
47．丸山千枚田保存会

丸山千枚田保存会（熊野市役所）
熊野市紀和町板屋78 
TEL：0597-97-1113 FAX：0597-97-1003

活動のきっかけ

◆かつて 2,240枚あった棚田が平成
初期には530枚まで減少

◆先祖代々の丸山千枚田を失いたく
ない！復元し、後世に残したい！
との地域住民の想いと、復元して
地域振興・活性化につなげようと
いう行政の想いから平成25年に活
動開始

活 動 の 効 果

◇棚田のある日本の原風景を取り戻
し、地域の宝として後世へ継承

◇棚田オーナー制度や農業体験によ
り、地元と都市住民が一体となっ
た保全活動が展開され、活気のあ
る農村が復活

◇夏の風物詩の「虫おくり行列」な
ど四季折々の姿を楽しむことがで
き、棚田を訪れる観光客も約７千
人から約27千人（H23→H27）へ約
４倍に増加

1340枚まで復元された「丸山千枚田」

オーナーとの交流「稲刈りの集い」

伝統的農耕行事「虫おくり」を復活

岐阜県岐阜市

キーワード

取 組 概 要

◆棚田の復元と手作業での農作業､
石垣補修による景観保全活動

◆棚田オーナー制度の運営、農業体
験を通じた都市住民との交流

◆昭和28年まで行われていた火と音
で害虫を追い払う伝統的農耕行事
「虫おくり」の復活

～ 皆で残そう！10年、100年、千枚田 ～

熊野市

三重県 熊野市

伝統・継承 その他（オーナー制度、農業体
験を通じた都市との交流）

自然・景観

まるやませんまいだ



☆ キーワード（取組内容）事例番号

キーワード

1 2 3 5 8 10 11 17 20 25 28
30 33 34 36 37 40 47 49
1 4 5 6 7 10 15 16 17 19 27
34 41 42 47 53
2 11 14 16 19 23 24 26 30 33 35
38 43 44 45 46 53 54 56

国内観光 3 6 8 10 21 38 42

3 5 6 7 8 9 16 17 20 21 25
27 28 31 32 37 39 40 44 49 50

企業 18 28 37 57

雇用 12 18 36 48 51

12 13 26 35 38 40 45 50 51 54 55
56 57
4 9 24 25 26 27 29 32 33 39 45
49 53 54 55 56

医療・福祉 13 29 42

定住・移住 2 9 11 12 14 19 34 52

女性の活躍 29 30 31 32 39 41 43 44 55

高齢者の活躍 31 41 43 48

鳥獣害防止 15

1 7 13 14 15 18 20 21 22 23 24
35 36 46 47 48 50 57

地産地消

その他

事 例 番 号

自然・景観

伝承・継承

「食」の提供・活用

子ども（教育・体験）

６次産業化

第３回 「ディスカバー農山漁村の宝」 東海農政局管内 応募団体事例集
（平成29年３月）

東海農政局 農村振興部 農村計画課 （技術班）

〒460-8516 名古屋市中区三の丸1-2-2
TEL：052-223-4629 （直通） FAX：052-220-1681

「ディスカバー農山漁村の宝」ホームページ （東海農政局）
URL：http://www.maff.go.jp/tokai/noson/keikaku/discover/index.html



48．一般社団法人 サンパークいなべ

一般社団法人 サンパークいなべ
いなべ市藤原町鼎3071番地
TEL：0594-46-8377 FAX：0594-46-8385

活動のきっかけ

◆「循環型社会の構築、高齢者福
祉・雇用の創設、農業の振興、都
市との交流」を目的として整備さ
れた農業公園を、市が民間に運営
管理委託(平成26年)する際に､法
人として設立

活 動 の 効 果

◇各種イベントの開催により、来園
者数が約38千人から約52千人(H23
→H27)へ増加

◇地域の高齢者約 140人が班分けし
て取り組む楽しむ公園づくり（青
空デイサービス）や、シルバー人
材センターを活用した高齢者によ
る公園の管理運営を通じて、高齢
者福祉・雇用の創出が実現

