
オーライ！ニッポン大賞グランプリ 

内閣総理大臣賞 

大地の芸術祭実行委員会（新潟県十日町市） 

 

 新潟県十日町市では、平成８年に新潟県が始めた「ニューにいがた里
り

創
そう

プラ

ン」を契機に、地域に内在する地域資源を媒体としたアートを世界へ向け情報

発信することで地域振興を図る「越
えち

後妻
ご つ ま

有
り

アートネックレス整備事業」を展開

してきており、その成果は３年毎にアーティストやボランティアと住民が協働

した「大地の芸術祭 越
えち

後妻
ご つ ま

有
り

アートトリエンナーレ」で発表されている。 

 現在、７６０平方キロメートルの広大な大地に約２００の現代アートが常設

され、「大地の芸術の里」では、アーティストが手がけた交流施設を拠点に、

地域の人々の運営により来訪者を受け入れている。 

 この世界でも類のないアートによる地域づくりは「妻
つま

有
り

方式」として国内外

の多くのメディアで紹介されている。参加するアーティストは、個人に留まら

ず、世界各国の文化芸術機関も参加しているが、地元住民とのコミュニケーシ

ョンを必要とする里山を舞台とした作品の制作という特徴から、地域住民も作

品づくりに協力するまでに交流が浸透し、イギリスのグライズデール・アーツ

のように、その後も交流を続けている例がみられる。 

交流の発展に伴い、地元の主婦による地元食材にこだわるレストランの開業、

里親による資金援助や農繁期のサポートで棚田を保全する「棚田バンク」の創

設、地域の個性を生かした交流拠点施設の設置、公民館が協働した生業・雪掘

り体験などを体験する「里山体験プログラム」の開発、都会の若者のボランテ

ィアである「こへび隊」がガイドする里山アート観光など、地域の活動も広が

りをみせている。 

平成 12 年第 1 回開催時に 16 万人だった来場者数も、平成 21 年第 4 回開催

では 37 万 5千人に増加、40カ国約 350 組から参加したアーティストが 92 集落

で作品を展示するなど世界規模で人々を惹きつけ、地域の資源を有効に活用し

た独自の地域づくりが評価されている。 

 

 

 

 

※越
えち

後妻
ご つ ま

有
り

とは、十日町市と津南町の

両地域で、面積 760平方㎞、人口 75000

人未満、65 歳以上の高齢者が約３割

を占める日本有数の山間豪雪地帯で

ある。 



オーライ！ニッポン大賞 

団体名：秋田発・子ども双方向交流プロジェクト推進協議会 

「子どもの輝き応援団」 

都道府県・市町村名：秋田県 

応募部門：都市のチカラ部門、農山漁村イキイキ実践部門 

 
● 概要 

秋田県が行う「秋田発・子ども双方向交流プロジェ

クト」では、異なる環境に暮らす子ども達の出会いや

交流による人間性や社会性の育成、都市と地方の相

互理解などを目的に、都会の小学生が秋田の農山漁

村地域を訪れる一方、秋田の子ども達が都会に出か

けていく、双方向での交流を行っている。 
平成20年７月に教育関係者、PTA関係者、農家民

宿経営者、ＮＰＯや民間企業、行政等で構成する『子

どもの輝き応援団』を設立し、子ども達の交流のサポート役として、総合的なコーディネ

ート、交流の効果・成果の検証による学校や受入先へのアドバイス、ホームページを通じ

た情報提供などを行っている。 
この取り組みの特徴は、秋田の小学校と首都圏の小学校がペアを組み、子ども達が互い

に行き来しあう点にある。美郷町立千屋小学校と港区立御田小学校の交流は、33 年間継続

されている本プロジェクトの元となった代表的な取り組みである。毎年夏に御田小児童が

２泊３日で千屋小を訪問し、大台山の登山等の自然体験、農作業体験、絶滅危惧種「イバ

ラトミヨ」の保全活動、秋田の方言による昔語り等を体験し、３～４人のグループに分か

れて千屋小の児童の家１６軒に民泊する。一方、千屋小の児童は８月に２泊３日で東京に

滞在し、御田小周辺の散策、東京在住の千屋小出身者の講演（ようこそ後輩 講演会）、

屋上プールでの交流、お寺での宿泊や御田小児童宅への宿泊等を体験する。高層マンショ

ンの生活や銭湯での入浴など、秋田では経験できないことを体感することで、東京生活の

苦労や自分の住む良いところの発見など、新たな気づきが見られている。 
 
双方向交流型の子ども交流の成果は、子ども達の成長だけに留まらず、地域全体で子ど

もを育てる意識の醸成、首都圏在住の秋田県出身者とのつながり強化などに広がっている。 
また「子どもの輝き応援団」により学校長自ら首都圏校に呼びかけを行い、双方向交流

を実現させた事例も生まれており、平成２２年度には１２市町村において首都圏受入を検

討するなど、取り組みが全県的に広がりをみせていること、双方の地域が一体となって取

り組んでいることなど様々な効果が生まれてきている点について、今後、各地で子ども農

山漁村交流を進める上での先進事例になりうるとして評価された。 
 

 



