
NPO法人いきいき農業応援し隊 

ボラバイト：たまねぎ運搬 休憩中 

経 緯 

○ひろしま女性大学の「いきいき講
座」において、高齢化･過疎化な
ど様々な問題が存在する農業を
知る。 

 

○「農業を知ることが食そのものを
知ること。農業を支援することは
私たちの命を守ること。」をスロー
ガンに、H18.10 消費者団体「い
きいき農業応援し隊」を設立。  

取組内容 

○農山村の農家と協力してバスツアーを実施。
「農村の文化や歴史」を味わう。農作業で農
家を支援し、顔が見える形で農作物を購入。
消費者と生産者を繋ぐイベント。 

○農作業を手伝うことを通して消費者と生産者
の相互理解を深め、相互扶助を目的とした
「農業ボラバイト」を実施。 

○「土作りから収穫まで」の一連の農作業体験
の要望に答え「いきいき農園」を運営。 

活動の効果 

○昼食時に行われる意見交換中で、農産物に対して消費者が求める要望を農家が直
接知ることができ、農家経営の一助になっている。 

○高齢化と過疎化により農繁期の労働力が不足する農村と、農作物の生産現場を見
てみたい消費者とのニーズがマッチング。交流の場を創出した「農業ボラバイト」。 

○「いきいき農園」では、秋に「芋煮会」を開催し同時に産直市も開催。買ってもらう嬉し
さと同時に、農作業の苦労に見合った適正価格を考える場となっている。 

 広島県広島市安佐南区東原3-25-18 Ｔｅｌ：082-874-8947 

応募団体からのアピール・メッセージ 

広島県広島市 

 「農業を知りたい」「田舎を知りたい」という若い人たちからシニア層の幅広い層が、い
つでも気軽に参加でき、消費者と生産者が「いきいきした顔」で交流できる、そんな活動
を無理なく継続できるよう、今後も頑張っていきます。 

ひろしま 

～「生活者」こそが農業振興の主役です～ 

地産地消 
子ども 

（教育・体験） 

ボラバイト：トマトの葉かき 
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三原市漁業協同組合 

水産教室 タコの収獲 水産教室 タコ漁の説明風景 

経 緯 

○三原のタコ漁は、江戸時代より
代々世襲制で漁場を大切に守り
ながら、伝統の技を駆使し、必要
以上に取り過ぎないことに配慮し
た漁が営まれてきた。 

○伝統あるタコ漁だが、全国的な認
知度が低く、価格面では他の有
名どころの産地には一歩及ばな
い状況であった。 

取組内容 

○三原市が市の特産品としてタコを売り出すこ
とになったことを契機に、は平成２６年に「三
原やっさタコ」として商標権を取得。 

○平成２４年にオープンした道の駅「みはら神
明の里」内にタコ天等、タコを使った加工品
の販売コーナーを設置。 

○後継者対策として、地元の小学生を対象に、
伝統漁であるタコ漁への理解を深めてもらう
ための水産教室を開催。 

活動の効果 

○タコ漁の模様などがＴＶ等で取り上げられる機会が多くなり、「三原やっさタコ」の認
知度が広まるにつれ全国各地からの注文が増えており、嬉しい悲鳴です。 

○市内の学校や県外の漁協から加工場見学等の依頼が来るようになり、食と水産物
の距離が近くなるとともに、県外の漁協との交流・情報交換が出来るようになった。 

○タコだけでなく、他の魚種も販売金額が伸びており、組合員、准組合員の所得向上
に繋がっている。 

 広島県三原市古浜1丁目11番1号 Ｔｅｌ：0848-62-3056 

応募団体からのアピール・メッセージ 

広島県三原市 

 三原のやっさタコは足が太くて短くうま味がぎゅっとつまって美味しいよう～♪ 
一度食べてみんさい♬ 

～『三原やっさタコ』うまいど～！～ 

子ども 
（教育・体験） 

食の提供・活用 89 
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おのみち地魚販売部会 

お客様からオススメの調理方法の問い合わせ H28年度 フォアグラハギ夏販売初日の様子 

経 緯 

○ＪＡ尾道市の直売所「ええじゃん
尾道」内において、平成23年度よ
り、市内6漁協が合同経営で水産

物直売所「漁師のさかな屋」を開
設。 

○円滑な運営を目的として「おのみ
ち地魚販売部会」を設立し、活動
開始。 

取組内容 

○販売部会では、ＪＡ尾道市との連携、漁協を      
超えた出荷者間の協議・意見交換、出荷
ルール・基準づくり等を行い、各漁協では、
出荷者への指導を行う。 

○消費者の魚離れに対し、魚種別の調理レシ
ピ配布及び店頭スタッフの声掛け等で、美
味しく、簡単な調理方法を普及させている。
魚の捌き方教室を開催し、より魚介類に親
しみを感じてもらえる取組を実施。 

活動の効果 

○新鮮な地元の食材を求める尾道市民にとって、ＪＡの直売所内に漁協直営の直売所
ができることで、野菜や果物等と一緒に、いつでも新鮮な地魚を購入でき、漁業者に
とっても所得向上だけでなく、消費者との触れ合いが励みとなっている。 

○市内6漁協が合同経営することで、多種多様な魚介類を出荷でき、販売部会の設け
た基準・ルールにより、円滑な運営が行え、売上も毎年度増加している。 

○各種イベントは、新聞・テレビ等に多く取り上げられ、魚食普及の一助となっている。 

 広島県尾道市尾崎本町16-1 Ｔｅｌ：0848-37-3337 

応募団体からのアピール・メッセージ 

広島県尾道市 

 尾道近海で水揚げされる魚介類は種類が豊富で100種類以上！ 
 お店に並ぶ魚も季節ごとに変わります。ぜひ旬の地魚を味わってください。 

～地魚普及へ！市内６漁協が直売所を合同経営～ 

地産地消 食の提供・活用 90 
おのみち 



特定非営利活動法人 あいあい広場 

観光農園に来た地域の親子連れと利用者 ブルーベリーに合う土づくりをする利用者 

経 緯 

○障害者の日中活動(生活介護事業)

