
農林水産大臣賞 

境
さかい

地区農業生産者組合（岡山県美咲
み さ き

町
ちょう

） 

伝統文化とこだわりの味を伝えたい 
 

境地区は、美咲町のほぼ中央に位置する中山間地域で、その多くが棚田です。地区住民の手

できれいに保全された棚田は、岡山県を代表する棚田であり、美咲町では、棚田保存による景観

保全と観光活用を目的に、「棚田保存地区選考委員会設置条例」を設け、境地区も全ての田が

「境の棚田」として認定されています。 

地区の中心部に位置する峠の近辺に平成１５年夏、棚田見学の訪問者に美しい景観を楽しん

でもらおうと、赤そば「高峰（たかね）ルビー」を植えたところ、写真家や多くの見学者がおとずれま

した。これを機に、昔からこの地域で自家用に栽培されていたそばを活用するため、平成１５年冬

には境地区内で播いて、収穫し、製粉したそばと、地区内の野菜などの食材を生かし、農家自ら

が運営するこだわりのそば屋「紅（あか）そば亭」の営業が始まりました。 

境地区農業生産者組合は地区住民の全員で組織され、景観や環境の保全のため、生産者組

合による遊休農地活用の取り組みを強化しています。このような取組みが、村に活気があった頃

のまつりの復活、紅そば亭・境地域が提供する地産地消の拡大、伝統ある獅子舞・宮棒の伝承や、

環境に配慮した農業、景観作物の植栽などにつながっています。 

具体的には、現在境地区で行われている岡山県無形民俗文化財「境神社の獅子舞」と、岡山

県三大河川の一つ旭川水系で行われていた古武道の棒術「竹内（たけのうち）流」の流れをくむ

境神社宮棒（みやぼう）が地区住民の手で伝え継がれています。「紅そば亭」は地産地消の中心

的役割を担っており、エコファーマー認定などによる米栽培・そば栽培を通じた安全安心への理

解や PR の拠点となっています。最大のイベント「そばまつり」ではそば打ち名人戦、早食い競争な

ど、そばを通じて来訪者とふれあいを深め、地域の活力の源となっています。さらには、遊休農地

に菜種などの景観作物を植栽し、景観保全と農地保全にも努めています。 

「紅そば亭」には、現在、年間約１万人が訪れています。今後は、「環境にやさしい安全安心・地

産地消」の取組みにより、中山間地域の農業の現状を理解する場や安全安心の農産物の販売拡

大、地域の伝統文化とふれあう場の提供など、来訪者と地域住民とのふれあいを通じて、みんな

で楽しく行う美の里づくり活動のすばらしさと、自然と共生した人間らしい生き方の提案を目指しま

す。 



 

 

そば早食い競争（そばまつり） 

 

紅そば畑の風景 

境神社の獅子舞 雪のある棚田の風景 



農村振興局長賞 

石部
い し ぶ

棚田保全推進委員会（静岡県松崎町
まつざきちょう

） 

子供に夢を老人に生きがいを 
 
松崎町は、伊豆半島西南部に位置し、三方を天城山稜に囲まれ、西に駿河湾を望む自然豊か

な町で、町の中心部から 5 キロほど南下した場所にある石部地区には、枚数で 1,000 枚、面積

10ha と静岡県内でも１，２の規模をもつ棚田があります。この棚田は、平成 11 年に静岡県の「棚

田等十選」に選定されましたが、高齢化や過疎化等により耕作放棄が進み、荒れ放題となってい

ました。この棚田を守っていこうと、地元では「棚田保全推進委員会」を発足し、棚田の保全奉仕

活動などを行っている「しずおか棚田クラブ」との合同による棚田保全活動が平成12年からスター

トし、草刈や石垣の補修などが行われ同年 5 月には田植えを実施し、十数年ぶりに棚田がよみが

えりました。この棚田を「百笑の里」と名付け、地域住民も棚田を貴重な地域資源としてあらためて

見直し、棚田の保全活動に対する理解と積極的な協力が得られるようになりました。 
平成 14 年度からは、「棚田オーナー制」も導入され、都市住民との交流も活発に行われている