オーライ！ニッポン大賞 

団体名：地域づくりインターンの会  

都道府県・市町村名：東京都新宿区 

応募部門：学生・若者カツヤク部門 

 
● 概要 

地域づくりインターンの会では、都市部の学生と農

山村地域を結ぶきっかけづくりとして、主に首都圏に

住む学生が夏休みに２週間から１ヶ月間、農山村地域

に滞在し、地域の人と一緒になって地域づくり活動や

交流プログラムに取り組む活動を実施している。その

活動は農作業に始まり、お祭りの手伝い、集落点検活

動、観光施設の活性化に関するサポートなど、集落維

持に関する活動から地域づくりに関わる事など多岐にわたる。学生達は地域への提案も積

極的に行っており、パンフレットや特産品のパッケージに反映され、宮崎県高千穂町では、

まちの寄り合い所となる施設の改修を行っている。 
地域づくりインターンの会では、受入までのプロセスを大切にしており、受入地域と学

生との出会いの場として、毎年６月に１泊２日の派遣地決定会を開催している。地域から

のインターン内容の説明、ブースに分かれての相談会など、受入地域と学生がじっくり話

し合う時間を設けた上で、学生に希望地を書いてもらい、地域担当者と事務局でマッチン

グを行う。この行程により、お互いが理解した上での受入体制となっている。 
その他にも派遣前の事前学習や OBOG との交流を持つことで、スムーズに派遣活動に入

れるようなサポート体制をつくっている。派遣後には、東京に受入地域の担当者などを招

いて報告会を開くほか、地域で活動した内容と地域への感謝をまとめた「たびぼうず」と

いう冊子を制作し、地域に里帰りする際、お世話になった人へ手渡すようにしている。 
地域づくりインターンの会の運営は、学生が自主運営する事務局が行っており、1 年間の

派遣プログラムを経験した学生が事務局として参加し、全てのイベントの企画・運営、情

報誌の発行などを担当する。資金も学生や地域からの会費を財源として運営しているが、

決定会や地域での活動、また報告会などをサポートする代々のＯＢＯＧの存在は欠かせな

い。 
地域づくりインターンの会での経験は人材育成にも効果をうみ、人とのコミュニケーシ

ョン能力の醸成に繋がると共に、自分が地域の為に何かできないかという気持ちを生み出

すきっかけとなり、定期的に地域に通ったり、また大学の学園祭にブースを出展し地域の

ＰＲを行ったりするなど活発に活動している。 
これまで 10 年間で 12 地域に延べ 217 名の学生を派遣し、多くの地域は 7～10 年間継続

して事業を実施している。学生の受入までのプロセスがしっかりとしており、その内容は

汎用性に富んでいること、また、地域において学生との交流は世代間・地域間を超えたサ

ポーターとして存在感も大きく、双方に良好な刺激を与えている点が評価された。 

 



オーライ！ニッポン大賞 

団体名：松崎町石部地区棚田保全推進委員会 

都道府県・市町村名：静岡県松崎町 

応募部門：学生・若者カツヤク部門、都市のチカラ部門、農山漁村イキイキ実践部門 

 
● 概要 

松崎町石部地区は、伊豆半島の駿河湾に面した半農

半漁を営む地域で、約 18ha の棚田を有していたが、作

業の機械化、過疎高齢化などの農業環境の変化ととも

に、近年は耕作放棄され原野化していた。また、ピーク

時に 40 軒程あった民宿も景気低迷で半分となり、地域

の活力は衰退していた。 
平成 11 年に、地域において何が出来るか話し合いを

行った結果、先人から受け継いだ地域の宝として棚田を復活し、これを中心とした地域活

性化を図ろうと、石部地区棚田保全推進委員会を設立した。農道もなく、重機も入らない

など昔のままの姿を残している石部地区の棚田を、カマと鍬を使った昔ながらの手作業で

「赤根田村 百笑の里」として復田し、都市農村交流人口を増やすことを目的とした棚田

保全活動を開始した。平成 14 年度からは、「棚田オーナー制度」を取り入れ、海水浴場や

温泉施設など周辺観光施設との連携も図りながら集客活動を行っている。 
開始当初 60 組だった会員数は平成 20 年度には 100 組を超え、その７割が首都圏から来

訪している。田植えや収穫時には、オーナーが家族・友人を連れて訪れ、一度に 300～400
名が参加し、その参加の８割近くが近隣に、またその半分は石部地区に宿泊している。 

平成 15年度からは、富士常葉大学の学生が農業体験に訪れ、当初３名ほど年に１～２回

の活動だったが、現在では一度に 50名程が参加して、畦切り、穴埋め、草刈などを行って

おり、活動回数も年に４～５回になるなど、今では地域の強力な助っ人となっている。 
また静岡県が推進している「一社一村しずおか運動」として県内の企業やボランティア

団体の７団体が継続的に活動に参加している。平成 18 年度からは大手製薬会社のＣＳＲ活

動を受け入れており、その他にも環境ＮＰＯの作業支援や助成金の交付など行っている。 
集客の工夫のため、棚田景観を美しくするために古代米を作付けしているほか、収穫し

た赤米・黒米を活用し、地元商工会や県内企業と焼酎「百姓一揆」を開発し販売し、１本

あたり 15 円を棚田保全活動費として寄付されるようにしている。 
平成 11 年の活動開始以来、現在までに 4.2ha の棚田が復活、学生、企業、ＮＰＯなど年

間約 2000 人が訪れており、様々な主体が参加して交流を図っている。また地元組織・企業

と連携を図り、商品開発による自己財源の確保、また棚田イベントでの集客による周辺観

光施設への効果など、手作業による棚田保全活動を通じて、取り組みに広がりがある点が

評価された。 
 

 



