


発刊にあたって

「ディスカバー農山漁村（むら）の宝」は、内閣
官房及び農林水産省が、「強い農林水産業」、「美
しく活力ある農山漁村」の実現のため、農山漁村の
有するポテンシャルを引き出すことにより地域の活
性化、所得向上に取り組んでいる優良な事例を選定
し、全国への発信を通じて他地域への横展開を図る
もので、今年度（平成29年度）で４回目となります。

今年度は、中国四国農政局管内で172地区の応募が
あり、「ディスカバー農山漁村（むら）の宝」とし
て６地区（全国31地区）が選定されました。

さらに、今年度の応募を機に、中国四国農政局で
は、応募のあった地区の中から、他の地域の参考と
なるような優良な事例を、「中国四国農政局『ディ
スカバー農山漁村（むら）の宝』」として17地区選
定しました。

また、今年度応募のあった地区の事例について、
その地域での「農山漁村（むら）の宝」として広く
情報発信するとともに、身近な地域の取組として紹
介するため、各県別の事例集を作成しました。
各地域において参考にしていただき、農山漁村や

農林漁業への関心を深めていただくきっかけになれ
ば幸いです。

※「ディスカバー農山漁村（むら）の宝」の情報は、中国四国農政局のホーム

ページ（下記URL）をご覧ください。

http://www.maff.go.jp/chushi/nouson/kaseika/discover.html

平成30年３月

中国四国農政局農村振興部
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「ディスカバー農山漁村（むら）の宝」について 

「ディスカバー農山漁村（むら）の宝」とは、「強い農林水産業」、「美しく活力ある農山漁村」

の実現に向けて、農山漁村の有するポテンシャルを引き出すことにより地域の活性化、所得向

上に取り組んでいる優良事例を選定し、全国へ発信するものです。 

１．「ディスカバー農山漁村（むら）の宝」（第４回選定） 

今回の「ディスカバー農山漁村の宝」（第４回選定）では、平成 29 年６月 15 日から９月 11日

までに、農山漁村活性化の取組として全国から 844 地区（管内からは 172 地区）の応募があり、

10 月 24 日に首相官邸で開催された第２回有識者懇談会において 31地区の優良事例が選定され

ました。 

11月22日開催の選定授与式及び交流会では、選定地区の代表者を首相官邸に招いて選定証を

授与し、内閣総理大臣、農林水産大臣、地方創生担当大臣からの直接の激励や地域リーダー同

士の交流が行われました。また、11月23日に「ディスカバー農山漁村（むら）の宝」の紹介や選

定地区の知名度向上に資するため、東京都内で選定地区による即売会（マルシェ）が開催され

ました。 

中国四国農政局管内から優良事例として６地区が選定され、特別賞のフレンドシップ賞（イ

ンバウンドに対応した農山漁村滞在型旅行（農泊）に取り組んでいる優良事例）に徳島県三好

市の「大歩危・祖谷いってみる会」が選定されました。

２．中国四国農政局による取組 

今年度の「ディスカバー農山漁村（むら）の宝」（第４回選定）の応募を機に、中国四国農政

局では、管内で応募のあった172地区の中から、他地域の参考となるような優れた地域活性化

の事例を「中国四国農政局『ディスカバー農山漁村（むら）の宝』」として広く発信することと

し、平成29年11月、中国四国農政局「ディスカバー農山漁村（むら）の宝」選定委員会を開催

し、17地区を選定しました。 

また、中国四国農政局管内での「ディスカバー農山漁村（むら）の宝」の応募喚起や他地域

への横展開を推進するため、今年度新たに応募全地区（172地区）に対して参加証を発行すると

ともに、選定地区（17地区）に対して選定証の授与及びロゴマークを進呈することとしました。 

「ディスカバー農山漁村（むら）の宝」交流会

中国四国農政局「ディスカバー農山漁村（むら）の宝」 

ロゴマーク 

「ディスカバー農山漁村（むら）の宝」 

参加証 

「ディスカバー農山漁村（むら）の宝」ロゴマーク
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（１）全国版選定地区〔管内〕の概要（ディスカバー農山漁村（むら）の宝（第４回選定））

大歩危・祖谷いってみる会（徳島県三好市） 特別賞受賞(フレンドシップ賞)

