中国四国農政局「ディスカバー農山漁村（むら）の宝」奨励地区一覧（19地区）
No.10 広島県 三原市
農事組合法人

清流の郷

No.1 鳥取県 智頭町

泉

特定非営利活動法人
新田むらづくり運営委員会

年中農作業，楽農バンザイ！

5

No.11 広島県 三原市
株式会社

小さな自治体を目指して

松江市

３

おこめん工房

米子市

米粉が地域を変える

智頭町

8

ルンビニ農園
益田市

農家連携～企業連携～働き方改革で強い農業

No.13 山口県 山口市
地域の絆でつくる笑顔と安心の故郷づくり

岩国市

13
山口市

12

No.4 島根県 益田市
とにかくやってみようよ

6

11

15

農産物輸出とインバウンドで鳥取を元気に！

真砂公民館

10

地域の防災助っ人は「望幸隊」にお任せを☆

No.5 島根県 松江市

笠岡市

泉

No.15 山口県 岩国市
梅川

No.3 鳥取県 米子市

吉備中央町

三原市

広島市

望幸隊

9

7

特定非営利活動法人ほほえみの郷トイトイ

14

仁樹

セキガネたいけん

シルクファームグループ

高梁市

No.14 山口県 田布施町

いなかといいなか

１

真庭市

４

山口県立田布施農工高等学校

倉吉市体験型教育旅行誘致協議会

倉吉市

No.12 広島県 広島市
株式会社

No.2 鳥取県 倉吉市

２

智加

はちみつパワーで島根県を明るく元気に！

田布施町

新たな技術と人を地域へ

No.6 岡山県 笠岡市

No.16 高知県 大豊町

特定非営利活動法人かさおか島づくり海社

本山町

（一財）大豊町観光開発協会

19

山の暮らしを宝にかえて交流で地域を元気に

島をひとつに、心はひとつ！笠岡諸島

大豊町

16

No.7 岡山県 高梁市
No.17 高知県 中土佐町
大野見七面鳥生産組合
七面鳥がつなぐ農林水産とスポーツのミライ

No.18 高知県 須崎市
竹虎

株式会社山岸竹材店

凡例
ビジネス部門
コミュニティ部門
個人部門

須崎市

18

平川村定住推進協議会
みんなが主役で平川元気！

17
中土佐町

No.8 岡山県 真庭市
姜

侖秀

国際交流で発掘する唯一無二の地域の魅力

地域資源「虎竹」で社内も地域も活性化

No.19 高知県 本山町
和田

耕一

『ここには未来に残したい田舎がある。』

No.9 岡山県 吉備中央町
田中

美津子

岡山県のハイジ！吉備中央町でリフレッシュ

ちづちょう

鳥取県智頭町

コミュニティ部⾨

奨励賞
農林漁業・農山
漁村文化体験

自然・景観・
伝統・継承

とくていひえいりかつどうほうじん

移住・定住

しんでんむらづくりうんえいいいんかい

No.1 特定非営利活動法人 新田むらづくり運営委員会
～小さな自治体を目指して～

子どもたちによる林業体験

取組経緯
○昭和30年代後半ごろから若年層を中心
として人口が流出し、過疎化の進行に
危機感を感じていた時、県外の生協か
ら農林業をつうじての交流申し込みがあ
り、これを機に村おこしの機運がもりあ
がった。「かつてのむらを取戻し、子ども
たちのにぎやかな笑い声が聞きたい」む
らの活性化活動はそんなことから始まっ
た。

人形浄瑠璃体験

取組概要
○都市に住む人たちと農業、林業体験事業を実施
し、年間を通じて3,000人くらいの人たちが訪れ
ている。
○人形浄瑠璃芝居を上演して訪れる人たちに楽し
んでもらい、幕末から続く人形浄瑠璃という伝統
文化を継承している。
○12戸まで減少していた集落であるが、積極的に
移住者を受け入れ、7世帯の移住に繋がった。

取組成果
○過疎化を脱却することが最大の目標であるが、徐々にその目標が達成されつつある。集落の世
帯、人口は一時12世帯36人まで減少していたが、19世帯、61人まで回復した。今年も１世帯３人
が石川県から移住した。
○宿泊研修施設、新田カルチャー講座、新田人形浄瑠璃、新田サドベリースクール（フリースクー
ル）等、各種事業の展開により入込客、関係人口は3,000人を超すまでになり、経済効果も増加
した。