オーライ！ニッポン大賞 

団体名：農業法人株式会社秋津野  

都道府県・市町村名：和歌山県田辺市  

応募部門：農山漁村イキイキ実践部門 

 
● 概要 

秋津野の地域づくりの原点は、昭和 32年に旧上秋

津村所有の 700ha にも及ぶ村有財産を守ろうと、所

有権を移すために設立した県内初の社団法人上秋津

愛郷会の結成から始まっている。1980 年代半ばには、

地域の都市・混住化が進展してきたことから、これ

からの地域のあり方を考えるため、平成 6 年に「秋

津野塾」を設立。地域の全ての団体が加盟し、全住

民の幅広い合意形成の場として、各団体が連携・共同しながら「地域力」を高めることを

目標に、農業生産や生活基盤の整備、担い手の育成、地域文化の伝承など、コミュニティ

と経済活動を一体化させた取り組みを実践した。 
その後も地域の環境変化に対応すべく、和歌山大学との協働により、住民へのアンケー

トやヒヤリング調査等から、今後 10 年間の基本方針をまとめた「上秋津マスタープラン」

を策定。多様な主体との連携を図りながら、地域が自立し、住民主体の地域づくりの実践

を目指し、平成 11 年に開催した「南紀熊野体験博」を契機に、自分達の作ったものを直接

消費者へ届けたいという思いを形にし、地域住民の自主的な活動拠点施設として、農産物

直売所「きてら」を開設。平成 16 年には規格外のみかんを果汁ジュースとして商品化しよ

うと、１人 50 万円を出資し、2500 万円を投資して、農産物加工施設を設置するとともに、

「俺ん家ジュース倶楽部」を結成。これらの背景には、地域づくりは経済面も伴わなけれ

ば長続きしないという考えがあり、平成 21 年現在、「きてら」への出荷登録者は 270 人、

売り場面積 20 坪で、１億 1500 万円の売上高となっており、収入源の確保、兼業・高齢農

家の出荷先確保、就業機会の創出などに繋がっている。 
平成 14 年、地元木造小学校の移転を契機に、これを活用して農とグリーン・ツーリズム

を活かした地域づくりの拠点として活用することとし、地域内外から出資を募り、平成 19
年に地域づくり会社「農業法人 株式会社秋津野」を設立し、レストラン、宿泊施設、市

民農園等の事業に取り組んでいる。地域の女性約 30 名で運営するバイキング形式の農家レ

ストラン「みかん畑」は、地産地消・地元食材にこだわり、オープンから１年で４万人を

超える利用者で賑わっている。滞在型宿泊施設「秋津野ガルテン」は、32 人が収容でき、

各部屋にトイレ、浴室、キッチン、冷蔵庫など整備。その他に、みかんの樹オーナー制度、

農作業体験・加工体験などを実施しており、利用者の増大を図っている。また、これまで

進めてきた地域づくりの情報やノウハウを普遍化・一般化するとともに、次世代の後継者

に引き継いでいくため、「秋津野地域づくり学校」を開設している。 
これまでの地域づくりの歩みから、年間 11 万人の交流人口を創出。地域の雇用にも貢献

しており、パートも含め、約 70 人が働いている。その他、直売所や体験料金収入などから

農家収益も確保されてきており、地域の経済にも貢献。地域資源を活かし、自主財源を確

保するなど、他の模範とすべきコミュニティ・ビジネスの事例として評価された。 

 



オーライ！ニッポン審査委員会長賞 

団体名：かみなか農楽舎  

都道府県・市町村名：福井県若狭町 

応募部門：農山漁村イキイキ実践部門 

 

● 概要 

かみなか農楽舎は、平成 13年 10 月に旧上中町、企業、地

元住民等が出資して設立され、都市の若者の就農・定住を促

進し、集落を活性化することを大きな目標とし、地域のリーダーとなる若者の人材育成を

行うため、新規就農を希望する若者の研修の受け入れを行っており、各種取組により、若

狭町を舞台に、都市と農村を結ぶ活力再生のネットワーク事業を展開している。 

研修期間は２年間で、１年目は５万円、２年目は７万円の研修手当を支給、若狭町農村

総合公園内にあるコミュニティ施設で共同生活を送りながら、地元の指導者により、農作

業の基本を学ぶとともに、農業簿記、機械のメンテナンス、機械の免許、加工技術、営業

販売のノウハウなど、卒業と同時に農業者として自立できるような年間カリキュラムが組

まれている。 

また、新規就農をするには、集落での暮らしや地元住民との人付き合いは欠かせないと

のことから、地域の総出（掃除）、夏祭り、地区運動会への参加だけでなく、結婚式や葬式

へも参列するなど、集落自治活動に参加することも研修の一つとして制度化している。 

このような取組を継続的な事業にするため、農業公社を通じて借り受けている 23haの水

田で生産した米を、ＪＡ出荷やインターネットで直売したり、人材や自然・文化を活かし

た体験活動も企画運営し、年間延べ約 3，000 人が訪れる収益事業にするなど、農業生産法

人としての経営にも努力している。 

研修を終えた卒業生には、地元の担い手農家を世話人として紹介するほか、空き家や農

地を斡旋。福井県の「新規就農サポート制度」等を活用しながら、農業者としての自立を

サポートしている。その結果、平成 21年度現在で、卒業生 24名。うち家族を含むと 36名

が町内に定住している。そのうち 13 名が新規就農し、160ha の農地を耕作するなど、旧上

中町の１割以上は農楽舎やその卒業生がカバーしている。 

全国的に後継者不足が課題とする中、行政・企業・地元が資金面・人材面でサポートし、

地域に根ざす農業後継者育成の取り組みは、他の模範となるもので、継続的な取り組みに

より、若者が地域に定着しており、地域の担い手として期待できる点が評価された。 

 



オーライ！ニッポン審査委員会長賞 

団体名：特定非営利活動法人 ふるさと応援隊  

都道府県・市町村名：兵庫県南あわじ市 

応募部門：農山漁村イキイキ実践部門 

 