●道路網の充実で通過点となることを危惧し、地域全体の情報発

信を開始。

●香港やシンガポールの裕福層を中心にインバウンドの誘客に行

政と連携して取り組む。

●地域資源を活かしたイベントやツアーを企画、実施。

●郷土料理の発掘、新名物や土産品の開発にも取り組む。

わかさ29工房（鳥取県若桜町） 

●捕獲数が増えている鳥獣を里山の恵みとして特産化を推進。

●全国のシェフを招待し、安心安全なジビエや豊かな自然をPR。

●処理施設の衛生管理の向上を図るため、県版HACCPを取得。

●保冷車で集荷することで、夏季や遠隔地にも対応。猟師が持ち込

んだシカは全頭受け入れ。

飯南町注連縄企業組合（島根県飯南町）

●大しめ縄の技術継承が、有志による取組では困難になり、企業組

合を設立。

●大しめ縄の受注のほか、正月飾り等の小物の作成も実施。

●伝統を継承しつつ、活動費や雇用の場を確保。

●大しめ縄の制作現場を外国人はじめ一般に公開し、しめ縄作り

の体験も実施。

株式会社 Archis（山口県山口市） 

●地域活性化のために始めた米づくりと名水百選の水を活かし、

日本酒を醸造。

●世界の裕福層に認められるためのブランド戦略により、世界へ

発信。

●プレミアム感の創出などにより付加価値の向上を図る。

●古民家を地域のコミュニケーションの拠点として再生。

「四国の右下・魅力倍増」推進会議（徳島県美波町） 
●徳島県南部地域の知名度向上のため、１市４町が連携。

●「南阿波」を冠した「南阿波グルメ」を開発。

●「四国の右下」食の博覧会の開催などにより、情報発信。

●イベントに合わせて販路拡大のためのマルシェを開催。

日高村オムライス街道推進プロジェクト（高知県日高村） 

●特産のトマトと地元のお店で供されているオムライスを繋いだ

活性化を実施。

●キャンペーンやイベント出展、シェフの料理教室等を実施。

●サイクリングコースやレンタサイクルの整備、外国語パンフレ

ットの作成にも取り組む。

●JAが新規就農者を育成。トマト生産量が拡大し、出荷場も整備。

しめ縄づくり体験 

安心安全なジビエをＰＲ 

海外での日本酒プロモーション 

イベントでのマルシェの開催

シェフの出張料理教室

海外でのプレゼンテーションの実施 
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（２）地方版選定地区の概要（中国四国農政局「ディスカバー農山漁村（むら）の宝」）

大江ノ郷自然牧場グループ有限会社ひよこカンパニー（鳥取県八頭町） 
●体験スタジオを設け、バームクーヘン作り等の食育体験や、子供

対象の飼育体験、パティシエ体験等のお仕事体験を実施。

●自社生産の鶏卵のほか、地元農家の野菜や自社の廃鶏を有効活

用し、鶏肉ハム・ソーセージや総菜類、卵スイーツ等の食品製造を

行い、高付加価値商品として販売。

株式会社日南シルクファーム及び日南物産株式会社（鳥取県日南市） 

●トマトの契約栽培を進め、山陽･関西方面への販路拡大、地元市

場への販売量増加を目指す。

●地元高校や業者、NPO法人等と連携し、ドレッシング等の商品を

開発。今後は障がい者施設との農福連携も計画。

●トマト・大豆・イチゴ等の栽培ほ場での都市住民との交流。

窪田ふるさと会（島根県出雲市） 

●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子供の環境学習を実施。

●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。

おおだ一日漁推進協同組合（島根県大田市） 

●統一デザインロゴ、ポスターの作成や一日漁カレンダーの配布

等によるブランド価値と認知度を向上させる取り組み。

●官民一体で「一日漁ブランド推進協議会」を立ち上げ PR。

●小中高校生を対象に、一日漁の魚を使った料理教室の開催や学

校給食と連携した魚食普及。また、伝統漁法を題材にした DVD を

制作し PR。

農業生産法人（有）岡山県農商（岡山県岡山市） 

●青ネギ、黒豆、ミニトマトの栽培・出荷において一連の作業工程

における多様な単純作業を分担して障がい者の混乱を防止。

●障がい者の正式雇用に向けた職業実習の受入。

●耕作放棄地の活用による農業生産活動を通じ、障がい者の更な

る雇用拡大と地域活性化を推進。

里山デイズ（岡山県美作市） 

●地域と連携した移住促進ツアー、岡山大学と連携した新入生研

修、東粟倉観光協会と連携した観光ツアーを実施。

●農家民宿を活用した宿泊を伴うイベントの開催。

●雑穀のアワの文化や茅場の活用、修験道である後山など、地域独

自の伝統･文化を継承するため、体験会を開催。

地元の魚を利用した食材調理実習 

島根大学との交流 

羊とのふれあい体験 

障がい者による青ネギの洗浄 

里山案内ツアー（アワの栽培体験） 

体験スタジオ（パティシエ体験） 
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早島農業体験協議会（岡山県早島町） 

