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令和３年度 農林水産祭むらづくり部門 

令和３年度（第 60 回）農林水産祭における受賞者が 10 月７日に決定しました。 

１．熊本県の白糸第一自治振興会が天皇杯を受賞 

２．そのほか三賞受賞の評価ポイント 
内閣総理大臣賞 企業組合さくらの郷（福島県 二本松市） 
女性の積極的な経営参画と一人一票制の企業組合という風通しの良い雰囲気の中、組合員が意見を出し合
い運営に反映させることで生産活動と地域活動の両輪がかみ合い、中山間地域で住民主導により小さな直売
所から企業組合まで発展し活性化に繋げている取組みが評価されました。 
日本農林漁業振興会会長賞 伊自良の里・食と農推進協議会（福井県 福井市） 
地域の課題に対し、都市との交流を図り、外部人材と連携し、さらには移住者として受け入れることによ
り、課題の解決に成功しており、条件不利な山間地域で地域資源を活用し、新たな人材を受け入れて地域の
活力を高めている点が評価されました。

※三賞受賞団体の取組概要等は、P２～３に記載 

３．令和３年度豊かなむらづくり全国表彰事業農林水産大臣賞受賞団体
受賞団体名 所在地 受賞団体名 所在地 

農事組合法人永田ホープフルファーム 秋田県 鹿角
かづの
市 農事組合法人 旭

あさひ
 京都府 亀岡市 

企業組合さくらの郷 福島県 二本松市 是里
これさと
むら 岡山県 赤磐

あかいわ
市 

さかがわ協議会 栃木県 茂木町
もてぎまち

 遊子
ゆ す
川
かわ
地域活性化プロジェクトチーム「遊子川もりあげ隊」愛媛県 西予

せいよ
市 

農事組合法人小原
おはら
営農 埼玉県 熊谷

くまがや
市 白糸第一自治振興会 熊本県 山都

やまと
町 

特定非営利活動法人大山千枚田保存会 千葉県 鴨川市 農事組合法人いけのうち 大分県 国東
くにさき
市 

伊自良
い じ ら

の里・食と農推進協議会 福井県 福井市 一ツ木
ひ と つ き

公民会 鹿児島県 さつま町 
めぐみの農業協同組合ほらどキウイフルーツ生産部会 岐阜県 関

せき
市 糸満市米須

こめす
区
く
自治会 沖縄県 糸満

いとまん
市 

明日の走
はし
井
り
を考える会 滋賀県 栗東

りっとう
市   

☆天皇杯 白糸第一自治振興会（熊本県 山都町） 

九州のほぼ中央に位置し、九州のへその町として知ら
れる山都町。安政元年、布田保之助により整備された日
本最大級の石造りアーチ水路橋「通潤橋」は、平成 26
年に初代「かんがい施設遺産」に選定されました。 
通潤用水からの良質な湧水は、白糸台地の棚田を潤
し、良質の米だけでなく美しい景観や多様な生態系、さ
らには多くの人たちの交流を生み出しています。

熊本地震や豪雨災害では大きな被害を受けまし
たが、多くのファンやボランティアの応援が力と
なり、振興会の活動を支えています。
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２．三賞受賞者の概要 

◆地域の沿革と概要 
山都町は、九州のほぼ中央に位置し、九州のへその町として知られている。
白糸台地は、水利の便が悪く、農業生産性の低い土地だったため、江戸時代
まで大変苦しい暮らしを強いられていたが、矢部の惣庄屋（現在でいう市町
村長）である布田保之助氏が通潤橋・通潤用水の建設に取り組み 1854 年に
完成。現在も約 118haの棚田に水が供給されている。これらの施設の維持管
理は完成から 167年経つ今日まで住民の手で行われている。 

◆むらづくり組織の概要 
平成 18 年に関係９集落からなる「白糸第一自治振興会」を設立し、米出荷協議会の「通潤橋水もの
がたりの会」と一体となって活動を行っている。 

◆むらづくりの取組概要 
(1) 農業生産面 
① 棚田管理と収益向上を目的とした米の高付加価値化（特別栽培米）に平成 25 年度から取り組み、
厳格な統一出荷基準を設け、講習会による栽培技術の向上と品質の均一化を図っている。 
② 「通潤橋水ものがたりの会」を設立してブランディングを進め、厳しい栽培基準を設けているが、
特別米を扱う関西の卸販売業者や百貨店での評価を得るまでに至っている。また、ふるさと納税の
返礼品としても取り扱われるなど棚田米のブランド化と販路開拓の取組は地域生産者の収益増加に
つながり、地域農業の振興に著しく寄与している。 
(2) 生活・環境整備面 
① 文化庁の重要文化的景観に選定された後は、地域住民間の意識の共有化が更に強固となっている。
食や地域づくりに関する知見向上のための勉強会や地域ビジョン作成のワークショップを重ね、通
潤用水に感謝し美しい白糸台地の景観を守りたいという共通認識が住民の意識と地域力を高めてい
る。特に女性部は講演会や議会傍聴等により勉強を重ねており、環境配慮の取組として廃油を使っ
た石鹸作りが女性部ならではの恒例活動となっている。 
② 全国棚田サミットを地元開催し、地域住民がパネリストとして参加。現地視察も受け入れ、棚田や
用水路の案内、田舎料理や弁当のもてなしなどにより棚田サミット開催を成功に導いた。これを機
に都市と農村の交流活動も加速して、毎年地域内外から 100 名以上が参加する「棚田ウォーキング
と収穫感謝祭」を企画運営し、青年部がガイド役となり通潤用水の成り立ちと構造、鳥獣被害と電気
柵などの対策などについて説明を行っている。 
③ 熊本地震と豪雨災害で大きな挫折感を味わうも、CSR（企業の社会的責任）活動との連携にいち早
く取り組み、多くの都市住民とボランティア活動を通して交流活動を継続している。 

◆他地域への普及性と今後の発展方向 
本取組は、通潤用水と棚田を核としたむらづくりに成功している事例であり、今後の取組の発展が期
待できる。 
かんがい施設を通して水と環境に配慮した本取組は、全国におけるむらづくりのモデル事例になり得
るものである。 

天皇杯 
白糸第一自治振興会（熊本県 山都町） 

「棚田」も「心」も潤して ～167 年守り続けた通潤魂、未来へ～ 
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◆地域の沿革と概要 
二本松市は、福島県中通り北部に位置する。当組合は阿武隈山系に位置す
る中山間地域に在し、養蚕業と稲作をなりわいとしてきたが、高齢化や兼業
化により農業の担い手が不足し、毎年、耕作放棄地が増加する傾向にあった。 
農家の女性有志６名が地区の将来を危惧して立ち上がり、小さな直売所を開
設して郷づくりを開始し、平成 24 年に「企業組合さくらの郷」が設立され
た。 

◆むらづくり組織の概要 
企業組合さくらの郷は、管理組合の設立、道の駅への登録、加工所・食堂等の増設に至り企業組合に
まで発展している。 
また、組合員 84 名のうち、半数を超える 46名を女性が占め、道の駅スタッフ 22名中、20名が女性
であり女性の活躍の場になっている。 

◆むらづくりの取組概要 
(1) 農業生産面 
① 直売所開設により、農産物が直売できることから、地元農家が新たな農産物（そば、かぼちゃ、ご
ぼう、じゃがいも、ほうれんそうなど）に挑戦するようになり、生産意欲を向上させ、多品目の販売
もあって、農家の所得向上につながっている。 
② 耕作放棄地を解消するための対策として、そば栽培を推進し、道の駅で全量を買い上げて、道の駅
「さくら食堂 808」で「十割手打ちそば」等を提供するなど、地元農産物を利用し、地産地消を重視
した６次産業化の推進による加工品の製造・販売を行っている。 
(2) 生活・環境整備面 
① 郷土食の伝承や地元住民、大学等との交流、子どもたちが参加できるイベントを開催して地域交
流を行い、関係人口を増加させている。観光資源（しだれ桜）を活用したイベントを実施することに
より、賑わいの創出にも寄与している。 
② 道の駅では、防災訓練を実施、停電時にも発電することができる「ガス発電システム」を整備し、
災害時に対応できる体制（防災拠点機能）を構築している。 
③ 企業組合が管理する道の駅は、道路利用者の休憩の場のみならず、農産物直売所として、今後も、
関係人口の増加を更に促進する、地区のコミュニティー醸成の場としての役割も期待されている。 

◆他地域への普及性と今後の発展方向 
本取組は、女性の積極的な経営参画と一人一票制の企業組合という風通しのよい雰囲気の中、組合
員が意見を出し合い運営に反映させることにより、生産活動と地域活動の両輪がかみ合った、住民主
導によるむらづくりの成功事例であり、今後の取組の発展が期待できる。 
中山間地域において、住民主導で小さな直売所から企業組合まで発展し、活性化した本取組は、全
国におけるむらづくりのモデル事例になり得るものである。 

内閣総理大臣賞 
企業組合さくらの郷（福島県 二本松市） 
通しのよい、企業組合による「桜の郷」づくり！  
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◆地域の沿革と概要 
福井市は、福井県の北部に位置する。福井市の東部に位置する上味見地区
（旧美山町）は、過疎・高齢化が進む地域ではあるが、古くから交通の要所
として栄え、白山水系の鉱泉が旅人などを癒してきた。旧美山町は、ふるさ
と創生まちづくりとして平成８年３月に町営の伊自良温泉を開湯した。 

◆むらづくり組織の概要 
伊自良の里・食と農推進協議会は、平成 19 年に伊自良温泉の指定管理を
地域住民が受けるため設立された「伊自良の里振興協会」が核となり、廃校
となった上味見小学校を自然体験活動拠点として運営する NPO 法人などの連携団体が構成員となり平
成 28年３月に発足した。 

◆むらづくりの取組概要 
(1) 農業生産面 
① 地域農業を支えるべく地区外の若者を中心に構成されている上味見青年団は、焼き畑農法による
伝統野菜「河内赤かぶら」や休耕田での本わさびの栽培等に、農業ボランティアを受け入れ、農業の
応援活動を企画運営し耕作地を維持している。 
② 旧美山町時代から取り組まれている地酒づくりをきっかけに酒米生産が始まり、現在は会員法人
の（農）上味見みらいファームと福井市内の酒造会社が連携し、清酒づくりに取り組んでいる。原料
となる 15.7ｔの酒米は、美山錦、山田錦、五百万石を生産する会員の農家が契約栽培している。 
(2) 生活・環境整備面 
① 地域住民の交流拠点となっている伊自良温泉を核として、「自然」「文化」「食」を活かした地域づ
くりを目指し、「伊自良・いやしの里づくり構想」を掲げ、交流人口を増やしている。 
② 福井工業大学等と連携し、水資源を活用したピコ水力発電による街灯点灯や森林資源を活用した
薪ボイラーによる温泉加温など自然再生エネルギーの活用を進めており、持続可能な地域社会への
取組も始めている。 
山村らしい暮らしづくりの PR に、薪オーブンでのピザ作りを子ども達の活動やイベントに取り入れ
ている。 
③ 空き家の無償賃借や譲渡を受け、宿泊施設等での利用を進めて交流活動に活用している。また、農
家民宿の開業も支援し、空き家と併せて教育旅行の受入れの交流活動にも取り組んでいる。 

◆他地域への普及性と今後の発展方向 
本取組は、地域の課題に対し、都市との交流を図り、外部人材と連携し、さらには移住者として受
け入れることにより、課題の解決に成功している事例であり、今後とも取組の継続が期待できる。 
条件不利な山間地域にあって、地域資源を活用し新たな人材を受け入れることで、地区の活力を高
めていく本取組は、全国におけるむらづくりのモデル事例になり得るものである。 

日本農林漁業振興会会長賞 
伊自良の里・食と農推進協議会（福井県 福井市） 

若者と協働した地域活性化とコミュニティ再生  
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農林水産大臣賞
のう じ くみあいほうじん

