
（一社）エンジェルガーデン南国

ほ場でグァバの刈り取りをしています 地元の道の駅で試飲販売をしています

経 緯

○農業、６次産業化を通じて障害の
ある方が働き自立できる環境作り
に向け、「働きがいのある人間らし
い仕事をつくる」を理念とした職場
作りを開始。

○特別支援学級教諭の経験がある
代表者が耕作放棄地20aを取得し、
「南国にしがわ農園」を開園。

取組内容

○2016年「（一社）エンジェルガーデン南国」と
法人化し、高知県から就労継続支援事業Ｂ
型として認定。

○高知の日照時間や気候に適合し、栽培が
少ないため商品価値が高く、また、加工も
簡単なグァバを栽培。高知大学土佐ＦＢＣ
で機能性を研究。

○農薬や肥料、除草剤を使用しない自然栽培
を開始し、有機ＪＡＳ認証を取得。

○福祉と環境保全型農業を持続可能な形で
融合させた先進的な取組を実施。

活動の効果

○ここで働く人は、グァバの木と触れあう農園での作業は心が気持ち良く、手をかけた
分グァバが生き生きする様子に元気をもらっている。

○いろいろな作業がある農園で、自分に任された仕事を責任を持ってすることで、毎日
が充実して過ごせている。

高知県南国市亀岩1008番地 Ｔｅｌ： 088-802-8801

応募団体からのアピール・メッセージ

高知県南国市

販路を拡大し増産することにより、就労の場の拡大、賃金の向上を図り、農福連携のモデル事例と
なるよう取り組んでいきます。

～働きがいのある人間らしい仕事をつくる～

農福連携
なんこくし

５ ６次産業化

なんこく

その他（産官
学連携）
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竹虎 株式会社山岸竹材店

スペインのボックスカートレース パリ Premiere Classeに参加

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。

取組内容

○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。

活動の効果

○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。

高知県須崎市安和913-1 Ｔｅｌ： 0889-42-3201

応募団体からのアピール・メッセージ

高知県須崎市

地域資源としての日本唯一の虎竹の価値を高めることで地元に雇用と活力を生み
出し、虎竹の里を発展させていきたいと思っています。

～地域資源「虎竹」で社内も地域も活性化～

環境保全・景観
保全

すさき

６ 伝統の継承

たけとら やまぎしちくざいてん

雇用
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大屋敷四万十のしずく生産者組合

金網柵設置勉強会 取組事例発表

経 緯

○獣害により生産意欲が減退する中、
「なんとか集落全員で被害を無くそう、
自分達の集落は自分達で守ろう」と
活動を始動。

○平成27年８月に大屋敷四万十のしず
く生産者組合を設立

取組内容

活動の効果

○「漁網で獣害０」をキャッチフレーズに集落全員で漁網を設置した結果、被害は激減。
鳥獣による被害はほぼゼロに。

○生産者組合の設立により地産外商に注力。山菜・野菜・果樹・米に加え川エビ・鮎・
鰻・猪肉なども販売し、組合員の励みとなる。

応募団体からのアピール・メッセージ

高知県四万十市

野生鳥獣に強い集落を作るには、被害状況の把握や環境整備、地域住民同士の協力、各

関係機関や鳥獣被害対策専門員との連携が不可欠です。個人では困難なことも集落で団結
すれば可能になります。鳥獣被害対策は地域づくりです。地域が一つになって取り組めるよう
働きかけています。

高知県四万十市竹島4294－1（ＪＡ高知幡多幡東営農センター） Ｔｅｌ：0880-31-5301

しまんとし

～野生鳥獣に強い集落づくり～

７

○県、市役所、関係機関と一緒に野生鳥
獣に強い集落づくり事業の説明会や被
害状況調査を実施。

○集落全体で捕獲や防護柵の設置。
○地域の特産農水産物を個人向けの他、
東京都内の飲食店やスーパーに出荷。

鳥獣被害防止
環境保全・景
観保全

お お や し き し ま ん と

高齢者の活
躍
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道の駅よって西土佐（株式会社 西土佐ふるさと市）

