
（公社）江田島市シルバー人材センター 竹炭工房おおがき

竹炭・竹酢液の商品群

民泊修学旅行生の体験教室

経 緯

○耕作放棄地の増加や高齢化に伴い繁
殖力の旺盛な竹の繁殖による地力の弱
体化や有害鳥獣の繁殖を防止するため、
竹炭生産設備を建設。

○竹を伐採し、高品質の竹炭や竹酢液を
生産し、土産品や実用品に加工、販売。
雇用の場としても活用。

○竹細工や竹炭作り製塩などの体験教室
を実施し、地元の小中高生を招き郷土
愛の醸成。来島者にも体験観光を提供
し江田島の魅力を発信したい。

取組内容

○体験教室の実施
竹細工や簡易な竹炭作り等の体験教室を実施。

竹炭工房おおがきのほか、Sea to Summitやフェ
スティバル江田島などでの出張開催をしている。

○高品質な竹炭の生産
販売主力品である竹炭パウダー用の生菌基準

値・水分量基準値・灰成分基準値・炭素同定率
基準値等をクリアする必要があるため、前処理
による水分含有率低減・炭化工程の温度管理の

厳格化や出荷前検査による選別などを実施した。

活動の効果

○高品質な竹炭の生産により、継続受注に成功している。(約2トン/年)
○体験教室の積極的な展開により、竹炭工房の認知度が向上した。
○ 国内の顧客訪問や商社との連携やWEB活用の宣伝により、新規継続受注顧客新規開拓に成功し

た。（約1,600ℓ/年）

広島県江田島市大柿町大原５０９３－１ Ｔｅｌ： ０８２３－５７－７７１１

応募団体からのアピール・メッセージ

広島県江田島市

○竹炭や竹酢液作りの技術レベル向上を図り、品質と歩留り向上により、販路の拡大と収益
向上を目指します。

○他団体との連携により、地域活性化につなげるテーマを開発し実施します。
○体験型観光への貢献強化します。
○ご意見・ご要望をお寄せください。

～竹害を防ぎ有効活用し地域の活性化に寄与～

高齢者の活躍鳥獣被害防止
えたじま

６次産業化

インドネシアから来訪の若者に出張体験教室

25

えたじまし ちくたんこうぼう
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江田島市オリーブ振興協議会

経 緯

○気象条件・栽培の簡易性や農産物の６次産
業化による将来性などを検討した結果、耕
作放棄地解消策や産業振興の起爆剤にな
ることに期待し、オリーブ栽培に取り組むこと
とした。

○平成23年６月に、市内のオリーブ生産者、民
間企業、JA、農業委員会、江田島市が中心
となって「江田島市オリーブ振興協議会」を
設立。

取組内容

○平成22年度から苗木の購入助成を行い、市民へ
約８割補助で提供。

○市民を対象にオリーブの栽培講習会を実施。
○毎年、オリーブ果実の収穫時期を迎える10月頃
、市内のモデルオリーブ園で市民参加型の収穫
体験を実施。

活動の効果

○現在、栽培本数14,852本、栽培面積約28.1ha。
○平成26年３月には栽培面積約6.6haのオリーブ園を整備し、現在、３社が参入し、約2,800本のオリ
ーブを植栽。

○全国都道府県対抗男子駅伝大会、世界フィギュアスケート国別対抗戦2017、2018ＮＨＫ杯国際フィ
ギュアスケート競技大会、世界フィギュアスケート国別対抗戦2019、2019ＮＨＫ杯国際フィギュアス
ケート競技大会の表彰式にオリーブ冠を提供。

応募団体からのアピール・メッセージ

広島県江田島市

～オリーブを地域振興の起爆剤に～

６次産業化1 農林漁業、
農村文化体験

企業との連携

2019NHK杯国際フィギュアスケート競技大会
©Japan Sports オリーブ収穫体験

「官民一体となり、オリーブで島を元気に！」
江田島市は2011年から市民、行政、企業が一体となって、「島ぐるみ」でオリーブ振興に取り組んで
います。

広島県江田島市大柿町大原５０５番地 Ｔｅｌ： ０８２３-４３-１６４３

えたじまし

26
えたじま
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北広島町農山村体験推進協議会

民泊家庭での家業体験の様子 芸北神楽「八岐大蛇」を鑑賞する学生たち

経 緯

○Ｈ20年、定住促進・元気な地域を
目指し、農山村体験交流プロジェ
クトを重点事業として、関係団体
で協議会を結成。

○スキー人口減少により利用者が
減少していた芸北地域の民宿を
活用し、夏場に子どもたちの受入
れを開始。Ｈ24年から町内全域に
受入れ地域を拡大し、Ｈ27年から
体験型修学旅行の受入れを開始。