農事組合法人いけのうち
くにさき

（大分県 国東市）

天皇杯・農林水産大臣賞
しらいと だいいち じ ち しん こう かい

白糸第一自治振興会
やま と

（熊本県 山都町）

農林水産大臣賞
ひと つ き こうみんかい

一ツ木公民会

（鹿児島県 さつま町）

１．九州ブロック受賞団体位置図

受賞団体（九州ブロック）の紹介
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２．農林水産大臣賞 

■地域の沿革と概要 
山都町は、町の位置が九州のほぼ中央にあたること

から「九州のへそ」の町としても知られている。平成
18 年に矢部町、清和

せ い わ

村、蘇陽
そ よ う

町が合併して山都町とな
る。面積は 544.67  、標高約 200m～約 1,700m に
位置し、準高冷地の気候を利用したトマト、キャベツ、
ピーマンなどの夏秋野菜の産地である。また、全国で
も有機農業に早くから取り組んでいた地域で、日本一
の有機農業の町として知られている。 
白糸台地は、山都町の中心街南の緑川の右岸にあ

り、四方を河川に囲まれた台地にある。日本最大級の
石造りアーチ水路橋「通

つう

潤
じゅん

橋
きょう

」の通潤用水から良質な
湧水が引き込まれ、準高冷地ならではの寒暖の差など
の条件により、同地で生産される棚田米はもちもちし
た食感で冷めても美味しいと評価されている。希少性
の高い水生生物が生息するなど、他にも様々な特性を
有しており、1991（平成３）年「美しい日本のむら景
観百選」、2006（平成 18）年「疏水百選」、2014（平
成 26）年初代の「かんがい施設遺産」などにも選定を
受けている。 

１．むらづくりの動機・背景 
白糸台地は、水利の便が悪く農業生産性の低い土地だったため、江戸時代まで大変苦し

い暮らしを強いられていた。飲料水も事欠く地域であった白糸台地の村々の要望を受け、
矢部の惣庄屋（現在でいう市町村長）であった布田保之

ふ た や す の

助
すけ

が中心となって通潤橋・通潤用
水の建設に取り組み、1854（安政元）年に完成。建設に係る費用や技術的検証に至るまで、

地区データ 
①所在地：熊本県上益城郡山都町 ②地区の規模：９集落 ※R3.3.31 現在

③総人口：423 人 ④総世帯数：174戸  
⑤農家戸数：80戸 ⑥主要農産物等：水稲・茶・野菜 

農林水産大臣賞受賞
白糸
しらいと
第一
だいいち
自治
じ ち
振興会
しんこうかい

（熊本県 山都町
やまとちょう

） 
「棚田」も「心」も潤して～167年続けた通潤魂、未来へ～

図１．位置図 

熊本県

熊本市
● 

白糸第一自治振興会

山都町●

写真１．通潤橋 
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すべて地域が担い、通潤用水の整備は「近代社会へ継
承される地域運営能力の到達形態」と評価されてい
る。また、用水管理のルーツも建造当初にさかのぼ
り、この伝統ある管理形態によって約 110ha の棚田
が現在に至るまで維持されている。白糸第一自治振
興会員にとって、通潤橋と通潤用水、先人から受け継
がれた棚田は故郷の宝であり、その維持管理は完成
から 167 年経つ今日まで住民の手で行われている。 
こうして歴史的価値の高い遺産により形成された

棚田は、振興会の住民による継続的な取組みによっ
て保たれ、平成 20 年に「通潤用水と白糸台地棚田景
観」が棚田としては国内初の国指定重要文化的景観
に選定。さらに平成 22 年には、白糸地区全体が重要
文化的景観に選定された。これらの出来事は振興会
員に大きな自信と誇りをもたらすきっかけとなり、
住民全体での「通潤用水と棚田を活かした地域づく
り」を掲げて、景観の維持や意識啓発のための学習活動等を住民が自ら考え、責任を持っ
て行動に移すようになってきている。その中で、専業農家の若手後継者は率先して高齢化
の進む地域の中で重責を担い、大きな役割を果たしている。 

２．むらづくりの推進体制 
（１）活動体制 
関係９集落からなる振興会は、平成 18 年に設立。山都町や土地改良区をはじめ、大学

や流通関係者、第３セクターの「まちづくりやべ」等と活発に連携を図りながら、振興会
員が重複する 25 名の米生産者で活動する「通潤橋水ものがたりの会」（会長には前振興
会長が発足時から在任）と一体で活動を行っている。 

（２）運営方針と組織構成 
振興会では、10 の部会で地域の自治活動をはじめ、環境保全、健康増進、交通安全な

ど自主的な活動が行われているとともに、振興会全体としてイベント開催や土地改良区
と協力した通潤用水の保全活動が行われている。 

写真２．白糸台地の棚田 

写真３．住民による用水保全活動 

図２．むらづくり推進体制 
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３．むらづくりの農林漁業生産面への寄与状況 
（１）特別栽培米の品質向上の取組み 
白糸台地の棚田は水稲栽培に用いられるとともに、景観の保持、保水機能、地すべり防

止、生態系保全機能などの多面的機能を有している。 
米の価格が低迷する中、振興会では、白糸台地の象徴である棚田を守りながら、地域農
家の農業収益増加を目指すために、地域独自の栽培、検査、出荷基準を設け、ブランド米
の特産化をめざした。平成 25 年度から、特別栽培米の栽培に取り組み、米の栽培講習会
の実施や温湯消毒器、食味計の導入により、栽培技術の向上と品質の均一化を図ってい
る。生産した米は、籾摺りの際に色彩選別され、出荷基準に基づいて食味計でタンパク質
含有 6.5％以下であることを確認した後
に出荷している。また、農薬をできるだけ
使わない特別栽培により、絶滅が危惧さ
れていたタガメも見かけるようになり、
人と環境にやさしい米づくりが白糸台地
の自然環境の保全に繋がっている。 

（２）「通潤橋水ものがたり（棚田米）」のブランド化と販路拡大 
米の品質向上に伴ってブランド化と販路拡大に取り組むこととなり、白糸地区の特栽

米、棚田のうまいコメ「通潤橋水ものがたり（棚田米）」として商標登録、ネーミングや
デザインには、女性部会の意見が反映されている。 
平成 26 年には、栽培技術の向上と併せて、品質の統一、ブランディング確立に向けて

米の出荷協議会である「通潤橋水ものがたりの会」を立ち上げ、会長には振興会の前会長
草野昭治氏が就任している。 
連携団体の「まちづくりやべ」と一体となって関東、関西方面への販売 PR活動を精力

的に展開し、現在では大阪の卸販売業者である菊太屋米穀店を介して大丸梅田店、心斎
橋店など複数のデパートでの販売が展開され、東京の熊本郷土料理店をはじめ、県外の
飲食店や JR 九州のお歳暮でも取扱いを受けている。また、平成 27 年度よりふるさと納
税の返礼品として、県外の方々へも直接届けており、年間平均約５トン（病害虫等の異常
発生年を除く。）の「通潤橋水ものがたり（棚田米）」を販売するまでに至っている。 

■実践している環境保全型農業の内容 
・種子の温湯消毒 
・特別栽培基準（農林水産省ガイドライン）の設置 
  肥料：化学肥料（チッソ成分）が慣行栽培の 50％以下 
  農薬：成分数９成分以内（慣行栽培の 50％以下） 

・栽培管理表の記帳 
・栽培講習・研修会の実施 
・食味計での出荷前検査 
・竹粉を利用した土壌改良

図３．白糸第一自治振興会の組織構成 

-8-



地区内の米販売農家 50 戸のうち、みずものがた
りの会員 25 戸には、地域内の JA や米集荷業者が主
な出荷先であった以前に比べ 1.5 倍増の 18,000 円
/60kg（農家手取り）で還元され、米販売農家の収益
増に直接つながっている。通潤橋水ものがたりの会
の取組みは、シカやイノシシの被害から棚田の管理
を放棄される地域も見受けられる昨今において、獣
害にもめげずに美味しい米を作り続ける生産者の
原動力となって生産意欲の向上に大きく貢献しているほか、米販売を通して、通潤用水
や振興会の取組みを知る消費者も多くなり、新たな交流が生まれ、消費者の声が生産者
に直接届くなどの相乗効果も生まれている。 

（３）受け継がれる通潤魂と熊本地震後の棚田復興プロジェクト 
振興会の会員は布田保之助氏に対する尊敬の念

が強く、各集落の掲示板に通潤用水の草刈りや土砂
上げの開催日時を掲示すると、地域住民の大多数が
自主的に集まり活動している。また、通潤用水の土
砂上げや災害対応作業では、地元の矢部高校に協力
を呼び掛けてボランティアで多くの生徒が参加し
ているが、通潤用水の管理に高校生など若い人が関
わることは、地域の農業歴史の継承に重要である。 
このような取組みが評価され、平成 26 年には、通潤用水が「世界かんがい施設遺産」

(国内初)に登録された。熊本地震以降は、震災復興活動として平成 28 年に「棚田復興プ
ロジェクト」を立ち上げ、ボランティアによる参加を呼び掛け現在までに、福岡県など県
外から約 400 名の参加者を得ている。この取組みを通じたボランティアとの交流活動は、
通潤用水保全等への地元住民モチベーションの維持・向上にも作用している。 
地域には、古くから「通

つう

潤
じゅん

魂
こん

」という言葉がある。地域住民にとって、農民魂といえ
るこの精神は、地元矢部高校の校訓にもなっている。「豊かな心・勤労の喜び・創造の喜
び・不屈の意思を表す誇り高き伝統の継承」という意味があるが、地域の人たちの共有の
価値観とも言える。通潤用水や棚田を守り、自然環境に配慮した営農や暮らしは、農家に
とって、負担ではなく、当たり前のこと、受け継ぐべき大切なこととして地域に根付き、
継続されている。また、この精神は、復興ボランティアやフットパスに参加した県内外の
都市住民にも共感をもたらし、白糸地域のファンや交流人口の増加にもつながっている。 

４．むらづくりの生活・環境整備面への寄与状況 
（１）景観維持のための住民意識向上と学びの活動 
平成 22 年に白糸地区全体が国の重要文化的景観に選定されると、地域住民間の意識の

共有化を図るため、企画・運営の中心に女性部の意見を取り入れて開催した記念祝賀会
は、棚田のみずあかりや地域の食材を使った料理でのおもてなし等で大盛況だった。 

写真４．通潤橋水ものがたり（棚田米） 

写真５．通潤魂の石碑 
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その後も食や地域づくりに関する知見向上のた
めの勉強会を 10 回以上開催するともに、地域ビジ
ョンの作成のためワークショップを重ね、通潤用水
に感謝し、美しい白糸台地の景観を守りたいという
共通認識が住民の意識と地域力を高めていった。 
特に女性部では、講演会や議会傍聴等の活動も行
うなど勉強を重ねている。また、大切な水を汚さな
いために廃油を原料とした石鹸作りも女性部の恒
例となっている。これらの活動や情報を地域にしっ
かり伝えるために、女性部便り新聞を毎年発行し、
各家庭に届けている。 
さらに、次の世代を担う子供たちに通潤用水の大

切さや地域の文化を伝えたいとの思いから、地元有
志が集まり「通潤橋 水の渡る橋」の紙芝居を作っ
た。これは大きな反響があり、全国の道徳用教材と
して活用され、さらに平成 29 年に自費出版した絵
本が道徳教科書として選定され、全国の小学校の先生たちに利用されている。 