ほか、地元民宿等の観光業と連携したグリーンツーリズム組織も整い、棚田保全の気運がより高ま

っています。 
また、棚田の黒米を使った特産品開発にも取り組み、これまでに焼酎・うどん・パン・アイスなど

が製造販売されています。そのほか、棚田の景観を活かし、スケッチや写真のツアーが行われる

など商品開発にも取り組んでいます。 
長年耕作放棄されてきた棚田を復元し、優れた農村景観と文化的価値を持つ棚田を、将来に

残すべき貴重な地域資源をしてとらえ、生産の場としてのみではなく、グリーンツーリズム、エコツ

ーリズムの拠点として地域の振興を図ることを目的としています。 
棚田をつかったイベントとしては、4 月上旬に「早春フラワーウォーキング」、5 月中旬に「田植え

祭」、6 月には「ホタルウォッチング」、7 月には「石部大地引網まつり」、10 月には「全国案山子コ

ンテスト」と「収穫祭」、「棚田特産品販売」などが実施されています。 
また、棚田の維持には学生ボランティアの力が欠かせなくなっており、地域を超えた連携・支援

の輪が広がってきています。 
石部地区では、半農・半漁・半観と、さまざまなかかわりのなかで生活が営まれていますが、棚

田保全を通じ、異業種の相互理解のもとに一次から三次産業が潤える地域づくりを目指していま

す。 
 



 
 

棚田と海の風景 

 

棚田オーナーとの交流 

棚田オーナーによる田植え 

 

棚田でのスケッチツアー 



農村振興局長賞 

馬瀬
ま ぜ

地方自然公園・住民憲章推進協議会（岐阜県下呂市
げ ろ し

） 

質の高い馬瀬の自然を遺して、個性ある地域を目指す 
 
下呂市馬瀬地域（旧馬瀬村）は、地域の95％が森林で占められる典型的な過疎山村です。

村を流れる清流・馬瀬川は鮎釣りのメッカで、清流の保全や花壇づくり、河川の清掃など

村を挙げて美化活動を進めてきました。平成年代に入り、新たに温泉開発などが推進され、

観光客は釣りの4万人から30万人に急増しました。しかし、今後は人と自然が共生した地域

づくりが重要だと考え、平成8年には「馬瀬川エコリバーシステムによる清流文化創造の村

づくり構想」を策定し、「山村景観」や「自然環境」の保全を重点とする６つのプロジェク

ト事業を展開してきました。 

また、平成9年から5年間、景観保全等が特徴のフランスの地方自然公園制度を学ぶため、

住民による「フランス山村調査隊」を派遣してきました。そして平成16年２月に、町村合

併後の馬瀬地域の独自性ある地域づくりを進めるため、全国でも初めての取り組みである

「馬瀬地方自然公園」（馬瀬全域を対象）を設立しました。平成17年8月に住民が主体とな

って発足した住民憲章推進協議会は、馬瀬地方自然公園の理念である「住民憲章」の啓発

普及、地方公園づくりプランの作成、それに基づく事業の計画、実施に住民の知恵と声を

反映するための活動を続けています。 

近年では、当協議会の長年の活動成果が実り、馬瀬川の鮎が全国の清流の鮎の味比ベコ

ンテストでグランプリを受賞、馬瀬地域がＮＰＯ法人「日本で最も美しい村」連合に加盟

を承認されるなど、今後の地域づくりを元気づけてくれる動きが続きました。さらに、こ

れらの成果を活かし、地域に経済的発展が出来る仕組みを作るため、「馬瀬地方自然公園づ

くり委員会」を組織し、地域ぐるみで新たな「馬瀬地方自然公園づくり５ヵ年計画」の策

定作業を行っています。本計画では、地域経済活性化の要素をより強く取り入れるなど、

馬瀬地方自然公園づくりの目的の明確化、計画内容の高度化、住民や団体が幅広く参加で

きる仕組みづくりなどを重視しています。 

 

 
 
 



 
 

