
沢渡茶生産組合

お茶摘み体験ツアーのようす

経 緯

○400年の歴史を誇り、自然茶からや
ぶきた種への植栽や山林開墾で拡
大してきた段々茶畑が、茶価格の
低下と生産者の高齢化で耕作放棄
となる畑が増加。

○茶畑の風景を次世代に継承するた
めには、茶の栽培の継続が必要と
活動を実施。

取組内容

○「互いに助け合って茶づくりを守る」ため
「ブレンドからブランドへ」を合い言葉に、
荒茶の生産に加え、沢渡のお茶（仕上
茶）も販売。

○消費者を対象にした茶摘み体験や次世
代を担う小学生等に出前授業を実施。

○若手組合員が（株）ビバ沢渡を設立し、
仕上茶、お茶を活用したスイーツを販
売。スイーツは香港へも輸出。

活動の効果

○ 「互いに助け合って茶づくりを守る」との理念で、茶畑と良質茶を維持。

○秋葉祭りは、茶畑に囲まれた道を約200人の華麗な行列が練り歩く祭りで、伝統と
一体化した茶畑の風景を次世代に継承していく。

応募団体からのアピール・メッセージ

高知県仁淀川町

沢渡地区では、若手組合員が茶の加工販売を行い、仁淀川町内にお茶カフェを開
店し、更に高知市にも出店するなど、積極的な取組が行われています。地域の世代が
互いに助け合って茶づくりを守り、高品質茶の生産とともに先人から受け継いだ茶畑
の風景を次世代に繋げていきます。

高知県吾川郡仁淀川町別枝518-１ Ｔｅｌ：0889-32-1209

ダム湖に茶園が映える沢渡地区の風景

によどがわちょう

～沢渡の茶400年の歴史を次世代へ！～

さわたりちゃせいさんくみあい

雇用
環境保全・景
観保全 ６次産業化19
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池川茶業組合

全員集合

経 緯

○農家の高齢化や後継者不足により、
地域の茶園の荒廃が進むとともに、
ペットボトル茶の登場により荒茶の
価格が低下し、農家の収入が下落。

〇労働力の有効活用、効率化、品質
向上を図るため８工場を１工場へ
統合し、池川茶業組合を設立。

取組内容

○30代の担い手が中心となり工場運営や
茶畑管理の中心的な役割を引き受け、
地域の茶園維持に努める。

○荒茶から仕上茶に重点を移し、仕上茶
の販路拡大のため、毎週末に高知市
内の量販店店頭で試飲即売を実施。

○お茶を活かしたスイーツを開発し、販売
拠点となるカフェを開店。

活動の効果

○荒茶の市場出荷から高品質な仕上茶の小売販売に重心を移したことで、収入が
確保された。

〇カフェには大型バスで団体も訪れ、年間２万人が訪れる観光名所となり、地域の
活性化と雇用の創出につながっている。

応募団体からのアピール・メッセージ

高知県仁淀川町

日本茶インストラクター協会主催の日本茶AWARD2018においてファインプロダクト賞
を受賞した「霧の極」をはじめ、高品質のお茶販売を拡大することで生産に必要な地
域の茶畑を維持し、先人から受け継いだ茶園の風景が次世代に継承されるよう努力
を続けていきます。

高知県吾川郡仁淀川町坂本1696 Ｔｅｌ：0889-34-3877

城を基調としたカフェ外観 桜と桃の花に囲まれて

によどがわちょう

～お茶とスイーツの共働！～

いけがわちゃぎょうくみあい

雇用 ６次産業化20
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広い空間とヒノキを活用した家きん舎

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。

取組内容

○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。

応募団体からのアピール・メッセージ

高知県中土佐町

高知県高岡郡中土佐町大野見吉野12 Ｔｅｌ：080-6397-2355

なかとさちょう

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～

七面鳥を大野見地区の広告塔とし、地域の農林水産物全体の地産外商を進め、超
高齢・少子・人口減少の町から生き残りモデルを模索していきます。
また、カラダを動かし、適切な食事を摂り、健康で強いカラダを維持するということを、七面
鳥というたんぱく源が豊富な食材を通して、多くの人に伝えたい。人生100年に向けて。