（２）棚田サミットの地元開催を契機に都市と農村の交流活動が加速化 
平成 24 年には「第 18 回全国棚田サミット」を
地元開催し、各分科会では、「地域の活動となりわ
い」について、地域住民がパネリストとして参加し
た。また、現地視察を受け入れ、棚田や用水路の案
内、田舎料理や弁当のもてなしを行い、棚田サミッ
トとして、地元主体による地域づくり活動の初め
ての実践例となった。 
また、重要文化的景観選定祝賀会開催やセミナ

ー開催等の経験が活き、全国から約 800 名の方を
迎えるサミットを成功させ、その後の地域づくり活動が本格化し、都市と農村の交流活
動を加速化することにつながった。 
平成 25 年からは、棚田ウォーキングと収穫感謝祭を毎年開催しており、地域内外から

100 名以上が参加され増加傾向にある。棚田ウォーキングでは青年部がガイド役となり、
犬飼地区の巻き柿やお茶など
の農産物や通潤用水の成り立
ちと構造、鳥獣害被害と電気
柵などの対策などについて説
明している。棚田ウォーキン
グ終了後の収穫感謝祭では、 
老人部会によるしめ縄作り

 実施年月日 参加人数 参加者 
第１回 平成 25 年 11 月 23 日 75 名地元、山都町民の

他、熊本市や福岡県
からの参加者が多い

第２回 平成 26 年 11 月 23 日 80 名
第３回 平成 27 年 11 月 23 日 170 名
第４回 平成 28 年 11 月 23 日 80 名
第５回 平成 29 年 11 月 23 日 130 名
第６回 平成 30 年 11 月 23 日 125 名
第７回 令和 元年 11 月 23 日 131 名

写真６．棚田のみずあかり 

写真７．道徳教科書に採用された自費出版の絵本

写真８．棚田ウォークの様子 
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体験や女性部による手作り料理のおもてなし、農産物直販マルシェ等、白糸台地の豊か
な恵みを都市住民に伝える場となっている。 
また、通潤用水には様々な生き物が生息しており、その生き物たちの魅力を伝えるた

め、「通潤用水の生き物たち」観察会を開催している。通潤用水に棲んでいる魚の中で、
最も珍しいのはアブラボテであり、標高 400m を超えるような高地に生息することは非
常にまれである。この観察会は九州大学や山都町教育委員会の協力を得て実施している。 

（３）移住者や若い女性がいきいきと活躍できる地域力 
山都町は、令和３年度、「SDGs 未来都市」「自治体 SDGs モデル事業」に選定された。

有機的な繋がりを大切にし、持続可能な暮らしが実践できる地域として全国から移住希
望者が多く、平成 27 年から令和２年度までに 63 世帯、124 名が山都町に移住している。
うち、白糸地区には、３世帯８名が移住(平成 27～令和２年度)している。 
振興会の一員として活躍している人をはじめ、移住して有機農業を実践している人た

ちには、新たに有機農業を志す新規就農希望者の師匠として活躍している人も多く、山
都町における新規就農支援に大きく貢献している。 
また、振興会元女性部会長が立ち上げた「やまんまの会」では、地元住民と移住者の交

流会やふるさとの味伝承の会を継続的に行っている。このような住民主体の活動は、移
住者が地域に溶け込みやすい取組みであると同時に、移住者の新たな視点、新たな発想
による地域活動を生み出す場となっている。 
更には、振興会の犬飼地区では特に若い世代が多く、世帯 18 戸中 20 代～40 代前半の

若手が 14 名（うち 20 代女性が５名）おり、うち２人の女性は海外で農業を学び地元の
犬飼地区で就農した若手である。高齢化が進む過疎地域において、棚田復興プロジェク
トの事務局長としても活躍しており、今後の地域活動を担う中心的な人材として大きな
可能性を持っている。 

（４）企業の CSR 活動との連携で、新たな取組みの始動 
振興会が一体となった地域づくりへの取組みに大きな試練が訪れた。平成 28 年の熊本

地震とその後の豪雨災害の発生で、地域の絆でもある通潤橋、布田翁を祀る布田神社、農
業用水、農地、農道の崩壊と今までにない災害が起きた。大きな挫折感を味わっていたと
ころ、また、新たな出会いに恵まれた。大手企業のCSR 活動(環境保護、ボランティア、
教育・文化的支援等)のコンサルティングを行う「株式会社クレアン」や「日本自然保護
協会」を通じて積極的なCSR活動を行うサントリー、ラッシュ（本社イギリス）等から
数多くの都市住民が白糸台地を訪れ、用水土砂上げ・草刈作業のボランティアに参加す
るなど交流活動が続いている。 
また、令和元年から、NPO法人 環境リレーション研究所と連携して、白糸台地の棚

田を見下ろすスギの伐採跡地に地元植生の広葉樹を植え、里山を維持するプロジェクト
「100 年の森計画」をスタートさせた。この取組みは、フランスに本社がある(株)ロクシ
タンとの連携にも発展した。いつか、白糸台地を農山村の桃源郷のような景観にしたい。
そんな思いを抱きながら新たな取組みにも着手している。 
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■地域の沿革と概要 
国東市は、大分県の北部、国東半島の東側に位置

し、国東半島の中央両子山
ふたごさん

から放射状に伸びた谷か
らなる中山間地域であり、谷毎に集落が形成されてい
る。地理的な特徴として、瀬戸内式気候で、夏は降水
量が少なく晴れの日が多く、冬は比較的温暖で積雪も
少なく年間を通して過ごしやすい気候となっている。
総面積は 318.1  であり、平成 18 年３月の４町合併
当時は、人口３万人を超えていたが、令和３年３月末
時点では、人口 26,963 人と減少している。また、高
齢化率についても 42.72％と高くなっており、少子高
齢化への対策が市の重要な課題となっている。市の南
部に位置する大分空港は、空の玄関として産業の発達にも重要な役割を果たしてきたが、
宇宙港としても利用する準備が進められており、新たな産業が人口減少に歯止めをかける
起爆剤となることが期待されている。文化の面では、古くから神仏習合の原点となる六郷

ろくごう

満山
まんざん

文化が華開いた地であり、今も数多くの神社仏閣が厳かなパワースポットとして観光
客の人気を集めている。 
市の農業は、米麦を中心とした土地利

用型農業が主流であるが、園芸品目を推
進することにより、「儲かる農業」を実現
するための事業を展開している。その一
環として、こねぎの研修施設（トレーニン
グファーム）、ミニトマト・七

しち
島
とう
イ
い
等の研

修制度（ファーマーズスクール）を設置
し、新規就農者を受け入れている。また、
機械化が可能である玉ねぎやかんしょ

地区データ 
①所在地：大分県国東市 ②地区の規模：１集落 ※R3.3.31 現在

③総人口：351 人 ④総世帯数：133戸  
⑤農家戸数：55戸 ⑥主要農産物等：水稲・麦・大豆 

第１図 位置図

農林水産大臣賞受賞
農事
の う じ
組合
くみあい
法人
ほうじん
いけのうち

（大分県 国東市
くにさきし

） 
地域の農地は地域で守り後継者が育つ集落営農

大分県

大分市●

●国東市

農事組合法人いけのうち

写真１ 池ノ内地域の風景 
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などの露地野菜についても、水田畑地化の取組みとして産地化を目指している。こねぎの
農業産出額は約 10 億円であり、主力品目となっている。集落等を単位に集落営農組織は
20 法人が設立され、１集落１法人型の営農体制を推進している。平成 25 年には「クヌギ
とため池がつなぐ循環型農業」として、世界農業遺産にも登録されており、伝統的な農林
水産業システムの「次世代への継承」と世界農業遺産ブランドを活用した「地域の元気づ
くり」を目指し取組みを進めている。 
池ノ内地域は、国東市の南部に位置し、放射状に伸びた谷からなる中山間地域である。

農地としては、水田が主であり、畑地が少ない集落である。総農家戸数は 11 戸、うち販売
農家数は９戸、そのうち、主業農家数は９戸で、地域全体の高齢化率は 45.9％と高い。平
成 27 年から令和２年にかけ、ほ場整備（池ノ内地区）を実施し、ほ場の大区画化、パイプ
ライン化、自動給水栓を設置し、省力的・効率的な農業の取組みを進めている。 

１．むらづくりの動機、背景 
池ノ内地域の農地は、両子山

を中心に、放射状に伸びた谷か
らなる中山間地域であり、山間
部になるほど、耕作条件が悪く
なる。農業者の高齢化、担い手不
足により耕作放棄地の増加が危
惧されている地域でもある。そ
こで、中山間直接払いの話し合
いの場を活用して、何度も話し
合い、取組みを進めた結果、平
成 17 年に池ノ内営農組織が設
立された。その後、集落のリーダーであった堀前組合長のもと、地域の農地所有者のほぼ
全員を構成員とした法人が平成 18 年６月に設立された。設立当初より耕作放棄地防止の
ため、麦、大豆の転作を中心に行い、国の交付金制度を活用する安定した経営を行ってき
た。また、地域の雇用創出に尽力し、利益の地元還元にも寄与している。 
（農）いけのうちの基本理念である「地域の農地は地域で守る」という思いが、活動の

原動力となり、むらづくり活動の原点となっている。国東市では、（農）いけのうちが行
った『法人が中心となり現在の「人・農地プラン実質化」の先駆けとなる「地域農業デザ
イン会議」を設置し、農地集積、基盤整備、後継者育成、農作物の品質向上、新規園芸品
目の導入』という取組みが、優良事例としてモデル化され、「池ノ内方式」として確立さ
れている。この方式は、地域農業の見本となる取組みであり、他の地域にも波及している。
この取組みを取り入れた地域では、今年度より「池ノ内方式」による基盤整備が始まって
いる。また、農業者の高齢化、後継者不足に対応するため、担い手の確保が必要不可欠で
あり、新規就農者の受入れ、後継者育成を積極的に行っている。 

写真２ 農事組合法人いけのうち設立総会 
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２．むらづくりの推進体制 
（１）農事組合法人いけのうち 
（農）いけのうちの特徴は、総務・企画、作

業労務、運営（作業）等の担当毎に、理事が責
任者となり、毎月１回の役員会（月例会）で、
進捗管理や作業内容の情報共有を行っている。
理事は 10 名で、運営方針は理事会の協議で決
定する。理事の多くは作業オペレーターと兼任
し、作業の進捗に合わせた迅速な現場対応を行
っている。現状、退職者が主な役員やオペレー
ター候補者であるが、持続可能な組織づくり
のため、勉強会や実技指導も行っている。ま
た、こねぎトレーニングファーム卒業生などの新規就農者も積極的に受け入れており、
法人のドローンを用いた防除作業などオペレーターとして参加し、地域で活躍できる場
も提供している。 
組織の経営基盤強化、役員の若返りと継承を見据え、若者の常時雇用を創出するため、

高収益作物である里芋を新規に導入しているが、調製に時間がかかり過ぎるといった課
題もあり規模拡大に至っていない。しかしながら、単収向上に向けた改善を行うなど、意
欲的に取組みを続けている。高収益で作業効率の良い品目を試行錯誤しながら検討して
おり、令和２年度からジャガイモの試作を行っている。収穫等の農作業については、地域
還元のため高賃金で周辺農家の女性を雇用し、女性の活躍の場の提供や地域が活性化す
る活動を行っている。 

（２）女性の活躍 
（農）いけのうちの里芋の収穫や大豆の除草

では、女性が大きな役割を担っている。また、
女性を中心とした加工部門を設立するために、
平成 28 年から６次化に向けた取組みとして、
毎年、視察研修や冷凍里芋の検討等の取組みを
してきたが、設立には至っていない。その他、
出荷できない里芋を使ったコロッケ等のレシ
ピを開発し、地域の高齢者支援活動であるサロ
ンで振る舞うなどの活動も積極的に行ってい
る。 

