
ＪＡ鳥取中央 あぐりキッズスクール

梨「二十世紀」の収穫体験 農業高校の生徒と一緒に乗馬体験

経 緯

○鳥取県中部は平野、大山山麓、
砂丘地等、様々な自然環境が凝
縮された地域であり、このことが
多くの農産物の源となっている。

○未来を担う子供たちに、この優れ
た自然環境を生かして、「農業の
大切さ」「食べることの大切さ」「命
の大切さ」を農業体験学習を通じ
て伝えたいという思いから始めた。

取組内容

○親子での田植え、稲刈り、はで掛け、餅つ
きをして餅の販売、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、
農業高校の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。

活動の効果

○稲作や野菜の作業を通して食べ物に対する興味や知識を深め、新鮮な農産物の収
穫やその場での調理などによる美味しさの発見で、地産地消や食農への関心が高
まった。また、地元特産物の大型選果場での最新鋭機械器具の見学や農業高校で
の学習等で、地域の基幹産業である農業の重要性を伝える事が出来た。これらの活
動はJA広報誌や新聞等で広く周知され、人間力を養う学習の場として地域に認知信
頼されている。

鳥取県倉吉市越殿町1409番地 Ｔｅｌ： 0858-23-3012

応募団体からのアピール・メッセージ

鳥取県倉吉市

～ふれて・感じて・楽しんで～

食育・教育
くらよしし

３
農林漁業・農山
漁村文化体験

開校式では、毎年大好評の苺の学習と収穫体験を、あぐり生・保護者の全員

で行います！夏休みには特別カリキュラムとして、大阪中央卸売市場の見学
も実施！地域内に留まらない盛りだくさんの農業体験で、友達をいっぱい作り
ましょう！

とっとりちゅうおう
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特定非営利活動法人 新田むらづくり運営委員会

子どもたちによる林業体験 子どもたちによる人形浄瑠璃体験

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。

取組内容

○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、6世帯の移住に繋
がった。

活動の効果

○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、18世帯、58人まで回復し
た。今年度、もう1世帯、3人が移住しました。

○軽食喫茶、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。

八頭郡智頭町西谷新田536 Ｔｅｌ： 0858-75-1994
又は 0858-75-3280

応募団体からのアピール・メッセージ

鳥取県智頭町

とにかく、是非一度おいで頂いて、見て、体験してください。

～小さな自治体を目指して～

しんでん

移住・定住
農林漁業・農山
漁村文化体験

ちづちょう

４ 自然・景観・
伝統・継承
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門田地区農地・水・環境保全会

正月飾りづくり体験田植え体験

経 緯

〇当地域では、昭和40年代80戸以
上の農家が農業を営んでいたが、
年数の経過とともに農家数が半
減。農業施設の保全管理や担い
手の確保に支障が出始めた。

〇このため地域の農業者が中心と
なり、平成20年度から多面的機能
支払制度を活用した取組を開始し
た。

取組内容

〇ジャンボタニシの駆除と生きもの・水質調査
を実施。

〇農業体験「田んぼの学校」を開校。
子供たちが地域の大人に教わりながら「田

植え」などを体験するイベントを実施。
〇地域の福祉と連携した活動
「田んぼの学校」で収穫したもち米は町内
の子ども園や福祉施設へ、遊休農地を利
用して栽培した蕎麦は年末に一人暮らし高
齢者へ「年越しそば」として贈呈。

活動の効果

〇生態系保全活動により、少しずつではあるがジャンボタニシによる稲の食害が減っ
てきているのを実感できるようになった。

〇「田んぼの学校」には、小学生から高齢者まで多くの参加があり、昔ながらの稲作栽
培や農業に由来する行事・文化の伝承を通じて、「農村コミュニティの強化」が図られ、
活気が戻ってきた。

東伯郡湯梨浜町門田426 Ｔｅｌ：0858-32-0390

応募団体からのアピール・メッセージ

鳥取県湯梨浜町

活動を通じて、世代間の交流と農村文化の伝承が図られ、集落内が活性化しました。
これからも、先人達が築きあげた美しく豊かなふるさとを守る活動を続けていきたい。

～世代を越えて伝える農村文化～

医療・福祉
農林漁業・農山
漁村文化体験５ 自然・景観・

伝統・継承

かどた

ゆりはまちょう
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株式会社日南シルクファーム及び日南物産株式会社
及び富ますシルクファーム

トマトの収穫体験 連携強化を行う富ますシルクファーム

経 緯

○民間企業の農業参入事業として
活動。

〇６次産業化に挑戦し、一昨年まで
活動してきた日南物産（株）より栽
培部門を独立させて（株）日南シ
ルクファームを作り、栽培部門を
強化し、民間企業の新たな農業
のスタイルを作ると共に地域の農
業を守り人の集う農業を目指す。