● 概要 

ふるさと応援隊は、淡路島の海に面していない純農村部をフ

ィールドに、過疎・高齢化による地域の様々な課題の解決策の

１つとして、人的な援農による都市住民のマンパワーが地域で

交流することで、期待する活性化が図られると考え、農村ボランティアの受入、企業農園

サポート、就農の支援など様々な農村・都市交流事業（企画・運営・情報提供・受入体制

の整備）を実践している。 

活動拠点施設である「薫陶の郷」は、住民から提供された古民家を直接借り受けて整備。

交流事業以外にも、地域住民の寄り合いや子どもの学習発表会場等にも利用されている。 

具体的な取組としては、兵庫県「みどり公社楽農生活センター」登録の農村ボランティ

アの受入を行っており、ボランティアに来る人のライフスタイル実現をサポートしている。 

また耕作放棄された農地を復興し、２つの市民農園を開設。市民農園「薫陶の郷」は、

主に一般の都市住民に貸し出し、交流拠点施設「薫陶の郷」と一帯となった利用形態によ

り、クラインガルテン的な利用が可能である。市民農園「しづおり」は、利用面積がやや

大きい区画で、企業農園として提供している。現在、マイカルユニオン（組合員 22，000

名）が、社会貢献・スローライフ体験施設として利用契約しており、多くの組合員が訪れ、

多種多様なマンパワーが地域活性化の後押しになっている。さらにマイカルユニオンでは、

隣接地に宿泊研修施設を建設中であるなど、さらなる交流が期待されている。 

農村ボランティアや市民農園の開設などを通じて、田舎暮らしや就農を希望者が出現し、

農村塾などの情報提供や、移住・仕事・農地など受入に必要な生活サポートを行い、現在、

６組が定住。また、移住新規就農者で有機農産物生産販売グループ「オーガニック淡路島」

を結成し、都市部で行われるイベントへ出店。現在、新たに古民家を借り受け、独自の新

規就農研修施設（３名が居住できる部屋と研修室）を開設するなど、全国の共通の悩みで

ある耕作放棄地や空き家対策に正面から取り組み、企業やボランティアなど地域外との連

携により、地域に新しい風を吹き込んでいる点が評価された。 

 



オーライ！ニッポン審査委員会長賞 

団体名：黒潮カツオ体験隊 

都道府県・市町村名：高知県黒潮町 

応募部門：農山漁村イキイキ実践部門 

 
●概要 

黒潮町佐賀地区では、高知県下ナンバーワンの水揚量を

誇る新鮮なカツオを活かし、昔ながらの「カツオのワラ焼

きタタキ作り」体験を中心とした交流事業を展開している。 
平成 12 年に、旧佐賀町漁協女性部が、県の事業に企画提案したことをきっかけに、平成

13 年に農協や商工会の女性部も巻き込んだ「黒潮カツオ体験隊」を結成し、修学旅行等を

中心とした体験を受け入れている。「カツオのワラ焼きタタキ作り体験」は高知県内でも比

較的メジャーな体験メニューではあるが、佐賀地区では、本事業に賛同する６０名以上の

メンバーと、平成 15 年度に開館した「カツオふれあいセンター黒潮一番館」により、一度

に２００人を超す参加者を受け入れる事が可能である。インストラクターは全て、地区内

に住んでいる漁業を引退した人や現役漁師の妻などが従事しており、本物の漁師との交流

が訪れる人の心を掴み、「土佐佐賀のカツオはひと味違う」と評判が高い。平成 18 年 5 月

には、宿泊を希望する声をきっかけに、高知県初漁家民宿を開業。平成 21年 5月には８件

の漁家民宿が営業しており、平成 20年度から合計で１００名近くの小学生を受け入れてい

る。 
平成 13年から始まった交流事業は、地域資源を活用した新たな体験メニュー開発に発展。

昭和 60 年代に製造が復活した天日塩を用いた「天日塩作り体験」、また海洋レジャーや疑

似餌「かぶら」作りなどを提供する、若い漁業者が中心となったグループ「遊海」が立ち

上がるなど、カツオのワラ焼きという素朴な地域の資源を商品化し、その交流を核に地域

の新しい産業として貢献しているとともに、地域内の住民同士の交流が深まり、地域資源

の魅力再発に繋がるなど「地域全員がひとつの船の乗組員」であるかのような風通しの良

い人間関係がさらに活動を推進している点が評価された。 

 



オーライ！ニッポン審査委員会長賞 

団体名：柳谷自治公民館 

都道府県・市町村名：鹿児島県鹿屋市 

応募部門：農山漁村イキイキ実践部門 

 