として農作業を行ってきたが、労働
に見合う利用者の工賃の反映が出
来ないことから、６次産業化を絡め
た、特色あるものを栽培しようと考
えた。また、併せて地域の方々とよ
り触れ合う機会を作りたいとの思い
から、観光農園の開園を目指し、ブ
ルーベリーの栽培を開始した。 

取組内容 

○25年度よりブルーベリーを栽培し、重度の障

害のある者と職員が土づくりから始め、現在
では、300余本のブルーベリーを育てている。 

○27年度より、地域のスーパーの産直売り場へ

の出品、地域のケーキ屋やレストランへの卸
販売を行い、事業所内でブルーベリーを使用
したジャムやアイスクリームを地域のバザー
で販売。28年度は、収穫体験ができる観光農
園を、地域の方を対象に試験的に開園した。 

活動の効果 

○自分たちが作業にかかわったブルーベリーが、スーパーの店頭に並んだり、ケーキ
屋で使われていることで、社会とかかわっている実感を感じることができている。ま
た、自分たちが栽培したブルーベリーで作ったアイスクリームを自分たちで販売し、
食べた人が「おいしい」と言っている姿を見て、やりがいを感じることもできている。 

○28年度は、試験的に観光農園を開園し、地域の方と実際に接しながら、自分たちの
栽培したブルーベリーを販売することで、より一層、喜びを感じることができた。 

 広島県福山市神辺町徳田1848 Ｔｅｌ：084-962-3452 

応募団体からのアピール・メッセージ 

広島県福山市 

 障害のある人たちが，自分の力を発揮してやりがいを感じることで，すてきな笑顔を
見せてくれます。「人」が大好きな人たちの笑顔に会いに観光農園に来てください！ 

～小さいけど、笑顔いっぱい観光農園～ 

医療・福祉 
子ども 

(教育・体験) 
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福山市食生活改善推進員協議会 

地場産物の「柿」を使った試食会  子ども料理教室 

経 緯 

○1993年から市が「食生活改善推

進員養成講座」を開催を契機に、
「私達の健康は私達の手で」をス
ローガンに、市民が中心となる健
康づくりを目指し、食を通じて、地
域に密着した健康づくりや食生
活改善の普及、啓発を行うため
に組織として，福山市食生活改
善推進員協議会を設立。 

取組内容 
○市内の小・中学生を対象に、「楽しく作って・
楽しく食べて・楽しく片付けよう」をテーマとし
て料理教室を開催し、紙芝居や食育クイズ・
調理実習を通じて食事のマナーやバランス
のとれた食事の大切さを学んでいる。 

○食材の宝庫であるが、年々地域独特の食文
化が失われつつあるため、郷土料理の掘り
起こしを行い、「100年後まで伝えたい郷土の

味」を広報誌へ連載。反響が大きかったため、
郷土の料理レシピ集を作成。 

活動の効果 

○子ども料理教室等では、自分で作る楽しさや手作りのおいしさを体験することができ、
同時に食事のマナー、バランスのとれた食事の大切さを学ぶ機会になり、小さい頃か
らの「食育」の啓発に繋がっている。 

○郷土料理のレシピ集を作成したことで、「郷土料理」を学校給食等にも提供するきっか
けになり、子どもから保護者へと「郷土料理」の波及効果が大きく、認知度もあがった。
また、地産地消、産地認識、食事バランス等食育の推進や地産地消の啓発になった。 

広島県福山市三吉町南2丁目11番22号 Ｔｅｌ：084-928-3421 

応募団体からのアピール・メッセージ 

広島県福山市 

 福山市食生活改善推進員さんは、市民の皆様に「食推さん」の愛称で呼ばれ、地域
に根付いた活動をされています。素敵な笑顔とピンクのエプロンがとても魅力的です。 

～自分たちの地域の健康は 自分たちの手で～ 

地産地消 
子ども 

(教育・体験) 
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福山市土地改良区 

農業用水路でスイゲンゼニタナゴの生息調査 学校農園で地域住民と子どもが農業体験 

経 緯 

○水土里ネット福山が施行する「農
業用水・施設管理」の役割を広く
市民に周知するため、全国水土里
ネット主催の運動に、水土里レ
ポーターとして参加。 

○農業体験や地域行事を取材、「ふ
るさとの田んぼと水子ども絵画展」
へ参加し、子どもの農業に対する
眼差しをメッセージとして発信し、
食と農業用水への関心を高める。 

取組内容 

○組合員を中心とした「学校給食食材納入グ
ループ若草会」が学校農園を運営し、子ども
たちが農業体験した水稲、野菜等を給食とし
て供給。 

○生産量全国一位の「くわい」を、小学校の校庭
で栽培・収穫を行い、レシピを考案し調理実習
を実施。 

○農業用水の役割の周知、水路への転落防止
の呼掛け、地域と連携し小学校で出前授業、
農業用水路に生息する絶滅危惧種の保全。 

活動の効果 

○学校農園運営で、子ども達とのふれあいにより生産意欲が高まり、生産者が生き生き
と農業体験等の取組み行っていることが他の地域の組合員にも波及し、小学校の農
業体験を積極的に行い地域が活性化している。 

○出前授業で、くわいの歴史・栽培方法や、出荷や６次産業について学び、栽培から収
穫、調理までを経験し、くわいを通じてふるさとを誇りに思う気持ちが芽生えている。 

○農業用水が地域と密接に関わり、地域の財産であると認識を深めることができている。 
 

広島県福山市草戸町1丁目5番15号 Ｔｅｌ：084-923-9450 

応募団体からのアピール・メッセージ 

広島県福山市 

 都市農業地域の社会的・公益的な機能の持続と地域特産農産物のブランド力向上と
持続的な振興をめざして、２１世紀土地改良区創造運動に取組んでいます。 

～水と土にふれあい、農業と人との交流～ 

地産地消 
子ども 

(教育・体験) 
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川西自治連合会 

軽トラ朝市の様子 地域づくりの地元学「川西里づくり講演会」の様子 

経 緯 

○従来の川西地区町内会連合会
に地域づくりを行う各種機関・団
体を加え川西自治連合会設立。 

 