く ら よ し し

鳥取県倉吉市

コミュニティ部⾨

奨励賞
農泊

農林漁業
農村文化体験

女性・
高齢者の活躍

くらよししたいけんがたきょういくりょこうゆうちきょうぎかい

No.2 倉吉市体験型教育旅行誘致協議会
～いなかといいなか セキガネたいけん～

農村生活体験：姉妹都市交流の一環で収穫体験

取組経緯
○過疎化・高齢化が進む中山間集落にお
いて、民泊を利用した農業体験ツアーを
商品化し、都市部からの誘客を行うこと
により、農家の副収入を増やすとともに、
都市部住民や学校との交流を促進し、
住み慣れた地域に誇りと愛着をもって安
心して住み続けることができるようにし
たい。

農村生活体験：中国深圳一般旅行者との交流

取組概要
○修学旅行生を中心とした農泊・農村体験者が
年々増加している。また、Wi-Fiや多言語への対
策を整備する等、個人客やインバウンド需要へ
の取組が強化されている。
○自然豊かな地域資源を大いに活用しており、体
験メニューは農作業体験のほか、魚のつかみど
り等バラエティーに富んでいる。また、昔ながら
の農家暮らしなどの伝統・文化をプログラム化し
たり、民泊を体験してもらうことで、伝統の継承
にもつなげている。

取組成果
○過疎化した農村地域のあちこちで生徒達が体験することで地域高齢者は元気をもらい、一緒に
体験することで地域の魅力を再発見する事が出来ています。また、受入家庭同士で家業体験や
食事体験メニューの相談をしたり、民泊受入れがきっかけで家庭間の交流が始まったりと、近隣
地域の交流も活発になってきています。
○平成30年から修学旅行の受入れが本格化し、受入家庭の収入増や、地域食材の購入・温泉施
設利用など、地域への経済効果は確実に大幅増加しています。

よ な ご し

鳥取県米子市

ビジネス部門

奨励賞
インバウンド

６次産業化

ユニバーサ
ル就労

No.3 シルクファームグループ（農業グループ３社）
～ユニバーサル就労で担い手不足を解消し耕作放棄地の再生～

香港イオンでのさつまいも販促活動

取組経緯
〇民間企業がユニバーサル就労と地域課
題であった耕作放棄地の再生を掲げ農業
部門へ参入。
〇生産部門の株式会社富ますシルク
ファーム及び日南シルクファ－ムを設立。
販売部門を担う（株）KOGANE（旧日南物産
（株））と一体的に６次産業化、輸出、インバ
ウンド、農福連携に取り組む。

日南シルクファームで働く若手社員

取組概要
○昨年さつまいも10tを香港に輸出。今後50ｔの輸
出を予定。耕作放棄地解消しさらに生産拡大を
図る。
○ アンテナショップで６次産業化商品を販売し、イ
ンバウンドを取り込む。
○「ステラベリーパーク日南」では鳥取県とタイアッ
プし推進・ＰＲを行う。
〇ユニバーサル就労で高齢者・若者・女性・障がい
者及び外国人を雇用し働きやすい環境を目指す。

取組成果
○さつまいもの大型冷蔵貯蔵施設を備え、通年で海外（香港）を含む国内外への出荷を可能とした。
アンテナショップでは、「いちご・さつまいも」の６次産業化商品を通年で販売し、多くのインバウンド
を取込んでいる。また、「ステラベリーパーク日南」では鳥取県とタイアップし香港からの視察団が来
県するなど。好評を博している。
〇「ユニバーサル就労」と銘打ち、多種多様な人材確保に努め、高齢者、若年、障がい者、外国人
の雇用を実現。