取組内容

○日南町で栽培が盛んな夏秋トマトを栽培。
○冬いちごに加えて夏いちごを栽培。
○独自の販売ルートの確立。

○富ますシルクファーム（米子市）と連携を行
いイチゴの観光農園化を行い、インバウン

ドを含む観光客を日南町に流れるルートを
作り出す。

○カボチャを3ヘクタール栽培し、新たな特産
物を栽培。

○地域との交流

活動の効果

○グループ内（富ますシルクファーム・日南物産）で連携することにより物量が増え、よ
り多くのバイヤーなどに興味を与えることが出来始めた。地域との連携を密にするこ
とで協力体制を引き出すことが出来たと同時に、農業だと農林課などの行政対応に
なるが観光農園等の分野を入れることで観光課・企画課などとの連携も作れた。

日野郡日南町湯河323-1 Ｔｅｌ： 0859-84-0646

応募団体からのアピール・メッセージ

鳥取県日南町

「観光と農業のコラボ」を当社（シルクファームグル―プを含む）の目標と掲げ、新た
な農業の可能性に挑戦しています。

～サラリーマン農業の挑戦 人の集う農業～

女性・高齢者
の活躍

インバウンド
にちなんちょう

６ ６次産業化

にちなんにちなん

とみ
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倉吉市体験型教育旅行誘致協議会

農村生活体験：わさび田作業体験 民泊体験：インバウンド受入（台湾の高校生）

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。

取組内容

○教育旅行誘致を軸とした民泊（農泊）体験
（インバウンドを含む）の推進に注力してい
る。

○自然豊かな地域資源を大いに活用し、体験
活動を行っている。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、民泊で体験してもらうことで、伝統の継
承にもつなげている。

活動の効果

○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。

倉吉市関金町関金宿1560-1 Ｔｅｌ： 0858-45-1122

応募団体からのアピール・メッセージ

鳥取県倉吉市

多くの方々にこの地域に来ていただき、体験や交流を楽しんで、当地域のファンになっていただき
たいと思います。そのために、体験プログラムの整備や民泊受入家庭の拡大を進めています。
是非、当地域の自然・農村生活体・民泊体験をお楽しみください。お待ちしています。

～いなかといいなかセキガネたいけん～

女性・高齢者
の活躍

自然・景観・
伝統・継承

くらよしし

７ 農泊

くらよしし
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那岐特産品開発研究会睦グループ

那岐特産品開発研究会睦グループの皆さん 毎年冬の風物詩として紹介される「かき餅」作り

経 緯

○昭和60年に開催された国民体育
大会（わかとり国体）の時､各都道
府県から参加した出場選手の民
泊受け入れや､土産物作りをした
ことが結成のきっかけ。

○その後、昭和62年に睦グループと
して設立し、現在10人のメンバー
（最高齢は93歳）が幅広く活動。

取組内容

○地元郷土料理である「柿の葉寿司」をメイン
とした、食文化の継承活動。

○少子高齢化が進む地域の活性化のため、
｢ふるさとの味」小包として、旬の野菜の宅
配の取組や､｢柿の葉寿司｣､｢かき餅｣の製
造･販売を行う。

〇地元高校や小学校ならびに一般団体向け
に「柿の葉寿司」をはじめとした郷土料理講
習会を開催。郷土料理のレシピ集作成にも
携わっている。

活動の効果

○みんなが「やりながら考えよう」とプラス思考になり、地域の結束力が向上。
○鳥取県内全域から郷土料理体験学習の依頼が来るようになり、活動の場が増えた。

〇「かき餅」製作時は地元の風物史として、毎年、テレビ局や新聞社の取材が入るよう
になった。

○出版社から取材があり、全国各地のおばあちゃんの手作りおやつをまとめた「おば
あちゃんとおやつ」で、郷土のおやつ「かま焼き」が掲載されました。

八頭郡智頭町西宇塚159 Ｔｅｌ： 0858-78-0122

応募団体からのアピール・メッセージ

鳥取県智頭町

「柿の葉寿司」をはじめとして、地域の農産物を使用した那岐の伝統料理を味わって
もらうために活動を続けています。ぜひ那岐を訪れて、味わってください。

～じげの料理を次世代につなぐおばあちゃん～

女性・高齢者
の活躍

地元食材の
提供・活用

ち づ ちょう

むつみ

８ 食育・教育

な ぎ
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日光地区協議会

農産物の出荷 義方公民館祭への出店

経 緯

○日光地区は９集落が点在しており、
人口減少や少子高齢化による集
落機能の維持が困難となってきた
ことから、地区全体で課題解決に
向かうために日光地区協議会が
設立された。現在では「農業」と
「交流」を２本柱に事業を展開して
いる。

取組内容

○農産物を定期的に集荷する仕組みをつくり、
農産物の出荷を続けている。規格外のもの
を含めて引き取ってもらうことにより農家の
収入ＵＰを図っている。

○義方校区の親子連れを招いて野菜の収穫
体験を実施し、交流を深めている。

○廃校の跡地利用方法を公立鳥取環境大学
生から提言を受けたことが縁で、交流を続
けている。

活動の効果

○元々若者が少なく地区外の者に対しては閉鎖的な地区であったが、義方公民館や
公立鳥取環境大学生等との交流事業を続けていく中で、若者の「姿を見るだけで元
気になる」・「話をするだけで元気になる」との声を聞くようになった。地区住民が笑顔
になり元気になることが地域の活性化の第一歩と考えており、住民がしたいことを無
理をさせず、出来る範囲での活動を続けていったことが良かったのではないかと考
えている。