○住民自身で運営する生活、交流、
生業、防災復興の地域拠点複
合施設「農村まるごとミュージア
ム（現「郷の駅」）構想を掲げ、
実現への活動を開始。 

取組内容 

○都市農村交流拠点づくりを目的に、NPO法人

を設立。廃校活用で児童青年層や一般を対
象に農業農村体験を通じ田舎の魅力を発信。 

 

○地産地消に取り組み、農家女性による加工
直売を中心とした軽トラ朝市を実施。 

 

○地域生活拠点づくりを目的に、地域住民や
出身者、農業法人・企業などを中心に出資
を募り、地域運営会社「（株）川西郷の駅」を
設立。 

活動の効果 

○軽トラ朝市やワークショップにより女子力アップ。 

○住民の生活を支える地域拠点として、川西郷の駅「いつわの里」を建設し、農村コン
ビニ、直売所、交流施設等を平成29年7月に開設。 

○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。地元小学校の維持・
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2551-1 Ｔｅｌ：0824-69-2526 

応募団体からのアピール・メッセージ 

広島県三次市 

 全住民対象アンケートと老若男女参加で策定した地域ビジョンの将来像「いつわ
（五輪・町）で創る田舎暮らしが楽しい里」へ、「ふるさとの宝を堀（ほり）起（おこ）資磨
（しま）しょう」を合言葉に地域づくりを進めています。 

～住民自治の力で新たな地域の拠点 「郷の駅」づくり～ 

みよし 
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有限会社 平田観光農園 

家族で収穫体験 ジャムづくり体験 

経 緯 

○外食化が進み、産地や農山漁村
のことが分からない人たちも。果
物を通じて、農業の魅力や農村
の良さを実感してほしいとの思い。 

 

○幅広い年齢層の研修・視察を受
け入れ、里山文化を次世代へ継
承し、そこから移住・定住へつな
げたい。 

取組内容 

○果物狩りやスイーツ作り、アウトドア料理作
り体験など果物を中心とした「農村・農業体
験」を通じた食育活動で「より実感」を提供。 

○ 園内に移築した古民家でカフェを運営。「ど
うぶつ広場」では家畜とのふれあいを。 

○里山の手入れで出た薪をストーブやアウトド
ア体験に活用。 

○中学生から社会人まで、年間2,000名の研
修・視察を受け入れ。 

活動の効果 

○これまでの取組みや思いが地域全体に広がり、様々な観光農業施設が増えた。 
 

○三次市の入込観光客が、昭和60年（法人設立当時）54万人→H27年336万人へ。 
 

○直近10年のＩ・Ｊ・Ｕターンの転入者が38名（18戸）と過疎化の中、注目の地域に。 
 

○当農園で研修を終えた若者が、新潟、富山など8府県で独立を果たしている。 
 

 
 

 広島県三次市上田町1740-3 Ｔｅｌ：0824-69-2346 

応募団体からのアピール・メッセージ 

広島県三次市 

 「より実感」をテーマに、里山資源を活用した体験メニューのプラットフォームを構築し、
楽しみながら「伝統工芸・伝統芸能」を学び、次世代へ承継できる仕組み作りを行いま
す。地域運営会社「（株）川西郷の駅」にも参画。今後も地域を盛り上げていきたい。 

みよし 

～周年で楽しめる日本最大級の果樹観光農園～ 

子ども 
（教育・体験） 

観 光 95 



めんがめ倶楽部  

「森の宝石」ブッポウソウ ツアー客に対してのブッポウソウガイド 

経 緯 

○地域の自然環境を見直し、保護・利
用することによって地域の振興に寄
与することを目的に、地域の住民、
出身者によって設立。 

 

○地域に飛来し営巣している夏鳥「ブッ
ポウソウ」の保護活動や森林整備活
動、都市住民との交流を目的に市民
農園を開催。 

取組内容 

○巣箱の架設及び営巣状況を調査。 
 

○作木小学校の児童が授業でブッポウソ
ウの生態を学び、巣箱制作。 

 

○全国からの観察者に対してブッポウソ
ウの生態、観察ポイント等の説明を行う
ブッポウソウガイドを実施。 

活動の効果 

○活動が紹介され、「ブッポウソウの里」として三次市作木町の知名度が全国的に。 
 

○ブッポウソウの観察目的で来町者が増加、関連グッズを製作・販売へ。 
 

○ブッポウソウが三次市の鳥として追加指定。 

広島県三次市作木町森山西845 Ｔｅｌ：0824-55-2907 

広島県三次市 

 「森の宝石」、「幸せの青い鳥」と呼ばれているブッポウソウ、日本一の生息地とし
て、地域をあげて保護し、自然環境が豊かであることを多くの人と享受したい。 

～日本一のブッポウソウの生息地づくり～ 

みよし 

さくぎ 
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石原集落協定組合 

（住民総出によるひまわりの種まき交流 ） （雑草抑制芝が集落の新景観を創出） 

経 緯 

○Ｕ・Ｉ タ－ンしたくなる集落を目指し、

持続可能な農業生産体制を構築す
るため、小集落の課題解決は小集
落の枠を越えた連携が必要と考え、
第２期中山間地域等直接支払事業
の活用を契機に３集落の協定組合を
１つに組織化。 

取組内容 

○転作水田にひまわりを作付し、毎年ひま
わりまつりを開催。 

○農地法面の草刈り作業の軽減を図るた
め、センチビート芝を法面に植栽。 

○鳥獣被害防止で、集落の山際に防護柵
を設置、７つの集落が役割分担をし維持
管理。女性たちのひまわり会も立ち上げ
鳥獣対策に一役。 

活動の効果 

○ひまわりまつりの毎年の来訪者は約2,500人、売上が150万円。 
○鳥獣被害防止では行政の鳥獣害防止モデル集落の選定を受ける。 
○平成27年度の年間の共同活動は100回以上、住民の総参加人数約900人。 

