
⑥東京都板橋区

ハッピ－ロ－ド大山商店街振興組合

～全国ふる里ふれあいショップ「とれたて村」～～全国ふる里ふれあいショップ「とれたて村」～

○食の信頼やふるさとの食材や暮
らしへの消費者の関心の高まり
へ商店街として対応。

○商店街と農山漁村が互いに支援
しあう、継続性と相乗効果のある
事業モデルを研究し、平成17年
に開始。

○全国16の自治体と契約し、農産
品・加工品を都心で販売。

○都市ユーザー視点からのアドバ
イスや訪問ツアーを産地が受け
る一方、生産者側が都心を訪問
し、児童生徒の食育実施等の社
会活動を実施。

○開店８年目を迎え、「とれたて村」
での販売は年間約５千万円（25年
度見込み）。

○人気者の生産者や定番商品が多
く生まれ、産地のやる気向上にも
貢献。

○消費者ニ－ズに対応するため、
「とれたて村」型の農家レストラン
を研究中。テストイベントを開始
予定。

○要望に応じ、産直ショップ計画へ
の支援等、蓄積したノウハウの伝
授にも対応していく。

ハッピ－ロ－ド大山商店街振興組合

東京都板橋区大山町４９－１ハロ－プラザ２Ｆ TEL:03-3973-0055 FAX:03-3973-0660

とれたて村 生産者イベントの開催

経 緯 取組内容

活動の成果 今後の方針



⑦山梨県北杜市

えがおつなげて

～都市と農村をつなぐ企業ファ－ム～～都市と農村をつなぐ企業ファ－ム～

○全国からボランティアを募り、耕
作放棄地を開墾。３年間で千人
超が参加。

○再生した耕作放棄地の安定的な
維持管理のため、平成16年、「企
業ファ－ム」事業を開始。

○耕作放棄地の再生から、農作物
の栽培、収穫までの一連の作業
を企業と連携して実施。

○10社の企業と連携。企業毎に特
徴ある農地の活用（社員研修、顧
客の体験ツアー、商品開発等）を
展開。

○企業ファ－ム事業により、これま
で３ｈａ以上の耕作放棄地を再生。

○年間約50回の都市農村交流ツア
－が実施され、地域住民、民宿、
物産販売施設などを巻き込み、
地域全体を活性化。

○今後、連携企業間の交流・連携
を図り、各々の取組みや地域全
体の価値向上を目指す。

○全国各地に「企業ファ－ム」モデ
ルを移転できるコーディネート人
材を育成する。

特定非営利活動法人 えがおつなげて

山梨県北杜市須玉町大豆生田１１７５ TEL:0551-42-2845 FAX:0551-42-3658

ほ く と し

田植え 開墾作業

経 緯 取組内容

活動の成果 今後の方針



⑧富山県富山市

大長谷村づくり協議会

～ な が た ん 農 援 隊 ～～ な が た ん 農 援 隊 ～

○急激な過疎化が進む中、平成17
年に協議会を設立し、都市農村
交流活動を推進。

○平成22年、リピーターとなる都市
住民を集め、「ながたん農援隊」
を発足。

○山菜やキノコの収穫、有機野菜作
り等の里山体験を実施。炭焼きや
輪かんじき作り等、伝統文化も継承。

○各種ワークショップ、基調講演の実
施や、山菜イタリアンの開発等。

○登録隊員数は100名超。富山県内
のみならず、関東・東海・関西まで
広域的な交流が定着。

○食材をテーマにした交流の結果、
食文化の再発見や、新たな調理方
法の創出等の効果。

○現在、年間約1,000人の訪問者
数を5,000人程度まで拡大するこ
とを目指す。

○各地での講演、事例紹介等によ
り、他地域との連携を強化してい
く。

大長谷村づくり協議会

富山県富山市八尾町庵谷１０ TEL：076-458-1415  FAX： 076-458-1415

お お な が た に

の う え ん た い

隊員による野菜作り 山菜イタリアン

経 緯 取組内容

活動の成果 今後の方針



⑨石川県金沢市

（株）金沢大地／アジア農業
（株）／金沢農業

～能登の里山里海を再評価し、有機農業を推進～～能登の里山里海を再評価し、有機農業を推進～

○環境保全型農業を実施するため、
平成９年、金沢農業を設立。

