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「立ち上がる農山漁村」選定案概要書

◎取 組 分 野： 】【他産業の農業参入

北海道せたな町１．都道府県、市町村

有限会社ヒルトップファーム２．事 業 者 名

めん羊の飼育及びレストランの経営３．取 組 み の 名 称

４．取 組 概 要 等

◇概 要

北工建設は道路舗装を主とした土木工事業を営む傍ら、公共事業に陰りがみえ始めたこと

町が飼育で異業種への参入を検討し、地域の基幹産業である農業分野にターゲットを絞り、

を奨励していた羊の畜産進出を決意した。

企業内事平成6年、10頭の繁殖羊を購入し、離農した酪農家の遊休農地や畜舎を借上げ、

した。徐々に頭数を増やしたため、専門的な知識を要する従業員が必業部門としてスタート

要となり、平成8・9年と専門知識を有する大学卒業生を採用し、更なる飼育規模の拡大を図

った。しかし、飼育頭数拡大と販路拡大とのバランスが合わなかったことから知名度を上げ

レるため、平成13年に鉄道の廃客車を入手し、改装の上、生ラム肉を安価で提供できるよう

を行った。ストランの営業の開始とともにHPを立ち上げ、広くPR

地元豆腐店より出る大豆かす（オカラ）を給餌するなど、安心・安全をモットーにまた、

地元農家より乾燥草飼育方法を検討し、めん羊にも良くエコロジーな飼育方法を確立した。

を購入するなど地域還元を行った（現在は遊休農地の借入面積を増やしたため自給自足 。）

ことから、平成16年4月めん羊飼育及び定期的な販売先も決まり事業も軌道に乗り始めた

に独立採算を目指すため別法人化し、 に至る。飼育頭数400頭を超える

現在 役員6名(内農業者認定 3名）

飼育専従者 2名

レストラン 2名(期間雇用）

◇活動の規模

項目 H12 H13 H14 H15 H16

生産量 225 270 324 423 418

解説 飼育頭数

売り上げ 2,090 9,580 9,780 14,960 20,000

解説 H13年からレストラン開始（千円）

来客数 0 1,600 1,200 2,000 1,850

解説 レストランの客単価から割った延べ利用人数

雇用者数 5 6 6 7 7

解説 短期・短時間アルバイトを含む最大雇用月の人数
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◇活用している地域資源

町内遊休農地を借上し、牧草地として再利用。

◇地域活性化のポイント

全道有数規模の飼育頭数を誇ることから、観光資源としての集客力の向上及び特産品とし

てのブランドイメージによる知名度UP。

◇事業の今後の展開方向

血統登録・羊を増やし、繁殖羊(雄、雌）の供全道有数規模になったメリットを活かし、

給基地や育成振興に協力 飼育頭数を現在の倍以上のし、めん羊の普及拡大を推進し、今後、

とする。1,000頭を目標

また、 にふれあいや体験等を取り入れた観光客の受け入れを行い、観光牧場的施設も視野

入れる。
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「立ち上がる農山漁村」選定案概要書

◎取 組 分 野： バイオマス】【

北海道沼田町１．都道府県、市町村
ぬまたちょう

北いぶき農業協同組合（沼田支所）２．事 業 者 名

地域資源（雪）を活用した町・特産品（雪中米など）づくり３．取 組 み の 名 称
～克雪から利雪・親雪へ～

４．取 組 概 要 等

◇概 要

やっかいものとして扱われた雪を新たな道内でも有数な豪雪地帯に数えられる本町では､

｡エネルギーとして活用している

本町農業は水稲を基幹作物としていることから､道産米の主産地形成を目指して平成8年度

町が事業主体となり国費事業を活用し､｢沼田町米穀低温貯留乾燥調製施設｣(愛称:スノーに

し､同年より施設の管理運営を農協に委託している｡・クール･ライス･ファクトリー)を建設

スノー･クール･ライス･ファクトリーの大きな特長としては2つあり､1つ目は生産者が1次

乾燥した半乾燥籾(籾水分18～17%)を受入れ､本施設での2次乾燥を除湿乾燥方式でゆっくり

この方式によりお米の劣化(乾減率0.02%/h)と籾水分14.5%に製品化する2段乾燥方式であり､

ことと､2つ目は してい(胴割れ等)が防がれる 製品化された籾を貯蔵する上で雪の冷熱を活用

ることです。お米を長期貯蔵する上で食味の劣化を防ぐ貯蔵環境は温度50℃湿度70%が適し

ているといわれておりますが､従来の米(玄米)貯蔵は低温倉庫で15℃以下という基準で行わ

れており、現行の電気冷房などで環境設定を行うとコストが著しく高額となり､販売価格と

生産費の関係から導入できないのが現状であった｡そこで豪雪地帯である本町では無尽蔵に

貯蔵に係るランニングコストを約1/4に抑えた籾貯蔵降る雪の冷熱を活用することに着眼し

に取り組み､収穫翌年の気温が上昇する4月頃から貯蔵環境を整えて｢雪中米｣(雪冷貯蔵＋今

摺米)として販売し､道産米の主産地として道内外の実需･消費者から高い評価を受けている｡

また､雪中米を始めとする沼田産米を更に付加価値を高める検討組織として｢米づくり検討

委員会｣(構成員:生産者10名)を設置し､消費者ニーズに応えるべく減農薬栽培など全町的な

取組みを推進している｡

◇活動の規模

項目 H12 H13 H14 H15 H16

生産量 70,180俵 70,731俵 74,200俵 61,480俵 70,400俵

解説 上記生産量は、米穀年度（11月～翌年10月まで）で計上

その他 2 2 2 2 2

解説 セレモニー開催回数 雪入れ式･初出荷セレモニー各1回

◇活用している地域資源
地域の基幹作物である｢米｣と､降雪地帯ではやっかいものとして扱われていた｢雪｣を新た

なエネルギー(冷熱源)として活用｡

【雪を活用した特長】

・地域独自性～降雪地帯独自のエネルギー

・環境への調和～省エネでありフロンなど有害物質が出ない

・経済性～ランニングコストが1/4程度
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◇地域活性化のポイント

雪を活用した様々な利雪中米のブランド化による町全体のPRと､地域の特産品化が図られ､

活用について取り組みがなされている 地域の夏のイベンことと､米の出荷後不要となる雪を

トなどにも活用し地域全体で雪に親しみ､『雪のまち(克雪から利雪･親雪へ)』としての意識

｡付けが図られている

◇事業の今後の展開方向

雪中米(平成8年産)の販売以降､雪を活用する様々な取り組み研究･試験を試みており､町で

は平成14年6月に「輝け雪のまち宣言｣―雪と共生するまちづくりを目指して―を宣言してい

る｡なお､現在雪に関するもので既に取り組んでいるもの及び､計画されているものは以下の

とおりである｡

取組み

・雪中みそ(製造販売:沼田とっておき豆工房)

～雪を活用した貯蔵･熟成

・雪なごり(販売:沼田酒販組合)

～雪を活用した貯蔵･熟成

・雪中じゃがうどん(販売=ほたる館)

～雪を活用した貯蔵いも(デンプンの糖化による糖度の増)

・花卉の夜冷栽培(花卉生産農家)

～雪の融解水を活用した土中冷却(パイプラインの埋設)

・牛舎内の雪冷房(五カ地区模範牧場組合)

～気温が上昇する夏期の牛のストレス解消 ほか

計画

・沼田式雪山センター構想

～食糧貯蔵流通基地構想

～花卉などの育苗団地(雪冷熱による温度管理)など

雪室の雪入れ作業
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「立ち上がる農山漁村」選定案概要書

◎取 組 分 野： 交流 【新産業の創出】【 】、

北海道置戸町１．都道府県、市町村
おけとちょう

置戸町２．事 業 者 名

オケクラフト生産・作り手養成活動３．取 組 み の 名 称

４．取 組 概 要 等

◇概 要

昭和50年代初頭、置戸町では豊富な森林資源を活かした製材業が基幹産業の１つとなって

いたが、輸入材との競争激化などにより低迷傾向にあり、また地元資源であるトドマツ、カ

ラマツは製材に適せず、利用されずにいた。

このような中で、こうした し、その過程で未利用資源を活用した新たな産業の育成を模索

木工工芸の工業デザイナーの草分け的な存在であった故秋山芳夫さんを招聘して有効活用の

方向性についての講演会を開催 木工ロクロで製作する木工クした。その中で出たアイデアが

であった。地域ではこれを「オケクラフト」と命名し、これを地域の産業として育成ラフト

することとなり、同年5月から木工ロクロの第一人者である時松辰夫さんを指導者に木工教

室を開催した。

昭和59年から 。平成17年までに44名の研修生を作り手を養成するために研修生制度を創設

受け入れ、 されており、テ町内と近隣の北見市に27の個人工房(内、稼動工房21工房)が設立

ーブルウェアーのほか、家具やカトラリー類、ステイショナリー類など多品種の木工クラフ

、 。トが生産され 工房独自の流通ルートのほか森林工芸館内にあるショップで販売されている

特産の白花豆(高また、オケクラフト誕生の原点である地域資源を見直すという運動は、

級菜豆）を原料にした「白花豆焼酎」や町内の森林に自生するアムレンシス系の山葡萄を醸

造した「山葡萄ワイン炎の里おけと」などを生み出した 器に似合う料理研究の中からほか、

など、町内の多方面にも大きな影地域農産物を使った新しい学校給食のメニューを開発する

響を及ぼしてきている。

平成15年には、誕生から20年という節目の年を迎え、オケクラフト20周年実行委員会を中

心に「全道巨樹・巨木サミット」に合わせた「オケクラフト桂展」などが開催されている。

また、平成16年には台風18号により倒木被害に遭った北海道大学ポプラ並木のポプラ材を

譲り受け、今まで活用されることのなかったポプラクラフトを製作し、北海道大学に作品の

一部を寄贈したほか、市民にも有償頒布するなど、作り手が中心となって活動も活発化して

いる。

◇活動の規模

項目 H12 H13 H14 H15 H16

売り上げ 150,000 170,000 150,000 140,000 120,000

解説 森林工芸館売上ほか工房独自流通ルートを推計(千円）
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◇活用している地域資源

エゾ松、トド松、カラ松、イチイ等の針葉樹

シラカバ、マカバ、ナラ、イタヤ、カツラ、エンジュ、ヤナギ等の広葉樹

◇地域活性化のポイント

単なるモノづくりではなく、工芸的な考え方に基づくまちづくりオケクラフトの創造は、

であることから、地域農畜産物を活用した食文化への波及、学校給食器のグランドデザイン

、 、への導入に伴う食農教育の醸成 街並み整備事業商店街近代化事業店舗改築に伴う木製看板

木製ファサードの採用、花に囲まれたまちづくりでの自然木をそのまま活用したプランター

の製作など、 。まちづくりの多方面に大きな影響を及ぼしている

東京や大阪、名古屋、福島また、研修生制度による作り手養成により、道内だけでなく、

、産業別人口では、他の産業人口が軒並み減る中で、などからの移住による工房開設が増え

状況となっている。また、モノづくりが盛んなまちとしての認知度が唯一人口が増えている

増えたことから、木工以外のモノづくりを目指して町内への移住者も現れている。

◇事業の今後の展開方向

モノづくりは、100年継続してはじめて伝統工芸産地として認められることから、産地と

しての佇まいを醸成していくとともに、人間工学に基づいたデザインを追及する中から、小

子高齢化などの時代背景と一体となった、日常の暮らしに役立つモノづくりを今後とも勧め

る必要がある。

また、今後良質の木材資源がますます減少する中で、資源を大切に生かすことに加え、台

Reuse、Rebirth、Redesignな風等で被害にあった木材の活用や捨てられる資源の活用など、

どの言葉に代表されるRe活動を展開していくことが求められ 同時に、地域経済力を高める、

。活動の展開を図ることも求められている

これらの活動を通して、地域経済力のアップとモノづくり人口の増加を図りながら、地域

デザインを作り上げていく。

森林工芸館

研修風景

オケクラフト製品
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「立ち上がる農山漁村」選定案概要書

◎取 組 分 野： 】【食

北海道興 部 町１．都道府県、市町村
おこっぺちょう

ノースプレインファーム株式会社２．事 業 者 名

一頭一雇用。生産から販売まで付加価値を付けた酪農３．取 組 み の 名 称

４．取 組 概 要 等

◇概 要

1957年に酪農経営開始、1988年からミルクプラントを建設し、町内宅配を始める。1991年

、 、 、 。にはチーズ バターの製造 販売許可を取得し 直営レストラン｢ミルクホール｣をオープン

1994年には肉工場を建設。1995年から興部町内の学校給食へ牛乳納入するとともに直営レス

トラン｢エスペリオ｣をオープン（旭川 。2000年には新ミルクプラントの操業開始し、2001）

年には菓子､パン工房の操業を始める。現在、農場(4名)、牛乳･乳製品製造(11名)、肉製品

の製造(7名)、菓子･パンの製造(5名)、レストラン（17名 、営業・宅配（15名 、総務(3名)） ）

「大地も草も牛も人も健康」をテーマにした活動を行っている。の職員を雇用し、

１．酪農の基本

を行なっている。搾乳牛・肉用牛共に出来る限り放牧し、循環型、草地型の飼養管理

・草地面積110ha (放牧地60ha 採草地50ha)

・搾乳牛51頭 育成46頭 肉用肥育牛60頭

２．製品づくり

高付加価値を付けた加工、安全である、ごまかし農場の生産物を最大限に生かした製品、

がない、味がよい、品質に応じた妥当な価格を製品づくりの基本としている。

３．直接販売

直営レストラン2店舗、また姉妹店舗4店を展開し、消費者へ農業と製品を直接アピールし

ている。また、創業当時より宅配に力を入れ、地元での販売に力を入れている。(宅配拠点

：興部町･北見･旭川)

４．学校給食への参入と交流

興部町内全ての幼稚園、保育所、小中学校の給食に参入 子供達の搾乳体験等を通じ交流。

。を図る

５．雇用の創出

地元を中心に雇用の拡大につながっている。酪農専業であれば、50頭の搾乳で1家族が生

活していく規模であるが、乳肉加工により、多くの可能性を見いだした。単純な計算ではあ

るが、 。現在では50数頭の搾乳で50数名の雇用を可能にしている

◇活動の規模

項目 H12 H13 H14 H15 H16

生産量 311.1 317.8 307.7 284.4 269.5

解説 生産量の追求より、生乳の質を重視。搾乳牛頭数は50頭前後 （ｔ)。

売り上げ 436,030 424,860 504,460 520,100 515,610

解説 H12を100としたとき、H16は約20％の増（千円）

来客数 32,600 33,400 37,500 38,700 40,100

(人)解説 直営レストランミルクホール来客数

雇用者数 52 53 58 64 62

解説 (人)
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◇活用している地域資源

作り手のはっきりした周製品を作るにあたり、当農場産の生産物を中心に、出来る限り、

する。辺地域の原材料を使用

努手入れされた農場周辺の草地、雑木林、花畑等、豊かな自然と調和のとれた環境を残す

力をしている。

◇地域活性化のポイント

、 、地域内で 乳製品･肉製品を加工する気運が高まり、 、当社の営業以降 乳製品加工者4カ所

した。肉製品工場1カ所が営業開始

している。(例:オホーツク製品に町村名を付けることにより、町の特性を全国にアピール

おこっぺ牛乳)

があり、地域内はもちろん、観光直営レストラン｢ミルクホール｣には年間4万人近い来客

客ヘアピールしている。

学校給食に牛乳を提供することにより、子供達の酪農に対する理解が深まると共に、｢ふ

るさとの味｣として定着している。

社員の中には、 。他町村から定住する人も多い

◇事業の今後の展開方向

し、自然と人と家畜が深く関わる農業を基本とし、食の循環型、草地型酪農の追求を継続

安全･安心を基本に消費者のニーズを探りながら、 を進める。付加価値の高い新商品の開発

販売力の強化と経営の安定化、農場のフィールドと産物、そしてマンパワーを充分に生か

し、 する。子供達の食育の場として活用
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「立ち上がる農山漁村」選定案概要書

◎取 組 分 野： 食】【

岩手県花巻市１．都道府県、市町村
はなまきし

花巻農業協同組合２．事 業 者 名

母ちゃんパワー農産物直売所で地域農業の活性化３．取 組 み の 名 称

４．取 組 概 要 等

◇概 要

ＪＡ女性部活動等の家庭菜園運動から、無人販売、青空市の「フレッシュ母ちゃん市」に

、 「 、 」 、発展し 常設の施設で 新鮮 安全・安心 を消費者との交流により届けたいとの願いから

平成９年５月に出荷者で組織する「母ちゃんハウスだぁすこの会」を設立し、同年６月にＪ

Ａいわて花巻農産物直売所「母ちゃんハウスだぁすこ」を開設した。平成17年2月末現在、

となっている。売上高7億1千万円、出荷登録生産者297名

自主的活動を基本に、協議を重ね出荷者で構成する「母ちゃんハウスだぁすこの会」が、

をはかる店づくりを進めている。ながら出荷・陳列等のルールをつくり、出荷者全員で統一

花巻地方は耕地面積の約9割が水田という単作地帯であり、また、北東北という厳寒地で

であったが、冬場の農産物が少なく農産物直売所の品揃えが難しいという条件の克服が課題

少量多品目販売の経験を積んだ会員をリーダーに、研ＪＡ女性部活動の｢かぁちゃん市｣等で

究や研修活動を重ね、ハウス導入や貯蔵庫の確保等、創意工夫しながら野菜等の周年栽培、

に結びつけてきた。さらに、農産加工の技術と商品開発のノウハウを身につけた女性達出荷

加工による付加価値を高め通年での豊富な品揃えが技を生かし菓子、惣菜を製造・販売し、

に結びつけてきた。

農の素材を生かしたリースづくり、そば消費者参加型のフリーマーケットの開設を始め、

打ち、伝統食の「きりせんしょ 「ひっつみ」等を会員農家が指導者となり消費者との交流」

を進めてきている。また、農家の圃場で栽培収穫体の場づくりで消費者に軸足を置いた運営

験の受入など生産の場を知る機会を消費者に提供し、ともに感動を共有する機会をつくって

いる。

コメ生産調整の拡大がすすみ、転作作物として小麦、そばの作付け拡大がなされたが、平

成14年8月に製粉施設を設け、 とともに地域外流通が主流であった地粉の地産地消を進める

「パン工房」を開設し、知的障害者グループで製造販売にあたるなど障害者の雇用など自立

として生かしている。支援の場

◇活動の規模

項目 H12 H13 H14 H15 H16

売り上げ 393,131 533,695 604,876 674,089 708,425

解説 野菜・花卉、加工品と冬場の品揃えで伸張 (千円)