○農業者、非農業者また、世代を超え共同作業の果たす方向性や役割を共有し、ボラ
ンティア精神で共同作業を行うプロボラ人材が中心に、次世代に繋がる組織体制を
構築。 

 広島県山三次市君田町石原151  Ｔｅｌ：0824-53-2287 

応募団体からのアピール・メッセージ 

広島県三次市 

地域活性化の４種人材「よそ者・若者・情熱者（ばか者）・女性」がほど良く揃っていま
す。平日は、プロボラ人材が臨機応変に声を掛け合い、集まり、動くようにしています。 

みよし 

自然・景観 鳥獣被害防止 

（多彩な技と集落器材を活かし
たプロボラ人材活動） 

～住民のプロボラ活動で住みたくなる集落～ 
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粟田川流域農地・水・環境を守る会 

春の田植交流会 秋の収穫感謝祭 
 

経 緯 

○昭和５８年、地域の米農家と大阪や
広島の消費者グループが交流会を
開始。 

 

○東日本大震災後は、交流会で収穫し
たコメを応援米として贈り、被災地と
も交流。 

 

〇地元大学生や地元自治振興区の協
力も得て、地域丸ごとの交流に発展。 

 

取組内容 

活動の効果 

○２９年、春の田植交流会は３０周年を迎える。５月２８日開催の予定。 
  

○消費者への食農や、安全性の高い米づくりの研究などを地域で行い、少量ながら高
品質で環境に配慮した米の地域ブランド化を確立。  

 広島県庄原市東城町粟田2939 Ｔｅｌ：08477-2-2528 

応募団体からのアピール・メッセージ 

広島県庄原市 

 ディスカバー認定後、秋の稲刈り体験にはスウェーデンやベラルーシなど外国から
も参加、昔ながらの里山の良さを活かしつつ、最新の技術を取り込んで、広く、多くの
方に満足していただく農村のモデルとして成長している。 http://www.aigamoya.net 
 

○大阪や広島の消費者グループと、田植交
流会や収穫感謝祭を実施。 

 

○地元及び都市部の子どもを対象にアイガ
モ農法による農業体験学習を実施。 

 

○ＨＰやＦＢで農村の情報を発信、２７年か
らはドローンによる農村風景動画を配信。  

〇ゆるきゃら「あいがももん」を作成。食育
や、交流に一役買っている 

 
 

～美味しいお米の故郷をみんなのふるさとに～ 

しょうばら 

あわたがわ 

子ども 
（教育・体験） 
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庄原市高野地域農村体験交流協議会 

体験メニュー実施状況（縄ない体験とスポーツ雪合戦体験） 
県内小学５年生の受入状況を伝える広報紙発行  

経 緯 

○尾道松江道の開通と道の駅整
備を機会に、民泊受入や、農
村・農業を活かした体験プログ
ラムの充実による観光客の誘
致など、「着地型観光推進事
業」の取組を開始した。 

取組内容 

○「おいしい農産物」を最大限活用し、魅力的な
体験メニュー作りに取り組む。 

 

○県内の小学５年生が実施する「山・海・島集団
宿泊体験活動」を誘致。 

 

○庄原市全体での体験型修学旅行による農村
民泊を誘致。 

 
活動の効果 

○「道の駅たかの」を人・物・情報の交流拠点とし、地域農産物や豊かな自然を活かす
ことにより、高野地区の魅力を丸ごとブランド化することに成功し、多くの観光客の受
け入れにつながった。 

 

○農村民泊、旅行会社・観光客目線での体験メニュー、体験型修学旅行により高齢者
や女性の生きがいにつながり、地域の活性化に貢献。 

広島県庄原市高野町新市1171-1  Ｔｅｌ：0824-86-2113（庄原市役所高野支所） 

応募団体からのアピール・メッセージ 

 『食べ物がおいしい。』『景色がきれい。』と高野を訪れた人に感動してもらうことで、自
分たちが地域の素晴らしさを再認識することにもつながっています。地域を守っていく
一つの方法として農家民泊に取り組んでいきます。 

広島県庄原市 
しょうばら 

～中国山地のどまんなか！標高500ﾒ-ﾄﾙのさとやま体験～ 

子ども 
（教育・体験） 
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農事組合法人 ファーム・おだ 

コメ粉パン工房「パン＆米夢」のスタッフ 鳥獣害進入防止柵の設置・点検 

経 緯 

○少子・高齢化、都市部への人口
流出による労働力不足等により、
集落内の農地が年々荒廃。 

 

○アンケート調査から地域再生の
必要性を感じ、地元住民を中心
とした集落法人を設立し、農作業
の効率化、６次産業化等による
地域の活性化に取り組む。 

取組内容 

○１３集落の農地集約に伴い農業機械の効率
的利用・栽培品目毎の団地化。 

 

○地元の女性の活力により、地元で生産した
米を活用した米粉パンの製造・販売。 

 

○田植祭りや収穫祭による都市住民との交流。 
 

○鳥獣害対策として、集落全体を囲う全長２４
㎞の進入防止柵を設置し、定期点検・補修。 

活動の効果 

○集落内の遊休農地が解消され、１００㏊以上の農地が集積されたことで、作業の効
率性が大幅に向上し農家の余暇時間も増加。 

○女性及び定年退職者の雇用により地元に活力を創出し、６次産業による所得が向
上（米粉パン販売で年間約３,１００万円（H26）の売上（H24の約１．５倍）。 

○鳥獣害対策の侵入防止柵を４人の監視員が毎週１回巡回点検・補修等を行うことに
より、鳥獣害被害は全く無しに激減。 

 広島県東広島市河内町小田２５１７－５  Ｔｅｌ：082-438-0987 

応募団体からのアピール・メッセージ 

広島県東広島市 

集落営農の法人化で、祖先伝来の農地を守り、持続可能な所得確保により、若い担い
手の受け皿となるよう経営努力している。小田地区は、地域対策と農業生産対策を一
体的にすすめ、６次産業化に取り組みながら地域活性化を図っている。 