○有機農産物の加工・販売のため、
平成14年に金沢大地を設立。

○耕作放棄地再生等のため、平成
21年、アジア農業を設立。

○米、麦、大豆、蕎麦、野菜等を有
機栽培。経営面積337haの日本
最大規模の有機農業経営体。

○伝統製法にこだわった調味料、
豆腐、納豆、スイーツ等、100品

目超の加工商品をインターネット
や直営店で販売。

○経営面積は平成９年の45haか
ら、平成24年には337haまで拡
大。食料自給率向上等に寄与。

○自社ネットショップでの売上高
は、８百万円（平成20年度）から
26百万円（平成24年度）まで拡
大。

○能登の里山里海の世界農業遺
産認定を契機に、更なる能登ブラ
ンドの商品開発を推進。

○サポーターとの顔の見えるつな
がりを活かした、農場体験の提供
等を通じて、地域振興に貢献。

（株）金沢大地

石川県金沢市八田町東９ TEL：076-257-8818  FAX： 076-257-8817

有機大豆のほ場 加工商品

経 緯 取組内容

活動の成果 今後の方針



⑩ 愛知県 南知多町

（株）篠島お魚の学校

～島の旨いを届けたい！！篠島お魚の学校～～島の旨いを届けたい！！篠島お魚の学校～

○農林漁家民宿の活動を発展させ、
平成22年、体験・加工施設「お魚
の学校」をオープン。

○平成25年、南知多町で初の６次
化産業化認定を取得。

○特産品であるえび、しらす、わか
め等を活用した新商品を製造・販
売。

○家族のとった魚貝を都市住民に
調理方法を紹介しながら販売。

○漁業体験や魚料理体験により、
魚食普及活動を展開。

○販売商品の購入者が、食堂や民
宿を訪問する相乗効果を発揮。

○同時期に６次化の認定を受けた
近隣の３者と結集して、県内外へ
の情報発信を強化していく。

○新たにオープンした「道の駅・篠
島」で販売するための新商品を開
発する。

（株）篠島お魚の学校

愛知県知多郡南知多町篠島浦磯3-17 TEL：0569-76-2929  FAX：0569-67-3191

し の じ ま

魚料理体験 大アサリ

経 緯 取組内容

活動の成果 今後の方針



⑪三重県多気町

（有）せいわの里

～豊かな資源と先人の知恵で農村と都市を繋ぐ～～豊かな資源と先人の知恵で農村と都市を繋ぐ～

○農業後継者不足と農地の荒廃が
進む中、平成15年、地元の女性
が中心となり、設立。

○平成17年、地域農産物を提供し、
加工品を製造・販売する農村レス
トラン「まめや」を開店。

○農村レストランにおいて、地域農
産物を使用した農村料理を提供。

○地域農産物を加工したオリジナ
ル商品を約70アイテム開発・販売。

○農村レストラン等で総勢52人のス
タッフを雇用。

○地域イベント等を含め、県内外よ
り年間約30万人程度が地域を訪
問し、活性化。

○農産物の供給や労働、知恵を提
供し合うことで、豊かな農村資源
の掘り起こしと技術の伝承を推
進。

○首都圏への商品進出を足がかり
に「地産都商」を更に展開。

（有）せいわの里

三重県多気郡多気町丹生5643番地 TEL：0598-49-4300  FAX：0598-49-4300

たきちょう

農村レストラン「まめや」 農村レストラン店内

経 緯 取組内容

活動の成果 今後の方針



⑫大阪府泉南市

ハートランド（株）

～障害者雇用の職域として農業の可能性へのチャレンジ～～障害者雇用の職域として農業の可能性へのチャレンジ～

○コクヨ・グループが、障害者雇用
促進を目的として、平成18年、設
立。

○障害者の職域として農業に着目
し、研究・検討の上、農地を取得
し、操業を開始。

○延べ約100名／週の障害者が作
業参加し、サラダほうれん草など
葉菜類を水耕栽培。

○大手スーパーや百貨店等、農産
物の販売先を確保。

○特例子会社として初めて農業分
野に参入し、障害者雇用によるビ
ジネスモデルを確立。

○視察の受入れ、助言、販路の紹
介等を行い、取組の展開にも寄
与。

○サラダほうれん草を使用したレト
