域での活動や取組の紹介などもお願いします。皆さまからのご質問・

ご意見、地域の活動などの情報につきましては、可能なかぎり回答あるいは紹

介させていただきます。 

 本メールマガジンに関するご質問・お問合せについては、次のサイトから送

信をお願いします。 

https://www.contact.maff.go.jp/maff/form/b6c2.html 

農村振興メールマガジンのバックナンバーは次のサイトでご覧いただけます。 

http://www.maff.go.jp/j/nousin/nousei/e-mag/index.html 

********************************************************************** 

■ 編集発行 

〒１００－８９５０ 東京都千代田区霞が関１－２－１ 

農林水産省農村振興局農村政策部農村計画課（担当）稲垣 

ＴＥＬ：０３-３５０２-６００１ ＦＡＸ：０３-３５０１-９５８０ 

********************************************************************** 

 


