
№１ 北海道 せたな町

（有）ヒルトップファーム

『建設会社の農業参入による安全・安心のめ
ん羊飼育とレストラン経営』

置戸町

『オケクラフト生産・作り手養成活動』

№３ 北海道 置戸町

№５ 岩手県 花巻市

花巻農業協同組合

『母ちゃんパワー農産物直売所で地域農業の
活性化』

№８ 栃木県 茂木町

茂木町

『家畜排泄物や町内生ごみ、落ち葉などの
堆肥化による環境保全型農業の推進』

№７ 山形県 小国町

小国町

『地域資源を活用した山村総合産業の創出』

№１１ 千葉県 大栄町

（有）生産者連合デコポン

『日本産農産物海外宅配の取組み』

№９ 埼玉県 本庄市

本庄ＰＦ研究会

『知的財産（特許、商標）を活用した情報付き
農産物の創造』

№１４ 長野県 小谷村

中谷郷が元気になる会

『地域資源の最大限活用による都市農村交流』

№１０ 千葉県 鴨川市

ＮＰＯ法人大山千枚田保存会

『千枚田活動を通じた都市農村交流』

№１３ 福井県 小浜市

小浜市

『「御食国」若狭おばまの伝統、「食」を中心に据
えた「食のまちづくり」』

№１５ 岐阜県 恵那市

（株）里の菓工房

『超特選恵那栗の拡大』

№２ 北海道 沼田町

北いぶき農業協同組合（沼田支所）

『雪を利用したまち・特産品（雪中米など）

づくり～克雪から親雪へ～』

№２３ 島根県 江津市

農業生産法人（有）桜江町桑茶生産組合

『遊休資源「桑」を生かした農業の６次産業化』

№２８ 佐賀県 伊万里市

ＮＰＯ法人伊万里はちがめプラン

『「生ごみを宝に！」食資源環境と地域の活性化』

№２９ 沖縄県 名護市

農業生産法人（有）水耕八重岳

『ゴーヤ－を活かした商品開発による地域振興』

平成１７年度 「立ち上がる農山漁村」選定事例

ノースプレインファーム（株）
『「大地も草も牛も人も健康」をテーマに生産から販
売まで付加価値を付けた酪農で一頭一雇用』

№４ 北海道 興部町

№１７ 三重県 志摩市

あのりふぐ協議会

『地域資源の天然トラフグを活かした地域ブランド
の創出』

№２１ 和歌山県 北山村

北山村役場

『地域特産柑橘「じゃばら」の地域ブランド化と
「筏師」の伝統を活かしたむらおこし』

№２０ 和歌山県 田辺市

中辺路町森林組合

『「緑の雇用」と森林の環境整備で地域おこし』

№２４ 香川県 内海町

（株）ヤマヒサ

『島産オリーブ振興特区と特許を活用した地域振興』

№２７ 高知県 馬路村

馬路村農業協同組合

『ゆずの市場開拓から始まった地域づくり』

№２６ 高知県 室戸市

土佐あき農協羽根園芸研究会ナス部会

『海洋深層水を使ったなす生産及びブランド化』№３０ 沖縄県 玉城村

（株）たまぐすく

『「さとうきび」を生かした村づくり』

凡 例

食

－おいしく、安全・安心の食材供給－

都市と農山漁村の交流

－ゆとりとやすらぎ・食育の場の提供－

バイオマス、リサイクル

－環境にやさしい地域資源利用－

ＩＴ導入

－高度情報化による経営革新－

農林水産物の輸出

－守りから攻めへ－

女性・若者の力

－女性・若者が主体となった地域づくり－

他産業参入

－株式会社等の農業経営への参画－

知的財産権

－知的財産権を活かした事業化等－

№６ 秋田県 横手市

浅舞婦人漬物研究会

『女性グループが手作りの漬物を秋田から全国へ
～商標登録、品質確保の努力でブランド確立～』

№１６ 愛知県 豊田市

豊田・加茂 菜の花プロジェクト

『食品副産物と遊休地を利用した農業の活性化』

№１８ 滋賀県 甲賀市

（有）くのいち本舗

『古代黒米を使った特産品作り』

№１９ 兵庫県 丹波市

加古川流域森林資源活用検討協議会

『家づくりで森づくり 立木販売システム』

№２２ 島根県 浜田市

浜田市水産物ブランド化戦略会議

『「水産ブランドどんちっち」－利己的から利他的にー』

№２５ 愛媛県 松前町

（有）あぐり（金亀建設株式会社）

『地域に根ざした循環型農業の展開と建設労
働力の温存』

№１２ 神奈川県 小田原市

小田原市農林畜産物特産品開発推進協議会

『行政・消費者・生産者が一体となった農林水産業の振興』
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№１ 北海道 せたな町