ますだし

コミュニティ部⾨

島根県益田市
奨励賞
地元食材の
提供・活用

食育・教育

女性・高齢
者の活躍

ま さ ご こ う み ん か ん

No.4 真 砂 公 民 館
～ 「とにかくやってみようよ！」食育活動を基軸とした地域づくり～

クラウドサービスを使った野菜出荷の仕組を構築

安心安全な食材を保育所食材として提供

取組経緯

取組概要

○農家の高齢化が著しい真砂地区を今以 ○農業者・学校・地域商社の協働活動を公民館が
上に元気な姿で次世代に引き継ぐため、
事務局として支援。
全住民で将来目指すべき「真砂像」を ○地域生産者の農産物を、市内の３保育所、レスト
描き、「とにかくやってみようよ！」を合
ラン、大型スーパー、トワイライトエクスプレス“瑞
言葉に、平成23年度より活動開始。
風”へ食材提供。
○高齢農業者の生きがいづくりや経済力 ○小学生は自ら育てた野菜を地元保育所に提供や、
向上に貢献することを目的に、農業を
カフェの営業体験を実施。中学校生は地元農業
基軸とした「食育活動」による地域づくり
法人での農業体験、地域商社との連携で商品レ
の仕組みを構築。
シピを開発し、給食でのメニュー化や大型スー
パー等で販売。
取組成果
○高齢農業者が生きがいとして活動に積極的に参加し、発足当初の平成23年度から誰一人として
欠けることなく歩んでいる。
○基軸となる食育活動から、以下の新取組が生まれ、地域活動の更なる展開に発展。
①地元保育所による高齢者と園児との日常的交流「里山保育」の実践
②買物弱者の支援活動（市内大型店舗までの買い物バスツアーの試行運行）
③地域自治組織による住民が気軽に集える「交流サロン tele-glue」の開設

ま つ え し

ビジネス部門
個人部門

島根県松江市
奨励賞
伝統の継承
い ず み

食育・教育
ち か

６次産業化

い ち か だ い ひ ょ う

No.5 泉 智加（いち花 代表）
～はちみつパワーで島根県を明るく元気に～

地域にこだわった市町村別の商品

養蜂作業風景

取組経緯
○約５年間、島根県の観光誘致仕事に携
わっている中で、「細長くて離島もある、島
根県を１つのモノで盛り上げたい」と思って
いました。さらに、親戚が養蜂をしていた
ので、生はちみつを幼い頃から食べて育
ち、はちみつ好きが高じて、「しまねを蜂蜜
で盛り上げていきたい！」と思うようになり、
平成29年4月に起業。

はちみつ講座の様子

取組概要
〇小瓶の味比べ商品や蜂蜜加工商品を一手に販
売していくことで市場に出回りやすくする。
〇ＳＮＳを活用し、養蜂家としての専門的目線、女
性ならではの視点での情報発信や島根県内の
幅広い情報発信を行い、自社や島根県の認知
度を向上するように発信している。
〇体験を交えて養蜂業などを知ってもらう取り組み
を定期的に行っている。

取組成果
○６市町村の蜂蜜の取り扱いを行うことになり、一定量を確保できたため、販売先を大阪、首都圏
などの小売店や飲食店に拡大できた。
○松江市の養蜂家からの風土にあった養蜂の知識・技術の習得や、養蜂・蜂蜜の情報発信を行い、
養蜂業を未来へ繋げる一助となっている。

かさおかし

岡山県笠岡市
奨励賞
農林漁業

農村
文化体験

コミュニティ部⾨
雇用

移住・定住

とくていひえいりかつどうほうじんかさおかしまづくりがいしゃ

No.6 特定非営利活動法人かさおか島づくり海社
～島をひとつに、心はひとつ！笠岡諸島～

島のコンシェルジュ「しまのこし」開店

北木島の研修施設での島体験・漁業体験

取組経緯
○平成10年、笠岡諸島7島合同の島の大
運動会を北木島で開催。笠岡諸島の活
性化はまずは島同士の交流からという
趣旨で始まる。
○平成13年4月、行政組織として「島おこし
海援隊」が発足。
○平成18年、「特定非営利活動法人かさ
おか島づくり海社」と名前を新たにし、
発展的に組織編成を行う。

取組概要
○北木島の研修所の指定管理を通じて、島の生活
体験、漁業体験を積極的に実施。子どもを通じ
て島との繋がりが生まれる。
○移住者を中心にカフェやゲストハウス、ビール工
場等を開設し、地域の新しい名所として、地域を
はじめ観光客のニーズに応える。
○雇用確保のために収益事業として介護事業を展
開。雇用が年々増加。

取組成果
○島づくり海社が島民の雇用し、介護事業を展開するなど、住民ニーズが上がるごとに事業化し、
多種多様な事業展開を行う。
○令和元年6月に笠岡市の陸地部に島食堂「しまのこし」をオープンさせ、島の食材を使った郷土料
理をランチに提供。島づくり海社が積極的に陸地部にアンテナショップを作るなど、新しいコミュ
ニティを展開。