紅葉と寒桜の競演 

旧街道沿いの家の落ち着いた佇まい 

清流 馬瀬川 

「日本で最も美しい村」の看板と冬景色 



美の里づくり審査会特別賞 

箸
はせ

荷
がい

むらづくり委員会（兵庫県多可町
た か ち ょ う

） 

何げない農村風景を永遠に守り続ける 
 

箸荷地区は、兵庫県多可郡多可町加美区（旧加美町）のほぼ中央に位置し、周囲を山々に囲

まれた農村景観が残る地区です。この地区では、箸荷をもっと住みよくし、みんなが誇りをもって

住み続けることができるようにしようと、平成 5 年にむらづくり委員会を組織し、消防団、婦人会、地

区役員、老人会などが委員となり、地区を挙げて取り組んでいくことを決めました。 
平成 5 年から、むら芝居の復活、集落新聞の発行、村落史誌の発行、花いっぱい運動の推進

などに取り組んできました。その間、地酒「かみ芝居」「お涙頂戴」なども商品化を行い、平成 12 年

12 月、県下で初となる景観むらづくり協定を地区内全戸の 58 戸で締結し、今の農村景観を末永

く保存していくことを区民同士で確認しました。平成 14 年には、女性中心の「紅茶の会」を設立、

地区で採れた茶葉を使い、紅茶をつくることに成功しました。同年、むら芝居保存会を設立し、全

国むら芝居ネットワークの設立と、第１回全国むら芝居サミットを箸荷地区で開催しました。 

平成 12 年 12 月１日に締結した、「箸荷景観むらづくり協定」は、箸荷のむらづくりを進める上で

の憲法と言えるものです。何げない農村景観を永遠に保存していくためには、みんなで景観づくり

のルールを決めることが重要と位置づけ、建物の形、色などをみんなで決めたものです。地区内

の景観を変える行為をする場合は、前もって委員会に相談してもらい、合意のうえで進めてもらう

こととしています。景観づくりには県やアドバイザーの指導を受け、無理のないところで長続きする

景観保全のあり方を模索しています。 
私たちはむらづくり活動の拠点となる「箸荷むらづくり館（やかた）」をベースにし、みんなで力を

合わせてむらづくりを進めることにしています。花いっぱい運動、景観保全活動、地区内の清掃活

動、草刈り、紅茶づくり、むら芝居の公演、全国むら芝居サミットへの参加などは、区民あげての取

り組みといえるでしょう。 
箸荷区内には様々な団体がそれぞれの活動をしていますが、すべての団体をまとめているの

がむらづくり委員会で、みんなが進むべき方向を確認し合いながら意見交換をし、一緒に活動す

ることで意識を高め、みんなで成果を実感しています。 

 



 

 

花いっぱい運動 

 