日本で唯一鮎市場のある道の駅

経 緯

○最後の清流と呼ばれる四万十川。
そこで取れる天然鮎は、美しい四
万十の自然の象徴。

○しかし、漁師の減少、鮎の減少等、
四万十川・天然鮎を取り巻く課題
は年々深刻化。

○環境と経済の両面から天然鮎と
四万十川の価値を更に高めること
で未来の世代に繋げる活動を
2016年から開始。

取組内容

○新たな名物として、地域の食文化を尊重し
つつ「洋」を取り入れた、四万十天然鮎を
使った「鮎のコンフィ」を開発。

○生きた鮎を築地市場へ運ぶための品質管
理、流通技術・管理を開発。現在天然活魚
を豊洲市場に送っているのは四万十川の
み。

○上流から下流まで「全漁協による四万十鮎
ブランドプロジェクトチーム」発足。

活動の効果

○活動を通じて鮎の価値を再認識。事業体を超えて関係者が一丸となり、鮎以外の地
場産品の価値を再発見する取組に進展

○天然うなぎでワインを楽しむイタリアのコマッキオとフレンドシップ提携を締結。また、
鮎のコンフィに合うワインの産地であるフランスにもアプローチする中で、四万十川
の価値復活に賛同してくれる外部の仲間と、川の価値、鮎の価値の向上、若手の未
来開拓に挑戦する流れが生み出されている。

高知県四万十市西土佐江川崎2410-3 Ｔｅｌ：0880-52-1398 

応募団体からのアピール・メッセージ

高知県四万十市

四万十の鮎も世界のワインも、同じ「世界のローカル」の魅力であり味わい。自然とそこに住まう人
の協働の産物が世界の色々なところでまた重なり、進化をしていければと考えています。

～希少な四万十川天然鮎の価値を未来に！～

６次産業化
しまんとし

８ 伝統の継承

にしとさ にしとさ

企業との連携

イタリアのスターワイナリーと協定を結ぶ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-17-　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　



