
 

○○○小小小麦麦麦「「「ハハハルルルユユユタタタカカカ」」」   

江別産小麦を使った様々な江別ブラ

ンド商品に使われている。 
○○○江江江別別別小小小麦麦麦めめめんんん   

産学官の連携により生まれた江別ブ

ランド麺。江別産小麦 100％使用。

市内の製粉会社が小麦粉にし、市内

の製麺会社が製麺。麺の風味が最大

の特徴。 

HP なし 

18 年度-No.01 

江別麦の会 

（えべつむぎのかい） 

構成員 
男    43 名

女     3 名

平均年齢  約－歳

「麦の里えべつ」－小麦でつながる 

産学官民・広域ネットワーク

江別麦の会は地域の麦作振興を目的とし、以下のような活動をしている。 
まず第 1 に、実需者、消費者に人気が高いが、収量確保が不安定な春まき小麦「ハ

ルユタカ」の生産を振興するため、初冬に種蒔きを行う「初冬まき栽培技術」の普及

を図っている。その結果、種子栽培を除く全量が初冬まき栽培となり、江別市におけ

る「ハルユタカ」の反収は全道平均反収を大きく上回るようになった。また、他地域

における「初冬まき栽培講習会」への協力などにより、ハルユタカの安定生産・供給

へ向けて、大きく寄与している。 
第 2 に、小麦の用途開発で、江別産を含む道産小麦粉とその加工品の商品化を目指

し、ブレンドや用途を検討している。その際、より実用的な商品となるよう、生産者

や飲食店等を集めた試食会を行い意見を反映させている。地元消費者の意見を企業が

取り入れ、それが生産に反映される一連の循環が地産地消の拡大につながっている。 
第 3 に、小麦に関わる人々の交流である。講演会を開催し、会員を始めとする生

産、加工、消費の関係者が共通認識を持つよう意見を交換している。また会員の視察

や他団体の視察受入によって全国的な交流を図っており、中京地区の生産者、実需者

との結びつきを強めている。 

事業の概要

主力商品・イベント 

北海道 江別市 
食物 

交流 

循環 

女性 

情報 

創出 

知財 

人材 

取組

分野 

輸出 

参入 
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○意欲的な生産への取組、誇りが持て

る地域資源、産業間連携による付加

価値の高い商品の発信。 
○生産者は実需者との直接対話から

「売れる小麦」を意識するようにな

った。 
○市民も江別産の良質小麦を誇りに思

うようになってきており、そのこと

が地産地消の拡大を促進している。 

○春まき小麦｢ハルユタカ｣ 
○初冬まきによる安定生産技術 

1998 年 9 月に道産小麦を菓子用として PR する目的で開催したイベント「全国焼

き菓子コンペ」をきっかけに、実行委員会のメンバーが集い、江別産小麦の振興を図

る目的で「江別麦の会」が発足した。 
生産者、研究機関、製粉会社、農協、大学、市の産学官で組織した会では、地域特

色のある麦作を目指して、生産から加工・流通・消費に至るまで、積極的に情報交換

し、米の転作作物にすぎないと考えられていた小麦への人々の認識を変えていった。 

活動の背景 

活動のポイント・効果 活用している地域資源 

〒067-8674 北海道江別市高砂町 6 番地 江別市経済部農業振興課（江別麦の会事務局）

TEL 011-381-1025  FAX 011-381-1072 
E-mail nogyo@city.ebetsu.lg.jp 

○会員数 46 名（H21） 

地域・業種にとらわれず、地場の小

麦に対する情熱を持った人達の広域的

ネットワークにより、北海道産小麦の

普及・振興を図る事業を展開してい

く。 
実際、江別市で開催してきた小麦サ

ミットを、滝川市の開催後、下川町、

美瑛町、岩見沢市と毎年小麦産地持ち

回りで開催している。 

連絡先

活動規模 

今後の展開 

農地

自然

景観

伝統

観光

工芸

特産

 

活用

資源
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○○○ソソソフフフトトト大大大福福福、、、切切切りりりもももちちち   

年間４,500 俵のもち米使用。切りも

ち、丸もち、ソフト大福、クリーム

大福を道の駅、支店（名寄、旭川）

で販売のほか、卸売もしている。 
○○○誕誕誕生生生もももちちち   

年間約 1,000 件。氏名を記入した背

負い袋つきで店舗、ネットで販売。 
○○○だだだんんんごごご、、、シシシュュューーークククリリリーーームムム等等等もももああありりり  

http://www.mochigome.jp/ 

18 年度-No.02 

(株)もち米の里ふうれん特産館 

（もちごめのさとふうれんとくさんかん） 

構成員 
男    12 名

女    50 名

平均年齢 約 43 歳

地域特産「もち米」の生産から加工、販売まで 

平成元年に７戸の農家で創業以来、現在に至るまで一貫して地元で生産される「は

くちょうもち米」を利用した商品づくりにこだわっている。生産農家も年々もち米生

産に切り替わり、今では地域の大半の農家がもち米作りに専念し、名実ともに「もち

米の里」として地元米の PR にも貢献してきた。 
また、大手バーガーチェーン店や大手食品メーカーへの「玄米もち」「丸もち」の

提供など、量産体制への対応も着実に実り、通年雇用の従業員も年々増加させ、農閑

期の対策にも一役買っている。 
さらに、主力商品の「贈答用切り餅」のほか、オリジナルの 18 種類の餡が楽しめ

る「ソフト大福」など、すでに地元の特産品として認知され、市内のみならず道内の

多くの人々から支持されている。 
平成 13 年には新社屋（売店、レストラン、工場を併設）が完成し、風連町内にお

いてはコミュニティー広場としての要素も兼ね備えた施設として人気も高まり、国道

沿いの好立地にも恵まれて、年々集客力は増加している。 
レストランには新たに「十割そば」（自家製粉）が登場し、地域住民や出張ビジネ

スマンからも親しまれるなど、地元素材を使用したメニューが好評を得ている。 

事業の概要

主力商品・イベント 

北海道 名寄市 
食物 

交流 

循環 

女性 

情報 

創出 

知財 

人材 

取組

分野 

輸出 

参入 
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○会社創立以来、一貫して原料を地元

生産し、生産農家をはじめとした地

域活性化の原動力となっている。 
○北海道は「農業と観光」であるとい

う視点から、地元素材を活かした特

産品を中心とした「もち米の里」と

して、町全体の PR 展開を図ること

が販路の拡大につながっている。 

○風連町産もち米「はくちょうもち」 
○風連町産「北早生そば」 
○その他風連町産農産物 

職場の少ない地域において、冬期間の農家の雇用対策として、出稼ぎを解消すると

ともに、農村女性の冬場の現金収入を得ることを目的にしていた。また、道北もち米

の評価の低さを克服し、地域農産物の安全性を PR するというねらいもあった。 

活動の背景 

活動のポイント・効果 活用している地域資源 

〒098-0507 北海道名寄市風連町西町 334-2 
TEL 01655-3-2332  FAX 01655-3-4118 
E-mail fuuren@mochigome.jp 

○雇用者数 62 人 
○年間売上 436 百万円 
○イベント回数 18 回 

科学的根拠に基づいた高い栄養価の

求められる新たな発想の商品化に向

け、玄米全粒粉を使った新商品を現在

研究中である。 
おこわ、ぜんざい等の商品化にむけ

た努力を継続する。 
道内には 100 件近い道の駅が存在し

ており、今後独自性のある道の駅とす

べく、特産品を活かした特徴のあるも

のを作り上げていく。 

連絡先

活動規模 

今後の展開 

農地

自然

景観

伝統

観光

工芸

特産

 

活用

資源
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○○○根根根室室室フフフッッットトトパパパスススオオオフフフィィィシシシャャャルルルガガガイイイドドド

ツツツアアアーーー   

コース選択自由。参加費 5 千円。

AB-MOBIT が選任したガイドがフ

ットパスを案内してくれる。広大な

草原の魅力を味わえる。 

http://www.nemuro-footpath.com/ 

18 年度-No.03 

酪農家集団ＡＢ－ＭＯＢＩＴ 

（らくのうかしゅうだんえーびーもびっと） 

構成員 
男    5 名

女    1 名

平均年齢 約 41 歳

「都市と農村交流」 

－最東端の街から日本初のフットパスを－

平成 13 年 4 月に、地域名である厚床、別当賀、さらに会員の頭文字からなる「AB-
MOBIT」を発足して以来、農村と牧場の持つ素晴らしい自然景観を生かし、こうした

安らぎの空間を都市住民と共通の財産として育み、地域と都市住民の交流を推進する

ため、牧場や景勝地をつなぐパブリック・フットパス（散策路）構想を主な活動とし

て推進している。 
根室産業クラスター創造研究会とともに、総延長 40km にわたり点在する牧場や景

勝地を繋ぐフットパスについて共同研究を行い、広大な草原の中にも新たな魅力を見

出したフットパスを整備した。 
翌 14 年からは、地域住民による AB-MOBIT サポーターズクラブが組織され、活動

の輪が大きくなるとともに、このサポーターが中心となり、フットパスのルート上に

そば農園を開設し、種蒔きから打って食するところまでの一貫した体験を可能とする

など、自由な活動を育んできた。 
毎年、体験型ワークショップ等を開催し、企画段階から地域と都市住民とがともに

参画した活動を続けている。平成 19 年には、地産地消を目指す、ファームレストラ

ン「酪農喫茶グラッシーヒル」を開業した。また、落石漁協が事務局を持つ落石地区

マリンビジョン協議会のコンサルタントとして参加「根室フットパス浜松パス」を開

設、農村と魚村の連携を強化している。 

事業の概要

主力商品・イベント 

北海道 根室市 
食物 

交流 

循環 

女性 

情報 

創出 

知財 

人材 

取組

分野 

輸出 

参入 

94



 

○フットパス活動を通じて、従来まで

の観光牧場に見られる一戸完結型の

交流ではなく、多くの牧場と漁村や

景勝地を結んだ地域型の交流が図ら

れている。 
○歩く道づくりによって、地域の生態

系が自然観察の学習拠点として活用

されるほか、周辺の建造物や集落の

保全にも繋がり、結果的に地域の

「顔」となる景観を作り出すなど活

性化に寄与している。 

○広大な東北海道の「酪農景観」と

「海岸景観」 

若者 5 名の酪農家で都市と農村の交流活動を行う目的で発足し、平成 13 年に全国

の体験牧場等を視察することに始まり、農場で熱気球の体験搭乗を行うなど、地域の

住民、さらには大学教授・学生とともに、地域の魅力の再発見に取り組んできた。 

活動の背景 

活動のポイント・効果 活用している地域資源 

〒086-0061 北海道根室市明郷 101 番地 （有）伊藤畜産 
TEL 0153-26-2181  FAX 0153-26-2141 
E-mail gyuu@iris.ocn.ne.jp 

○雇用者数 5 人（H20 年度末） 
○イベント 約 20 回（H20 年度） 
○年間売上 約 1,500 万円（同上） 
利用人数 酪農喫茶 11,632 人、築拓

キャンプ場 550 人、農産物加工体験

館 831 人、根室フットパス約 2,500
人（いずれも H20 年） 

根室半島全域の牧場や漁村集落を

100km に及ぶフットパスで結んでい

く。ルート上のそれぞれの牧場や漁家

に特色ある事業展開を促すこととし、

海岸に位置する牧場には代替エネルギ

ーを生む技術開発をテーマに、風や土

の力を利用したクリーンエネルギーを

利用する、未来の開拓の形を提案する

拠点づくりを行う。また、フットパス

上の貴重な動植物や地域産業を紹介す

るガイドの育成を進める。 

連絡先

活動規模 

今後の展開 

農地

自然

景観

伝統

観光

工芸

特産

 

活用

資源
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○○○農農農家家家蔵蔵蔵・・・農農農家家家庭庭庭園園園巡巡巡りりり   

毎年 5 月第 4 週(土)(日)開催。参加費

千円。通行手形・蔵マップセット、

ガイドによる案内つき。農産加工品

即売会も行われる。 
○○○農農農家家家蔵蔵蔵冬冬冬物物物語語語   

毎年 1 月第 4 週(土)開催。参加費千

円。農家蔵ライトアップ、蔵並通り

灯籠、蔵出し品展示。即売会あり。 
○○○蔵蔵蔵・・・農農農家家家庭庭庭園園園ウウウオオオッッッチチチンンングググ＆＆＆収収収穫穫穫体体体

験験験ツツツアアア－－－（（（３３３回回回開開開催催催）））  

http://www4.ocn.ne.jp/~kura-334/ 

18 年度-No.07 

NPO 法人 尾上蔵保存利活用促進会 

（おのえぐらほぞんりかつようそくしんかい） 

構成員 
男    56 名

女    17 名

平均年齢 約 60 歳

農家蔵の保存利活用とグリーン・ツーリズム 

平成 14 年、町内外賛同者 26 名で「尾上蔵保存利活用促進会」を設立。平成 15 年

に NPO 法人の認証を受け、法人組織となった。 
設立以来、「蔵保存と利活用の促進、グリーン・ツーリズム事業推進基盤の確立と

事業の定着拡充」を指標に、他市町村にない農村景観（蔵・庭園・生垣）を地域のオ

ンリーワンと位置付け、蔵所有者や地域住民・都市住民（消費者・学生・子供）を対

象に活動を展開している。 
蔵の調査、蔵マップ・会報誌の発刊、蔵フォーラムや、蔵・農家庭園ウォッチング

の開催、修学旅行農作業体験ファームステイ及びセカンドスクールの受入を行い、地

域のグリーン・ツーリズム事業の構築に中心的割を果たしている。ファームステイ受

入組織構築、地域案内人（蔵ガイド）及びスタッフ育成のため、受入農家啓蒙及び人

材育成・発掘活動も実施している。 
また、農家蔵ブランドの商標登録を行い、商工業者と連携でお土産品や農産物加工

品等の商品開発を行っているほか、会員から構成される、農家蔵ブランド商品開発チ

ーム「くら・クラ倶楽部」を立ち上げ、食品加工機材を準備し、本格的な取組に向け

活動をしている。蔵拠点施設「農家蔵の館」も平成 20 年 5 月に完成した。 

事業の概要

主力商品・イベント 

青森県 平川市 
食物 

交流 

循環 

女性 

情報 

創出 

知財 

人材 

取組

分野 

輸出 

参入 
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○農家蔵の活用を軸にした「グリー

ン・ツーリズムのまち」ブランド確

立により、ファームステイ及びセカ

ンドスクールや収穫体験受入に伴う

農家所得向上等、商工業界の売上増

加に寄与している。 
○グリーン・ツーリズム事業推進で農

業の再構築及び受入農家の意識改革

がすすみ、生産・教育・交流・販売

の自立農業経営基盤が構築された。 

○農家蔵（農家住居含む）・庭園・生

け垣等農村景観 
○農業と農村（農産物・技術・農村文

化・食文化） 
○ネブタ祭り 
○雪 

旧尾上町には 334 棟の蔵が現存し、その 94％が農家所有の蔵である。農家蔵は農

家のステータスであり、米やリンゴの貯蔵施設として建造された。農業の近代化とと

もに数が減少し、現在では全国的にも貴重な建造物となっている。この蔵を後世に残

すべき文化遺産と位置づけ、蔵の保存と利活用の促進のために会を設立した。 

活動の背景 

活動のポイント・効果 活用している地域資源 

〒036-0242 青森県平川市猿賀南野 53-10 
TEL 0172-57-5190  FAX 0172-57-5190 
E-mail kura-334club@smile.ocn.ne.jp 

○雇用者数 常勤 1 人（H21 年） 
○年間売上 2 千万円 
○イベント回数 5 回（春・冬） 
○ファームステイ受入 約 1,600 人

（H21 年度） 

「農家蔵のまち、グリーン・ツーリ

ズムのまち」ブランド確立。農村文化

の漂うまちづくり実現を当会の社会的

ミッションとし、積極的に活動を展開

し、農業・農村の活性化、ひいては地

域活性化に寄与していく。 

連絡先

活動規模 

今後の展開 

農地

自然

景観

伝統

観光

工芸

特産

 

活用

資源
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○○○田田田舎舎舎暮暮暮らららししし体体体験験験ツツツアアアーーー   

田植え、稲刈りに参加して農家に泊

まる。1 万 5 千円。春と秋はお米、

夏場はスイカ、メロン、トマト収穫

体験。 
○○○白白白神神神山山山地地地エエエコココロロロジジジーーー体体体験験験ツツツアアアーーー   

白神山地のブナ林トレッキング体

験。1 万 8 千円。地元のまたぎのガ

イドで白神山地の魅力を体験。 

http://school.shirakami.gr.jp/ 

18 年度-No.08 

NPO 法人 白神自然学校一ツ森校 

（しらかみしぜんがっこうひとつもりこう） 

構成員 
男    18 名

女    24 名

平均年齢 約 59 歳

都市と農村の交流－杉並区の子ども達の自然体験塾

白神自然学校は平成 15 年 10 月に開校し、地元の一ツ森地区から林業・農業の技術

を持っている人たちや山菜料理などの加工技術を持っている人を講師に招いている。 
そして、白神山地の山・川・海の自然体験活動を通した授業を実施し、全国から多

く白神山地へ訪れる人を受け入れてきたが、特に、発足から東京都杉並区との交流活

動を通して、毎年杉並区の子ども達の夏休みと冬休みの自然体験塾の受入を行ってい

る。 
総合学習の一環として、白神山地の赤石川上流での植林活動を中心とした環境教育

の実習を実施してきた。自然学校を訪れた首都圏の人々を中心としたリピーターで、

平成 18 年、「白神自然学校首都圏倶楽部」を設立した。これからは都市と農村の交

流を実現し、大量に発生する団塊の世代の人達の自然回帰の流れを受けいれて行きた

い。特に、都市住民のニーズに答えるためには、白神山地だけではなく、青森県が誇

る観光地の下北半島・十和田湖・三内丸山遺跡等との連携、他県との広域的な連携・

また、県内で活動する NPO との連携も視野に入れた取組を通して、「青森県内を訪

れたい」という人達のニーズに答える「多目的なツーリズム思考」の期待を実現する

ための人的ネットワークや相互の乗り入れを実現していく。 

事業の概要

主力商品・イベント 

青森県 鰺ヶ沢町 
食物 

交流 

循環 

女性 

情報 

創出 

知財 

人材 

取組

分野 

輸出 

参入 
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○またぎの文化、山菜採り・川魚捕

り・キノコ採り・林業や農業の技術

を都会の人々は新鮮に受け止める。

こうした技術を残し、都会と交流

し、「田舎暮らしを希望する人達に

伝えていく」ことにより、地域住民

の活躍の場が広がっている。 

○季節の山菜、鮎、かじか、いわな 
○ブナの苗木を植林の授業に利用 

白神山地には森林管理署の下請け作業をしている人やまたぎがいた。廃校も利用可

能で、伝統の山文化がまだ残っていた。そこで、杉並区の教育委員会に自然学校の提

案をしたところ、積極的だったことから取組を開始した。 

活動の背景 

活動のポイント・効果 活用している地域資源 

〒038-2723 青森県西津軽郡鯵ヶ沢町一ツ森町字上禿 88-2 
TEL 0173-82-7057  FAX 0173-82-7057 
E-mail school@shirakami.gr.jp 