◇いなべ梅の知名度向上を目指し､
梅酒など新たな商品開発にも着手

高齢者の知恵とロマンが花開く 環境に配慮した安らぎ空間の創設

品種名入りのぼたん園を増設整備

岐阜県岐阜市

キーワード

取 組 概 要

◆公園の管理運営（除草、イベント
開催時の客の誘導案内等）や楽し
む公園づくり（花の種まき、挿し
芽等）を地域の高齢者が実践

◆実梅約1,000本、ブルーベリー約
500本を植栽、もぎ取り体験やぼ
たん祭り、うめ祭りなど各種イベ
ントの開催による都市との交流

～ 高齢者の知恵と、ロマンから生まれた公園 ～

いなべ市

三重県 いなべ市

その他（循環型社会の構築、
農業の振興、都市との交流）

雇 用 高齢者の活躍



49．田光資源と環境を守る会

田光資源と環境を守る会（菰野町役場）
三重郡菰野町大字潤田1250 
TEL：059-391-1129 FAX：059-391-1193

活動のきっかけ

◆平成３年より転作田を活用したコ
スモス畑の共同維持活動を開始

◆平成17年に「田光のシテコブシ及
び湿地植物群落」が国の天然記念
物に指定されたことから、地域の
環境保全の機運が上昇

活 動 の 効 果

◇毎年10月中旬に開催される「コス
モス地域交流会」での参加者数が、
約1,800人から約2,700人（H23→
H27）へ増加

◇ため池の池干しにより外来魚が駆
除され、希少生物であるアブラボ
テ（タナゴの一種）を保全

◇地元小学校が総合学習の一環で行
う生物・生態系の観察会や農業体
験を通じ、地域の絆が深まり、次
代を担う地域の後継者育成と伝統
文化の継承に寄与

ため池百選に選ばれた「楠根ため」と池干しの様子 タナゴ 生き物観察会

シテコブシ群生地

岐阜県岐阜市

キーワード 子ども（教育・体験） 地産地消自然・景観

取 組 概 要

◆毎年約３haのコスモス畑で地域交
流イベントを開催

◆田光の地域資源を後世に伝えるた
め、平成19年に「田光資源と環境
を守る会」を設立し活動開始

◆地元小学校と連携し、子ども農業
体験・伝統文化の継承を実施

～ 清流と、光かがやく田園と未来ある ふるさと田光 ～

菰野町

三重県 菰野町

た び か



50．立梅用水土地改良区

立梅用水土地改良区
多気郡多気町丹生1620-3 
TEL：0598-49-4522 FAX：0598-49-4828

活動のきっかけ

◆約200年前に完成した「立梅用水
(農業用水路)」を活用し、農業農
村を中心とした地域社会の「絆｣
再構築に取り組む

◆平成５年より地域住民と土地改良
区との協働による「あじさいいっ
ぱい運動」を開始

活 動 の 効 果

◇ＣＳ事業や企業連携活動を通じて、
外部視点による地域の価値を再認
識

◇ＣＳ事業が社会人向け企業研究プ
ロジェクトメニューとして発展し、
新たな地域産業の立上げといった
