
大江ノ郷自然牧場 有限会社ひよこカンパニー

経 緯

○当社が立地する鳥取県八頭郡八
頭町は、美しい田園風景に恵まれた
地域だが、過疎化、高齢化が進行し、
農地や山林の保全管理機能が低下
している。

このため地元八頭町を、農業、食
育をテーマとした鳥取県の新たな観
光地として地域経済の活性化につな
がるよう取組を開始した。

取組内容

○食育リゾートの核である体験スタジオ
バームクーヘン作りやソーセージ作りなど
の食育体験。お子様を対象にした飼育体
験、パティシエ体験、カフェ店員体験など
のお仕事体験。

○地域資源と未利用資源の活用
自社生産の鶏卵、地域の農家の野菜のほ
か、当社の廃鶏の鶏肉を有効活用し、鶏
肉ハム・ソーセー ジや総菜類、卵パン、卵
スイーツなどの農産加工品を製造し販売。

活動の効果

○施設の来客数は、4.3万人から28万人に増加（H24→H29）。
○農と食の大切さを発信するシンボルや鳥取観光のモデルルートとして認知されてきた。
〇八頭町や近隣地域の生産者が生産している旬の野菜や果物の供給を受け、地域の農
業の活性化の一助となるよう取り組んでいる。

鳥取県八頭郡八頭町橋本877 Ｔｅｌ： 0858-73-8211

応募団体からのアピール・メッセージ

鳥取県八頭町 ６次産業化農泊
や ず ちょう

１
子ども

（教育・体験）

～６次産業化による地域活性化の取組～

パティシエ体験の様子。相談する子供達八頭町の緑豊かな山々が見えるガラス張りの外観

おおえのさと

今年の春頃から 地元の大江小学校を利活用した農泊事業に取り組みます。地域の
方々と、地元の竹をつかった竹細工や筍掘りをしたり､地元の食材を活かした郷土料理
を提供したり、ここでしかできない「こと（体験）作り」ができる里山の自然環境を活かした
宿泊施設を作ります。「八頭町を観光地に！」を合言葉にこれからも地域活性化に取り
組んでいきます。
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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

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。

鳥取県日野郡日南町湯河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～

定住・促進６次産業化
にちなんちょう

２ 地産地消

にちなんにちなん
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ロゴデザイン、シール、幟等を作成 地元小学生への地域社会学習（食育）

経 緯

○出漁したその日の水揚げをその夜に
競りにかける伝統的な漁形態を守る。

○鮮度が高く高値で取引されているこ
とで、平成20年「一日漁」の商標を取
得し、ブランド価値を更に高め、漁業
界活性化のために協同組合を設立。

取組内容

○行政等と連携し、「一日漁」の伝統的な
漁形態をロゴデザインしたシール、幟を
作成・配布し県内外のスーパー等でＰＲ。

○小中高生対象に有名シェフを招いて料
理教室等を開催。

○一日漁の魅力を伝える動画を作成し、
ネット環境で閲覧できるようにした。

活動の効果

○行政等と連携し「一日漁」をＰＲしたことでブランド力が向上し、生産者が活気づき、
若い後継者が多くなった。

○小中高生対象の料理教室等や学校給食に「一日漁」の鮮魚を多く取り入れてもら
い魚の旨さをＰＲすることで魚食普及（食育）にも貢献できた。

島根県大田市久手町波根西２６９０－１１ Ｔｅｌ：0854-82-3975

応募団体からのアピール・メッセージ

島根県大田市

地域資源を掘り起こし、全国に一日漁の認知・認証を図る事により地方創生につな

がる取り組と地場産業の発展のみならず漁業者を支援する活動等、さらなるＰＲ活動
を行う所存です。

～伝統漁法「一日漁」で地域活性化！～

おおだし 「食」の提供・
活用

子ども
（教育・体験）３

おおだ一日漁推進協同組合

伝統・継承
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窪田ふるさと会

羊とのふれあい体験
大規模ハウスの導入による
農業経営の多角化

経 緯

○平成17年から、29自治会を７つの振
興協議会に再編成し、新たな住民組織
で地域づくりを推進。
○平成19年からの「農地・水保全管理
支払交付金」の導入を契機に、窪田地
区７振興協議会をまとめた「窪田ふるさ
と会」を結成し、オール窪田で様々な取
組を開始。