○スタッフ 19 名 
○来客数 1,893 人（H17 年） 

①修学旅行・田舎暮らしを希望する

人達に「農家民宿の輪」を広げ、②市

民農園の場所を提供する人を増やし、

③農家レストランのメニューを増や

し、④自然体験塾を実施する首都圏の

区の教育委員会の数を増やして行くこ

とが望みである。また、そうした交流

をもった区には、地域ブランドの赤石

米・特産のアスパラや季節の野菜を届

けたり、区役所の前での農産物の販売

会を開催するなど、人・物・サービス

の行き来の回数を増やして行く。 

連絡先

活動規模 

今後の展開 

農地

自然

景観

伝統

観光

工芸

特産

 

活用

資源
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○○○りりりんんんどどどううう   

八幡平市花き研究開発センターで開

発した様々な品種がある。 

HP なし 

18 年度-No.10 

八幡平市花き振興協議会 

（はちまんたいしかきしんこうきょうぎかい） 

構成員 
男    －名

女    －名

平均年齢  約－歳

地域オリジナル品種を用いたリンドウ輸出の取組 

リンドウ新品種開発事業、新品種販売事業、リンドウ輸出事業等の立ち上げを主導

し、これら事業が軌道に乗って行くに従い、リンドウ新品種の開発については八幡平

市花き研究開発センターへ、新品種販売事業については有限責任中間法人安代リンド

ウ開発へ、リンドウ輸出事業については JA 新いわてに引き継いだ。 
リンドウの輸出を始めるに当たって、花きの輸出についてのノウハウは様々な交流

のあったニュージーランドで花き輸出を行っている業者をアドバイザーとして依頼

し、輸出先の情報、輸出に関する輸送技術、輸出時に問題等が発生した時の対応など

についてアドバイスを受けた。 
平成 16 年に輸送中の発熱による品質低下のため 8 万本を廃棄したことから、平成

17 年に輸送中の品質保持対策に取り組み、収穫時に前処理剤を使用することと、コー

ルドチェーンを確立することにより克服した。コールドチェーンの確立は、日本の運

送業者、通関代理店、航空会社、現地の通関代理店、輸入業者等の協力のもと、温度

チェックや異常温度時の対応マニュアル等の温度管理対策により可能とした。また、

コストの大部分を占める航空運賃についても低減に努めることで成功している。 

事業の概要

主力商品・イベント 

岩手県 八幡平市 
食物 

交流 

循環 

女性 

情報 

創出 

知財 

人材 

取組

分野 

輸出 

参入 
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○リンドウ輸出は輸送中のコールドチ

ェーンの確立等による出荷量の増大

と、航空運賃の引き下げに成功した

ことから、経済事業として考えられ

るレベルになった。 
○輸出に合わせ、生産者等の海外視察

を行うことで、自分たちで栽培した

リンドウが高評価を受けていること

を実感し、生産意欲の向上につなが

った。 

○リンドウ栽培に適した年平均気温

8.7℃という山岳地特有の冷涼な気

候 
○八幡平市花き研究開発センターの育

成したオリジナル品種 

平成 3 年、町、JA、生産部会等を構成員（15 名）として、町のオリジナル品種の

育種組織「安代町花き振興協議会」を設立。平成 14 年よりリンドウ輸出事業に取り

組み、平成 17 年 9 月に市町村合併により八幡平市になってからは「八幡平市花き振

興協議会」に名称を改めて活動するようになった。 

活動の背景 

活動のポイント・効果 活用している地域資源 

〒028-7592 岩手県八幡平市叺田 70 番地 八幡平市花き研究開発センター内 
TEL 0195-72-2111  FAX 0195-72-2562 
E-mail takashi-hk@city.hachimantai.ig.jp 

○生産本数 27,671 千本（H21 年） 
○輸出本数 515 千本（H21 年） 

八幡平市で生産するリンドウは仏花

用が中心で、95％の品種がブルーの花

色であるが、オランダ等では、ピンク

や白の花色の需要が相対的に高いの

で、これに対応する花色の品種を開発

する。また輸出に対応した生産者の技

術レベルの向上を図る。 

連絡先

活動規模 

今後の展開 

農地

自然

景観

伝統

観光

工芸

特産

 

活用

資源
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○○○森森森林林林林林林業業業日日日本本本一一一ののの町町町づづづくくくりりり   

・川上川下一体となった取組 
・木質バイオマス 
・森林環境学習 
・FSC 森林認証 

http://www.town.sumita.iwate.jp/ 

18 年度-No.11 

岩手県住田町 

（いわてけんすみたちょう） 

構成員 
男    －名

女    －名

平均年齢  約－歳

森林・林業日本一の町づくり

住田町の森林面積は全体の 90％を占めている。基幹産業は農林業で、近年は、無農

薬・無化学肥料の安全安心農業に力を注ぐとともに、豊富な森林資源の活用に向け、

官民一体となって製材施設などを整備し、木工団地を中心とした林業振興を図ってい

る。平成 17 年度には「森林林業日本一の町づくり推進協議会」を組織し、さらなる

発展を目指している。 
平成 16 年には、国際的な取組である「FSC 森林管理認証」を地元森林組合が取

得。同 COC（加工流通）認証を木工団地・住宅会社が取得し環境に配慮した森林経営

と、環境に興味がある消費者への PR も行っている。木工団地での製品の大半は住宅

建材であり、一般消費者には日常的に購入できるものではないことから、現在デザイ

ナーとの共同により新たな木工製品の開発を行っている。 
町には年間約 600 名の視察が訪れているが、原則的には有料であり、町内での宿泊

や食事をお願いし、地元経済への波及効果も目指している。また、森林・林業体験学

習、炭焼き体験ツアー、地元の伝統食や伝統文化を体験できるイベント等を開催して

いる。町外に関しては特に、リピーターを重視し、ダイレクトメール等を積極的に活

用している。 

事業の概要

主力商品・イベント 

岩手県 住田町 
食物 

交流 

循環 

女性 

情報 

創出 

知財 

人材 

取組

分野 

輸出 

参入 
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○特に若年の男性を中心に雇用を産み

出し、地域経済はもとより高齢化に

悩む町において地域の担い手の育成

にも極めて大きく寄与している。 

○木工団地内で発生するおが屑、木屑 
○森林 

昭和 60 年代、町の森林面積の大部分を占めるスギは伐採の時期を迎えていたが、

低迷する木材価格の影響から伐採には至らず、「気仙スギ」としてのブランド化も思

うように進まなかった。そこで町では、高気密・高断熱へと移行する住宅木材需要に

着目。「スギの集成材」という可能性に賭け、プレカット加工施設、集成材工場、集

成材工場に地域材を安定的に供給する製材工場と併せ施設の整備を実施、総額 50 億

円を投資した。 

活動の背景 

活動のポイント・効果 活用している地域資源 

〒029-2396 岩手県気仙郡住田町世田米字川向 96-1 住田町産業振興課 
TEL 0192-46-2111(内線 322)  FAX 0192-46-3868 
E-mail shinyas@town.sumita.iwate.jp 

○雇用者数 204 人（木工団地雇用

者） 
○年間売上 4,989 百万円（木工団地

年間売上） 
○イベント回数 20 回（森林林業体験

教室開催数） 
○イベント参加者数 1,026 人（森林

林業体験教室参加者数） 
○視察者数 722 

環境に配慮した森林経営と付加価値

販売、そして地域の森林へのさらなる

利益の還元により、遅れていた林家経

済の活性化を図る。 
また、二酸化炭素の排出削減に向

け、木質バイオマスに関する取組が今

後注目されてくる。そこで、国内排出

権取引や J-VER 等に関して、企業や

他の自治体と連携を図っていく。 

連絡先

活動規模 

今後の展開 

農地

自然

景観

伝統

観光

工芸

特産

 

活用

資源
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○○○こここどどどもももののの日日日 555///555 いいいわわわなななつつつかかかみみみどどどりりり田田田

植植植体体体験験験   

入谷川でいわなのつかみどりをして

田植も体験。無料。いわなをつかま

えて、そのまま塩焼きでたべられ

る。 
○○○そそそばばばまままつつつりりり   

11 月末に体験で播いたそば粉を使っ

た新そばを食べる。200 円。 

http://www5.ocn.ne.jp/~san3kan/ 

18 年度-No.13 

旧林際小学校運営事業組合 

（きゅうはやしぎわしょうがっこううんえいじぎょうくみあい） 

構成員 
男    9 名

女    3 名

平均年齢 約 65 歳

廃校を利用したグリーン・ツーリズムによる 

地域活性化 

多くの子供たちを送り出してきた校舎を何とか残し、有効に活かしていきたいと考

えた地元の人々は、グリーン･ツーリズムと体験学習の拠点施設として活用することを

選び、「さんさん館」として生まれ変わらせた。「さんさん館」は、農林漁業体験な

ど各種のグリーン・ツーリズム体験メニューを提供する宿泊施設である。研修室や食

堂も完備しているほか交流室もあり、お茶飲み場として地域コミュニティ維持と組み

合わせながら、都市の人々との交流に活用されている。 
平成 13 年の開業から、運営は地元の卒業生らにより結成された、旧林際小学校運

営事業組合が担っている。入谷地区の良さを再認識し、誇りに思っている人々が集ま

った組織のため、運営等への参加意欲は強く、年間約 7 千人の利用を支えている。 
小川での魚つかみや野菜収穫など地域独特の資源を活かした体験メニューは極めて

豊富で、100 種類に上る。体験指導には、高齢者を名人として活用しており、地元の

人材活用にも積極的である。また、館内の食堂は地元食材を使った純朴なふるさとの

味を楽しめる地産地消の拠点ともなっており、こちらは地元の女性たちが主役となっ

ている。こうした活動を通して地域コミュニティ維持を図りつつ、地域経済の活性化

を目指す拠点施設としての位置づけを強めていく。 

事業の概要

主力商品・イベント 

宮城県 南三陸町 
食物 

交流 

循環 

女性 

情報 

創出 

知財 

人材 

取組

分野 

輸出 

参入 
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○「さんさん館」の整備は、地域の雇

用機会の増加や農産物の販売と農林

漁業体験による農家所得の向上に寄

与した。また、施設を管理運営する

組織を民間ベースで整備し、農林漁

業等の体験学習受入体制を一本化し

たことは、地域住民に一体的な連携

をもたらし、地域を活性化してい

る。 

○築 47 年の木造校舎 
○里山に囲まれた入谷地区の景観 
○ホタルが飛び蛙が上る川、牛のいる

牧草地、田畑、豊かな三陸の海 
○地元の海・山・里からの食材 
○地元のお年寄りの技能 
○民話、地域の祭・イベント 

南三陸町（旧志津川町）入谷地区は、国内屈指の養蚕地域だったが、養蚕の衰退と

ともに過疎化、高齢化が進んできた中山間地域である。その中、平成 11 年 3 月、127
年もの歴史を重ねてきた林際小学校が廃校となった。思い出のつまった木造校舎は地

元の人々にとって心のよりどころであリ、地域住民みんなが参加する学校行事は地元

の人々の心をひとつにしてきた。そこで、地元民が愛着をもっていた校舎を活用する

方策を考えることになった。 

活動の背景 

活動のポイント・効果 活用している地域資源 

〒986-0782 宮城県本吉郡南三陸町入谷字山の神平 10 番地 1 
TEL 0226-46-5051  FAX 0226-46-5051 
E-mail iriya333@trust.ocn.ne.jp 

○雇用者数 6 人（H21 年末） 
○年間売上 1 千万円 
○イベント回数 3 回 

更なる質の向上と利用者の増加のた

め、積極的に情報交換や各種研修等へ

参加し、県のグリーン･ツーリズムア

ドバイザー派遣事業を活用するなど、

経営の更なる強化を目指していく。 

連絡先

活動規模 

今後の展開 

農地

自然

景観

伝統

観光

工芸

特産

 

活用

資源
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○○○ミミミッッックククスススピピピクククルルルススス、、、ままままままかかかけけけ～～～るるる、、、

山山山干干干ししし漬漬漬、、、こここしししあああぶぶぶらららみみみそそそ   等等等   

地域資源を有効に活用し地元 JA、生

産者からの原料仕入によって製品開

発された商品。各 300 円。ミックス

ピクルスには遊佐町産パプリカ、鶴

岡・酒田市産ミニきゅうりを使用。

ままかけ～るは庄内産えのきだけを

使用した、ご飯にかけるお漬物。 

http://www.896215.com 

18 年度-No.14 

羽黒・のうきょう食品加工(有) 

（はぐろ・のうきょうしょくひんかこう） 

構成員 
男    15 名

女    40 名

平均年齢 約 44 歳

自然食は自然色！お漬物で村おこし

社の登録商標でもある「自然食は自然色！」をキャッチフレーズに、庄内地方の先

人が生み出した食文化を現代のニーズにあったものにアレンジし、素材本来の風味と

新鮮さを活かした漬物づくりを行っている。 
マーケティングに力を入れ、全国のあらゆる消費者団体や小売業者などとの交流

や、新設した直売所でのエンドユーザーとのコミュニケーションを充実させ、商品開

発に活かしてきた。その結果、地元特産の「庄内柿」を加工して食酢（柿酢）を造

り、どこにも真似のできない、羽黒独自の漬物を作るという画期的なアイデアが生ま

れた。さらに、雪深い地方の伝統的な「雪室」に着目し、近似した冷蔵条件での漬け

方を編み出し、庄内ならではの味、風味、色、新鮮さをたっぷりと含んだふるさと自

慢の漬物を生み出した。 
地域資源を有効に活用した商品開発を更に充実させており、自社経営の直売所併設

のそば屋で、新商品を試食提供している。 
また、工場から排出される廃棄物を、自社工場内に新に設置したクリーンな焼却炉

で処理し、その廃熱で食物性残渣を乾燥し、一部飼料化し畜産農家に供給し餌として

活用してもらうなどの取組も行っている。 

事業の概要

主力商品・イベント 

山形県 鶴岡市 
食物 

交流 

循環 

女性 

情報 

創出 

知財 

人材 

取組

分野 

輸出 

参入 
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○老若男女問わず、様々な形で多数の

人間が参加できる体制づくりに務

め、地域の賃金水準の下支え、向

上、雇用の創出等、地域の活性化に

大きく貢献している。 
○地元生産者の野菜を原料に使用する

ことで、雇用のみに止まらない地域

活性化を促進している。 

○数々の伝統作物（在来作物） 
○「庄内柿」から作った「柿酢」 
○祖先から伝えられた雪室のわざを活

かした冷凍冷蔵貯蔵施設の活用 
○地元生産者の野菜 

昭和 61 年、当時の羽黒町農協で風害により被害を受けたグリーンアスパラを漬物

にし、付加価値をつけて販売したことをきっかけに、地元農産物を加工した付加価値

づくりが生産地の育成と地元の活性化につながるとして、平成元年に加工販売を専門

とする会社を、漬物問屋と合弁で設立した。 

活動の背景 

活動のポイント・効果 活用している地域資源 

〒997-0131 山形県鶴岡市羽黒町川代字川代山 406 
TEL 0235-62-2200  FAX 0235-62-2584 
E-mail info@8963.ecweb.jp 

○雇用者数 55 人（H20 年度末） 
○年間売上 890,000 千円 
○イベント回数 10 回 

様々な方法で消費者との交流、提携

を強化し、強固な信頼関係を築き、伝

統的食文化や新感覚の味の提供、地域

特産の発展と発信を促進する。観光客

への土産品販売にも力を入れ、「羽

黒」だからこその商品を販売し、満足

できる商品を提供する。 

連絡先

活動規模 

今後の展開 

農地

自然

景観

伝統

観光

工芸

特産

 

活用

資源
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○○○メメメーーープププルルルフフフェェェスススタタタ   