ＨＡＣＣＰ取得を目指す食鳥加工施設

活動の効果

○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。

６次産業化食育・教育
学生・若者の活

躍

おおのみしちめんちょう

21
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高知県漁業協同組合上ノ加江支所

漁業体験の様子

経 緯

○高齢化や魚価の低迷など漁業を
取り巻く環境が厳しくなるなか、地
域活性化のための体験型観光の
取組を開始。

○平成15年に県の体験型観光推進
のモデル地区の指定を受け、平
成16年度から観光事業に着手。

○平成19年度に県の事業から独立
し、現在まで活動を継続。

取組内容

○現役漁師と女性部の指導による釣りや籠
網漁、漁師体験を実施。

○ロープワーク、漁具づくり、漁体験、和船櫓
こぎ体験、食事などを基本とし、ニーズに合
わせて体験メニューを組んでいる。例えば、
食育目的では、通常の体験に、女性部と共
に魚をさばき漁師汁を作る体験を組み込ん
だり、環境教育が目的なら温暖化や磯焼け
減少についての座学も組み込んでいる。

活動の効果

○初年度400人だった体験者が、現在は年平均1,800人に増加。

○漁業者や女性部をインストラクターとして雇い入れ、漁家の収入向上につながってい
る。

高知県高岡郡中土佐町上ノ加江2574 Ｔｅｌ：0889-54-0111

応募団体からのアピール・メッセージ

高知県中土佐町

○一般の旅行客なら食に重点を、学校関係なら教育に重点を置くなど、ニーズに合わせた体験メ
ニューを組んでいます。

～高知県中土佐町上ノ加江漁業体験～

伝統の継承
なかとさちょう 農林漁業、農

村文化体験

かみのかえ

食育・教育

料理体験の様子

22
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おおのみエコロジーファーマーズ

大野見小学校児童の学外・地域体験学習

経 緯

○古くからおいしい米の産地として
知られる大野見地区において、大
野見米を通じて地域・農業の活性
化に取り組む「おおのみエコロ
ジーファーマーズ」。

○大野見米をとおして、将来に望み
の持てる産業を確立し、環境保全
型農業で四万十川源流域の豊か
な自然を次世代に引き継ぐ活動を
行う。

取組内容

○高知県立大学健康栄養学部の学生で結成
された「ＣＯＭＥ☆ＲＩＳＨ」と連携し、大野見
エコ米のＰＲ活動（大野見米を使用したレシ
ピ開発、弁当、定食の販売、日曜市への出
店など）を実施。

○地域の将来を担う小・中学生に、環境保全
型農業を行うほ場周辺にどんな生物がいる
かを調査する「学外・地域体験学習」を実施。

活動の効果

○学外・地域体験学習により、将来を担う小・中学生が地域に愛着を持ち、地元で就農
することを考える契機となることを期待する。

○米の栽培に使用する肥料を大野見地区で出た牛堆肥を用い、畜産施設からの廃棄
物の地域内循環を実現している。

○ブランド米を栽培する農業者・団体を視察し、稲作の栽培基準や栽培方法等を見直
した。

高知県高岡郡中土佐町大野見吉野12 Ｔｅｌ：0889-57-2022

応募団体からのアピール・メッセージ

高知県中土佐町

化学肥料、化学農薬を地域慣行栽培の半分に抑える環境保全型農業により、水路や河川がきれい
になり、活動も徐々に実を結びつつあります。今後も活動を継続し、大野見で農業や稲作で生きてい
けるよう頑張ります。

