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中国四国農政局「ディスカバー農山漁村（むら）の宝」選定地区一覧（１５地区）

下関市

高梁市

内子町

倉吉市

安芸市

四万十町

東かがわ市

北島町

周防大島町

長門市

山陽小野田市

小豆島町

上
勝
町

安来市

JA鳥取中央あぐりキッズスクール

～ふれて・感じて・楽しんで～

No.1 鳥取県 倉吉市

１２
えーひだカンパニー株式会社

住民の住民による住民のための株式会社設立

No.2 島根県 安来市

３

４

一般社団法人宇治雑穀研究会

もち麦ビールで地域活性化

No.3 岡山県 高梁市

周防大島町体験交流型観光推進協議会

体験型修学旅行で交流人口の増加を目指そう

No.4 山口県 周防大島町

静食品株式会社

長州ジビエを日本一のジビエブランドに！

No.5 山口県 下関市

株式会社６３Ｄnet

地域連携した６次産業化による新たな農業

No.6 山口県 長門市

有限会社グリーンハウス

ネギパワーで職場に笑顔を、地域を笑顔に！

No.7 山口県 山陽小野田市

はーとふる川内株式会社

障がい者が安心安全なトマトをお届けします

No.8 徳島県 北島町

株式会社阪東食品

人口約１５００人の町上勝町から世界に挑戦

No.9 徳島県 上勝町

山南営農組合農村レストラン部会

全員参加型の集落営農を牽引する女性クラブ

No.11 香川県 三木町

五名活性化協議会

五名に根差した、五名愛に満ちた五名活性化

No.12 香川県 東かがわ市

泉谷地区棚田を守る会

交流ビジネスで生業づくり

No.13 愛媛県 内子町

入河内大根のこそう会

「入河内大根」で地域おこし

No.14 高知県 安芸市

株式会社サンビレッジ四万十

農業からの地域づくり

No.15 高知県 四万十町

小豆島食材開発会議

島を元気に！「小豆島長命草プロジェクト」

No.10 香川県 小豆島町
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梨「二十世紀」の収穫体験

No.1 ＪＡ鳥取中央 あぐりキッズスクール

取組経緯

○鳥取県中部は平野、大山山麓、砂丘地
等、様々な自然環境とそれらを活かした
多様な農産物が凝縮された地域。

○未来を担う子供たちに、この優れた自然
環境を生かした農業・食文化等を、「農業
の大切さ」「食べることの大切さ」「命の大
切さ」として農業体験学習を通じて伝えた
いという思いから取組を開始。