1,000 円～。メープルスノーハイク

＆軽食 
○○○メメメーーープププルルルサササッッップププ   

楓の樹液 100％ドリンク。500 円 
○○○メメメーーープププルルルビビビーーールルル   

樹液を 3 分の 2 使用、世界初のメー

プルビール。650 円 
○○○メメメーーープププルルルシシシロロロッッップププ   

HP なし 

18 年度-No.15 

共生のむら すぎさわ 

（きょうせいのむら すぎさわ） 

構成員 
男    7 名

女    2 名

平均年齢 約 50 歳

都市との交流による山村の活性化

秋田県と山形県の県境にある金山町杉沢地区では、集落の全世帯が参加するゆるや

かな調整組織「共生のむらすぎさわ」と称して、地域ぐるみでグリーン・ツーリズム

に熱心に取り組んでいる。拠点施設「暮らし考房」では、民泊の受け入れや、森づく

り、森あそび、川あそびによる環境教育、地域学習などを通じて山村の豊かさを発信

している。 
また、ツル細工や刺し子といった昔からむらにあった伝統技術や、有機栽培源流

米、有機野菜、山菜等、都市との交流によりその価値が再認識されたものを直販・宅

配により販売している。ほかにも、古くからの地域資源であるカエデの樹液を利用し

た商品として、メープルドリンク、メープルビール、メープルソフトクリームなどが

誕生し、「メープルの里」づくりにつながっている。メープルの森づくりは進化して

いっており、メープルサップ＆シロップ協会を設立、全国ネット化に取り組み始めた。 
杉沢の生活に共感を覚えた都市住民と共同でむらの空き屋を買い取り、「金山スロ

ー村」と名付け、より深く山村の暮らしを実践できる交流の場として活用している。 
わずか 13 戸の小集落が、古くからの知恵と新しい試みの継続により、活動を始め

て 14 年、全国でも知られるグリーン・ツーリズムのむらとなった。 

事業の概要

主力商品・イベント 

山形県 金山町 
食物 

交流 

循環 

女性 

情報 

創出 

知財 

人材 

取組

分野 

輸出 

参入 
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○「暮らし考房」が試行し、地域に提

案。やりたい人、やれる人で新しい

組織を作り展開する。 
○「共生のむらすぎさわ」として、ゆ

るやかな組織で全体調整を行う。 
○一人一人の存在感とやりがい感を大

事にする。 
○そこにあるもの（物語）を活かし、

そこにしかないものに育てる。 
○変わらない精神と変わっていく具体

物をもつ。 

○山村というフィールド 
○高齢者の持つ技の活用 
○自生するイタヤカエデの樹液 
○清流を活用した清流米 
○空き家を活用した交流の場 
○荒廃地の活用（楓の森づくり） 

活動は、平成 5 年に農山村での豊かな暮らしを考える拠点として「暮らし考房」を

立ち上げたことに始まり、毎年「山里フォーラム」と称して、山村生活を実践する哲

学者内山節氏を講師に迎えての山里哲学講座を開催している。 

活動の背景 

活動のポイント・効果 活用している地域資源 

〒999-5411 山形県最上郡金山町中田 298 
TEL 0233-52-7132  FAX 0233-52-7132 
E-mail なし 

○雇用者数 3 人（H20 年度） 
○年間売上 約 4,000 万円（同上） 
○イベント回数 2 回（同上） 

山村に新しい仕事を作る。また、 
集落の景観づくりのため、楓をメイ

ンに景観ポイントを作る。 
高齢化・過疎化に立ち向かうため、

新住民の受け入れも図る。 
木を植え、石を積むことを中心に 22

世紀にも残る山村を目指して努力中で

ある。 

連絡先

活動規模 

今後の展開・

農地

自然

景観

伝統

観光

工芸

特産

 

活用

資源
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http://www.sunshinetomato.co.jp/ 

18 年度-No.16 

(有)とまとランドいわき 

（とまとらんどいわき） 

構成員 
男    5 名

女    26 名

平均年齢 約 48 歳

環境保護と地域活性化を第一に考えた農業多角経営

有害物質を温室外に排出しない循環式養液栽培温室で、平成 15 年からトマトとい

ちじくを栽培している。養液栽培は最盛期には 1 日に 100t 近くの水を必要とする。

そのため、雨水貯水タンク（800t×2 基）を設置、また地域の良質な地下水を利用

し、雨水と混合して使用している。トマトに吸収されずに残った排液は、従来の養液

栽培では地下浸透、もしくは排水溝へ全量流さざるを得なかったが、ろ過・殺菌行程

を踏むことで、ほぼ養液として再利用可能となっている。暖房燃料についても環境に

配慮し、クリーンエネルギーである LPG を使用し、燃焼時に出る二酸化炭素を、ハ

ウス内に施用し、作物の光合成促進のために利用している。 
ガラス温室による年間を通したトマトの長期栽培という強みを生かし地域の主婦を

常時 26 名、地域の高齢者を臨時雇用している。 
温室内の一画を使った直売所では年間を通してトマトや花などを販売しており、多

いときで約 500 人/日の来客があり年間約 6,000 万円の売上げとなる。もともと観光地

ではなく農業中心の地域であったため、これだけの人を呼べるようになっただけでも

大きな成果である。 
地域の女性が中心となって、トマト、いちじくを使用した加工品の開発・販売も開

始し、取組は新たな展開を見せている。 

事業の概要

福島県 いわき市

○○○トトトマママトトトののの収収収穫穫穫体体体験験験イイイベベベンンントトト他他他   

事前予約で常時フルーツトマトの収

穫体験ができる。地元農産物を使用

した模擬店もあり、もちつきそば打

ち等も体験できる。料金 500 円。と

れたてのトマトをその場で収穫し

て、試食して、持ち帰り用は袋いっ

ぱいになるまで詰め放題。 

主力商品・イベント 

食物 

交流 

循環 

女性 

情報 

創出 

知財 

人材 

取組

分野 

輸出 

参入 
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○今まで集客のできる施設が無かった

地域に人を呼べる施設ができ、多く

の人が集まるようになった。それを

見た周囲の人にも地域活性化の意欲

が湧いてきている。 
○直売所の店頭にてイチジクの試食販

売を行い、生食以外の食べ方があま

り知られていないいちじくの加工を

提案した。 
○地域に密着した経営を理念として、

どんな事業を始めるにしても、まず

地域の方々に説明すると、率先して

協力が得られる。 

○年間の日照時間が全国的にもトップ

クラスという福島県いわき市の気候 

もともと兼業で農業を営んでいた高齢者がおり、低温に弱い作物でも栽培できる気

象条件に恵まれていたため、平成 13 年 10 月に有限会社とまとランドいわきを設立。

平成 15 年に施設園芸の最先端であるオランダの技術を導入し、有害物質を温室外に

排出しない循環式養液栽培温室を建設した。 

活動の背景 

活動のポイント・効果 活用している地域資源 

〒979-0214 福島県いわき市四倉町長友字深町 30 
TEL  0246-66-8630  FAX 0246-66-8640 
E-mail info@sunshinetomato.co.jp 

○温室総面積 23,664 ㎡ 

敷地内に直売所を建設し、地域農家

にスペースを提供して栽培した作物を

インショップ形式で販売してもらって

いる。今後、さらに生産者の数を増や

し育成までも視野に入れていく。ま

た、水稲栽培についても会社事業化

し、直売所近くの田を利用したアイガ

モ農法を行う計画があり、特別栽培米

の認証、エコファーマーの認定と併せ

て付加価値を付けていく。 

連絡先

活動規模 

今後の展開 

農地

自然

景観

伝統

観光

工芸

特産

 

活用

資源
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○○○乾乾乾燥燥燥タタタケケケノノノコココ   

5 月下旬～6 月上旬に 50g 入りパッ

ク 150 個を生産。 単価 400 円 
○○○ブブブルルルーーーベベベリリリーーー   

200g 入り 400 円、500g 入り 1,000
円、ジャム用 1kg あたり 600 円。 

○○○棚棚棚田田田オオオーーーナナナーーー制制制   

期間は 4 月中旬～11 月上旬。1 組

35,000 円。 

HP なし 

18 年度-No.18 

竹原郷づくり協議会 

（たけはらさとづくりきょうぎかい） 

構成員 
男    20 名

女    20 名

平均年齢 約 65 歳

新やすらぎ空間「かぐや姫の郷」

地域観光スポットの掘り起こしとして、竹林に囲まれ雨の降ったときにしか見るこ

とのできない「坪渕の滝」周辺の遊歩道や防護策の整備を集落全員で行った。その他

集落内の景観整備、道路の草刈り等を全員で行い、集落環境が大変良くなっている。 
平成 16 年からは、棚田と竹林保全のためのオーナー制度をスタートし、稲作体

験、ホタル鑑賞会、たけのこ掘り、竹林間伐などの体験メニューを提供することで農

村女性や高齢者の知識とノウハウを活用する新たな場を創出すると同時に、現在では

登録オーナー数も 22 組に増え、都市との活発な交流は地域の活性化に大きく寄与し

ている。また、古くからの地域資源である竹を活用し、乾燥たけのこ、竹炭、門松な

どの加工品づくりにも取り組んでいる。 
平成 18 年には、竹林の中の「坪渕の滝」での長さ 70m の流しそうめん、夜間の竹

灯籠によるライトアップなど地元の竹を活かしたイベントの開催により、多くの観光

客を集めている。 
また、耕作放棄地を解消しようと、数人が立ち上がり、ブルーベリーの生産に取り

組むようになり、その売上が徐々に増え、3 年目で当初の倍近い売上を実現した。 
ビオトープも 2 ヶ所作り、ほたるやその他水生昆虫の繁殖に努力している。 

事業の概要

主力商品・イベント 

栃木県 茂木町 
食物 

交流 

循環 

女性 

情報 

創出 

知財 

人材 

取組

分野 

輸出 

参入 
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○様々な交流事業を行うことにより、

耕作放棄地の解消と新たな農村女性

や高齢者の活躍の場になっている。 
○竹とんぼ作り教室や竹ご飯体験、竹

炭焼き体験など、地域の資源を活用

したグリーン・ツーリズムを、独自

に展開している。 

○里山を活用、間伐ボランティアを募

集。 
○棚田を活用、オーナー制度を開始。 
○坪渕の滝を活用、新名所とした。 
○竹を活用、乾燥たけのこや炭を生産 
○古民家を活用し、拠点施設とする。 

少子高齢化や過疎化が進む地域を活性化することを目的に、平成 15 年 4 月に「竹

原郷づくり協議会」を設立し、この竹林と滝を活かした活性化方策を考えたのが活動

の始まりである。 

活動の背景 

活動のポイント・効果 活用している地域資源 

〒321-3552 栃木県芳賀郡茂木町大字竹原 14 
TEL 0285-63-3669  FAX なし 
E-mail なし 

○年間売上 3,970 千円（H21 年度） 
○イベント回数 10 回 
○棚田オーナー数 30 組 

ボランティアによる竹林、里山保全

活動をさらに活発化させ、竹原全体

が、いつまでも美しい景観を留めるよ

う努めていく。 
竹林と棚田のオーナー制度について

は、新たに耕作放棄地の復旧を行い募

集拡大するとともに、本町各地で行わ

れているむらづくりとの連携により、

交流人口の増加を図っていく。 

連絡先

活動規模 
今後の展開 

農地

自然

景観

伝統

観光

工芸

特産

 

活用

資源
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○○○大大大根根根小小小学学学校校校   

大根畑 1,000 ㎡で播種、間引き、収

穫作業。収穫 1 本 100 円。1 回 1 時

間～2 時間程度で、作業期間は 8 月

下旬～11 月末日。 
○○○田田田植植植体体体験験験   

水田 500 ㎡で田植作業。1 人 2,500
円。秋に収穫した米 1kg をお届け。

○○○そそそののの他他他体体体験験験各各各種種種ああありりり  

HP なし 

18 年度-No.20 

農事組合法人 雪太郎の郷 

（のうじくみあいほうじん ゆきたろうのさと） 

構成員 
男    8 名

女    10 名

平均年齢 約 58 歳

特産の大根づくりに「女、男共同参加」で集落活性化

当法人の前身である宇津俣生産組合は、平成 3 年より加工場を開設。地元の農産物

の加工場を活用して加工・販売にも力を入れ、日本で初の「大根ジャム」も生み出す

など、特産品開発を進めてきた。 
地域に伝わる民話「雪太郎伝説」から主力品目の大根を「雪太郎大根」と名付け、

大根料理集を作成したり、雪太郎のキャラクターを作成して商標登録をおこなった。 
地元で行われるイベントだけでなく県内外でのイベント等にも積極的に参加して消

費者交流に力を入れ、雪太郎大根の知名度向上を図っている。その際、必ず生の大根

を食べてもらい、おいしさを実感してもらっている。 
田舎体験・農業体験の受け入れを行い、稲作以外の体験メニューを多く用意、また

多くの家庭が宿泊の受け入れに協力している。東京のデパート等、独自の販売先を開

拓し有利販売に努め、また、地域での越冬用の大根の宅配も行う。 
「雪太郎大根」を核とした多種多品目の栽培と、リスク低減や作業時期が集中しな

いよう配慮し、加工品作りと合わせ周年の作業を確保。ほほえみ荘や地域の温泉施設

などと連携して、経済的な波及効果を生み出している。平成 18 年には、農事組合法

人雪太郎の郷を設立した。 

事業の概要

主力商品・イベント 

新潟県 上越市 
食物 

交流 

循環 

女性 

情報 

創出 

知財 

人材 

取組

分野 

輸出 

参入 
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○地域の女性の参画、女性及び高齢者

の働きやすい雇用体制づくり 
○大根小学校、大根いっペごと祭りと

いったイベントの開催による活性化 
○生産から加工・販売まで行い、周年

作業の確保による農業所得が増加 
○どぶろく特区による集客数の増加 

○人材（地域の女性・高齢者の活用） 
○地域に伝わる民話の「雪太郎伝説」 
○雪太郎大根という特産品 
○信越トレイルなどの景観 
○農家民宿ほほえみ荘と「どぶろく」 
○温泉施設 

昭和 63 年、宇津俣生産組合を設立。高齢農家・不在地主の農地管理・農作業受託

等による耕作放棄地の発生防止に努め、集落の減反を一手に引き受け、個々の農家だ

けでは難しい園芸に共同で取り組むことで収益を生み出した。この地域の農業分野で

初の時給制を採り、家庭の事情で短い時間やごく短期間しか参加できない女性や高齢

者が働きやすい雇用体制を確立した。 

活動の背景 

活動のポイント・効果 活用している地域資源 

〒943-0628 新潟県上越市牧区字津俣（棚広 2631-1） 
TEL 025-533-6588  FAX 025-533-6588 
E-mail なし 

○雇用者数 18 人（H20 年度末） 
○年間売上 2 千万円（H20 年度） 
イベント回数 4 回（H20 年度） 

設立された農事組合法人により農地

及び資源の有効活用、担い手育成を行

う。また、加工品目の拡大、販路の更

なる開拓を行う。 
農業・農村体験、研修の受け入れも

推進する。 

連絡先

活動規模 
今後の展開 

農地

自然

景観

伝統

観光

工芸

特産

 

活用

資源
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○○○スススキキキュュューーーバババダダダイイイビビビンンングググ安安安全全全祈祈祈願願願祭祭祭   

毎年 5 月 1 日開催。参加無料。スキ

ューバダイビングのオープンを記念

して、当日のみ「無料」ダイビング

を実施 
○○○水水水中中中クククリリリスススマママススス   

11 月第 3 土曜日開催。参加費 1～2
万円。昼食、宿泊セットの水中クリ

スマス。 

http://www2.ocn.ne.jp/~ogiodc/ 

18 年度-No.21 

南佐渡海洋公園管理組合 

（みなみさどかいようこうえんかんりくみあい） 

構成員 
男    24 名

女    3 名

平均年齢 約 62 歳

海の多角的活用＝交流人口増加で漁村を元気に 

旧小木町が設立した｢小木ダイビングセンター｣と漁家が設立した｢南佐渡海洋管理組

合｣の活動により、豊かな海の自然を求める都市住民が多数訪れるようになり、漁村に

活気が戻り、その効果が周辺区域にも波及している。 
現在は、年間 3 千人余の都市住民が訪れ、延べ 3 万人のダイバーが訪れている。 
平成 15 年、近隣の漁村に呼びかけ、佐渡の海を楽しんでもらうための情報発信組

織である｢佐渡島・海の体験学習協会｣を立ち上げた。平成 17 年には、NPO 法人の認

可を受けて、海の自然体験学習事業を展開し、同年、佐渡市指定管理者の受託組織と

して指定を受けている。 
また、近年、障害者のダイビング体験希望者が増加しているが、日本では、本格的

な受入場所は少ないことから、バリアフリーダイビングの受入プログラムづくりと体

験学習の安全対策づくりについて検討を進め、実現可能なところから計画的にバリア

フリーの施設改善に取り組んでいる。 
平成 15 年、既に体験学習事業を展開している｢千石船の里宿根木｣、｢ダイビング基

地琴浦｣、｢たらい舟の里元小木｣の 3 集落で、連絡組織｢佐渡島・海の体験学習協会｣

を立ち上げ、この活動をより一層充実するために、平成 17 年に NPO 法人化した。 

事業の概要

主力商品・イベント 

新潟県 佐渡市 
食物 

交流 

循環 

女性 

情報 

創出 

知財 

人材 

取組

分野 

輸出 

参入 
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○漁村の魅力を都市住民に提供し、漁

村の新たな可能性を漁民自らが拓く

ことが重要である。このため、南佐

渡海洋公園管理組合では、体験学習

を展開している近隣集落を｢佐渡

島・海の体験学習協会｣としてまと

め、その中心的役割を担っている。 

○体験学習に利用している海岸 
○ダイビングスポット 

1980 年代の佐渡島の漁村では、沿岸漁業資源の枯渇から、漁村経済では海への依

存度が低下したことにより、新しい海の活用が模索されていた。加えて、沿岸には無

法ダイバーが横行し、地元漁民とのトラブルが続出して大きな社会問題となってい

た。そこで、平成元年、旧小木町では、地域活性化を図るために、町立｢小木ダイビ

ングセンター｣を設立。その管理運営を地元集落に管理委託する事となった。また、

琴浦地区では、36 戸の全漁家が出資する｢南佐渡海洋管理組合｣を設立、地元漁民によ

る運営が始まった。 

活動の背景 

活動のポイント・効果 活用している地域資源 

〒952-0606 新潟県佐渡市琴浦 225-2 小木ダイビングセンター 
TEL 0259-86-2368  FAX 0259-86-2368 
E-mail ogiodc@violin.ocn.ne.jp 