来客数 264,082 358,040 380,152 457,948 488,899

解説 近隣消費者の利用が来客の７割を超える

その他 218 258 264 284 295

解説 出荷者：年々順調に増加
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◇活用している地域資源
① (ひえ、あわ、きび、はとむぎ等)全国一の生産を誇る雑穀

伝承料理(祝い善、家宝だんご等)の再現とレストランメニュー化②

（ ）③ クラフトづくり等への利用あけび・藤の蔓 麦穂 稲藁 松ぼっくりなど自然素材、 、 、

④ （都市住民等の受入、やすらぎ提供、食育、農業理解の醸成農業生産の場・農村空間

から地域活性化へ）

⑤ 漬物、菓子、工芸など （女性起業等の増加に農家の女性たちが古くから培ってきた技

よる地域活性化）

◇地域活性化のポイント

・ を行うことが高齢者が、長年の経験と知識を生かし、体力に合わせた少量多品目販売

生きがいと実益につながり、社会参加の機会にもなっている。

・母ちゃんだぁすこ開業当初は消費者ニーズがわからず、自家野菜の余剰出荷があった

売れる野菜を計画的に栽培出荷するようになり、自己責任と経営感覚をもった農が、

につながっている。家育成

・ 農産加工やクラフト販売等で農産農家の女性たちが古くから培ってきた技をもって、

物に付加価値をつける とな「女性起業」が続々と生まれ、女性の社会参加のきっかけ

っている。

・ をパン工房「ちゃい」で知的障害者を雇用し、自立支援の場として地域社会への貢献

目指している。

・農業・農村の情報発信基地として、農家生活、野菜の収穫と漬物づくり、ぶどう収穫

グリーン・ツーリズムで生産と消費の距離を縮め、地域及とワインづくり体験などの

のきっかけとなっている。び国内農業・農産物の見直し

◇事業の今後の展開方向

・ に向け｢つくったものを売る農業｣から｢売れるものをつくる農業｣へのさらなる変革

て、市場経済に対応した経営感覚を持つ農家の育成につなげたい。

、消費者モニター制度、野菜ソムリエの養成と設置、・消費者に喜ばれる産直にするため

などに取り組む。会員外への施設提供(フリーマーケット)

・ を基本に、グリーン・ツーリズムに取組み、都市農村交流モノの交流からヒトの交流

で食と農の理解はもとより、農村空間を舞台に「やすらぎ 「いやし」を共有する豊か」

な農村づくりの拠点を目指したい。

食品表示、生産履歴の開示など地域内が一体となった・地域内産直との連携を進めて、

としてさらなるイメージアップを図る。安全、安心な農産物直売所
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「立ち上がる農山漁村」選定案概要書

◎取 組 分 野： 食 【知的財産 【女性・若者】【 】 】

県横手市１．都道府県、市町村 秋田
よこ て し

浅舞婦人漬物研究会２．事 業 者 名

立ち上がった女性魂（女性グループが手作りの漬物を秋田から３．取 組 み の 名 称
全国へ）

４．取 組 概 要 等

◇概 要

農業としての主体は夫である。そのため、女性は夫の補助的な役割として生産に従事して

いるけれども小遣いとして自由になる現金収入は得ることができなかった。いずれは減反と

いう時代が来るということは色々な集会の中で話は出ていたし、常に農家にとっては危機感

は持っていた。今まで自分達の野菜作りの中で、自宅での使用以外の規格外の野菜等は捨て

る物が多かった。常にもったいないという意識は高く、何とかしたいという願望はぬぐいき

野菜に付加価値を付け、婦人達の得れない。今だから出来る、今だったら出来るを合言葉に

が高まる。S42に農協婦人部、町婦人会員が野菜の意分野である独自の漬物を作ろうと意欲

保存法と下漬漬物の学習を始め、S46年に農協婦人部625名、地域婦人会808名の中から251名

「秋田の田舎漬」を商の賛同者（出資方式）によって浅舞婦人漬物研究会を設立、S57年に

。会長1名、副会長1名、委員3名、会計監事2名、事務局1名、正社員26名で標登録

１．余剰野菜の有効活用

２．農家所得の向上と女性の自由になる小遣い

３．女性の働く場の提供

４．町の特産品作り

を目的に活動している。

味付けは先進地へ出かけて試行錯誤し、研究を重ね、その当時「台所改善」という言葉

が出始め、農家は脳卒中が多いため、甘さを控え、塩分を控えた独自の味を作り上げる（味

作った製品を知ってもらうため、風呂敷に製品を背負い、宣伝し、各噌漬、粕漬の2種類 。）

種イベント、物産展に出かけた。

各農家から調達した原料は塩分が統一ならず、脱塩時間の統一のため下漬出荷組合を設立

し、 、35年間培ってきた漬毎年下漬講習会を開催し、塩分、品種、規格の統一を図っており

物の味を守っている。

◇活動の規模

項目 H12 H13 H14 H15 H16

生産量 212t 223t 246t 253t 207t

解説 地元産にこだわり、出荷量の少ない品種には苗の無償提供をしている

売り上げ 251,000 260,000 256,000 261,000 266,000

解説 新製品の開発と通販に力を入れてきた (千円)

来客数 410人 546人 504人 208人 477人

(視察) 解説 北海道から九州まで視察に来ていただいている

雇用者数 26人 26人 25人 27人 26人

解説 平均年齢43才

イベント 6回 8回 10回 9回 3回

回数 解説
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◇活用している地域資源
規格外の余剰野菜等・

◇地域活性化のポイント

漬物の販売活動以外に老人ホームへの慰問、平鹿町に在住する一人暮しの方への漬物プレ

平素ご協力いただいている地域住民の方ゼント、野菜下漬出荷組合へ種・苗の無償提供等、

を行うこと。々への奉仕活動

◇事業の今後の展開方向

世の移り変わりが速く、数多くの道の駅、直売所が年々多くなり、常に危機感を覚えなが

幼き時代の思い出の味「おふくろの味」を守り続けながら、安全・安心の新製品を作らも、

また、地域の皆様方と手を携えて息の長い研究会を目指してり、販路拡大を心掛けている。

いる。
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「立ち上がる農山漁村」選定案概要書

◎取 組 分 野： 交流 【新産業創出】【 】

山形県小国町１．都道府県、市町村
おぐにまち

小国町２．事 業 者 名

地域資源を活用した山村総合産業の創出３．取 組 み の 名 称

４．取 組 概 要 等

◇概 要

94.8％はブナを中心とする豊かな広葉樹小国町は、山形県の西南端、新潟県境に位置し、

の森に覆われている。一方、住民の生活の舞台となる平野はわずか3％に過ぎず、耕作面積

から農業生産も低い状態にあり、過疎化現象が急激も狭小で豪雪地帯という厳しい気象条件

に進行している。

このような事態に町では、町民の所得向上を図るための経済環境を整えていくため、昭和

それぞれの地域が持48年「自然教育圏構想」をたて、町内に３つの重点整備地域を設定し、

つ特性を活かした山村産業の創出を目指した。

本町における の山村産業創出の最初の取組である国民宿舎飯豊梅花皮荘（かいらぎそう）

運営経過等を紹介したい。本施設は昭和53年にオープン。飯豊連峰の山懐の小玉川集落にあ

、 。 、 、り 飯豊温泉を引湯している 経営は 同年に設立した(財)小国町自然環境管理公社が行い

オープン当時の従業員数は13名であった。雇用は全て戸数50戸の小玉川集落からのものであ

った。この財団は同荘をはじめ、周辺に整備した山崎屋、川入荘、飯豊山荘、さらに朝日山

麓に整備した白い森交流センターりふれ、木工館、オートキャンプ場などを管理運営してき

提供する山菜やキノコ、イワナなどの食材は全て地元から買い上げるこた。経営にあたり、

ととし、地元の料理法で調理した。これにより、山の幸の現金化が効率的かつ確実に図られ

。るようになった 梅花皮荘は オープン当初から1億3千万～１億7千万円の収入。 、 を得ている

地元住民によるイワナの養殖事業が始められた。現在は有限会社化しさらに、昭和57年に

している。イワナを生魚だけではなく、甘露煮や燻製、寒風干し、南蛮漬けて安定的に生産

観光ワラビ園についなどに加工し、付加価値を高めて町の特産品として広めている。また、

毎年5月中・下旬から約1ヶ月半にわたり、毎週2回程度有料にて来園者に採取してもては、

管理運営はそれぞれ地元集落で行い、入園料収入を園の維持費やらう仕組みを築いている。

したりしている。現在、 が開園されている。自治会運営費に充当 町内には11箇所のワラビ園

◇活動の規模

項目 H12 H13 H14 H15 H16

生産量 166.5 173.3 195.2 200.2 144.5

解説 ワラビ生産量（t）

売り上げ 24,400 23,600 25,200 20,400 22,200

解説 観光ワラビ園入場(千円）

来客数 2,886 2,842 2,676 2,432 2,511

解説 町観光者数（人）

雇用者数 26 26 25 27 27

解説 飯豊梅花皮荘、りふれ常勤職員数（人）

イベント 7 7 7 8 8

回数 解説 石楠花まつり、熊まつり、山菜の学校等



№07

◇活用している地域資源

山村産業の経営などで活用している資源

１）自然資源

①飯豊連峰及び朝日連峰に代表される山岳自然景観 ②町土面積の９０％以上を占める

ブナを中心とした広葉樹の森 ③急峻、清冽な河川 ④豊かに降り積もる雪 ⑤農作業

を通じて形成してきた農山村景観 ⑥飯豊温泉、泡ノ湯温泉 ⑦観光ワラビ園 ⑧森林

との関わりによって育まれてきた生活文化・技術（マタギの狩猟技術や山菜加工・料理

・保存技術など）とその保有者

２）森林資源（主な特用林産物）

①わらび ②ぜんまい ③うど ④みず ⑤こごみ ⑥うるい ⑦しいたけ

⑧なめこ ⑨まいたけ ⑩たもぎたけ ⑪笹葉 ⑫薪 ⑬イワナ・カジカ・アユなどの

淡水魚

◇地域活性化のポイント

山村産本町小玉川地区では､就業環境などから､若い世代の定住が難しい状況にあったが､

業の創出により､同世代が定住し､昭和60年に同集落にある町立小中学校の児童生徒数が19人

するなど､地域の活性化に大きく貢献した。また、であったものの､平成7年には33人に増加

全国の観光ワラビ園発祥地である樽口地区で､今年度､開園30周年を迎えその記念行事ととも

に､第1回全国山菜文化産業祭が開かれ､全国各地にその情報を発信した｡こうした取り組みに

より､ した｡町全体の交流人口も1O万人台から30万人台へ飛躍的に拡大

◇事業の今後の展開方向

本町では､新しい時代に向けた超長期的なまちづくりの基本姿勢として｢白い森構想｣をと

｢人間と森林の共存の在り方を確立し､新しいぶな文化りまとめている｡この構想の根底には､

があり､このことを具体的に形にしながら､新しく構築する人間を創造していく｣という理念

と森林の共存の思想を世界に問いかけ､そして､小国町から新しい森の文化を発信しようとす

るものである｡長い時間をかけて､森とのかかわりによってはぐくまれてきた独特の生活文

化、例えば､山に入って自然の摂理を守りながら山菜やキノコを採ること、それを調理､保存

すること、マタギに代表される狩猟の文化など､こうしたすぐれた自然環境と地域資源を評

町全体を、自然と人間との共存の在り方を体験的に学価し､大切にしながら保全､培養して､

していこうとするものである。交流人口を確習でき、保養できる多彩な生活空間として形成

保しながら定住を促進し、地域の活性化と幸福人口の増加を基本に据えたこの理念のもと､

社会環境や住民の生活態様の変化を見極めながら､今後も本町にふさわしい山村産業の創出

に一層取り組んでいく｡
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「立ち上がる農山漁村」選定案概要書

◎取 組 分 野： バイオマス・リサイクル】【

栃木県茂木町１．都道府県、市町村
もてぎまち

茂木町２．事 業 者 名

人と自然にやさしい農業をめざして３．取 組 み の 名 称

４．取 組 概 要 等

◇概 要

平成12年、堆肥センター整備計画を策定し、平成13～14年度、資源リサイクル畜産環境

整備事業で堆肥センターの整備が始まる。

「 」 、平成15年4月から本格稼動した茂木町有機物リサイクルセンター 美土里館 を核として

生ごみ、牛ふん、落ち葉、おがこ、もみがらなどの地域資源を原料として堆肥をつくり ①、

環境保全型農業を推進、②生ごみのリサイクルの推進、③森林保全の推進、④農産物の「地

。産地消」体制の確立などの目的を総合的に推進している

①環境保全型農業の推進

化学肥料や農薬の使用を抑えた「環境保全型農土つくりから病害虫に強い作物を作り、

。町内の全酪農家１３戸がこの事業に参加し、約６００頭の家畜ふん尿が適業」を推進

正に処理され、飼料畑約８０haが適正施肥により窒素過剰による弊害の防止が図られて

いる。

②生ごみのリサイクルの推進

たい肥化することで、焼却費用の削減・ごみの分別収集を実施し、たい肥にしている。

生ごみは、町内5,000世帯の内、市街地ダイオキシン等の有害物質の抑制に努めている。

1,800世帯の一般家庭から している。トウモロコシを主原料にした生分解性の袋で収集

③森林保全の推進

森林の落ち葉や間伐材を活用し、森林保全を推進している。あわせて、これに携わる人

針葉樹林、広葉樹林あわせて約100haが適正な管理によたちの所得確保にも努めている。

り蘇っている。

④農産物の「地産地消」体制の確立

茂木町の60％の農家が美土里たい肥を使っている。出来たお米や野菜は学校給食に食材

また、道の駅の直売所や町内のショッピングセンターでは「美土として使われている。

里たい肥農産物コーナー」を設置して販売しているが野菜が甘くおいしいと好評である。

◇活動の規模

項目 H12 H13 H14 H15 H16

生産量 778 1,334

（堆肥） 解説 (トン)、H15は9月から生産

売り上げ 3,620 7,950

解説 （千円）

来客者数 2,034 2,019

解説 （人）

雇用者数 3 3

解説 (人)、落ち葉収集事業は100人
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◇活用している地域資源(平成16年度）

・家庭系生ごみ 199t 事業系生ごみ 59t

・家畜ふん（ﾊﾞﾝｸﾘｰﾅ） 3,402t 家畜ふん尿(ｽﾗﾘｰ） 737t

・籾殻 256t 落ち葉 225t おがこ(間伐材） 451t

◇地域活性化のポイント

・家畜ふん尿と籾殻という農業資源と生ごみなどの生活資源、森林資源を合体させた堆

肥センター。

・家庭ごみ、家畜ふん尿、落ち葉、籾殻などの原料収集に当たっては、独自の収集方法

をとり町ぐるみで行っている。

落ち葉は、年間250t使用し、50haの山林がきれいに保全 約100人が・ されている。また、

になっている。行っていて雇用対策と健康増進

学校や保育所の落ち葉も美土里館で堆肥化されている。また、できた堆肥は無料で学・

、環境学習にもなっている。校に配布され、学校農園や花壇に使われ

・ である。また、減農薬、減化生産堆肥の9割が町内消費、作物が良くできていると好評

学肥料への取り組みが農家に浸透してきている。

学校給食のお米、野菜が、美土里堆肥農産物として献立に使われ、地産地・約1,000人の

されている。消が推進

◇事業の今後の展開方向

（１）さらにまちぐるみで

・住民の分別意識を高めながら地域ぐるみでごみのリサイクル運動を推進していかなけ

ればならない。

ふん尿処理料金や堆・美土里館を核とした地域資源循環システムを構築するためには、

肥の販売額などの収入増に努めるとともに、ランニングコスト削減に努め採算性を追

しながら、効率的な管理運営をしていかなければならない。求

（２）今後に向けた展望

自然のミネラルが農産物を通して私た・堆肥も農産物も地産地消を推進するとともに、

を多くの方に知っていただきたちの体に摂取され 「人の健康は土作りから始まる」事、

いと考えている。

農家は農薬や多量の化学肥料に頼らず安全でおいしい農産物作りに心がけ、消費者は・

し、土づくりから「人と自命を大切にしてくれる農産物がどうしたら作れるかを理解

然にやさしい農業」を推進しなければならない。このことを美土里館を訪れる多くの

方に広めていきたいと考えている。

ショッピングセンターの農産物｢美土里館｣全景 落ち葉集め
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「立ち上がる農山漁村」選定案概要書