取組内容

○雑草対策として放牧した羊の羊毛加工
を行い、マフラー等の製品を販売。毛刈り
体験等を通じて、児童や地域内外の住民
との交流を推進。

○地元産木炭を活用した川の水質浄化
や川での子供達の環境学習を実施。

○環境保全型農業への取組や大規模ハ
ウスでの野菜の生産など、中山間地域で
の農業経営の多角化を推進。

活動の効果

○「窪田ふるさと会」の活発な活動が、窪田地区の絆を深め、「ふるさと窪田」を守る機
運が向上。

○環境保全型農業や大規模ハウス導入により農業経営の多角化に取り組む農家が
30名から50名に増加（H24～H28）。

島根県出雲市佐田町八幡原492番6 Ｔｅｌ：0853-85-2585（窪田コミュニティセンター）

応募団体からのアピール・メッセージ

島根県出雲市

羊毛加工に取り組む「メリーさんの会」の中心メンバーは、地元の農家の奥さんで、
週末には他の地区から手伝いに来られる人も多い。
「メリーさんの会」では会員を募集中。

～７つの力を一つにして～

自然・景観
いずもし

4
くぼた

羊毛加工による
国際交流

子ども
（教育・体験）

６次産業化
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農業生産法人（有）岡山県農商

青ネギの洗浄ライン作業 ミニトマトの収穫作業

経 緯

○青ネギ生産に取り組む農業者が、近
隣の障害者福祉施設の障がい者と
地域住民の農作業を通じた交流活
動（平成いもの会）を実施（H９～）。

○交流を契機とし、法人化（H11）に伴
い、知的障がい者の雇用を開始。現
在は約70名の障がい者を雇用。障
がい者の職業実習の受入も実施。

○他町へも事業展開（H25～）。

取組内容

○自社ブランド「桃太郎ねぎ」「きびトマト」
の栽培から出荷までの作業を障がい者
とともに実施。社員旅行等も一緒に楽し
んでいる。

○職業実習において、一連の作業工程に
おける多様な単純作業を分離し、繰り返
し根気強く伝えることで仕事を覚えさせ、
正式雇用につなげている。

活動の効果

○障がい者を戦力として雇用できる体制を整備。カットネギ・乾燥ネギへの加工、年間
を通じたミニトマトの栽培により雇用を拡大。

○障がい者に仕事の達成感を感じてもらうことなどにより、症状の改善にも貢献。

○耕作放棄地の活用による生産拡大、ネギの学校給食用としての販売、ネギの加工
による６次産業化等を通じ、「農福連携」を軸として地域活性化や地産地消に貢献。

岡山県岡山市北区中原45-1 Ｔｅｌ： 086-275-1115

応募団体からのアピール・メッセージ

岡山県岡山市

今後とも経営の安定化と雇用の安定・拡大を図るため、生産規模の拡大とネギ、ミニト
マトの高付加価値化等に取り組みたい。

～「農・福」連携による障がい者との共働事業～

雇用
おかやまし

５ 医療・福祉
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里山デイズ〔農家民宿福屋〕

農家民宿でのんびり自然を感じる 採れたての野菜を味わうのは田舎ならではの楽しみ

経 緯

○地域おこし協力隊として東粟倉
地域に移住し、田舎の本当の

魅力は何気ない日常にあると感
じた。

○里山の日常を感じてもらいたく
て、移住者ならではの視点で、
里山の暮らしを体験してもらう
里山案内ツアーを開始。

取組内容

○移住促進のためのツアーや岡山大学の新入
生研修の受け入れ等、里山案内ツアー・里山
体験の実施。また、東粟倉の観光協会と連携
した観光ツアーも実施。

○里山デイズの中心活動として、農家民宿の運
営を開始。

○粟の栽培の継承や地域のお祭りへの参加な
ど、地域文化に触れていただく体験会等の開
催。

活動の効果

○新たな宿泊施設（農家民宿）と同時に、地域の観光資源や体験を案内・サポートする
ソフト面が加わることにより、ファミリー層やグループ旅行といった新規の観光客が増
加。