写真３ 大豆の防除作業の様子 

写真４ 女性による里芋の収穫 

-14-



（３）中山間直接支払事業との連携 
池ノ内地域では、中山間直接支払制度では法人が、多面的機能支払交付金では区が、お

互い連携しながら取り組みを行っており、地域全体で農地を継続的に守る仕組みができ
ている。 

３．むらづくりの農林漁業生産面への寄与状況 
（１）地域の中心経営体と水田フル活用～園芸品目の導入～ 
（農）いけのうちは、平成 18 年度に集落営農法人設立、経営規模の拡大、次世代への

将来構想の策定、水田畑地化への挑戦等、数多くのステップを踏んで、農地の利用率向上
と地域の農地を守る仕組みづくりを行ってきた。法人の基本理念である「地域内の農業
者が作れなくなったすべての農地を法人が引
き受ける。」のもと、池ノ内地区からの耕作依
頼はすべて受け入れている。そのことにより法
人設立時当初は、経営面積は３ha であったが、
令和２年度には、約 28ha に拡大している。こ
れは、集落の水田 35ha の約 85％が法人に集積
されたことになる。また、池ノ内地区の中心経
営体として、「人・農地プラン」にも位置づけ
られ、集落には欠かせない存在となっている。 
法人の規模拡大に伴い、大型機械を導入し

た低コスト化の取組みや組織の経営基盤強化
のため、平成 29 年から園芸品目(里芋)を導入している。また、その他の高収益で作業効
率の良い新規園芸品目も導入に向け試作を重ね検討している。 

第２図 むらづくり推進体制図 

○集落営農法人の推進体制        ○池ノ内地域農業デザイン会議 

写真５ 麦収穫の様子 
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（２）耕作放棄地の改善と農地中間管理機構の活用
池ノ内地域では、農業者の高齢化や担い手不

足により、耕作放棄地の増加が危惧されてい
た。また、法人への農地の集積が進むにつれ排
水不良、用水路の破損、ほ場が小さく作業効率
の悪い農地が経営農地にしめる割合が増えて
いったことから、このままでは次世代へと繋い
でいくことが難しい状況にあった。これらの問
題を解決し、池ノ内地域の次世代への将来構想
を実現するため、平成 24 年９月に「池ノ内地
域農業デザイン会議」を設立している。この会
議は、法人役員、国東市、県東部振興局、地元の区長や議員、農業委員で構成され、今後
の地域農業のあり方や推進方法、基盤整備について検討を行っている。その結果、平成
27 年度より基盤整備事業によるほ場の大区画化、パイプライン化、シートパイプの敷設
など、農業の省力化、効率化により、次世代への将来構想が実現している。また、利用権
設定については、ほぼ 100％農地中間管理機構を活用している。 

（３）市内集落営農法人との連携活動の促進 
市内の集落営農法人で組織する国東市集落営農法人連絡協議会に加盟しており、法人

協の中心的な存在となっている。 
また、国東市集落営農法人連絡協議会の取組

みである、祈願米の生産にも参画している。祈
願米は、「知恵の文殊」で知られる同市の
文殊仙寺
もんじゅせんじ

で、諸願成就や合格の護摩だき祈願を
し、販売している米であり、（農）いけのうちで
は、令和２年度から祈願米の指定品種である「つ
や姫」６ha の作付けを開始した。令和３年度か
らは、「つや姫」の付加価値を高めるため、農
産物検査で１等に格付けられ、かつ有機栽培米
または、特別栽培米のうちタンパク質含有率 6.5％以下であるものという厳しい基準をク
リアした世界農業遺産米の生産にも挑戦している。 

３．生活・環境整備面における特徴 
（１）新規就農者の受入れ 
池ノ内地域では、新規就農者の受入れも積極的に行っており、こねぎトレーニングフ

ァーム卒業生の就農先として、条件の良い農地を優先的に提供している。令和２年４月
には、新規就農者２組が就農しており、今後も新規就農者を受け入れるための農地を確
保している。また、就農者２組のうちの１組は、法人のドローン防除のオペレーターとし
て活躍している。 

写真６ 地域農業デザイン会議の様子 

写真７ 視察研修の様子 
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（２）地産地消のつながり拡大 
（農）いけのうちで生産された里芋は、地元直売所等での販売やふるさと納税の返礼

品として活用され、地産地消に寄与している。 

（３）地域の環境保全と鳥獣害防止 
平成 13 年度に集落協定を締結し、中山間直接支払い事業に参画、現在５期目である。

構成員は（農）いけのうちの役員が兼任しており、農道舗装や用排水路の清掃など地域農
業に貢献をしている。また、平成 26 年からは、多面的機能支払事業に区長が中心となっ
て取り組み、現在２期目である。鳥獣害対策の防護柵管理等を行うなど、農作物の被害軽
減に努めている。 
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■地域の沿革と概要 
さつま町は鹿児島県北西部に位置し、面積約 303

 、人口約 19,900 人の町で、平成 17 年に宮之城町、
鶴田町及び薩摩町が合併して誕生した。 
町の北西部には紫

し
尾山
びさ ん
がそびえ、南九州一の大河

「川
せん
内川
だいがわ

」が貫流し、町の基幹産業は農業で、水稲と
肉用牛の複合経営を主体としながら南高梅、なし、ぶ
どう、お茶など、多彩な農産物が生産されている。特
に孟宗竹林は全国有数の面積を誇り、日本一の早掘り
たけのこの産地となっている。 
一ツ木集落は、さつま町の中心地から北西へ６km

ほどに位置し、人口 143 人、世帯数 75 戸の小さな集
落で、中山間地という地理的に不利な条件にありなが
らも、古くから水稲を中心に農業が盛んに行われてきた。兼業農家が多数を占めており、
町内でも高齢化率の高い地域である。また、地域活動や古くからの伝統行事が受け継がれ、
集落住民のまとまりが強い地域である。 

１．むらづくりの動機、背景 
一ツ木集落は、虎

とら
居
い
区の中心部から離れ周囲を山に囲まれた中山間地域で、鳥獣害によ

る農作物への被害や耕作放棄地の増加に長年悩まされていた。農地は３～10a の狭小な区
画で水路の老朽化も著しく、漏水等にも苦慮している状況であった。 
また、少子高齢化による後継者不足も相まって小規模経営では農地の維持が難しく、将

来的な農地の維持管理が危惧されていた。この状況を打開するため、集落の住民で構成さ
れる公民会を中心に話し合いを重ね、平成 11 年に農地集積によるほ場の大区画化や農道
整備による土地条件の改善を図ることとなり、これを契機に話し合い活動に拍車がかかり、
農業振興に対する機運が高まるようになった。 
地区データ 
鹿児島県薩摩郡さつま町 ②地区の規模：１集落 ※R3.3.31 現在

③総人口：143 人 ④総世帯数：75戸  
⑤農家戸数：65戸 ⑥主要農産物等：水稲・里芋・さつまいも 

第１図 位置図

農林水産大臣賞受賞
一ツ木
ひ と つ き

公
こう
民会
みんかい

（鹿児島県 さつま町） 
農地を8割集積した集落ぐるみのむらおこし

鹿児島県

鹿児島市●

●さつま町

一ツ木公民会
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このような中、集落リーダーが「農業で地域を元気にしたい」と思いを強くし、集落全
世帯を対象に「農業の現状や意向等」に関するアンケート調査を実施した。その結果、「田
は住民が協力して守るもの。集団転作に取り組み、米以外の作物も導入しよう。」という
住民の意見が出された。これを受けて、平成 13 年に農業機械の共同利用や集落営農の取
組みを推進する「集団転作組合」を設立し、大豆や飼料作物、さといもを栽培するように
なった。平成 16 年には、一ツ木集落が鹿児島県の新・農村振興運動の重点地区に指定さ
れ、「集落ぐるみの農業生産活動」をスローガンに掲げ、農作業・機械の共同化や農地等
の地域資源の保全管理、高付加価値農業等に取り組むようになった。 
さらに、国の米施策に対応するため平成 16 年に集落営農組合「一ツ木営農組合」を設

立し、集団転作や農作業受託に取り組み、平成 18 年には国の担い手施策に向け、従来の
組織機能を役割分担した農地利用組合と特定農業団体「一ツ木営農組合」を設立した。平
成 24 年には、地域農業の担い手としてさらなる地域活性化を図るため、一ツ木営農組合
は「農事組合法人ひとつき」へと法人化がなされた。 
また、一ツ木集落は学校等のある市街地まで６km の距離があり生活や通学も不便なこ

とから、子育て世代の若者離れが加速化し今後の集落の存続が危惧されていた。この危機
感により、集落で子育てをしようという機運が高まり、「子どもは次代を担う宝。集落総
ぐるみの子育て。」という共通認識が芽生えるようになった。 
公民会では、集落ぐるみの農業生産活動や子育て等に取り組むとともに、伝統行事の継

承活動や食育活動、保全活動等を通じて、子育て世代の親や子供、高齢者等が共に協力し
合い、住民が安心して暮らせるむらづくりに取り組んでいる。 

２．むらづくりの推進体制 
（１）一ツ木公民会の組織体制 
公民会は 75 世帯、人口 143 人で構成し、集落の主な事業は役員会で決定している。役

員会は公民会長・書記会計・各班長をもって構成するとともに、主な行事や活動について
は部会を編成し、４部会で構成している。イベント等の開催については、班会で企画・立
案を行っている。 

（２）「一ツ木集落協定」との連携 
「一ツ木集落協定」は構成員 40 人の組織で、中山間地域等直接支払制度や多面的機能

支払制度等の活用による農地・水路等の地域資源の保全管理等に取り組むとともに、公
民会と連携して新鮮市場や加工施設の管理・運営に取り組んでいる。 

（３）集落の農地・農業の担い手「農事組合法人ひとつき」との連携 
一ツ木公民会における農地の維持・管理や作業受託、農産物の生産・販売等は、集落営

農法人「農事組合法人ひとつき」が主体的に担っている。 

-19-



（４）住民の合意形成・意識の共有化に向け標語を作成 
「集落ぐるみの農業生産活動」を公民会のスローガンに掲げるとともに、住民の寄り

合いの場である公民館には８つの事項を記載し、住民の合意形成や意識の共有化を図っ
ている。 

【一ツ木公民会の標語】 
「集落ぐるみの農業生産活動」 
１ 知恵を出し合い、協力して生産に励み、豊かな生活ができるよう努力する 
２ 子供は時代を担う宝。集落総ぐるみで育てるよう心がけよう 
３ 高齢者の方々が築いたことに深く敬意を表し、感謝の心を持つ 
４ 古くからの悪習は改め、皆で考え、常に新風の発見、実行に努める 
５ 集会、納金、 調査事項は、期日内に効率的に運営するよう努力する 
６ 役員に協力し、公民会の発展に努める 
７ 役員は会員の模範になるように努め、責任を果たすよう心がけよう 
８ 道路、用水路等は生活の基盤である。清掃に心がけよう 

（５）法人によるロードマップ作成 
「農事組合法人ひとつき」では、平成 30 年に「みんなが楽しく農業を続けられる集落」

と「10a 当たりの所得向上を目指す」を法人の理念に掲げ、実現に向けたロードマップ
（具体的な行動計画）を作成している。現状と目標のギャップを整理し、そのギャップ解
消に向けた取組みを整理し、５年間の行動計画を作成している。 
ロードマップにより何をすべきかを見える化し、法人の構成員や地域住民の目的意識

が共有化されるようになっている。 

第２図 むらづくり推進体制図 
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３．むらづくりの農林漁業生産面への寄与状況 
（１）多様な担い手の活用「集落が潤う農業の実現」 
農業生産面は、公民会と「農事組合法人ひとつき」