◎取 組 分 野： 食 【知的財産】【 】、

埼玉県本庄市１．都道府県、市町村
ほんじょうし

本庄ＰＦ研究会２．事 業 者 名

情報付き特産物「本庄トキメキ野菜」の創造と知財保護３．取 組 み の 名 称

４．取 組 概 要 等

◇概 要

2001年7月，認定農家グループ主催の講演会「精密農法の考え方」を契機に、2002年4月、

、 、 （ ） 。野菜農家7名で である 本庄ＰＦ 精密農法 研究会結成精密農業導入を目指す農業集団

。 、2002年5月事務局を財団法人本庄国際リサーチパーク研究推進機構に置く 現会員は10名で

認定農家でありかつエコファーマー認証をもち、インターネットと電子メールが使えること

。が入会の条件

精密農業は、圃場を含む生産現場の情報（土壌、作業、収量、環境等）を克明に記録し、

過去の作業日誌（施肥量や農薬散布量、投入労働量等）や、消費者ニーズ等の諸要因を見な

がら、栽培作物や栽培法、市場に関する営農戦略及び作業内容を決定、適切な時期に適切な

場で決定内容を実行し、結果を評価、次の段階へと進むというような系統的なJust-in-time

の営農モデルである。

これまで、学習会や市場調査を実施し、2003年2月には、情報シール付き生鮮野菜５品種

のＳＥＩＣＡネットカタログ利用による店頭販売実験を行った。その結果、情報が一方行で

消費者の反応がリアルタイムに捉えられなかったこと、店頭での顧客ヒアリングの結果、顔

写真入シールには安心感があり、最大関心は鮮度であること、インターネットによる情報開

示には関心がないこと、栽培履歴情報に関心は薄いが問題点の探り出しができるという安心

感のあることが判明した。

2003年8月より、本庄国際リサーチパーク推進協議会起業家支援事業助成金を得ながら、

個々の農産物に付加するシールには二次元コード２年以上の店頭販売実験をすすめている。

を印刷し、店頭からカメラ付き携帯電話により農家のホームページを閲覧できる 農家こと、

をしていること、ホームページの店頭デモ機「けんは毎日のようにホームページの情報更新

さく」の配置や顧客との対話を強化し、顧客に対する情報付き農産物の積極的な啓蒙・宣伝

品質が落ちたり生産量が減った場合の活動を通じて，多数のリピータを獲得している。また

、 「 」 、出荷中断など 品質維持に努めている 本庄トキメキ野菜 のブランド保護のため。 、また

すると共に、特産品保二次元コードを利用した農産物情報共有化の仕組みを特許として申請

護のための知財戦略を推進している。さらに、 した。本研究会の名称を模写した商標を登録

対象は第31類の 青果物類である。

◇活動の規模

項目 H12 H13 H14 H15 H16

生産量 － － 13,000 7,000 7,000

解説 店頭販売量：ﾚﾀｽ、ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ､長ﾈｷﾞ､白菜､ﾔﾏﾄｲﾓ､ﾄﾏﾄ､ｷｭｳﾘ､生姜など (kg)

売上げ － － － 9,000 9,000

解説 (千円)

来客数 － － － 7,000 7,000

解説 店頭販売数(人 、実際はその数倍の来客になる）

ｲﾍﾞﾝﾄ回数 １ １ ２ ０ ０

解説 精密農業セミナー、技術デモへの参加者

ｲﾍﾞﾝﾄ参加者 100 100 200 0 0

解説 農家、農協、企業、行政など多様な参加者
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◇活用している地域資源
①知的資源：認定農家でエコファーマーかつ情報リテラシーがあり，高品位な野菜を安定生

産している農家を選別して会員として迎えると共に，研究者や技術者あるいは企業の有

能な人材を学習会の講師にお願いするなど，知的刺激とアイデアの持続性に注力してい

る。

②特産品： 糖度の高い長ネギ」や「こくのあるキュウリ」など，良質でおいしい新鮮な野「

菜一式。それぞれの農家で生産されたもののうち最高級品のみ「本庄トキメキ野菜」と

して店頭販売の実験に利用している。

③自然：長い日照時間と肥沃な沖積土壌，そして豊富な水や「上州の空っ風」などの自然条

件に合う作物の選択を心がける。

◇地域活性化のポイント
①本庄ＰＦ研究会は「知的営農集団」をめざした自己啓発学習を心がけており，これが家族

の理解と敬意を得られ，地域の農家集団の自信と自覚を促し，また積極的に地域づくり

のイベント等に参加することにより，地域社会における「農」と「食」の一体化及び農

業の復権に貢献している。

②農法の５大要素（作物品種，ほ場条件，技術，動機，地域システム）の革新と再編を伴い

ながら「本庄トキメキ野菜」の地域ブランド化をめざしており，結果として新ブランド

に応じた地域における農法革新の仕組みを準備していることになる。

③農家集団，ＪＡ，流通業者，小売店の連携した「本庄トキメキ野菜」のブランド化の取組

が，それぞれ関連業界の注目を集め，地域産業の可能性を拡大しているとともに 「食」，

と「農」の非分離の重要性を普及するのに貢献している。

◇事業の今後の展開方向

①ビジネスモデル特許のほか栽培方法に関わる特許を取得し，特産品である「本庄トキメキ

野菜」の知的財産としての保護を進める。そのためには，精密農法技術の導入や適正農

業規範（GAP）など，農法５大要素全般の革新が必要であり，不断に改革進歩できる仕組

みを構築する。

②顧客ニーズの拡大に伴い，多品種高品位な青果物の持続的生産供給が必要となり，生産者

の新規組織化やＪＡとしての取り組みへの発展が期待されている。特産品を維持するた

めには，顧客ニーズのセグメント化と青果物品質の維持が必要であり，出荷時の厳密な

自動選果システムの導入と参入農家の厳格な評価手法を開拓し，知的営農集団が「農場

から食卓まで」の青果物品質を管理できる仕組みをめざす。

， 。③知的営農集団を支援する地元企業を組織化し 農業技術革新の技術プラットホームとする

④次世代リーダーを養成するためのガイドラインを作成する。

「けんさく」

本庄市

「けんさく」と消費者の対話

2次元バーコードシール



№10

「立ち上がる農山漁村」選定案概要書

◎取 組 分 野： 食 【輸出】【 】、

千葉県鴨川市１．都道府県、市町村
かもがわし

NPO法人 大山千枚田保存会２．事 業 者 名

都市農村交流による地域活性化３．取 組 み の 名 称

４．取 組 概 要 等

◇概 要

平成7年に開始した鴨川市の中山間地域活性化を目指したリフレッシュビレッジ活動の活

動の一環で、大山地区の取り組みとして棚田を地域の財産として取り上げ、平成9年に大山

。 、 、千枚田保存会を設立した 以来 各オーナー制度などの事業展開を進めながら組織を拡充し

平成15年には、NPO法人の認証を受けた。

平成12年に鴨川市との協働により を開始、30組の募集に18関東地区初の棚田オーナー制度

0名ほどの応募があり、39組まで広げ受け入れる。オーナー制度支援の拡充を図り保存会内

平成14に支援者協議会を立ち上げて農作業のインストラクターや食事の担当の充実を図り、

まで拡大し現在に至っている。大山千枚田のオーナー制度は鴨川市が開設、NPO年には136組

オーナーは100㎡あたり30,000円法人大山千枚田保存会が運営を委託されている。ここでは

。保を支払い「マイ田んぼ」として、一年を通して田んぼの耕作権と収穫物の権利を有する

存会は初歩から稲作りを指導、来られない作業はサポートする仕組みになっている。

独自のオーナー制度 復田した耕作放棄地を使い 大豆の又、保存会では も展開している。 、

作付け、収穫から豆腐作りや味噌作りまで体験する大豆畑トラスト 千枚田周辺の農地を利、

用して、すべてを共同作業で稲作をする棚田トラスト 酒米の田植えから収穫まで体験し、、

酒造会社でお酒を仕込みお酒で受け取る酒づくりオーナー 綿や藍の栽、今年新規に開始した

など地域に残る技術を活かしながら事業を培から収穫、紡ぎや染まで体験する綿藍オーナー

進めている。

写真コンテストを開催し、棚田を訪れる写真家たちに参加してもらい、その写真でカ又、

。里山の環境を活かしレンダーを製作、販売することで彼らも保全活動の一翼を担っている

自然体験活動や食農体験も推進している。NPO法人千葉自然学校の分校として畦の草花の観

察やトウキョウサンショウウオの観察会など や地域の自然や歴史を子どもたちの自然観察会

たどる や、祭り寿司や豆腐作り、味噌作りなど伝統料理の体験など ま里山ウォーク 食農教育

で活動の範囲を広げている。

◇活動の規模

項目 H12 H13 H14 H15 H16

売り上げ 3,500 13,600 13,660 14,800 26,200

解説 （千円）

来客者数 13,912 19,184 23,037 24,117

解説 （人）

雇用者数 70 72 74 77 6

解説 （人）

イベント 16(1,162) 29(2,543) 45(3,668) 57(3,807) 69(5,792)

回数 解説 ( )内：参加者(人)
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◇活用している地域資源
・里山および里山文化（棚田（遊休地含む ・畑・森・寺社（大山不動尊 ）） ）

・人(高齢者、都市住民、自然体験指導員）

◇地域活性化のポイント

、 、 、高齢化や後継者不足 農地の荒廃などは大きな社会問題ではあるが 視点を変えて見れば

荒廃が進んでいる小区画の農地は農村体験に使用する田としては適度な大きさ 容易に借で、

。 であり、オーナー制度の運営に関して重要り受けできる 高齢者は農業技術の「生き字引」

な存在である。また、 ており、都市部においては「いのち」を育む食に対する不安が芽生え

が生まれたり、 とし定年を機に農を中心としたライフスタイル志向 子供たちの農業体験の場

て農村に着目されつつある。本制度は、中山間地域や都市部の問題を解決しつつ、新たな価

値を創造する事業である。また、自分たちの暮らしに対する自信を与えるものでもある。都

市住民との交流事業による経済的成果を生み出し、地域の財産や日々の暮らしの中で守るべ

。 、 、き大切なものへの気付きをもたらすものである 地域の和を生み 地域内の連携を育む中で

各々が自分の生きがいや居場所を地域社会の中で見出しつつある。

◇事業の今後の展開方向

現在の棚田オーナー制度を維持発展させていくことはもちろんであるが、地域の持つ財

産に目を向け、それをツールとして新たな企画を立て、中山間地域ならではのプログラムを

展開していく。今後は、里山の自然や暮らしの中から自然と一体となった暮らしや、それを

守っていくことの大切さを伝えていきたい。農業体験や自然観察会、里山ウォークなどの体

験に加え、衣食住に関する暮らし全体に関わるプログラムづくりを進めたい。地域に残る知

恵や技術を絶やさず継承していくことも重要である。また、この事業を通じて地域内の連携

、 。 、を進め 多くの住民の参加を促していく 高齢者に地域内での役割を課して生きがいを与え

遊休農地解消を図り、都市からの人口流入によって活気ある農村になると考えられる。
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「立ち上がる農山漁村」選定案概要書

◎取 組 分 野： 食 【輸出】【 】、

千葉県大栄町１．都道府県、市町村
たいえいまち

(有)生産者連合デコポン２．事 業 者 名

日本産農産物海外宅配の取り組み３．取 組 み の 名 称

４．取 組 概 要 等

◇概 要

会員制海外宅配事業とし1994： 自然農法の会 太陽の食卓 代表者 佐藤正行」により、「

、㈲生産者連合デコポンの扱う農産物を段ボール箱に詰めて、香港へお届け開て創立

始（会員制 。第1回のお届けは8箱。2000年4月㈲デコポンに海外事業部を設立、それ）

に伴い、香港、シンガポールの宅配を㈲デコポンに合併し、宅配以外の分野にも取組

む。

1995：香港会員登録者が急増し、 を開催。香港日本人会で第1回交流会

1997：第2回香港交流会開催。第1回同様、調理講習会と試食会。参加者93名。

1998：シンガポールお届け開始。当初はアメリカの予定だったので、渡米して市場調査（ロ

サンゼルス）や米国農務省の調査をしたが、当時は日米貿易摩擦で日本産農産物は輸

入制限品目になっておりいたことから米国は断念し、シンガポールを選択。

1999： 開催。シンガポールで初めての交流会

シンガポール「さくら幼稚園」園児500名に、日本の農産物を使った給食を提供、故

郷の畑で収穫された野菜について、実物を見ながら栽培方法や食べ方、農家の苦労な

を行った。ど、園児に食育

2000：シンガポール、㈲デコポン直営運営に移行。

香港第3回交流会。日本から生産者等7名が参加、会員の皆様が日ごろ食べているお野

。菜を、どんな人がどのような栽培方法で収穫しているのかを、直接話し合った

2003：SARSに対する義援活動（2回にわたり、香港、シンガポールに義援マスクを贈る）

。 。香港の販売委託を締結していた現地企業と契約を解除 ㈲デコポンの直営運営に移行

2005：香港へ227回、シンガポール164回のお届けをし、現在も継続中。

◇活動の規模

項目 H12 H13 H14 H15 H16

売り上げ 27,500 32,500 35,000 25,000 30,000

解説 H15はSARSの影響で香港へのお届け数が減少 (千円)

会員数 720 780 850 930 1,000

解説 シンガポール・香港の合計会員数は堅調に増加 （人）

雇用者数 3 3

(人)解説



№11

◇活用している地域資源

千葉県を中心とした有機農産物、特別栽培農産物及び果実、タマゴ、農産加工品。

◇地域活性化のポイント

千葉県を中心とした有機農産物、特別栽培農産物を香港、シンガポールに宅配することに

10年以上の継続した 父親とより、生産者の意欲向上に寄与している。また、 中で、現在では

増え、息子が作った農産物が１つの野菜箱に入る（例 父親は大根、息子はネギ）ケースも

次世代の育成にも寄与している。

◇事業の今後の展開方向

香港在留邦人向けの商品からスタートし、シンガポールへ裾野を広げた会員制海外宅配

事業は、現地日本人学校への給食へのアプローチ（食育推進）や現地での生産者との交流な

どを通じて日本と海外のそれぞれの”地域”に根を下ろした。

現在、その活動は日系デパート（シンガポール伊勢丹 、ローカルスーパー（スーパーネ）

ーチャー他）へと展開しつつある。

今後は、日本式レストランやベーカリー、食材取扱業者等の業務用の対応を視野に入れ

た活動を進める。

また、台北、ジャカルタ、バンコク、上海、北京などへ拡大する準備をしている。

海外の会員へお届け 様々な農産物を輸出

シンガポールの幼稚園の給食に ＥＵ果実見本市に日本で初参加



№12

「立ち上がる農山漁村」選定案概要書

◎取 組 分 野： 食 【交流】【 】、

神奈川県小田原市１．都道府県、市町村
お だ わ ら し

小田原市農林畜産物特産品開発推進協議会２．事 業 者 名

行政・消費者・生産者が一体となった農林水産業の振興３．取 組 み の 名 称

４．取 組 概 要 等

◇概 要

毎日の食卓を彩る野菜・穀物･果物などを生産する農業は、地域を支える大切な産業であ

農業協同組合、商る。小田原市では、この大切な農業をさらに活性化するため、平成10年、

工会議所、環境協会等の消費者や生産者の代表などとともに「小田原市農林畜産物特産品開

発推進協議会」を設立 市内で生産される農林畜産物を利用した特産物した。この協議会は、

とし、地場農産物等による特産品の開発・流通形態の研究の開発の促進及びその普及を目的

及び販売促進・消費者ニーズに対応した地場農産物等特産品の研究などの事業を協議会一体

となって展開している。

この事業は、行政・生産者・消費者が一体となって推進しているため、生産者の意向や

、 、消費者の意見などを直接把握することにより 地域を代表する特産品を開発することができ

他に類を見ない販売数を達成した。

これまで、 してきており、特に｢小オリジナルのワインやチョコレートなどを企画・開発

田原梅わいん」を始め 「小田原れもんわいん 、｢小田原みかんわいん」のわいんシリーズ、 」

｢全国国については、平成10年の発売から3種類合計で約20万本を製造･販売するとともに、

産わいんコンクール」の｢フルーツワイン部門」において 「梅わいん」が2年連続で｢入選」、

するなど、内外からの評価も高くなってきている。

｢小田原OLクラブ」との連携や「特産品開発応平成14年度からは、既存の協議会のほかに

により、小田原市の経済活性化を目指し、農林畜産物にとらわれず援スタッフ」制度の取組

小田原市漁業協同組合婦人部の水産物も活用した特産品作りに取組み始めた。平成15年には

し、大きく小田原の農林水産業への貢献や協力を得て｢小田原産あじサブレ」を企画・開発

他地域へのPRにもつなげている。

◇活動の規模

項目 H12 H13 H14 H15 H16

生産量 20,500 27,500 23,000 16,000 13,400

解説 梅わいん(本）H10～H16までの製造本数：約152,400本

生産量 720 780 850 930 1,000

解説 れもんわいん(本）H10～H16までの製造本数：約34,600本

生産量 4,000 3,600 3,000 1,600

解説 みかんわいん(本）H10～H16までの製造本数：約12,200本

生産量 3,000

解説 あじサブレ(個）平成15年度先行販売分800個を平成16年度に含む）

生産量 5,000

解説 梅そだち(個）
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◇活用している地域資源

・小田原･曽我梅林で収穫される｢梅」

・小田原・片浦地域で収穫される「みかん」及び｢レモン」

・小田原漁港で水揚げされる「鯵」

◇地域活性化のポイント

今まで出荷できなかった農産物等を取り扱うことによ特産品の企画･開発事業において、

する。特産品開発やそのPRにより、地域の活性化効果や農業者の生産意欲の向上などに寄与

り、地場農産物や水産物の知名度や価値を高めることで市内外の流通を促進していく。

本事業に水産業も取り込んでいくとともに、特産品開発の全ての作業工程を市内でまた、

につなげる。消費できるような形にしていくことで、市内全体の経済活性化

◇事業の今後の展開方向

消費者の生活シーンやニーズ今後、既存商品の今まで以上の普及・PRを行うとともに、

する。また、小田原市農林畜産物特産品開発推進に合った新たな特産品の企画･開発を推進

、 。 、協議会の組織も見直し 市全体で特産品の企画･開発事業に取組んでいく いずれにしても

中国の古典｢易経｣にある｢観光」の原義である｢自らの光を示す」のように、地域の固有資源

を掘り起こし、その価値を磨き上げるとともに、地場産品を活用した地域活性化につなげて

いきたい。
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「立ち上がる農山漁村」選定案概要書

◎取 組 分 野： 】【食

福井県小浜市１．都道府県、市町村
お ば ま し

小浜市２．事 業 者 名

食のまちづくり 御食国若狭おばま３．取 組 み の 名 称

４．取 組 概 要 等

◇概 要

平成13年9月に全国に先駆けて｢食のまちづくり条例｣を制定し、｢食｣をまち小浜市では、

しています。御食国の由来等を紹介する食づくりの中心に据えた「食のまちづくり｣を推進

文化のミュージアム、若狭おばまの地場産食材を使った料理体験を行うキッチンスタジオ等

を有する｢御食国若狭おばま食文化館｣を開設し、食のまちづくりの拠点施設として、また観

光拠点として、小浜が有する食文化をはじめとする魅力を発信し続けています。食文化館で

食や食文化を守り伝承しは、運営にあたり、小浜の食や食文化の紹介等の固定展示に加え、

として考えています。そしていく活動等、人々が生活し、活動している様そのものも｢展示｣

てその活動により、人々の感動や驚きが引き出せればと考えています。

祇園祭や放生祭等の年中行事のほか、釣りまつりや料理コンテスト、食の交流フさらに、

ェア等多くの催事を実施 市民参画の下、食や食文化を通じた営みや活動を絶えしています。

―この理念を｢年中まち間なく行い、賑わいを創出し、お客様に新しい感動を与え続けたい

ごとグリーンツーリズム｣と呼び、食のまちづくり全般につながる概念として、その実践に

努めています。この理念は、地域再生計画としてまとめあげ、政府から認定を受けたところ

であります。

｢生また 人は命を受けた瞬間から老いていくまで 生涯を通じて食に育まれることから、 、 、

し、その推進に努めています。中でも、感受性が強く、味覚が形涯食育｣という概念を提唱

幼少期の料理教室｢キッズ･キッチン｣や小学生版の｢ジュニア･キッチン｣に力を入れ成される

教室では、まず地元の野菜の特徴や旬等について、クイズ形式で楽しく理解してています。

もらい、その上で料理を通じて集中力や達成感、満足感を高めていきたいと考えています。

地場の魚を食材に使うことにより、食は他の命をいただくことによって成り立ち、それによ

、 。り人の命があることを理解し 命を大切に思う心や感謝の気持ちが育めればと考えています

年間約80回近くにも及ぶこの料理教室には、市内をはじめ、夏休み等を利用して、都会や海

｢好き嫌いがなくなった｣ 「親まで変わらないとダメ外からも子供たちが参加しています。 、

ですね｣等の声が聞こえてきます。さらには、保母さん経験者等からなる食育ボランティア

組織も立ち上がり、活動が始まっています。

◇活動の規模

項目 H12 H13 H14 H15 H16

来客数 1,440,200891,200 939.900 953,600 1,628,900

解説

イベント 11752

回数 解説

イベント 289,762 154,603

参加者数 解説
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◇活用している地域資源
鯖のなれずし、へしこ(鯖の糠づけ)、なまぐさ汁、のっぺい小浜では、祭礼等とともに、