○市町村合併から約10年。各々を繋ぐ組織となり、地域観光等の活性化と連帯感の構
築に効果を発揮。

岡山県美作市後山1431-1 Ｔｅｌ： 090-1181-7851

応募団体からのアピール・メッセージ

岡山県美作市

日中は野菜を収穫したり、自然体験を楽しむ。そして、夜はその食材を味わいながら、

満天の星空を眺める。そんな田舎らしい時間を今後も提供していきたいと思っていま
す。

～自由自在に里山での休日を楽しむツーリズム～

さとやま

国内観光農泊
みまさかし

伝統・継承６

ふくや
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早島農業体験協議会

ゲストハウスいぐさに集う仲間たち 農業体験イベント

経 緯

○2013年宿泊観光客がゼロであった早
島町に、地域活性化の拠点を作るべ
く早島農業体験協議会を設立。

○い草栽培が途絶えていた事から、い
草の栽培という伝統文化を復活・継
承するべく、栽培経験者の協力を得
て、い草の栽培を開始。

取組内容

○2014年3月築200年の茅葺の古民家を改
装して滞在型施設『ゲストハウスいぐさ』
をオープン。(2017年に移転し、元のゲス
トハウスは一軒貸しの宿として利用)

○い草の栽培過程をイベント化し、地域住
民や観光客に栽培管理の体験や、い草
や早島の歴史についても触れてもらう。

○い草手織りワークショップの開催やイベン
トへの出店。

活動の効果

○宿泊観光客がゼロだった町に、ゲストハウスオープン3年目には宿泊客が約3500名
に達し、宿泊客の約6割が海外約50カ国からの来訪者である。

○途絶えていた「早島産い草」を使った手織り体験や、いぐさのコースター、ランチョン
マットを商品化し、イベント等で販売し好評である。

○地元の人々と共に課題に取り組むことで、地域の活性化につながっている。

岡山県早島町前潟615-1 Ｔｅｌ： 086-454-8610

応募団体からのアピール・メッセージ

岡山県早島町

ゲストハウスの運営、農業体験などを通じて、この場所が人と情報が集まる地域の拠

点となり、ゲストハウスに滞在する旅人と、地域の人が交流することで何かが生まれ
るような場になるよう活動を未来に向け継続していきます。

～地域文化を活かし 未来につなげる～

定住・移住伝統・継承
はやしまちょう

インバウンド

はやしま

７
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農家民宿体験ツアーの実施 加工施設での特産品開発

経 緯

○地域の主産業である農業を基幹とし
た豊かな地域づくりを目的として、全
国でも先駆けとなる6次産業化に取り
組む。
○平成11年、世羅高原6次産業ネット
ワーク設立。農家連携の構築により、
農家所得の向上と就業機会を拡大。

取組内容

○「フルーツとフラワーの町」としてのブラン
ド化と地産地消の取組み。

○特産品のお米、梨・葡萄など多彩な果物
を使った特産品を開発・販売。

○長期滞在型グリーン・ツーリズムの取組
み。農家民宿と体験プログラムを組み合
わせたツアーの提供。

○研修や大型イベントを通じた会員間の交
流と次世代の担い手育成。

活動の効果

○農家の規模・世代を超えた横連携により、新規加工商品が300品以上となり、農家所
得の増加に繋がった。（直売部門の売上は、8.4億円（H9年度）から16億円（H29年
度）に増加。）
○6次産業を早期に取り入れ、農業分野で女性も活躍できるという先輩たちの実績から、
女性の若手農業経営者や、町外からの就農・移住希望者も増加した。

広島県世羅郡世羅町大字黒渕518-1 Ｔｅｌ：0847-25-4304

応募団体からのアピール・メーセージ

広島県世羅町

～日本一大きく美しく豊かな世羅高原～

せらちょう

８

世羅高原６次産業ネットワーク
せら

女性の活躍農泊 ６次産業化

「日本一大きく美しく豊かな農村公園」をめざして、75団体（1400人）の農家が連携して
6次産業を通じた世羅町全体の活性化に取り組んでいます。たくさんのお客様に愛され
る商品づくりと皆さんとの交流は私たち農家の元気の糧になります。
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川西自治連合会

経 緯

○人口減少、高齢化率も４９％超
の過疎地区となり、主要施設が
消え、地元住民の生活に支障が
生じた。

○全住民アンケート調査による地
域づくりビジョンを作成。都市農
村交流拠点と地域生活拠点づく
りを２大プロジェクトとして魅力あ
る地域づくりの実現へ活動を開
始。