○雇用者数 4 人（H21 年度末） 
○年間売上 24,604 千円 
○イベント回数 2 回 

これからの高度福祉社会では、｢海

での安心、安全の親水方策｣が重要に

なってくると予想される。そこで、海

を知り尽くした地元漁師・漁民が中心

となり、沿岸域で障害者、高齢者、児

童生徒が｢安心・安全｣で楽しめるバリ

アフリーの｢体験学習事業施設整備計

画｣や『安心・安全の受入プログラム

づくり』に取り組む。 

連絡先

活動規模 

今後の展開 

農地

自然

景観

伝統

観光

工芸

特産

 

活用

資源
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○○○羽羽羽越越越しししななな布布布   

コースター5 枚で 3 千円の希少価値

の高い商品。ほか、帯、暖簾、帽

子、財布などにも加工。国の伝統的

工芸品に指定されている商品で、素

材の採取、繊維の採取、糸の紡ぎ、

織りまですべて手仕事。 
○○○アアアククク笹笹笹巻巻巻ききき   

灰の文化を活かしたこの地独自のチ

マキ。5 個組み 500 円。もち米を灰

汁に浸し笹で巻き上げ 3 時間程度煮

る。もっちりとした食感と独特のう

まみが良い。 

http://www.iwafune.ne.jp/~sanpokusho/kaiin/
nariwai/nariwainosato.html 

18 年度-No.22 

さんぽく生業の里企業組合 

（さんぽくなりわいのさときぎょうくみあい） 
構成員 

男    0 名

女    3 名

平均年齢 約 66 歳

地域の伝統文化・生業にこだわった製造体験と販売

地元の女性が中心となり、特産品の製造販売、郷土料理の提供、生業体験等を行っ

ている。地域の伝統文化などの“生業”にこだわり、山菜、餅加工品の提供や加工品

の製造体験、そして「しな織り」の製造販売を実施している。 
直売、イベントなどで自らが製造した商品が売れること、そして、集落の伝統産物

による売上等により、組合員に地域に対する自信と誇りが醸成されてきている。ま

た、しな布原材料、食の材料も地元から仕入れることにより集落に対する経済効果は

もとより、住民全体が集落に対し改めて誇りを持ち始めている。 
古代伝統農法「焼畑」などを、地域の魅力を紹介する事業としてメニューに加えな

がら、事業を行っており、リピーターを大切に、つながりを大切に取り組んでいる。 
商品に対し、あくまでも素朴さと伝統を大切にし、そして作り手の顔が見える販売

方法にこだわり各産物を提供し、地域経済に対する大きな効果を上げている。 

事業の概要

新潟県 村上市 

○○○赤赤赤カカカブブブ摘摘摘みみみツツツアアアーーー   

一人 3 千円。焼畑の黒々とした土の

上に出ている赤カブの摘み取りか

ら、漬け込みまでを体験できる。昼

は、地元の郷土の味が楽しめる。 

主力商品・イベント 

食物 

交流 

循環 

女性 

情報 

創出 

知財 

人材 

取組

分野 

輸出 

参入 
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○地域の資源を活かし、地元産にこだ

わった産物の提供、来訪者の受入を

実践している。 
○地域独自の伝統文化を崩さぬよう、

来訪者に媚びるのではなく、当地の

生活文化に共鳴した人々を迎え入

れ、等身大の付き合いをしている。 

○日本三大古代織りのひとつである

「しなの木」の皮からできる糸で織

り上げる「羽越しな布」 
○焼畑技術と焼畑で栽培した赤かぶ 
○木灰を活かして作るアク笹巻き 
○神楽、マタギの生活 

昭和 61 年に山北町商工会が取り組んだ「村おこし事業」で、「しな布」をテーマ

とした地域活性化策を策定し、「しな布」が商品化され、新たな収入源となった。 
平成元年には町の取組として各集落において「魅力ある集落作り事業」が始まり、

当集落においても環境整備や地域活性化の取組がスタートした。 
こうした取組によって住民意識の高揚が図られ、平成 10 年にフランスで開催され

たイベントに「しな織り」を出品、織りを実演し、注目を浴びた。 

活動の背景 

活動のポイント・効果 活用している地域資源 

〒959-3993 新潟県村上市山熊田 325 
TEL 0254-76-2115  FAX 0254-76-2115 
E-mail なし 

○年間売上 23,000 千円（H20 年

度） 
イベント回数 15 回（H20 年度末） 

しな布が「羽越しな布」として国の

伝統工芸品に指定され、知名度が高ま

ったため、新たな販路拡大が見込まれ

るので、しな織りの後継者を呼び込む

手段を講じていく。 
また、町内の地域づくりグループと

の連携により、町全体として来訪者を

呼び込む仕組みを確立していく。 

連絡先

活動規模 
今後の展開 

農地

自然

景観

伝統

観光

工芸

特産

 

活用

資源
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○○○こここどどどもももフフファァァーーームムム   

大豆の種まきから収穫を中心に、夏

にはキャンプ、その他いろいろな 
野菜の種まきや管理と収穫、秋には

みんなで育てた大豆でみそを仕込む

体験。種まきから収穫の一連の作業

を体験することで、野菜がどんなふ

うに大きくなっていくのか、その過

程や農業と食のつながりを体験を通

して学ぶことができる 
○○○フフファァァーーームムムウウウェェェデデディィィンンングググ   

農村での人、環境、地域にやさしい

ウェディング。価格は応相談。参加

者と一緒に農業体験をしたり、地元

の食材を使った料理を提供。 

http://www.npo-egao.net/ 

18 年度-No.24 

ＮＰＯ法人 えがおつなげて 

（えがおつなげて） 

構成員 
男    4 名

女    4 名

平均年齢 約 40 歳

都市と農村の多面的交流による農村の活性化 

地域に広がる遊休農地約 3ha を NPO 法人えがおつなげてが賃貸し、全国の都市か

ら集まった農村ボランティアたちによって人力で開墾を行い、農地に復活させ、多様

な都市農村交流型の各種体験プログラムがダイナミックに展開されている。地域の昔

からの農事暦や生活様式をイベント化し、この地域の自然や風土、生活する住民たち

とふれあいながら、農村の生活技術を学べる機会を提供している。 
また、継続的な活動とするための工夫として、企業とのパートナーシップを積極的

に作り出し、産業としての基盤を安定させることや、大学と交流して将来農村を担う

人材の育成や、知的財産資源の農村移転といった活動を、重要なポイントとして展開

している。これらの活動によって、交流人口が増加し、山里に活気が蘇っている。 

事業の概要

山梨県 北杜市 

○○○えええがががおおおののの学学学校校校   

農村部の多様な資源を的確に見定

め、地域に貢献できる持続性のある

都市農村交流（農商工連携）等の農

商工連携事業を企画計画し、多様な

主体の調整を行いつつ、事業スキル

や知識を身につけるための人材育成

講座。研修参加費無料。 

主力商品・イベント 

食物 

交流 

循環 

女性 

情報 

創出 

知財 

人材 

取組

分野 

輸出 

参入 
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○都市と農村の多面的交流による農村

再生に向けた事業モデルを開発普及 
○構造改革特区認定のもと、NPO と

地域、その他多様な組織が連携して

都市農村交流プログラムを展開する

ことにより交流人口を増大させ、集

落機能の維持と持続可能な農村地域

の開発につなげる。 

○北杜市営鉱泉施設みずがきランド 
○遊休農地を特産物「花豆」栽培等に

活用 
○山林と遊歩道、林道 
○築 200 年の古民家 

山梨県北杜市須玉町の北端に位置する増富地域は、平成 2 年に 132 戸であった農家

戸数が 10 年間で 27 戸に減少し、高齢化が進行する中で耕作放棄率が 6 割を超えるな

ど農業の衰退という範囲を超え、集落そのものの維持が困難になりつつある状況であ

った。そこで、平成 15 年 4 月、増富地域は、構造改革特区「増富地域交流振興特

区」の認定を受け、多面的な都市との交流の中で、地域資源を有効に活用して持続可

能な農村地域社会を再生し、地域活性化につなげていこうとする活動が始まった。 

活動の背景 

活動のポイント・効果 活用している地域資源 

〒408-0115 山梨県北杜市須玉町大豆生田 1175 
TEL 0551-42-2845  FAX 0551-42-3658 
E-mail info@npo-egao.net 

○雇用者数 8 人（H21 年 10 月） 
○年間売上 約 1 億 1 千万円（H21 年

度予算） 
○イベント回数 30 回 

都市と農村の多面的な学習交流によ

る持続可能な農村地域開発の手法を、

農、食、山、住、エネルギー、ライフ

スタイル等、幅広いテーマで設定し、

それを新たな農村開発における人材育

成の教育手法へと確立し、普及してい

く。 

連絡先

活動規模 

今後の展開 

農地

自然

景観

伝統

観光

工芸

特産

 

活用

資源
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○○○森森森ののの学学学校校校   

地域資源を活用した体験メニューに

参加できる、おもに日帰りの企画。

週 2～3 回メニュー提供。 
○○○信信信越越越トトトレレレイイイルルルををを歩歩歩くくくイイイベベベンンントトト   

信越トレイルを 6 つのセクションに

分けて歩くツアー・歴史探訪ツアー

など。 
○○○婚婚婚活活活イイイベベベンンントトト「「「恋恋恋すすするるるいいいいいいやややままま」」」   

農村体験を「婚活中の」の男女で実

施、定住や移住などの希望も含めマ

ッチング。 

http://www.iiyama-catv.ne.jp/~morinoie/ 

18 年度-No.25 

一般社団法人信州いいやま観光局 なべくら高原･森の家 

（しんしゅういいやまかんこうきょく なべくらこうげんもりのいえ）

構成員 
男    7 名

女    3 名

平均年齢 約 31 歳

グリーン・ツーリズムに端を発した地域資源活用の取組

飯山市のグリーン・ツーリズムを柱とした交流事業として、四季を通じて自然体験

プログラムの提供を行ってきた。それらのプログラムを企画運営する常駐スタッフの

他に、地域の人材活用という視点から「市民インストラクター」制度を導入。約 240
名の登録者により実施されている。また常駐スタッフは半数以上が県外出身者であ

り、“外者”の視点から地域の歴史・文化・風習や自然景観等を発掘し、都会へ情報

発信する役割を担っている。 
平成 13 年にはブナの森の保全・再生活動を行う「いいやまブナの森倶楽部」を立

ち上げ、その活動はブナの森の保護にとどまらず、里山再生活動、空き寺再生プロジ

ェクトヘと発展している。平成 15 年には、長野・新潟両県境への約 80 ㎞のロングト

レイル設置に取り組み、自治体の枠を越えた地域活性化を図るきっかけを生み出し

た。ロングトレイルが全線開通した 20 年度以降、利用者も急増し、森林セラピー事

業も来場者が増え、新たな客層の開拓の一翼を担う事業になってきている。 

事業の概要

長野県 飯山市 

○○○千千千曲曲曲川川川カカカヌヌヌーーーツツツアアアーーー   

○○○そそそばばばのののオオオーーーナナナーーー制制制度度度  

主力商品・イベント 

食物 

交流 

循環 

女性 

情報 

創出 

知財 

人材 

取組

分野 

輸出 

参入 
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○スタッフの移住や都市部からの複数

の定住者の存在が、農村部の疲弊し

ていた空気を刷新して可能性を広

げ、体験プログラムの展開や地域資

源へ目を向ける原動力となった。 
○市内全域にちりばめられた点として

の観光資源を面としてつなぐ役割を

果たしている。 

○古民家、空き寺、飯山市無形民俗文

化財「桑名川神社祭礼」 
○飯山国営農地 
○鍋倉山一帯ブナの天然林 
○温泉施設 
○240 名の市民インストラクター等 

基幹産業である農業とスキー産業の低迷に対する補完策を検討するため、飯山市

は、平成 6 年に市、議会、商工会議所、観光協会、都市資本の会員組織、地元区長会

からなる「飯山市グリーンツーリズム協議会」を発足させた。また、市は平成 7 年、

「なべくら高原・森の家」を建設し、市内グリーンツーリズムの拠点と位置づけ、運

営の委託を受けた飯山市振興公社は、県外出身者を雇用し、外部者の視点から飯山の

魅力を発掘・発信するコンセプトで取組が始動した。

活動の背景 

活動のポイント・効果 活用している地域資源 

〒389-2601 長野県飯山市なべくら高原柄山 
TEL 0269-69-2888  FAX 0269-69-2288 
E-mail morino-2@iiyama-catv.ne.jp 

○常雇用 10 人（H20 年度末） 
○年間売上 70,000 千円 
○イベント回数 1,090 回 

今後は体験プログラムにとどまら

ず、多岐にわたる 10 年間の活動を礎

に、行政と民間の協働をとりつつ一層

の地域資源活用システムの構築につと

める。 

連絡先

活動規模 

今後の展開 

農地

自然

景観

伝統

観光

工芸

特産

 

活用

資源

123



 

○○○山山山賊賊賊キキキャャャンンンプププ   

こどもが主役の教育キャンプ。参加

費 2 万円～。 
○○○やややすすすおおおかかかプププリリリンンン   

日本一のプリン職人と言われる方

が、泰阜村を応援するために、泰阜

特産のプリンをつくった。400 円。 

http://www.greenwood.or.jp/ 

18 年度-No.26 

グリーンウッド自然体験教育センター 

（ぐりーんうっどしぜんたいけんきょういくせんたー）

構成員 
男    8 名

女    7 名

平均年齢 約 35 歳

泰阜村の自然環境を生かした体験学習

泰阜村の豊かな「地域の教育力」を生かし、主に小・中学生を対象とした、体験活

動を中心とする教育活動を行う。子供達が人間性を広げ未来を切り拓く土台としての

豊かな原体験を形成すること、同時に泰阜村ならではの「地域の資源」を生かし、よ

り豊かにする大人達のネットワークの形成を通じ、豊かな地域づくりを目指してい

る。具体的には以下の各種活動を展開している。 
○山村留学事業「暮らしの学校だいだらぼっち」は、子供たちが、1 年間共同生活

を行う山村留学事業。子供たちの主体的参画を重視したフリープログラムが中心で、

薪ストーブや五右衛門風呂の熱源として村内の間伐材を利用している。 
○「信州こども山賊キャンプ」は、2 泊から 14 泊程度の短期キャンププログラム。

泰阜村の素朴な自然の中で、登山、カヌー、沢登り、野営など各種体験活動を行い、

提携農家の野菜を食材として使用、農家訪問などの交流プログラムや食育プログラム

なども実施している。 
○「伊那谷あんじゃね自然学校」は、地域の子供向けの体験プログラム。地域住民

が講師として地域文化を伝える場となっている。 
○地域活性のため、株式会社を設立して特産品作りにも取り組んだ。グリーンウッ

ドの活動に理解を示したスイーツ界の巨匠が、「やすおかプリン」を開発。グリーンウ

ッドのネットワークが強みになり、新たな独自資源を作り出すきっかけになっている。 

事業の概要

主力商品・イベント 

長野県 泰阜村 
食物 

交流 

循環 

女性 

情報 

創出 

知財 

人材 

取組

分野 

輸出 
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○地域の農家と提携して野菜や米など

を購入するほか、地域の高齢者が有

給の講師として活躍している。ま

た、交流人口増加に伴い地域経済へ

の波及効果も大きい。 
○村民が子供とのふれあいを通じて地

域の価値を見直している。 
○スタッフは全員村外からの移住者

で、家庭を持つスタッフも多く、過

疎地域における若年層の定住に貢献

している。 

○キャンプ場、滝、渓谷、川、山 
○地域農家の農作物、里山林の間伐材 
○体験活動の際の講師となる地元人材

（山菜・野草、郷土食、星の観察、

猟、木工、炭焼き、わら細工等） 

塾、おけいこごと、テレビゲームがはやり始めるのと時を同じくして、子供たちの

様子がおかしくなったと感じ、子ども達の成長には自然体験が大切であるという思い

から、活動が始まった。 

活動の背景 

活動のポイント・効果 活用している地域資源 

〒399-1801 長野県下伊那郡泰阜村 6342-2 
TEL 0260-25-2851  FAX 0260-25-2850 
E-mail info@greenwood.or.jp 

○雇用者数 16 人（H20 年度末） 
○年間売上 約 1 億円（H20 年度） 
イベント回数 約 80 回（H20 年度） 

NPO の 20 年間の活動実績と広いネ

ットワークを生かして、泰阜村をふる

さとと慕うファンを広く巻き込むとと

もに、村民の意識変化を図りながら、

共に「合併しない村」宣言の泰阜村を

支え、地域活性化の一翼を担う。 

連絡先

活動規模 

今後の展開 

農地

自然

景観

伝統

観光

工芸

特産

 