しています。汁等、鯖を中心とする数多くの伝承料理が今に伝えられ、地域資源として活用

その中でも 焼き鯖は この地において重要なものとなっています お祭りや結婚式等の｢ハ、 、 。

レの日｣には、赤飯とともに焼き鯖がふるまわれ、地域固有の食は、祭礼等と結びつき、特

焼き有の食文化を形成するとともに、コミュニティの構成要員を密接に結び付けています。

鯖は小浜の代表的な特産品であり、最近では｢焼き鯖寿司｣等の新たな商品も開発され、駅弁

を巻き起こしつつあります。ならぬ｢空弁｣として一大ブーム

◇地域活性化のポイント

食のまちづくり条例では、その土地で生産されたものを食することがもっとも体に良いと

｢身土不二｣の考え方や｢地産地消｣、｢食育｣を重要な柱として規定し、その推進を重点課いう

としています。推進にあたっては、地産地消と食育を一体的に捉え、生涯にわたり食の大題

市内の小中学校では、学校切さを学べるよう｢生涯食育｣としての推進に力を入れています。

を給食に地場産の農産物を納入する地元の高齢者グループが増え、児童との交流や体験学習

行っています。他にも、成人や高齢者のための各種料理講習会、栄養士による個別指導が受

けられる｢健康に食べよう会｣の開催、福祉施設等での園芸セラピー等、各ライフステージに

対応した幅広い食育の取組みを行っています。こうしたことが年中まちごとグリーンツーリ

ズム等の観光施策等とあいまって、総体として小浜市の魅力の創出につながり、市民生活の

質の向上に繋がっています。

◇事業の今後の展開方向

食のまちづくり条例を制定して以降、市民主体のまちづくりをべースとしな小浜市では、

がら、年中まちごとグリーンツーリズム、地産地消や食育の推進等により、着実に土台を築

と考えています。地域に根ざした｢食｣を基本としつつ、ここにしかない｢食｣かいていきたい

ら生活や社会を見直すことが重要です。食のまちづくりは、地域の特色ある食材から派生す

る小さな経済の流れを大事にした地域還流経済の構築を指向しています。このためには、さ

らなる地産地消の推進が重要です。市民皆が食のまちづくりの意味を真に理解し、地産地消

を推進し、地域発の経済循環を構築、また、年中まちごとグリーンツーリズムによるさらな

る都市・農村交流等により外部経済の導入も進めていきたいと考えています。そして生涯食

育等による市民生活の質的向上と、小浜市全体の魅力の創出等を目指す新たな段階への飛躍

を目指して、今、食のまちづくりは進んでいます。

鯖のなれずし

キッチンスタジオ

へしこ

（鯖の糠づけ）
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「立ち上がる農山漁村」選定案概要書

◎取 組 分 野： 交流】【

長野県小谷村１．都道府県、市町村
おたりむら

中谷郷が元気になる会２．事 業 者 名

農林業体験を通じた都市との交流３．取 組 み の 名 称

４．取 組 概 要 等

◇概 要

平成13年5月、小谷村中谷地域の振興の推進と住民福祉の向上を図るため、中谷地域住民

で組織する中谷開発委員会と４つの専門部会（①塩の道を愛する会 ②大渚山を登る会 ③

中谷郷が元気になる会 ④中谷郷おらが里）を設立した。

中谷地域は15の集落、約130世帯からなっている。中谷開発委員会には各集落から委員が

選出されており、合意形成を図りながら、都市と農村の交流事業を積極的に推進するための

をしている。拠点目玉となる施設等の利用などの検討を行っている他、以下のような活動

・ 立ち上がる農山漁村」の有識者会議委員である永島敏行氏との交流を契機に千葉県市川「

市で開かれた「青空市場」での山菜及びその加工品等の販売と当地域のPR

・直売所（2箇所）での山菜、野菜等の販売

・平成7年から始めていたマウンテンバイク大会が災害等により中断していたが、平成16年

度から復活させ、地域全体で企画、実施し、多くの選手や観客を迎え入れ、活性化を図るこ

とが出来た。

◇活動の規模

項目 H12 H13 H14 H15 H16

売り上げ 500 500 700 1,000 1,200

解説 直売所における山菜、野菜の販売 (千円)

イベント 2 3 4 4 6

回数 解説 炭焼き等林業体験他

イベント 300 500 800 1,200 1,600

参加者数 解説

◇活用している地域資源

・里山等の自然の恵みである山菜（うど、こごみ、なめこ等 、湧水等）

・千国街道（塩の道 、雨飾山等の自然）

・四季それぞれの自然の風景（雨飾山、鎌池、水芭蕉の群生等）

・豊富な温泉（小谷温泉、露天風呂等）

・10年前の大災害を契機に小学校周辺及び河川敷等に大量に植えた桜

・災害を契機に整備した中谷川の河川敷親水公園、春待亭

・山林の間伐材等を利用した、炭焼窯(10窯）等での各種体験等

・昔から伝わる郷土料理（小谷漬、そばやきもち、ちまき等）

・地域に暮らす人々の温かい気持ちやおもてなし（民宿や各種祭等イベントの開催）

・史跡（塩の道等 、県の無形民俗文化財となっている奴踊、薙鎌打神事、民俗資料（昔）

の生活用品や農具等を陳列）
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◇地域活性化のポイント
次の事業の実施を検討し、都市と農村との交流の積極的な推進を図りたい。

①平成17年度で廃校となる校舎等の跡地を利用した各種体験教室、各種合宿やコミュニ

ティー広場としての活用

②豊富な自然資源を活かした山菜及び加工品の販売と販路拡大

③荒廃が進んでいる棚田等の復活及び棚田オーナー制度や市民農園、山菜園制度

④点在する昔ながらの民家等の里山の風景を活かした田舎志向者の長期滞在のための住

宅の新築、購入等の情報提供及び支援

⑤昭和60年から続いていた山村留学が廃止となる予定のため、生徒を地域で受け入れる

ことにより、第2のふるさととしてここで学んだり、自然や人の温かさに触れることが

（ 、出来た思い出の地への回帰 平成16年度末までに約500人を超える生徒が卒業しており

現在15名が寄宿舎生活を送っている）のための里親制度

⑥豪雪地域（積雪量2～3m）で雪に閉ざされる期間が4ヶ月余あり、雪を利用した雪祭り

等のイベントの開催や冬期にも野菜、地元酒の貯蔵等の利雪施策

⑦お年寄りや主婦の持っている知恵、技術を活用した郷土料理の伝承で都市等での出前

料理教室等の開催

◇事業の今後の展開方向

130戸の住民全員にアンケート調査を実施し、地域の自慢、課題、今後自分が取組現在、

んでみたい事業等、地域が活性化するためのコミュニティビジネス構築のための方策等につ

なお、調査結果がまとまったところで、地域の課題と解決方法について調査を行っている。

いて、各集落ごとにワークショップを開き、住民全員が参加して、活力ある地域づくりのた

めの具体的な事業計画を策定する。また、無数に点在する集落ごとに自慢のものや普段目に

付かない資源があるので、それらを掘り起こし、集落ごとにその資源を生かしながら今まで

の活動についてはさらに充実させ、これからやりたいことや課題については出来るところか

ら解決し、共通した課題等については、地域全体の課題として解決していきたい。

また、課題解決のため、行政等の技術的な支援をもらいながら、先進地視察や比較的実施

可能な事業を新たに実施していきたい。

・棚田での田植え体験を通した都市住民との交流による誘客

・市民農園・棚田オーナー制度の創設

・青空市場への農産物等の販売、新たな販路の拡大

・その他アンケート調査の結果による事業
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「立ち上がる農山漁村」選定案概要書

◎取 組 分 野： 食 【知的財産】【 】、

岐阜県恵那市１．都道府県、市町村
え な し

㈱里の菓工房２．事 業 者 名

超特選恵那栗の拡大３．取 組 み の 名 称

４．取 組 概 要 等

◇概 要

恵那山の麓に広がる、私たちのふるさと「恵那」は、その昔、天照大神の胞衣（えな－へ

その緒）が納められたと伝えられて、そこから名前が付いたとも言われている。

恵那地域にはたくさんの栗畑が広がり、里の菓工房の契約農家では、名工である塚本氏を

栽培方法等を統一化し、その基準をクリアした高品質な栗のみを里の菓工房が買い受中心に

け高い相場で取引する 里のといった厳しい管理の元、安全で美味しい栗が栽培されている。

菓工房と農家のみなさんが設けた厳しい基準に適合する栗は 「超特選恵那栗」として認め、

られ、契約農家の皆様も、自信と誇りを持って、栗栽培を行っている 超特選栗の生産量は。

。この成長の裏側には、栗農家の方のたゆまぬ努力平成９年から12年でなんと３倍になった

と苦労がある。

恵那地域で大切に育てられた栗を少しでも多くの方にお届けできまた、里の菓工房では、

るよう、畑や樹木の管理や品種の開発、また品種にあった新商品の研究など日々努力を続け

。健康で美味しい栗をたくさん収穫するには、何より剪定の作業が大切。栗の枝の剪ている

定方法で栗の出来が決まるといっても過言ではない。栗の剪定作業は、長い経験と知識が必

栗剪定士を公に認定する制度が要で、剪定士はまさに栗のプロフェッショナルともいえる。

この度発足し、特に技術力が高く、経験豊富な方を、東美濃栗振興協議が剪定士と認め、農

。里の菓工房の契約農家からも多園からの依頼などで技術指導や作業にあたることができる

数のみなさんが優秀な剪定士として認定され、 。平成14年現在、57名の方が活躍されている

全国にも、和菓子、特に栗菓子の名産地として名前の知れたここ恵那地域だが、平成11年

で 年間800ｔ。恵那栗の生産量の約８倍もの栗が他県からこの地域一帯に卸されている。多

、 。 、 「 」くは九州や四国 中には輸入物もある 私達里の菓工房は 本当の意味で ふる里の土産

というものはやはり、素材からふるさとの香りのするものではないかと考え、今日も良い素

材の仕入れのために東奔西走している。

恵那の大地で育った栗という素材探求が始まり、栗きんとんに最も最適で、早生である品

。栗は品種や産地で、味も、香りも、食べ心種「胞衣」の開発と育成、そして収穫に至った

地も全く異なる。栗の旬を待ち望んでいる方にお届けする栗のお菓子であれば、なおさらの

こと、恵那の土の香りのする「胞衣栗」100％を素材に使ったお菓子を召し上がっていただ

きたい。品種「胞衣」は、一枝にたくさんの果実をつけるのが特性。収穫時期、糖度、水分

量などは、まさに 。栗きんとんのために開発された栗のブランドといっても過言ではない

「恵那このような努力の結果 「栗の里 恵那」のイメージがだんだん皆さんに認められ、 、

。栗」と言うブランドで栗きんとんを選んでくれる方が増えてきたと考えている
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◇活動の規模

項目 H12 H13 H14 H15 H16

生産量 97 77 82 57 70

解説 高齢化による停滞を農業法人によりストップさせ、H17から拡大 (ｔ)

売り上げ 900,000 1,000,000 1,100,000 1,300,000 1,400,000

解説 里の菓工房の売上(栗は足りない) (千円)

◇地域活性化のポイント

農家と一企業の一体化はどちらもなくすことができず、まさに両輪を意味している。地域

の栗をよりよくすることで、全国から来客がかなり増加する。

◇事業の今後の展開方向

300tを目標に他地域も含め、恵那栗というブランド化から作っている人のブランドにシフ

トしていく。
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「立ち上がる農山漁村」選定案概要書

◎取 組 分 野： 交流 【バイオマス】【 】、

愛知県豊田市１．都道府県、市町村
と よ た し

豊田・加茂 菜の花プロジェクト２．事 業 者 名

食品副産物と遊休地を利用して農業の活性化を図る３．取 組 み の 名 称

４．取 組 概 要 等

◇概 要

昭和20年ごろから養豚業を営む。昭和55年頃食品副産物を飼料化。だんだんと肥料化事業

に移行し、昭和58年食品副産物を有機肥料としてリサイクルする事業を手がける㈲花岡商事

休耕地に肥料を還元することにより農地を活性化させ、花いっぱいにする運動をを設立し、

。平成１２年より菜の花が資源循環作物としてすばらしいことに着目し栽培。平成15年展開

に成功。平成17年3月関連のあ地元産菜種100％使用した「豊田・加茂のなのはな油」の生産

食品会社、肥料を使う側の農家、消費者グループ等が資源循環について共通理解を持つこる

る。とが大切だと思い 「豊田・加茂菜の花プロジェクト」を立ち上げ、

、 、 、 、 、 、持続可能な循環型社会の形成には 農家 企業 消費者 有識者が共通理解を持ち 協力

農家は、無農薬・自然栽培などを取組み 食品会社は、食連携していくことが必要である。 、

品副産物を再利用する際の安全性確保と責任を担ってもらう 消費者は、食の安全や。また、

ことが必要となる。資源を循環させていく大切さを学ぶなど、多方面の知識を得る

・健康な土作りと資源循環：微生物の多様性を受け入れられる健康な土から出来た作物

は安心・安全・おいしい。ただ食品副産物を有機肥料にリサイクルするのではなく、

具体排出する食品会社に安全性を証明してもらうなど、一定の責任を担ってもらう （。

事務局に報告 。こ的には年2回の成分分析、有害物が無いことを証明する分析を行い ）

の、良質な有機肥料を使うことにより、土の中の微生物、虫たちの力を引き出し、健

康な土となる。また、 。土壌診断により、適正に施肥されるよう管理する

・休耕地を花いっぱいに：農地の荒廃を食い止めるため、休耕地に菜の花・ひまわりを

収穫用・観賞用に利用した休耕地はH15年度栽培し、景観・環境美化に役立てている。

。今後、観光利用・環境学習の場へとつなげ：約10haから、H17年度：約40haまで拡大

ていく。この取組が新聞や地元カレンダーに掲載されるなど話題となった。

地産地消：栽培した菜の花は摘み菜として食用にも出来る。また、H15年度より地元油

脂メーカーに委託し、地元産菜種を100％使用した「豊田・加茂のなのはな油」を製品

化。H15年度生産量300kgから、H17年度には約3t（見込み）に増産。地域の特産品にな

安心・安全・高品質な油の生産に成功し、農協・消費者グルるようがんばっている。

。ープにも受け入れられ、大きな輪が広がりつつある

・イベント、広報活動、勉強会

・愛知万博に菜の花を出展

・菜の花観察会：会員の方々と菜の花の花見、摘み菜試食会

・愛知万博でボランティア活動： 菜の花プロジェクト」説明ボランティアに参加「

・日本土壌肥料学会、日本土壌微生物学会に参加：土の健康について学ぶ

・消費者グループや農協中央会女性部と廃食油を利用したせっけん作り勉強会

・地元大学生、農協中央会女性部に菜の花・ひまわりの栽培指導

・県内の菜種生産グループと菜の花栽培の勉強会

・子供たちに廃食油からせっけん作りの環境教育

・ 緑とともに」発行（会員の情報交換、共通理解を深める）「

・地元イベント（産業展・町民展など）に参加：種の配布花いっぱい運動の推進
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◇活動の規模

項目 H12 H13 H14 H15 H16

生産量 800 1,000 1,500 1,500 2,000

解説 （有）花丘商事 有機肥料製造量 (t)

売り上げ 60,000 70,000 80,000 80,000 100,000

解説 (有)花丘商事 有機肥料製造・販売料金 (千円)

来客数 5,000 5,000

解説 イベント来客（のべ人数)

雇用者数 5 5 6 6 7

解説 (有)花丘商事 従業員 (人)

