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平成20年7月14日
都道府県 市町村名 地域協議会名
農林水産本省
北海道 旭川市 西神楽地域振興協議会

北海道
留萌市、増毛町、小
平町

オロロン菜の花協議会(仮称)

北海道 三笠市 三笠クラスター協議会(仮称)
北海道 根室市 根室インバウンドグリーンツーリズム推進協議会(仮称)
北海道 富良野市 ふらの麓郷地域協議会

北海道 登別市 登別・農
みのり

－漁
いざり

－湯
ゆあみ

・結節点協議会(仮称)
北海道 当別町 当別町田園文化創造協議会(仮称)
北海道 松前町 松前町ツーリズム推進協議会
北海道 江差町 古き良き江差の郷土づくり協議会(仮称)

北海道 黒松内町 黒松内町農山村
ふるさと

資源
たから

活用地域協議会
北海道 泊村 盃活性化地域協議会（仮称）
北海道 奈井江町 奈井江町地域力発掘支援協議会（仮称）
北海道 栗山町 栗山町ふるさと交流産業推進協議会（仮称）
北海道 東川町 東川町地域協議会（仮称）
北海道 美瑛町 農畜産物商品開発美瑛地域協議会（仮称）

北海道 中頓別町 敏音知
ぴんねしり

ふるさと地域力再生協議会（仮称）
北海道 興部町 食を考える協議会（仮称）
北海道 大空町 大空町の食と農を考える協議会（仮称）
北海道 豊浦町 豊浦町ふるさとづくり協議会（仮称）
北海道 むかわ町 むかわ町田園教育力再生協議会（仮称）
北海道 平取町 平取町地域資源活用再生協議会（仮称）
北海道 えりも町 えりも地域力発掘協議会（仮称）
北海道 鹿追町 鹿追町地域資源活用ふるさとづくり協議会（仮称）
北海道 新得町 新得町林地資源有効活用地域協議会（仮称）
北海道 浦幌町 うらほろスタイル推進地域協議会（仮称）
北海道 浜中町 浜中ふるさと再生協議会（仮称）
北海道 標茶町 標茶ふるさといきいき協議会（仮称）
北海道 弟子屈町 弟子屈町農山村振興協議会（仮称）

北海道 別海町 別海道
べっかいどう

協議会（仮称）
北海道 標津町 標津町地域協議会
東北農政局
青森県 鰺ヶ沢町 鰺ヶ沢町一ツ森地区活性化協議会
青森県 平川市 平川市尾上地域農家蔵保存利活用地域協議会

青森県
むつ市、大間町、東
通村、風間浦村、佐
井村、横浜町

下北半島ふるさと交流推進協議会（仮称）

青森県 外ヶ浜町 そとがはま米粉利活用地域協議会（仮称）
青森県 東通村、むつ市 下北ふるさと再生協議会（仮称）
青森県 黒石市 黒石児童自然体験協議会「まほろば学校」
岩手県 北上市 黒岩自治振興地域協議会（仮称）
岩手県 雫石町 南畑地域協議会（仮称）
岩手県 遠野市 遠野ふるさと体験協議会
岩手県 花巻市 高松第三行政区ふるさと地域協議会
岩手県 二戸市 足沢ふるさとづくり協議会（仮称）
岩手県 奥州市 獅子・蛍の舞う里　梁川地域協議会（仮称）
岩手県 北上市 故郷くちない地域協議会（仮称）
岩手県 花巻市、大船渡市 浮田・崎浜地域振興協議会（仮称）
岩手県 軽米町 円子地区創造地域協議会（仮称）
岩手県 一関市 骨寺村２１世紀フォーラム
岩手県 岩泉町 「おおかわむら」交流促進協議会（仮称）
岩手県 西和賀町 湯川地域活性化協議会（仮称）