農村創造にも効果

◇再生可能エネルギー（小水力・太
陽光）の新たな普及方法として電
気の地産地消事業を立ち上げ、年
間約800人（H27）の視察を受入れ

コミュニティースクール「米・大豆づくり」
立梅用水を利用した小水力発電

コミュニティースクール「食農教育」

岐阜県岐阜市

キーワード

取 組 概 要

◆地域住民が主体となり地元小学生
を対象にコミュニティースクール
（ＣＳ事業）を実施し、農業生産
を通じた食農教育と農業用水の大
切さなど地域農業をＰＲ

◆再生可能エネルギー（小水力・太
陽光発電）の普及推進活動

Power of the TACHIBAI ～ 次の２００年へ ～

多気町

三重県 多気町

たちばい

その他（再生可能エネルギー（小水力発電、
太陽光発電）を活用した町づくり）

子ども（教育・体験） ６次産業化



51．大台町木づかい推進協議会

大台町木づかい推進協議会
多気郡大台町佐原750番地
TEL：0598-82-3786 FAX：0598-82-2565

活動のきっかけ

◆木質バイオマス燃料の導入を検討
する中、木材加工商品の開発や販
路、残材の利用方法を検討・実践
する組織として、平成27年に協議
会を設立

活 動 の 効 果

◇「木塾」の参加者は 21人(H27)を
数え、座学講座を含む実践的な研
修により参加者の技術力が向上

◇「奥伊勢森の市」の開催により定
期的な木製品販売場所を確保

◇タムシバ、クロモジ、ヒノキ、カ
ナクギノキの４種類の「樹木アロ
マ」を開発

◇「樹木アロマ」の販売体制の整備
が森林づくりに協力・賛同する企
業を確保

「木塾」の開催風景
販売イベント「奥伊勢森の市」

樹木アロマの商品開発

岐阜県岐阜市

キーワード

取 組 概 要

◆平成27年から平成29年の３カ年で、
木材加工の人材育成を目的とした
「木塾」を開催
◆広葉樹等の枝葉を活用した新たな
商品開発

◆木材加工品の販売促進を目的とし
た販売イベント「奥伊勢森の市｣
の開催

～ 日本一の美しい森林づくりを目指した
大台町木づかい推進運動 ～

大台町

三重県 大台町

６次産業化雇 用

おおだいちょう



52．大杉谷移住促進協議会

大杉谷移住促進協議会
多気郡大台町久豆199 
TEL：0598-78-8888 FAX：0598-78-8889

活動のきっかけ

◆高齢化率が70％を超える大杉谷地
区の維持を目的に、行政、地域住
民等との連携体制を整備し、地域
活性化に向けた取組を行うため、
平成23年に協議会を設立

活 動 の 効 果

◇「古民家リフォーム塾」の受講に
より参加者の技術力が向上

◇移住相談や地域案内の実施､「古
民家リフォーム塾」により整備さ
れた移住者用お試し住宅の活用に
より、平成26、27年度と子供連れ
の世帯が相次いで地区内へ移住