◇地域活性化のポイント

・ 、土に活力を与え、今までにない安全食品副産物を有機肥料へ変え、資源循環に貢献

性を確立。

遊休地・休耕地を利用し環境美化・

・生産から消費まで一貫して 。消費者･近隣住民に関わり意見を聞く

花いっぱい・資源循環と地域の活性化に貢献するため、地域振興のイベントに参加し、

（種の配布 。運動を推進 ）

・様々な団体との勉強会や情報交換、協力を行う。

◇事業の今後の展開方向

・菜種収量増産のための栽培方法や施肥方法を検討しており、さらに研究する。

安い輸入品に負けないよう、安心・安全・ 豊田・加茂のなのはな油」は290ｇ、525円。「

していきたい。・おいしい・環境にもやさしいことをもっと広くＰＲ

この地方ではリサイクルの輪がつながっておらず、廃食油の回収・再利用（せっけん、・

、 。ＢＤＦ の課題が残されている） 。関係団体の力を借り 回収の働きかけを始めている

・また、 になっている。農機具メーカーでＢＤＦを使用するエンジン開発が必要

・活動が多岐にわたり、もっと多くの方の助言やもっと多くの勉強が必要であり、環境

について学んでいる方々とさらに意見交換・情報交換をしていきたい。
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「立ち上がる農山漁村」選定案概要書

◎取 組 分 野： 【知的財産】【 】、食

三重県志摩市１．都道府県、市町村
し ま し

あのりふぐ協議会２．事 業 者 名

天然トラフグを通じた地域ブランドの創出３．取 組 み の 名 称

４．取 組 概 要 等

◇概 要

、 、東海海域でのトラフグ漁は 昭和59年頃から志摩市阿児町安乗地区の漁業者の主導により

厳しい資源管理施策を設定し、県外の漁業者にも働きかけることで全国でもトップクラスの

漁業者主導による広域の資源管理の成功例は全国でも漁獲量を誇るまでになった。こうした

。漁業者の自発的な資源管理の努力により漁獲量が増大したトラフグを、平成11年に少ない

安乗漁港の名称を冠し「あのりふぐ」と命名し、漁業者によるブランド主要水揚漁港である

が始まった。あのりふぐ協議会はこうした事業を推進する組織として、平成15年化への試み

８月に漁業者や旅館、観光関係団体が集まって設立され、活動を行っている。協議会はトラ

フグ漁業者と認定店から選出された理事と、関係団体等からなる助言者により構成され、あ

のりふぐのブランド化に必要と思われる事業を推進している。漁業者は資源管理の努力を継

あのりふぐを取り扱う飲食店等を志摩市内の「認定店」の続して安定供給を図るとともに、

している。取扱店では調理研修の実施などにより天然トラフグとしての商品価値のみに限定

維持や、地域への集客の向上を図っている。

地域の水産物を有効に活用することを目的に結成された「あのりこうして生まれた新しい

では、関係団体等が行うあのりふぐに関するＰＲ事業に対し、単にトラフグとふぐ協議会」

いう素材をＰＲするのではなく 「トラフグに対する漁業者の取り組み」や「地域の素材に、

「地域の素材と人材」を一体としたブランドコンセプトの確こだわる取扱店の姿勢」など、

立を図っている 「あのりふぐ」の名称を商標登録 あのりふぐを取り扱う「認定。また し、、

取扱店」を志摩市内に限定することで、地域の水産と観光業界が一体となって地域間競争力

。の向上が図られている

あのりふぐの知名度は年々向上し、来客数の増加とともに魚価も向上しており、地域に対

する経済効果は大きい。今後は、あのりふぐ以外の素材への波及効果や 「志摩＝豊かな自、

然と共生する人々」といった志摩地域そのもののイメージの形成までもが期待されている。

平成16年度には「地志摩市や三重県も水産、観光の両面から積極的な支援を行っており、

した（あのりふぐ協議会・志摩市 。域づくり総務大臣表彰・地域振興部門」を受賞 ）

◇活動の規模

項目 H12 H13 H14 H15 H16

生産量 57 27 118 42 19

解説 志摩の国漁協におけるトラフグ水揚げ量 (t)

売り上げ 273,000 165,000 421,000 292,000 181,000

解説 志摩の国漁協におけるトラフグ水揚げ金額(千円)

来客数 25,000 25,500 25,500 26,000 26,800

解説 観光と視察者のおおむねの数(人)

雇用者数 55

解説 あのりふぐ認定取扱店数（平成16以降）

イベント回数 1(550) 1(550) 1(550) 1(550) 4(800)

解説 伊勢神宮へのあのりふぐ奉納や調理研修会等を開催(参加者数)
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◇活用している地域資源

「伊勢湾を含む遠州灘から熊野灘にかけての海域で漁獲される体あのりふぐの規格として

、伊勢志摩国立公園に重７００グラム以上の天然トラフグ」を「地域の素材」として活用し

も指定されている志摩の海の恵みと「地域の自然」の豊かさを強調している。

また、２０年にわたり、あのりふぐを育てた漁業者の資源管理の努力や取扱店の地域素材

に対するこだわりの姿勢を している。「地域の人材」としてブランドコンセプトに活用

◇地域活性化のポイント

通常、農林水産物は生産者が主体になり、素材そのものをブランド化することで「販路の

拡大」を図る場合が多いが、あのりふぐ協議会では、これまで積極的な連携がとられていな

、 。かった漁業と観光関係者が協議し 逆に「 」 「 」販路の限定 による 地域内消費 を図っている

あのりふぐの取扱店は志摩市内に限定 地域内での消費が増加し、市内のされているため、

が見られるようになり、水産業振興と漁港では市外と比較して５～１０％程度の魚価の向上

ともに資源管理に対する意欲の増進が図られている。また、これまで志摩の観光は夏場が中

「志摩でしか食べられない」という戦略により、冬場がメインシーズンとな心であったが、

った旅館が出てくるなど、新たな観光客の確保につながると同時に、アワビやクルマエビを

。活用した、複数シーズンのリピーター確保が期待されている

◇事業の今後の展開方向

国や県と漁業者が協調して資源調査を実施トラフグは年により大きな資源変動があるが、

。 、 、し より有効な資源管理施策の確立が期待されている、 今後 さらなる資源の増大を目指し

積極的な資源管理事業による安定供給を図っていく。

直接消費者と向かい合う取扱店では、資源確保の努力と商品イメージの両者をどのまた、

。歴史の浅いトラフグの調理技術の向ように消費者に提供すればよいのか検討を進めている

上を図り、取扱店同士があのりふぐブランドのコンセプトを共有することで、消費者に信頼

されるブランド・品質維持を図っていく。

志摩の自然とそこに住む住民が一体となって創出すこうしたあのりふぐ協議会の活動は、

る「志摩ブランド」の魁として、志摩の地域素材と他地域の素材との差別化を図り、志摩の

とされている。その事地域間競争力の向上のためのモデル事業として非常に重要な位置づけ

業成果に注目が集まるとともに、今後の事業の展開には行政も積極的な支援を検討している

ところである。

あのりふぐの商標登録 あのりふぐ漁 水揚げ
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「立ち上がる農山漁村」選定案概要書

◎取 組 分 野： 【女性・若者】【 】、食

滋賀県甲賀市１．都道府県、市町村
こ う か し

有限会社 くのいち本舗２．事 業 者 名

古代黒米を使った特産品作り３．取 組 み の 名 称

４．取 組 概 要 等

◇概 要

平成11年に甲南町商工会女性部が滋賀県商工会連合会のマエストロ事業に参加。特産品の

開発の必要性を強く認識。平成12年に商工会女性部で黒影おこわを開発。全国物産展にて販

売。平成13年に女性部有志でおこわグループ結成。平成16年に女性部より独立し任意グルー

プとして活動。商工会員・その家族19名、会員外5名が出資し(資本金330万円)、平成17年に

。 （ ） 。有限会社くのいち本舗設立 事業運営員17名 商工会女性部員14名他3名 で活動している

① 単に特産品を作り販売するだけではなく、 。町を県外のイベントにも積極的に参加

甲賀流忍者発祥の地紹介するテレビ番組や新聞の地域紹介の取材に積極的に対応し、

。このような経験を通じてニーとしての町の観光ＰＲや特産品、町の魅力をＰＲする

ズを把握し、新商品開発や商品の改善、販路拡大に活用している。

② ５年間の活動を通じ、任意のグループでは制約条件があるため、事業の継続発展に

保健所の営業許可を取得したことをきっ対し限界を感じていた。新製品販売のため、

。有限会社化まで約３年の月日を要したかけとして、有限会社化し、加工所を設けた

が、その間、法人化を模索・検討し、最終的に会社組織設立が収益向上と事業の継続

性、地域活性化をもたらすものと結論づけた。

③ 活動を通じた農産物生産者との交流、顔が見え信頼できる材料の提供、地元商工業

、 、者との協力 甲賀流忍者発祥の地として忍術を想起させるような商品開発などに努め

商品名には「米 「黒影」を用いてオリジナリティを出している。」

④ ８年間空き家になっていた築120年の古い民家を改修し、加工所として利用した。こ

のことを通じ、私たちの活動に対する地域住民の注目や理解を得ることとなり、町の

地元生産者と栽培契約を結び、生産魅力の再発見をもたらした。野菜や米について、

を得ている。また、高齢者の生きがいにつながっているという声も聞か者からも好評

人と物がれる。加工所内に里山カフェを設けたり、イベントを開催したりするなど、

。交流するコミュニティビジネスの場を創出している

◇活動の規模

項目 H12 H13 H14 H15 H16

生産量 108

解説 黒米使用量 （kg）

売り上げ 236 811 985 919 883

解説 イベント、注文、売上分（千円）

雇用者数 12 16 16 16

解説 女性部活動として、グループ人員

イベント 1 5 5 6 5

京都加茂町、恭仁京まつり、伊賀、甲賀のイベント、甲南町内イベントに参加回数 解説
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◇活用している地域資源

・甲賀市産 古代黒米（もち米・黒影米 、もち米・白米）

・甲賀市産 野菜（エビス南瓜・日の菜・旬の地場野菜）

・甲南高校産 卵

・甲南町竜法師築の田園地域の景観

・10月1日より開業する、地区120年以上の民家

・黒影米を栽培している田

◇地域活性化のポイント

・地元で事業している商業者を中心として活動しているため、マスコミに取り上げられ

ると、顔の知られた人が登場する。そのため、住民の反応が大変大きく、住民は町の

よさを捜し求めていることが良く分かる。また 「黒影おこわ」だけに限らず、地場産、

イベントの記念品や、宴席の一品に加えたり、個人的な贈答品に使う人が増えて品を

。きた

・活動当初は販売に苦労したが、最近ではイベントでも「黒影おこわ」を指名して買い

一緒に活動をしたいという、新規求めていただき、早々に売り切れるようになった。

のメンバー加入もあり、地域活動としての輪が広がっている。

・ し、拡大・発展して 「忍者法人化をすることによって、今までの事業を安定して継続 、

の里」を強調し、町のよさを演出する。

◇事業の今後の展開方向

古民家の活用（古民家を活かした里山カフェ ・・・空き家を廃墟にせず、活用すること）

により、地元に人が集まり、活気を取り戻す。野菜の契約栽培で農家に再度注目し、地産地

消費、食育にも寄与していきたい。

、 。甲賀流忍者の観光資源の活用・・・近くに忍術屋敷があり 連携して里山作りをしていく

。観光案内所の機能も持たせたい

特産品の開発・販売・・・他の特産品とも連携し、他の団体と共に成長していく。お互い

の足りない部分を補完する。特産品を集めた贈答品を企画し、住民に待ちの農業・産業を再

認識してもらいたい。

第2名神高速道路甲南PAへの出展準備・・・平成20年開通予定の高速道路の開通時に出来

る予定のPAでより多くの人に特産品をPRして販売できるように体制を整え、準備する。

黒影おこわ
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「立ち上がる農山漁村」選定案概要書

◎取 組 分 野： IT】【

兵庫県丹波市１．都道府県、市町村
た ん ば し

加古川流域森林資源活用検討協議会２．事 業 者 名
か こ が わ

家づくりで森づくり 立木販売システム３．取 組 み の 名 称

４．取 組 概 要 等

◇概 要

現在の国産材の販売価格は､安い輸入材との競争で安値が続いている。現在の販売価格は､

製造コストや､運搬･伐採コストなどを除くと、森林所有者にはほとんど収益をもたらさない

状況である。結果として､森林所有者は伐り控えを行い、地域の森林からの産出量は益々低

下する悪循環に陥っている｡

当協議会は林業家･素材業者･製材加工業者･住宅生産者･林業行政関係者･大学研究機関に

よって構成され 平成14年から兵庫県多可郡加美町で開始された｢かみ･裏山からの家づくり｣、

と名付けられた立木販売制度のパイロット事業を題材に、地域林産業の活性化と消費者参加

型の森づくりを行うことを目的とし、汎用性の高い地域材供給の仕組みとして立木販売シス

テムsound wood(s)の研究･開発･普及を行っている。

、健全な･よく管理された(=sound)森づくり(=wood(s))の意味を持ち、sound wood(s)とは

森林所有者と､住まいの建主としての消費者が立木の売買によって直接関係性を持ち、顔の

である。現在､兵庫県加美町見える取引を通して健全な森づくりに積極的に参加する仕組み

の森林所有者4者(1団体含む)がsoundwood(s)に参加し、立木の販売エリアを提供している｡

林産業の振興を目指して始まった立木販売システムは、 を森林調森林所有者の立木デｰタ

デｰタベｰスとして管理 家を建てたいと考えている建主に対し査によって取得し、 することで

て、建築部材として している｡ 販売の必要な木材を手に入れるための立木情報を直接提供

対象立木は、森林保全管理を目指してあらかじめ選木されており、立木販売によって抜き伐

。 、り･間伐が進められるように計画されている 住まいの建主の消費行動(抜き伐り)によって

健全な森づくりが自動的に進められることになる。消費者としても、自らの住まいづくりが

森づくり関わったことを付加価値として意識できるような仕組みを提案している｡

するという点が挙げられる。一般に流通している販売の特徴としては、立木を定価で販売

木材の価格は、伐採された後に原木市場で競(せり)によって決まるが、ここでは立木の状態

立木を二酸化炭で、杉7,258円/m3、桧9,291円/m3の固定価格としている。この価格設定は、

となって素の吸収装置と捉え､大気中の二酸化炭素の固定にかかる経費から割り出した価格

いる｡ を固定価格を採用したことにより、森林所有者にとっては計画的な森林経営の収支

消費者にとっても、木材調達による森林の維持管理への参見込むことが可能となった。また

が理解しやすいよう配慮されている｡加

◇活動の規模

項目 H12 H13 H14 H15 H16

販売量 152 279 186

解説 (本）立木販売本数(Ｈ１７年度は7月27日現在95本）

売上げ 1 5 3

解説 システムを採用した住宅の着工時期と数 （Ｈ１７：3棟（予定 ）、 ）

イベント回数 15 5

（ ）解説 システム解説の講演会やシンポジウムへの参加 Ｈ17年度は7月28日現在4回
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◇活用している地域資源