取組概要

○親子での田植え、稲刈り、はで掛け、餅つき、し
め縄作りなどの農業体験を毎月実施。

○生産者の協力も得て、地域の特産物、選果場の
施設見学のほか、特産品での加工品作りなど、幅
広いカリキュラムを地域ごとに分けて提供。

○地元農業高校（倉吉農業高校）と連携し、生徒が
年間を通してあぐりキッズスクールの補助員として
協力。

取組成果

○活動はJA広報誌や新聞等で取り上げられ、人間力を養う場として地域に広く認知。例年80～90
名の生徒が参加。

○農作業を通じて地産地消や食育の関心が向上。

～ふれて・感じて・楽しんで～

鳥取県倉吉市

稲作体験（田植え）

食育・教育

く らよしし

農林漁業・農山
漁村文化体験

とっとりちゅうおう

農業高校の生徒と一緒に乗馬体験



えーひだカンパニー設立総会

No.２ えーひだカンパニー株式会社

取組経緯

○少子高齢化等による地区存続の危機感
から、地区機能維持の仕組みを創るため、
88個の戦略プランからなる比田地域ビ
ジョンを平成28年３月に策定。

〇ビジョン実現のため、地域住民74名の
構成員により平成29年３月、えーひだカ
ンパニー株式会社を設立。

取組概要

〇ドローンを導入して、水稲防除作業を請け負い、
地域内雇用を創出。

〇地元の女性等が地場産野菜を使い、着色料、保
存料不使用の安全安心なドレッシングを開発し販
売。地場産の米や小麦による米ゲル商品やパン
の開発も進行中。

〇定住促進として、パンフレット「え～ひだ定住
BOOK」を作成し、移住者の誘致活動を実施。

取組成果

○活動の趣旨説明と事業の実績を積むことで、会員数が74名から78名に増加（H29→H30）。

○産業用ドローンを購入し、カンパニーが水稲の防除剤散布を請け負い雇用を創出（６名）。防除
面積も80haから110ha増加（H29→H30）。

～住民の住民による住民のための株式会社設立～

島根県安来市

地元産野菜を使った野菜ドレッシング

６次産業化定住・移住

やすぎし

女性・高齢者
の活躍

えーひだ定住BOOK（定住促進）



宇治雑穀研究会のメンバー

No.３ 一般社団法人宇治雑穀研究会

取組経緯

○高齢化と担い手不足により耕作放棄地
が増加していくなか、耕作放棄地解消の
ための作物を模索。

○平成24年宇治雑穀研究会が結成され、
キビ、黒米等の雑穀を栽培、販売するこ
とで、高齢者の生きがいづくりと耕作放棄
地解消の取り組みを開始。

取組概要

○平成24年から高齢者でも比較的手軽に取り組み
が可能なもち麦（キラリモチ）の栽培を始め、平成
29年からは有利販売のための「特別栽培」を開始。

○平成29年には、もち麦の加工品開発により、「も
ち麦ビール」の委託醸造、販売を開始。

○地元高校生と連携した農業体験の実施やもち麦
の利用方法の協働研究を行う。

取組成果

○もち麦の収穫量は、200㎏から2,854㎏に増加し、栽培面積も10ａから143ａに拡大（Ｈ25→Ｈ29）。
○もち麦ビールなどの麦商品売上は、1.2万円から159万円に増加（Ｈ25→Ｈ29）。
○６次産業化に取り組むことで、高齢者・女性・若者の活躍の場が創出。

～もち麦ビールで地域活性化～

地元高校生のもち麦栽培体験

岡山県高梁市

学生・若者の
活躍

もち麦ビール「花笠」ともち麦商品（粉・粒・麦茶）

６次産業化

たかはしし

女性・高齢者
の活躍

う じ



みかんの収穫体験

No.４ 周防大島町体験交流型観光推進協議会

取組経緯

○新たな体験交流型観光で、町の基幹産
業である農業や漁業などの１次産業と観
光交流を結びつけた新たな産業につな
げるため、平成20年から周防大島町体験
交流型観光推進協議会を設立し、体験
型教育旅行の誘致を開始。

取組概要

○平成20年から主に中高生の修学旅行の誘致を
開始。

○農業・漁業の担い手が、ホームステイの受入家
庭や体験のインストラクターになり、みかん栽培や、
いわし網漁等を都市部の生徒等に体験してもらう
活動を実施。

取組成果

○体験提供で得られた対価は、体験インストラクターの副収入となっており、農家・漁家の所得向上
に寄与。
○地域住民には元気や生きがいを、生徒には農漁業の現状や大切さを実感してもらう場を提供。