岩手県
盛岡市、花巻市、平
泉町など

いわて民俗観光プロジェクト

岩手県 八幡平市 雲上の楽園再生協議会（仮称）

宮城県 気仙沼市 唐桑半島まちおこし協議会大漁満船
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

資源○
おたからまる

(仮称)
宮城県 栗原市 田園都市栗原地域協議会（仮称）

農山漁村
ふ る さ と

地域力発掘支援モデル事業　採択一覧



都道府県 市町村名 地域協議会名
宮城県 登米市 伊豆沼から超元気を発信する協議会（仮称）
宮城県 大衡村 産業交流協議会
宮城県 気仙沼市 気仙沼大島ヘルスツーリズム推進協議会（仮称）
宮城県 東松島市 東松島ふるさとづくり協議会（仮称）
宮城県 大崎市 大崎まつやま地域協議会（仮称）
秋田県 大仙市 大曲農都協議会（仮称）
秋田県 大仙市 みずほの里いきいきネット協議会（仮称）
秋田県 五城目町 杉沢地区活力再生協議会（仮称）
山形県 寒河江市 さがえ・結いの里づくり協議会（仮称）
山形県 村山市 山の内地域づくり協議会（仮称）
山形県 鶴岡市 鼠ヶ関地域協議会「蓬莱塾」（仮称）
山形県 白鷹町 深山郷地域協議会
山形県 最上町 最上町大堀地区活性化協議会（仮称）
山形県 新庄市 泉田むらおこし協議会
福島県 いわき市 川前地域協議会
福島県 福島市 あづまの里「荒井」づくり協議会（仮称）
福島県 喜多方市 スローライフ黒岩地域協議会（仮称）
福島県 喜多方市 喜多方市山都町地域協議会
福島県 天栄村 EIMY湯本地域協議会（仮称）
福島県 二本松市 二本松地域ふるさとづくり協議会
福島県 西会津町 出戸集落活性化推進協議会（仮称）
関東農政局
茨城県 石岡市 朝日ふれあいの郷体験協議会（仮称）
茨城県 下妻市 下妻地域ふるさと交流推進協議会（仮称）
茨城県 取手市 下高井地域振興協議会（仮称）
茨城県 つくば市 つくばふるさと地域力協議会（仮称）
茨城県 常陸大宮市 塩田ふるさと協議会（仮称）
茨城県 桜川市 大泉ふるさとづくり協議会（仮称）
茨城県 つくばみらい市 つくばみらい市都市農村交流協議会（仮称）
栃木県 宇都宮市 かわち故郷づくり協議会（仮称）
栃木県 茂木町 須藤地域活性化協議会
栃木県 塩谷町 船生地域づくり推進協議会（仮称）
栃木県 高根沢町 台新田地域協議会（仮称）
栃木県 那珂川町 那珂川町里山学校協議会（仮称）
群馬県 前橋市 棚田の里推進協議会（仮称）
群馬県 上野村 上野村自立活動推進協議会（仮称）
群馬県 嬬恋村 嬬恋村今井地区活性化協議会（仮称）
群馬県 板倉町 いたくら地域協議会（仮称）
埼玉県 秩父市 秩父市子ども農山村交流協議会（仮称）
埼玉県 秩父市 秩父カエデプロジェクト（仮称）
埼玉県 秩父市 栃谷ふるさとづくりの会（仮称）
埼玉県 鶴ヶ島市 高倉ふるさと協議会（仮称）
埼玉県 美里町 美里町彼岸花の里づくり協議会（仮称）
千葉県 船橋市 金杉谷津田アーバングリーンツーリズム協議会（仮称）
千葉県 茂原市 茂原市農村公園拠点型地域協議会（仮称）
千葉県 南房総市 花のふるさと千倉地域協議会（仮称）
千葉県 南房総市 和田地域ふるさとづくり協議会（仮称）
東京都 檜原村 東京ひのはら地域協議会（仮称）
山梨県 山梨市 やまなし地域協議会（仮称）
山梨県 大月市 大月市東部活性化地域協議会（仮称）
山梨県 韮崎市 穂坂町ふるさと協議会（仮称）
山梨県 南アルプス市 南アルプスふるさとづくり地域協議会（仮称）
山梨県 北杜市 台ヶ原区ふるさとづくり協議会（仮称）
山梨県 北杜市 増富地域再生地域協議会（仮称）
山梨県 笛吹市 芦川地域協議会
山梨県 増穂町 穂積活性化地域協議会（仮称）
山梨県 早川町 早川体験型観光推進協議会（仮称）
山梨県 道志村 道志村子ども農山漁村地域協議会
長野県 飯田市 ふるさと南信州飯田創生地域協議会（仮称）
長野県 小諸市 菱平地区グリーンツーリズム協議会（仮称）
長野県 伊那市 中尾歌舞伎村おこし地域協議会（仮称）
長野県 大町市 大町温泉郷周辺地域団体連携協議会（仮称）
長野県 高森町 高森町元気づくり協議会（仮称）
長野県 小布施町 信州おぶせ『はよんば隊』推進協議会
静岡県 浜松市 東四村地域協議会（仮称）