、 、加古川流域林産地における 人工林の杉･桧を中心とした立木適切な伐採を計画的に行い

管理された森を育てることは、風水害による危険から地域社会を守り、おいしい水･おいし

い空気を我々に提供してくれる｡

近年は､地球規模の温暖化現象の問題に対して、森林のもつ二酸化炭素の吸収機能も見直

されてきている。健全な森づくりを進めることは、国土の保全や地域環境にとって大変意義

、 、のある取り組みと注目されているが 日本国内の人工林は､国産材の需要低迷などが原因で

利用されない立木で溢れている。植生密度をコントロｰルする(間伐を行う)ことで､森全体の

木材の再生産を効果的に進めなければ､森全体がもつ資源価値を失うことも危惧される｡

森林に眠る未利用立木に着目し､消費者参加型の木材供給の仕組みを構築 健全することで､

を進めようとする狙いがある｡な森づくり

◇地域活性化のポイント

1)これまでの森林所有者の立木販売の形態は、原木市場への販売がほとんどで、伐採業

者に委託して行うことが一般的であった。soundwood(s)の仕組みでは一般消費者にあ

住まいの建主に対して木材を販売することで、直接顔の見える売り手になる必要たる

主体的な販売意欲が必要となり､結果的に､積極的な森林保全管理が進めに迫られる。

られることに繋がっている｡

環境貢献の価値によって木材を購入しようとする住まいの建2)地域林産業にとっても、

と見込まれる｡主を､新たな顧客層として取り込むことが可能

3)加古川流域の林産地は、京阪神地域からのアクセスもよく、手軽に接することのでき

立木販売によって接点を持った顧客が、里山や農園を借りてる森林が広がっている。

できる｡レジャｰに訪れるなどの二次的な経済効果も期待

◇事業の今後の展開方向

1)住まいの建主が、森林で選木する際の品質の見極めや、伐採･搬出･製材･乾燥加工を得

て建築部材となるまでの部材製造のコｰディネｰト、住まいの設計支援等は､現在協議会

メンバｰが行っている。今後は、協議会を非営利団体などに組織して、消費者と森林所

有者を結ぶ役割とシステムの管理を行う団体に発展させる運営計画を立ち上げている｡

2)立木販売エリアの提供をいただく森林所有者の連携を強化し、産地のイメージ作りを

積極的に行っていく。

3)soundwood(s)の取り組みはこれまでにもマスメディアや､各種のシンポジウム･講演会

を通して紹介されてきた。今後も引き続き広報活動や､各種イベントにおいて活動報告

を展開する予定である｡

4)soundwood(s)立木情報に基づき、住まいの建主は､実際に森林に出向き、自らの家づく

りに必要な材料を森林の中から選ぶことも可能である。一般消費者に対して、直に森

林の状況に接していただきながら、地域環境や日常生活と、身近な人工林との関係に

ついて理解を深めていただくセミナーの開催を積極的に行う。



№20

「立ち上がる農山漁村」選定案概要書

◎取 組 分 野： 交流 【女性・若者】【 】、

和歌山県田辺市１．都道府県、市町村
た な べ し

中辺路町森林組合２．事 業 者 名
なかへちちょう

森林の環境保全で地域の活性化３．取 組 み の 名 称

４．取 組 概 要 等

◇概 要

荒廃しつつある森林の再生を図る和歌山県では平成14年から緊急雇用対策事業を活用し、

、｢緑の雇用事業｣を始めたが 中辺路町森林組合は全国から優秀な人材を作業員として採用、 し

担い手育成に努めてきた。森林組合の作業員数は77名だが、うち「緑の雇用事業」就業者数

は35名で、県外からも現在27名が地域に定着し、当組合の主力として活躍している。平成16

年4月には、小泉首相も当組合の現場を視察し、作業員やその家族と懇談している｡

旧中辺路町は和歌山県内の中心部に位置する過疎・山村地域であり、杉木立を縫うように

して世界遺産に登録された熊野古道が走っている。また富田川の上流に位置し、地域の93%

が森林であり、長引く林業の不振により荒廃がみられる森林が増加しつつあり、熊野古道周

辺においても手入れがなされていない森林が存在し、下流側地域や古道を巡る歩行者からも

森林整備、環境改善が求められていた｡

当森林組合では､平成14年度から和歌山県の緑の雇用事業の展開に呼応し、町役場と連携

。 、しつつ、森林の持つ多面的な機能の充実をめざす環境整備事業を実施してきた この事業は

森林所有者と15年間皆伐を実施しない旨の協定を結び公的な森林整備として行うものである

が、組合職員が熱心に森林所有者の理解を求めたことで実施面積を拡大することができた。

下流側から求められている水源かん養や土砂の流出防止のための間伐や広葉樹の植栽、ま

た熊野古道沿いの森林では景観に配慮した環境整備伐採や枝切りなどを実施し、14年度から

3カ年で約250haの整備を行った｡

3年間で4こうした作業に要する人員を確保するため、当組合では全国から希望者を募り、

2名のＩタｰン者を雇用してきた。現在も27名が就業しており、集会や祭りなどの地域活動に

である｡も自主的に参加するなど、地域社会においても頼りにされる存在

企業、団体の呼び込みを行い、現在、大阪ガス、日また、森林整備の新たな担い手として

本たばこ産業、住友金属工業の参画を得て、森林の手入れを進めており、植栽や草刈りの際

には、土地所有者や地元住民も参加して、交流を深めながら作業を行う｢企業の森｣事業を実

施している。

◇活動の規模

項目 H12 H13 H14 H15 H16

新規雇用者数 10（8） 14（8） 11（11）

解説 緑の雇用事業従事者数（）内は内数でＩターン者数

企業の森調印 2

解説 中辺路町森林組合が関係した参加団体数
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◇活用している地域資源
｢紀伊山地の霊場と参詣道｣として世界遺産登録された熊野古道周辺の森林等｡

◇地域活性化のポイント

｢緑の雇用｣の取り組みとしては、優秀な人材を全国から受け入れ、次代の森林整備の担い

Ｉタｰン者の地域への定住を促進するため、配偶者の就職先や住宅の確手を養成している。

している。保のため、関係者に積極的に働きかける等全面的に支援

こうした優秀な担い手の確保により、着々と森林の整備が進められ、特に観光資源である

熊野古道周辺森林の整備･景観保全等への取り組みについては来訪者からも高く評価されて

いる｡

｢企業の森｣事業では、企業から普段の森林の管理業務を受託することにより業務量さらに

の安定的確保を図っている｡

◇事業の今後の展開方向

中辺路地域においても手入れのされていない人工林が増えてきており、組合員に所有する

熊森林の管理の必要性を説明することで、広域的な団地形成による森林整備を進める｡また

野古道周辺の森林を中心として、地元関係者や関係機関と協議しながら、環境林として景観

整備に努める｡

こうした｢緑の雇用｣のマンパワｰを活用して、新しい森づくりを効率的に行うとともに、

間伐材や地域資源を活用した産品販売などを展開し 中山間地域の活性化に繋げていきたい｡、

｢企業の森｣事業においては、さらに数カ所の候補地を用意しており、新たな参加希望団体

と協議を進めている｡
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「立ち上がる農山漁村」選定案概要書

◎取 組 分 野： 【 【知的財産】【 】、 】、食 ＩＴ

北山村１．都道府県、市町村 和歌山県
きたやまむら

北山村役場２．事 業 者 名

『じゃばら』と『筏師』の里３．取 組 み の 名 称

４．取 組 概 要 等

◇概 要

北山村は紀伊半島の中央部に位置し、南は三重県、北は奈良県に囲まれ、和歌山県であり

ながら和歌山県のどの市町村とも隣接しない全国でも唯一の飛び地の村で、村の97%を山林

が占め、人口570人程度の小さな村である。

昔から良質の杉に恵まれ、この地域は林業で栄えていた。伐採した木材を新宮へ運ぶ手段

として始まった筏流しは、６００年もの歴史を有し、かつては人口の大半を筏師が占めてい

た。

昭和４０年代に入り、北山川にダムの建設とともに道路も整備され、木材の運搬が水路か

ら陸路に切り替わったことで、村の主産業である林業が国産材不況で低迷した。そこで、昭

和５４年８月、かって「筏師」として全国的にも評価されていた筏流しを観光の目玉「北山

川観光筏下り」として復活させることとした。

筏平成１０年度より、先人たちが磨いた筏流しの技を次の世代に守り伝えていくために、

。師の後継者を全国より募り、後継者の育成と定住の促進に取り組んでいる

また、北山村でのみ栽培されている「じゃばら」は、昔から北山村に自生している柑橘植

物である。

「じゃばら」は国内はもとよ昭和４６年、柑橘分類の専門家の田中論一郎博士によって、

り世界に類のないまったく新しい品種であることが判明された。

原木の持ち主である福田国三氏が、小さい頃から慣れ親しんでいたじゃばらの味、香りは

他の柑橘類よりも優れていることから 「じゃばら栽培は北山村を過疎から守る産業になり、

うる」と呼びかけた。

昭和５４年に と同時に「じゃばら振興会」を組織し、じゃ種苗法による品種登録を行なう

ばらの栽培に取組んだが、知名度や販路の狭さから思うように進まずにいた。

平成１３年にインターネットのショッピングモールへの出店を開始し、平成１５年に和歌

山県工業技術センターが ことを学花粉症などのアレルギー抑制効果がある物質を含んでいる

会発表したことなどを契機に、販売量も伸び、栽培意欲も向上してきている。

◇活動の規模

項目 H12 H13 H14 H15 H16

生産量 55 51 48 53 70

解説 じゃばら (t)

売り上げ 27,000 50,000 100,000 135,000 175,000

解説 じゃばら (千円）

来客数 7,521 7,512 7,625 7,727 7,527

解説 観光筏乗船客 (人)
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◇活用している地域資源

・北山村特産の『じゃばら』生産及び加工品

・６百年の歴史をもつ筏下り

・北山川や森林など熊野の自然を活用

◇地域活性化のポイント

『じゃばら』のＰＲ活動、インターネット販売により全国的に北山村の知名度が高くなる

につれ、観光筏くだり等の観光産業への集客も増加することとなった。また、村内の雇用対

策や農業後継者の育成としては 『じゃばら』の栽培～加工～販売に係る従業者、パートの、

人数の増加が挙げられる。

◇事業の今後の展開方向

現在 『じゃばら』加工品は で、増産体制の確保が急務であり、、 需要に応じきれない状態

需要者側に立った対応を目指している。

また、 。地域住民参加型の増産を目指し村の活性化を図りたい

じゃばらを地域のブラン今後も 「北山村のじゃばら」として産業化を図って行くため、、

。ドとして位置づけていく施策を講じて行きたい

じゃばらの収穫

北山村の伝統柑橘じゃばら

じゃばらを使用した製品

北山川観光筏下り
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「立ち上がる農山漁村」選定案概要書

◎取 組 分 野： 【 】【 】、食 知的財産

島根県浜田市１．都道府県、市町村
は ま だ し

浜田市水産物ブランド化戦略会議２．事 業 者 名

「水産ブランドどんちっち」－利己的から利他的に－３．取 組 み の 名 称

４．取 組 概 要 等

◇概 要

浜田市水産物ブランド化戦略会議は、ブランド化による付加価値向上を行うことで低迷す

る魚価を打破し、地元水産業の活性化を図ることを目的に平成14年3月22日に浜田市内水産

（ 、 、 、 、 、 ）関係11団体 生産者 市場関係者 漁業協同組合 水産加工業協同組合 研究機関 行政等

により設立されました。(事務局は浜田市水産課)

水産物戦略会議の、設立より実施した各年度の事業内容を簡単に説明すると以下のとおり

となる。

１年目 :ブランド魚の選定、そのブランド名及びブランドキャラクターの決定

ブランド名の商標登録 ブランド管理体制の２年目 : 、その商標登録を活用した

構築 ブランド規格の策定及び、

３年目 :ブランド鮮魚･加工品の販売、ブランド魚の地産地消の推進

(地元飲食・宿泊施設による認証制度の構築、運用)

４年目 ：販売を開始したブランド商品の品質の向上、流通量の拡大、地産地消の更なる推

進といった３項目を柱として事業を展開（今年度）

この戦略会議の事業は、島根県の進める｢しまね県産品ブランド化の重点５品目｣に選定さ

少量でも高品質な食材をブランド化するこれており、この事業は、東京を主要販路と定め、

とを目的としている 東京の消費者団体(食の会)と提携しブランド商品のモニターことから、

、消費者の意見を反映させたブランド作りを行っている。制度を立上げ

しかし、水産物のブランド化は全国で数多くの事例があり、戦略会議の取組みはむしろ後

、 、 、発の部類に入ることから 鮮度衛生管理は無論のこと 他産地との明確な差別化を図るため

島根県水産試験場の全面協力のもと、 を行って科学的データに裏打ちされたおいしさの証明

おり、 し今年度からは全国初といえるポータブル脂質検体機器を開発し、すでに現場で活用

生産履歴となる船団名などを表示したブランている。また、消費者ニーズに対応するため、

しているのも特徴の一つである。ドシールを貼り出荷

今後は、この取り組みを継続、発展させるため、平成18年1月に発足する1県1漁協「JFし

まね漁協」と連携することで、効率的な運用が図れるよう協議を進めている。

◇活動の規模

項目 H12 H13 H14 H15 H16

生産量 639

解説 どんちっちブランド(鮮魚･干物)の出荷量総計 (t)

売り上げ 1,787,000

解説 どんちっちブランド(鮮魚･干物)売上金額総計 (千円)

イベント 4 4 3

回数 解説 戦略会議として参加した各地(地元･県外)でのイベントでの出展回数 (回)
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◇活用している地域資源

浜田の地域資源といえば海である。海水浴を目的に年間50万人と言われる観光客など、当

地域において海から得られる恩恵は計り知れない。

その海の恵みである魚を活用し、魚による街おこしを目指している。

、 “ ” 、また このブランド名である どんちっち は当地域で盛んな石見神楽にちなんだ名称で

その語源は、この神楽が全国的に珍しい八調子と呼ばれる勇壮でテンポの早いリズムで舞う

ことから、その舞いに見せられた地域の子供たちが石見神楽のことを“どんちっち”と呼ぶ

ことに由来している。

この“どんちっち”は、石見神楽だけでなく、この地域の地域振興の合言葉にもな現在、

されている。っており、市内にはどんちっち商店街、からくり時計などが設置

◇地域活性化のポイント

水揚げ金額は約6浜田漁港は、特に重要な漁港と政令で定めた特定第3種漁港であり、その

である。4億円(平成16年)

そして、 ことから、当市の基水産業に関わる業界全体の利益は約300億円といわれている

幹産業である水産業の活性化はそのまま地域活性に繋がる。

ブランド魚種を市内の飲食･宿泊施設が食材として使用することで、年間50万人とまた、

となり得る。言われる観光客に対し有効な観光資源

◇事業の今後の展開方向

水産業を取り巻く環境は、資源の枯渇、魚価の低迷、漁業者の高齢化･後継者不足といっ

た深刻な問題を抱え、非常に厳しいのが現状である。

市内水産関係団体が同こうした中、ようやく平成14年3月にブランドの創出という目的に

ことが出来た。じ場所に一堂に会して、問題を共有・改善することで、一定の成果を挙げる

しかし、水産業の抱える大きな問題に対し、浜田はまだ第1歩を踏み出したに過ぎないと

考えている。このブランド化事業の最終目標としては、市内水産関係者がより一層このブラ

ブランド魚を核とした産地イメｰジを構築することで、産ンドの管理運営の適正化を図り、

。地全体の魚価を向上させ、水産業を再び魅力ある産業とすることである

水産業が再び魅力ある産業となれば、自然に漁業に従事する若い担い手も生まれ、水産業

を基幹産業とするこの地域は大いに賑わうと考えている。

島根浜田の干もの 加工場 全国に先駆けた魚の脂質含有率測定
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「立ち上がる農山漁村」選定案概要書

◎取 組 分 野： 【交流 【新産業創出 【知的財産】【 】、 】、 】、食

島根県江津市１．都道府県、市町村
ご う つ し

農業生産法人（有）桜江町桑茶生産組合２．事 業 者 名

遊休資源「桑」を生かした農業の６次産業化３．取 組 み の 名 称

４．取 組 概 要 等

◇概 要

｢遊休桑Ｉターン者である代表者の熱意と行政の後押しによって地元住民が立ち上がり、

に桑の栽培を開始。衰退する地域経済を活性化し地域園の再生｣と｢雇用の場の創出｣を目標

原料が潤う産業とするために、単なる桑葉の栽培、出荷ではなく、多様な商品開発を行い、

。生産･加工・販売まで地域で一貫して行う｢農業の6次産業化｣を実践

全国初の有機JAS認証を取得。｢安全・安心｣を消費者に提供し、桑の圃場及び加工場で、

。また、産学官の研究開発により、旧桜江町産の桑葉から特他産地との差別化を図っている

県及び有のフラボノールが発見、抗動脈硬化作用やコレステロール低減作用が実証された。

。島根大学医学部と共同で関連特許を出願し、さらなる差別化を図っている

U･Ｉターン者を中心に雇用の場を創出し、地域の定住対策等に貢献。地域の高齢者をパー

トとして雇用することにより、高齢者の生きがいや健康づくりにも大いに貢献。雇用者数も

年々増加している。

温泉リゾート施設｢風の国｣と共催で｢桑の実摘みツアー｣のイベントを企画。年々参加者数

は増加しており、桑製品のPRとともに観光客誘致や地域PRにも貢献。

初年度は400万円程度であった売上げも、桑茶の他、サプリメント、桑青汁、桑焼塩、桑

茶飴、新たに栽培に取り組んだ新品種"ララベリー"の桑の実ハニーなど次々と商品を開発。

今期は1億円を超える見込みであり、旧桜江町の農業産出額1位の米に次ぐ地域を代表する産

。業に育ちつつある

昨秋及び今春に設立した関連会社2社と連携し、桑以外の作物として青汁の原料である大

｢安全･安心な健康食品づくり｣をテーマに掲げ、江麦･ハト麦若葉等の栽培･加工にも着手。

。の川流域一帯における健康食品産業のネットワークづくりにも積極的に取り組んでいる

◇活動の規模

項目 H12 H13 H14 H15 H16

生産量 12 27 33 41 47

解説 桑の葉の生産量(t)

売り上げ 10,099 37,635 46,957 66,836 76,523

解説 桑の原料供給及び桑製品の売上（千円）

雇用者数 13(4) 15(5) 18(6) 21(7) 26(7)

解説 パートを含む雇用者累計人数（人）※( )内はU・Iターン者数を再掲

栽培圃場の拡大 4.5 9.5 13.7 16.8 19.5

解説 桑の葉及び桑の実栽培面積累計（ha）※契約栽培

イベント参加者 13 80 220 260

解説 「桑の実摘みツアー」入場者数（人）
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◇活用している地域資源
最盛期には約200haの桑園が広がる県内有数の養蚕地域であった旧桜江町。養蚕業の衰退

により桑園が荒廃したが、 。放置同然の遊休桑園13haを再生して利用

江の川が中国山地から運んだ山のミネラルを豊富に含んだ肥土 その肥土が可能にした｢桑。

の葉｣及び｢桑の実｣の有機栽培。

｢地域高齢者の労働力｣や｢高齢者が持っている昔からの桑栽培技術｣についても貴重また、

している。な資源として有効に活用

◇地域活性化のポイント

１）地域資源の再生

眠っていた江の川流域の地域資源である桑を復活遊休化していた桑園の再生により、

させたこと。させ、有機栽培の｢島根の桑｣というブランドを確立

２）農業の6次産業化

原料生産･加工･販売まで行う｢農業の6次産業化｣を実践し、地元が潤う地域産業に発

展。江の川流域が再び活気を取り戻したこと。

３）雇用の創出

地元高齢者を積極的にU･Ｉターン者に雇用の場を創出し定住対策に貢献したことや、

したこと。採用し、生きがいや健康づくりにも大いに貢献

４）観光への発展

温泉リゾート施設との共催による｢桑の実摘みツアー｣等を企画することにより都市と

の交流の輪が広がり、観光客を引き寄せる一助となったこと。

５）安全･安心農業の拡大

有機JAS認証を取得したことにより、安全･安心という付加価値を手に入れ、環境にや

こと。さしい農業が江の川流域で広がりつつある

◇事業の今後の展開方向

農業参入企業との買い取り契約な今後も、桑の圃場拡大や桑製品の新商品開発等に注力。

する。どにより、大麦･ハト麦･稲若葉など健康食材の栽培を拡大

江の川流域の自治体や県の機関及び健康食品生産者で構成される｢江の川流域健康食品産

業推進プロジェクトチーム｣により、今後も各種講演会やシンポジウムの開催、研修事業な

どを継続し、近隣市町等との連携の強化、商品開発力の向上及び販路拡大を図り、県下一の

。健康食品産業拠点となるよう産学官一体となって取り組む

有機栽培による中山間地農業の振興を通して、地域の産業振興、建設業等の農業参入、地

域雇用の拡大、高齢者福祉の推進及び環境にも配慮した循環型農業をシステムとして作り上

げる。創造的農業の展開を通して6次産業化をよりいっそう進め、日本の農業の自立に貢献

するためにまず、旧邑智郡をはじめとする島根県西部地区を中心にネット化を図り、順次、

輪を広げて行<。

桑の葉の摘み取り 桑を使用した商品 桑の実
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「立ち上がる農山漁村」選定案概要書