○就学旅行で受け入れた学生数は2,438名から4,114名に増加（H25→H29）。受け入れた学校数も
18校から30校に増加（H25→H29）。

～体験型修学旅行で交流人口の増加を目指そう～

地元の魚を使った家庭料理体験

山口県周防大島町

ホストファミリーとのお別れ

すおうおおしまちょう

食育・教育農林漁業・農山
漁村文化体験

すおうおおしまちょう

農泊



長州ジビエのくんせいとウインナー

No.５ 静食品株式会社

取組経緯

○獣害による農作物の被害が大きくなり、
その防止のため、猟友会が駆除にあたっ
たが、処理施設がなく大半が廃棄。

○平成25年４月より、下関市中山間地域
ジビエ有効活用拠点「みのりの丘ジビエ
センター」の指定管理業者に指定され、
平成28年４月より指定管理２期目となる。

取組概要

○ジビエセンター開設と同時に指定管理業者として
イノシシ・シカの処理を開始。

○施設で解体したジビエを自社で食肉加工し、ウイ
ンナー等加工品を製造販売。

○ジビエのブランド化による販路拡大を目指し、ポ
スターによる啓発や、地元をはじめ、首都圏での
販売促進を強化。

取組成果

○センターに持ち込めば処理してくれるという猟友会の信頼を獲得。センターでの鹿、猪の処理頭
数は、552頭から717頭に増加（Ｈ25→Ｈ29）。

○積極的なPR活動により、ジビエに対する評価が高まり販売も好調に推移。食肉・加工品の売上
は、577万円から1,400万円に増加し、販売先も20件から70件へ増加（Ｈ25→Ｈ29）。

～長州ジビエを日本一のジビエブランドに！～

長州ジビエの紹介ポスター

山口県下関市

平成３０年維新150周年記念
下関ブランド認定証

６次産業化
鳥獣被害
防止

しものせきし

しずかしょくひん

地元食材の
提供・活用



新規就農から販売まで
地元農家を総合的に支援

No.６ 株式会社６３Dnet

取組経緯

○より効率よく６次産業化を実現し所得向
上を目的として、農家が出資し地域の異
業種事業者に声をかけ、平成25年に協
同組合を設立。

○平成27年７月、協同組合は、「63Ｄnet」
を分社化し、これまで脆弱だった農産物
と加工商品の販売部門を強化。

取組概要

○地域の農家から農産物を集荷し、道の駅などに
卸売を実施。

○直販店舗「LaLaフラン」を開店。地域農産物や加
工品を販売。

○平成29年、道の駅内に「ララベーカリー」をオープ
ン。県内産の小麦粉など地元食材を優先的に
使った商品を販売。

取組成果

○農家と異業種事業者が集まり共同で行うことで、農産物の商品開発・加工が安価で容易となると
ともに、６次産業化に不可欠な販売を共同展開することで、販路拡大が実現。

○直営店舗を道の駅内にオープンしたことで売上が1,894万円から6,412万円に増加（H27→H29）。

～地域連携した6次産業化よる新たな農業～

地元野菜を地元で販売・購入できる場の提供
（直販店舗ＬａＬａフラン）

山口県長門市

山口県産小麦使用のララベーカリー

６次産業化

な が と し

企業・地域住民・
大学との連携

地元食材の
提供・活用

ろくさんでぃーねっと



生産した野菜の包装センター

No.７ 有限会社グリーンハウス

取組経緯

○米や麦などを中心とした経営から、より収
益性の高い品目として、平成４年からハウ
スで小ネギの栽培を開始し、平成６年に
「（有）グリーンハウス」を設立。

○若者や女性パートを積極的に雇用し、現
在は「おのだネギ三昧（商標登録）」として、
県内や首都圏へ出荷中。

取組概要

○地元高校や県立農業大学校と連携を密にし、職
場研修の受入れや採用に係る募集活動を積極的
に行うなど若者の働く場づくり。

○ハウス面積の拡大を行うとともに、ＡＳＩＡＧＡＰを
取得し、売上の向上や職場環境を改善。

〇女性活躍に向けた働きやすい職場環境の整備
（産前産後休暇やパートから社員への登用等）な
ど女性労働環境の改善。

〇社会見学や職場体験、農業高校のインターンシッ
プを積極的に受入れるなど地域教育の実施。

取組成果

○生産した野菜の売上は、約1.7億円から約2.4億円に増加（Ｈ25→Ｈ29）。

○従業員は、タイ人研修生を含め36名から49名に増加（Ｈ25→Ｈ29）。22歳～77歳と幅広い年代の
パート職員が働いている。

～ネギパワーで職場に笑顔を、地域を笑顔に！～
地元小学校の社会見学

山口県山陽小野田市

女性パートによるネギの調整作業

さ ん よ う お の だ し

食育・教育
女性・高齢者
の活躍

雇用