都道府県 市町村名 地域協議会名
静岡県 伊豆市 伊豆月ヶ瀬梅の里づくり協議会
静岡県 御前崎市 御前崎地区活性化地域協議会（仮称）
静岡県 芝川町 芝川食農体験交流協議会（仮称）
北陸農政局
新潟県 長岡市 長岡地域の伝統野菜普及促進協議会
新潟県 柏崎市 みんなのふるさと別俣協議会
新潟県 柏崎市 荻ノ島地域協議会
新潟県 十日町市 越後松之山里山保存協議会
新潟県 村上市 さんぽくごっつぉ物語協議会
新潟県 村上市 大須戸地区村づくり協議会

新潟県 上越市
上杉謙信公を慕う「青苧の会」の伝統産業再生とそれを支援する
地域協議会

新潟県 佐渡市 「越の松原・夕日の森整備」協議会
新潟県 佐渡市 小木三崎百年プロジェクト協議会
新潟県 津南町 上段地域推進協議会
富山県 富山市 越中八尾ふるさとづくり協議会
富山県 氷見市 氷見食とまつりの協議会
富山県 黒部市 黒部布施谷活性化推進協議会
富山県 南砺市 利賀地域ふるさとづくり協議会
富山県 南砺市 「麦屋の里づくり」協議会
富山県 南砺市 「まち・里・山を結ぶ」協議会
石川県 七尾市 七尾市西岸北湾地域協議会
石川県 珠洲市 珠洲西海地域協議会
石川県 珠洲市 すず山海郷再生地域協議会
石川県 加賀市 錦城東地域協議会
石川県 加賀市 加賀ひがしたに地域協議会
石川県 羽咋市 海彦・山彦地域協議会
石川県 白山市 白峰地域協議会
石川県 津幡町 河北潟ふるさとづくり協議会
石川県 宝達志水町 所司原　夢づくり推進協議会
石川県 能登町 小木地区壮青年協議会
石川県 能登町 春蘭の里広域ふるさとづくり地域協議会
福井県 福井市 花山地域協議会
福井県 福井市 槙山城下せせらぎ協議会
福井県 福井市 川西自然共生型農業推進協議会
福井県 鯖江市 鯖江継体の会
福井県 越前市 いまだて・農と手わざの郷づくり協議会
福井県 越前市 うららの町づくり振興協議会
東海農政局
岐阜県 高山市 荒城郷まほろば文化村推進協議会
岐阜県 郡上市 ふるさと白鳥地域協議会(仮称）
岐阜県 恵那市 農村景観日本一を守る会（仮称）
岐阜県 恵那市 上矢作空き家活用推進協議会（仮称）
岐阜県 揖斐川町 揖斐回廊の里づくり協議会（仮称） 
岐阜県 白川町 美濃しらかわ地域協議会（仮称）
愛知県 西尾市  ふるさとづくり福地地域協議会
愛知県 幡豆町 幡豆町農山漁村協議会（仮称）
三重県 伊賀市 伊賀市ふるさとづくり協議会（仮称）
三重県 大紀町 野原村元気づくり協議会（仮称）
三重県 紀北町 下河内の里山を守る会（仮称） 
三重県 尾鷲市 おわせ輪内地区まるごと振興協議会（仮称）
三重県 熊野市 花の窟活性化地域協議会（仮称）
近畿農政局
滋賀県 近江八幡市 水茎夢の郷委員会
滋賀県 近江八幡市 人なごむ奥嶋地域協議会（仮称）
滋賀県 高島市 針畑郷地域協議会
滋賀県 東近江市 愛の田園活性化協議会（仮称）
滋賀県 東近江市 東近江地域協議会（仮称）
滋賀県 米原市 あがいえけいよ懇話会(仮称)
滋賀県 日野町 日野菜プロジェクト委員会
滋賀県 日野町 三方よし！近江日野田舎体験推進協議会
滋賀県 多賀町 多賀そば地域協議会(仮称)
京都府 京都市 右京区京北・水尾・宕陰地域協議会（仮称）
京都府 綾部市 七不思議伝説の郷・志賀郷振興協議会（仮称）