（有）ヒルトップファーム

『建設会社の農業参入』

置戸町

『オケクラフト生産・作り手養成活動』

№３ 北海道 置戸町

№５ 岩手県 花巻市

花巻農業協同組合

『女性起業による地域農業活性化』

№８ 栃木県 茂木町

茂木町

『生ごみ等の堆肥化による環境保全型農業の推進』

№７ 山形県 小国町

小国町

『地域資源を活用した山村総合産業の創出』

№１１ 千葉県 大栄町

（有）生産者連合デコポン

『日本産農産物海外宅配の取組み』

№９ 埼玉県 本庄市

本庄ＰＦ研究会

『知的財産を活用した情報付き 農産物の創造』

№１４ 長野県 小谷村

中谷郷が元気になる会

『地域資源の最大限活用による都市農村交流』

№１０ 千葉県 鴨川市

ＮＰＯ法人大山千枚田保存会

『千枚田活動を通じた都市農村交流』

№１３ 福井県 小浜市

小浜市

『伝統食を通じた「食のまちづくり」』

№１５ 岐阜県 恵那市

（株）里の菓工房

『超特選恵那栗の拡大』

№２ 北海道 沼田町

北いぶき農業協同組合（沼田支所）

『雪を利用したまち・特産品（雪中米など）づくり』

№２３ 島根県 江津市

農業生産法人（有）桜江町桑茶生産組合

『遊休資源「桑」を生かした農業の６次産業化』

№２８ 佐賀県 伊万里市

ＮＰＯ法人伊万里はちがめプラン

『「生ごみを宝に！」食資源環境と地域の活性化』

№２９ 沖縄県 名護市

農業生産法人（有）水耕八重岳

『ゴーヤ－を活かした商品開発による地域振興』

「立ち上がる農山漁村」選定事例

ノースプレインファーム（株）

『付加価値を付けた酪農で一頭一雇用』

№４ 北海道 興部町

№６ 秋田県 横手市

浅舞婦人漬物研究会

『女性グループ手作りの漬物を全国へ』

№１７ 三重県 志摩市

あのりふぐ協議会

『天然トラフグを活かした地域ブランドの創出』

№１９ 兵庫県 丹波市

加古川流域森林資源活用検討協議会

『地域林産業の活性化と消費者参加型の森づくり』

№２０ 和歌山県 田辺市

中辺路町森林組合

『「緑の雇用」と森林の環境整備で地域おこし』

№２４ 香川県 内海町

（株）ヤマヒサ

『島産オリーブ振興特区と特許の活用による地域振興』

№２５ 愛媛県 松前町

（有）あぐり（金亀建設株式会社）

『地域循環型農業の展開と建設労働力の温存』

№２６ 高知県 室戸市

土佐あき農協羽根園芸研究会ナス部会

『海洋深層水を使ったなす生産及びブランド化』

№３０ 沖縄県 玉城村

（株）たまぐすく

『「さとうきび」を生かした村づくり』

１７年度選定事例１６年度選定事例

№１５ 福井県 名田庄村

第三セクター（株）名田庄商会

『特産品の販売による村おこし』

№２０ 京都府 美山町

美山町振興会

『茅葺き民家を活用した日本一の田舎づくり』

№２３ 岡山県 倉敷市

下津井地区漁連青壮年部ほか

『漁村の特性や伝統を活かした町づくり』

№２４ 広島県 三次市

第三セクター （株）君田２１

『温泉と特産物による地域交流』

№２２ 島根県 益田市

西いわみ農業協同組合

『西いわみヘルシー元氣米の輸出』

№２８ 大分県 日田市

大分大山町農業協同組合

『生産者の顔が見える農産物の販売』

№２９ 鹿児島県 串良町

柳谷自治公民館

『住民活動による公共サービスの提供』