取組内容

○グリーンツーリズム、廃校活用の運営のため
NPO法人を設立。近隣の観光農園での農業
体験と連携した都市農村交流拠点を形成し、
田舎の魅力を発信。

○住民の幅広い参画とアイデア募集に取り組み、
地域密着型の地域生活拠点「郷の駅」運営
のため、住民出資の地域運営会社「（株）川
西郷の駅」を設立し、「郷の駅」を建設した。ま
た、これと結節するための地域内交通体系実
証実験を始めた。

活動の効果

○住民の生活を支える地域拠点として、農村コンビニ、産直市、食品加工販売、軽食・
交流スペースの複合施設「川西郷の駅『いつわの里』」を建設し、平成２９年７月２１
日にオープン。地元住民の喜びの声とともに、地域の魅力と賑わいを生み出す。

○さまざまな地域魅力アップ活動により、Ｉ・J・Uターン者が増加し、地元小学校児童36
人中26人がＩ・Ｕターンで小学校の維持及び地域の発展にも貢献。

○市内で同様の過疎の課題を抱える自治会でも、新しい地域づくりの取組として注目。

広島県三次市三若町2651-1 Ｔｅｌ：0824-69-2526

応募団体からのアピール・メーセージ

広島県三次市

地域魅力アップ活動により、この１０年間でビジョンに掲げた多くの内容が実現。

今後は、農家レストラン、福祉防災の「相愛センター」、ＨＰやＳＮＳ等の情報発信、ＩＣ
Ｔを活用した地域交通体系を整備したい。

～自治の力で創った地域の生活拠点 「郷の駅」～

みよしし

地産地消農林漁業体験

2017.7.21 郷の駅オープニングテープカット 郷の駅オープニング「川西の唄」唄とダンス

９

かわにし
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大道理夢求の里交流館

棚田に植栽されたシバザクラ 主婦の農産物加工グループ 「ほたる工房」

経 緯

○平成20年、６戸の農家が「百笑倶
楽部」を結成。

○棚田畦畔の草刈り作業を省力化
するため、「防草シート」の布設
（10,000㎡）と併せて、10万本のシ
バザクラを植栽。

○平成26年、休校中の小学校校舎
を活用し、「大道理夢求の里交流
館」を設立。

取組内容

○シバザクラの植栽は、都市住民をボラン
ティアで募集、デザインは市内のデザイン
専門学校の学生からコンテストで採用。

○平成27年に、地元の主婦により農産物加
工グループ「ほたる工房」を設立し、地元産
食材を使った手作り弁当「まんかい弁当」を
販売。

○平成27年から、更に地域に密着した活動展
開とするべく、交流館を地元住民が管理・
運営。

活動の効果

○夢求の里交流館を活動拠点として①芝桜まつりとホタル観賞の夕べ、②もやい便、
③お試し暮らし住宅「夢有民の家」と移住者と地域との橋渡しを担う「里の案内人」創
設、④高齢者サロン、⑤便利屋業、⑥かわら版「むくろじ」の発行、⑦ホームステイ・
生活体験の受入、⑧その他イベントなどを展開し、漫画家志望の若者など地区外か
ら12世帯が移住した他、シバザクラの開花時期に行われる「芝桜まつり」では来訪者
が平成24年の2.5万人から平成29年には５万人に増加。

山口県周南市大字大道理1332番地 Ｔｅｌ：0834-88-1830

応募団体からのアピール・メッセージ

山口県周南市

すべてを行政まかせにせず、この地域ならではの新しいコミュニティづくりを考えてい
き農村の原風景を守り続けていきます。

～ふるさと彩生 シバザクラが咲いてみんな元気になった！～

お お ど う り む く さと

女性の活躍
しゅうなんし

定住・移住自然・景観

URL：http://shunan-odori.jp/

10
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河内谷土地改良区

三村用水隧道内部 小学校現地見学・学習活動

経 緯

○三野平野の干ばつ被害解消のた
め、約200年前、農民自らの手に
より多くの犠牲と困難を経て、河
内谷川から隧道により導水する三
村用水を築造。

○三村用水を地域の遺産・宝として
後世に残すため、昭和50年頃か
ら地元小学校での現地学習や土
地改良区を中心とした地域ぐるみ
の保全活動を実施。

取組内容

活動の効果

○三村用水の現地学習や清掃活動等へ、毎年約300名の地元小学生が参加すること
で、地域農業への関心度を高めることに貢献。

○地域住民と連携して三村用水の保全活動を実施することで、地域全体での保全意識
が醸成。

徳島県三好市池田町マチ2145-1 Ｔｅｌ：0883-72-7690

応募団体からのアピール・メッセージ

徳島県三好市

県外から若者が移住し、ブドウ栽培（ワイン）や農家レストラン等、新しい農業の営み
が芽生えている。用水を果樹、野菜等、高収益作物栽培にも利用し、６次産業の振興
等、三村用水の新しい物語を紡いでいきたい。