都道府県 市町村名 地域協議会名
京都府 京丹後市 京丹後市農山漁村体験型旅行協議会（仮称）
京都府 和束町 和束町雇用促進協議会（仮称）
大阪府 河内長野市 河内長野市交流の郷づくり協議会(仮称)
兵庫県 三木市 里脇地域協議会
兵庫県 加西市 万願寺地域協議会
兵庫県 養父市 葛畑農村歌舞伎伝承会
兵庫県 丹波市 上久下恐竜の里づくり協議会
兵庫県 南あわじ市 伊加利ふるさと地域協議会
兵庫県 朝来市 よふど百笑村(仮称)
兵庫県 朝来市 大蔵地区ふるさとづくり協議会(仮称)
兵庫県 朝来市 多々良木地域協議会(仮称)
兵庫県 淡路市 久々野地域協議会(仮称)
兵庫県 宍粟市 斉木ええむらつくろ～協議会（仮称）
兵庫県 たつの市 ほんまにええとこ・新宮（仮称）
兵庫県 多可町 大河丘陵地域協議会
兵庫県 市川町 いちかわ地域協議会（仮称）
兵庫県 神河町 神河サロン地域協議会
兵庫県 佐用町 佐用町ふるさとづくり協議会
奈良県 葛城市 竹ノ内街道保存会
奈良県 御杖村 御杖村地域力発掘推進協議会（仮称）
奈良県 天川村 ふるさと天川の会運営協議会
和歌山県 有田市 有田みかんの里づくり協議会
和歌山県 由良町 「元気なゆら」町づくり協議会（仮称）
和歌山県 白浜町 椿地区住みよいふるさとづくり研究会
和歌山県 すさみ町 すさみ町海来づくり協議会（仮称）
和歌山県 那智勝浦町 色川地域協議会
和歌山県 北山村 北山村筏保存協議会(仮称)
中国四国農政局
鳥取県 鳥取市 鳥取市佐治地域協議会(仮称)
鳥取県 琴浦町 農山漁村地域力発掘森藤地域協議会(仮称)
鳥取県 大山町 逢坂八幡神社保全地域協議会(仮称)
鳥取県 南部町 法勝寺地区地域振興協議会
鳥取県 伯耆町 岸本地区地域活性協議会(仮称)
島根県 松江市 美保関地区活性化協議会(仮称)
島根県 大田市 石見銀山モウモウフルーツの会(仮称)
島根県 安来市 さぎの湯温泉観光協会青年部(仮称)
島根県 雲南市 菅谷たたらツーリズム協議会(仮称)
島根県 雲南市 鉄の歴史村交流推進協議会(仮称)
島根県 雲南市 稲わらの里づくり協議会(仮称)
島根県 雲南市 雲南市ＵＩターン推進協議会(仮称)
島根県 飯南町 飯南町集落活性化協議会
島根県 美郷町 くじみ地域協議会(仮称)
島根県 美郷町 都賀・長藤地域協議会(仮称)
島根県 津和野町 津和野町農業担い手育成総合支援協議会(仮称)
島根県 海士町 島のハーブティ協議会(仮称)
島根県 海士町 海士町ふるさとづくり地域協議会(仮称)
島根県 隠岐の島町 「幸」の島協議会(仮称)
岡山県 岡山市 児島湖周辺地域協議会(仮称)
岡山県 倉敷市 倉敷地域力発掘支援協議会(仮称)
岡山県 和気町 ふるさと佐伯地域協議会(仮称)
岡山県 鏡野町 白賀川地域協議会(仮称)
岡山県 美咲町 美咲町境地域協議会(仮称)
広島県 広島市 中国山地やまなみ大学協議会(仮称)
広島県 広島市 峠たけのこ協議会(仮称)
広島県 竹原市 忠海地域文化伝承協議会(仮称)
広島県 三次市 川西地域協議会(仮称)
広島県 庄原市 三河内地域振興会(仮称) 更新
広島県 庄原市 備北シンフォニー事業推進協議会(仮称)
広島県 東広島市 乃美西北地域振興協議会(仮称)
広島県 廿日市市 廿日市市・玖島地域ふるさとづくり協議会(仮称)
広島県 安芸高田市 三矢の教え協議会(仮称)
広島県 江田島市 芋づくり研究会(仮称)
広島県 北広島町 八幡地域下１班地域力協議会(仮称)
広島県 大崎上島町 大崎上島協議会(仮称)
山口県 下関市 貴和の里活性化協議会(仮称)