たかはしし

コミュニティ部⾨

岡山県高梁市
奨励賞
農林漁業

農村文化体
験

移住・定住

ひらかわむらていじゅうすいしんきょうぎかい
う じ

No.7 平川村定住推進協議会
～みんなが主役で平川元気！～

体感・田舎暮らし事業での体験作業

地域の女性グループへも参加

取組経緯

取組概要

○県下屈指のぶどう・トマトの産地である
が、生産者の高齢化による産地の活力
低下、地域コミュニティ活動や防災、伝
統行事などの社会共同生活の維持が
困難となることが懸念されていたところ。

○平川地域のまちづくりは、個々の価値観・多様性
を認め合う「みんなが主役で平川元気！」を合言
葉に取り組んでいる。

○産地としてだけでなく地域振興を視野に
入れた組織づくりが必要と考え、平成20
年に“定住・就農を希望する者と地域と
のマッチングを図る”地域組織主体の
「平川村定住推進協議会」を設立。

○就農希望者が週末等を利用し、農業や地域の行
事に参加し地域をよく知ってもらった上で、希望
者と地域の双方が相性を見極め移住を判断す
る「お見合い方式」が特徴。
○協議会として、新規就農者の受入・定住支援の
みならず、農家としての自立まで支援している。

取組成果
○平成20年から30年の間に10世帯（20人）を受入れ。
○ぶどう・トマトの栽培面積や販売額の増大。
○年平均１組の移住者があり、社会共同生活への参加、乳幼児の増加、人口減少の鈍化が図られ
るなど、地域の維持・活性化に大きく貢献。

まにわし

個人部門

岡山県真庭市
奨励賞
農泊

６次産業化

その他
（国際交流）

う じ
かん ゆんす

No.8 姜 侖秀
～国際交流で発掘する唯一無二の地域の魅力～

多国籍シェアハウス「照らす（テラス）」を運営 （最奥が姜氏）

取組経緯
○ 真庭市全体の雇用や活気の向
上を目指し、真庭市北房地域の
遊休施設や資源を利活用できる
環境を整備したい。
○ 中長期滞在する訪日外国人に
とって、生活情報や宿泊などの関
連施設が不足していると感じた。

北房生活交流グループと姜氏

取組概要
○ 韓国生まれ育ちで、イギリスなどで創作活動を行ってきた
姜氏は、当時、真庭市の地域おこし協力隊で、外国人目線
で発見した地域の魅力を住民と一緒に開発していく「多国籍
シェアハウス」を提案。
○ 平成28年フランス人のサイクリストを、真庭市北房地区の
「異業種交流会」に繋げ、外国人の目線で発見した田舎の
サイクリングコースを住民と一緒に3つ開発し、アメリカ人の
イラストレーターが手書きマップにして完成。
○ 地域の食堂の営業外時間を活用し、外国人観光客が地域
の食材を使って、母国の家庭料理を作り、地域住民を迎え
る「旅人食堂」を事業化。
○ 平成27年に、地域の規格外品梨を活用する韓国本場のキ
ムチ作りを開始。

取組成果
○ 総務省のふるさと納税を活用したクラウドファンディングの全国初成功事例になり、空き家を活用したシェアハ
ウス「照ラス」を平成28年設立。約20カ国、100人以上が地域に滞在しながら、住民と各種プロジェクトを行い、
交流を深めてきた。
○ 真庭市内のイベントに、提供。岡山県ビジネスプラン・コンテストで最優秀賞を受賞し、事業化を目指している。
○ 「旅人食堂」には、平成30年11月から令和元年7月までで16カ国50人以上の旅人が訪れ、約1600名以上の地
域住民と交流を行ってきた。岡山県ビジネスプランコンテストやビジネスプラン全国大会で各々ファイナリスト、
地域創生賞を受賞。現在、旧北房中央保育園を利活用し、装いを新たにした「TABIBITO SHOKUDO」をオープン。
○ 韓国に30人しかいない調理名人を、地域で40年間漬物作りや食育に携わっていた「北房生活交流グループ」
に繋げて、廃校を活用したキムチ作りワークショップを開催。平成29年には「北房キムチの素」を商品化し、現
在、「TABIBITO SHOKUDO」と同じ旧北房中央保育園を加工場に利活用して販路拡大を準備中。