活用

資源
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○○○冒冒冒険険険キキキッッッズズズ   

小学生の子どもたちだけを預かっ

て、生活レベルの世話も含めて完全

保育で行う自然体験。親元を離れ

て、川や山で思いっきり遊ぶこと

で、子どもたちの自立や「生きる

力」に繋がる大きな効果を上げてい

る。料金は日帰り 9,000 円前後、一

泊 18,000 円前後。 
○○○ぼぼぼうううけけけんんん家家家族族族   

冒険キッズに参加する子どもたちの

親を中心に、家族での自然体験、農

山村体験を提供している。日帰り・

1 泊・2 泊があり、料金は 8,000 円

～25,000 円。 

http://yamakawa.windsnet.ne.jp/ 

18 年度-No.27 

郡上八幡・山と川の学校 

（ぐじょうはちまん やまとかわのがっこう） 

構成員 
男    7 名

女    2 名

平均年齢 約 40 歳

小学生を対象にした自然体験・農山村体験「冒険キッズ」

平成 10 年から始められた｢子どもだけで行く自然体験旅行冒険キッズ｣で、都市の

子ども達に四季折々の自然・農山村の魅力を体験できるイベントツアーを提供してい

る。都市の生協を中心に参加申し込みを募集し、年間延べ一万人近い子ども達が参加

するほどの大きな支持を得て現在に至っている。 
長期休暇では農山村留学や 2 泊 3 日のツアーもあり、家族で自然体験を中心に田舎

を満喫する「ぼうけん家族」や食と農を家族で体験する「農と暮らしの学校」も実施

している。また、冒険キッズを運営する際には、地域農産加工組合と協力して地元産

の新鮮な食材にこだわった季節のごはんを提供し、民宿女将の会と連携しながら子ど

も達の生活全般にわたってフォローする役目を果たしている。 

事業の概要

岐阜県 郡上市 

○○○農農農ととと暮暮暮らららしししののの学学学校校校   

耕作放棄地を利用して、都市住民と

ともに作物栽培や伝統的な食の体験

を行っている。年会員 50 家族募

集。入会金（1 家族）10,000 円、農

地管理費（1 家族）月々3,000 円、

参加費（1 講座につき）大人 2,500
円、子ども 1,500 円。 

主力商品・イベント 

食物 
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○地域農産加工組合から米・野菜を調

達し、民宿へ調理を委託する等、地

域を活用して地元へ経済的な還元が

できるように配慮している。 
○都市から子ども達を受け入れること

で、地域の人々に精神的活力や潤い

を与えるきっかけとなっている。 
○日本福祉大学や立命館大学からのイ

ンターンシップの受け入れも行い、

若者の農山村と都市の双方向の交流

が広がっている。 

○郡上市の四季折々の大自然 
○地域公民館、集会所等公共施設 
○地域で栽培した米・野菜等食材 
○民宿の女将などの人材 

長良川を中心とした自然保護活動をボランティアでおこなってきた電機関連会社パ

ブリックシステム(株)の社員が、岐阜県奥美濃地方の豊かな自然を開発しないで、あ

りのままの状態で事業化できないかと考え、環境保護活動で知り合ったカヌーイスト

や林業関係者と協力して準備を進め、一事業部として開始された。 

活動の背景 

活動のポイント・効果 活用している地域資源 

〒501-4203 岐阜県郡上市八幡町初納 1542-1 パブリックシステム(株) 
TEL 0575-62-3513  FAX 0575-62-3535 
E-mail mishima@public-s.com 

○雇用者数 9 人（平成 20 年度末） 
○年間売上 128,000 千円 
○イベント回数 293 回 

発行誌『季刊里山の袋』では、田畑

の再生に協力してくれるオーナーを募

集する｢里山再生トラスト｣プロジェク

ト等に力を入れている。この運動は都

市市民に作物栽培の苦労や喜びと伝統

的な食文化を伝える「農と暮らしの学

校」へと発展している。 
今後も里山の暮らしの豊かさと伝統

を継承していけるよう、グリーン・ツ

ーリズムを利用して都市住民の協力を

仰ぎ、農山村と都市との本質的な繋が

りの構築を目指していく。 

連絡先

活動規模 

今後の展開 

農地

自然

景観

伝統

観光

工芸

特産

 

活用

資源
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○○○あああじじじさささいいいいいいっっっぱぱぱいいい運運運動動動   

地域ボランティア「あじさい倶楽部」

と水土里ネット立梅用水の協働による

「あじさい 1 万本運動」が広がり、現

在の勢和地域全体による「あじさいい

っぱい運動」となった。 

http://www.tachibai.jp/ 

18 年度-No.30 

水土里ネット立梅用水 

（みどりねっとたちばいようすい） 

構成員 
男  2,000 名 
女  2,500 名 
平均年齢 約 50 歳

土地改良区が関わる農地・水・環境保全向上活動と地域づくり

「ふるさとの水と土を大切に」を合言葉に地域の人々と水土里ネット、行政が協働

し、地域資源の「保全」・「増進」・「活用」というさまざまな活動を行い「心豊か

な里づくり」を進めている。 
用水路と水田とアジサイを一つの風景としてとらえてほしいとの思いから、1 万本

を目標に用水路沿いや水田の周りにアジサイを植える「あじさい 1 万本」運動や、

「ふるさとの水と土に感謝して」をうたい文句に、休耕田や用水をイベントの舞台と

して活用した「大師の里彦左衛門のあじさいまつり」の開催等の「あじさいいっぱい

運動」による交流は様々な情報交換や地域間協力の場となっている。 
また、休耕田を活用した「農村のビオトープ（「メダカ池」）づくりを進め、水性

生物を繁殖させる活動を実施、平成 13 年からは「ヘイケボタルの里」の名で休耕田

を活用したビオトープをもう一つ作り、ヘイケボタルの生態研究を実施している。 
そのほか、平成 10 年から、立梅用水を地域全体の大きな資源としてとらえ直し、

施設や農地を多面的に活用していくことを目的とした「あぜ道とせせらぎづくり」活

動を開始し、里山ウォーキングや環境教育等により農業用水・農業・農村に対する理

解を深める活動が進められている。 
さらに、多気町勢和地域の地域資源(水・土・里)すべてを保全・活用する活動に発

展し、子ども教育・健康福祉・都市農村交流が進められている。 

事業の概要

主力商品・イベント 

三重県 多気町 
食物 

交流 

循環 

女性 

情報 

創出 

知財 

人材 

取組

分野 

輸出 

参入 

128



 

○村内外の人々が郷土の水や土、歴史

や文化といったものに目を向けるよ

うになった結果、大手企業や大半を

都市住民で構成する「ふるさと応援

団」等多様な主体の参加・支援を得

ることができるようになった。自ら

の地域を見直す取組は、村の潜在的

な魅力を再発見することにもつなが

っている。 

○農業用水、農地、ビオトープ 
○アジサイ 
○丹生大師の里（水銀文化） 
○元丈の里（薬草・薬樹） 
○地域ボランティア・集落営農組合 
○コミュニティビジネス施設（まめ

や・元丈の館・ふれあいの館） 

旧勢和村には、祖先の残した水や土（農業用水や農地）、それを育んだ歴史や文化

といった大切な資源が多くあるが、昭和 60 年代には農業の近代化の中で変容を遂

げ、人々の関心も薄らいでいた。そのような状況を憂えた村の人達による地域資源の

良さを再認識させるための活動が平成 5 年頃に村内各所で始まり、現在の活動に引き

継がれている。 

活動の背景 

活動のポイント・効果 活用している地域資源 

〒519-2215 三重県多気郡多気町朝柄 3127 
TEL 0598-49-7077  FAX 0598-49-7077 
E-mail t-info@tachibai.jp 

○年間売上 13,000 万円 
○イベント回数 5 回 

農業・農村が国民の社会的共通資本

としての新たな役割を求められている

現状を踏まえ、これまで連携して地域

資源の「保全・増進・活用」を進めて

きた様々な主体の参加による地域資源

保全・活用協議会を設立し、地域資源

の保全・活用を行うためのネットワー

クづくりを進める。 

連絡先

活動規模 

今後の展開 

農地

自然

景観

伝統

観光

工芸

特産

 

活用

資源
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○○○アアアドドドベベベリリリーーーとととそそそののの加加加工工工品品品   

自然の恵みをいっぱいにあびた栄養

いっぱいの特産品。加工品には、ジ

ャム、和洋菓子、パン、ジュース、

リキュール、ビネガーなどの一般商

品のほか、ピューレ、フリーズドラ

イパウダーなどの一次加工品があ

る。 

http://www.adoberry.jp/ 

18 年度-No.31 

アドベリー生産協議会 

（あどべりーせいさんきょうぎかい） 

構成員 
男    21 名

女     4 名

平均年齢  約－歳

健康果実「アドベリー」による第６次産業の創造 

地域の農業者、加工業者、流通業者等で組織するアドベリー生産協議会（アドベリ

ーとはボイズンベリーの愛称で商標登録されている）を立ち上げ、協議会のもとに 6
軒の農家で組織する農産部会、17 社の加工業者で組織する加工部会、1 社の流通業者

で組織する流通部会を組織している。農産部会では栽培指導・栽培履歴・栽培苗の数

量管理をおこない果実の販売も共同で一括して行っている。流通・加工業者も熱心に

商品開発に取り組み、道の駅ではアドベリーコーナーを運営し、集客・売上に大きく

貢献している。 
また、協議会の中にアドベリー商品認定委員会を設置し、商品の認定を行うととも

に、商品のレベルアップを図っている。 
平成 15 年 11 月に家庭菜園用のボイズンベリーの苗を購入し、試験栽培をスター

ト。翌 3 月にはアドベリー特産品発表会を開催し、地域の人々に広くアドベリーの効

能・果実の味等々の PR をおこなった。 
平成 16 年度に、ニュージーランドから苗の無償提供を受け平成 17 年 6 月には初の

収穫祭を地元で行うとともに、大津市の百貨店・地元のスーパーでもアドベリーの生

果実を日本で初めて販売し、好評となった。 
農産部会員以外にはアドベリー栽培を認めておらず、オンリーワンの果実である。 

事業の概要

主力商品・イベント 

滋賀県 高島市 
食物 

交流 

循環 

女性 

情報 

創出 

知財 

人材 

取組

分野 

輸出 
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○健康果実であるボイズンベリーを産

地化し、栽培するのは日本初。 
○本場のニュージーランドから栽培指

導・加工指導を受けている。 
○第 6 次産業として地域で栽培・加

工・販売することで雇用促進を図っ

ている。 

○アドベリーという健康果実 
○道の駅「藤樹の里あどがわ」という

販売拠点 

平成 18 年 6 月の地域活性化の起爆剤・道の駅のオープンに備え、魅力ある道の駅

には特徴のある特産品が必須であることから、平成 15 年度に商工会特産品開発塾を

開校。その研究の中で平成 15 年 6 月にボイズンベリーという新果実に出会った。 
この新果実は抗酸化能力が高く健康に良いが日本では家庭菜園用のみの栽培である

こと、ニュージーランドが主な生産国であること等がわかり、高島市のオンリーワン

の特産品とするため、会員を募集し、商工会、行政と一体となって勉強会を開始。平

成 15 年 10 月に生産協議会を立ち上げた。 

活動の背景 

活動のポイント・効果 活用している地域資源 

〒520-1217 滋賀県高島市安曇川町田中 89 高島市商工会内 
TEL  0740-32-1580  FAX 0740-32-3340 
E-mail takashima-city@shigasci.com 

○雇用者数 10 人 
○年間売上 4,500 万円 
○イベント回数 3 回 

将来は全てニュージーランド産の苗

に切り替え、高品質な果実を生産す

る。また、加工品の高品質化のため、

アドベリー商品認定委員会を設けて認

定を行い、地域ブランド化を図る。さ

らに市内の他の果実とも併せて市全体

をベリーフルーツの里として観光とも

結びつけ、地域の雇用・定住を図る。 

連絡先

活動規模 

今後の展開 

農地

自然

景観

伝統

観光

工芸

特産

 

活用

資源
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○○○バババイイイオオオデデディィィーーーゼゼゼルルル燃燃燃料料料「「「CCC---FFFUUUEEELLL」」」   

C-FUEL （ シ ー フ ュ ー エ ル ） は

（株）レボインターナショナル製造

技術により使用済み天ぷら油をリサ

イクルしたバイオディーゼル燃料。

軽油の代替燃料としてディーゼルエ

ンジンにそのまま使用することがで

きる。 

http://www.tangonoshizen.com/xoops/ 

18 年度-No.32 

ＮＰＯ法人 丹後の自然を守る会 

（たんごのしぜんをまもるかい） 

構成員 
男    30 名

女    8 名

平均年齢 約 46 歳

廃食用油回収

家庭や飲食店などから出る廃食用油の回収を行い、軽油代替燃料の原料として再資

源化。バイオディーゼル燃料（以下、BDF）として再利用することで循環型社会を目

指す。バイオマスの利用普及のため、主に京都府北部地域で以下のような啓発活動を

行っている。 
①京都北部の 5 市（舞鶴市、福知山市、京丹後市、宮津市、綾部市）と 2 町で家庭

から出る廃食用油回収活動を行うとともに、飲食店・公共施設（幼稚園・保育園・ケ

アセンター等）で回収の啓発を行う。 
②廃食用油を再利用して精製された BDF の使用普及活動。 
③各地方自治体等での、活動内容及び環境保全についての説明。 
④各地域主催（市町村）のイベントへ、廃食用油の回収・PR 活動のために参加。 
⑤食とエネルギーの地産地消を推進。 
行政主導の活動ではなく、住民主体の協力で廃食用油回収を行う。この環境保全活

動を通して地球環境に対する意識を子供から老人までのあらゆる世代にわたって高め

ている。 

事業の概要

主力商品・イベント 

京都府 与謝野町 
食物 

交流 

循環 

女性 

情報 

創出 

知財 

人材 

取組

分野 

輸出 

参入 
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○収集した廃食用油は軽油の代替燃料

として BDF 化し、地域の公用車

（コミュニティバス・ごみ収集車

等）に使用。身近に循環型社会が形

成されることで、一層の地域住民の

意識向上につなげている。 
○地域の学校でも環境学習題材として

取り入れられ、独自の温暖化防止・

環境保全活動の理解につなげてい

る。 

○地域における住民の協力と廃食用油

回収が行える公共施設等の幅広い回

収拠点を資源とみなしている。 
○菜の花、ひまわり 

丹後地域と天橋立周辺の阿蘇海浄化の一助として、家庭や飲食店などから出る廃食

用油の回収を行い、地域住民の力で海・山の環境保全に努め一般家庭ゴミとして廃棄

される廃油を削減したいと考えた。 

活動の背景 

活動のポイント・効果 活用している地域資源 

〒629-2262 京都府与謝郡与謝野町岩滝 1789-1 
TEL 0772-46-9044  FAX 0772-46-9044 
E-mail tangonoshizen@ybb.ne.jp 

○年間売上 300,000 円（H20 年度）

○イベント回数 7 回 

ひまわりを中心とした「ひまわり夢

プロジェクト」を継続推進し、京都北

部地域の休耕田とプランタを活用して

生育させたひまわりから種子採取→搾

油→精製→ひまわり油を食用油として

使用する。 
地域から集められる廃食用油を原料

としてできた BDF を地域の農業用車

両や公用車に利用する循環型社会を目

指すとともに食とエネルギーの地産地

消を確立する。 

連絡先

活動規模 

今後の展開 

農地

自然

景観

伝統

観光

工芸

特産

 

活用

資源
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手作りならではの優しい口あたり、

牛乳の風味がほんわり残る素朴な自

然派ヨーグルト。新鮮、濃厚な搾り

たて生乳 100%が美味しさの秘訣。 
○○○ヨヨヨーーーグググルルルトトト   

500g 入り 400 円、250ｇ入り 250
円。 

○○○飲飲飲むむむヨヨヨーーーグググルルルトトト   

180g 入り 150 円。 

http://www.yoko-yogurt.com/ 

18 年度-No.33 

(有)陽子の手作りヨーグルト 

（ようこのてづくりよーぐると） 

構成員 
男    2 名

女    6 名

平均年齢 約 60 歳

“６０歳からの青春”起業で人生が変わった 

（0 からの出発）

2 年半にわたりヨーグルトの商品化に向けて奔走し、試行錯誤しながら、3 年がか

りで県知事に直訴までして、平成 5 年 4 月に乳製品製造許可を取得し生産販売活動を

開始した。“生乳 100％、おいしさ 200％”をキャッチフレーズに、添加物なしの本

物の味、安心の味を売物として、どこへ行くにも手製のパンフレットを片手にあの手

この手で PR している。 
独自の事業展開がマスコミから注目を受け、14 回のテレビ出演の効果もあり、百貨

店や量販店と契約することになり共通取引先コードを登録、現在も使用している。 
マスコミによる無料宣伝効果を狙い、生産者のテレビ出演予告や記事をコピーし、

ヨーグルトと一緒に配布するなど、絶えず情報を流し続けてきた。 
新商品開発にも取り組み、のむヨーグルトを 1 年がかりで研究し、売上げの低下を

食い止めた。 
店内にもエアコンを付け、牛乳サービスで雑談することもある。駐車場兼用のガー

デンは人気であり、お客第 1 をモットーとしている。最近は自家売が増えてきたので

お客さんとの交流を大事にしたいと心がけている。 

事業の概要

主力商品・イベント 

兵庫県 小野市 
食物 

交流 

循環 

女性 

情報 

創出 

知財 

人材 

取組

分野 

輸出 

参入 
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○宅配・自家売りと顔の見える販売方

法を重視している。また、交流ガー

デンを作り、女性起業の先駆的存在

となった。これまでの取組の実績

が、他の団体・個人の商品開発や、

女性農業者の起業・育成に大きく刺

激を与えている。 

○自家製の原乳 
○家のまわりの景観 
○子牛（動物とのふれあい） 
○駐車場を兼ねたイングリッシュガー

デン 
○直売所サンパティオ 

酪農業を営む傍ら、平成 2 年、小野市で開かれた朝市に試験的にヨーグルトを出品

したところ、20 個が 1 時間で売り切れた。そのときの感動は牛の世話に追われる

日々とは全く違う、心の充実感と手応えがあったことから、取組を始めた。 

活動の背景 

活動のポイント・効果 活用している地域資源 

〒675-3141 兵庫県小野市西脇町 161 
TEL 0794-62-5093  FAX 0794-63-8093 
E-mail info@yoko-yogurt.com 

○雇用者数 7 人（H21 年末） 
○年間売上 2,423 万円 
○農大生見学受け入れ 約 40 名 
○地元小学生見学受け入れ 父兄同伴

20 名 
○中学生実体験受け入れ（トライアル

ウィーク） 3 名 

50 代からの起業体験談を県内外で多

数発表したところ、「元気をもらっ

た」、「勇気が湧いた」と好評を得て

おり、今後、農村女性の自立、男女共

同参画実現の意識改革普及のため努力

していく。 

連絡先

活動規模 
今後の展開 

農地

自然

景観

伝統

観光

工芸

特産

 