◇田舎暮らし体験講座（柿渋、蜜蝋
ワックスづくり等）の実施で移住
希望者が増加

古民家リフォーム塾の様子

改修前の古民家

改修後の古民家

キーワード 定住・移住

取 組 概 要

◆「古民家リフォーム塾」の開講
◆古民家を移住希望者向けお試し住
宅や農林漁家民宿に改修し、移住
促進のための環境整備や田舎暮ら
し体験講座を開講

◆移住希望者から問い合わせ対応し
て、移住相談窓口を設置

～ 大杉谷移住促進事業 （ようこそ大杉谷へ！） ～

三重県 大台町

大台町

おおすぎだに



53．野原村元気づくり協議会

野原村元気づくり協議会
度会郡大紀町野原543 
TEL：080-1569-5336 FAX：0598-89-4038

活動のきっかけ

◆平成18年、野原区自治会が中心と
なり地域課題を解決するため「野
原と区民が元気になる活動計画書｣
を作成

◆平成20年に活動主体として協議会
を設立

活 動 の 効 果

◇地域の最大課題である獣害対策は、
ジビエ料理や地産地消弁当の販売
拡大が捕獲促進に繋がり、農作物
への被害が減少

◇小学校の総合学習において、子ど
も達のアイデアから新たなお茶の
商品（七保のお宝あたたかきずな
茶）が誕生

◇子ども達の企画による「茶摘み体
験ツアー」や廃校を活用した各種
イベントの開催により、都市と農
村の交流が促進

廃校の小学校給食室を改築 地産地消弁当の盛り付けの様子

摘んだお茶の選別作業

小学生のアイデアで商品化したお茶の販売

岐阜県岐阜市

キーワード 「食」の提供・活用

取 組 概 要

◆農産物への獣害対策として関係者
が連携し、鹿・猪肉料理を提供す
る「野原工房げんき村」を開業

◆地元七保小学校の総合学習と連携
し、地域の宝物探しと題した授業
を展開

◆子ども達が企画した「茶摘み体験
ツアー」により都市と農村の交流
を実施

～ 生涯現役！ 廃校利用で農山村の元気づくり ～

大紀町

三重県 大紀町

地産地消伝統・継承

の は ら む ら



54．大紀町漁業活性化推進協議会（魚々錦会）

大紀町漁業活性化推進協議会
度会郡大紀町錦891-1 （三重外湾漁協錦事業所内）

TEL：0598-73-2111 FAX：0598-73-2039

活動のきっかけ

◆町村合併をきっかけに、町内唯一
の漁港である錦地区の漁業の活性
化を目的として、平成17年に協議
会を設立

活 動 の 効 果

◇「錦ぶりまつり」は、毎年約３千
人が来客

◇軽冷蔵車での移動販売により、山
間部を含む町内での水産物の地産
地消に貢献

◇６次産業化の取組で開発した「真
鯛の塩麹焼」が、第３回フィッツ
ュワングランプリのファスト部門
で準グランプリを受賞

◇子ども達を対象とした漁業体験の
実施により、地元の魚食文化の継
承と食育に貢献

小学生を対象とした漁業体験 魚捌き教室の様子

山間部への移動魚販売者

第３回ﾌｨｯｼｭﾜﾝｸﾞﾗﾝﾌﾟﾘでの準ｸﾞﾗﾝﾌﾟﾘ受賞

キーワード ６次産業化「食」の提供・活用

取 組 概 要

◆桜鰤（春先に大量に採れる鰤）の
ブランド化を図るため、平成23年
から「錦ぶりまつり」を毎年開催

◆地産地消を目的に、町内山間部へ
軽冷蔵車での移動販売を実施

◆水産物の６次産業化を目指した地
元特産物を利用した商品開発

◆地元の小学生を中心に、漁業体験
（干物作り、魚捌き教室等）を毎
年開催

～ 漁場の味を家庭でも 地産地消！ ～

三重県 大紀町

と と き ん か い

大紀町

地産地消

たいきちょう



特定非営利活動法人 大紀町日本一のふるさと村
度会郡大紀町金輪974番地2 
TEL：0598-87-1500 FAX：0598-87-1369

活動のきっかけ

◆高齢化率県内２位の町で、耕作放
棄地、獣害の増加が集落の存続に
危機感

◆地域の宝を活用し子ども達とふる
さとの未来を守るため、平成22年
にＮＰＯ法人を設立

活 動 の 効 果

◇農家体験民宿では、来客者の意向
も踏まえた宿泊体験計画を作成す
ることで、海外からの観光客も受
入れ

◇ふるさと村で働く９人のうち６人
の子育てママがごはんパンづくり
の主力で、94歳と90歳のおばあゃ
んが店番をするなど、地域の女性
が活躍できる新たな雇用の場を創
出

◇釜戸炊きごはんパンの売上げが､
約 27万円から約 154万円（H23→
H27）へ約６倍に増加

パン工房の看板おばあちゃん ９０歳と９４歳

特許取得！釜戸炊きごはんパン

岐阜県岐阜市

キーワード 地産地消 女性の活躍６次産業化

取 組 概 要

◆古民家を改造したバリアフリーの
農家体験民宿を経営

◆釜戸炊きごはんパン(特許取得)を
開発。地域の女性が子連れで働き､
ママの選んだ三重県産小麦や地元
産の自家米や新鮮な野菜・果物を
使用し、子どもたちにやさしいパ
ンを販売

～ 「限界集落」をふっとばせ 日本一の宝満載で ～
大紀町

三重県 大紀町

たいきちょう

55．特定非営利活動法人

大紀町日本一のふるさと村

農家体験民宿 ふるさと村



56．三重 紀北町 海・山こだわり市

三重 紀北町 海・山こだわり市
北牟婁郡紀北町相賀2094-5 
TEL：090-4861-6737 FAX：0597-31-4126

活動のきっかけ

◆大切な地域資源をきちんとした形
でＰＲすることで、商品本来の価
値や販売価格が認識されることか
ら、そのことを生産者の所得向上
と後継者育成につなげていくため
平成25年に活動を開始