西佐古みどりの会

アジサイの植栽の維持管理活動 見事に咲くアジサイ

経 緯

○平成21年６月に地元自治会を中心と
して「西佐古みどりの会」を設立し、
農村環境保全の一環として景観形
成・生活環境保全活動の取り組みを
開始。

○農業者・地域住民・団体が一体と
なった体制をつくり、農地維持・地域
資源の向上に取り組む。

取組内容

活動の効果

応募団体からのアピール・メッセージ

高知県香南市

開花中の６月には、1.2㎞に及ぶ約19,000株のアジサイを、地元だけでなく県内外か

ら多くの愛好者が観賞に訪れます。家族連れや友人の方と一度のんびり歩いてみま
せんか？

高知県香南市野市町西佐古534 Ｔｅｌ：0887-56-2233

こうなんし

～地域住民が一体となった農村環境づくり～

○前年度３月に点検活動を実施し、結果
に基づき年度活動計画を策定。農用
地・水路・農道・ため池の草刈り及び水
路・側溝の泥上げを実施。

○毎年３回（５月･７月･10月）、自治会が
中心となり、地域住民と連携したアジ
サイの植栽・剪定・草刈り・清掃等、き
め細やかな活動で景観形成に貢献。

○地元の農業者だけでなく土地持ち非農家や地区の団体と協力して農道・水路の草
刈り等の維持管理を行うことで地域の団結力が深まる。

○農村環境保全活動によるアジサイの植栽活動により地域住民との交流も図られる
など、高齢化で厳しい状況の集落に明るい希望を与えた。

○アジサイの植栽が地域の観光スポットになるなど地域内外の住民の交流の場が
広がり、地域の活性化に繋がっている。

にしさこ

環境保全・景
観保全

９
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協同組合 やすらぎ市

農産物直販所「やすらぎ市」 やすらぎ市の店内

経 緯

○農家の高齢化と後継者不足によ
り衰退傾向にある地域農業を活
性化するため、平成10年にＪＡ土
佐香美女性部夜須支部が良心市
として活動をスタート。

○平成23年度に「協同組合やすらぎ
市」として法人化。

取組内容

○農産物の有効活用と消費者との交流、会
員の協同活動による所得の向上と併せ、地
域農業の振興への寄与を目的に活動。

○夏場の品薄を補うため、人気の高いメロン・
スイカ・トマトを活かした「ここでしか買えな
い商品」を開発。また、季節の食材に合わ
せた数十種類のパンを開発。

○直売所視察、栽培講習会・表示講習会、生
産者が売り場に立つ店舗研修等を実施。

活動の効果

○上級品はデパートや市場へ高額販売、中級品はやすらぎ市で安定販売、下級品は
加工用原材料として有効活用という効率的な販売が可能となった。

○遠くからの顧客を獲得することができ、消費者と農家の交流が深まった。

○少量からでも出荷できることで高齢者や小規模農家の営農意欲が高まり、直販所や
加工場での雇用の場が確保できた。

高知県香南市夜須町千切537-90 Ｔｅｌ： 0887-55-2370

応募団体からのアピール・メッセージ

高知県香南市

これからも地元の特産品を使った新商品を開発し、香南市の農産物の魅力を県内
外に広げて行きたいと思います。是非やすらぎ市に来てください。

～「ここでしか買えない商品」で地域を元気に！～

雇用 ６次産業化
こうなんし10
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汗見川活性化推進委員会

平成20年５月から旧小学校を宿泊施設として運営 汗見川に大勢の人が集まる川遊びイベント

経 緯

○昭和47年に、地域を流れる汗見
川を美しくする会を結成し、次世
代につなぐ景観づくり、人づくりを
実施。

○平成13年より、過疎・高齢化や鳥
獣被害が進む中、地域住民が地
域の継続と活性化を目指した交
流事業や景観活動を開始。

取組内容

○植栽伐採による河川沿いの景観整備やツ
ツジツアー、地域運動会などを実施。

○廃校活用の体験宿泊施設「汗見川ふれあ
いの郷清流館」でのソバ打ち、ピザ焼きなど
の農林業体験、都市農村交流、景観づくり
活動などを実施。

○移住者、地域の女性等によるシソを活用し
たアイス、ドリンクの商品化。

活動の効果

○地域拠点の「清流館」は、高知県で集落活動センターの第１号として開設、６集落
の連携や次世代リーダーの育成に結びついている。

○新たな特産品の開発、その開発を担う女性グループの発足、農山村体験指導者
の育成等により担い手が増加し、活動が活性化した。
○高校・大学との連携、地域外団体との協働により魅力ある地域づくりが推進。

応募団体からのアピール・メッセージ

高知県本山町

地域では、清流館を拠点に都市農村交流・商品化の推進で地域ビジネスづくりを進
めるとともに、健康講座・運動会など地域でのコミュニティ活動で流域住民参加による
地域の総合力を推進し、取組が継続する地域を目指しています。

高知県長岡郡本山町沢ヶ内626番地 Ｔｅｌ：0887-82-1231

もとやまちょう

～地域の拠点清流館で継続する地域づくり！～

その他（住み続けた
い地域づくり）

６次産業化農林漁業、農
村文化体験

あせみかわ

11
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吉延営農組合

吉延集落の棚田

経 緯

○平成12年に中山間地域等直接支
払制度の参加をきっかけに、地域
の農地を地域で守っていくという
意識が醸成。

○共同で農道の舗装や機械の購
入・利用をすすめ農村環境の保
全や持続可能な営農体制の確立
をはかり、平成19年１月に吉延営
農組合を設立。

取組内容

○イノシシの水稲被害が増加。国からの交付
金を活用し、防護柵を設置。

○営農組合の共同機械の整備や集落内への
ライスセンターの設置など稲作の協業化と
農作業受託。

○高知大学や各関係機関と連携し、田んぼ
アート、棚田コンサートや棚田散策ツアーを
実施。

活動の効果

○共同機械の整備や農作業受託、鳥獣被害防止対策など、高齢農家も中山間地域等
直接支払制度に参加しやすい体制作りなど持続可能な営農に繋がっている。

○地域資源である棚田を活かしたイベントの実施や棚田を見渡せる展望台と駐車場を
整備、県内外からも人が訪れるようになった。

○加工品開発、地域の伝統行事も当組織が中心を担うなど、地域活性化を目指した発
展的な活動にも広がりができ、他地域のモデル的な組織となっている。

、

高知県長岡郡本山町本山５０４ Ｔｅｌ：0887-76-3916

応募団体からのアピール・メッセージ

高知県本山町

農地の保全活動にとどまらず、地域活性化を目指した発展的な活動にも広がりをみせ、集落になく
てはならない組織となっています。組織の体制強化や人材確保に努め、農村環境の維持・発展を目
指します。