● 概要 

平成 8 年に柳谷公民館長に就任した豊重哲郎氏を中心

に、地域づくりの活力源は「人」であることを信念に、「行

政に頼らないむらづくり」を実践している。 

まず、人を動かすには感動と感謝であるとのことから、毎朝流す集落の有線放送に着目

し、母の日に都会で暮らす娘から集落に住む母へのメッセージを放送。この感動が集落の

仲間意識を高め、現在も柳谷高校生クラブが母の日、父の日、敬老の日の朝に朗読を続け

ている。 

また、「集落の 1人 1人がレギュラー」として地域再生に取り組んでいる、平成 10年に、

雑草で覆われたデンプン工場跡地（20a）を集落総出で再生し、「わくわく運動公園」を建

設。平成 11 年からは収益事業に着手し、地域の有志から遊休農地（30a）を借り受け、集

落営農として高校生クラブによるサツマイモ栽培を開始。大人達も仲間に加わり、生産活

動は年々拡大。平成 2年には１ha、収益金は 80万円となり、重要な集落の自主財源となっ

ている。 

平成 12年には、長年の悩みであった家畜の排便悪臭対策解消を目的に土着菌製造を開始。

平成 14年には、自主財源で土着菌センターを建設して、年間約３万㎏の土着菌を製造・販

売し、約 200万円を売り上げている。平成 16年には、土着菌で栽培されたサツマイモを原

料とした焼酎「やねだん」を開発。集落プライベートブランド商品として販売し、今では

韓国まで販売網を伸ばしている。収益事業の取り組みにより、平成 18年には自主財源の余

剰金を集落全 122 世帯に 1 万円のボーナスとして還元。その他、高齢者宅への緊急警報装

置の設置、シルバーカート貸与、小中学生の基礎学力をチェックする「寺子屋」を週１回

開講する講師代等にあてている。また、本物の芸術家を迎え入れようと集落内にある古民

家を「迎賓館」と名付け、県内外から７人の芸術家が移住。地域のボランティアに参加し、

社会貢献に努めて貰うこととし、地元中学生全員が芸術家と交流する取り組みを行ってい

る。さらに迎賓館８号館も完成し、就農を希望するＩターン者のための寄宿舎として活用

する予定。平成 19 年からは、毎年５月と 11 月に、地域リーダー養成を目的に「やねだん

故郷創世塾」を３泊４日で開講しており、これまでに全国に 96人の卒業生を生んでいるな

ど、補助金に頼らず、集落ぐるみで取り組む地域活性化活動が評価された。 

 



オーライ！ニッポン審査委員会長賞 

団体名：有限会社 やんばる自然塾 

都道府県・市町村名：沖縄県東村 

応募部門：農山漁村イキイキ実践部門 

 

● 概要 

やんばる自然塾は、代表を務める島袋徳和氏が平成 7年に

区長に就任した際、やんばるの地域おこしは何が出来るか、

前向きに話し合う場として「夢づくり２１委員会」を設立

したことから始まっている。当時、地域おこしに前向きな８名を中心に、「とにかくホラを

ふこう」と２年間議論と視察を実施。その結果、豊かな自然だけでは人は来ないこと、周

辺施設の整備や、立入可・立入禁止区域を明確にした遊歩道の整備など、自然との調和に

よる観光の必要性を学ぶ中で、まずは地域を巻き込もうと、区主催でワークショップを年

６～７回ほど開催。 

地域の将来像を見据えて、地域内の点検活動など具体的な話し合いを行う中で、地域色

が強く使いづらかった運動場を、観光客でも遊べる運動公園に改築。これを区長任期の締

めくくりとするはずが、周囲から地域づくり活動の継続を懇願され、「やんばる自然塾」を

設立することとなった。 

地域が主体でないと地域の自然や環境は守れないこと、また豊かな環境なくしては、活

動の継続性が担保できないことから、自然と環境に配慮しつつ、リピーターを創造するも

てなしやエンターテイメント的な要素を盛り込んだ、地元目線での体験メニューの開発・

提供を行っている。地元農家や主婦を講師に招いて報酬を払う、手数料無しで地元のお弁

当屋さんに発注する、観光スポットを無料で紹介すること等で、地域と連携を実現。環境

保全から自然の許容範囲を見定めて観光客の制限し、平成 16年から、体験費と一緒に環境

協力金を預かる仕組みを導入し、20 年度分として 230 万円を行政へ環境保全活動基金とし

て寄附している。 

また観光ガイドには、半年以上の研修とＯＪＴを実施し、魅力ある志高いガイドを育成。

参加者アンケートによる改善を行うことで参加者からの高い満足度を得ている。 

今後は、この形を他地域にも展開し、地域貢献から社会貢献に繋げることを目標にする

など、他地域の模範的活動となるべく事例として評価された。 

 



 

オーライ！ニッポンライフスタイル賞 

個人名：田村義夫＆えり子 

都道府県・市町村名：青森県弘前市 

 
● 概要 
田村義夫さんは東京都生まれ、長野県のスキー場のアル

バイト中にえり子さんと出逢い、以前より夢だったレス

トラン開業を実現するために、昭和 54 年にえり子さん

の実家である弘前市（旧岩木町）へ移住。りんご農家や遊漁場食堂の従業員として、また

えり子さんは小・中学校等の教諭に勤務し、昭和 57 年に自宅とレストラン開業に向けた土

地を購入。その後、建設許可や資金調達に時間を要し、昭和 62 年に自宅兼ペンション「カ

ルフール」を開業し、自家栽培のハーブと野菜・果物、自然の湧き水で育ったニジマス等

を使った創作西洋料理を提供して好評を得ている。 
平成 7 年には農林漁業体験民宿の青森県第１号登録者となり、農業の合間に宿泊と地場

産品を提供する農家レストラン経営に変化。平成 12 年からは、子ども夏休み教室や修学旅

行の農作業体験、小中高校の食農教育等の受入が増えたことから、平成 13 年に津軽広域地

域の農業者で連携し、体験施設と人材ネットワークによる受入体制を整え、「つがる里山体

験塾」を組織し、情報受発信サテライト機能の充実を図りながら交流事業を展開している。

平成 14 年度には、広域連携津軽・ホットステイネットワークを設立。初代会長として、安

全対策や体験メニューの充実を図り、１校２６０名のファームステイの受入を可能にする

など、地域のリーダーとなり、積極的にグリーン・ツーリズムを推進している。 
今後は、りんごを丸ごと利用した雪国ならではのエコ活動とグリーン・ツーリズムを

結びつけ、冬時期でも農家が家に居ながらにして経費をかけず、楽しく経営と生活を営む

ことが出来るような取り組みの実現を目標に取り組んでいる。 
 
 
 

 



 

オーライ！ニッポンライフスタイル賞 
個人名：見永 豊子 

都道府県・市町村名：広島県神石高原町 

 
● 概要 

神石高原町永野地区は、人口 240 名、87 世帯、高齢化

率 47％の集落であり、地域づくり活動を行う地域自治組織

「ながの村自治振興会」を組織している。また永野地区では、平成 13 年に地元永野小学校

が休校することを受け、自治組織の活動拠点として、また都市住民との交流の拠点として、

宿泊機能を整備した「ふれあいセンターながの村」をオープン。地域の世話役として活躍

する「村長」を全国から募集したり、永野地区内にある断崖絶壁の渓谷「下帝釈峡」を活

用し、ながの村全世帯とロッククライマーが公園整備や道路脇の草刈りなど清掃活動を通

じた交流事業を行うなど、集落が一体となった積極的な地域づくりを実践している。 
見永豊子さんは、永野地区の住民で現在 78歳。集落維持への危機感を持つ住民の 1人で、