個人部門

きびちゅうおうちょう

岡山県吉備中央町
奨励賞
農伯

食育・教育

農林漁業・農
村文化体験
じ
たなか うみつこ

No.9 田中 美津子
～岡山県のハイジ！吉備中央町でリフレッシュ～

農家民宿 みっちゃん 夫婦

台湾高校教育旅行 ちらし寿司・浴衣着付け体験

取組経緯

取組概要

○吉備中央町地産地消推進協議会の会
員として、町内の保育園児を対象にした
食育事業に参加していた。

○「おふくろの味を堪能」 みっちゃんでは田舎で本
物のおふくろの味を味わってもらいたいという理
念で受入を行っている。採れたての新鮮な野菜
で作る田舎料理の良さを体験してもらっている。
○「何気ないお節介＝しつけ」 年齢・性別や役職
に囚われず誰にでもフラットな関係で対応。家で
お母さんに叱られる靴の脱ぎ方などもみっちゃ
んに言われると素直に行動できる。

○農業体験を通じた子供達とのふれあい
に力を入れて活動する中で、農家民泊
にも興味を持ち、農家民宿を開業するこ
とにした。

取組成果
○来訪される方が少しずつ増加し、海外の教育旅行も受け入れている。
○宿泊者の受入や町内の保育園・小学校の日帰り体験も行っている。イベントでは「弁当屋みっ
ちゃん」として出店している。
○地域農業者と多くの繋がりがあり、旬な体験がみっちゃん家でできない時は、地域農業者や農業
生産法人と連携して受け入れを行っている。

みはらし

ビジネス部門

広島県三原市
奨励賞
鳥獣害防止

環境保全
景観保全

雇用

う じ
のうじくみあいほうじん せいりゅうのさと いずみ

No.10 農事組合法人 清流の郷・泉
～年中農作業、楽農バンザイ！～

赤しその収穫風景

取組経緯
○平成21年より経営体育成基盤整備事業
によって整備された大規模圃場及び農
道・水路を活用して、大規模農業形態を
確立し、地域農業を発展させるべく､集
落型農業法人を設立し平成22年度より
活動開始。
○営業利益が赤字で補助金頼みの経営
から脱する必要性を感じた。

千切り大根の加工風景

取組概要
○清流の郷・泉 戦略マップを策定・実践することに
より、実需者と連携した加工用野菜、ブランド米
を生産。
○環境保全活動として、荒廃農地防止のためのカ
ボチャ栽培、鳥獣害防止・環境維持活動として
鳥獣害防止柵の設置、山すその下刈を実施。

取組成果
○清流の郷・泉 戦略マップに基づき、特別栽培米を中心とした水稲栽培、赤しそ、大根を中心とし
た５品目の野菜を栽培し、年間を通した営農体系を確立し雇用を創出。
○実需者との連携強化を図ることにより、業務用を中心とした、大根、人参、赤しそを安定価格での
販売が可能となった。

みはらし

ビジネス部門

広島県三原市
奨励賞

農林漁業
文化体験

６次産業化
かぶしきがいしゃ

う じ
おこめんこうぼう

No.11 株式会社 おこめん工房
～米粉が地域を変える～

活動地域の全景

取組経緯
○稲作を基幹産業とする三原市大和町で
は､米消費の減少、米価の低迷により､
次世代を担う若者の就農意識が減退し､
過疎化・高齢化が進み集落の存続が危
ぶまれる状況となった。
○食の多様化のなか、時代のニーズに
合った米の活用を考えなければと考え、
米粉麵製造をはじめとする、米粉用米
の取組を始める。

製麺作業

取組概要
○平成17年４月から米粉麵（おこめん）の製造販売
を開始し、平成26年米粉麵増産のため、地域の
廃校内に工場を移転し、年間製造数量が製造
開始時の８千食から35万食に増大。
○地域内の農事組合法人（１法人）、営農組織（２
組織）と連携し米粉用米の生産と販売強化に取
組むとともに、三原市、地域企業と連携し６次産
業化を進める。

取組成果
○製造工場の移転と併せ、三原市と連携し、廃校敷地内に米粉専用の製粉工場の誘致、米粉用
専用低温貯蔵庫を市が整備することにより、広島県内、中国四国地方一の米粉用米の生産地と
なった。
○三原市、地域企業と連携強化に努めることにより、「三原市米粉の里プロジェクト」が立上げられ、
米粉による新たな特産品づくり、地域活性化を目指すこととなった。