が連携し、集落内の多様な人材を活用した農産物の
生産・販売に取り組んでいる。 
担い手不足が長年の課題であったため、公民会や

法人の検討の場で話し合いを重ね「高齢者に農業で
の活躍の場を作ろう」との意見が出された。それを
機に、公民会や法人のリーダーが集落の高齢者に
健康状態や働く意志等を確認し、少しずつ働き手
が増えていった。さつまいもやジャンボインゲン等の簡易な収穫・調整作業は、高齢者の
活躍の場になっている。また、法人が高齢者等の雇用体制を整備し、農業生産等で得られ
た収益は法人が一元的に管理し、組合員や集落へ配分する仕組みを構築しており、高齢
者の小遣い稼ぎや所得確保につながっている。このため、高齢者が自宅にこもらず住民
間で語らう交流の場や生きがいづくりにもなっている。 

（２）農地を８割集積！集落ぐるみの農業生産活動 
平成 11 年のほ場の基盤整備により、農地の標準区画が１ha と大区画化し、併せて集

落道路の整備により農業機械の共同利用や大型機械の導入が計画的に進められた。公民
会では、むらづくりの話し合い活動の中で営農全般についての協議を重ねるとともに、
地図情報を活用した農地の担い手への集積・集約化についても検討を始めた。 
平成 26 年から農地中間管理機構を通した集落営農法人への農地の貸借に取り組み、令

和元年度には担い手への農地集積率が 81.8％と平成 10 年の約６倍に増加した。地域の
土地を守り、地域ぐるみで営農や耕作放棄地の解消に取り組む体制が構築されている。 

項      目 H10 年度 R 元年度 
Ａ 受益面積 48.0ha 47.9ha 
Ｂ 担い手の利用集積面積（①＋②＋③） 6.7ha 39.2ha 

①農地中間管理機構を活用した利用権設定面積 0ha 19.8ha 
②受託面積 0ha 14.3ha 
③自己所有面積 6.7ha 5.0ha 

担い手への集積率（Ｂ÷Ａ） 14.0％ 81.8％ 

（３）水田を活用した「湛水さといもの特産品化」 
米作りの盛んな一ツ木集落では、水稲、WCS等を生産している。さらに水田の収益性

を高めるため、「湛水さといも」の生産に取り組んでいる。湛水さといもは、ポリフェロ
ールを多く含み、えぐみが少ないことから、健康志向の方や子供達にも喜ばれる新たな
特産品として注目を集めており、町でも最重点品目として、ブランド化を目指し推進し
ている。加えて、公民会では平成 23 年に「一ツ木加工施設」を整備し、さといも等のペ
ーストを製造し、学校給食センターや地元菓子店に提供している。加工施設での一次加

写真１ 高齢者のさつまいも収穫作業 
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工の取組みは、地域の女性の活躍の場にもなってい
る。 
地元菓子店では、さといもまんじゅう「うんだも

したん里芋じゃ」が商品化され、インパクのあるネ
ーミングや珍しさも相まって「昔懐かしい味」と地
元の人気商品となっている。また、町主催のイベン
ト等でさといも料理等を味わう場を提供し、地域内
外の多くの人に一ツ木集落の魅力の情報発信を行
っている。 

（４）未来を担う子供達に食の恵みを伝える「食農教育」 
公民会では、「未来を担う子供達は地域の宝」と

いう青少年育成の考えのもと、虎居区内の小学校や
農事組合法人ひとつき等と連携し、子供達を対象と
したさつまいもや落花生の収穫体験を実施し、収穫
された農産物は食育の一環として虎居区の文化祭
で振る舞うことにより、虎居区の青少年と一ツ木集
落住民との交流を深めている。 
また、学校給食センターの栄養士と連携し、生産

された農産物を小学校の給食に提供し、新鮮な農産物の美味しさや食の恵みを伝えてい
る。学校給食の献立に地産池消料理が取り入れられ、農業への理解促進、郷土愛を深める
ことに役立てている。 

４．むらづくりの生活・環境整備面への寄与状況 
（１）農村協働力を活かした地域資源の保全管理 
一ツ木集落の大切な地域資源である農地につい

ては、公民会と一ツ木集落協定が連携し、保全活動
を行っている。多面的機能支払制度を活用し、農地
法面の草刈り、水路の泥上げなど、農地まわりの共
同活動を継続的に実施している。これらの取組みに
より、持続的に集落内の耕作放棄地の発生を防止し
美しい農村環境が維持でき、さらに住民の郷土愛が
深まるとともに住民同士の絆も強くなっている。 

（２）買い物難民が潤う「無人直売所」 
平成 22 年に無人直売所「一ツ木新鮮市場」を開設し、法人や高齢者が生産した農産物

を販売している。スーパー等の大型店舗のある町の中心部までは、６km の距離があり、
車を持たない高齢者の多い一ツ木集落にとっては大切な拠点であり、買い物難民対策に
もなっている。集落のトマト農家が生産した新鮮なトマトを購入するために、町外から

写真３ 虎居区の子供たちへの収穫体験 

写真４ 集落ぐるみの水路の泥上げ 

写真２ さといも饅頭「うんだもしたん里芋じゃ」
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訪れる客も多い。一ツ木新鮮市場への出荷が、高齢者の収入確保や生きがいづくりであ
るとともに、地域の高齢者が集うサロン的役割も果たしている。 

（３）一ツ木集落のファンづくり～集落人口の２倍の交流人口を確保～ 
一ツ木集落は人口 143 人の過疎地域であるが、集落ぐるみのイベントや伝統行事、体

験受入れ等を積極的に行い、地域内外から年間 280 人が集うなど、集落人口の２倍の交
流人口を確保している。集落行事の運営にあたっては、若者や高齢者等に活躍の場を提
供し、集落を担う人材を育成している。 
主なイベント 特徴など 交流人口
虎居区の子供達の体
験受入れ

虎居区内の小・中学生の農業体験を受入れ、農産物の収穫体験等を通じ、
青少年の郷土愛を育む。 60 人 

田の神講 農産物（主に米）の豊作を祝い、田の神様に感謝し、集落内外の住民の
交流を図る 70 人 

収穫感謝祭 集落営農法人や地区内の農家が栽培している農産物の収穫に感謝する
イベントで、高齢者や青少年を含めた集落内外の住民が交流する。 100 人 

伝統行事「十五夜」 秋の満月にぼた餅やススキを飾り、ワラで編んだ大綱を引き合う。大綱
で土俵を作り、親子で相撲を取るなど、子供が中心となった伝統行事 50 人 

（４）豊作を祝う伝統行事「田の神講」と「収穫感謝祭」 
秋の収穫を祝い豊作を田の神様に感謝する「田の

神講」は、次世代に脈々と受け継がれている伝統行
事である。集落住民が集まり、農作業について話し
合い、田の神様に五穀豊穣のお礼を述べ、収穫感謝
祭を行っている。田の神さぁは、地域ぐるみで定期
的に大切に清掃、管理され、大切にする精神が受け
継がれている。 

（５）代々受け継がれる伝統行事「十五夜」 
十五夜には豊作祈願の願いをこめ、おはぎやススキを飾るとともに、健康祈願の願い

をこめて編んだ大綱を引き合う。その綱を土俵にして子ども達が相撲を取るという、古
くからの伝統行事を子供達や地域住民が集落ぐるみで継承している。 

（６）高齢者へ癒しの場を提供 
地域の女性によって、高齢者の憩いの場である

「高齢者いきいきサロン」が開催され、茶話会や健
康づくり体操（ころばん体操）等を実施している。
地域住民の集う場の提供により、高齢者の孤立防止
や引きこもり防止につながり、地域で高齢者を見守
る活動にもなっている。 

写真５ 収穫感謝祭で豊作を祝う

写真６ 高齢者と共に健康づくり体操
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豊かなむらづくり全国表彰事業 
１．「豊かなむらづくり全国表彰事業」と「農林水産祭」 

◆豊かなむらづくり全国表彰事業
本事業は、農山漁村における集落、校区、市町村等を活動範囲とする団体の農林水
産業を核とした生活・文化等を含む幅広い地域活動を対象に、農林水産省及び日本農
林漁業振興会が昭和 54 年度から実施しています。 
優良事例の表彰を行い、その業績発表等を行うことにより、むらづくりの全国的な
展開を助長し、地域ぐるみの連帯感の醸成及びコミュニティ機能の強化を図り、農林
漁業及び農山漁村の健全な発展に資することを目的としています。 

◆農林水産祭
農林水産祭は、農林水産省及び日本農林漁業振興会が、国民の農林水産業と食に対
する認識を深めるとともに、農林水産業の技術改善及び経営発展の意欲の高揚を図る
ため、国民的な祭典として昭和 37 年から毎年 11 月 23 日の勤労感謝の日を中心に開
催しています。 
毎年、全国各地の農林水産関係団体が農林水産祭参加行事として開催する約 310 に
及ぶ農林水産物の品評会・コンクール等において農林水産大臣賞を受賞した者の中か
ら、農林水産祭中央審査委員会が７部門（農産・蚕糸、園芸、畜産、林産、水産、多
角化経営、むらづくり）の天皇杯、内閣総理大臣賞、日本農林漁業振興会会長賞を選
定しています。 
むらづくり部門では、「豊かなむらづくり全国表彰事業」において選定された農林

水産大臣賞受賞団体のなかから天皇杯等が選定されます。

表彰（農林水産祭）

推薦調書の提出↑

↑ 最優良事例の推薦

↑

１点日本農林漁業振興会会長賞

天皇杯 １点
内閣総理大臣賞 １点

沖縄県 各 都 府 県

沖縄総合
事務局

【全国９ブロックの最優良事例から天皇杯等を選定】
【北海道・沖縄ブロックの農林水産大臣賞の審査】

むらづくり審査会（書面審査・現地調査）
各地方農政局（７ブロック）

【農林水産大臣賞・局長賞を選定】
【農林水産大臣賞から最優良事例を決定】

北海道

むらづくり分科会（書面審査・現地調査）
農林水産祭中央審査会 写真．天皇杯 

むらづくり部門の審査・表彰の流れ

写真．農林水産祭式典 
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２．むらづくり部門のこれまでの三賞受賞一覧 

