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（２４地区）
No.13 徳島県 徳島市

No.11 山口県 山口市

No.12 山口県 長門市

株式会社 農家ソムリエーず
なると金時世界ブランドプロジェクト

No.1 鳥取県 大山町

特定非営利活動法人 ゆや棚田景観保存会

株式会社 木原製作所

農業生産法人 株式会社D'sプランニング

ゆや棚田

国内初・乾物プロジェクトで“地域”創生！

若者が活躍する持続可能な農業法人への挑戦

魅せて！教えて！虜にさせて！

No.14 徳島県 阿波市

出雲市

GOTTSO阿波

大山町

２

No.2 島根県 出雲市

１

出雲市斐川土地改良区

野菜の力で町おこし！めざせ東京オリパラ！

～次世代へ繋ぐ、みどりと潤いのふるさと～

美郷町

No.15 香川県 高松市

No.3 島根県 美郷町

３

有限会社 赤松牧場

株式会社 おおち山くじら

耕畜連携と６次化で地域とともに発展

北広島町

No.16 香川県 高松市
香川用水土地改良区
いのちの水・友情の水を大切に守ろう！

９

12

８

安芸高田市

四海漁業協同組合

No.4 岡山県 岡山市
岡山県立 岡山南高等学校商業クラブ

個1

長門市

「学」がつなぐ「農」「産」「官」

広島市

No.17 香川県 土庄町

「山くじら」と共に生きる

庄原市

矢掛町

６

７

10 11

５

山口市

厄介者を高級品に！小豆島の鱧を売り出せ！

町
いの町

凡例
ビジネス部門
コミュニティ部門

20

梼原町

個人部門

生き生きとした活力ある地域づくり

No.8 広島県 庄原市
株式会社 敷信村農吉

No.9 広島県 北広島町
株式会社 ハートランドひろしま
（就労継続支援Ａ型事業所）

四万十市

19

地域で取組む捕獲鳥獣をお金に換える仕組み

13

農事組合法人 よしやま

地域ニーズのその先へ～小さな農が皆を繋ぐ

21

宇
18 和
島
市

徳島市

集落活動センターゆすはら西推進委員会

晴れの国の「陽気なピクルス」できました！

つ
る 阿波市

個2 ぎ

希少な四万十川天然鮎の価値を未来に！

No.21 高知県 梼原町

No.6 岡山県 矢掛町
みかわてらす

14

道の駅よって西土佐
（株式会社 西土佐ふるさと市）

協定合併による農地の維持管理体制の構築

17

No.7 広島県 広島市

No.19 高知県 四万十市

農事組合法人 上東

「農」がイノベーションのプラットフォーム

16 15
個3

玉津みかん

No.20 高知県 いの町

合同会社 ど根性ファーム
土庄町

高松市

株式会社 玉津柑橘倶楽部
復興

４

笠岡市

No.18 愛媛県 宇和島市

No.5 岡山県 笠岡市

岡山市

農・福連携、地域活性、みんな笑顔！

No.10 山口県 山口市
個人-1 広島県 安芸高田市
本多

正樹

点から線そして円(縁)に…未来を見据えて

個人-2 徳島県 つるぎ町
西岡田

治豈

世界農業遺産の農耕と伝統を守る

個人-3 香川県 高松市
阿部

隆弘

障がい者と農業者の架け橋として

株式会社 秋川牧園
元気な飼料用米農家！～もう一度日本一に～

だいせんちょう

鳥取県大山町
若者の活躍

ビジネス部門

女性の活躍

雇用

のうぎょうせいさんほうじん かぶしきがいしゃでぃーずぷらんにんぐ

No.1 農業生産法人 株式会社Ｄ’ｓプランニング
～若者が活躍する持続可能な農業法人への挑戦～

日々切磋琢磨し、頑張っています！

取組経緯
○地元で生まれ育った２人の若者が、「高
齢化が進む地域に何か恩返し」と平成23年
に農業を開始（農業外参入）。その後、地
元で若者を雇用する場があれば県外への
流出も地元の産業も守れるのではと考える
に至り、平成27年に「株式会社D‘sプランニ
ング」を設立。

ロゴが大きく入った制服。周囲の評判も◎

取組概要
〇農地中間管理機構を通じて農地を借りることで、
会社設立時の農地面積２haを30haまで規模拡
大。平成30年度の農産物（ブロッコリー、キャベ
ツ、白ねぎ）の売上は1億6千万円。
〇制服（作業着）やホームページの作成にこだわり
を持ち、今までの農業のイメージとは違う情報発
信をおこない雇用の確保に努めている。
〇2018年ISO9001取得

取組成果
〇勤務体系はサラリーマン並みを目指し、早朝出勤した場合は夕方早く帰宅できるよう配慮されて
いる。また、子育て世代のお母さんや年配の方でも作業ができるよう棚の高さや作業工程など
が工夫することで女性スタッフが増えている。現在、正社員は10名、パートアルバイト15名、平均
年齢24.5歳。
○今年は地元高校生の会社見学の申し込みが去年を多く上回る数となった。