ルトスープ等、高付加価値商品の
加工・販売にも取組み。

○障害者が主人公の経営を継続し、
障害者雇用における農業の可能
性について情報発信。

ハートランド（株）

大阪府泉南市幡代２０１８番地 TEL：072-480-0567  FAX：072-480-0321

サラダほうれん草の水耕栽培 加工商品の開発

経 緯 取組内容

活動の成果 今後の方針



⑬奈良県奈良市

植村牧場（株）

～日本一遅れた牧場と奈良の名物アイス～～日本一遅れた牧場と奈良の名物アイス～

○明治16年、健康のため１頭の牛
を飼い、近所に余った牛乳を配っ
たことを契機に創業。

○30年前、人手不足の中、職業安
定所に紹介され、障害者の雇用
をスタート。

○障害者14名（うち住み込み９名）、
高齢者４名を常時雇用して牧場を
経営。近隣に牛乳を配達。

○自家生乳でアイスクリーム等を製
造、販売。県や大学と共同で新商
品も開発。

○県内外からの講演依頼や、マス
コミからの取材依頼に応じ、知見
を広く共有。

○奈良市が開館した「奈良まちかど
博物館」の一つとして位置づけら
れ、多数の観光客も来訪。

○引き続き、「植村ブランド」の信用
を堅持し、地道・着実な成長を図
る。

○今後、地元で採れた野菜等を活
用した新たな名物となる商品を開
発。

植村牧場（株）

奈良県奈良市般若寺町168 TEL：0742-23-2125  FAX：0742-23-2126

牛舎 牛乳

経 緯 取組内容

活動の成果 今後の方針



⑭和歌山県那智勝浦町

色川地域振興推進委員会

～移住者受け入れをバネに地域再生～～移住者受け入れをバネに地域再生～

○町から示された活性化策を受け、
色川地域内の９集落がそれぞれ
の課題を明確にし、対策を検討。

○検討の結果、具体的な取組を一
体的に行うため、平成３年、地区
区長連合会により設立。

○新規定住希望者や農業実習希
望者などの受入を、９集落が地
域ぐるみで一体的に対応。

○田舎暮らしに関心のある者に２
泊３日の民泊や、農業体験を提
供。ホームページや地域内新聞
等により情報発信。

○これまでに約180人が新規定住。
地域人口の４割以上。

○移住者の区長経験者が10人以
上いる他、地区消防団員の７割
以上を移住者が占めるなど、地
域の一体化も促進。

○今後、持続的な地域社会の実現
を目指し、地域間連携による広域
でのビジョンづくりを進める。

○そのため、色川発のＮＰＯ法人組
織を立ち上げ予定。

色川地域振興推進委員会

和歌山県東牟婁郡那智勝浦町大野2228-1 TEL：0735-56-0101  FAX：0735-56-0101

い ろ か わ

農業体験交流 体験・交流施設を建築

経 緯 取組内容

活動の成果 今後の方針



⑮島根県 邑南町

邑南町観光協会

～Ａ級グルメ立町の実現を通じた雇用機会の拡大プラン～～Ａ級グルメ立町の実現を通じた雇用機会の拡大プラン～

○観光資源の開発と育成、情報発
信を目的として、平成19年設立。

○「Ａ級グルメ」として、地域に根ざ
した農業や食に関する各種事業
を展開。

○観光協会が地元産品を使ったイ
タリアン・レストランを運営。地産
地消率は95％。

○レストランを拠点に、農業から料
理、店舗経営までを一貫して行え
る「食の人材育成」を実施。

○町内で168名の雇用を実現。年
間約2500万円を売り上げ、地域
を活性化。

○シェフ、パティシエなど含め38名
のＵＩターン者を誘致。新規定住
者の視点で地域の魅力を発掘。

○今後、国内だけに留まらず、海
外に輸出することで、更なる販路
拡大及び雇用の確保に取組み。

○地域住民による食に関する商品
開発等を後押しする「食の学校」
を開設。

邑南町観光協会

島根県邑智郡邑南町矢上７１５４－１０ TEL:0855-95-2369 FAX:0855-95-0209

お お な ん ち ょ う

おおなんちょう

地産地消レストラン 「食の人材育成」の様子

経 緯 取組内容

活動の成果 今後の方針