集落崩壊の危機をチャンスに～過疎・高齢化の集落を変える～ 
 

ひがしひろしま 
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住民自治協議会 福に富む郷 竹仁 

     竹仁の拠点となる広場の完成予定図          学生ボランティアと地元との交流会  

経 緯 

○地域内には耕作放棄地が目立ち、人口減
少が進む中、地元小学校の統廃合の計画
を発表。 

○日本三大酒処の一つである東広島市を流
れる沼田川の源流域にあり、酒造りを支え
る米と水を守っている自負あり。 

○農業人口の微増をきっかけに、地元の魅力
を発信するとともに、地域外からの人の呼
び込みのための拠点造りを開始。 

取組内容 

○産直市場や料理が楽しめる「しゃくなげ館」の
周辺に地域内外の人が集える多目的広場の
拠点づくりを開始。 

○地元大学の留学生を中心に、アースバックハ
ウスの建設などで地域・世代を超えて交流す
るとともに、メディア等を活用した情報を発信。 

○イベントや朝市などの将来の活動を見据え、
地域外の若者と住民により広場周辺に桜を植
樹し、四季折々に楽しめる花球根を植え付け。 

 
活動の効果 

○多目的広場の拠点づくりを通じて、自治協議会の活動や地域の再生に関心を持つ住民が増えた。
また、住民から空き家などの情報提供をはじめ、移住希望者の紹介等をしてもらうようになった。 

○メディアや口コミにより、田舎暮らしを希望される方からの問い合わせを受けるようになった。既に 
   県外から２家族、県内から５家族が昨年１年の間に移住して来た。 
○全国版雑誌での特集や中国地方の若者が集う会議での会場となるなど、地域内外の方々に 
  竹仁地区の取り組みに関心が高まっている。 

 広島県東広島市福富町下竹仁501-11 Ｔｅｌ：082-435-2301 

応募団体からのアピール・メッセージ 

広島県東広島市 

平成２９年は広島県の“さとやま未来博”に参加し、整備した拠点で地元の野菜や手工芸品を販売 

するマルシェを夏に開催する。近畿大学工学部の古民家再生事業と共同で農泊の推進と、マルシェ
が定期的に開催していける基盤づくりを整える。 

～来たれ 竹仁の郷へ 求む 次世代農業後継者～ 

ひがしひろしま 

たけに 
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はらきっず 

木漏れ日の中、絵本の読み聞かせ 

経 緯 

○幼児教室の活動の一環として、
自然を活用した地元住民とのつ
ながりを目的とした活動が始まる。 

 

○「地元の資源を活かした内容であ
れば、原地区の魅力を広く発信
出来る。」との思いから、地元農
業者との連携により、自然体験
型幼児教室「はらきっず」の事業
を立ち上げた。 

取組内容 

○幼児を対象とした自然体験学習を通じ、親
同士の交流の場で子育てを応援。 

○定植から収穫、食べるまでを体験 。土や泥、

植物との触れ合いで、食べ物を得ることの
大変さ、命の大切さを学ぶ。 

○農家で飼育している子豚・ヤギ・アヒルとの
ふれあい。 

○地域の人材を積極的に活用する中から、地
域の魅力を発信。 

活動の効果 

○農作物や動植物に触れ、全身で遊ぶことで豊かな感性が育つ。また、他の家族と関
わることで社会性が身に付く。 

○回を重ねる毎に親同士の交流が深まり、子育てに関する情報交換の場となっている。 
○高齢化等による不作付地を活用。遊休農地の解消に繋がっている。 

○参加した親子の感動した様子に刺激を受け、取組に対する意欲の向上と地域農業
の活力に。 

 

 
 

 広島県廿日市市原439-2（原市民センター）Ｔｅｌ：0829-39-0227 

応募団体からのアピール・メッセージ 

広島県廿日市市 

 「はらきっず」に参加する親子は地域以外からの参加が多く、年代的にもマイホーム
の購入世代。今後も子育てにやさしい環境づくりに一層取り組み、「はらきっず」を通し
て「原地区」の魅力を知ってもらい、定住へと繋げていきたい。 

はつかいちし 

～子どもの声でにぎわう原地区をめざして“はらきっずの取組”～ 

子ども 
（教育・体験） 

食の提供・活用 

自分で収穫した「さつまいも」で焼き芋 
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安芸高田神楽協議会・神楽門前湯治村 

神楽ドームの定期公演は平均500人が鑑賞 施設の通りには食事処や土産物屋が立ち並ぶ 

経 緯 

○伝統芸能「神楽」をテーマに、
神楽門前湯治村を核施設
とし、都市農村交流の取組
を開始。 

 

○地元の子どもたちに神楽を
指導し、神楽を舞うことの魅
力を伝え、神楽を通じて地
域を支える人材を育成。 

取組内容 

○交流人口の増加によって、まち・人が元気になる
ことを目指し、神楽の定期公演を年間150回実施。 

 

○施設で提供する食材等を主に市内の商店や農家
などから仕入。 

 

○神楽鑑賞後の衣装の試着体験や記念撮影を実
施。 

 

○子ども神楽大会や高校生の神楽甲子園など子ど
もたちにとっての「ハレの舞台」を企画。 

活動の効果 

○平成１０年の運営開始以降毎年１０万人を超える観光客が訪れるようになる。 
 

○神楽をテーマとした施設の運営により、５０人をこえる雇用創出と市内の農家からの
仕入れをはじめとした２億７０００万円の直接的な経済効果を毎年生む。 

 

○観光客の増加や、絶賛を受けた都市部での公演により「安芸高田市＝神楽のまち」
というイメージの定着と、神楽団員・住民の大きな自信につながった。 

広島県安芸高田市吉田町吉田791 Ｔｅｌ：0826-47-4024（安芸高田市 商工観光課） 

応募団体からのアピール・メッセージ 

  広島県安芸高田市 

 「「神楽」を見るために広島にやってきた」という国内外の人が増えるよう、神楽の魅
力発信に取り組む。これからも神楽の基礎・基本を大切にして、団員の確保に努め、
大切な地域の文化として、後世に伝えていく。 