取組内容

○子ども農山村体験交流プロジェクト
広島県内の小学５年生児童を対象に、町内

で民泊を行い田舎体験を提供。午前中は
農林業体験や登山、湿原トレッキング、カ
ヤック等の自然体験活動、午後は各民泊
家庭で田舎体験を行う。

○体験型修学旅行
国内外からの修学旅行を民泊で受入れ。１

～２泊が基本で各家庭３～５名の生徒を受
入れ田舎体験を行う。

活動の効果

○民泊した児童たちは北広島町の自然と人々に触れ、お別れの際に涙し、再会を約束
して出発していく。そして、約束どおり再び民泊家庭を訪れてくれる子どもたちも多く、
中には高校生になっても訪れる子もいる。

○北広島町が誇る伝統芸能である芸北神楽を民泊家庭と一緒に鑑賞するプログラム
もあり、特に海外からの方は喜んでいただき満足度も高い。

広島県山県郡北広島町有田1234 Ｔｅｌ： ０５０-５８１２-８０８０

応募団体からのアピール・メッセージ

広島県北広島町

夏は高原の涼しい気候を活かした自然体験活動を、冬には豪雪地帯であることを活
かした雪山体験を、春秋には各民泊家庭で農作物の収穫と調理体験を行っている。１
年中いつでも受入れでき、ありのままの田舎体験を提供するのが当協議会である。

～北広島町 四季物語～

きたひろしまちょう

食育・教育農泊
きたひろしま

27 農林漁業、
農村文化体験
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株式会社ハートランドひろしま

養液栽培のホウレンソウと利用者 組合員交流会（トウモロコシの定植の様子）

経 緯

○生協ひろしまの組合員が安心して
利用できる農産物を供給するため
には、農業生産を身近に感じ、県
内農業の実情を理解できる取組
が必要と考え、農業に新規参入。

○障がい者の雇用促進や社会参加
を通じて地域社会での役割を果た
したいという思いで、農業と福祉
の連携を始めた。

取組内容

○省エネ・環境にやさしいフィールド養液栽培
で、ホウレンソウを通年栽培。利用者が整
地、収穫、選別、袋詰め等の全作業を行う。

○ミニトマト、大根、白ねぎ等をハウスや露地
で栽培。ミニトマトは、各ハウスを担当制に
し、利用者１名が責任を持って管理を行う。

○組合員の家族が実際に農業を体験できる
場として、組合員交流を年８回開催し、農業
や福祉への理解を促進。

活動の効果

○耕作放棄地を借受けし、ハウスの養液栽培26ａや露地栽培117ａを生産管理。
○就労継続支援Ａ型事業所として、設立時（Ｈ23年）10名の利用者からスタートし、現
在は18名に増加。Ｈ29年度から３名を一般就労へと送り出すことができた。

○組合員交流では、実際に植付や収穫などを体験することで、農業への理解、福祉の
取組への理解を図っている。（参加者 Ｈ26年 167名 → Ｈ30年 427名）

広島県山県郡北広島町川戸3413-2 Ｔｅｌ： ０８２６-７２-８９１１

応募団体からのアピール・メッセージ

広島県北広島町

将来的には、利用者の成長に応じて栽培面積を増やし、増加する耕作放棄地の解
消を目指していきたい。また、地元農家との交流や地元生産物の直売などを進めると
ともに、生協組合員の農園も作り、地域の活性化に繋げていきたい。

～農・福連携、地域活性、みんな笑顔！～

農福連携
きたひろしま28
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浄謙寺

スタッフとインターン生の調理風景

イタリアン精進料理の本膳、二の膳、デザート

経 緯

○芸北地域の魅力と、仏教を伝える活
動をしたいという思いを長年持って
いた。

○Ｈ21年、『イタリアン精進レシピ』（本
願寺出版社刊行）を読み、紹介して
ある料理がこの地でも採れる野菜を
使っていたことから、新しいお寺の精
進料理の可能性を感じた。農家や近
隣の人々と連携する機会にもなると
思い、Ｈ22年から取組を開始。