活用

資源
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○○○ふふふれれれあああいいい市市市   

毎月第 2 日曜日を「ふれあい市」と

して、甘酒、豚汁などの提供、野菜

の 2 割引、コロッケの実演などをサ

ービスしている 
○○○豆豆豆腐腐腐、、、みみみそそそ、、、むむむしししまままんんん体体体験験験   

地元の学校の体験学習として受け入

れ。2 時間 30 分、作品は持ち帰って

もらう。（みそは 10 ヶ月後に樽出

し体験を含む）。学校で栽培した大

豆を使用。小学生 1 人 400 円、中学

生 1 人 800 円。 

http://www.hureainosato-kozuki.jp/ 

18 年度-No.34 

(有)ふれあいの里上月 

（ふれあいのさとこうづき） 

構成員 
男    1 名

女    19 名

平均年齢 約 57 歳

生き甲斐づくり「生涯現役」

地域特産のもち大豆を使った製品を中心に、上月地区の特産品として販売している。 
もち大豆の持つ本来の特性が良質の味噌作りに大きく貢献し、平成 5 年には味噌の

生産量が 18t と大幅に拡大。地元特産品づくりに向けた町の呼びかけに呼応した生産

農家の対応で、もち大豆の生産も順調に拡大した。 
各方面から味噌や豆腐に最も適した大豆との評価を受け、豆腐作りを研究。平成 7

年に加工施設の建設により、もち大豆豆腐の製造を開始する。昔ながらの生芋こんに

ゃく等新しい加工品も加え、年間 2,700 万円までに成長した。 
平成 8 年に念願の直売所が完成。生産・加工・販売の一貫したシステムが完成す

る。平成 9 年、町と従業員の共同出資による有限会社ふれあいの里上月を設立。現

在、もち大豆味噌を筆頭に、もち大豆製品が 14 種類、全種で 42 種類の製品を開発

し、契約生産者の野菜やおもてなしコーナーのうどん等を含め、年商 1 億 1,000 万円

に達するまでになっている。 

事業の概要

主力商品・イベント 

兵庫県 佐用町 
食物 

交流 

循環 

女性 

情報 

創出 

知財 

人材 

取組

分野 

輸出 

参入 
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○大きな産業の無い過疎の町であり、

高齢者の生きがいづくりが地域活性

化の大きな要因である。契約農家や

各グループに販売機会を提供するこ

とにより、その生きがいづくりに貢

献している。 

○もち大豆や米などの農産物 

昭和 45 年、地元の特産品開発を目的として、有志による生活改善グループが発

足。野菜や花の共同育苗を始め、地域の特産物の栽培や加工への挑戦、試行錯誤が続

いた。平成 3 年、旧上月町により加工施設が建設され、その運営を生活改善グループ

が受諾する。平成 4 年、地元にわずかに残っていたもち大豆を利用し、もち大豆みそ

が誕生した。 

活動の背景 

活動のポイント・効果 活用している地域資源 

〒679-5514 兵庫県佐用郡佐用町福吉 674-1 
TEL 0790-87-0008  FAX 0790-87-0447 
E-mail info@hureainosato-kozuki.jp 

○雇用者数 20 人（H21 年 4 月 1
日） 

○年間売上 11,800 万円（H21 年

度） 
○イベント回数 37 回（H21 年度） 

今後、もち大豆製品以外にももう一

本核となる製品の開発を進め、企業の

パワーアップを図りたい。そのために

ブルーベリーの導入を計画している。 
平成 21 年台風 9 号による大災害の

ため、計画が半年ほど遅れたが、22 年

度には念願の「ブルーベリーの村」の

開村式も予定されている。「もち大豆

みそ」の拡販についても定温倉庫の増

築が叶い、販売量の拡大が見込める 

連絡先

活動規模 

今後の展開 

農地

自然

景観

伝統

観光

工芸

特産

 

活用

資源
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○○○レレレススストトトララランンンでででのののそそそばばばののの提提提供供供   

生産地で本物のそばを味わう。通年

営業。単価 350～900 円。 
○○○直直直売売売所所所でででののの農農農産産産物物物販販販売売売   

新鮮、安全、安心、安価な農産物。

通年営業。単価 100～2,000 円 
○○○そそそばばば打打打ちちち体体体験験験教教教室室室   

自分で打って自分で味わう。1 こね

2,500 円。日・祝日などは実施でき

ないので注意。 

http://www2.mahoroba.ne.jp/~kasasoba/ 

18 年度-No.35 

(有)荒神の里・笠そば 

（こうじんのさと かさそば） 

構成員 
男    6 名

女    34 名

平均年齢 約 50 歳

地元産そばを使ったそば処の経営

笠そば栽培促進協議会女性部が、平成 6 年、当地にある日本三大荒神の一つである

日本第一笠山荒神社にあやかり、“荒神の里”笠そばのブランド名で、笠山荒神社の

門前の駐車場に、打ちたての生そばを提供する「笠そば処」を開店。「笠そば処」は

好評で、平成 14 年度に直売所・多目的室・そば打ち体験教室を建設するとともに、

同年 7 月に有限会社荒神の里・笠そばを設立、平成 15 年 9 月に「そば処」を開店し

た。「そば処」では、造成畑で栽培した玄そばを石臼を使って製粉した後、9 種類の

生そばメニューとして提供し、100％地元産「挽きたて、打ちたて、ゆでたて」は好

評で年々客足が伸びている。そば打ち体験も完全予約制で行っている。 
農産物直売所には、現在、約 50 戸の農家が出荷登録をしており、年間 50 品目以上

が出荷されている。直売所の農産物には生産履歴書の提出を義務づけており、消費者

にも安全・品質と価格の両面で好評を得ている。 
また、毎年そばの花が咲く 9 月に行われるそばピクニックは、そばの試食やそばド

ーナツ等「笠そば」の PR と共に、都市住民との交流を深める重要なイベントになっ

ている。 

事業の概要

主力商品・イベント 

奈良県 桜井市 
食物 

交流 

循環 

女性 

情報 

創出 

知財 

人材 

取組

分野 

輸出 

参入 
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○「そば処」が笠地区の女性の雇用の

拡大に結びついている。 
○直売所における農産物の販売によっ

て笠地区の農業所得の増大が図られ

ている。 
○造成畑での耕作放棄地の拡大抑制と

有効利用につながっている。 
○地域内の人々の交流が活発化し、ま

た、都市住民等との交流で地域が活

性化している。 

○笠地区の造成畑でのそばの栽培風景 
○農産物及び加工品 
○笠地区の自然とその景観 
○笠山荒神社・竹林寺 

昭和 53 年に始まった国営総合農地開発事業を契機として、造成農地の有効利用を

図るために地域特産物としてそばを導入。笠の気候風土に適し、平成 16 年から、笠

そば栽培促進協議会が国営総合農地開発事業により造成された優良農地の約 24％、

15ha の畑地でそばを栽培している。そばの栽培だけでは利益が少なく、収穫したそ

ばを自分たちで加工販売することを考え、「そば処」を開店した。 

活動の背景 

活動のポイント・効果 活用している地域資源 

〒633-0133 奈良県桜井市笠 4408 
TEL 0744-48-8410  FAX 0744-48-8410 
E-mail kasasoba@mahoroba.ne.jp 

○従業員数 32 人（H20 年度） 
○年間売上 111,463 千円（H20 年

度） 
○イベント回数 1 回（H20 年 9 月）

○株主（社員、笠地区 1 戸 1 株）

顔の見える販売を充実させ、地場産

物の有効活用と共に農家の生産意欲の

向上を目指す。また、イベントにより

都市・農村交流の活発化を図る。 
研修や視察等を通して、会社や従業

員の質の向上を図る。 

連絡先

活動規模 

今後の展開 

農地

自然

景観

伝統

観光

工芸

特産

 

活用

資源
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○○○定定定住住住体体体験験験   

定住希望地の現状を理解して、判断

材料にしてもらう。4 泊 5 日で、1
日 3 軒、計 15 軒の地域住民を訪

問。食事は自炊で宿泊料１日 1,500
円。 

○○○茶茶茶摘摘摘みみみ・・・釜釜釜炒炒炒りりり茶茶茶作作作りりり体体体験験験   

無農薬栽培の茶園で、新茶葉を摘み

取り、熊野地方独特の伝統的な茶作

り体験ができ、持ち帰って自作のお

茶を楽しめる。年 1 回（4 月末ご

ろ）開催。昼食付・大人には生茶葉

1kg 付。体験料大人 1 名 2,000 円、

小学生以下 500 円。 

http://www.furusato-irokawa.com 

18 年度-No.36 

色川地域振興推進委員会 

（いろがわちいきしんこうすいしんいいんかい） 

構成員 
男    24 名

女    2 名

平均年齢 約 57 歳

定住希望者に対する支援活動等

定住促進を柱としたさまざまな地域活性化活動に取り組んでいる。旧小学校校舎

を改修し、平成 7 年に開設された町営の滞在型研修施設「籠ふるさと塾」を拠点と

して、定住希望者等の受入を行っている。地域内の空き家や農地の情報を収集して

いるが、定住希望者にすぐさま情報提供・斡旋をするわけではなく、定住希望者と

地域とがお互いに理解を深めるための「定住体験」を重視し、「色川らしさ」を尊

重できる人の定住を進めている。さらに、そもそも人の住みやすい地域を維持して

いくため、集落近辺の山林化防止や鳥獣害対策、産業振興等の多様な活動を手掛け

ている。 

事業の概要

主力商品・イベント 

和歌山県 那智勝浦町 
食物 

交流 

循環 

女性 

情報 

創出 

知財 

人材 

取組

分野 

輸出 

参入 
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○地区全体の取組として I ターン受入

を積極的に行っている。I ターン者

の中には農業に従事し、農産物の直

販により生計を立てる者も現れ、地

域の活性化に寄与している。 

○廃校になった旧小学校校舎 
○空き屋や耕作放棄地 
○良好な人間関係 
○無農薬野菜、「色川茶」、ケーキ・

クッキー等 

昭和 50 年、田舎に移住し有機農業に取り組むことを目指す都市住民の団体が、色川

地区を訪れた。過疎・高齢化の進展を危惧していた地元住民有志の努力により、2 年後

に移住を実現した彼らは、全国から農業実習生を受け入れ、さらなる移住者を呼びよせ

た。当初は有志による受入だったが、平成 3 年に区長会を母体として組織された「色川

地域振興推進委員会」の活動の一環として、定住促進に取り組むこととなった。 

活動の背景 

活動のポイント・効果 活用している地域資源 

〒649-5461 和歌山県東牟婁郡那智勝浦町大字大野 2228-1 那智勝浦町役場色川出張所内 
TEL 0735-56-0101  FAX 0735-56-0101 
E-mail info@furusato-irokawa.com 

○色川への定住者数 H16 年度：5 世

帯 11 人、H17 年度：4 世帯 8 人、

H18 年度：4 世帯 11 人、H19 年

度：7 世帯 13 人、H20 年度：2 世

帯 7 人 
○籠ふるさと塾利用者数 2,078 人

（H20 年度） 

新規定住者の増加に伴い、農地、空

き家、生活用水が不足してきたことか

ら、耕作放棄地の復元や簡易水道の整

備が必要と考えている。財政的な面か

ら、整備については制約を受けている

が、今後とも I ターン者を積極的に受

け入れていく。 

連絡先

活動規模 
今後の展開 

農地

自然

景観

伝統

観光

工芸

特産

 

活用

資源
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○○○地地地産産産地地地消消消弁弁弁当当当   

地元産の食材を使った地産地消の弁

当を開発、観光客へ予約により提

供。600 円～1,200 円。 
○○○卵卵卵かかかけけけごごご飯飯飯セセセッッットトト   

世羅高原産の自慢の世羅米、卵、卵

かけしょうゆ、漬物をセットにして

300 円で提供。ふるさと小包として

も販売。 

http://www.serakougen.ne.jp/6jinet/ 

18 年度-No.39 

世羅高原６次産業ネットワーク 

（せらこうげんろくじさんぎょうねっとわーく） 

構成員 
男    38 名

女    20 名

平均年齢 約 56 歳

６次産業が突破口 広域連携による「せら夢高原」の活性化

平成 11 年に結成した世羅高原 6 次産業ネットワークは、町を超えた広域の範囲か

ら農園・産直市場・女性起業等で組織を結成し、地域のイメージインパクトを｢フルー

ツとフラワー｣として、地域全体が豊かでゆとりと夢のある一つの農業公園となるよう

活動をはじめた。各種の研修を重ね、加工品も開発し、栽培面積や加工品目が増え、

携わる人も増えている。連携によるイベントや PR 活動で、売上や入り込み客は急

増、会員はそれぞれが地域に根を下ろした活動をしながら、広域な連携活動により多

種の交流活動も作り上げた。「フルーツ王国夢まつり」「花園結婚式」等の手作りの

イベントも定着させた。 
平成 18 年 4 月には拠点となる「夢高原市場」を設立し、ネットワーク会員の特産

品・販売・情報提供・体験交流など、今までの活動の集大成として活動をしている。

高校も会員となり、青年農業者の参加も増えている。平成 20 年度から、広島大学生

を対象に一週間の農業体験も始めた。観光客の要望に応え、こんにゃく作りや竹工

作、小枝クラフトなど、体験学習の受入も行うようになった。 
観光客に対応して、地産地消弁当や、地産地消メニューの開発展示も行っている。 

事業の概要

主力商品・イベント 

広島県 世羅町 
食物 

交流 

循環 

女性 

情報 

創出 

知財 

人材 

取組

分野 

輸出 

参入 
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○生産者が連携し、足りないものを補

完しあって、PR やイベント、研修

などを一丸となって進めている。 
○今まで交流の少なかった地元農業者

と開発団地農園、女性農業者と男性

経営者、高齢者と若者、農業者と住

民、都市住民と地元住民、行政担当

者と住民などの多くの交流が持ちつ

持たれつの良い関係を生んだ。 

○花観光農園、梨農園 
○直売施設、加工施設 
○地元や広島ジーンバンクから取り寄

せた在来種 

世羅町では、昭和 53 年からの 21 年間で、357ha の農地が国営農地開発事業によっ

て造成された。開発農地では最近になり観光農園や直販農園が急速に増加した。しか

し一般のレクリエーション施設のようなグレード感に乏しく、リピーターは少なかっ

た。また、加工グループは商品開発をしても売り場がなく、一方で産直市場は商品不

足などの課題を抱えていた。 

活動の背景 

活動のポイント・効果 活用している地域資源 

〒722-1732 広島県世羅郡世羅町黒渕 518-1 協同組合夢高原市場内 
TEL 0847-25-4304  FAX 0847-25-4308 
E-mail 6jisangyou@gmail.com 

○年間売上 1,611,178 千円（H19 年

度ネットワーク会員交流関係） 
○入り込み客数 1,369,918 人（H19

年度ネットワーク会員交流関係） 
○ネットワーク会員数 57 団体（H21

年度現在） 

農業公園を拠点として、さらにグリ

ーン・ツーリズムの強化された地域を

つくる。また、より多くの住民が参加

できるよう、全町民を対象とした野菜

栽培講座で減農薬や土作りを進め、産

直市場の参加者を増やす。レストラン

や学校給食の食材提供もできるよう体

制を整え、食の安全と地産地消をさら

に推進する。 

連絡先

活動規模 

今後の展開 

農地

自然

景観

伝統

観光

工芸

特産

 

活用

資源
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○○○レレレススストトトララランンン   

漁師のお母さんの味が味わえる。美

しい海を眺めながら味わう新鮮な魚

料理は格別。フレッシュ定食は、さ

しみ、煮魚、小鉢、白ご飯、吸い

物、漬け物がそろって、1,600 円。

しおかぜ御膳は、さしみ、生ウニ、

つぼ焼き、なめろう、揚げ物、小

鉢、白ご飯、吸い物、漬け物がそろ

って 2,000 円。その他メニュー多

数。 

http://www.shiokazenosato.jp/ 

18 年度-No.40 

(有)フレッシュしおかぜの里 

（ふれっしゅしおかぜのさと） 

構成員 
男    0 名

女    16 名

平均年齢 約 47 歳

夢を橋にかけた島の女性起業活動 

新鮮な魚介類が食べたいとの消費者のニーズから刺身定食、しおかぜ御膳などを商

品化。メニュー開発に向けて、試食会「角島の味食べよう会」を主催し、地元関係者

を交えて意見交換を行う。また、店内アンケートの結果をもとに味や盛り付け等を改

良・改善するとともに、使用する食材はできるだけ地元調達を心がけ、地元朝市や JA
と食材供給体制を連携して行っている。 

出役体制については 3 部門体制をとり、定期的な役員会を開催。各部の連携を取り

ながら会社運営を行っている。 
会員が経営状況を理解できるよう複式簿記の研修や税理士等を招いた研修会を実

施。その後も各人の意見を反映する体制づくりに心がけた。 
農漁業と起業活動を両立させるためには、家族の理解と協力が不可欠であることを

認識し、平成 14 年、メンバー内の 7 戸が家族経営協定を締結した。また、繁忙期

は、過重労務となるため、島内で新規メンバーを募集、島内からパートも雇用するな

ど、就業の場づくりと労働環境の改善に務めている。 

事業の概要

主力商品・イベント 

山口県 下関市 
食物 

交流 

循環 

女性 

情報 

創出 

知財 

人材 

取組

分野 

輸出 

参入 
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○地元食材にこだわり、農林水産物の

付加価値づくりと地元還元に寄与。 
○女性が働きやすい勤務体制等を整備

したことにより、島内の若い女性が

新規に加入。世代間の交流や生活技

術伝承の場にもなっている。 
○地域産物を使った新鮮な料理を提供

することで、新鮮な島の食文化と魅

力発信に繋がっている。 

○角島の自然と景色 
○地元の新鮮な魚介類と野菜 
○地域女性の能力活用 

平成 11 年、地域特産開発に意欲的な有志 15 人で「角島しおかぜグループ」を発

足。採算性のある加工活動をするために加工品製造のみならず、直売と食堂にも挑

戦。平成 12 年、食堂・直売・加工場の一体的施設として、角島大橋開通に併せて

「しおかぜの里角島」を開店した。平成 13 年に豊北町が新たに交流施設を建設した

ことにより、テナントとして出店し、平成 17 年 1 月に法人格を取得した。 

活動の背景 

活動のポイント・効果 活用している地域資源 

〒759-5332 山口県下関市豊北町大字角島 853-4 
TEL 083-786-0611  FAX 083-786-0611 
E-mail なし 

○雇用者数 16 人（H17 年） 
○年間売上 6,500 万円 
○イベント回数 年 1 回 

島内に点在する観光施設等、地域内

外の各種関係団体と連携・協力して消

費者ニーズを把握するとともに、島の

美しい自然や暮らしなど、島の魅力を

発信し、理解してもらう取組を進め

る。また、地域一丸となって島の魅力

である美しい自然と風景を守り育てて

いく活動へと展開していく。 

連絡先

活動規模 

今後の展開 

農地

自然

景観

伝統

観光

工芸

特産

 