注１：むらづくり部門の日本農林漁業振興会会長賞は昭和 63年度に新設 
注２：太字・着色は九州の受賞団体 

年度 天皇杯 内閣総理大臣賞 日本農林漁業振興会会長賞 
昭和 54 年度 新しいむらづくり推進委員会 

（愛媛県 伊方町）
根小屋集落連合会 
（秋田県 北秋田市） ― 

55 年度 麦生集落 
（鹿児島県 屋久島町）

古見をよくする会 
（岡山県 真庭市） ― 

56 年度 梓山集落 
（長野県 川上村）

松神集落 
（鳥取県 北栄町） ― 

57 年度 姥屋敷集落 
（岩手県 滝沢村）

野田区 
（愛知県 田原市） ― 

58 年度 東部地区振興協議会 
（山形県 小国町）

新しいむらづくり推進会議 
（栃木県 那須塩原市） ― 

59 年度 玖珠町山田地区 
（大分県 玖珠町）

広船部落会 
（青森県 平川市） ― 

60 年度 飯田集落 
（島根県 益田市）

荷軽部部落会 
（岩手県 久慈市） ― 

61 年度 大木区 
（愛知県 豊川市）

小串自治会 
（長崎県 新上五島町） ― 

62 年度 清助新田むらづくり委員会 
（山形県 寒河江市）

八千代町コミュニティー推進委員会 
（茨城県 八千代町） ― 

63 年度 諸塚村自治公民館連絡協議会 
（宮崎県 諸塚村）

円城寺地区 
（滋賀県 愛荘町）

両向自治会 
（岩手県 住田町）

平成元年度 熊地区活性化推進協議会 
（静岡県 浜松市）

七軒地域づくり推進協議会 
（山形県 大江町）

浅川生活環境改善実行委員会 
（徳島県 海陽町）

２年度 上別府東部地区むらづくり振興会 
（鹿児島県 南九州市）

大原地区 
（鳥取県 倉吉市）

水と緑の村づくり推進会議 
（福井県 大野市）

３年度 岩戸村づくり実行委員会 
（長崎県 雲仙市）

福釜町内会 
（愛知県 安城市）

下帯島部落会 
（岩手県 洋野町）

４年度 国頭むらづくり委員会 
（鹿児島県 和泊町）

小郷区 
（岐阜県 中津川市）

琴浦集落 
（新潟県 佐渡市）

５年度 和光地区自治会 
（岩手県 金ヶ崎町）

琵琶池村づくり推進協議会 
（栃木県 大田原市）

大見集落 
（熊本県 宇城市）

６年度 大塚むらづくり委員会 
（鹿児島県 枕崎市）

西塩沢農村整備促進委員会 
（長野県 立科町）

森藤むらづくり推進協議会 
（徳島県 吉野川市）

７年度 三隅町上地区発展対策協議会 
（山口県 長門市）

新怡土むらづくり推進協議会 
（福岡県 糸島市）

四郷自治振興協議会 
（和歌山県 かつらぎ町）

８年度 秋津野塾 
（和歌山県 田辺市）

土呂部地区水芭蕉の郷づくり推進委員会 
（栃木県 日光市）

菊永むらづくり推進委員会 
（鹿児島県 南九州市）

９年度 南波多町農業振興協議会 
（佐賀県 伊万里市）

大井平集落 
（新潟県 津南町）

大和むらづくり会議 
（鳥取県 鳥取市）

10 年度 上場自治公民館 
（鹿児島県 出水市）

農事組合法人 犬甘野営農組合 
（京都府 亀岡市）

蒔田むらづくり推進協議会 
（青森県 五所川原市）

11 年度 石川郷中 
（秋田県 八峰町）

（農業生産法人、有限会社）農業公園信貴山のどか村 
（奈良県 三郷町）

西与賀地域実践協議会 
（佐賀県 佐賀市）

12 年度 正名字 
（鹿児島県 知名町）

中石自治会 
（秋田県 男鹿市）

常吉村づくり委員会 
（京都府 京丹後市）

13 年度 仁保地域開発協議会 
（山口県 山口市）

星野村農業・農村を考える会 
（福岡県 八女市）

舞岡ふるさと村推進協議会 
（神奈川 県横浜市）

14 年度 大井沢区 
（山形県 西川町）

夢ランド十町 
（熊本県 和水町）

一木自治振興区 
（広島県 庄原市）

15 年度 綾織町地域づくり連絡協議会 
（岩手県 遠野市）

小川区 
（岐阜県 郡上市）

豊永開発振興会 
（岡山県 新見市）

16 年度 松本集落 
（大分県 宇佐市）

農事組合法人 いくみ 
（静岡県 島田市）

上鹿妻第一地区協同組合 
（岩手県 盛岡市）

17 年度 渡慶次集落 
（沖縄県 読谷村）

十和村おかみさん市 
（高知県 四万十町）

あんずの里市利用組合 
（福岡県 福津市）

18 年度 ふき活性化協議会 
（大分県 豊後高田市）

共栄地区を良くする会 
（和歌山県 印南町）

中村集落 
（秋田県 横手市）

19 年度 伊座利の未来を考える推進協議会 
（徳島県 美波町）

古座川ゆず平井の里 
（和歌山県 古座川町）

福吉地域づくり推進協議会 
（福岡県 糸島市）

20 年度 櫛池地区農業振興会 
（新潟県上越市）

田沢湖牛銘柄確立推進組合 
（秋田県仙北市）

川内野集落 
（佐賀県伊万里市）

21 年度 小城町農産物直売所｢ほたるの郷｣ 
（佐賀県 小城市）

喜屋武集落 
（沖縄県 糸満市）

槻之屋振興会 
（島根県 雲南市）

22 年度 下里農地・水・環境向上対策委員会 
（埼玉県 小川町）

大野ヶ原開拓組合 
（愛媛県 西予市）

特定非営利活動法人 かまえブルーツーリズム研究会 
（大分県 佐伯市）

23 年度 農事組合法人 宮守川上流生産組合 
（岩手県 遠野市）

奥能登春蘭の里実行委員会 
（石川県 能登町）

久富木区公民館 
（鹿児島県 さつま町）

24 年度 浄門の里づくり協議会 
（岩手県 二戸市）

NPO 法人 とうもんの会 
（静岡県 掛川市）

現和校区 
（鹿児島県 西之表市）

25 年度 田代自治会 
（宮崎県 えびの市）

農事組合法人 ファーム大島 
（富山県 射水市）

波瀬むらづくり協議会 
（三重県 松阪市）

26 年度 自得地区環境保全会 
（青森県 弘前市）

染ヶ岡地区環境保全協議会 
（宮崎県 高鍋町）

宮地集落 
（岐阜県 郡上市）

27 年度 三芳町川越いも振興会 
（埼玉県 三芳町）

須佐地区一本釣船団 
（山口県 萩市）

農事組合法人 南檜垣営農組合 
（奈良県 天理市）

28 年度 地域共同組合無茶々園 
（愛媛県 西予市）

大野地区公民館 
（鹿児島県 垂水市）

ゆかい村風間浦鮟鱇ブランド戦略会議 
（青森県 風間浦村）

29 年度 阿室校区活性化対策委員会 
（鹿児島県 宇検村）

からり直売所出荷者運営協議会 
（愛媛県内子町）

特定非営利活動法人 ゆうきの里東和ふるさとづくり協議会 
（福島県 二本松市）

30 年度 本寺地区地域づくり推進協議会 
（岩手県 一関市）

特定非営利活動法人 ゆうきハートネット 
（岐阜県 白川町）

中津川区公民館 
（鹿児島県 さつま町）

令和元年度 西江上区 
（沖縄県 伊江村）

一般社団法人 竹田文化共栄会 
（福井県 坂井市）

由良地域協議会｢ゆらまちっく戦略会議」 
（山形県 鶴岡市）

２年度 高根フロンティアクラブ 
（新潟県 村上市）

湯原集落協定 
（宮城県 七ヶ宿町）

農事組合法人 ゆめ野山 
（奈良県 五條市）

３年度 白糸第一自治振興会 
（熊本県 山都町）

企業組合さくらの郷 
（福島県 二本松市）

伊自良の里・食と農推進協議会 
（福井県 福井市）
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３．これまでの受賞団体一覧表 
・福岡県 
年度 団体名 所在地 年度 団体名 所在地
昭 和
54年度 末石集落 うきは市

（吉井町） ① 13 年度 星野村農業・農村を考える会 八女市
（星野村）

55年度 元岡地区 福岡市 ② 14 年度 赤村特産物センター運営協議会 赤村

56年度 犀川町崎山区 みやこ町
（犀川町） ③ 15 年度 小塩んホタルの里づくり協議会 うきは市

（浮羽町）
57年度 住みよい弓削をつくる会 久留米市

（北野町） ④ 16 年度 岩屋地区活性化協議会 豊前市 

58年度 雷山地区 糸島市
（前原市） ⑤ 17 年度 あんずの里市利用組合 福津市

（津屋崎町）
59年度 前津地区 筑後市 ⑥ 18 年度 豊津町営農生産組合 みやこ町

（豊津町）
60年度 日吉地区 宮若市

（若宮町） ⑦ 19 年度 福吉地域づくり推進協議会 糸島市
（二丈町）

61年度 椋谷地区 八女市
（星野村） ⑧ 20 年度 合河ゆず祭り実行委員会 豊前市 

62年度 西浦地区 福岡市 ⑨ 21 年度 合馬校区まちづくり協議会地域振興部会 北九州市 

63年度 西小田営農組合 筑紫野市 ⑩ 22 年度 松尾百笑村 八女市
（立花町）

平 成
元年度 紅粉屋地区村づくり推進協議会 大川市 ⑪ 23 年度 上津野村づくり推進協議会 添田町 

２年度 宮小路果樹組合 嘉麻市
（嘉穂町） ⑫ 24 年度 ― ―  

3 年度 高木むらおこし対策協議会 朝倉市
（甘木市） ⑬ 25 年度 ― ―  

4 年度 有毛地区 北九州市 ⑭ 26 年度 ― ―  

5 年度 冨多区 大刀洗町 ⑮ 27 年度 伍位軒集落 みやま市
（山川町）

6年度 瀬高町地域農業振興協議会 みやま市
（瀬高町） ⑯ 28 年度 くまわり会 みやこ町

（犀川町）
7年度 新怡土むらづくり推進協議会 糸島市

（前原市） ⑰ 29年度 ― ―  

8 年度 猿喰地区 北九州市 ⑱ 30 年度 小野谷行政区 嘉麻市
（嘉穂町）

9年度 等覚寺地区 苅田町 ⑲ 令 和
元年度 ― ―  

10 年度 いわまる共和国 築上町
（椎田町） ⑳ ２年度 ― ―  

11 年度 新入農業農村活性化実行委員会 直方市 3 年度 ― ―  

12 年度 杷木町農林業等総合振興対策協議会 朝倉市
（杷木町）

注１：所在地は現在の市町村名。
注２：（ ）は、平成 11 年以降に市町村合併があった
   場合の旧市町村名。
注３：色の表記は以下のとおり。

■＝天皇杯 ■＝内閣総理大臣賞
■＝日本農林漁業振興会会長賞

   ■＝農林水産大臣賞 ■＝九州農政局長賞
注４：佐賀県～鹿児島県も同じ。

⑰

①

②
③

④

⑤

⑥

⑦

⑨

⑧

⑩

⑪

⑫

⑬

⑭

⑮

⑯

⑱

⑲

⑳
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・佐賀県 
年度 団体名 所在地 年度 団体名 所在地
昭 和
54年度 南波多町農業振興協議会 伊万里市 ① 13 年度 福富地域むらぐるみ運動実践協議会 白石町

（福富町）
55年度 畑ケ田集落 大町町 ② 14 年度 岳集落 有田町

（西有田町）
56年度 練ケ里集落 小城市

（牛津町） ③ 15 年度 蕨野地区 唐津市
（相知町）

57年度 大野集落 佐賀市
（東与賀町） ④ 16 年度 JA佐賀松浦逢地の里直販所利用運営協議会 唐津市

（相知町）
58年度 福富町北区 白石町

（福富町） ⑤ 17 年度 脇野集落 伊万里市 

59年度 西多久地区拠点地域実践協議会 多久市 ⑥ 18 年度 桃山天下市会 唐津市
（鎮西町）

60年度 市原地区 みやき町
(北茂安町) ⑦ 19 年度 大白木活力あるむらづくり推進委員会 唐津市

（七山村）
61年度 半田地区 唐津市 ⑧ 20 年度 川内野集落 伊万里市 

62年度 半田地区 鹿島市 ⑨ 21 年度 小城町農産物直売所「ほたるの郷」 小城市
（小城町）

63年度 千代田町小森田地区 神埼市
（千代田町） ⑩ 22 年度 嘉瀬の浦区 鹿島市 

平 成
元年度 七山村振興協議会 唐津市

（七山村） ⑪ 23 年度 玄海みなとん里株式会社 唐津市 

２年度 ここほれジュッタンボ会 みやき町
（三根町） ⑫ 24 年度 佐賀北部地域おこしフェスティバル実行委員会 佐賀市・神埼市 

（富士町・三瀬村・脊振村）

3 年度 加部島地区 唐津市
（呼子町） ⑬ 25 年度 橘町まちづくり推進協議会 武雄市 

4 年度 羽金山振興会 佐賀市
（富士町） ⑭ 26 年度 株式会社そよかぜ館 佐賀市

（大和町）
5年度 清水集落 嬉野市

（嬉野町） ⑮ 27 年度 吉田地区 嬉野市
（嬉野町）

6年度 北坊集落 多久市 ⑯ 28 年度 波多津町まちづくり運営協議会 伊万里市 

7 年度 杉山集落 佐賀市
（富士町） ⑰ 29 年度 松島集落 唐津市

（鎮西町）
8年度 伊岐佐上集落 唐津市

（相知町） ⑱ 30 年度 ― ―

9 年度 南波多町農業振興協議会 伊万里市 ⑲ 令 和
元年度 ― ―

10 年度 伊福集落 太良町 ⑳ ２年度 ― ―

11 年度 西与賀地域実践協議会 佐賀市 3 年度 ― ―

12 年度 大良むらぐるみ運動実践協議会 唐津市 

①

②
③

④⑤

⑥

⑦

⑨

⑧

⑩

⑪

⑫

⑬

⑭

⑮

⑯

⑰

⑱⑲

⑳

天皇杯 2
内閣総理大臣賞 0
日本農林漁業振興会会長賞 2

39
17
22

三
賞

 受賞団体数
 農林水産大臣賞
九州農政局長賞
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・長崎県 
年度 団体名 所在地 年度 団体名 所在地
昭 和
54年度 大宝肉用牛生産組合 五島市