スイセンロード 
箸荷地区の全景 

むら芝居の開催 



美の里づくり審査会特別賞 

奥
お く

大野
お お の

村づくり委員会（京都府京丹後市） 

“花いっぱいの里 おくおおの”をめざして 
 

奥大野村は、京都府の北端の丹後半島にあります。平成の合併以前は京都府中郡大宮町

字奥大野でしたが、今は京丹後市大宮町奥大野で、市の南端に位置する田舎の村です。 

奥大野村づくり委員会は、平成 7 年 8 月に、人づくりと地域の活性化を図ることを目的

に設置されました。最初は行政主導で発足しましたが、5 年を経過した平成 13 年頃から、

補助金からの脱却を図るための仕組みを取り入れ、現在はイベントでの売上げ収入、京都

府草刈活動交付金、オーナー制度の導入など自主財源による運営を行っています。 

村づくり委員会は、まず、おくおおの村の夢を描いた奥大野地域活性化構想を策定し、

町長に提案しましたが、自分たちも汗をかかないといけないという委員の発案で、まずは、

おくおおの川堤防の草刈から始めました。当時、おくおおの川は、未改修で区民の関心も

少なく、堤防は大人の背丈以上に草が繁茂していました。50 年前の堤防は、牛の餌狩場、

若い人のデートコースでした。「ふるさとの川をふたたび！」のキャッチフレーズで始まっ

た草刈は、地域住民の心を捉え、100 名もの参加を得ました。その草刈も今年で 13 回目を

数え、幅広い年代の交流の場となっています。堤防の草刈後、親水的な河川改修を行うこ

とになりました。そして地域の小学生を含めたワークショップを行い、川の傍に親水公園

もできました。現在、この公園では毎年お盆に帰省客と一緒になって楽しむ納涼祭、ＤＯ

ＴＥどてコンサートが開催されています。 

更に、女性の花づくり会と共同で、村中花いっぱい運動に取り組んでいます。毎年冬の

雪が溶けるのを待って、おくおおのの花「さくら草」のプランターを集落内の沿道沿いに

配置しております。当初は 200 個程度だったものが今年 600 個まで増え、地区外の人が楽

しみにして見に来てくれるようにまでなりました。平成 13 年 12 月からは「枯れ木に花を

咲かせましょう！」と、桜公園の整備に取りかかりました。桜のオーナーを募集して桜の

木を植樹し、その結果、19 種類、375 本のおくおおの桜公園が完成しました。 

平成 17 年からは村づくり委員会の支援の下、花づくり会メンバーがオープンガーデンも

開催しております。徐々にではありますが、村全体を花いっぱいにする取り組みが地域住

民へ定着し、いろいろな事業に多くの地域住民が参加し、奥大野地域活性化構想に描いた

夢が実現しています。更に、人が成長し地域コミュニティー活動が活発になり、農業の担

い手、子供農業体験、新規就農者の受け入れや急傾斜地開発、公民館建設など地域の課題

解決に向けた取り組みが前進しています。 

 

 



 

 

おくおおのオープンガーデン 桜祭桜公園（平成１４年植樹） 

ひまわり畑 川の堤防の草刈りから活動ははじまった 



美の里づくり審査会特別賞 

沼田ほたる研究会（北海道沼田町） 

沼田町にホタルを呼び戻そう 
 

沼田町は、北海道空知管内の北西部に位置し、南部の平坦部は、広大な石狩平野の北端

の一部で肥沃な水田地帯となっており、市街地や農耕地は、この平坦部を流れる雨竜川や

小河川の流域に沿って南に開けています。昭和 30 年頃より河川改修、ほ場整備事業が盛ん

に行われ、河川や用水路・排水路は、ブロックやコンクリートで装工され、また化学肥料

や農薬の使用と、気がつくと、田んぼで乱舞していたホタルたちが全くいなくなり、寂し

い田んぼとなっていました。 

郷土沼田町の自然を、２１世紀に生きる子供たちに残したい、人もホタルも住める地域

を作ろう、と始まった『ホタルを呼びもどす』活動は、昭和 60 年より、ホタルに関する資

料収集・沼田町の河川や排水路の水質・現況などの基礎調査・データ取り・人工飼育・繁

殖を続け、平成 2 年にヘイケボタルとゲンジボタルの幼虫２万匹を自然に放流し、平成 3

年には見事にホタルが美しく飛び交う幻想的な夏の夜となりました。美しく乱舞するホタ

ルの光は、町民の無関心を、自然を守りたい関心に変え、北海道で初めてとなる沼田町の

「ほたる保護条例」も制定されました。 

ホタルの活動としては、幌新地区に自然のホタルが飛び交う「ほたるの里」を作り、ホ

タルの生態を学べる「ほたる学習館」の整備、町内には「ほたるの街灯」の設置、などを

行っています。「ほたるの里沼田町」は、観光としても着実に伸びており、「ホタル祭り」

「冬のほたる」「ほたるの里歩くスキーの集い」などのイベントを開催するまでになり、地

域の活性化にもつながっています。また水田では、除草剤の使用を止め、畦畔にハーブを

植える農家も出てきました。 

研究会は、2,000 匹のホタルの観察と飼育から人工飼育用カワニナの採取、観察などを

行っており、町内外の学校の環境学習では、生徒にホタルを見せ、自然環境の大切さを伝

えています。また、道内外の活動団体との交流として、協議会等では、ホタルの飼育、繁

殖の指導、環境づくりや自然の大切さなどを伝え、またホタルの幼虫の提供も行っていま

す。 

さらに、毎年７月札幌市で開催されている「カルチャーナイト」にも参加し、「ホタル鑑

賞会」を開催して、都会の子供たちに、ホタルをみて楽しんでもらい、また来場者には、

ホタルの話や自然豊かな沼田町を紹介し、都市住民との交流を図っています。 

 



 

ホタル学習館 
自然観察勉強会 

水田が広がる沼田町 ホタルの乱舞 
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