活用

資源
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○○○援援援農農農活活活動動動   

耕作隊からの毎月の援農活動やイベ

ントの呼びかけ情報の配信。年会費

は 3,000 円。 
○○○ＣＣＣＳＳＳＡＡＡみみみかかかんんん   

山口県周防大島産みかん 10kg。買

うことが農家のおばあちゃんを支え

ることにつながる。 
○○○楠楠楠茶茶茶園園園のののおおお茶茶茶ススステテティィィッッッククク   

山口県宇部市楠地区の茶園のお茶が

原料のパウダー。無農薬で育てられ

た茶葉から作られており、ドイツで

も売り出す。 

http://www.socio.gr.jp/ennou/ 

18 年度-No.41 

ＮＰＯ法人 学生耕作隊 

（がくせいこうさくたい） 

構成員 
男   100 名

女   110 名

平均年齢 約 43 歳

若者とシニアが広げる農業・農村の活性化！！ 

農業・農村の活性化を目的として、農業に関心のある人々に対して、援農や農業体

験の場づくりに関する事業を行っている。主な事業は、農家の人材不足の解消に関す

る事業、農地荒廃の防止に関する事業、農業体験の場づくりに関する事業、農業・農

村の活性化に関する学習・啓発事業、農業・農村の活性化に関する広報事業である。 
当初メンバーは約 30 名の学生だったが、現在はシニアにも広がり、山口大学学生

を中心に学生事務局を組織して運営している。 
隊員を有償で派遣する援農活動には、4 年間でのべ 6,000 人の大学生・シニアの

人々が参加した。農地荒廃防止活動では、農家のアドバイスを受けながら、学生が荒

れ茶園の管理を行い、農地と景観の保全に寄与している。 
また、商品価値のない「もったいない農産物」が出たときに登録会員に送る「いつ

でも送っていいよ大作戦」に取り組む等、「もったいない農産物」の販路を開拓して

いる。農地や古民家を活用して、起業を目指す若者の支援も行うようになった。 

事業の概要

主力商品・イベント 

山口県 山口市 
食物 

交流 

循環 

女性 

情報 

創出 

知財 

人材 

取組

分野 

輸出 

参入 
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○農業に関心のある若者が、農家を元

気づけ、意欲を向上させる。 
○ボランティアと農家と消費者の交流

が、地域の仕事づくりと、農業に対

する理解促進、地元農産物への愛着

につながり、地産地消を促す。 
○もったいない農産物の活用が、農産

物の魅力の再発見につながる。 

○農家の知恵 
○荒廃予定農地 
○もったいない農産物 

山口大学の学生にアンケートを行ったところ、3 人に 2 人が農業に関心があるとい

うデータが得られた。低い食料自給率や増える荒廃農地を抱える日本の農業・農村の

衰退という現状を打破すべく、農業に関心があり、農業・農村の活性化に向け集まっ

た約 30 名の学生有志とともに、平成 13 年 1 月、任意サークル「学生耕作隊」を結

成。人手不足の農家に学生を派遣するとともに、耕作放棄地を守る活動が始まった。 

活動の背景 

活動のポイント・効果 活用している地域資源 

〒755-0151 山口県宇部市西岐波 1233 
TEL なし  FAX 0838-26-7180 
E-mail kousaku@shakai-kigyo.net 

○雇用者数 およそ 10,000 人（設立

より H21 年まで） 
○起業塾「米と個性で自立塾」入塾者

数 20 人（H21 年 10 月現在） 
○派遣先農家数 約 50 件以上（設立

より H21 年まで） 

本隊の援農先農家をネットワークで

つなぐことで、農業体験希望者の受入

農家を増やし、就農や農村への定住を

促進していく。さらに、本隊が管理し

ている農地も、体験交流型の場として

位置づけ、受入を積極的に行う。 
地元企業と連携してもったいない農

産物を活用した商品開発を行い、自ら

も農村レストランを展開し、地産地消

を進めながら、都市をマーケットに農

村のよさを発信していく。 

連絡先

活動規模 

今後の展開 

お問い合わせは原則、メール

にて受け付けております。 

農地

自然

景観

伝統

観光

工芸

特産

 

活用

資源
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○○○漁漁漁村村村体体体験験験   

漁村という空間をそれぞれの都合に

合わせて体感できる。体験メニュー

は、イザリ Cafe での食事、なにも

せずただぼんやりと時間を過ごす、

シーカヤック体験（有料）、漁業体

験（有料）、短期・長期の漁村生活

体験など。 

http://www.izarijin.jp/ 

18 年度-No.42 

伊座利の未来を考える推進協議会 

（いざりのみらいをかんがえるすいしんきょうぎかい）

構成員 
男    60 名

女    60 名

平均年齢 約 40 歳

都市との交流を通して学校と地域の灯火を守る 

伊座利存続のシンボルとして学校の存続を掲げ、児童・生徒やその保護者の転入を

呼びかける「おいでよ海の学校へ」という交流促進イベントを住民手づくりで開催し

ている。これは、伝統漁法やクルージング体験、磯遊びやカヌー体験などを通して伊

座利を体と心で体感してもらう海の学校 1 日留学体験などを行うものである。 
この活動を通して、地域内の課題を地域全体で考え、総合的な地域づくりを行う必

要を感じ、全住民で構成し、地域内のあらゆる団体を融合する地域づくり活動団体

「伊座利の未来を考える推進協議会」を平成 12 年 4 月に結成した。 
協議会では、多彩な交流活動を地域内外で展開。関西・関東・徳島市内などを中心

に「伊座利の未来を考える応援団」（団員約 600 名）を有している。 
平成 19 年には、住民全員がオーナーの「イザリ Cafe」をオープンした。人気メニ

ューはその日朝獲れの魚の刺身定食や天ぷら定食。挽き立てのコーヒーも評判を呼

び、年間 1 万人ほどの来客があり、徳島の新たなスポットとなっている。 
また、自然の恵みにより成り立ってきた伊座利の環境を守っていくため、海岸や河

川・道路などの定期的なクリーンアップや植樹活動も行っている。 
このほか、伊座利漁協では地域資源である海藻に着目し、加工品生産を行う「アラ

メ加工場」を設置し、新たな雇用機会の創出にも取り組んでいる。 

事業の概要

主力商品・イベント 

徳島県 美波町 
食物 

交流 

循環 

女性 

情報 

創出 

知財 

人材 

取組

分野 

輸出 

参入 

148



 

○I ターン者や若者の定住化などによ

り、人口増、児童・生徒数の増加、

高齢化率の低下を実現。それに併せ

て、秋祭りの太鼓の復活や親密なフ

ァンの増加、交流人口の拡大などの

現象がみられる。 
○水産資源を活用した特産品づくり

や、雇用機会の創出に取り組むなど

活発な活動が展開され、そのことが

地区出身者の郷土愛を強めている。 

○山、川、海などの自然景観 
○地域の産業である漁業や水産物 
○伊座利地区に根付く風土、気質や郷

土愛 

かつて陸の孤島と称されていた時代に 400 人が住んでいた伊座利も、過疎・少子・

高齢化が進展し人口は 100 人ほどに減少した。人口の減少とともに子供の数は激減

し、いつしか小学校と中学校分校の併設校（通称：伊座利校）の統廃合が話題とされ

るようになった。学校が無くなってしまうと集落の存亡に関わるとの危機感から、活

動が始まった。 

活動の背景 

活動のポイント・効果 活用している地域資源 

〒779-2107 徳島県海部郡美波町伊座利 伊座利漁業協同組合内 
TEL 0884-78-1185  FAX 0884-78-0512 
E-mail ホームページ内の「お問い合わせ」フォームより 

○イベント参加者 250 名（H17 年）

○高齢化率 H13 年 38％→H20 年

26％ 

時代変化に対応しうる自立した地区

へと進化するために、地縁や血縁のコ

ミュニティのみならず、広く地域の外

の志を共有する都市住民等との共生や

協働の関係づくりをさらに進め、その

上で、漁業をはじめとする、地域の生

活文化、産物、自然、といったあらゆ

る地域資源を経済効果に結びつける。 

連絡先

活動規模 

今後の展開 

農地

自然

景観

伝統

観光

工芸

特産

 

活用

資源
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○○○しししまままんんんととと緑緑緑茶茶茶   

一番茶葉のみ使用。苦みの後に甘く

感じるお茶。500ml ペットボトル

24 本入りで 3,600 円。 
○○○四四四万万万十十十のののひひひのののききき風風風呂呂呂   

四万十川流域の「ひのき」の間伐材

や端材を活用した香り板。浴槽のま

わりに置くとバスルームが「ひの

き」の香りで充満。1 個 300 円。 

http://www.shimanto-drama.jp 

18 年度-No.43 

(株)四万十ドラマ 

（しまんとどらま） 

構成員 
男    7 名

女    15 名

平均年齢 約 35 歳

四万十川の天然素材を活かした商品開発で地域の活性化

平成 6 年から四万十川流域の天然素材を活かした商品開発を基本に、四万十川の成

分が詰まった独自商品の開発・販売に取り組んでいる。 
平成 9 年に発売した風呂用檜芳香剤は、企業の販売促進用景品に採用されて話題と

なり、20 万枚の販売となった。平成 14 年には、100％四万十茶葉で作ったペットボ

トル入り「しまんと緑茶」を地元の茶葉組合と共同開発し、年間 25 万本もの販売を

あげている。その後、「しまんとほうじ茶」や紅茶も開発した。その他にも、栗、シ

イタケや鮎等、山の幸、川の幸を全国に届けている。また、平成 19 年 7 月より、道

の駅「四万十とおわ」を指定管理者として運営している。 
さらに、商品販売だけでなく、会員制度「RIVER」を立ち上げ、四万十川をテーマ

に本当の豊かさとは何かを考えるネットワークを運営している。年 4 回、四万十川の

季節の話題や地域の人の話、田舎暮らしや農林業、川での漁業、環境問題などの話題

を掲載した情報誌「RIVER」を届けるとともに、四万十川で会員と地元住民が年 1 回

交流会を開催している。こうした交流活動により、地域の人が地域の良さを再発見

し、会員は積極的に商品開発や活動へのアイデアを出している。 

事業の概要

主力商品・イベント 

高知県 四万十町 
食物 

交流 

循環 

女性 

情報 

創出 

知財 

人材 

取組

分野 

輸出 

参入 
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○全国に約 1,000 人いる「RIVER」の

会員に商品モニターになってもら

い、消費者ニーズにあった商品開発

を心がけていることが好業績の要因

の一つとなっている。 
○通信販売と卸販売をミックスさせ販

路を拡大するとともに、四万十川と

いう付加価値をつけた販売で、地域

の豊かさを掘り起こしている。 

○四万十川流域で収穫された農林水産

物 
○四万十川の自然環境 

四万十川は、流域に住む人々に様々な恩恵を与えてくれる資源の宝庫である。その

川も山も人も「てんねん」であり続けたいという思いで活動をしている。「天然」と

は、人の力が加えられていないこと、自然のままであること、本来の姿であること、

生まれながらにして持っているもの。「天然」は四万十川の農林漁業の風景にふさわ

しい言葉であり、そうあり続けたいと願っている。 

活動の背景 

活動のポイント・効果 活用している地域資源 

〒786-0535 高知県高岡郡四万十町十和川口 62-9 
TEL 0880-28-5527  FAX 0880-28-4875 
E-mail info@shimanto-drama.jp 

○従業員数 20 名（うちパート 10
名） 

様々な視点から他にはない地元の良

さを掘り起こし、商品開発を行うとと

もに、茶の通信販売、栗は現在以上の

販売強化を目指し、四万十ブランドの

栗を使った菓子を全国に展開する。今

後も地域に根付いた会社として運営し

ていくとともに、インターネット等を

利用して今以上の販路拡大を図る。 

連絡先

活動規模 

今後の展開 

農地

自然

景観

伝統

観光

工芸

特産

 

活用

資源
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○○○カカカツツツオオオのののワワワラララ焼焼焼きききタタタタタタキキキづづづくくくりりり体体体験験験   

とれたてのカツオ丸ごと 1 本使っ

て、漁師さんにレクチャーしてもら

い、さばき、焼き、タタキに作る。

食事の時間も含めて所要時間約 2 時

間。1 人 3,150 円。新鮮なカツオの

本物の味。地元の人々との触れあ

い。資源や環境を守ることの大切

さ。 

http://www1.ocn.ne.jp/~itibanka/ 

18 年度-No.44 

黒潮カツオ体験隊 

（くろしおかつおたいけんたい） 
構成員 

男    27 名

女    45 名

平均年齢 約 63 歳

カツオのタタキづくり体験

平成 13 年、漁協女性部を中心に、農協や商工会の女性部らを含む住民グループ、

「黒潮カツオ体験隊」を組織し、カツオのタタキづくり体験への修学旅行生や一般の

受け入れを開始した。 
当初の活動は漁港内の仮設テントで行われていたが、平成 15 年に交流施設として

カツオふれあいセンター黒潮一番館が完成し、250 人程度までの受け入れが可能とな

った。平成 16 年には活動の一環として喫茶部の営業も始めている。 
体験では、魚のプロである漁業者らのレクチャーを受けながらカツオを捌き、藁で

焼いて皿鉢への盛りつけまでを行い、その後、タタキに加えスタッフが用意したアラ

の塩焼きや天ぷら、吸い物等で食事をする。カツオは市場から購入し、スタッフとな

っている女性部員や漁業を引退した漁業者は、体験の人数により招集される。 
雑誌等の取材は積極的に受け入れ、PR に努めるとともに、町や観光協会とも連携

を図りインターネットによる受け入れ窓口の設置等の体制づくりを行っている。集客

範囲は関西、広島、岡山、関東等広域にわたり、体験者数も順調に伸びている。 
滞在型観光を目指して漁家民宿も展開。平成 18 年 1 軒、平成 21 年 3 月から 7 軒、

合計 8 軒の漁家民宿を開業し、大手学習塾の 4～5 年生等の受け入れも行った。 

事業の概要

主力商品・イベント 

高知県 黒潮町 
食物 

交流 

循環 

女性 

情報 

創出 

知財 

人材 

取組

分野 

輸出 

参入 
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○来訪者と地域住民との交流はもちろ

んのこと、世代や性別を越えたスタ

ッフ間の地域内交流も活発になって

いる。 
○漁業を引退した人々が、来訪者に魚

の捌き方を教えることで「先生」と

慕われ、活動を生き甲斐と感じ出番

を心待ちにするようになった。 

○一本釣りされたカツオ 
○黒潮町に伝わる昔ながらのタタキづ

くり 

平成 12 年、高知県の県民参加の予算づくり事業に旧佐賀町（現黒潮町）漁協女性

部が「カツオのタタキづくり体験」の企画を提案したことに始まる。同年、女性部が

漁協や観光協会、商工会等地域全体を巻き込み、ホテルのオーナーや旅行会社等、40
人を募集し、カツオのタタキづくり体験のモニターツアーを実施したところ大好評を

得たことから、事業化への取組が始まった。 

活動の背景 

活動のポイント・効果 活用している地域資源 

〒789-1720 高知県幡多郡黒潮町佐賀 836 
TEL 0880-55-3680  FAX 0880-55-2851 
E-mail k-ichibankan@shirt.ocn.ne.jp 

○雇用者数 73 人（H21 年 12 月末）

○年間売上 7,100 千円（H21 年度） 
○イベント回数 1 回 

高知県西南・幡多地域 6 市町村で幡

多広域観光協議会を設置し、足摺岬周

辺でのクジラウォッチング、四万十川

のカヌー、カツオのタタキづくり体

験、天日塩作り等の様々なメニューを

連携させ、幡多地区をセットで売り込

むための観光ルートを構想している。 

連絡先

活動規模 

今後の展開 

農地

自然

景観

伝統

観光

工芸

特産

 

活用

資源
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○○○九九九州州州ツツツーーーリリリズズズムムム大大大学学学   