～三村(さんそん)用水 未来へつなぐ命と水の物語～

こうちだに

自然・景観
みよしし 子ども

（教育・体験）

○地域の子供達（芝生小学校、王地小学校）
を対象とした歴史継承、保全活動の実施
（「三村用水物語」の現地見学、学習、用水
路周辺の草取り、清掃活動）。

○三村用水物語パンフレット作成等による歴
史継承、PRや三好長慶武者行列祭りへの
協力（沿道の水路清掃）、三村用水記念碑
の整備等。

農業遺産の
保全

11
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大地と語り合う会

「大地と語り合う会」結成時のメンバー ボイセンベリーの商品 果汁・ジャム

経 緯

○安全で安心、美味しいと喜んでもら
える野菜や果物を作りたい地元農家
の主婦達が集まり、「大地と語り合う
会」を結成。

○休耕地の有効利用、地域活性化、高
齢化社会に役立つ農作物として木イ
チゴの一種である「ボイセンベリー」
の栽培を開始。

取組内容

○ボイセンベリーや野菜栽培は、減農薬ま
たは栽培中農薬不使用で取り組む。

○定期的な勉強会や情報交換を通じて、地
域の環境に適した施肥設計を完成。

○ボイセンベリーの冷凍果実、100％果汁、
ジャムなどの加工品を出荷販売し、加工
品の残渣も化粧品等の原料として販売。

○平成29年に新たな加工場、直売所兼カ
フェを建設。

活動の効果

○野菜や加工品の販売及び各種イベントへの出店を年間90回実施（平成29年）。

○海外でのボイセンベリー栽培の研修を実施し、三豊市の「ボイセンベリー栽培マ
ニュアル実施要領」を作成（栽培技術の向上に寄与）。

香川県三豊市財田町 Ｔｅｌ：0875-67-2581

応募団体からのアピール・メッセージ

香川県三豊市

休耕田の活用と若者達とのボイセンベリーや野菜栽培に心を繋ぎ、「心の豊かさ」を
求めて今後もいろいろな分野に挑戦していければと考えています。

みとよし

～農業はいのちと語り合う営みである～

女性の活躍12 地産地消６次産業化
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五郷里づくりの会

里山歩きツアー（豊稔池）

経 緯

○人口減少や高齢化が進む中、
平成17年の市町合併による
「五郷の地名消失」や平成20
年の「五郷小学校の廃校」に
よる地域のつながりが消失
する危機。

○地域コミュニティの存続が危
ぶまれる中、平成23年、地
域活性化活動の母体となる
「五郷里づくりの会」を発足。

取組内容

活動の効果

○里山歩きツアーの参加者数は、38名（平成24年）から191名（平成29年）に増加。

○郷土料理（こもけ団子汁）は、多くの方から好評を得ており、訪問者の増加に貢献（ガ
イド料や農産物販売での収益は平成28年に比べ平成29年は倍増）。

香川県観音寺市大野原町井関538-4 Ｔｅｌ：0875-54-3984

応募団体からのアピール・メッセージ

香川県観音寺市

五郷は、五感に訴えかける魅力ある場所です。ぜひ一度、魅力ある五郷へ足をお運
びいただいて、感じとってください! お待ちしております。
HP：http://gogou.jp Fb：五郷里づくりの会