都道府県 市町村名 地域協議会名
山口県 下関市 農山漁村「ゆたかなしものせき」地域協議会(仮称)
山口県 山口市 仁保地区地域協議会(仮称)
山口県 萩市 萩市旭農山漁村協議会(仮称)
山口県 萩市 三見ふるさとづくり協議会(仮称)
山口県 岩国市 やましろ地域協議会(仮称)
山口県 長門市 みんなに誇れる青海島づくり推進協議会
山口県 美祢市 赤郷地域ふるさとづくり協議会(仮称)
山口県 周南市 ふるさと周南交流・定住促進協議会(仮称)
山口県 上関町 地域協議会「祝島丸」
徳島県 徳島市 南阿波観光振興協議会
徳島県 徳島市 夢＆ロマンの町国府協議会(仮称)
徳島県 美馬市 四国三郎自然保全協議会(仮称)
徳島県 三好市 四国の秘境山城・大歩危小歩危妖怪村(仮称)
徳島県 神山町 神山ふるさと地域活性化協議会(仮称)
徳島県 那賀町 那賀町農村舞台再生協議会(仮称)
香川県 三豊市 粟島活性化推進協議会(仮称)
愛媛県 上島町 豊かな食の島 岩城農村塾協議会
愛媛県 上島町 しまCaféプロジェクト協議会(仮称)
愛媛県 内子町 石畳地域協議会(仮称)
愛媛県 内子町 上川世直し協議会(仮称)
愛媛県 愛南町 外泊地域協議会(仮称)
高知県 高知市 （株）テレビ高知(仮称)
高知県 南国市 高知県民族芸能地域協議会(仮称)
高知県 いの町 中央地区活性化協議会(仮称)
高知県 仁淀川町 仁淀川町別枝地域協議会(仮称)
高知県 四万十町 興津地域伝統文化保存協議会
高知県 黒潮町 黒潮町佐賀北部地域協議会
九州農政局
福岡県 宗像市 元気な島づくり事業推進協議会（仮称）
福岡県 宗像市 むなかた正助　食育の郷づくり協議会（仮称）
福岡県 うきは市 うきは市持木地域協議会（仮称）
福岡県 朝倉市 秋月地域協議会
福岡県 八女市 八女市上陽町ふるさとづくり地域協議会（仮称）
福岡県 川崎町 以心田心川崎町地域力活性化協議会（仮称）
福岡県 矢部村 矢部村再生協議会（仮称）
福岡県 築上町 上城井ふれあい協議会（仮称）
福岡県 飯塚市 筑前茜染め再生協議会（仮称）
佐賀県 佐賀市 高遊外売茶翁佐賀地域協議会
佐賀県 多久市 南渓いきいき協議会（仮称）
佐賀県 鹿島市 ふるさと鹿島活性化協議会
長崎県 西海市 さいかい元気村協議会
長崎県 波佐見町 はさみ地域協議会（仮称）
長崎県 平戸市 根獅子集落機能再編協議会
長崎県 小値賀町 おぢか観光まちづくり協議会（仮称）
長崎県 五島市 半泊(はんとまり)地域協議会（仮称）
長崎県 対馬市 対馬島まるごと暮らし博物館協議会（仮称）
熊本県 熊本市 河内きらめく協議会（仮称）
熊本県 熊本市 天明文化保存協議会
熊本県 阿蘇市 阿蘇市湯浦・西湯浦地域協議会（仮称）
熊本県 人吉市ほか９町村 人吉球磨グリーンツーリズム推進協議会（仮称）
熊本県 上天草市 上天草ハートフルふるさと住民登録推進協議会（仮称）
熊本県 天草市 天草市五和地域協議会（仮称）
熊本県 菊池市 菊池ふるさと食と農連絡協議会（仮称）
熊本県 大津町 肥後瀬田地域活性化推進協議会（仮称）
熊本県 水上村 みずかみ　養生の郷づくり協議会（仮称）
大分県 国東市 くにさき魅力発掘協議会（仮称）
大分県 杵築市 やまが活き域ドリーム協議会（仮称）
大分県 日田市 大鶴まちづくり協議会（仮称）
大分県 豊後高田市 田染ふるさと協議会（仮称）
大分県 宇佐市 宇佐両院地域資源活用協議会「一輝（かがやき）」（仮称）
宮崎県 高原町 きりしま山里づくり協議会
宮崎県 椎葉村 平家さくらの森づくり委員会（仮称）
宮崎県 高千穂町 岩戸地域協議会
宮崎県 日之影町 日之影町１２地区連絡協議会（仮称）



