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。