◎取 組 分 野： 食 【知的財産】【 】、

香川県内 海 町１．都道府県、市町村
うちのみちょう

株式会社 ヤマヒサ２．事 業 者 名

島産オリーブ増殖による地域活性化３．取 組 み の 名 称

４．取 組 概 要 等

◇概 要

醤油醸造業㈱ヤマヒサは、平成元年に収穫木用オリｰブ栽培を始め、平成15年に ｢小豆島

、 、 。・内海町オリｰブ振興特区｣第1号認定後 特区法人となり 平成17年に認定農業者となった

最初の頃はオリーブの果実を利用して塩蔵漬け(小豆島の方では新漬けという)や果実

また、台風による果実のに含まれるオイルを搾ったオリーブオイルの販売していたが、

落下等、毎年の収穫量が大きく変動するため、農業経営としての難しさを感じていた。

また、オリーブは実が成り始めるのに4～5年かかり、経営的収量を確保するまでには植

えてから約10年を要することから、 となって栽培の維持管理費に係る投資が大きな負担

いた｡

オリーブの葉そこで、果実以外に年間を通じてコンスタントに収益を上げるために、

した。オリーブの葉にが年に何回も芽が吹くことから、オリーブ茶の製造にチャレンジ

は、カルシウム、トコフェロｰル、ポリフェノｰルを多く含んでおり、ポリフェノールの

一種であるオレウロペインは血液の酸化を防ぎ、コレステロール値や血糖値を低下させ

、るなどの効果があるといわれている なお。 、オリーブの葉は非常に苦味があることから

これを抑えるのに苦労した（特許取得(平成16年10月1日)｢オリーブ茶のティーバッグお

。よびその製造方法｣）

◇活動の規模

項目 H12 H13 H14 H15 H16

生産量 330㍑ 550㍑ 660㍑

1,200kg 2,800kg 3,200kg

解説 （上段）オリーブオイル（下段）オリーブ茶

売り上げ 2,400 5,000 6,600

5,000 8,300 15,000

(千円)解説 （上段）オリーブオイル（下段）オリーブ茶

イベント 5 5 5 5 5

回数 解説 県内における地域物産展･FOODEX等

イベント 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000

(人)参加者 解説 県内における地域物産展･FOODEX等

◇活用している地域資源

○ オリーブ
オリーブの栽培は、明治41年(1908年)に当時の農商務省が三重県、鹿児島県、香川県

の3県を指定して試験栽培したのが始まりとされ、瀬戸内式気候でオリーブの栽培に適

した香川県(小豆島)のみが経済栽培に成功した。

オリーブは香川県の県花･県木、小豆島の島花･島木、さらには内海町の町花･町木と

して選定され人々に親しまれており、島の貴重な観光資源、地域の特産物である。
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昭和39年の全盛期には130ha(小豆島全体)あった栽培面積が、農産物の輸入の自由化

農業･食品産業･観光業発展のため、内海やみかん作への転換等により激減していたが、

町では平成10年度よりオリーブ振興を図っており 現在では 栽培面積にして約20ha(内、 、

海町)、約2万本のオリーブが植栽されている｡

従来のオリーブ製品としては、果実を利用しての塩蔵漬け(新漬け)やオリーブオイル

等があるが、近年はオリーブオイル配合の化粧品などが注目を集めている｡また、最近

では果実だけでなく、オリーブの葉を利用してオリーブ茶も製造されている｡

◇地域活性化のポイント

内海町は瀬戸内海国立公園に浮かぶ小豆島の東部に位置し、人口は約1万2千人の海と

山に囲まれた自然豊かな町で、気温は平均15度前後、年間の降水量は1,200mmの温暖少

雨のいわゆる瀬戸内式気候でオリーブ栽培に適している。農業の規模は零細であり、複

雑な地形の中、生産条件が不利な上に過疎化･高齢化が進み、担い手不足から遊休農地

が増加傾向にある｡

、しかしながら、小豆島の貴重な地域資源であるオリーブを地元企業(特区法人)が自ら

オリーブ栽培に取り込むことにより、遊休農地の解消とともに景観保全及び環境美化を

また、農業のみならず、オリーブを増殖することにより、名実ともに｢オ図っている。

、リーブの島･小豆島｣につなげ、島の観光面においてもオリーブはその一役を担っており

にもなっている｡地域の活性化の大きな原動力

◇事業の今後の展開方向

当社は平成15年に特区法人、平成17年には認定農業者となり、今後とも耕作放棄地を

オリーブの果実だ中心に農用地を積極的に借上げ、経営規模の拡大を目指すとともに、

けでなく、枝葉も含めた農産加工品の研究開発や自社産製品(有機栽培による農薬不使

用栽培)の販売など、農業の6次産業化により、農業経営の安定化を図るとともに、新た

な雇用機会を創出するなど、地域に貢献する企業を目指す｡

遠い将来、200年後、300年後には、オリーブ栽培がここ小豆島にとどまらず、四国や

中国地方の瀬戸内海沿岸にまで拡大し、その中で小豆島がオリーブの研究開発の中心と

、 、 、 。して また オリーブのことなら何でも分るなど 情報発信基地となるよう願っている
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「立ち上がる農山漁村」選定案概要書

◎取 組 分 野： 他産業の参入】【

愛媛県松前町１．都道府県、市町村
まさきちょう

有限会社 あぐり (金亀建設株式会社)２．事 業 者 名

地域に根ざした循環型農業の展開と建設労働力の温存３．取 組 み の 名 称

４．取 組 概 要 等

◇概 要

縮小する建設市場下での金亀建設㈱は昭和32年より舗装工事を主体として活動してきたが

、平成12年11月に金亀建設㈱の代表取締社員の雇用確保(技能工の温存)のため農業に着目し

役西山周を代表者として農業生産法人（有）あぐりを設立した。

「あぐり｣の常勤スタッフは金亀建設もしくは関連グルｰプからの出向で派遣されている5

人。さらに稲作の時期にあわせて、お米担当として6名～7名のスタッフが加わっている。ま

た、この他、作集が忙しい時には、金亀建設もしくは関連グルｰプから、その都度社員たち

が派遣されてくる。

社員の雇用確保の発想からスタｰトしたあぐりの事業は、当初60アｰルから営農を開始し、

1年後、高齢化した地域農家の方々より、農地を耕作･管理して欲しいとの要望もあり、農業

委員会を通じての貸借契約を結んで耕作を行うようになり、5年を経過した現在では、当初

の50倍の約30ヘクタｰルを耕作している。

地元の加工業者なあぐりでは 「無農薬･無化学肥料による循環型農業｣の確立をめざし、、

どから大量に捨てられる食品残渣を自社にて堆肥化(自社で改造したミキサｰ車を利用し、攪

拌･混合して製造)し、それを畑に還元。土づくりを基本にした有機無農薬栽培で安全でおい

し、地域の人たちに喜ばれる農業を展開しようしい野菜や米を生産し、地域の消費者に提供

と頑張っている。

アイガモ栽培、紙マルチの利用による除草剤不使用の営農を推主作物の稲作については、

。野菜においても化学農薬や化学肥料を使用しないで栽培･収穫している。進

また、収穫された米や野菜は愛媛県の｢愛媛県特別栽培農産物｣の認定を受け、社内はもと

より、認定作物として地元のレストラン、ホテル、スｰパｰへ直売をしている。

自社内で培養された有用微生物を循環浄化事業へ転用し、廃棄物の悪臭軽減やこのほか、

水質の改善などの事業にも取り組んでいる。

さらに も行っている。無農薬栽培で収穫した作物から特定のエキスを抽出し利用する研究

◇活動の規模

項目 H12 H13 H14 H15 H16

生産量 0.8 24 46 70 100

(t)解説 米の収穫量

売り上げ 1,400 10,000 15,000 24,000 50,000

(千円)解説 米と野菜(微量)の売り上げ H16は17年6月末日まで集計

雇用者数 5～20人 5～20人 5～20人 5～20人

スタッフは金亀建設およびグループからの出向者解説
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◇活用している地域資源

・ (伊予市のカツオ節業者から仕入れる花カツオのくずと、松山市内の豆地域の食品残渣

腐店のおから、精米所の米ぬか、籾殻等を自社培養の微生物を使って堆肥を作り、土

づくりに利用している。

・高齢化した地域農家の方々より、農地を耕作･管理して欲しいとの要望があり、農業委

員会を通じて貸借契約を結んで耕作を行っている。

◇地域活性化のポイント

化学農薬や化学肥料を使用しないで、地域の食品残食の安全性が叫ばれ始めている中で、

渣を活用して土づくりを行うことにより 「無農薬･無化学肥料による循環型農業｣の確立を、

目指すとともに、耕作放棄の農地を借りることにより、担い手の減少傾向の強い地域の稲作

している。兼業農家の新しい労働力として、あるいは新たな雇用の場を提供

また、土づくりを基本にした無農薬･無化学肥料栽培により、安全 でおいしい米や野菜を

生産し、地域の消費者に提供することによって、地域の人たちに喜ばれる農業を展開したい

と日々頑張っている。(良質で安心できる作物を市場に提供する)

◇事業の今後の展開方向

営農での利益確保は当面早急にクリアしなければならない課題であるが、地域に貢献でき

る新たな農業の担い手として、 こと。安心安全な地産池消の推進役となる

バイオマスの観点からも、稲わまた、近い将来、農地での食物の栽培に止まることなく、

らやトウモロコシ、食品残渣、廃木材等の利用によるエタノール、アルコｰル、メタン等の

エネルギーや堆肥の製造も目指し、食料･資源リサイクルに基づいた地域循環農業との連携

を目指す。

＜稲刈りの様子＞

＜地域循環農業イメージ＞
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「立ち上がる農山漁村」選定案概要書

◎取 組 分 野： 食】【

高知県室戸市１．都道府県、市町村
む ろ と し

土佐あき農協羽根園芸研究会ナス部会２．事 業 者 名

海洋深層水を使ったなす生産及びブランド化３．取 組 み の 名 称

４．取 組 概 要 等

◇概 要

土佐あき農協羽根園芸研究会ナス部会は、高知県東部の室戸市羽根地区と吉良川地区の施

設なす栽培農家で構成されている。同部会は同市で汲み上げているミネラル等が豊富な海洋

深層水をなす栽培に活用できないかと思い、同市にある日本初の商業用海洋深層水給水施設

「アクアファーム」から海洋深層水の給水を受け、平成10年から海洋深層水を利用したなす

の試験栽培を始めた。当初は使用濃度等で失敗もあったものの、試験栽培を重ねることで、

アクがなく皮がやわらかで、まろやかな味のなすになることがわかった。

平成12年には し、生産農家14戸、栽培面積、「室戸海洋深層水のブランドマーク」を取得

５haで生産し、試験販売を開始した。14年には、生産農家が32戸、栽培面積が13haに増加し

た。同年11月には、 を行なった。環境ＩＳＯ14001を取得し 「環境保全型農業実践宣言」、

以降 14年12月には、深層水なすキャラクターの、「深層水なす」のブランド化に取組み、

愛称を募集し、販売にも力を入れるようになった。15年１月には、東京にある高知県のアン

テナショップで、 。同環境ＩＳＯ14001を取得した農家が直接販売を行う販売実験も行った

入賞作品年10月には、通信販売を始め、年末には、深層水なす料理コンテストを開催した。

を「深層水なすレシピ集」にまとめ、16年２月に１万部作成し、新聞やテレビで紹介し、ス

したところ好評を得た。また、11月には大ーパーや贈答用の出荷用ダンボールに入れて配布

Ｔ調理技術専門学校の協力で、プロの料理人が考案した調理法をまとめた２冊目の「深阪の

を県産品ブランド化企画推進事業の補助を受け作成し、居酒屋やレスト層水なすレシピ集」

ラン向けに配布を行いなど量販店での試食宣伝やイベント参加を積極的に行い 「深層水な、

高知県園芸連を通じ、京浜、関西、北す」の知名度向上を取組みを積極的に展開しており、

を行っている。陸市場をはじめ全国に年間約1,500ｔを出荷

、海洋深層水を利用していることから、農薬を減らすために天敵昆虫の利用を積極的に行い

自然交配を行うなど環境保全型農業を実践していくとともマルハナバチやミツバチを利用し

に、市場関係者との交流、ホームページを通じての消費者との交流など積極的に取り組んで

いる。また、同部会では、国内の市場関係者の現地視察も積極的に受け入れ、さらなる販売

先との信頼関係づくりを行っている。これら農家の平均年齢は45歳と比較的若く地域農業の

牽引役となっている。

◇活動の規模

項目 H12 H13 H14 H15 H16

生産量 1,150 1,350 1,300 1,500

解説 (ｔ)

売り上げ 250,000 310,000 310,000 355,000

解説 (千円)

イベント 1,000 1,000 1,000

参加者 解説 産業祭などの参加数 (人)

30人 4,000 4,000 4,000 3,300量販店での

解説 (人)実演販売
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◇活用している地域資源

海洋深層水

◇地域活性化のポイント

実演販売、通信販売等による積極的なＰＲ活動やインターネットを利用したモニター募集

による大幅な売上の向上。などの経営戦略

また、 、ブ部会員の結束もよく、部会が定めている栽培技術や厳しい選果方法なども守り

ランド化に努力しており、部会員から「やりがいがある」との声も高い。

◇事業の今後の展開方向

（課題）

になっている （県外では、な県外の海洋深層水を使った野菜との差別化も検討の課題 。

す以外の野菜）

地域の耕作者全体では高齢化が進また、同部会の平均年齢は比較的若く現在45歳だが、

である。んでいるため、今後発生する後継者問題への対策が必要

（展開方向）

県外の深層水を使った野菜との差別化については、高知県が同市高岡で17年７月から行

を行う海洋深層水から抽出されたミネラル調整液を使った園芸作物の実証研究に全面協力

い、栽培技術の向上に努めていく。

同部会では 「深層水なす」のブランド化をさらに進めるため市場関係者や量販店との、

関係づくりや消費者に認知度を高めるために、従来の方法に加え、加工品の販売を手がけ

まずは、漬け物の商品化を検討しており、協力関係ができる加工業者を探していていく。

る段階である。
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「立ち上がる農山漁村」選定案概要書

◎取 組 分 野： 【 【 】【 】、 】、食 ＩＴ 交流

高知県馬路村１．都道府県、市町村
うまじむら

馬路村農業協同組合２．事 業 者 名

ゆずの市場開拓から始まった地域づくり３．取 組 み の 名 称

４．取 組 概 要 等

◇概 要

昭和50年代半ばには、ゆずの生産が多くなったが、青果出荷の比率が低く、搾汁したゆず

酢が売れない為に、 した。その中、昭和新しい市場を求めて関西や関東の百貨店催事に参加

55年から、 、将来生き残るためにはエンド･ユーザーへの直接販売・産地直送が必要と考え

試行錯誤の中、取り組むことになった。

大手お客さんはすぐには増えなかったが、方向は変えずそのチャンスを待った。数年後、

が吹き始め、その宅配業者が村まで荷物を集荷に来てくれるなど、地方からの産直に追い風

時、初めてこの方法で産地が生き残れるかもしれないと思うようになる。

ゆずを搾ったゆず酢の販売では、簡単に市場が拡大しないと数年を経過した昭和60年代、

に入る。しかし、事業そのものが赤字続きで、商品開発後の設備投感じ、ゆず加工品の開発

、 。 、資も組織の理解が得られず 販売実績を積むほかなかった それでも少しずつ商品を増やし

実績は上がっていった。

そして昭和63年 に入る。目標とする商品イメヒット商品となる「ごっくん馬路村」の開発

、 。 、ージは 村の谷川を流れるような限りなく水に近いゆずドリンクであった 試行錯誤の結果

商品が出来上がるが、当時これほどまでに村の宣伝やイメージアップにつながるとは思って

商品開発後の売り方において、ある時は村の子供を使ったテレビCMやいなかった。その為、

時期があパンフレットなどで馬路村そのものを宣伝し、村を知って貰う活動に時間をかける

った。又、この頃から村の活性化を考えるようになり、 こ農協組織として地域づくりに入る

とになった。

それらは、村に遊びに来たいとか、がんばれなど多くのメッセージを送ってくれた全国の

不利不便な地域や観光資源のない村であっても、お客さんの関心お客さんのおかげであり、

の高さを感じられるようになった 農家に支払うゆからである。市場開拓から25年を経過し、

。ずの価格は安定し、利益は特別配当や出資配当で組合員に返せるようになった

開現在の馬路村農協は、搾汁施設･加工施設など、ゆずの加工に関する施設を充実させ、

。販売先は産地直送により全国や県内外売店などで、型にとらわれな発商品は20種を超える

いマーケティングを行っている。

◇活動の規模

項目 H12 H13 H14 H15 H16

生産量 605 611 545 559 803

解説 ゆず果実で加工原料の生産量(t)

売り上げ 2,573,165 2,715,239 2,937,790 2,983,037 2,975,666

解説 ゆず加工品の販売高(千円)

来客数 25,000 25,500 25,500 26,000 26,800

解説 観光と視察者のおおむねの数(人)

雇用者数 65 72 76 78 82

解説 職員とゆず加工場の従業員数の合計(人)
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◇活用している地域資源