ひろしまし

ビジネス部門

広島県広島市
奨励賞

強い農業の
実践

移住・定住

多様な雇用
環境に適応

う じ
かぶしきかいしゃ るんびにのうえん

No.12 株式会社 ルンビニ農園
農家連携～企業連携～働き方改革で強い農業

農場風景。中山間地域

取組経緯
○農業には、経済の観点だけでは測れな
い、多面的で豊かな価値がある事に気
が付き、農業を残したくても残せない現
実に立ち向かうためには、強くなくては
残せないと感じ、「強い農業」を目指して
就農。
○資材の仕入価格を抑えるとともに、契約
出荷を拡大するなど、時代の変化に対
応しながらも理念を見失わずに、規模拡
大しながら、持続可能な「強い農業」を実
践し、販売高、利益の向上を図ってきた。

高齢者、身障者など多様な職場環境づくり

取組概要
○地元飲食店と地元企業の3社でバジルドレッシン
グを開発。
○農家の有志グループを結成し、資材の直接仕入
れや販路を拡大。
○地元企業と連携し、全国初の民営民設の学校給
食センター事業に出資。近隣農家もまき込み、直
接取引により地産地消率を向上。
○福利厚生、有給休暇、育児休業など農業でも安
心して家族を養える雇用環境の整備。

取組成果

○社員３名の内、２名が地域に移住。若い世帯が２世帯増え、共に子供２名ずつが
地域の小学校へ通うなど、地域を活性化。
○令和２年春に新農場が完成予定。農園規模は約２倍近くまで増える予定であり、
来期も社員2名の新規雇用を予定しており、移住を進め地域の活性化に努める。

やまぐちし

山口県山口市
奨励賞

地元食材の
提供・活用

コミュニティ部⾨

企業・地域住民・
大学との連携

女性・高齢者
の活躍

とくていひえいりかつどうほうじんほほえみのさとといとい

No.１3 特定非営利活動法人ほほえみの郷トイトイ
～地域の絆で笑顔あふれる安心の故郷づくり～

介護予防事業で談笑する高齢者

移動販売車の様子

取組経緯
○平成２２年に地区内唯一のスーパーが
撤退したことで、買い物問題と地域コ
ミュニティの低下が発生した。
○住民アンケートを実施し、地域づくり協
議会を中心に協議を重ね、地域拠点を
中心とした将来構想「ほほえみの郷構
想」による住民合意を図り、持続可能な
地域の仕組みづくりに取り組んでいる。

取組概要
○ミニスーパーや移動販売車による食料品・日用品の
販売を行っている。
○空き家の新たな活用法を地域で提案し移住希望者と
マッチングすることで地域と移住者双方にメリットの
ある定住対策に取り組んでいる。
○健康に地域で暮らし続けるために介護予防に取り組
んでおり、運動やコミュニティの場づくりを行っている。

取組成果
○地域拠点ほほえみの郷トイトイの存在が地域ニーズの集約だけでなく地域課題の解決に住民が
主体的に参加できる仕組みを実現したことで、住民の意識が変わり地域の未来に対するモチ
ベーションが向上した。
○地域住民が笑顔で前向きに課題に向き合う姿が、農村コミュニティの良さを引き出したことで、都
市部からも魅力的な地域という評価が高まっている。また地元の中学生が認知症サポーター講
座を受講することで地域の人材として育っている、

たぶせちょう

コミュニティ部⾨

山口県田布施町
奨励賞
食育・教育

復 興
やまぐちけんりつたぶせのうこうこうとうがっこう

No.１3 山口県立田布施農工高等学校

ぼうさいたい

望幸隊

～地域の防災助っ人は「望幸隊」にお任せを☆～

県内の災害発生時に炊き出しを実施

望幸隊（ぼうさいたい）メンバー

取組経緯
○東日本大震災をきっかけに、県内で
も高齢化が進む周防大島町と連携し
ながら地域密着の防災訓練を実施。
〇災害を防ぐ「防災」ではなく「幸せ
を望んでもらえるような活動」との
想いを込め高校生による『望幸隊
（ぼうさいたい）』を結成。

取組概要
〇高齢化地域が進む周防大島町と連携し、年３回の
防災訓練の実施と共に地域住民と情報交換の場を
設けることにより、参加者の増加に繋げた。
〇防災食開発と料理講習会や防災訓練を通じた防災
食の普及とともに、子どもや若者向けの防災訓練
を実施。
〇アレルギーに対応したノングルテン米粉パンの開
発。