自治組織活動には積極的に参加している。外国人研修生の受入に参加し、自分の畑で採れ

た野菜等の提供や、交流施設の草刈り、清掃ボランティアにも参加している。 
見永さんの自宅には、毎年５月にフクロウのヒナが訪れることで、地域でも有名である。

平成３年５月、仕事から帰宅すると玄関の納戸にネコと仲良く座るフクロウのヒナの姿が

訪れて以来、「一人暮らしの私に幸運を運ぶフクロウ（不苦労）」と思い、２週間ほど世話

をし、森へ放す営みを１９年間続けている。そのことが地元メディアを中心に大きく報道

され、地域資源の１つとして多くの人が訪れることのきっかけに繋がっている。 
フクロウの訪れる幸福を独り占めしない方が良いと考える反面、人間と野生動物の共生

との観点から自然の営みを決して壊したくないという思いから、ふれあいセンターながの

村が見学者との間に入り、調整を行うなどの配慮を行っている。 

 



 

オーライ！ニッポンライフスタイル賞 
個人名：金子 数栄 

都道府県・市町村：長崎県長崎市 

 
● 概要 

金子数栄氏は東京都出身の６７歳。ゴルフ雑誌の編集長を

歴任し、平成６年に退社。高校、大学と山岳部に所属し、ま

たトライアスロンで訪れた土地の生活を感じるうちに、自然

の中で暮らしたいと思い立ち、妻君子さんに相談。小さい頃

から自家栽培の経験があった君子さんはすぐに賛成。３人の子どもが社会人になったこと

をきっかけに、情報収集や、各地に足を運ぶ中で、町が熱心に動いてくれた旧琴浦町に、

退職金等を元手に土地を購入し、琴浦町第一号のＩターン者として移住。新規就農者とし

て農業を始め、４年をかけて漁業権を得て、現在は、半農半漁の自給自足の田舎暮らしを

実践している。 
その様子は、多くのテレビ番組（全国放送）や、雑誌・書籍で紹介されると、全国から

田舎暮らしを希望する人が殺到する中で、ホームページ「田舎暮らし狂想曲」や大学等で

の講師、また電子ブック「田舎暮らしの鉄人」等により、実体験体を元にした田舎暮らし

の様子を広く情報発信している。 
平成 20 年には、町内の有志と「長崎琴浦グリーンツーリズム研究会」を設立すると共に、

体験民宿「鉄人の宿・金子農園」を開業し、これまで以上に親身に、田舎暮らしを希望す

る人を応援している。 
移住するにあたって、「頼まれたことは何でも断らずにやろう」と決め、地域の行事にも

積極的に参加。町民代表としての様々な活動の委員へ就任し、区長へも選出。君子さんも、

きんかい味彩市（直売所）や加工グループ「まんま」の理事を始め、様々な地域活動の役

員として参加してり、地域のリーダー的存在である。半農半漁、地域活動に多忙な中でも、

四季の移ろいを体全体で感じ、田舎の温かさに包まれる生活は、「きついけど、つらくない」。

さらに田舎暮らしを充実させながら、今後は子どもや若者が明るく元気になる場所づくり

を目標に、これからも心が豊かになる暮らしがあることを伝えている。 

 



 

オーライ！ニッポンライフスタイル賞 
個人名：鷲頭 栄治 

都道府県・市町村名：大分県九重町 

 

● 概要と講評 
鷲頭栄治さんは、昭和 26 年に農家の長男として生まれ、

高校卒業と同時に就農して以来、専業農家として水田

（10ha）と酪農（親牛 100 頭）を営んでいる。そして、

家族がそれぞれの役割を持ち、鷲頭さん夫婦と長男は農業、

両親は椎茸づくり、長女・次女は農家レストランの経営、長男のお嫁さんは子育てと家事

を担当し、お互いが忙しい時は、労働を補いながら、家族が一緒に賑やかに暮らしている。 
平成 16 年に、子ども達や都会の人たちへ大自然の営みを体験してもらいたいと、農家民

宿の許可を受けて本格的な受入を開始。また、自分の育てた安全安心な肥育牛の牛肉や米

を直接消費者に届けたいと、平成 15 年に開業した念願の「農家レストランべべんこ」とと

もに、生産者と消費者との交流を図っている。 
毎年４月第二週末には「べべんこ誕生祭」を開催。牛乳消費拡大に繋がればと、農泊時

に子ども達に乳搾り体験を提供する酪農家に参加してもらったり、母校である農業高校の

生徒自らが作った野菜や加工品等を販売したり、長男の農業青年部仲間が野菜や加工品を

持ち寄ったりと、様々な主体が参加するお祭りになっている。また、後継者育成にも取り

組んでおり、地元農業高校を始め、他県の農業大学生や高校生などの研修や実習を積極的

に受け入れている。 
18ha ある草の収穫期に農泊の受入が重なるなど、農業と農泊受入の両立には工夫が必要

ではあるが、忙しければ忙しいなりの農家の生活体験を子ども達に提供し、より深い理解

に繋げている。農家レストランにおいても、近所の主婦に応援を頼んで人手不足をカバー

するなど、経営にも工夫を行っている。今後は、農家レストランで使用する牛肉を 100％自

家肥育牛に近づけること、牛 50 頭増頭、自家製加工品（コロッケ・米・ブルーベリージャ

ムなど）の通信販売など、家族が一丸となって６次産業化に向けて取り組んでいる。 

 