～伝統芸能「神楽」でまち起こし 安芸高田市～ 

あきたかた 

かぐら もんぜんとうじ 
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津浪振興会 

交流施設「ぷらっとホームつなみ」（木曜日定休） 神楽を体験する関西圏の修学旅行生 

経 緯 

○JR可部線の存続活動の中、広島市

の若者との交流活動が始まり、少子
高齢化のすさまじい勢いに危機感を
持ち、地域活性化の取組を開始。 

 

○廃線となったJR可部線津浪駅跡地を

活用し、野菜販売と食事ができる交
流施設「ぷらっとホームつなみ」を
H23.4に開設。 

取組内容 

○とんど交流会・春まつり・ホタルの会・そ
ば打ち交流会など季節ごとに実施。 

○修学旅行生の民泊または、インバウン
ドのお客様を対象にした「神楽体験」 

○畜産農家からの牛フンや酒造メーカー
からの焼酎かすを混ぜ合わせた「竹
チップ」を使った堆肥作り。 

○カタクリ等希少植物保護活動や遊休農
地を利用したそば栽培。 

活動の効果 

○「ぷらっとホームつなみ」開設後、野菜販売の売り上げは順調に伸び、農家所得向
上に貢献。 

 

○竹林の整備による「バッファゾーン効果」で、イノシシ・猿等の鳥獣害の被害が減少。 
 

○農家民泊で訪れる中学生と交流することで、地域の高齢者が元気を取り戻している。 

広島県山県郡安芸太田町津浪517 Ｔｅｌ：0826-22-0893（ぷらっとホームつなみ Ｔｅｌ：0826-22-2730） 

応募団体からのアピール・メッセージ 

  広島県安芸太田町 

 「棚田連なる鎮守の森」の風景を後世に残すことが私たちの使命。交流施設「ぷ
らっとホームつなみ」を中心として、津浪地区から町内外に元気を届けたい。 

～（農村の原風景が保存され誇りが持てる）「安らぎの里つなみ」づくり～ 

あきおおた 

つなみ 
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安芸太田町ヘルスツーリズム推進協議会 

モニタ－ツアー森林セラピー体験 ジャングルクル－ズ 

経 緯 

○安芸太田町未来戦略会議での提言
を受け、「美しい自然・景観」を活用し
他地域との差別化を図るため、「健
康・癒し」を町のブランドイメージを構
築することなり、推進母体として設置。 

 

○県内で最初の森林セラピー基地とし
て認定。 

取組内容 

○企業に対し、森林セラピーとジップライン
やジャングルクルーズ等の自然体験プロ
グラムで社員のストレス軽減と生産性の
向上に一役。 

 

○定住促進の一環で首都圏の２０代～４０
代の女性に田舎暮らし模擬体験モニター
ツアーを実施し町の魅力をSNS等で拡散
してもらう。 

 
活動の効果 

○都市部から１時間弱という地理的優位性と、「安らぎや癒しを感じる」を求め、20代～
40代の来町者数が増加、森林セラピー事業が徐々に浸透している。 

 

○町内の事業者や町内の一般家庭での家業体験メニューとのコラボ商品の造成が進
み、企業の福利厚生での利用や婚活事業などの多用な客層に対応できる商品造成
が進んでいる。 

 広島県山県郡安芸太田町上殿632-2  Ｔｅｌ：0826-28-1961（安芸太田町商工観光課） 

応募団体からのアピール・メッセージ 

  広島県安芸太田町 

 安芸太田町の森林セラピーでは、あきおおた里山ガイドが西中国山地の豊かな森の
中で五感を開放することで認知のゆがみを戻しフラットな状態へと導きます。 
 マインドのリセットに安芸太田へお越しください。 

あきおおた 

～ヘルスツーリズムで再生、県内最少の町の挑戦！～ 
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いにぴちゅ会 

井仁の棚田【日本棚田百選】 井仁棚田体験会（秋の稲刈り体験） 

経 緯 

○日本棚田百選の指定を受け、
ふるさとをもっと元気にしたい
との想いを地域で再確認。 

 

○自主活動組織として「いにぴ
ちゅ会」を結成し、井仁自治
会との両輪により誰もが安心
して暮らせる地域づくりを目指
す。 

取組内容 

○井仁棚田塾の実施、棚田オーナー制度の導入。 
 

○休耕田を活用した高級淡水魚「ホンモロコ」の
養殖。 

 

○交流イベント「井仁棚田体験会」の開催。 
 

○大学等による地域支援活動の展開。 
 

○交流拠点施設「井仁棚田交流館」をリニューア
ル。 

活動の効果 

○井仁棚田体験会や棚田オーナー制度及び大学との連携などの取組により地域外人
材による支援が増加。 

 

○長年の農業生産活動や保全活動の取り組みの結果、観光資源としての認知が高
まった。また、米国CNNが「日本の最も美しい場所」３１に選定。 

 広島県山県郡安芸太田町中筒賀721番地 Ｔｅｌ：0826-32-2085 
        （安芸太田町地域づくり課 Tel：0826-28-2112） 

応募団体からのアピール・メッセージ 

  広島県安芸太田町 

 井仁地域は、標高500ｍの山間に位置する、世帯数約20戸の小さな集落です。地
域住民の普段の生活が、日本の原風景と言えるこの景観を守り、受け継いでいるの
です。ぜひ、一度お越し下さいませ。 

～日本のマチュ・ピチュ！いにぴちゅ会の挑戦！！ ～ 

あきおおた 子ども 
（教育・体験） 
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安芸太田町観光協会 

町事業者による祇園坊柿ピューレ作りの様子 

経 緯 

○特産品である「祗園坊柿」。生産
量の約３割が規格外品として廃
棄。 

 