取組成果
〇自治会内で自主防災組織が結成され、必要な避難用の備品の補充など、防災意識の高まり
と地域の絆の輪が広がりつつある中、「田布施農工があって良かった。」と、何度も声を
かけていただき、生徒達は地域の一員として貢献していきたいと強く思うようになりまし
た。高齢化が進む地域で、子どもや若者が参加し活躍してもらえるような「ちびっ子隊長
制度」など、これからも高校生ならではのアイデアで、地域の防災訓練を盛り上げていき
ます。

個人部門

いわくにし

奨励賞

山口県岩国市
環境保全・
景観保全

伝統の継承

移住・定住

うめかわ ひとき

No.１5 梅川 仁樹
～新たな技術と人を地域へ～

（農産物直売所での「わさび」販売）

取組経緯
○就農後、地域資源の見直しを図るため
わさび生産に取組み、次世代へのわさ
び栽培の継承を目的として苗販売の事
業化、ＪＡへの委託販売を開始。
○新規就農者を対象とした研修を積極的
に受け入れ、次世代を担う若手農業者
を積極的に育成
○農業委員会会長、農業士会会長のネッ
トワークを生かし、人・農地プランの
実質化に国の方針に先駆けて取り組む。
○地域の伝統文化（神楽）の伝承活動。

（山口県農業士協会による研修）

取組概要
○前例の無いわさびの土耕栽培による超促成
栽培に取組み、主産地化に成功。
○既存の販売先だけでなく、新たな産地と大
手食品メーカーとの売買契約の仲介を行う
など、経営者として高い評価。
○移住・定住、新規就農者の支援と「新規就
農サポーターズ」を設立
○平成29年度から農地と営農に関するアンケ
ート調査を実施し、岩国市全体の農地の状
況を把握。
○地域の文化保存として、地元の子供達へ伝
統文化である神楽を継承する活動を実施。

取組成果
○わさびの超促成栽培により１年１作を実現すると共に、わさびの全ての部分を利用・販売
し、販路拡大と生産物の廃棄ゼロを実現。
○移住・定住、新規就農者の支援と新規就農サポーターズを設立。栽培技術・経営学の習得
に 加え、生活に関するアドバイス等により定着率を向上。
○岩国市全域の情報を把握し、将来を見据え、地域及び農家個々の課題に取り組む。
○向峠神楽保存会に所属し、各地で神楽を披露するとともに、地元の子供達へ神楽を伝承。
また、県庁の移住・定住の活動にも参加し、神楽に魅了された都市部からの移住に繋げてい
る。

おおとよちょう

コミュニティ部⾨

高知県大豊町
奨励賞
農林漁業、農
村文化体験

農泊

食育・教育

いっぱんざいだんほうじんおおとよちょうかんこうかいはつきょうかい

No.１６ （一財）大豊町観光開発協会
～山の暮らしを宝にかえて交流で地域を元気に～

ラフティング体験

取組経緯
○交流の活発化による地域の活性化を目
指して、山村における「生活の営み」や
「生産の営み」などの人や地域が持つ
魅力と、ラフティングやトレッキングなど
自然を生かしたアウトドアスポーツの魅
力を体験型教育プログラムとして構築し、
（一財）大豊町観光開発協会を窓口とし
て販売。

大学との連携によるモニターツアー【お茶摘み体験】

取組概要
○海外からの民泊受入に向け、経験をもとに体験
プログラムの改善を図る。
○グリーンツーリズムインストラクターを養成し、体
験実施者のスキルアップを図る。
○吉野川ラフティング体験の予約簡便化を図るた
め、「大豊町ラフティング部会」を設立し、予約の
ワンストップ窓口化など、受け入れ態勢を整備。

取組成果
○教育旅行の受入人数が平成28年度から徐々に増加。令和２年度は既に12校、1,459人の予約を
受注。
○養成したグリーンツーリズムインストラクターが地域のリーダーとなり、体験プログラム実施者とし
ての意識の向上やメンバー全体のスキルアップにつながった。
○ラフティング受入の体制整備を行った結果、受注件数が大幅に増加。
〇教育旅行を対象とした民泊受入を推進する中で、一般旅行者にも範囲を広げる家庭が出てくる
など、交流を活発化することにより地域に活気が生まれる。