連携表彰事業からの推薦事例 

オーライ！ニッポン フレンドシップ大賞 

団体名：遅筆堂文庫生活者大学校 

都道府県・市町村：山形県川西町 

 
●概要 

川西町は、山形県南部の置賜地方のほぼ中心に

位置し、人口１万 9000 人のお米と米沢牛の生産

地で、明治初期にイギリスの女性旅行家イザベ

ラ・バードが書き記した『日本奥地紀行』にお

いて、当時の川西町を訪れたときのことを「ア

ジアのアルカディア（桃源郷）」と賞賛したほど

に美しい農村景観が広がる地域である。 
遅筆堂文庫生活者大学校の取り組みは、川西町

出身の作家・劇作家の井上ひさし氏に講演会の

依頼をしたことから始まる。昭和 57 年に、当地で講演を行った井上氏から、小松地区に劇

場を創りたいとの申し出があり、その計画は実現されなかったが、昭和 58 年に井上氏が劇

団「こまつ座」を立ちあげ、山形で公演を開始。井上氏との交流がさらに深まる中で、図

書館を作りたいという川西町の青年たちの思いを形にしようと、井上氏が所有する７万冊

の蔵書が川西町農村環境改善センター２階に運ばれ、井上ひさし氏の雅号を付けた「遅筆

堂文庫」が誕生。年間 5,000 冊ペースで増えており、現在 22 万冊の蔵書を誇る。 
本文庫の校長は井上氏、教頭は山下惣一氏が務め、生活者の視点から農業を学ぼうと「生

活者大学校」を開校。講師は、ヘンリー・クリーガー氏（アメリカ）やロジャー・パルバ

ース氏（オーストラリア）など国内外から招き、年に１回のペースで、全国から受講者を

募集し、毎年 200 人以上の参加者が、川西町に滞在している。これまで 22 年間で参加者は

延べ 5487 人になり、生活者大学校の取り組みは、地域内外に刺激を与えており、定住をす

る人が出てきたり、福島県、神奈川県へ生活者大学校分校の動きへと繋がっている。 
また、毎年受入を行う中で、川西町グリーンツーリズム研究会が誕生。地元食材を活用し

た食事の提供や、受講者の受入など、活動のサポートを行っている。 
平成 6 年に、井上氏と青年達の念願だった演劇専門のホールと遅筆堂文庫が入る複合施設

「川西町フレンドリープラザ」が誕生。また平成 20 年には、地元の洋菓子・パン製造会社

が出資し、山形市内にホール機能を持った「遅筆堂文庫山形館」（３万冊）が完成している。 
井上氏の出逢いにより生まれた図書館を核に、生活者大学校という交流事業に取り組み、

地道な活動がさまざまな効果を生んでいる。（「ＪＴＢ交流文化賞」株式会社ジェイティビ

ーよりご推薦） 

 



連携表彰事業からの推薦事例 

オーライ！ニッポン フレンドシップ賞 

団体名：置賜 MOTTAINAI プロジェクトチーム（置賜農業高等学校内） 

都道府県・市町村名：山形県川西町 

 
●概要 

山形県立置賜農業高校では、畜産農家への支援と

地球温暖化防止及び環境保全の取り組みを行うた

め、ワインの絞りかすに着目し、リサイクル飼料

と家畜への供給により、食品加工廃棄物を減らす

「MOTTAINAI プロジェクト」を平成 18 年度か

ら開始。 
置賜地域において、年間 3000 トンの食品産業廃

棄物が排出。腐敗過程で、１トンあたり 154 ㎏の

メタンガスが発生し、約 3.2 トンの CO2 を排出し

ていることから、リサイクル飼料を製造すること

で、食品加工業者から出される残さを家畜の飼料として給与、その家畜から排出された堆

肥を農地に還元し、その農地から生産された野菜等を食品加工原料として利用することで、

食品残さの減量化に取り組み、資源循環によるゼロエミッションを実現し、地球温暖化防

止の意識高揚と併せて、地元畜産業の活性化に貢献することを目標に取り組んでいる。 
特に、やまがた地鶏については、エコロジーな飼育法や残さが有する機能性物質の効果

によって、生産増や飼育羽数の増大を実現する販路拡大を目指し、東京都内に在住する同

窓生や山形県人会を通じてマーケティング活動を行った結果、「肉質の良さはもとより、環

境に配慮した飼育法と高校生の取り組みにブランド力を感じる」との評価から、一流料亭

への出荷が実現。また、科学的な分析調査により、うま味成分「オレイン酸」が多く含む

ことが証明されており、現在、この地鶏を「ワイン DOLLY」と名付け、商標登録を申請中

である。 
食品産業、農家、産廃業者、行政と農業高校が一体となった取り組みは、先進的な取り

組みとして、シンポジウムでの事例発表やメディアへの掲載など、注目をあびている。 
また、地元の小学校には出前授業を、中学校には講演・プレゼンテーションを実施。終了

後のアンケートでは、100％近い児童・生徒が環境活動に取り組みたいと答えており、地域

の環境教育にも貢献。小中学生を対象に、「やろうと思えば出来ること」をテーマとしたワ

ークショップも開催するなど、子ども達の環境や農業への理解に繋がっている。 
この取り組みは、全校的に発展し、環境学習の有識者を招いた講座を４回開催、また、

廃食油を原料としたバイオディーゼル製造を行うなど、教育活動として進展している。 
（「コカ・コーラ環境教育賞」財団法人コカ・コーラ環境教育財団よりご推薦。） 
 

 