取組内容

○地域の魅力と仏教を伝えるため、地元
産野菜を用いたイタリアン精進料理を提
供。

○まず本堂にて読経と説法。食事では伝
統的な漆器を用いた本膳・二の膳・デ
ザートのコース料理を供する。最後は茶
室で和菓子と抹茶をふるまう。

○近年、龍谷大学などの学生をインターン
シップ生として受け入れ、野菜の収穫や
仕込みなども共に行っている。

活動の効果

○イタリアン精進料理に参加する者は年間約2,000人（Ｈ26～30年）。伝統的な仏教文
化や日本の食文化にも触れる機会になっている。

○料理に使われる野菜はほとんどが地元産。近年は料理に使ってほしいと珍しいイタ
リアン野菜を栽培する人が増えたり、来客増に伴い道中に野菜の無人市ができるな
ど地域にも影響をもたらしている。

○定年後や転職後の再雇用のスタッフが多く、地域の雇用創出につながっている。

広島県山県郡北広島町奥原161 Ｔｅｌ： ０８２６-３５-０７３０

応募団体からのアピール・メッセージ

広島県北広島町

今後は農村体験・料理修業のインターン生の受け入れ、宿泊希望のお客様への対
応を進めていきたい。また、外国人に寺院での写経・読経・精進料理・茶道を体験して
もらい、日本文化に触れてもらいたい。

～身も心もよろこぶ芸北精進イタリアン～

じょうけんじ

雇用
きたひろしま29 伝統の継承

応募用紙の写真

農林漁業、
農村文化体験

食前の法話風景
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芸北茅プロジェクト

中学生、先生、地域が一体となって茅刈り 藝州茅を一部使用した文化財の茅の葺き替え

経 緯

○Ｈ24年、地域の山から広葉樹を切
り出すことで景観や生物多様性を
守り、地域通貨の使用で地域活性
化に取り組む事業が芸北エリアで
始まる。

○小学校の授業で木の搬出から地域
通貨を得る経験をした児童が、中
学生になり「木は重たいが、草だと
子どもでも持ち運べる」と考え、Ｈ27
年に茅を受入れる市場を開く。

取組内容

○芸北に生えている茅を刈り取ることで、スス
キ原の生物多様性を守り、またその対価で
ある地域通貨の流通を通じて地域を活性
化させる取組。

○茅刈り体験のほか、１年に１度「茅金市場」
を開き、芸北中学校の生徒が地域から茅
の受入れを担う。

○子どもだけでは難しい販売や営業、管理な
どを地域の大人がサポート。

活動の効果

○芸北中学校とＰＴＡが中心となって取り組むことで、子どもたちが地域の資源や自然、文化、
経済について学ぶ機会になっている。

○「藝州茅」として市場に受入れた茅が、広島県三次市の重要文化財に使用された。今後も、
町内の文化財の修復や、個人宅の茅葺きに使用される。（市場に集荷した束数 Ｈ27年 40 
→ Ｈ30年 140）

広島県山県郡北広島町東八幡原10119-1 Ｔｅｌ： ０８０-６３３４-８６０１（芸北 高原の自然館）

応募団体からのアピール・メッセージ

広島県北広島町

茅プロジェクトから生まれる「かやぶき」
「か」貨幣経済：茅を資源として流通させ、地域の経済を活性化する。
「や」野生動物：茅を刈ることが草原の動植物を育み、獣と集落のバッファゾーンを形成する。
「ぶ」文化財：茅葺き屋根を葺く技術を伝承し、ふる里の景観や文化財を保存する。
「き」教育：草原の見学や、茅刈り・茅金市場などの活動を通じた地域学習を進める。

～芸北の茅を使ってふる里を守ろう！～

げいほくかや

伝統の継承
きたひろしま

30 環境保全・
景観保全

げいしゅうがや
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大崎上島海生体験交流協議会

櫂伝馬体験

経 緯

○高齢化・過疎化問題の対応として、
体験交流型観光を推進し、都市
の学生と島の住民が交流を深め、
地域の活性化や経済効果に貢献
することを目指し協議会を設立。

取組内容

○島民と都市の学生の人生に大きく影響を与え
る出会いを願い、平成25年度より民泊を利用
した体験型修学旅行を誘致。30年度までに
78校11,840人の中高校生が修学旅行で大崎
上島町へ来島。

○第二の故郷として再び来島するきっかけづく
りとして、「心豊かな田舎暮らし」を体験しても
らうための伝統文化、漁業、農業、アウトドア、
伝統工芸ものづくりなど、まるごと島体験メ
ニューを提供。