（玉之浦町） ① 13 年度 現川物産館じげもん市 長崎市 

55年度 有喜地区むらづくり推進委員会 諫早市 ② 14 年度 「きんかい味彩市」生産者の会 長崎市
（琴海町）

56年度 大島町むらづくり運営委員会 西海市
（大島町） ③ 15 年度 鬼木郷地区 波佐見町 

57年度 緑を守る小値賀町青年連合会 小値賀町 ④ 16 年度 わくわくふれあい市利用組合 佐世保市 

58年度 北有馬町むらづくり推進委員会 南島原市
（北有馬町） ⑤ 17 年度 中尾地区農業振興協議会 長崎市 

59年度 開名囲組 諫早市
（飯盛町） ⑥ 18 年度 ― ― 

60年度 鈴田地区開発振興会 大村市 ⑦ 19 年度 芦辺湯岳生産組合 壱岐市
（芦辺町）

61年度 小串郷自治会 新上五島町
（新魚目町） ⑧ 20年度 内山地区むらづくり代表者会 対馬市

（厳原町）
62年度 川内郷振興会 波佐見町 ⑨ 21 年度 大中尾棚田保全組合 長崎市

（外海町）
63年度 田ノ平免 松浦市 ⑩ 22 年度 ― ― 
平 成
元年度 根引農事研究会 佐世保市

（江迎町） ⑪ 23 年度 後登龍活性化委員会 南島原市
（加津佐町）

２年度 惣清地区生活改善グループ 壱岐市
（芦辺町） ⑫ 24 年度 特定非営利活動法人おぢかアイランドツーリズム協会 小値賀町 

3 年度 岩戸村づくり実行委員会 雲仙市
（瑞穂町） ⑬ 25年度 佐護ヤマネコ稲作研究会 対馬市

（上県町）
4年度 松原地域掘り起こし実行委員会 大村市 ⑭ 26 年度 根獅子集落機能再編協議会 平戸市 

5 年度 南串山町新農業研究会 雲仙市
（南串山町） ⑮ 27 年度 ― ― 

6 年度 高田むらづくり実行委員会 雲仙市
（瑞穂町） ⑯ 28 年度 一般社団法人南島原ひまわり観光協会 南島原市 

7 年度 田尻名干拓部落 諫早市
（森山町） ⑰ 29 年度 大中尾棚田保全組合 長崎市

（外海町）
8年度 野岳山麓農村活性化協議会 大村市 ⑱ 30 年度 ― ― 

9 年度 折山集落 諫早市
（高来町） ⑲ 令 和

元年度 さいかい元気村協議会 西海市 

10 年度 赤仁田営農組合 南島原市
（西有家町） ⑳ ２年度 やったろう de 高島 長崎市

（高島町）
11 年度 よかところ実行委員会 西海市

（西海市） 3年度 ― ― 

12 年度 中山・五反田里づくりの会 川棚町 

②

⑤

⑥

⑦

⑨

⑬

⑭

⑮

⑯
⑰

⑱
⑲

⑳

⑩⑪

①

④

⑧
⑫ ③

-28-



・熊本県 
年度 団体名 所在地 年度 団体名 所在地
昭 和
54年度 馬見塚振興会 山鹿市 ① 13 年度 尾田地区 玉名市

（天水町）
55年度 小池・秋永地区 益城町 ② 14 年度 夢ランド十町 和水町

（三加和町）
56年度 碇石地区 天草市

（新和町） ③ 15 年度 八勢地区 御船町 

57年度 清水地区 あさぎり町
（上村） ④ 16 年度 西里とれたて市会 熊本市 

58年度 堀川地区 菊陽町 ⑤ 17 年度 村丸ごと生活博物館頭石 水俣市 

59年度 福本地区 菊池市 ⑥ 18 年度 吉野梨研究同志会 氷川町
（竜北町）

60年度 小坂地区 山鹿市 ⑦ 19 年度 平小城活性化協議会 山鹿市 

61年度 島木地区 山都町
（矢部町） ⑧ 20 年度 天水農産物直売所協議会「てんすい郷○市」 玉名市

（天水町）
62年度 柳野集落 多良木町 ⑨ 21 年度 両併地区 南阿蘇村

（白水村）
63年度 球磨村森林組合 球磨村 ⑩ 22 年度 七城ホタルを育てる会 菊池市

（七城町）
平 成
元年度 江良区 合志市

（西合志町） ⑪ 23 年度 村丸ごと生活博物館越小場地区 水俣市 

２年度 熊本清和農業協同組合 山都町
（清和村） ⑫ 24 年度 東門寺集落 熊本市 

3 年度 中湯田集落 南小国町 ⑬ 25 年度 菅地域振興会 山都町
（矢部町）

4年度 五家荘平家の里管理組合 八代市
（泉村） ⑭ 26 年度 大浦地区振興会 天草市

（有明町）
5年度 大見集落 宇城市

（不知火町） ⑮ 27年度 天明環境保全隊 熊本市 

6 年度 阿佐古集落 山鹿市
（菊鹿町） ⑯ 28 年度 ＮＰＯ法人二見わっしょいファーム 八代市 

7 年度 横島町特産物振興協会 玉名市
（横島町） ⑰ 29 年度 手野名水会 阿蘇市

（一の宮町）
8年度 横居木集落 芦北町

（田浦町） ⑱ 30 年度 上天草物産館さんぱーる出荷協議会 上天草市 

9 年度 福連木地区 天草市
（天草町） ⑲ 令 和

元年度 ― ― 

10 年度 鳳来地区 菊池市 ⑳ ２年度 田舎の体験交流館さんがうら運営委員会 球磨村 

11 年度 毎床地区 球磨村 3 年度 白糸第一自治振興会 山都町
（矢部町）

12 年度 入佐地区 山都町
（矢部町）

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨⑩

⑪

⑬

⑭

⑮

⑯

⑰

⑱

⑲

⑳

⑫
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・大分県 
年度 団体名 所在地 年度 団体名 所在地
昭 和
54年度 鎌城酪農部 中津市

（耶馬溪町） ① 13 年度 下城井農用地改善組合 宇佐市 

55年度 温見地区 豊後大野市
（朝地町） ② 14 年度 新庄むらづくり協議会 杵築市 

56年度 草深野集落 豊後大野市
（緒方町） ③ 15 年度 九重野地区担い手育成推進協議会 竹田市 

57年度 津留農地利用組合 豊後大野市
（大野町） ④ 16 年度 松本集落 宇佐市

（安心院町）
58年度 大山町農業協同組合 日田市

（大山町） ⑤ 17 年度 大肥郷ふるさと農業振興会 日田市 

59年度 山田西区 玖珠町 ⑥ 18 年度 ふき活性化協議会 豊後高田市 

60年度 住みよい豊かなむらにする会 由布市
（庄内町） ⑦ 19 年度 温見地区 豊後大野市

（朝地町）
61年度 大分県漁業協同組合米水津支店 佐伯市

（米水津村） ⑧ 20 年度 藤河内・元気なむらづくりの会 臼杵市 

62年度 荻町恵良原地区 竹田市
（萩町） ⑨ 21 年度 ― ― 

63年度 長目地区むらづくり推進協議会 津久見市 ⑩ 22 年度 ＮＰＯ法人かまえブルーツーリズム研究会 佐伯市
（蒲江町）

平 成
元年度 大鶴地区 日田市 ⑪ 23 年度 ― ― 

２年度 下矢部地区 宇佐市 ⑫ 24 年度 農事組合法人紫草の里営農組合 竹田市 

3 年度 古後地区活性化委員会 玖珠町 ⑬ 25 年度 農事組合法人小野谷 日田市 

4 年度 菅原自治会 九重町 ⑭ 26 年度 農事組合法人こめ・こめ・くらぶ 杵築市
（山香町）

5年度 綿田地区自治会 豊後大野市
（朝地町） ⑮ 27 年度 内成の棚田とむらづくりを考える会 別府市 

6 年度 小田生き活き健康村実行委員会 玖珠町 ⑯ 28 年度 間越地区活性化推進協議会 佐伯市
（米水津村）

7年度 清川町林業研究グループ 豊後大野市
（清川町） ⑰ 29 年度 三光コスモス祭り実行委員会 中津市

（三光村）
8年度 木佐上コミュニティ 大分市

（佐賀関町） ⑱ 30 年度 農事組合法人芦刈農産 豊後大野市
（三重町）

9年度 深良津二世会 津久見市 ⑲ 令 和
元年度 農事組合法人グリーンファーム畑 豊後高田市 

10 年度 山下を良くする会 玖珠町 ⑳ ２年度 ― ― 

11 年度 竜船蛟の里づくりの会 杵築市
（山香町） 3年度 農事組合法人いけのうち 国東市

（武蔵町）
12 年度 山口陽農会 国東市

（安岐町）

①

②

③
④

⑤

⑥

⑦

⑧
⑨

⑩

⑪

⑫

⑬

⑭

⑮

⑯

⑰

⑱

⑲

⑳
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・宮崎県 
年度 団体名 所在地 年度 団体名 所在地
昭 和
54年度 国富町新農業振興対策協議会 国富町 ① 13 年度 横市農用地利用改善組合 都城市 

55年度 内山集落 
小林市 
（須木村） 

② 14 年度 綾町有機農業実践振興会 綾町 

56年度 笛水集落 
都城市 
（高崎町） 

③ 15 年度 西長江浦むらづくり協議会 えびの市 

57年度 細宇納間公民館 
美郷町 
（北郷村） 

④ 16 年度 高千穂町下野西集落 高千穂町 

58年度 長田地区公民館 三股町 ⑤ 17 年度 南平営農組合 日南市 

59年度 西米良果樹振興協議会 西米良村 ⑥ 18年度 五ケ村地区むらづくり協議会 高千穂町 

60年度 宮の原地区 五ヶ瀬町 ⑦ 19 年度 薄谷むらづくり推進協議会 都城市 

61年度 日置地区 新富町 ⑧ 20 年度 銀鏡むらづくり推進会 西都市 

62年度 新しい村づくり推進委員会 
日南市 
（南郷町） 

⑨ 21 年度 ＮＰＯ法人正応寺ごんだの会 都城市 

63年度 諸塚村自治公民館連絡協議会 諸塚村 ⑩ 22年度 高崎町笛水地区活性化委員会 
都城市 
（高崎町） 

平 成
元年度 清水・孫谷農事振興組合 川南町 ⑪ 23 年度 下小松集落営農組合 宮崎市 

２年度 桑の実生活改善グループ 椎葉村 ⑫ 24 年度 上野原地区集落営農組合 
美郷町 
（西郷村） 

3 年度 上南山田地区営農振興組合 
都城市 
（山田町） 

⑬ 25年度 田代自治会 えびの市 

4 年度 花堂むらおこしグループ 高原町 ⑭ 26年度 染ヶ岡地区環境保全協議会 高鍋町 

5 年度 笠祇地区村づくり推進協議会 串間市 ⑮ 27 年度 北きりしま田舎物語推進協議会 
小林市・高原町 
・えびの市 

6 年度 池島区 えびの市 ⑯ 28 年度 農事組合法人はなどう 高原町 

7 年度 宮の原むらづくり推進協議会 五ヶ瀬町 ⑰ 29年度 川坂川を守る会 
延岡市 
（北川町） 

8 年度 酒谷地区むらおこし推進協議会 日南市 ⑱ 30 年度 焼畑蕎麦苦楽部 椎葉村 

9 年度 鹿川集落 日之影町 ⑲ 令 和
元年度 酒谷地区むらおこし推進協議会 日南市 

10 年度 中之又ふれあい里づくり協議会 木城町 ⑳ ２年度 一里山地区ふるさとづくり推進協議会 
宮崎市 
（高岡町） 

11 年度 石野田集落 西都市 3 年度 ― ― 

12 年度 大藤地区推進委員会 
日南市 
（北郷町） 

①②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

⑪

⑫

⑬

⑭

⑮

⑯

⑰

⑱

⑲

⑳

天皇杯 2
内閣総理大臣賞 1
日本農林漁業振興会会長賞 0

42
17
25

三
賞

 受賞団体数
 農林水産大臣賞
九州農政局長賞
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・鹿児島県 
年度 団体名 所在地 年度 団体名 所在地
昭 和
54年度 蓬原中野小組合 志布志市