活 動 の 効 果

◇実行委員会メンバーは､Ｕターン
･Ｉターンの20代から40代で構成。
意欲的な活動により地域内に新し
い元気な風を呼び込むことに成功
し、商品の知名度もアップ

◇町外からの「海・こだわり市」へ
の参加店舗が増えたことで、来場
者数が、約2,000人から約3,300人
（H25→H27）へ増加

◇６次産業化で開発した「完熟ﾄﾏﾄ｣
と｢200％ﾄﾏﾄｼﾞｭｰｽ｣が、伊勢志摩
サミットの会食ドリンクに採用

「海・山こだわり市」 実行委員会のメンバー

「海・山こだわり市」の開催

尾鷲・熊野市を巻き込んでの広域食イベント

岐阜県岐阜市

キーワード ６次産業化 地産地消「食」の提供・活用

取 組 概 要

◆実行委員会メンバーである若手生
産者のこだわり生産品と地域内の
旬を組み合わせた「海・山こだわ
り市」を年３回程度開催

◆近隣の尾鷲市や熊野市の若手生産
者を巻き込み、地域の特産品を使
った「棒（串焼きなど）」対決イ
ベントを開催

～ 魅力・ときめき発信！ 地域みんなを元気に！！ ～

紀北町

三重県 紀北町

きほくちょう



57．尾呂志地区活性化プラン推進委員会

尾呂志地区活性化プラン推進委員会
南牟婁郡御浜町上野918-8 
TEL：05979-4-1078 FAX：05979-4-1078

活動のきっかけ

◆地域の過疎化､高齢化など将来の
課題意識を持った住民が集まり
｢地域活性化プラン」を作成

◆これまでバラバラだった地域活動
を一本化するため、推進母体とな
る委員会を平成24年に設立

活 動 の 効 果

◇農家有志グループ尾呂志「夢」ア
グリを中心とした米生産・販売活
動の充実により、耕作放棄地の抑
制に寄与

◇地元企業との連携で生まれた日本
酒純米大吟醸「颪(おろし)」や酒
粕を使用したパウンドケーキ「風
伝おろし」は人気上昇中

◇ブランド米や新商品の開発により、
生産者等の生産・販売意欲の増進、
高齢者の生きがいづくりに貢献。
また、直売所及びレストラン「さ
ぎり茶屋」により新たな女性の雇
用の場を創出

「風伝おろし」と呼ばれる巨大な朝霧が有名

尾呂志の酒「颪」 新酒発表会

「さぎりの里」 直売所店内の様子

岐阜県岐阜市

キーワード ６次産業化 その他（農業振興）企 業

取 組 概 要

◆地域の課題を解決し､地域の維持･
活性化を目的とした活動計画の策
定と実践

◆節目ごとのワークショップ開催で
地域住民と合意形成。取組成果を
フォーラム等で情報発信

◆地元企業と連携した新たな地域特
産品の開発

～ 売り込む、呼び込む、巻き込む ～

御浜町

三重県 御浜町

お ろ し



☆ キーワード（取組内容）事例番号

キーワード

1 2 3 5 8 10 11 17 20 25 28
30 33 34 36 37 40 47 49
1 4 5 6 7 10 15 16 17 19 27
34 41 42 47 53
2 11 14 16 19 23 24 26 30 33 35
38 43 44 45 46 53 54 56

国内観光 3 6 8 10 21 38 42

3 5 6 7 8 9 16 17 20 21 25
27 28 31 32 37 39 40 44 49 50

企業 18 28 37 57

雇用 12 18 36 48 51

12 13 26 35 38 40 45 50 51 54 55
56 57
4 9 24 25 26 27 29 32 33 39 45
49 53 54 55 56

医療・福祉 13 29 42

定住・移住 2 9 11 12 14 19 34 52

女性の活躍 29 30 31 32 39 41 43 44 55

高齢者の活躍 31 41 43 48

鳥獣害防止 15

1 7 13 14 15 18 20 21 22 23 24
35 36 46 47 48 50 57

地産地消

その他

事 例 番 号

自然・景観

伝承・継承

「食」の提供・活用

子ども（教育・体験）

６次産業化

第３回 「ディスカバー農山漁村の宝」 東海農政局管内 応募団体事例集
（平成29年３月）

東海農政局 農村振興部 農村計画課 （技術班）

〒460-8516 名古屋市中区三の丸1-2-2
TEL：052-223-4629 （直通） FAX：052-220-1681

「ディスカバー農山漁村の宝」ホームページ （東海農政局）
URL：http://www.maff.go.jp/tokai/noson/keikaku/discover/index.html