活動の効果

○大崎上島町にとって、修学旅行生による来島者数が増えることは観光振興だけでな
く、地産地消・民泊体験料・お土産代による経済効果が得られた。

○修学旅行生に田舎暮らしを体験してもらうことで、島民が大崎上島町の良さを再確
認することができ、また、都会の子が島民との交流や自然に囲まれた田舎生活体験
を通じて、心の豊かさを育み、人とのかかわりの大切さを実感し、島への移住者も増
え、地域の連帯感や活性化につながった。

広島県豊田郡大崎上島町東野6625番地1 Ｔｅｌ：0846-65-3123

応募団体からのアピール・メーセージ

広島県大崎上島町

島の生活をまるごとそのまま体験し、島のあたたかい人柄にぜひふれあってみてくだ
さい。

～瀬戸内海に浮かぶ大崎上島 まるごと島体験～

農業体験

おおさきかみじま

食育・教育
農林漁業、
農村文化体験

伝統の継承

おおさきかみじま

31
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特定非営利活動法人広島・せらマルベリークラブ

イベント参加者 かやぶきの竪穴式住居の作成

経 緯

○ＮＰＯ法人設立当初は桑（マルベ
リー）を利用した地域おこしを目的
としていたが､桑栽培が軌道に乗
らず里山活用を目指す。

○世羅町の進める「脱温暖化プロ
ジェクトせら」と連携し里山活動を
とおした、脱温暖化と自然保護を
テーマとした取組を始める。

取組内容

○広島県立せら夢公園自然観察園と連携し
絶滅危惧種を含む様々な自然観察会を実
施。

○広葉樹を切り倒しての椅子・置物作り、か
やぶきの竪穴式住居の作成、小枝等を
使った秘密基地作りなど子供を主役とした
イベントを実施。

○地域の歴史資源を再認識、活用を目指す
ため、史跡を巡るウオーキング大会、女性
のための歴史入門講座等を実施。

活動の効果

○世羅町が進めている「脱温暖化プロジェクトせら」や広島県立せら夢公園自然観察
園と連携することにより、若い世代への引き継ぎを目指し、取組の趣旨に賛同する
人が増えている。

○「脱温暖化プロジェクトせら」のメンバーとして、脱温暖化の啓発と地域内エネルギー
自給率の向上に向けた活動に貢献。

世羅町西上原９７４－２ Ｔｅｌ： ０８４７－２２－０６９１

応募団体からのアピール・メッセージ

広島県世羅町

自分たちも楽しみながらをモットーとして息の長い取組を行っています。

～参加者も自分たちも楽しむ里山イベント～

環境保全・
景観保全

せ ら
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有木自治振興会 田舎応援団 あるぎ倶楽部

農業体験 田舎体験イベント「魚のつかみ捕り体験」

経 緯

○農山村が抱える悩み（農家の後
継者不足等）と、都市住民が求め
る思い（農のある暮らし等）の掛け
橋ができればと、平成18年度から
「まちとむらの交流」農業ボラン
ティアを活用する地域づくりをめざ
し、「あるぎ倶楽部」を結成。

○平成24年度からは更なる交流人
口の拡大のための、田舎体験イ
ベントやツアーを実施。

取組内容

○遊休農地での農業体験、地域の美化活動、
地域の行事などに都市住民が参加すること
による、地域活性化、農村景観の維持・管
理・保全活動。

○子どもや孫を含む家族連れでの参加者と
の農村の豊かな自然や美しい景観の中で
の「食と農」について学べる学習会の開催。

〇旧有木小学校を改装した、ビレッジハウス
に仁吾川の指定管理を受け、周辺の観光
資源を生かした都市住民との交流活動。

活動の効果

○遊休農地での農業体験を行うことにより遊休農地活用のあり方について地域に提案
することができ、年々体験農地も拡大している。

○農業体験、美化活動等の波及効果として地域内の小規模高齢化集落が集落の賑わ
い創出のため「田植・稲刈り祭り」を開催するきっかけとなり、集落で生産される米を
中心とした農作物が直接取引されるなど、交流を通じた「顔の見える農業」の橋渡し
となっている。

神石高原町有木８８６－１ Ｔｅｌ：０８４７－８４－２２００

応募団体からのアピール・メッセージ

広島県神石高原町

大正時代の趣が残り、囲炉裏のあるビレッジハウス仁吾川には、日本の農のある暮
らしを体験しようと、海外からのお客様も来るようになりました。

～田舎体験でまちづくり！有木自治振興会～

あるぎ いなかおうえんだん

環境保全・
景観保全

農泊
じんせきこうげん
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