水車小屋・あずまやで総会とBBQ大会

○平成24年度春と秋に地区の歴史・地理等を説明
しつつ散策し、伝統料理でもてなす里山歩きツ
アーを開催。本年度は５コースで７回実施。

○そば打ち・みかん狩り体験や人気の「コンニャク」
作り等、地元の自然や農産物を活用した各種イ
ベントの開催。ＨＰやＳＮＳでの情報発信。

○平成25年に地域活性化のシンボルであり伝統文
化の継承施設として「五郷水車」を復活。平成28
年４月に地域の活動拠点として「あずまや」を併
設。

かんおんじし

～「GOGO五郷！」 －文化は山から降りてくる－～

ごごうさと

国内観光
「食」の提供・
活用

13 自然・景観
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企業組合 遊子川ザ・リコピンズ

トマト酢をベースにしたトマト加工品 当組合員の活躍が地域の受賞に貢献

経 緯 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

愛媛県西予市

～リコピンパワーで町づくり人づくり若づくり～

女性の活躍
「食」の提供・
活用

せいよし

６次産業化

○特産トマトは減農薬栽培に積極的に取り組
み、高品質のトマトを生産。規格外トマトを
活用してトマトの加工品開発･製造。

○農家レストラン「食堂ゆすかわ」を運営。営
業日以外は無人のオープンカフェを開設、
地域の交流拠点としている。

○地域の雇用を創出するとともに、トマトオー
ナー制度、移住体験ツアーも実施する等、
地域活性化に取り組む。

○加工品の売上は、約３００万円から約６００万円に増加。（Ｈ２６→Ｈ２９）
○特産品加工所や農家レストラン「食堂ゆすかわ」を設置したことにより、交流人口拡
大に成果。加工原料となる地域農産物の買取により、農家の収益性の向上や経営
安定化に寄与している。

○県内をはじめ都市部の取引先が増え、輸出も開始。

見た目も心もわかづくり！まだまだ若いもんには負けられません! リコピンパワーで
地域の元気のタネを育てているグループ「遊子川ザ・リコピンズ」！山深い高原から母
の愛をお届けします。

愛媛県西予市城川町遊子谷2370-1 Ｔｅｌ：0894-89-1663

○遊子川地区は桃太郎トマトの栽
培が盛んであるが、少子高齢化・
過疎化の影響を受け、トマト農家
も年々減り、生産量も減少。

○遊子川トマトのブランド化により地
域を元気にするため、トマト農家
の女性が中心となり「特産品開発
班」を設立し28年６月に法人化。

ゆすかわ

14
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丹原もぎたて倶楽部

ぶどう観光農園での受入れの様子 地域密着型のスイーツ移動販売車

経 緯

○地域の特産品でもある柿は、消費
需要の低迷等による取引価格の
下落、農業者の高齢化等により耕
作放棄地が増加していた。

○地域の良さを見直す取組として、
また、消費者の農業への理解促
進等のため、若手地域農業者が
集まり、「観光農園でまちおこし」
を目指し、組織化してスタート。

取組内容

○交流イベント「丹原もぎたて祭」で、地域農
産物の販売、ブドウや梅干しの種飛ばし大
会、畑での宝探し、「農ガールファッション
ショー」等を実施。

○地域農業の伝承のため、農業体験や、地
域の特産品「愛宕柿」を使った干し柿づくり
の出前授業等を実施。

○規格外果実を活用した加工品や、高位品
質果実（贈答用）の商品化に取り組んだ。

活動の効果

○西条市及び県内の新たなツーリズムや青年農業者活動の目玉となってきている。ま
た、倶楽部を中心としたネットワークが広がり、地域の一体感が醸成されてきた。

○売上高が5,000万円から10,000万円に増加（Ｈ25 Ｈ29）。
○規格外品の取扱量が、６ｔから15ｔに増加（Ｈ25 Ｈ29）。

愛媛県西条市丹原町長野2234番地 Ｔｅｌ： 0898-68-0120

応募団体からのアピール・メッセージ

愛媛県西条市

農業ヘルパー事業、農福連携等、高齢者や障がい者の就業機会の創出による新た
な地域の元気づくりにも貢献していきたいと考えています。

～緑と実とみんなの笑顔 果物丸ごと魅力発信～

たんばら

６次産業化伝統・継承
さいじょうし15 子ども

（教育・体験）

く ら ぶ
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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（地産外商）や生活店舗・ガソリン
スタンドの運営、農作業や地域の共同作業、
各種交流事業などを実施。地域の伝統行
事の継承。

○モデル住宅を建設し、地域資源である木材
の活用を図るとともに、一貫した木材活用
策を実践する人材育成。

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た結果、地域の共同作業への参加者が増え、地域行事
の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～

「小さな拠点」
づくり

子ども
（教育・体験）

と さ ちょう16 地産地消

さと
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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

定住・移住雇用17
み は ら む ら
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