～皆様に愛される美味しいお米作り～

環境保全・景
観保全

なかとさちょう 農林漁業、農
村文化体験

教育機関との
連携

寒暖差によって発生した霧と大野見の田んぼ

23
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さかわの地乳プロジェクト推進会議

ぢちちトラック 佐川高校生と共同開発したぢちちプリン

経 緯

○牛乳の消費低迷のなか、酪農家
と乳業会社が地元の酒造会社社
長とデザイナーに相談。

○地酒・地鶏・地ビールがあれば
「地乳（ぢちち）」があっても良いの
ではとのアイデアから、酪農振興
のみならずまちづくり・観光とも連
携した取り組みを目指した。

取組内容

○県の事業を活用し、統一したパッケージデ
ザインを作成。

○地乳を使った加工品を開発。「さかわの/地
乳/ぢちち」で商標登録しブランド化。地乳商
品の認定制度により26の商品を認定。

○近隣市町のゆるキャラが参加して「第３回
ぢちちまつり」を開催し、過去最大の約
3,500名が来場。

活動の効果

○県内のスーパー、ドラッグストアなどで商品採用が増加。
○地元素材の地酒、茶、紅茶、しょうが等との新たなコラボにより６次産業化に発展。
○地乳の取組により、生乳の出荷量が増え、生産者の所得向上につながった。
○さかわ観光協会でぢちちを使ったかき氷・グラタン・坦々うどんの販売開始。商品開
発により、業種を超えた連携が始まった。

高知県高岡郡佐川町甲1650-2（佐川町商工会） Ｔｅｌ： 0889-22-0053

応募団体からのアピール・メッセージ

高知県佐川町

地乳の最大限の魅力である「地元の生乳のみで製造した牛乳」という点をより効果的にＰＲし、売
上を伸ばすことによって、酪農家・乳業会社・商店街の連携を強化し、地域活性化に繋げたい。

～地元のお酒は地酒、地元の牛乳はぢちち～

ぢちち

教育機関との連
携

さかわちょう

６次産業化24
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農事組合法人 ヒューマンライフ土佐

土佐ツムラの森にて中学生の薬草採取体験冬 柴胡の収穫/軽量で負担も少ない

経 緯

○産地間競争や輸入品などによる
価格低迷が続く露地野菜から、
価格が安定している生薬栽培に
転換。

〇耕作放棄地の拡大防止と栽培技
術の普及・面積拡大で安定収入
を図り地域を活性化するため、
ヒューマンライフ土佐を設立。

取組内容

○柴胡（ミシマサイコ）、山椒、枳実（ダイダイ）
の３品目を中心に生薬栽培を開始。試行錯
誤の末確立した栽培方法をできる限り可視
化し、契約農家間で共有。

〇水源地の森林の健全化のため、（株）ツムラ、
高知県、越知町と当社の４者によるパート
ナーズ協定を締結し、森林再生事業だけで
なく、中学校への出前授業や薬草の採取体
験を実施。

活動の効果

○（株）ツムラとの契約栽培により販売が安定。軽量な柴胡は高齢者でも栽培可能
で、収入がない冬季の貴重な収入源となる。
○生薬栽培面積の拡大で、県内外の耕作放棄地拡大防止に寄与。
○「協働の森づくり」により森林の公益的機能（水源滋養、災害抑制等）が発揮され、
また、子供たちは当たり前だった町の豊かな自然が価値があることを再認識。

応募団体からのアピール・メッセージ

高知県越知町

新規就農者が地域に根付いていけるよう、関係機関と連携して支援し、中山間地域の所得
向上と活性化を図っていきます。また、子供たちに、将来生薬関連の仕事に携わったり越知
町に帰ってきてもらえるよう、出前授業や採取体験などの地域交流活動を益々活発に行いま
す。

高知県高岡郡越知町今成2293 Ｔｅｌ：0889-26-3935

おちちょう

～生薬栽培で中山間地農業の活性化～

高齢者の活
躍

環境保全・景観
保全

農林漁業・農
村文化体験

とさ
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集落活動センターゆすはら西推進委員会

新設した解体処理施設と日本初導入ジビエカー 「ゆすはらジビエ」が広がっています

経 緯

○鳥獣駆除に追われる猟師の意欲
減退や担い手が少なくなっている
現状、さらには、このままでは先
人から引き継いだ農地や森林を
守っていけないという危機感から、
駆除から産業への転換を図り、人
も物もお金も循環する活力ある地
域づくりを目指してNPO法人を設
立し活動を開始した。