都道府県 市町村名 地域協議会名
宮崎県 五ヶ瀬町 鞍岡地域づくり協議会
宮崎県 川南町 川南地域活性化協議会（仮称）
宮崎県 都城市 高崎・山田地域協議会（仮称）
鹿児島県 日置市 皆田の郷づくり委員会（仮称）
鹿児島県 薩摩川内市 草道地域資源活用推進協議会（仮称）
鹿児島県 さつま町 なかっこ協議会（仮称）
鹿児島県 さつま町 船木地区地域協議会（仮称）
鹿児島県 出水市 上場「天の花舎(はなや)」プロジェクト協議会（仮称）
鹿児島県 霧島市 清水ふれあい協議会（仮称）
鹿児島県 霧島市 比曽木野ふるさと協議会（仮称）
鹿児島県 大口市 きばっど村協議会（仮称）
鹿児島県 屋久島町 屋久島・吉田地区「まんてん・平家の里」協議会（仮称）
鹿児島県 徳之島町 徳之島食文化再生協議会（仮称）
鹿児島県 南さつま市 南さつまふるさとづくり協議会（仮称）
鹿児島県 西之表市 よかとこ安納自立協議会（仮称）
鹿児島県 伊仙町 伊仙町東部伝統文化育成会（仮称）
鹿児島県 錦江町 田代地域協議会（仮称）
内閣府沖縄総合事務局

沖縄県 国頭村 楚州区
そ す く

復活推進協議会（仮称）
沖縄県 大宜味村 おおぎみ・まるごとツーリズム協議会（仮称）
沖縄県 本部町 田空地域協議会（仮称）
沖縄県 うるま市 あがいびすく協議会（仮称）
沖縄県 南大東村 ふるさと南大東開拓魂復活協議会（仮称）
沖縄県 石垣市 星野人魚の里夏まつり協議会（仮称）
沖縄県 与那国町 比川村地域づくり協議会

(仮称）を付記しているものは地域活動支援事業内示申請書を以て申請された、設立を予定されている地域
協議会である。

※