馬路村に古くからあったゆずの生産振興で、農産物の生産から加工や販売をゼロから立ち

上げ観光に結びつけた。

、 。その他活用している地域資源としては 子供･おじいさん･おばあさんや村を流れる安田川

。 。 。森からの出来立ての空気 国道はないが不便な道の価値 天然記念物のカモシカや他の動物

安田川に棲む天然鮎や天然うなぎ･ごりなど川の魚。蛍･かじか･かんたろうみみずなどの生

物。千本山や天狗森など村にある山。段々畑と棚田。青年団。馬路郵便局。

◇地域活性化のポイント

ゆずの販売が軌道に乗ったポイントとして、

１） 。ゆずの将来に大きな危機感を持ち、努力や工夫により生き残ろうとした事

２） 。全国を市場と考え産地直送に挑戦していった事

（始めから諦めたり、挑戦しようとしない人には、チャンスすら訪れない ）。

３） 。考え方をどんどん変化させていった事

（今日決めた事も1日経てば新しい情報によって変えなければいけない事もある。

変更する勇気も必要である ）。

４） 。地域づくりを考えた事

（地元の人や団体に信頼がないと応援もない。地域の人に喜ばれる活動は、余分な

エネルギーを使うが信頼や応援がある ）。

５） 。時代の変化を捉え、不利不便も価値に結びつけた事

（山村を舞台にした、生活感のある人間ドラマを情報として発信し、都会の人の心

をうつ事が、馬路村が行ったお客さんづくりである ）。

他にもあるが、 であり、この事が欠けると何事も活性最も重要な事は担当者の情熱や熱意

化しない。

◇事業の今後の展開方向

目標とする地域づくりが拡大し、変化していると思う。どこまでやれば成功したという区

ゆずの森構想の施切りがないので、最終の目標は見えてこないが、今取り組んでいる事は、

である。これに目途が付けば、設完成と、観光客を不満足で村から帰さない為の空間づくり

次にはゆずを使った新事業への参入や、土地がない村なので山をゆず園に造成し、周辺に雑

農業を農産物加工から観光に木を植えて観光にも活用出来るゆずの森に着手したい。そして

と思っている。結びつけ、不便でも人が集まる村にしたい
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「立ち上がる農山漁村」選定案概要書

◎取 組 分 野： バイオマス・リサイクル】【

佐賀県伊万里市１．都道府県、市町村
い ま り し

NPO法人 伊万里はちがめプラン２．事 業 者 名

「生ゴミを宝に！」食資源環境と地域の活性化を目指して３．取 組 み の 名 称

４．取 組 概 要 等

◇概 要

生ゴミを含む可燃ごみを税金で焼却するのは“もったいない”と気がついた伊平成4年、

。平成9年に市民万里料飲店組合のメンバーが中心となって「生ごみ資源化研究会」を発足

グループを加え「生ごみ堆肥化実行委員会」を結成、名称を「伊万里はちがめプラン」とし

た。平成10年には生ごみに対して活発に反応する、優良発酵菌の培養に成功し、平成12年に

生ごみ堆肥化実験プラントを完成、微生物による本格的な実証実験を開始。平成13年に伊万

里市民と農業者とで、伊万里菜の花エコプロジェクトを結成（菜種搾油機と廃食油ディーゼ

ル燃料装置を設置）し、以下のような事業を実施している。

、 、・生ごみの堆肥化事業：最初3軒の事業所から始まった生ごみ堆肥化活動も 今は60事業所

市民グルｰプ25ヶ所200世帯の参加によって、1日1.7㌧の生ごみを回収、100日かけ良質な

している。佐賀大学農学部染谷孝助教授による微生物の指導、堆肥の分堆肥700kgを生産

析、農場での栽培実証実験済なので堆肥利用者に好評である。

｢はちがめ堆肥｣を田畑に施し、小中高生や市民ボランティア・菜の花プロジェクト事業 ：

の協力によって菜の花を栽培 菜種油を飲食店や市民に提供、使用後のする。生産された

している。毎年菜の廃食油は回収し、BDFの生産、クリーンなバイオマス燃料として活用

花まつりを開催し啓発運動を行うことで、各地からの菜種搾油依頼があるなど活動の環

が広がっている。

伊万里『環の里』計画：環境保全活動の環を広げる目的で｢伊万里『環の里』計画｣の活・

動を続けている。この活動を昨年、タイ環境教育ワークショップで発表、主催者の国際

協力銀行に認められ、今年度は佐賀大学の協力を受け、生ごみ堆肥化の技術指導と、ネ

ットワークづくりに対する支援を、タイ王国のウボンとクラビの2県で行なっている。

佐賀大学の協力を得て、教材作製やプレゼンテーションの効果が向・佐賀大学との連携：

もある。市民や上、小中高での総合環境学習、環境フォーラムなどに大学の先生の参加

子供達の信頼を得ることができ、伊万里の環境教育の環が広がると共に、資源循環の活

動が推進されている。

◇活動の規模

項目 H12 H13 H14 H15 H16

6.4t 102.2t 153.3t 179t 192t生産量

生ゴミ堆肥解説

生ゴミ 18.3t 292t 438t 511.4t 542.9t

解説回収量

売り上げ 2,144 3,613 4,376 6,263 10,337

生ごみ回収協力金、BDF、堆肥、農産物直売所、雑収入（千円 ）解説 ）

イベント 2(150) 3(200) 6(500) 8(2,000) 11(2,200)

解説 (回)（イベント参加者数）
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◇活用している地域資源

ごみ減量を目的に生ごみを分別回収、微生物によって有機堆肥を生・地域の課題である

している。産、篤農家による環境保全型農業を推進

・ 、生ごみ堆肥を活用し休耕田に菜の花を咲かせ里地里山の復活による景観の美化を図り

菜の花祭りなどイベントに活用、菜種油を搾油し安心安全な｢国産菜種油｣を生産し、

市民に提供している。

廃食油は回収し廃食油ディーゼル燃料を生産、クリーンなバイオマス燃料として自動・

している。車に活用

◇地域活性化のポイント

はちがめプランの活動は、生ごみの堆肥化・廃食油の燃料化などの事業にとどまらず、そ

課題である環境保全という問題れを核として地域社会の様々な分野に係り合いを持ちつつ、

を通して、人と人との新たな交流を育み、自立的な循環型の地域を構築することによって、

である。事実、この事業の進展に伴い、生ごみや廃食豊かな伊万里を生み出そうとするもの

油を排出する事業者や、堆肥を利用する農業者のみならず、地域住民の｢環｣が確実な広がり

を見せている。市民による｢生ごみステーション｣の設置、各種市民団体による｢伊万里『環

の里』計画｣、佐賀大学の地域貢献事業｢はちがめエココミねっと｣、市民と農業者による｢伊

万里菜の花プロジェクト｣、それを支援する高齢者グループによる｢いまり菜の花の会｣、地

元農業者による｢今岳菜の花の会｣、などが誕生し、新たに、佐賀大学の｢サテライト教室｣の

設置やタイ王国への生ごみ堆肥化指導などの活動も始まっている。

◇事業の今後の展開方向

イ) 国際協力銀行が主催するタイ王国の環境活動ネットワークの構築と生ごみ堆肥化事

業を軸にした環境まちづくりの、日本の経験の応用に関する調査事業にNPO法人元気ネ

ット、佐賀大学、伊万星はちがめプランが協働して参加している、この事業を成功さ

せ明年のモデル事業実施へ繋げる。

ロ) 平成17年度は、佐賀大学の新たな事業として地域創生学生参画教育プログラムが文

佐賀大学の科省に認められた。これは、伊万里はちがめプランの事業活動を支援し、

キャンパスの延長｢サテライト教室｣として活用し、環境体験型大学教育として注目さ

同大学農学部との共同研究で、生ごみや家畜糞尿を含む有機性廃棄物の資れている。

有機堆肥、BDF、バイオガスなど自然エ源開発、資源作物の栽培実験などを実施する。

させネルギーを効率的に生産する基盤技術を確立し、｢バイオマスタウン構想｣へ発展

る。

今年中に佐賀菜の花ネットワークを組織化させ、平成18年ハ) 菜の花栽培を普及させ、

度に九州菜の花ネットワークを構築し、生ごみ堆肥化(環境保全と有機農業の推進)と

中菜の花プロジェクト(コミュニティ復活とC02削減)活動を九州全体に普及啓発を行う

で、食資源循環によって地域の活性化に繋げる。

＜生ゴミステーション＞ ＜菜の花まつり＞
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「立ち上がる農山漁村」選定案概要書

◎取 組 分 野：【食】

１．都道府県、市町村 沖縄県名護市
な ご し

２．事 業 者 名 農業生産法人 有限会社 水耕八重岳
すいこうやえだけ

３．取 組 み の 名 称 ゴーヤーを活かした商品開発による地域振興

４．取 組 概 要 等

◇概 要

平成2年4月に水耕栽培設備を導入した渡久地農園として創業、平成4年10月、農業生産法人(有)

水耕八重岳とし、ゴーヤーを核として身近な素材をテーマに、地域の企業や研究所共同による商

品開発をしている。

特許製法によるゴーヤー茶開発、モモルジンX等の健康食品開発、乾燥ゴーヤーなどの加工食

品に至るまで、全て100％県産品使用にこだわっている。身近な素材にこだわり、原料生産者の

意欲を喚起し、安定した農業経営を行える環境を地域に提供している。

平成7年には沖縄農業活性化構造改善特別対策事業により、名護市中山地区にゴーヤー茶工場

を整備。平成15年度は約800ｔものゴーヤーを加工しており、生産期におけるゴーヤー青果の価

格安定や消費量の増加等に貢献。県北部を中心に、全県より約500軒のゴーヤー生産農家や名護

市勝山地区のシークヮーサー生産農家、名護市旭川のウコン生産農家、北部のパイナップル生産

農家との良好な関係を築き、共生していくという企業理念をもっている。また、名護市屋部小学

校中山分校へのゴーヤー苗の配布や、5月8日「ゴーヤーの日」に因んだイベントを地域ぐるみで

開催、名護市中山地区と連携し「ゴーヤーの里」宣言にも関わるなど、積極的な活動を展開し、

地域との共生を通じて地域活性化に貢献している。

平成16年9月にISO9001認証取得、同年10月にはオーガニックの認証〔SEZ-161021〕を受け、差

別化を図ることにより他には無い地域ブランドを確立。信頼性の高い商品開発と販売を促進。全

国7万人の顧客に対する通信販売ネットワークを構築している。

地域の特産品を活かした商品開発をもとに、生産者や地域との共生を図りながら自らの企業価

値を高め、地域活性化の起点として活動を展開している。

◇活動の規模

項目 H12 H13 H14 H15 H16

生産量 191 510 389 787 761

解説 ゴーヤーの加工量 (t)

売り上げ 322,000 416,000 439,000 790,000 510,000

解説 主にゴーヤー茶の売上（千円）

来客数 17,000 44,000 42,000 48,000 40,000

解説 直販店（本店）と中山ショップ(人)

雇用者数 23 22 26 41 40

解説 季節パートは含まない（人）

イベント回数 1 1 1 1 1

解説 5月8日、ゴーヤーの日にちなんだイベント

イベント参加者 2,900 4,200 5,000 2,000 4,900

解説

全国物産展回数 36 40 43 40 53

解説 全国の沖縄物産展への出展（北海道～九州の量販店での催事）



№29

◇活用している地域資源

（自社商品）

１．ゴーヤー（沖縄県）

２．シークヮーサー（沖縄県名護市勝山）

３．ウコン（沖縄県名護市旭川）

４．パイナップル（沖縄北部）

５．センダンの葉（沖縄県北部）

（受託加工）

１．やんばる緑茶・その他（沖縄県名護市呉我）

２．ウコンの乾燥（沖縄県名護市旭川）

３．トウガンの焙煎（沖縄県伊江村）

４．センダン乾燥（生物資源利用研究所）

５．シークヮーサー果皮・果肉乾燥（沖縄県名護市勝山）

◇地域活性化のポイント

沖縄型農業は、亜熱帯の自然環境を活かした小規模農業による高付加価値作物への転換が必要

もともと沖縄県に自生している植物は加工商品に適した植物が多く、成分検出発見かといえる。

ら製造方法についての知的所有権を獲得することによって、他との差別化を図る商品の開発を行

。また、それを安定的に生産できる加工施設を整備するとともに地域の法人が連うことができる

携し、お互いの商品の特長を活かした製造コストの圧縮や共同での商品開発を進めることがポイ

ントである。

◇事業の今後の展開方向

地元の農家と一体となり身近な素材・農産物を活かした商品開発を行い、特許製法等による保

護で、沖縄県の自然環境に適した小規模農業を模索して行く。

産地ブランドの確立を図りながら、多様な販路により商品を全国へ販売し、農業経営をより魅

力のあるものとしたい。

今後も農産物資源を活用し、それを取り巻く地域の絆を大切にし、共生を図りながら、農村を

抱えた地元ならではの地域振興に取り組んで行きたい。

会社の企業理念 「共生」

共生とは・・・自然、人間がそれぞれ競い合わずにそれぞれの特性を生かし尊敬し合いながら

存続していくこと。

ゴーヤパーク店内
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「立ち上がる農山漁村」選定案概要書

◎取 組 分 野： 食 【交流】【 】、

沖縄県玉 城 村１．都道府県、市町村
たまぐすくそん

㈱たまぐすく２．事 業 者 名

沖縄の主幹作物｢さとうきび｣を生かした村づくり３．取 組 み の 名 称

４．取 組 概 要 等

◇概 要

沖縄本島南部の東側に位置する玉城村は、眼下に真っ青な太平洋、全長２ｋｍにわたる真

っ白な砂浜などの豊かな自然と風光明媚な景色に加え 沖縄での稲作の発祥地・受水走水 う、 （

きんじゅはいんじゅ）や、国指定重要文化財の糸数・玉城城跡等のグスクが残る歴史ある農

業を基幹とした村である。古くから沖縄のさとうきびは、地域経済を支える重要な農産物と

して位置づけられており、一時期に比べ作付面積・収量ともに半減したものの、その重要性

は今も変わっていない。

玉城村では、地域資源を活用した村づくりを模索していたとき 「かつて、沖縄の各集落、

にあったサーター屋（家畜を動力とした小規模の黒糖工場）では、さとうきびの搾汁を自然

さとうきびを活用した地域興発酵させて自家製酢を製造していた」という話をヒントに 「、

」に取り組むこととした。し

多くの村内商工業者が株主となり「株式会社商工会の補助事業等を活用し、研究を重ね、

に至ったまぐすく」を設立、平成15年3月「たまぐすく村のさとうきび酢」として商品販売

契約栽培による徹底した原料管理 泡盛を酢酸た。村内の農家への に加え、沖縄の地酒である

により、他の健菌の発酵に用いるなど、地域資源の活用にこだわった新たな製造手法の開発

康飲料酢よりミネラル分を多く含み、さとうきびと泡盛が織りなす甘くまろやかな風味は、

パッケージは 「青い空に広がる緑のさとうきび畑」を調味料や素材としての需要も多い。 、

イメージした地元の原風景と合致したものとし、名称も一目で地元をＰＲできるネーミング

とした。

原料が「さとうきび」という元来持つインパクトに加え、成分分析結果をもとに他また、

の健康酢との差別化を図りながら、積極的に特産品フェアやセミナーに参加し、販路拡大及

これらの活動の成果び商品のブランド化など、今後の事業展開について研究を重ねている。

の一つとして、同名が縁で姉妹町村を結ぶ三重県玉城町の老舗しょうゆ醸造元が「たまぐす

く村のさとうきび酢で作ったごまドレッシング」を開発販売したことで、両村の産業交流も

深まっている。

◇活動の規模

項目 H12 H13 H14 H15 H16

（ ）生産量 1,400 29,000 25,000 予定

解説 生産（熟成）量（kl）

売り上げ 1,000 12,000 15,500

解説 （千円）

雇用者数 3 9(6) 10(6)

解説 （ ）はパートで再掲
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◇活用している地域資源

①玉城村内で生産されているさとうきび

同じ製造過程を経ても、さとうきびの品種の違いで色合いや薫り、味が異なり、それぞれ

を楽しめることも特徴の一つである。特にオガサハラ種は、砂糖原料としての栽培は行われ

ておらず 「たまぐすく村のさとうきび酢（トパーズ 」の原料として完全な委託栽培により、 ）

原料確保を行っているため、生産が限定される。

②琉球泡盛（発酵に必要なアルコールとして使用）

さとうきびの搾り汁に酢酸菌を加え発酵させる課程においてアルコールを必要とするが、

「たまぐすく村のさとうきび酢」は、沖縄特産の泡盛にこだわることで、味覚の上でも食材

として優れた商品特性を有する。

◇地域活性化のポイント

「 」地域資源の活用にこだわった村おこしとして商品化された たまぐすく村のさとうきび酢

を、今後、更に消費者の評価が得られる商品として育てることで、さとうきび農家の生産意

欲の向上、商品による健康志向の高揚、地域の中高年層の雇用拡大等に繋がっていくものと

確信している。

また、玉城村内においては、スーパーや商店だけでなく、海辺のカフェ、レストラン、給

村内限定特価にて販売されており、まさしく玉城村の特産物として認識された地域油所等で

活性化に寄与する地域コミュニティビジネス事業である。

◇事業の今後の展開方向

「たまぐすく村のさとうきび酢」は、管理の行き届いた地元玉城村産さとうきびに、沖縄

特産泡盛を加えて発酵させるため、その自然な甘さとすっきりとしたまろやかな味わいがあ

り、本来さとうきびが持つカリウムやマグネシウム等のミネラル含有量が他の醸造酢に比べ

て高く、また、抗酸化作用を持つポリフェノールも多く含まれていることから健康飲料とし

て、調味料や食品としての優れた商品特性を有している。

、 、 、この商品を今後 更に発展させていくためには 消費者が今最も求めている安全性の開示

つまり原材料の生産農場、生産工程、使用肥料や農薬の有無、製造工場、製造工程などを消

トレーサビリティーの導入推費者に開示することを、生産・製造者としての責務と位置づけ

進を行うこととしている。

さとうきびによる新たな商品の開発（醸造酒や各種ドレッシング、きび酢を利用しまた、

た健康ドリンク）に取り組むとともに、村内にある県立玉城少年自然の家と連携した黒糖製

造の体験学習、発酵食品館、さとうきびを生かした食材によるカフェなどの関連事業を展開

することで、玉城村の景観を活かした、農業から観光までの幅広い地域づくりに貢献するこ

とを目標としている。