ツーリズムを実践する担い手の育成

講習。毎回全国各地より選りすぐり

の旬な講師陣を招いての座学、フィ

ールドワーク、ワークショップ等。 
実施期間は 9 月～3 月の第一土・

日・月曜日。受講料は 1 月あたり約

3 万円。ツーリズム関係情報の受

信、ネットワークづくり等に役立

つ。 

http://manabiyanosato.or.jp/ 

18 年度-No.45 

(財)学びやの里 

（まなびやのさと） 

構成員 
男    3 名

女    4 名

平均年齢 約 43 歳

小国流ツーリズムの展開

「グリーン・ツーリズムに興味があってもノウハウや実践を学ぶ場がない」という

声を受けて、平成 9 年 9 月に「学びやの里」が事務局となり、全国初のツーリズム大

学―「九州ツーリズム大学」を立ち上げ、グリーン・ツーリズムを実践する担い手の

育成、ツーリズム関係情報の受発信、ネットワークづくり等が行われている。 
また、子どもたちが体験を通して人と自然の関係や自然の大切さを実感できる場所

として、平成 12 年に「おぐに自然学校」を開校した。「学びやの里」の中心施設で

ある木魂館を拠点に、町内の至るところを教室にしたこの学校は、毎年 10 回以上開

催され、町内外から多くの子どもたちの参加を受け入れている。 
さらに、都市部の学校での「生徒たちに農林業を体験させたい」とのニーズの高ま

りを受けて、平成 17 年度から北九州方面の中学校の農業体験受入を始めた。町内の

およそ 90 軒の農家の協力の下、2 泊 3 日で一戸あたり 3～4 人の生徒を受け入れ、農

家の暮らし体験を実施している。 
そのほか、町内外の多くの人たちと協働しての文化的イベントの開催や、町外の多

彩な人たちとの交流の結果、I ターンによる移住者もみられる。 

事業の概要

主力商品・イベント 

熊本県 小国町 
食物 

交流 

循環 

女性 

情報 

創出 

知財 

人材 

取組

分野 

輸出 

参入 
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○様々な交流活動を行い、地域の中に

そういった交流活動が生まれる仕掛

けを行ってきた。 
○交流活動の中に収益を上げるビジネ

スを創り出す必要があり、住民が交

流活動のどこに、ビジネスチャンス

があるかを鋭く見つけ出す企業セン

スを磨くことが大切。 

○地元の人材を活かした実践的なプロ

グラム 
○国鉄宮原線跡地、採草放牧地、小国

杉林など、多彩な地域資源 
○小国黒豚をはじめ地元食材 

小国町は、昭和 62 年、新しい地域づくり構想「悠木の里づくり」を策定し、この

構想の中で、医学者北里柴三郎博士の出身地―大字北里地区を、北里博士の意思（学

習と交流の精神）を継いで、「学びやの里」と位置付け、各種施設の整備や、様々な

交流事業や文化活動、地域振興の取組を展開してきた。 
こうした活動をさらに広げていくために、平成 8 年に町民の寄付金などを基金とし

て、「財団法人学びやの里」が設立された。

活動の背景 

活動のポイント・効果 活用している地域資源 

〒789-1720 熊本県阿蘇郡小国町大字北里 371 番地の 1 木魂館内 
TEL 0967-46-5560  FAX 0967-46-5561 
E-mail mokukon@town.oguni.kumamoto.jp 

○九州ツーリズム大学定員 40 名 
○会議室・宿泊施設・グランド等利用

者数 38,402 人（H17 年） 

都市と農村の多面的な学習交流によ

る持続可能な農村地域開発の手法を、

農、食、山、住、エネルギー、ライフ

スタイル等、幅広いテーマで設定し、

それを新たな農村開発における人材育

成の教育手法へと確立し、普及してい

く。 

連絡先

活動規模 

今後の展開 

農地

自然

景観

伝統

観光

工芸

特産

 

活用

資源
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○○○新新新規規規就就就農農農者者者育育育成成成研研研修修修   

新規就農希望者を対象にプロ農家を

育成。期間は１～2 年間。料金は年

間 36 万円。現役農業経営者が中心

となった実践的な人材育成・教育。 
○○○農農農業業業体体体験験験   

施設園芸、稲作、畜産等を 3 泊 4 日

～1 週間体験。１回当り 21,000 円。

農園の人と一緒に作業し、実際の農

業を体感。 

http://www.asoeco.jp/ 

18 年度-No.46 

NPO 法人 阿蘇エコファーマーズセンター 

（あそえこふぁーまーずせんたー）

構成員 
男    15 名

女    1 名

平均年齢 約 45 歳

農業を志す人を育成・自立させ、地域活性化 

平成 15 年、(有)木之内農園が母体となり、NPO 法人を設立。法人として農業人材

育成、食農教育、環境保全活動を開始した。農業の知識や技術は無くても、これから

の新しい職業として始めたいという強い希望や夢を持っている人や、「農」的生活に

関心を持ち、ふるさとで農業に携わった生活をしたいと思っている人などを育成する

ため、現役農業経営者が中心となって取り組む、全国でも数少ない実践的な非営利支

援組織である。 
農業新規参入者の人材育成歴約 20 年の豊富な経験と知識で、多くの農業新規参入

者の期待に応えられるよう、果樹、水稲、露地野菜、工芸作物、酪農などの専業農業

経営者と連携している。これまでに、1 年以上の長期農業研修生受入人数は 350 名を

超え、研修修了者のうち、独立農業経営者 36 名、農業法人就職者 56 名と、地域の活

性化の一助になっている。 
また、若い農業担い手育成の必要性から、熊本県教育委員会・熊本県農林水産部と

連携し、農業高校の高校生に対し、農業担い手育成のためのデュアルシステムの導入

やリーダー養成の取組を行っている。 

事業の概要

主力商品・イベント 

熊本県 南阿蘇村 

○○○食食食農農農教教教育育育   

児童、生徒、修学旅行生等が対象の

日帰りプラン。1 人当 1,500 円。田

植、稲刈り、野菜の収穫などの農作

業体験と地元料理の食事がセット。 

食物 

交流 

循環 

女性 

情報 

創出 

知財 

人材 

取組

分野 

輸出 

参入 
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○農村において、新しい価値観を求

め、農業をしたいと考えている若者

や、団塊の世代を中心にした中高年

およびシルバーの世代がいる。これ

らの農村外、都市からの新しいパワ

ーを農村に活かすことが地域を活性

化するポイントを握っている。 

○阿蘇の豊かな自然と素晴らしい景観 
○現役農業者が持つ技術、知識 
○伝統的文化の伝承技術 
○特色ある農産物 
○古い農家、遊休農地 

昭和 63 年、(有)木之内農園が農業の知識を持たない非農家出身者を対象に就農の道

にチャレンジできる「就農研修制度」をスタート。同時に、田植えや稲刈り等の農作

業体験、鶏、牛、カブト虫等の生き物ふれあい体験を開始した。平成 4 年、農業を産

業として確立するためには、農業界自らが農業をしようと夢を持っている人材を育成

することが必要だと思い立ち、「農業新規参入研修者」の本格的な受入を開始した。 

活動の背景 

活動のポイント・効果 活用している地域資源 

〒869-1401 熊本県阿蘇郡南阿蘇村大字立野 203-1 
TEL 0967-68-0552  FAX 0967-68-0275 
E-mail ecofarmers@asoeco.jp 

○雇用者数 3 人（H20 年度末） 
○新規就農者育成研修 237 人（H20

年度） 
○年間事業費 21,676 千円（同上） 
○農業体験 37 人 （同上） 
○食農教育 162 人（同上） 

農業を始めたいと熱望しても、農業

に関する知識も技術も持っていない新

規就農希望の若者が、農村地域で農業

で自立できるように、多くの現役農業

経営者の力を借りて、プロ農家に育て

ていく人材育成プログラムを、強化・

発展させいく。 

連絡先

活動規模 

今後の展開 

農地

自然

景観

伝統

観光

工芸

特産

 

活用

資源
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○○○無無無農農農薬薬薬コココシシシヒヒヒカカカリリリ   

精米直後のお米を毎月発送。産直の

みで店頭では販売していない。白米

10kg 入り 6,600 円、5kg 入り 3,300
円。玄米 10kg 入り 5,600 円、5kg
入り 2,800 円。袋には農家名を明

記。「顔の見えるおつきあい」がモ

ットーで、毎月農家手作りの「季節

の便り」を発行。交流会「アイガモ

田見学ツアー」も毎年開催。 

http://www.aso.ne.jp/~oasys/ 

18 年度-No.47 

南阿蘇村おあしす米生産組合 

（みなみあそむらおあしすまいせいさんくみあい） 

構成員 
男    20 名

女    0 名

平均年齢 約 57 歳

「米の産直」－都市との連携“食から緑のエネルギーへ”

無農薬米「おあしす米」を消費者に直接届けることで信頼関係を築いている。米袋

に農家名を明記、消費者の口に入るまでが農家の責任としている。注文は予約制が基

本で、毎月一回、農家ごとに精米直後の米を発送している。遠隔地の消費者にはホー

ムページを活用、農家ごとに経営の様子や家族の素顔を知らせ、心理的距離を縮めて

いる。新規顧客の獲得はインターネットが主体で、試食用として初回に限り 5kg を半

額で提供している。平成 11 年には「おあしす米」の名称を商標登録した。 
消費者との交流は「アイガモ田見学ツアー」と称して、水田の見学やバーベキュー

大会を実施、毎年約 150 名の参加がある。遠方の顧客へはこちらから出向き、直接対

話することで信頼関係を深めている。 
米産直のノウハウを活用し、米以外に施設果物や野菜などの産直も手がけ、また、

規格外のホームランメロンを「場外ホームランメロン」と名付けるなど、独自ブラン

ドを築いている。近年「野菜の詰合せ」を希望する顧客が多いので、1,000 円と 1,500
円の 2 コースを設け、近所の家庭菜園野菜や漬物などをコメと一緒に発送している。

また、婦人部による手づくり石鹸配布も定期的に行っている。 

事業の概要

主力商品・イベント 

熊本県 南阿蘇村 
食物 

交流 

循環 

女性 

情報 

創出 

知財 

人材 

取組

分野 

輸出 

参入 
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○おあしす米の影響で直売に取り組む

農家が増加し、産直のノウハウが蓄

積。また、当組合のホームページを

参考に、観光農園や JA 部会などの

ホームページ開設が急増。 
○安全な米づくりへの関心が高まり、

JA に減農薬米部会が設立された。

また、構成員の働きかけにより学校

給食に地元の米を使い始めた。 

○冷涼な気候や昼夜の寒暖の差 
○豊富で清らかな地下水 

平成元年、JA 青壮年部 7 名で、米の無農薬栽培を試験的に開始。平成 3 年、産直

に取り組むため白水村おあしす米生産組合を設立（「おあしす」はおいしい・あんぜ

ん・しんせん・すてきの頭文字）。平成 17 年、市町村合併により南阿蘇村おあしす

米生産組合へ名称を変更した。 

活動の背景 

活動のポイント・効果 活用している地域資源 

〒869-1501 熊本県阿蘇郡南阿蘇村大字両併 2015 
TEL 080-2613-4881  FAX 0967-62-1639 
E-mail oasys@aso.ne.jp 

○顧客数 920 人 
○年間売上 4,400 万円 
○イベント回数 1 回（消費者との交

流会、参加は約 150 名） 

これまで行ってきた環境保全型農業

を広範囲に広げ、自然環境を地域ぐる

みで守るような活動を実践する。 
食の交流やイベントを通じて、都市

住民の癒しの空間としての機能が果た

せるよう、さらに活動を充実させる。 
また、今後はエネルギーをキーワー

ドに、都市との連携ができないかを模

索したい。バイオマスの利活用にも活

動の輪を広げたい。 

連絡先

活動規模 

今後の展開 

農地

自然

景観

伝統

観光

工芸

特産

 

活用

資源
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○○○吉吉吉野野野梨梨梨   

JA やつしろ竜北町支所管内で栽培

されている梨は、「幸水・豊水・新

高・新興」。現在は露地栽培だけで

なく施設を導入し、県内でも早い 7
月上旬には出荷が始まる。出荷は、

7 月上旬の「幸水」から始まり、

「豊水」が 8 月中旬、玉の大きい

「新高」が 9 月上旬から 10 月いっ

ぱいまで。 

http://www.kasias.or.jp/ja-ysc/index.htm 

18 年度-No.48 

JA やつしろ竜北果樹部会梨部 

（じぇいえいやつしろりゅうほくかじゅぶかいなしぶ）

構成員 
男    82 名

女    8 名

平均年齢 約 58 歳

吉野梨を、海外へ

平成 16 年度、「日本産ブランド輸出促進事業」に取り組み、台風 18 号で大きな被

害を受けた中、ジャンボ梨「新高」760 ケース（3,800kg）を台湾へ試験的に輸出し

た。輸出に伴い、梨部会員や JA やつしろ、町等の関係者により、宣伝販売隊を結成

し、台湾の大型量販店等で販売促進活動を行った。台湾では秋の収穫を祝う「中秋

節」に贈り物を贈る習慣があり、この贈答需要を狙ったことで、高価格で販売された

にもかかわらず完売した。また、現地での評価も高く、手応えを得るテスト輸出とな

った。 
翌年の平成 17 年度には、前年の好評を受け、12,000 ケース（60t）を輸出した。平

成 18 年度には、15,360 ケース（76t）を輸出している。毎年、宣伝販売隊を送り込

み、販売促進活動を行うことで、年を追うごとに、台北でも「吉野梨」が知られるよ

うになり、徐々にブランド化しつつある。 
また、この事業を通じて、梨だけではなく、八代地域の特産物である晩白柚やいち

ご、トマト等の品目を海外へ輸出できるよう取り組んでいる。バイヤーの招聘活動も

実施している。 

事業の概要

主力商品・イベント 

熊本県 氷川町 
食物 

交流 

循環 

女性 

情報 

創出 

知財 

人材 

取組

分野 

輸出 

参入 
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○輸出の拡大により、生産者のやりが

いにつながっている。 
○氷川町での梨の生産は 4 月上旬の満

開期の景観の美しさ、農用地の利活

用、梨マラソン大会等、自然環境の

保全、水源のかん養、地域文化の継

承などの多方面で機能を発揮してい

る。さらに、「道の駅りゅうほく」

にある氷川町竜北物産館では青果は

もちろん、梨を利用した多くの加工

品が販売され、地域経済への波及効

果も大きい。 

○氷川町特産の梨、いちご 
○八代地域特産の晩白柚 

国内経済の低迷が続く中で、贈答用に売り出していた大玉梨の売れ行きが悪く、販

売単価の下落が続いていた。 
新たな販売拡大を模索していた時、「日本産ブランド輸出促進事業」の話が町より

あり、海外輸出への取組が始まった。 

活動の背景 

活動のポイント・効果 活用している地域資源 

〒869-4814 熊本県八代郡氷川町島地 642 番地 
TEL  0965-52-5854  FAX 0965-52-3939 
E-mail なし 

○梨の輸出量 90t（H21 年産） 

海外他産地との品質差を付けるため

にも、より一層の品質向上が求められ

ている。また、長時間の輸送に伴い、

果実のキズ、痛みが発生してくるが、

この対応策も今後検討していく必要が

ある。 
さらに、梨だけでなく、氷川町及び

八代地域の他農産物についても、海外

輸出を視野に入れた販路開拓に繋げて

いきたい。 

連絡先

活動規模 

今後の展開 

農地

自然

景観

伝統

観光

工芸

特産

 

活用

資源
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○○○慶慶慶佐佐佐次次次川川川マママンンングググロロローーーブブブカカカヌヌヌーーー体体体験験験   

天然記念物のマングローブをカヤッ

クで漕ぎ入り、生物の目線でジャン

グルを観察し、自然について学ぶエ

コツアー。潮位に合わせ、自然環境

に配慮したプログラム。東村やんば

るの壮大な自然を楽しめる。料金

6,000 円（3 時間） 

http://www.gesashi.com/ 

18 年度-No.49 

(有)やんばる自然塾 

（やんばるしぜんじゅく） 

構成員 
男    9 名

女    3 名

平均年齢 約 30 歳

住民主導のエコツーリズムで地域活性化 

東村の自然、文化、歴史などの地域資源を都市住民に触れてもらい、地域の人々と

の交流を促進するため、24 種類の体験プログラムを用意している。 
少人数対応のエコツアーは 11 コースあり、代表的な「慶佐次川カヌー体験」は、8

名までの人数制限で、環境の負荷を考え満潮時にツアーを実施している。 
修学旅行プログラムは全 13 コースあり、「慶佐次川マングローブカヌー＆自然観

察」、亜熱帯の原生林が広がる森を体験する「やんばるの森トレッキング」、地域の

人とふれあいが多い「農業体験とパインジャム作り」、地域のオバー（おばあさん）

と作る「沖縄料理体験」等がある。 
ツアーのメニュー紹介、宣伝活動等はホームページやパンフレットを活用してい

る。ホームページではメニュー紹介の他、質問等も受け付けており、より詳細な内容

の問い合わせを気軽にできるようにしている。また、修学旅行生が多いため、修学旅

行体験プログラムパンフレットを作成し、各体験プログラムの実際の行程や安全対策

を詳しく掲載している。 
体験メニューを通して、やんばるの自然環境、食文化、自然環境保護の大切さ等も

学習してもらえるような工夫も行っている。また、地域住民も指導者として参加でき

るような体験メニューとし、地域ぐるみの活動となるよう心がけている。 

事業の概要

主力商品・イベント 

沖縄県 東村 
食物 

交流 

循環 

女性 

情報 

創出 

知財 

人材 

取組

分野 

輸出 

参入 
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○(有)やんばる自然塾の設立後、飲食

店の開業やガイド業、観光農園、バ

ンガローや民宿等の宿泊業が増え、

さらに農産物販売が拡大されるなど

地域経済へ大きく貢献している。県

外からの旅行者も多数訪れるように

なった。 
○スタッフは全て地域採用とし、常

勤・非常勤を含めると 20 人になる

など雇用にも貢献している。 

○慶佐次川ヒルギ林及び慶佐次川河口

周辺、福地川 
○やんばるの森 

東村の主要産品のパインアップルが自由化などの影響で低迷し、高齢化、後継者離

れなど過疎化が進むなか、平成 7 年、東村慶佐次地区に地域活性化を考える「夢つく

り 21 委員会」が設立された。そこで国指定天然記念物のマングローブなど地域資源

の利活用など活性化の方策が語られ、ワークショップの開催、モニターツアー等の事

業化プロセスに住民が参画して事業構想を具体化させていく中で、「やんばる自然

塾」が誕生した。 

活動の背景 

活動のポイント・効果 活用している地域資源 

〒905-1205 沖縄県国頭郡東村字慶佐次 82 番地 
TEL 0980-43-2571  FAX 0980-43-2585 
E-mail info@gesashi.com 

○雇用者数 12 人（H21 年度） 
○イベント回数 ツアーは毎日開催 

ツアー実施前には発生しなかったゴ

ミ問題や自然環境への負荷などが問題

となりつつある。今後は、ツアー受入

人数の制限、立入地域の制限などのガ

イドラインを設定して、持続可能なエ

コツーリズムを目指す。 
また、ツアーガイドのさらなるレベ

ルアップを図り、安全で楽しく、ため

になるツアーの提供を目指している。 

連絡先

活動規模 

今後の展開 

農地

自然

景観

伝統

観光

工芸

特産

 

活用

資源
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