いずもし

島根県出雲市

コミュニティ部門

食育・教育

自然・景観

いずもしひかわとちかいりょうく

No.2 出雲市斐川土地改良区
～見つけよう！今、元気なムラの取組～

遊水池での親子で生き物調査

保育園児と地元住民による植栽活動

取組経緯
○将来の斐川町農業の担い手となる子供
達に、出前授業、遊水池での生き物調
査を実施し、農業を通じて生態系保全
の重要性、食の必要性、農業用施設の
役割を学ぶ。
〇また、農業用施設に花苗の植栽活動を
通じ、ふるさとである斐川町の農村風
景を後世に残すことを目的とした。

取組概要
〇次世代を担う子供達を対象に平成12年度から出
前授業、遊水池で行う生き物調査などを実施。
〇非農家も参加した水路の草刈や泥上、子供達も
参加した「花のまちひかわ」の活性化に向けた植
栽活動、水路脇の親水公園を活用したホタルの
育成を実施。
〇米米(まいまい)田んぼとして、給食用米の田植え
や稲刈り体験を実施。

取組成果
〇施設の役割や農業の重要性などを伝える活動が、地域の誇り、大切にする心を育むと先生方か
ら高い評価を得て、食料自給率を学ぶ授業として毎年出前授業の実施を要望され、農業へ興味
が沸き、将来農業を希望する児童も沢山出ている。
〇「花のまちひかわ」の活性化に向けた植栽活動は、地域内外の方々にも評価を得ており、地域の
憩いの場の提供、活動の際に地域の繋がりを感じ、昔ながらの農村風景の和気あいあいとした
活動が展開されるようになった。

みさとちょう

島根県美郷町
ジビエ

ビジネス部門

移住・定住

６次産業化

かぶしきかいしゃ おおちやまくじら

No.3 株式会社 おおち山くじら
～「山くじら」と共に生きる～

（株）おおち山くじらスタッフとイノシシ肉加工商品

地域の女性部による革製品の製作

取組経緯

取組概要

○山林面積が約９割を占める美郷町では、
「イノシシ」による農作物被害が深刻化。
〇厄介者であったイノシシを地域振興の
視点で捉え、農家自ら狩猟免許を取得
し、加工処理・ジビエ販売を担う組織と
して前身の「おおち山くじら生産組合」を
設立。
平成２９年７月には更なる体制強化のた
め株式会社化。

〇町内で捕獲されるイノシシの約７割を集約し「お
おち山くじら」という地域ブランド産品として確立
し、全国へ販売展開。
〇ポトフやカレーなどの６次産業化やイノシシの内
臓は、ペットフード商品の原料などに活用。
〇次世代を担う子供たちへ自然との共存・共栄の
大切さを伝える食育活動を実施。
○革製品の制作により、女性・高齢者活躍の場の
創出。

取組成果
○コラボ商品の開発等により、幅広く消費者から指示を受け、ジビエ商品の売り上げは順調に伸び
ている。
○イノシシによる農作物被害は年々減少。
○スタッフの大半は他地域からのIターン者であり、若者の就労の受け皿となっている。
〇イノシシの皮を使った手縫い革製品の制作は、高齢者の「生きがい」になっている。
〇マスメディアに取り上げられる機会も多く、視察者数や講演依頼も増加している。

おかやまし

岡山県岡山市
農・産・官・学
の連携

ビジネス部門

「食」の提供・
活用

地産地消

おかやまけんりつ おかやまみなみこうとうがっこうしょうぎょうくらぶ

No.4 岡山県立 岡山南高等学校商業クラブ
～「学」が繋ぐ「農」「産」「官」が連携した取組～

休校日を使って定期的に販売会を開催

生徒デザインによる駅弁パッケージと商品中味

取組経緯
○かねてより中国四国農政局とのコラボで
取り組んでいた「米トレーサビリティ制度」
の認知度向上事業を通じて、「学」が、
「農」「産」「官」を繋いで包括的な取組にで
きないかと考えた。
また、日本の食料自給率を支える米の消
費が落ち込んでいることから、米どころで
もある岡山で､米主役の商品を開発し、少
しでも県産米の消費量を引き上げたいと
考え、活動を開始した。

取組概要
○ 米トレーサビリティ制度の勉強会を行い、制度の
概要や社会的役割について学ぶ。
○ 「駅弁」を企画することを決め、地元企業「株式
会社三好野本店」に製造を委託。
○ 農業が盛んな岡山県の特性を生かした、米だけ
でなく、様々な県産品を使った駅弁を開発し、発売
までを実現。
○駅弁のパッケージにＱＲコードを使い、中国四国
農政局ＨＰの同制度の紹介画面に繋がる仕組みを
作った。