取組内容

〇獣肉解体処理施設の建設とジビエカーの
導入（平成29年度）

〇上記の運営者となる特定非営利活動法人
ゆすはら西を設立（平成30年3月）

○鹿の捕獲は多いが町中心部から遠い松原
区を中心にジビエカーを運用することで、解
体処理施設への円滑な搬入を実施。

〇元ゆすはら応援隊員や移住者等の担い手
人材を雇用（平成30年4月）

活動の効果

○獣肉解体処理施設稼働１年目にして搬入計画頭数を達成し、ジビエの安定的な供
給を強みとして販路拡大につなげている。

○自立を目指し自分たち自身が動かなければという思いで取り組んだことが評価され、
自分たちの気づきや自信につながった。

高知県高岡郡梼原町町広野167番地5 Tel: 0889‐65‐0850

応募団体からのアピール・メッセージ

高知県檮原町

今後は取り組みを子供たちの食育へ、そして将来の担い手の育成へ、さらには地域
内外の交流の場の創出へとつなげていきます。

～地域で取組む捕獲鳥獣をお金に換える仕組み～

ゆすはらにし

ジビエ
ゆすはらちょう26
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サンビレッジ四万十の構成員

経 緯

○平成11年に設立した「影野の農業を考
える会」を経て、平成13年に高知県初
の「１集落１農場」方式による集落営農
組織「ビレッジ影野営農組合」を設立。

○雇用の確保、営農の継続性確保のため、
平成22年に農事組合法人となり、平成
26年に株式会社へ移行。

取組内容

○女性・高齢者の就労の受け皿になっており、「地域を守る法人」「就労の場」と認知度
が向上中。

○農地集積面積は11haから15haに増加、雇用人数は３名から６名に増加（Ｈ25→Ｈ
31）

〇県外からの視察も増加（多い時には３～４回/月）。

〇集落営農の広域化、集落活動センターなど農業以外の組織との連携も強化。

応募団体からのアピール・メッセージ

高知県四万十町

高知県高岡郡四万十町影野1033 Ｔｅｌ：0880-22-8101

しまんとちょう

株式会社 サンビレッジ四万十

～農業からの地域づくり～

周年栽培の取組みや野菜の契約栽培と規模拡大、農産物の加工、観光農園等を

利用した消費者との交流、商品の高付加価値化等経営の多角化に取り組むことで、
地域で一人でも多くの雇用を確保し、地域農業を後世に繋げていきます。

サンビレッジ四万十の野菜を直売

活動の効果

URL:http//village-kageno.jp 

○経営の安定化に向け畑作中心とした土地利用型
園芸作物（サトイモ、エダマメ、施設ピーマン等）を
導入、規模拡大など経営の複合化に取り組む。

○若い従業員５名の育成、集落内の女性８名を臨時
雇用するなど、人材育成と雇用を創出。

○環境に配慮したソーラーシェアリング、圃場環境の
美化、農道への梅の木の移植など多面的機能の
増進。

その他（地域
活性化）

雇用

し ま ん と

環境保全・景
観保全
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豊かな自然が残る大正地区

経 緯

○四万十町を含む北幡地区では、約50
年前まで約800ｔ生産されていた栗が、
農家の高齢化等により激減。

○生産から加工までを地区内で行い、
所得向上、雇用確保による地域活性
化を目指すため会社を設立。

取組内容

○水田を栗園に転換することに対する地域住民の理解が広がり、耕作放棄地の解消
にも繋がっている。

○四万十町全体の栗生産量拡大。
○自社の栗園の生産量、加工場におけるペースト加工販売による売上拡大。

応募団体からのアピール・メッセージ

高知県四万十町

高知県高岡郡四万十町河内279-2 Ｔｅｌ：0880-28-5594

しまんとちょう

しまんと新一次産業株式会社