西伯郡伯耆町栃原29 Ｔｅｌ： 0859-63-0306

応募団体からのアピール・メッセージ

鳥取県伯耆町

日光地区は秀峰大山の麓の豊かな自然に恵まれた中山間地域に位置しています。地区内外との
交流拠点の整備の必要性から、閉園となっていた保育所を活用した農家レストラン「山隠れの里」の
運営にも取り組んでおり、山菜や野菜等の地元食材を活かした昼食をバイキング形式で提供してい
ます。これからも地域の声を少しずつでも形にし、地区の活性化に努めていきたいと考えています。

～農業と交流で日光を元気にしよう～

にっこう

企業・地域住民・
大学との連携

農林漁業・農山
漁村文化体験

ほうきちょう

９ 地元食材の
提供・活用
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株式会社 優栽

境港スポーツ少年団と地元住民による田植交流 障害福祉施設の通所者による水田草刈り作業

経 緯

○自然豊かな日野町を守る為に、エ
コファーマーの認定、カバークロッ
プの実践、水田環境特Ａの認定、
鳥取県特別栽培農産物の認証に
取り組んできた。

〇天然由来の海藻肥料を活かすこ
とにより、お米と循環型農業、環
境保全型農業を確立し、ブランド
化を図ってきた。

取組内容

○海藻肥料を利用した循環型、環境保全型
農業による地域ブランド化の推進。

〇地元日野町ならびに境港市の小学校と、田
植え・稲刈りの体験交流を実施。

○農業と福祉の連携により障がい者施設の
通用者による水田畦畔の草刈りの実施。

○大手百貨店、ＪＲ西日本、地元温泉旅館、
レストランヘの販路拡大。

〇鳥取大学のボランティアグループおよび日
野高校生との共同作業と交流

活動の効果

○豊かな自然と中海で採れた海藻を活かした肥料で栽培した安全で高食味なお米が、
マスコミや口コミの力で知名度が少しずつ上昇してきた。

○高校生の職場体験が年々増加。

日野郡日野町根雨353 Ｔｅｌ： 0859-72-2320

応募団体からのアピール・メッセージ

鳥取県日野町

地元日野町の高校生や鳥取大学のボランティアグループおよび障がい者施設の通
用者との共同作業を通して交流を深めつつ、海藻肥料を利用した循環型、環境保全型
農業町を実践して、高食味なお米を生産しています。ぜひ、ご賞味ください。

～海藻が地域を救う～

医療・福祉地元食材の
提供・活用

ひ の ちょう

10 農林漁業・農山
漁村文化体験

ゆうさい
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大山乳業農業協同組合

開発担当者による商品開発講義 鳥取県知事訪問・完成報告試食会

経 緯

〇2013年より着手した６次産業化商
品の開発では、鳥取県産の食材
を使用したアイスを開発。昨年度
は地元高校生たちが商品作りを学
びながら県産のイチゴを使用した
アイスを完成。教育機関との共同
開発企画は今年度も実施すること
となり、鳥取大学農学部の学生た
ちとコラボ商品開発が始まった。

取組内容

○大学生とのコラボ商品開発
・大山乳業開発担当による講義
・大手コンビニチェーンによるマーケティング
講義
・アイスクリームの仕様・デザインを決定

〇店頭販売・ＰＲの取組
・鳥取県知事を訪問、発表試食会の実施
・生徒たちによる店頭販売

活動の効果

〇企画開始当初は自分たちが商品開発をするという実感のなかった学生たちでしたが、
コンビニ店バイヤーによるマーケティング講義を受け、商品開発・販売戦略などを学
ぶ中で徐々に真剣に取り組む姿へ変わっていきました。知事訪問では多くの地元メ
ディアに取り上げられ、大山乳業ならびに地産地消の取り組み・鳥取県の農産物を
PRすることができました。

東伯郡琴浦町保37-1 Ｔｅｌ：0858-52-2211

応募団体からのアピール・メッセージ

鳥取県琴浦町

大山乳業農協は全国でも稀な県内すべての酪農家が一つとなった協同組合です。

創業当初から堅持してきた、自らが生産した生乳を処理し、販売するという一貫体制を
これからも継続し、鳥取県酪農の発展に寄与してまいります。

近年は教育機関との共同開発に力を入れ、若者の柔軟でユニーク発想を取り入れる
とともに、地元就職の選択肢の一つに加えていただけるよう取り組んでいます。

～若い力でヒット商品を！大学生との共同開発～

企業・地域住民・
大学との連携

食育・教育11 ６次産業化
ことうらちょう

だいせん

- 18 -


	31_（鳥取）.pdfから挿入したしおり
	ディスカバー事例集（鳥取）.pdfから挿入したしおり
	ディスカバー事例集前半（鳥取）
	取組事例（鳥取）修正0304