取組成果
○定期的に生徒が店頭に立って販売会を行うなど、販売促進にも取り組んだ。その結果、販売が
好調で売場が増設され、株式会社三好野本店の定番商品としてカタログ掲載。
○「岡山県高校生商業研究発表大会」最優秀賞、 「中国五県高校生商業研究発表大会」優秀賞、
「全国高校生商業研究発表大会」優秀賞（発表の部第1位、総合の部第２位）を受賞。

ビジネス部門

かさおかし

岡山県笠岡市
６次産業化

医療・福祉
ごうどうがいしゃ

高齢者の活躍

う じ
どこんじょうふぁーむ

No.5 合同会社 ど根性ファーム
～「農」がイノベーションのプラットフォーム～

座って作業できる環境を整備

カットネギの加工作業

取組経緯

取組概要

○福祉事業者の(株)創心會が、障がい者・
高齢者が心身共に元気になり、再び生
産活動を行うことができる場を創設した
いと考え、生産活動の場として、笠岡市
で「農業」を開始した。

○通年栽培が可能な青ねぎを栽培。

○平成24年、「ど根性ファーム」を設立し、
本格的に農業に参入し、農福連携に取
り組んでいる。

○障がい者・高齢者の作業の多様性創出と収益性
アップのため、カットネギの製造に取り組み、６
次産業化の認定を受ける。
○生産から加工に係る作業工程において、座って
作業ができる環境を整備するなど、働き手が作
業しやすい環境を整備している。
○季節により労働時間に差違が生じないよう、出荷
量を調整している。

取組成果
○カットネギの製造等による収益向上から、就労継続支援B型事業所からA型事業所に移行するこ
とができ、障がい者・高齢者の雇用に繋がった。さらに、就労支援からど根性ファームへの一般
雇用も実現できた。
○福祉事業者が農業経験ゼロから農業を開始し、農業で障がい者雇用を産み、農福連携の一層
の促進を図ることができた。

やかげちょう

岡山県矢掛町
「食」の提供・活用

コミュニティ部門

地産地消

女性の活躍

う じ
みかわてらす

No.6 みかわてらす
～晴れの国の「陽気なピクルス」できました！～

陽気なピクルス

えんがわ食堂

取組経緯

取組概要

○過疎化・高齢化といった課題を抱える矢
掛町美川地区の活性化が必要となって
いた。

○専門家のアドバイスを得ながら、地域内にある農
産物を活用した商品の開発を行った。

○地域の資源を活用し、地域外に販売で
きる商品を開発し、地域の活性化に繋
げようと、農業者・主婦・移住者等で構
成された「Mikawa Terrace みかわてら
す」が立ち上げられた。

○商品のコンセプトは「フタを開けてすぐ野菜が食
べられる」等、健康志向の高い女性をターゲット
とした商品開発に取り組み、パッケージ等にまで
こだわった「陽気なピクルス」を開発した。
○カフェ「えんがわ食堂」をオープンし、ピクルスを
使った食事を提供している。

取組成果
○日本ギフト大賞2017で岡山賞を受賞し、「陽気なピクルス」の販路拡大に繋がった。
○「えんがわ食堂」で地元野菜やピクルスを使った食事を提供することにより、地産地消・地域の活
性化に繋がっている。
○えんがわ食堂では、地元陶芸家の作品展示や体験イベントを行い、都市との交流を図っている。

ひろしまし

コミュニティ部門

広島県広島市
自然・景観・
伝統・継承

食育・教育

女性・高齢者
の活躍

う じ
のうじくみあいほうじん よしやま

No.7 農事組合法人よしやま
～市中心部から３０分に理想の田舎があった！～

農業体験教室

取組経緯
○平成17年に完了した農業基盤整備事業
をきっかけに、法人の前身となる営農
組合を設立。
○地域内での話し合いの中で、農地と地
域を守ることを主眼に経営の規模拡大
や大型機械による生産性の向上を目指
して平成17年に法人を設立。

ミニ道の駅 Ｏｉｓｈｉ吉山内野菜直売

取組概要
○農業体験教室
○地元企業との連携による、経営の安定化及
び、地区の活性化
・メーカーとの契約栽培
・ミニ道の駅（Oishi吉山）の誘致
・地区内レストランとの連携
○地区内での積極的雇用
・植え付け、収穫期に年間延べ2,000人のア
ルバイトを雇用

取組成果
○農業体験教室では、地区の魅力を参加者に伝えることにより、ファンになった都市住民が米や野
菜の顧客となり、農作物の有利販売に結びついている。
○地元企業と積極的に連携し、販路を確保することで経営の安定化を進めている。
○ミニ道の駅内では野菜や米の販売の他、併設するレストランへの食材提供も行っている。吉山地
区を訪れる都市住民が増加し、地区の活性化に貢献している。
○地区内での雇用を積極的に行っており、地域の人達が農作業や話し合いの場を通じて交流が活
発化したことで、地域においても、声をかけあい、支え合える「理想の田舎」となっている。