ビジネス部門

なかとさちょう

高知県中土佐町
奨励賞
食育・教育

６次産業化

学生・若者の活
躍

おおのみしちよんちょうせいさんくみあい

No.１７ 大野見七面鳥生産組合
～七面鳥がつなぐ農林水産とスポーツのミライ～

ＨＡＣＣＰ取得を目指す食鳥加工施設

広い空間とヒノキを活用した家きん舎

取組経緯
○約50年前に始まった七面鳥の生産は、
昭和60年代をピークに減少し、現在は2
戸の農家で生産されるのみ。
○七面鳥の希少性や栄養面での優位性を
生かし特色ある一次産業として地域振
興に繋げるため活動を開始。

取組概要
○高知大学、ノートルダム清心女子大学と連携し、
七面鳥の持つ抗疲労成分を研究。
○アスリートにカラダづくりと食の必要性を発信し、
七面鳥の普及拡大を図る。
○６次産業化を推進するため、町立食鳥加工施設
を増築、県版ＨＡＣＣＰ基準を満たす加工体制を
構築中。

取組成果
○６次産業化の事例発表、小学校、高校、大学での出前授業により七面鳥事業の周知が拡大。
○大学との連携による七面鳥肉の分析・研究により、良質なたんぱく源としての魅力を発信するこ
とで、新規事業へ展開。
〇アメリカでの高校生活で七面鳥を知り、日本の体育大学でスポーツを学んだ地域おこし協力隊員
を事務局に迎え、アスリート向けに販売を展開。

すさきし

ビジネス部門

高知県須崎市
奨励賞
環境保全・景観
保全

伝統の継承
たけとら

雇用

かぶしきがいしゃ やまぎしちくざいてん

No.１８ 竹虎 株式会社山岸竹材店
～地域資源「虎竹」で社内も地域も活性化～

パリ Premiere Classeに参加

スペインのボックスカートレース

取組経緯
○須崎市安和でしか生育しない、竹表皮
に虎模様の浮き出る虎斑竹（とらふだ
け）を４代に渡り管理。
○１００年後も竹虎の里であり続けるため、
ネット通販事業により竹製品の需要を
高めるとともに、竹見学受け入れやユ
ニークな竹細工の制作・プロジェクトを
通し、竹文化の創造と発信に努める。

取組概要
○ＳＮＳを活用し、虎斑竹や地元の祭りなど虎竹の
里の「今」を発信。
○虎斑竹の生産・加工現場の視察に国内外の個
人・団体を受入れ。
○ドイツ人デザイナーと竹家具を共同制作し、国際
家具見本市へ参加。ニューヨーク、パリのファッ
ション小物展示会にも出展。
〇クラウドファンディングにより日本唯一の虎竹電
気自動車「竹トラッカー」を制作。

取組成果
○巨大水鉄砲作りや虎竹電気自動車プロジェクトによりメディアに取り上げられ、虎竹と虎竹の里
の知名度が向上。
○クラウドファンディングの返礼品の虎竹の里ツアー（竹の伐採・加工体験、近辺観光）を通して地
域の魅力が拡散。
○海外展示会への出展により、台湾、タイからの団体旅行や海外からの商談が増加。

個人部門

もとやまちょう

高知県本山町
奨励賞

環境保全・景
観保全

雇用
わだ

６次産業化
こういち

No.１９ 和田 耕一
～ 『ここには未来に残したい田舎がある。』 ～

田んぼアート田植え作業の様子

ブランド米「土佐天空の郷」を提案する

取組経緯
○平成１５年本山町農業公社へ派遣され
町の農業の厳しさに直面、農村の暮ら
しを守るためにもコメのブランド化を進
めなければならないと活動を始める。
○平成19年度に本山町特産品ブランド化
推進協議会を設立。

取組概要
○コメのブランド化に向け、専門家の招へいや都市
での試食販売、栽培技術の向上を図りながら
「求められるコメ」を追求。
○スマート農業を展開し、労力軽減やデータに基づ
く栽培マニュアル作成。
○煎餅、甘酒、玄米グラノーラなどの商品開発。
○田んぼアート・棚田コンサート・かかしアート・食
材名人に出会うツアー・棚田散策コースの設定
など、産地を訪れるきっかけづくり。

取組成果
○二度の食味日本一の獲得。ブランド米「土佐天空の郷」が定着し、活動以前の30㎏で6,500円で
あった価格を10,250円まで高めている。
○ブランド米の規格外米を加工し商品化したことで、コメだけではなく地域ブランドとして「土佐天空
の郷」が広がりを見せている。
○消費者や販売者が産地に訪れるきっかけを創り、農家とふれあうことで心に根付くブランドへ成
長している。