～農業で四万十を元気に～

昔から大きく甘い栗が採られてきた地域を、栗で再生し地域の人や若者が誇りを
もって豊かに暮らしていけるよう取り組んでいきます。

無農薬栽培で育った栗

活動の効果

○昔から続く地域の情景と自然を守るた
め、超低樹高栽培による無農薬栽培を
実施。
○平成29年に加工場の建設、栗の加工
販売を開始。
○耕作放棄地を栗園に転換。

雇用伝統の継承

しんいちじ
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公益財団法人三原村農業公社

収穫風景：運搬車両が乗り入れ可能 自動選果機械：青果出荷率向上、労務軽減

経 緯 取組内容

活動の効果

○公益財団法人三原村農業公社が核となりゆず栽培に取り組んだことで、職員の新
たな雇用を創出（Ｈ22年度6人⇒Ｈ30年度34人）。

○産地化に必要なゆずの作付面積の拡大（Ｈ22年度10.2ha⇒Ｈ30年度51.55ha）。
○個人選果から自動選果機による共同選果により青果出荷率が向上（Ｈ22年度1.4％
⇒Ｈ29年度23.9％）。

応募団体からのアピール・メーセージ

高知県三原村

（公財）三原村農業公社が三原村ゆず産地化の核となり、大学と連携して肥培管理
技術向上、農家所得向上、雇用創出、担い手確保につながるようがんばります。

高知県幡多郡三原村宮ノ川1271-152 Ｔｅｌ：0880-46-3240

みはらむら

～目指します！！親・子・孫がゆずで暮らせる三原村！！～

○村の振興作物「ゆず」の産地化によ
る雇用の拡大、耕作放棄地の解消
を目指し、公益財団法人三原村農業
公社が核となる取組を開始。

○作業員が一体となり肥培管理に努め、
青果中心の栽培を行う体系をモデル
的経営とし、子育て可能な農業シス
テムを目指す。

○公社中心のゆず栽培面積を拡大
○公社が研修生へ栽培技術・農業経営を指
導し、新規就農者を育成

○自動選果機導入による青果出荷率の向
上（青果率30％を目標）
○加工用ゆずの商品化と販路拡大

雇用

み は ら む ら
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黒潮町佐賀北部活性化推進協議会

楮部会 柚子部会

経 緯 取組内容

○直販市「さが谷三里マーケット」を開催。特
産品の販路拡大と週１回のあったかふれあ
いセンターへの昼食作りを実施。

○「若山楮（こうぞ）」栽培の復活を遂げ、伝統工
芸作物としての保存及び産地化による地域
への伝承を図る。

○耕作放棄地の有効利用及び景観維持のた
め柚子を栽培。柚子を活用した特産加工品
の可能性を探索中。

活動の効果

○活動規模を少しずつ大きく推進することにより、地域の自然景観及び伝統工芸作物
の保存が図られる。

〇活動を通じ地域集落のコミュニティを活性化し、地域住民の生きがい作りとして福祉
的役割を果たす。

〇活動の継続と発展を目指し「集落活動センター」へ移行。

応募団体からのアピール・メッセージ

高知県黒潮町

６次産業推進事業の一環として、地域の特産品を生かした食品づくりを２年の開発
を経て平成28年12月に発売することが出来た。今後、地方への販路を広げていきたい。

高知県幡多郡黒潮町拳ノ川46-1（集落活動センター佐賀北部） Ｔｅｌ：0880-55-7272

くろしおちょう

～人と資源を最大に生かした地域の活性化推進～

鳥獣被害防
止

農林漁業、農
村文化体験

教育機関との連
携

くろしおちょう さがほくぶ

○佐賀北部地域の少子高齢化や人口
減少に伴う耕作放棄地の拡大及び
景観保全の困窮に直面。

○疲弊が進む地域活性化のため、地
域の魅力を掘り起こし、みんなが暮
らしやすい地域づくりに向けた活動
を開始。
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