～吉延の自然・棚田の原風景を将来へ～

環境保全・景
観保全

もとやまちょう 鳥獣被害防
止

よしのぶ

その他（交流
人口の拡大）

田んぼアート田植え作業の様子

12
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和田 耕一

ブランド米「土佐天空の郷」を提案する

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。

取組内容

○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。

活動の効果

○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。

高知県長岡郡本山町北山甲268-5 Ｔｅｌ：0887-76-4333

応募者からのアピール・メッセージ

高知県本山町

地域で協働し本気でブランド化の取り組みを実践してきたことで棚田への関心が高まり、荒廃の速
度は確実に緩やかになっています。後継者となる若手生産者が増え始める嬉しい話題も聞かれる
様になってきました。魅力のある稲作農業の確立に立ち止まることなく棚田保全に繋げていきます。

～ここには、未来に残したい、田舎がある！～

雇用
もとやまちょう 環境保全・景

観保全

わだ こういち

６次産業化

田んぼアート田植え作業の様子
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株式会社大豊ゆとりファーム

農作業受託：稲作 クールベジタブル野菜販売イベント

経 緯

○過疎・高齢化による担い手不足や労
働力の低下が顕著になり、農地・地
域を守ろうと、平成８年に第３セク
ターの株式会社を設立。

○農作業の受託から開始し、平成17年
より農地を借り入れ、米の生産を開
始。平成22年からは「クールベジタブ
ル」の生産販売を開始。

取組内容

○水稲の農作業受託。
○借入農地で、水稲と野菜を生産し、農
地保全と地産外商に取り組む。

○大学生やドラッグストアとコラボした環
境にやさしい野菜「クールベジタブル」
のＰＲや農作業体験ツアーを開催。

○農業研修生制度を活用し、人材の育
成・確保。

活動の効果

○農作業の受託や農地の借り入れにより農地の保全が図られた。

○「クールベジタブル」の生産がきっかけで、大学生や地域外との交流により地域が活
性化。加えて、ドラッグストアとの連携を図り、環境と健康の両面から消費者へのア
プローチを行っている。

○農業研修生が地域で就農することにより農地の保全に繋がった。

応募団体からのアピール・メッセージ

高知県大豊町

大豊町で地域の農家と共に頑張っています。一緒に農業をはじめませんか。
大豊町特産品の「棚田米」・「クルベジ野菜」を手にしませんか。

高知県長岡郡大豊町黒石343番地１ Ｔｅｌ：0887-73-1415

おおとよちょう

～農地を守り、地域を守る～

教育機関との
連携

農林漁業、農
村文化体験

おおとよ
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（一財）大豊町観光開発協会

ラフティング体験 大学との連携によるモニターツアー【お茶摘み体験】

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。

取組内容

○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。

活動の効果

○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。

応募団体からのアピール・メッセージ

高知県大豊町

嶺北地域は山里の暮らしが今もなお残っている自然豊かなところです。また、「土佐
あか牛」や「はちきん地鶏」、「棚田米」など食の魅力も高い地域です。暮らしの体験で
知る知恵や技、人と人との交流の素晴らしさを是非、体験してください。