○廃棄される柿を有効活用するた
め、「廃棄の山を宝に変えましょ
うプロジェクト」を発足。渋柿によ
るアイス作りに挑戦。  

取組内容 

○2012年 渋柿ピューレを利用した「アイスク

リーム」の商品開発を試みるも、技術的な
ハードルが高く、商品化を一時断念。 

○2013年 広島大学との共同研究や町民の
取材により、「柿タンニンの抑制」に着目。 

○2014年 安田女子大学のアドバイスにより、

課題であった「柿タンニン」の制御が可能に。
隣町の食品加工メーカーの協力で商品化へ。 

○2015年 「祗園坊柿ジェラート」を販売開始。 

活動の効果 

○祗園坊柿生産者と製造者等の連携により、原材料調達～製造～販売・サービスに
関わる一連の供給連携スキームの構築が出来た。 

○廃棄されるはずの規格外品の材料から、価値（お金）を見出す。 

○町内外をまきこんだ取り組みで、既存の商品との差別化はもちろん、町民と本事業
の「想い」を共有。 

 広島県山県郡安芸太田町上殿632-2（安芸太田町観光協会）Ｔｅｌ：0826-28-1800 

応募団体からのアピール・メッセージ 

  広島県安芸太田町 

 「祗園坊柿」の更なる認知度向上と高付加価値化につなげることが出来ました。今後
も特産品である「祗園坊柿」が町民の誇りとなり、併せて、柿を生産することで安定した
収入が得られ、新規就農者（若者たち）が地域に定住してくれることを願っています。 

あきおおた 

～廃棄の山を宝に変えましょうプロジェクト～ 

地産地消 6次産業化 

安田女子大学祭への出店 
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大崎上島海生体験交流協議会 

たまねぎ収穫 

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。 

○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、家
族の一員となる「心豊かな田舎暮
らし」を体験し、第二の故郷として
再び来島するきっかけを提供。 

取組内容 

○平成25年度より民泊を利用した体験型修学
旅行を誘致し、27年度までに22校3,978人の

中高校生が修学旅行で大崎上島町へ来島。 
○瀬戸内海の海賊が使っていた櫂伝馬（木造
船）に船頭・太鼓・漕ぎ手14人が誇りと生き甲
斐を今に伝える伝統文化を体験。 

○豊かな海に囲まれた大崎上島での釣り体験
や刺網体験。釣った魚を調理して食する体験。 

○多様な柑橘類の栽培を学び収穫作業を体験。 

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数値に表れている。 

○修学旅行生に島の自慢をすることにより大崎上島町の良さを島民が再確認でき、体
験型修学旅行を通じて都会の子が田舎生活をすることにより、自然や田舎の生活を
実際に体験することによって、心の豊かさを育み、人と人とのかかわりの大切さを実
感でき、地域の連帯感や活気など数値に表せない効果も確認されている。 

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・メッセージ 

  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～ 

子ども 
(教育・体験) 

伝統・継承 

農業体験 
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世羅高原６次産業ネットワーク 

飲食店と連携した「せらスローフードフェスタ」の開催 会員による加工施設における新商品開発 

経 緯 

○地域の主産業である農業を通して豊
かな地域づくりを目的として、農家が
利害関係を超えて団結し、ネットワー
クを構築。 

○農作物の生産から加工・販売までの
６次産業化に県内でもいち早く取り
組み、他団体との共同活動により農
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」としてブラン
ド化することを目標に、観光と連携して
町の農業の魅力を発信するとともに、
農家民泊や農業体験メニューを提供。 

○新たな土産品開発のため、菓子製造工
場を整備し、農家へ開放。 

○農業に携わる女性の活躍に期待があり、
女性が率先してネットワーク活動に参
加できる環境作り。 

活動の効果 

○６次産業化ビジネスの成功モデルとして、全国から年間約１，０００人の視察があり、
また、年間約２００万人を超える観光客が訪れるようになった。（前年度約１５０万人） 

○農家の横連携によるネットワークにより、新加工商品が３００品以上となり、農家所
得の増加に繋がっている。（直売部門の売上は、８．４億円（平成９年度）から２１億
円（平成２７年度）に増加。） 

 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・メッセージ 

広島県世羅町 

日本一大きく美しく豊かな農村公園をめざして、７３団体（1400人）の農家が連携し
て６次産業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。 

～元気を売りますせら夢高原 元気を買いますせら夢高原～ 

せら 

６次産業化 

＜参考：前回のアピール・メッ
セージ＞ 

 「元気を売りますせら夢高原！
元気を買いにせら夢公園！」を
キャッチフレーズに世羅町全域
を農村公園とする、斬新なチャ
レンジが実現するよう頑張って
います。 
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子ども 

(教育・体験) 

http://www.serakougen.net/?attachment_id=2855


（農）くろぶち 

アグリスクールでのトウモロコシの収穫 営農女性部によるお餅の製造 

経 緯 

○農地水環境保全向上対策事業
（多面的機能支払）を活用し、都
市との交流、農地の維持及び
生態系保全活動等を実施。 

○法人設立にともなう、女性の農
作業時間減少の有効利用及び
就労機会の増加への取り組み。 

取組内容 

○親子で参加できる農業体験ふれあいまつり
及びアグリスクールの取り組みにより都市住
民との交流活動を継続。本年は新たに野菜
収穫体験交流事業（アスパラ収穫体験）を実
施。 

○女性の活躍の場として、地区内に餅の加工
所「百笑の館」を設け、地元の餅米を加工し
た餅商品の注文製造及びスｰパーでの販売 

 
活動の効果 

○交流活動及び販売活動において、豊かな自然の中で育てた地元産のお米を宣伝す
ることにより、遠方からの宅配注文が増加。 

○農業体験等による都市住民との交流活動を通じて、子どもたちの笑顔にふれあうこ
とができ、また、子どもたちの自然に対する関心度が高まった。 

○餅の加工施設利用に伴う女性雇用の確保及び営農女性部の餅の注文製造による
地区への貢献。 

 