№１４ 富山県 立山町

農事組合法人 食彩工房たてやま

『女性起業で地域特産物の加工・販売』

№３０ 沖縄県 石垣市

石垣島果樹生産出荷組合

『立地条件を生かした完熟マンゴー栽培・販売』

№２６ 愛媛県 内子町

（株）内子フレッシュパークからりほか

『販売情報管理ｼｽﾃﾑによる効率的な出荷・販売』

№２７ 高知県 檮原町

檮原町森林組合

『ＦＳＣ森林認証と風力発電による山村づくり』

№２５ 徳島県 上勝町

（株）いろどり、上勝町

『野山の枝葉の商品化による地域産業おこし』

№２１ 大阪府 高槻市

大阪府森林組合

『木質ペレットの製造とその活用』

№７ 福島県 西会津町

西会津町

『食生活改善による平均寿命の飛躍的な向上』

№８ 栃木県 茂木町

牧野地区むらづくり協議会ほか

『そばのオーナー制度による地域おこし』

№１０ 東京都 八丈町

ＪＡ東京島しょ

『地域条件を生かした観葉植物の輸出』

№１１ 神奈川県 相模原市

（有）オーストリッチヒル

『特区によるダチョウの食肉生産』

№１３ 静岡県 南伊豆町

妻良観光協会

『漁家民宿での漁業体験学習旅行』

№１６ 岐阜県 郡上市

（株）明宝レディース

『完熟トマトの手作りケチャップ』

№１７ 愛知県 安城市ほか

水土里ネット明治用水

『農業水利施設を活用した地域住民との交流』

№１８ 三重県 熊野市

丸山千枚田保存会

『千枚田保全活動を通じた都市農村交流』

№１９ 滋賀県 東近江市

愛東町（現東近江市）

『菜の花による資源循環型地域づくり』

№３ 北海道 小清水町

（有）シナジーこしみず

『ゆり農家と地域住民の連携による地域おこし』

№１ 北海道 帯広市

帯広市川西農業協同組合

『長いものブランド化と輸出促進』

（有）中札内村ﾚﾃﾞｨｰｽﾌｧｰﾑ

『女性による無殺菌牛乳の生産・販売』

№４ 北海道 中札内村

№２ 北海道 黒松内町

黒松内町

『北限のブナ林をシンボルとした里づくり』

№５ 宮城県 唐桑町

牡蠣の森を慕う会

『水源の森と海をつなぐ交流』

№６ 山形県 金山町

四季の学校・谷口運営委員会

『廃校を活用した農業農村体験』

№９ 群馬県 みなかみ町

新治村農村公園公社

『リゾート型農業への挑戦』

№１２ 長野県 松本市

四賀村（現松本市）

『全国に先駆けたクラインガルテン』
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№１２ 神奈川県 小田原市

小田原市農林畜産物特産品開発推進協議会

『行政・消費者・生産者一丸となった農林水産業の振興』

№１６ 愛知県 豊田市

豊田・加茂 菜の花プロジェクト

『食品副産物と遊休地を利用して農業の活性化を図る』

№１８ 滋賀県 甲賀市

（有）くのいち本舗

『古代黒米を使った特産品作り』

№２１ 和歌山県 北山村

北山村役場

『「じゃばら」の地域ブランド化とむらおこし』

№２２ 島根県 浜田市

浜田水産ブランド化戦略会議

『ブランド魚による産地イメージの構築』

№２７ 高知県 馬路村

馬路村農業協同組合

『ゆずの市場開拓から始まった地域づくり』
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