高知県長岡郡大豊町津家1626 Ｔｅｌ：0887-72-0453

おおとよちょう

～山の暮らしを宝にかえて交流で地域を元気に～

農林漁業、農
村文化体験

食育・教育農泊

おおとよちょう
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株式会社れいほく未来

ブランド米の生産 作業受託 土佐あかうしの飼育状況 一貫経営

経 緯 取組内容

活動の効果

○作業受託による高齢農家や兼業農家の労力補完で、耕作放棄地の防止や農地保
全に寄与。

○土佐あかうし優良雌牛を導入し、子牛が高値で取引されるようになった結果、繁殖
農家の増頭に向けた機運が高まり、規模拡大と親元就農が促進。

〇県内外の研修生を受け入れ、雇用就農、新規就農者を創出。

応募団体からのアピール・メッセージ

高知県土佐町

明るい農業の未来と地域貢献を経営理念とし、住みよい地域と豊かな社会づくりに

取り組み、地域社会とともに成長します。雇用の創出や農地の保全により産地を維持
し、地域農業の担い手として地域を守り育てます。

高知県土佐郡土佐町土居70-1 Ｔｅｌ：0887-82-1677

とさちょう

～高齢農家の営農サポート～

企業との連携 農福連携

○担い手の高齢化や後継者不足に加
え、農業資材の高騰や販売価格の
低迷など経営環境が厳しくなり、耕
作放棄地の拡大による地域農業の
衰退が危惧。

○生産農家の作業補助を行うことで、
今後も安心して農業に取り組むこと
ができる体制支援のためのＪＡ出資
法人として設立。

○有休ハウスや農地を借り受け自ら野
菜・水稲を栽培するほか、高齢農家の
基幹作業を受託し作業を軽減。

○農業研修生を受け入れ担い手を育成。
〇ＪＡから米粉工場、精米施設を受託し、
商品開発や販路拡大に取り組み、農業
所得の向上とブランド化を推進。

〇土佐あかうしの一貫経営による畜産振
興に寄与。

みらい

雇用1416
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いしはらの里協議会

やまさとの市 サマースクール

経 緯

○過疎高齢化が進むなか、ガソリン
スタンド休止、生活店舗の縮小な
どを契機として住民によるワーク
ショップを開催。

○いしはらの里協議会を設立し、旧
石原小学校を拠点に集落活動セ
ンターを開所、小さな拠点づくりに
果敢に挑戦中。

取組内容

○集落活動センターを拠点に、農産物・加工
品の直販や生活店舗・ガソリンスタンドの運
営、旧小学校を宿泊施設に改装した宿泊
事業、各種交流事業などを実施。地域の伝
統行事の継承。

○地域資源である木材の活用策としてモデル
住宅を建築し、山元から大工さんまで一貫
した木材活用策へ、人材育成に取り組む。

〇老舗ホテルの宿泊客を受け入れ、アメゴつ
かみ体験や田舎料理を提供。

活動の効果

○活動を通じ、地域のリーダーや担い手が育ち始めた。

○地域内外の交流機会が増え、大学生の受入事業行った結果、地域行事への参加者
が増え、活気を取り戻しつつある。

○合同会社が運営する生活店舗や直販所、直販市「よさく市」等での一次産品や加工
品の直販をはじめ、農林業体験等の交流事業を通じて住民の所得向上に寄与。

〇専門家の助言を得て、経済的自立による持続可能な活動の仕組みづくりを目指す。

高知県土佐郡土佐町西石原1228 Ｔｅｌ： 0887-72-9328

応募団体からのアピール・メッセージ

高知県土佐町

開所以来、国や自治体、大学等から多くの視察・研修者が訪れているほか、各種フォーラム等へ
の登壇依頼も多い。今後も積極的に交流と受入を行い、これまでに得た知見を共有していきたい。

～つどう ふれあう 助け合う いいとこ石原～

農林漁業、農村
文化体験

とさちょう17
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農事組合法人 上東

農事組合法人上東 設立総会 収穫期を迎えた棚田

経 緯

○平成12年度から集落ごとに取り組ん
でいた中山間地域等直接支払制度
を平成21年度に地域で一つに統合。

○地域の農地維持の核組織「上東地
区営農組合」を平成21年に設立。
荒廃農地を再生し、地域の農地を守
る活動を開始。

取組内容

○集落営農組織主体で機械の共同利用
や農作業の受託に取り組む。有望品目研
究部門を設立し、全組合員が野菜作りに
親しむ環境を整備。

○何度も協議を重ね、平成31年1月に「農事
組合法人上東」を設立し生産体制を強化。

○３月末のカタシの花祭り時期に合わせ住
民手づくりのイベントを開催し、都市住民と
の交流を図る。

活動の効果

○共同機械の利用面積の増加（Ｈ21年7.6ha→Ｈ29年35.1ha）。

○新規作物（ニラ、加工用ワサビ等）の面積拡大（Ｈ21年1.3ha→Ｈ29年2.1ha）。

○ユズ栽培により耕作放棄地の発生防止。

○「カタシの花祭り」の開催を通じてミュージシャンの山村誠一氏とつながり、共同で
PAN （ｽﾃｨｰﾙﾊﾟﾝ） の学校運営開始。地区外の上東地区ファンが増加。

応募団体からのアピール・メッセージ

高知県いの町

地域住民一体で、中山間地域での農業の大切さ、農村集落の素晴らしさ、田園風

景の維持に取り組んでいます。花祭り、PANの学校を見に来てください。

高知県吾川郡いの町上八川甲1934（いの町吾北総合支所産業課） Ｔｅｌ：088-867-2313

～協定合併による農地の維持管理体制の構築～

高齢者の活
躍

環境保全・景
観保全

じょうとう

平成27年度多面的機能発揮促進事業中国四国農政局長表彰 中山間地域等直接支払部門最優秀賞受賞

その他（関係
人口の拡大）

いのちょう
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