 広島県世羅郡世羅町黒渕471-1 Ｔｅｌ：0847-27-1579 

応募団体からのアピール・メッセージ 

広島県世羅町 

環境に優しい農業への取り組み、世羅のお米やお餅の販路の拡大、交流活動を通じ
て農業や自然環境保護の大切さを伝えていく。 

せら 

～おいしい米づくりと笑顔とふれあう都市との交流～ 

女性の活躍 
子ども 

（教育・体験） 

＜参考：前回のアピー
ル・メッセージ＞ 

 環境に優しい農業へ
の取り組み、世羅のお
米やお餅の販路の拡大、
交流活動を通じて農業
や自然環境保護の大切
さを伝えていく。 
 

110 



農事組合法人 世羅高原農場 

せらバーガー チューリップ祭 

経 緯 

○世羅の花観光は、気候風土に支
えられ、感動できる風景を創りだ
し 、春のチューリップは自然開花
でGWに満開の花を見れる強みが
あった。 

○世羅の農と食をPRし、花畑を見な

がら楽しく食できるような地産地消
メニューの開発し、今春よりご当
地バーガーを企画販売に至った。 

取組内容 

○気候風土を活かし、国内最大級の規模の花
畑を創り、観光農園として開園20周年目に平
成27年には過去最高の年間約21万人を達成。 

○世羅の食・名物を食べたいという観光客は増
えており、とうもろこしは、一日に1,000本以上、
農場栽培の焼きとうもろこしも一日500本販売。 

○世羅ならではの地産地消メニューをと考え、
27年末【せらバーガープロジェクト】を発足、主
な食材は全て世羅産とするALL SERA QUALITY
を原則としたご当地バーガーの普及を開始。 

活動の効果 

○世羅地域における花観光農園の存在意義は大きいと考えており、観光目的のお客
様が世羅町内の様々な飲食店・観光施設・道の駅等に立ち寄り、全体的な経済のイ
ンパクトは観光統計の延べ人数に合わせて、周遊の結果としても大きいものがある。 

○世羅の他の法人・農家・直売所と連携しての、せらバーガーの販売が関係者の売り
上げに寄与するものが大きくなった。 

 広島県世羅郡世羅町別迫1124-11 Ｔｅｌ：0847-24-0014 

応募団体からのアピール・メッセージ 

広島県世羅町 

 標高５００メートルの世羅高原の気候と美しいロケーションを活かした、感動の花畑を
創り出しています。 

～花はみんなをしあわせにする～ 

「食」の提供・活用 自然・景観 111 
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源流の里しんさか 

Ｈ24年度の交流事業、稲刈りとはで干 とうがらしの加工品と河童のラベル 

経 緯 

○地区の集落は、多くが限界
集落の対象で問題や不安
を抱えながらも地域住民は
「この先も住み続けたい」と
の意識から、元気の源を生
み出すための小さな産業を
創出。 

取組内容 
 

○加工所を建設し、主力商品のとうがらし加工品
「辛うてごめん」を販売。 

 

○高齢者向けに月に１度「ふれあい弁当」の配達、
買い物困難者向けに業者と連携した移動販売。 

 

○ＵＩターンの受け入れのための交流促進。 
 

○コミュニティビジネスの拡大による定住者の受け
入れ体制の整備（「はなれ」の活用）。 

活動の効果 

○加工品原料（とうがらし）の生産による耕作放棄地の解消。 
 

○買い物支援、ふれあい弁当の配達及び郵便葉書配達時での安否確認をすることな
どで高齢者の不安が解消。 

 

○定住者に対する地域住民の受入意識の醸成。 
 

○マスコミなどの取り上げにより、地域内の取り組みへの理解及び気運の上昇。 

 広島県神石郡神石高原町新免803番地2 Ｔｅｌ：0847-83-0212 

応募団体からのアピール・メッセージ 

    広島県神石高原町 

 ３本の柱、資源を活用した施策、高齢者に対する施策、定住対策を展開していく。   
特に商品の開発と販売拡大に努め、最大且つ喫緊の課題である担い手、定住者の確
保に結び付けたい。 

じんせきこうげん 

～住み続けたいと思える地域づくり～ 
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ＮＰＯ法人ｎｉｎａ神石高原 

萩・石見空港ミツバチ飼育指導 宮城県のイチゴ農家さんへ交配用ミツバチを寄付 

経 緯 

○過疎化・高齢化により年々増加
する耕作放棄地の解消に向け、
耕作放棄地に花を植え、ミツバチ
を飼育して、蜂蜜の販売を計画。 

○ミツバチを活用することにより、
地域が活性化するとともに蜜源
植物を栽培することで里山の景
観保全に繋げていく。 

 

取組内容 

○高校生４名で飼育管理を行い、蜂蜜の生産、
販売、養蜂飼育指導及び交配用ミツバチレ
ンタルを行うなどミツバチを活用した地域活
性化を実践中。 

○島根県美郷町に１年を通してミツバチの飼
育指導を行い、地域おこしに協力。 

○萩・岩見空港の活性化企画で日本初の空港
でのミツバチ飼育を提案し、実践。 

活動の効果 

○蜂蜜の販売収益により、ボランティアで東日本大震災で被災した宮城県のイチゴ農
家へ交配用ミツバチを１０箱（１０万匹）寄贈し、復興応援。 

○ミツバチが５０箱（開始当時の５倍）まで増殖。地元公園での採蜜体験や飼育指導を
企画・実践し、多くの参加者を集め、公園の活性化に協力。 

○県外での地域おこし等の活動に注目され、多くの自治体から見学や講演依頼があり、
中山間地域の可能性を広げる活動として広く認めてもらえるまでになった。 

 広島県神石郡神石高原町近田1161-2 Ｔｅｌ：0847-82-0288 
 

応募団体からのアピール・メッセージ 

  広島県神石高原町 

                           高校で学んだミツバチのことをＮＰＯ法人
nina神石高原の協力を得ることで，多角的な活動を行う事ができました。活動を通して

高校生でも地域の役に立てることがあるのだと実感するとともに自分達も多くのことを
学び，成長することができました。      養蜂部門 Ｔｅａｓｐｏｏｎ 代表  宮本 麗 

～ミツバチとともに地域活性化を全国へ広げる～ 
 

じんせきこうげんちょう 
 

子ども 
（教育・体験 
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