連携表彰事業からの推薦事例 

オーライ！ニッポン フレンドシップ賞 

団体名：特定非営利活動法人 生活工房 つばさ・游 

都道府県・市町村名：埼玉県小川町 

 
●概要 

生活工房「つばさ・游」は、この町をもっと知りた

いという思いから、「生活」に視点をおいた地域情報

紙「おがわまちマップ」の発行を行いたいと、小川

町在住の主婦３名が 10 万円ずつ出資し、平成 12 年

11 月に設立。特に有機農業を基盤とした地産地消活

動を通じて消費者と農業者をつなぎ、顔と顔の見え

る、市民が共生するネットワークを構築することを

通じて、小川町に暮らすことが愉しくなる、「小川町

民幸福度」を高めることを目指して活動している。 
小川町は首都圏から電車で 70 分、人口３万 4000 人の周囲を山に囲まれた風情ある「小

京都」と呼ばれる里山で、自然を活かした有機農業の里として有名である。その有機農業

の草分け的存在である「霜里農場」では、30 年間にわたり国内外から 100 名を超える研修

生を受け入れ後継者育成に尽力。現在、町内には 31 軒（うち 29 軒が移住農家）の有機農

家が、町内農地の約５％を超える農地で有機農業を営んでいる。また、1300 年以前から伝

わる手漉き和紙の技術を受け継ぐ職人の生業や酒蔵が残るなど、地域の文化も色濃く残る

地域である。 
生活工房「つばさ・游」では、ジェンダーと環境の視点で「おがわまちマップ」を通じ

て、小川町の資源や環境を活かした持続可能な地域社会の実現につながる取り組みを提案

するとともに、実践活動を通じて、その実現につなげている。 
資源循環農業を実践する「霧里農場」の見学会では平均 50 名以上が参加し、その他個別

の視察や見学などを合わせると、10 年間で 1 万人以上の参加者を得ている。また、有機無

農薬栽培の在来大豆を利用し、地元の豆腐屋さんと協働による地産地消商品「ぴっかり豆

腐」を企画し、豆腐店の売上げに貢献している。平成 21 年には、消費者に小川町の農産物

の美味しさを直接届けるため、市民と農家が協働して、日替わりシェフのコミュニティレ

ストラン＆カフェ「ベリカフェつばさ・游」をオープン。各曜日担当者７名が従事し、手

伝いを含めると 40 名以上が参加しており、女性の就労の場、生きがいの場、また市民の溜

まり場として活用されている。 
また 60 周年を迎えた七夕まつりを手漉き和紙で飾り、終了後は再利用するなど、手漉き

和紙の需要とゴミの減量化に貢献。また和紙の魅力に惹かれて地域や都市住民、都市部大

学生、高校生までが協働して七夕飾りを制作する。この取り組みをきっかけに、和紙の原

料である楮の地元栽培が始まったり、都市部企業のＣＳＲ活動との連携を図るなど、これ

までの実績により、どんどん活動の幅が広がっている。 
（「市民が創る環境のまち“元気大賞”」特定非営利活動法人 持続可能な社会をつくる元

気ネットよりご推薦。） 

 



連携表彰事業からの推薦事例 

オーライ！ニッポン フレンドシップ賞 

団体名：神奈川県三浦市 

    株式会社三浦市の営業戦略「みうらシティ・セールス・プロモーション」 

 
●概要 

神奈川県東部、三浦半島の南端に位置する三浦

市は、遠洋漁業を中心に農業・観光を基幹産業と

して都市を形成してきたが、近年、地理的・財政

的に逼迫した状況にあり、都市基盤整備も遅れる

など、多くの課題を抱えていたことから、平成 13
年に「第 4 次三浦市総合計画」の大きな柱として、

三浦を訪れる人・企業・モノ・情報を、おもてな

しの心をもってお迎えする「もてなし政策」と、

それを具現化する施策として「みうらシティ・セ

ールスプロモーション」を掲げ、平成 18 年度から

は、現市長により、「株式会社三浦市」のコンセプトが打ち出され、「みうらスタイル・プ

ロジェクト事業」を展開している。 
本プロジェクトは、「あらゆるところに“まち”を売る営業活動」で、新規性・独創性・

発展性の高い事業を考え、実践しながら積極的に推進を行っている。明治大学との官学連

携、千代田区との連携による「三浦市東京支店事業」、ＮＰＯ法人みうら映画舎との官民協

働による「フィルム・コミッション推進事業」、Ｊリーグクラブやプロ野球球団との連携、

川崎競馬組合との協働による地場産品消費拡大推進事業、旅行代理店とタイアップした観

光誘客宣伝事業や教育旅行の誘致など、従来型の自治体では模倣できない施策として、全

国から注目されている。 
特に三浦市ブランドの食のコンテンツを活用したイベントや、三崎まぐろ拉麺、まぐろ

ソースカツ丼など新しい食の開発などにより、三崎朝一や産直センター「うらり」を中心

に、年間 170 万人が訪れている。フィルム・コミッション事業では、平成 19 年度年間 130
本、320 日を超える撮影が行われ、シャッター通りと貸した商店街に「ロケギャラリーＲ-
０」を開設し、新たな活性化の拠点として注目される。また観光客の誘客では、東北から

関西の旅行代理店を中心に、最大１日８社を回り、旅行代理店のニーズを蓄積・分析する

ことで、地域資源を商品化する手法を検討し、地元料理店との協働による、斬新なメニュ

ー開発を行うなど、観光の目玉商品づくりを行っている。平成 19 年度には、旅行会社によ

るツアーが年間 17 本催行され、1000 名を超える観光客を誘致。平成 21 年度から教育旅行

にも取り組み、兵庫県、愛知県、埼玉県、神奈川県から４校延べ 396 名を受け入れ、平成

23 年度の予約がすでに 300 名に近づき、増加が見込まれるなど、官民が一体となり、市を

上げて取り組む事業により、地域への社会的・経済的効果が広がっている。 
（「優秀観光地づくり賞」社団法人日本観光協会よりご推薦。） 
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