（有明町） ① 13 年度 扇尾公民館 日置市
（日吉町）

55年度 麦生集落 屋久島町
（屋久町） ② 14年度 野間下地区むらづくり委員会 中種子町 

56年度 浜児ケ水区 指宿市
（山川町） ③ 15 年度 舞敷野公民館 南さつま市

（加世田市）
57年度 高尾野千間山集落 出水市

（高尾野町） ④ 16 年度 高田むらづくり委員会 南九州市
（川辺町）

58年度 帯野地区 曽於市
（財部町） ⑤ 17 年度 小山田地区むらづくり委員会 姶良町

（加治木町）
59年度 小野津地区 喜界町 ⑥ 18 年度 塗木むらづくり推進委員会 南九州市

（知覧町）
60年度 永野地区 日置市

（吹上町） ⑦ 19 年度 原区むらづくり委員会 屋久島町
（屋久町）

61年度 川添地区 湧水町
（吉松町） ⑧ 20 年度 中谷地区むらづくり委員会 曽於市

（財部町）
62年度 桜馬場地区 枕崎市 ⑨ 21 年度 大馬越地区コミュニティ協議会 薩摩川内市

（入来町）
63年度 花瀬地区むらづくり推進協議会 錦江町

（田代町） ⑩ 22 年度 永野区むらづくり委員会 さつま町
（薩摩町）

平 成
元年度 永田地区営農振興会 南九州市

（川辺町） ⑪ 23 年度 久富木区公民館 さつま町
（宮之城町）

２年度 上別府東部地区むらづくり振興会 南九州市
（頴娃町） ⑫ 24年度 現和校区 西之表市 

3 年度 田代地区むらづくり振興会 日置市
（東市来町） ⑬ 25 年度 新城地区公民館 垂水市 

4 年度 国頭むらづくり委員会 和泊町 ⑭ 26 年度 高山地区公民館 日置市
（東市来町）

5年度 青木地区 出水市
（野田町） ⑮ 27 年度 黒木地区コミュニティ協議会 薩摩川内市

（祁答院町）
6年度 大塚村づくり委員会 枕崎市 ⑯ 28 年度 大野地区公民館 垂水市 

7 年度 大迫むらづくり推進委員会 鹿屋市
（串良町） ⑰ 29 年度 阿室校区活性化対策委員会 宇検村 

8 年度 菊永むらづくり推進委員会 南九州市
（知覧町） ⑱ 30年度 中津川区公民館 さつま町

（薩摩町）
9年度 時吉区公民館 さつま町

（宮之城町） ⑲ 令 和
元年度 宿利原地区公民館 錦江町

（大根占町）
10 年度 上場自治公民館 出水市 ⑳ ２年度 高田村づくり委員会 南九州市

（川辺町）
11 年度 池田校区振興会 錦江町

（大根占町） 3年度 一ツ木公民会 さつま町
（宮之城町）

12 年度 正名字 知名町 

①

②

③

⑤
⑥

④

⑦

⑧

⑨

⑩

⑪

⑫

⑬

⑭

⑮

⑯

⑰

⑱

⑲

⑳

天皇杯 7
内閣総理大臣賞 1
日本農林漁業振興会会長賞 4

43
27
16

三
賞

 受賞団体数
 農林水産大臣賞
九州農政局長賞
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１．「ディスカバー農山漁村（むら）の宝」とは？ 

「強い農業」「美しく活力のある農山漁村」の実現のため、農山漁村の有するポテンシャルを
引き出すことにより地域の活性化、所得向上に取り組んでいる優良事例を選定し、全国に発信す
る取組みです。 
→ディスカバー農山漁村（むら）の宝」に選定されたら・・・ 
マルシェの参加や SNSでの情報発信、ウェブサイトにおける選定地区のおすすめ商品の紹介等
のメリットがあります。選定地区からは、メディアで紹介される機会が増加し、関係者の意欲向
上や売上げの増加につながったなどの声も多数寄せられています。 

２．「ディスカバー農山漁村（むら）の宝」（第８回選定結果） 
令和３年 11月 19 日に、総理大臣官邸において有識者懇談会が開催され、「ディスカバー農山
漁村（むら）の宝」（第８回選定）に全国で 34地区及び４名が選定されました。 
＜コミュニティ部門 18 地区＞

北広島商工会「きたひろしま開拓プロジェクト委員会」（北海道 北広島市）□食

当麻土地改良区（北海道 当麻町） 

中泊町農産物加工販売施設出荷者協議会（青森県 中泊町） 

グループ農夫の会（山形県 山辺町） 

福島県喜多方市教育委員会（福島県 喜多方市） 

東京大学むら塾（東京都 目黒区） 

ＳＡＫＵ酒蔵アグリツーリズム推進協議会（長野県 佐久市）□泊

月影の郷運営委員会（新潟県 上越市） 

安城農林高校エグプロ研修班ｗｉｔｈ岡崎市（愛知県 岡崎市） 

一般社団法人三重県障がい者就農促進協議会（三重県 津市） 

大阪府立農芸高等学校（大阪府 堺市） 

株式会社日向屋（和歌山県 田辺市） 

草間台エコミュージアム推進協議会（岡山県 新見市） 

神山しずくプロジェクト（徳島県 神山町） 

愛媛県立三崎高等学校「せんたんプロジェクト」（愛媛県 伊方町）□先

吉延営農組合（高知県 本山町） 

佐賀県立伊万里実業高等学校フードプロジェクト部（佐賀県 伊万里市） 

山原女性農業者の会（沖縄県 名護市） 

＜ビジネス部門 16地区＞ 
環境大善株式会社（北海道 北見市）□ナ

株式会社ＥＬＥＺＯ社（北海道 豊頃町） 

気仙沼水産資源活用研究会（宮城県 気仙沼市） 

蔵王農泊振興協議会（宮城県 蔵王町） 

株式会社ワカヤマファーム（栃木県 宇都宮市）□日

株式会社いちごの里ファーム（栃木県 小山市） 

一夜城ヨロイヅカファーム・マルシェ部会（神奈川県 小田原市） 

株式会社白銀カルチャー（新潟県 新潟市） 

石川県漁業協同組合柴垣支所（石川県 羽咋市） 

有限会社牧成舎（岐阜県 飛騨市） 

お茶の通販・京都おぶぶ茶苑合同会社（京都府 和束町）□ブ

空中の村（奈良県 十津川村）□空

株式会社敷信村農吉（広島県 庄原市）□域

株式会社６３Ｄｎｅｔ（山口県 長門市） 

「高松盆栽の郷」推進協議会（香川県 高松市） 

みやま市環境衛生課循環型社会推進係（福岡県 みやま市） 

＜個人部門 ４名＞
日向 優（北海道 陸別町）  那須 誠（和歌山県 田辺市）□ブ     植田 輝義（岡山県 岡山市）  黒川 真太郎（徳島県 阿南市）□サ

コミュニティ部門 

関係者の連携による活動で地域に活
力をもたらす取組み等 

個人部門

地域でリーダー的な活躍をしている者等 

ビジネス部門 

事業化を通じて所得向上や雇用を生
み出す取組み等 

･･････グランプリ 

･･････優秀賞 

□･･････特別賞 

□ナ･･･ナイスネーミング賞 

□文･･･食文化にエール賞 

□日･･･日本が誇る美景観賞 

□泊･･･農泊賞 

□ブ･･･食ブランド賞 

□空･･･空中に輝く新林賞 

□確 ･･･ブランディング確立特別賞 

□域 ･･･農と地域づくり賞 

□サ ･･･サステナブル賞 

□先 ･･･先端発信賞 
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※選定団体の取組み等については、農林水産省及び九州農政局のホームページをご覧ください。 
農林水産省：http://www.maff.go.jp/j/nousin/kouryu/discover.html 
九州農政局：https://www.maff.go.jp/kyusyu/keikaku/discover/discover.html 

◆全国選定団体の紹介＜コミュニティ部門＞

◆全国選定団体の紹介＜ビジネス部門＞

３．九州農政局「ディスカバー農山漁村（むら）の宝」選定結果 
九州農政局においても、全国選定以外の優れた取組みについて、九州農政局「ディス

カバー農山漁村（むら）の宝」として３地区を選定しました。 

佐賀県立伊万里実業高等学校 
フードプロジェクト部 
―食で伊万里を元気に！～伊万里版ＳＤＧｓ～― 

＜概要＞ 

・規格外地域農産物を活用した商品開発・カフェの運営。コロナの影響によりテイクアウト形式・移動型マルシェも実施。 

・食品ロスを防止するため、家庭で眠っている余剰食材を回収し子ども食堂や福祉施設等に届ける「フードドライブ」活動も実施。 

（成果） 

・規格外品を活用した商品については、２種類（平成28年度）から、15種類（令和３年度見込み）に増加。 

・まちなかカフェ・マルシェにフードドライブを併設し、100点以上の食材を集め、子育て支援センター等に提供。 

みやま市環境衛生課 
循環型社会推進係 
―循環型社会を体現する地域憩いの施設― 

＜概要＞ 

・廃校を活用し、生ごみ等から電力と液肥を生み出す資源化施設と市民が集う賑わいの施設「ルフラン」をオープン。 

・廃校の校舎は食品加工室、カフェ、直売所（無人販売）、シェアオフィスなどに改装。市内外から多様な人が訪れる施設となった。 

（成果） 

・令和元年度はカフェ来客数1,536人、加工室利用32回、オフィス利用者は10人であったが、令和３年度はカフェ来客数2,500

人、加工室利用321回、オフィス利用者97人に達する見込み。 

・利用者の中から、自分のお店をオープンさせた方もあらわれた。

フードドライブ カフェ・マルシェ 伊万里焼協同組合と連携した 

伊万里焼カフェ 

商店街の空き店舗を活用した 

まちなかカフェ 

所在地：伊万里市

佐賀県

福岡県

所在地：みやま市

日替わりカフェの様子 食品開発室で開発・販売された 

ドレッシング 

オープニングイベント ルフランマルシェ

＜コミュニティ部門 １地区＞
草原再生オペレーター組合（熊本県 阿蘇市）

＜ビジネス部門 ２地区＞ 
多久未来プロジェクト（佐賀県 多久市）

たからべ森の学校（鹿児島県 曽於市） 

若者の活躍 

地産地消 

地産地消 

環境保全 
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発行 九州農政局
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