●築約200年の古民家を改装した滞在型施設『岡山ゲストハウスい

ぐさ』の開業に伴い、インバウンドの受入れを開始。訪問者に「い

草」の手織り等の体験機会を提供。

●インターネット（海外向け宿泊サイト）を活用した外国人観光客

向けの情報発信。

●経験者からノウハウを学び、町内で「い草」を栽培。苗の植付や

刈取などを農業体験としてイベント化。

川西自治連合会（広島県三次市）

●農家民宿・民泊、自然体験塾、子ども長期キャンプ等のグリーン・

ツーリズムや近隣の観光農園での農業体験の取組と連携して都市

農村交流のための拠点を形成。

●平成29年にコンビニと産直市、食品加工販売、軽食・交流スペー

ス等の生活拠点として、複合施設「川西郷の駅『いつわの里』」を

設置。

世羅高原６次産業ネットワーク（広島県世羅町） 

●より深く地域を知ってもらうため、農家民宿数の増加目標を設

定し、民宿開業に向けた家屋の改修や研修を実施。

●新たな土産品開発のため、菓子製造工場を整備するとともに、会

員へ開放。

●会員のアイデアで、米とぶどう、ワインを使ったサブレ｢Sera-

riz(せらり)｣や、米と果実を使ったグラノーラ｢SERANOLA(せらの

ーら)｣を製造・販売。

大道理夢求の里交流館（山口県周南市） 

●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。

河内谷土地改良区（徳島県三好市） 

●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。

五郷里づくりの会（香川県観音寺市） 

●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

山歩きツアーを実施。

●そば打ち体験や人気の「コンニャク」づくり等、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、伝統文化の継承施設「五郷

水車」を復活。平成 27年に活動拠点「あずまや」を併設。

インバウンドの拡大

（い草ワークショップ） 

郷の駅開業イベント 

農家民宿体験ツアー 

棚田に植栽されたシバザクラ 

里山歩きツアー 

小学校現地見学・学習活動 
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大地と語り合う会（香川県三豊市） 

●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。

●新たな加工場、直売所兼カフェを建設。

丹原もぎたて倶楽部（愛媛県西条市） 

●交流イベント「丹原もぎたて祭」で、子供の農業への関心を高め

る取組としてトラクター試乗体験等を実施。

●地域農業の伝統継承を図るため、地域特産の「愛宕柿」の干し柿

づくりの出前授業等を実施。

●地元産果実を使った加工品の開発・製造、移動販売車等による地

域密着型スイーツ等の販売や地元農産物飲食の場を提供。

企業組合遊子川ザ･リコピンズ（愛媛県西予市） 

●廃棄されていた規格外トマトを利用して開発した自家製トマト

酢をベースにした商品の製造・販売。

●農家レストランを運営し、旬の地元産野菜、トマト加工品を使っ

たメニューを提供。

●地域で開催される各種イベント（盆踊りや秋祭り）に、ピザ作り

などで参加し、地域活性化に貢献。

いしはらの里協議会（高知県土佐町）

●住民出資の「合同会社いしはらの里」を設立し、地域住民が自ら

生活店舗・ガソリンスタンド、直販所「やまさとの市」を運営。

●農産物の直販、加工品の開発・販売、直販イベント『まるごと石

原よさく市』の開催。

●地域での集いの場づくりや、子どもサマースクール、ライトアッ

プイベント等の交流イベントの開催。

公益財団法人三原村農業公社（高知県三原村） 

●農業公社が中心となり、ゆず栽培面積を拡大。

●後継者育成のため、研修生を受け入れ、ゆずやブロッコリー等の

栽培技術や農業経営について実践指導。

●農業所得向上のため、自動選果機を導入し、青果出荷率の向上を

図るとともに、加工用ゆずの販路拡大を展開。

●高齢化ゆず農家の農業支援体制の構築。

ボイセンベリーの加工品 

（果汁・ジャム） 

出前授業（干し柿づくり） 

遊子川トマトを使用した加工品 

住民の出資により運営する 

生活店舗 

ユズの苗木植付作業
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① 2017101 日南町 古民家かつみや 農泊
「食」の提供・
活用

子ども（教育・
体験）

② 2017102 米子市
鳥取西部農業協同組合
米子別所共同選果場

伝統・継承
子ども（教育・
体験）

後継者、集落
づくり

③ 2017103 鳥取市 五しの里さじ地域協議会 農泊 自然・景観
子ども（教育・
体験）

④ 2017104 智頭町 那岐特産品開発研究会睦グループ
「食」の提供・
活用

地産地消 女性の活躍

⑤ 2017105 八頭町
大江ノ郷自然牧場グループ
有限会社ひよこカンパニー

農泊
子ども（教育・
体験）

６次産業化

⑥ 2017106 鳥取市
「農事組合法人日光農産」
「瑞穂生姜協議会」

伝統・継承 ６次産業化 －

⑦ 2017107 鳥取市
NPO法人いんしゅう鹿野まちづくり協議
会

自然・景観
「食」の提供・
活用

定住・移住

⑧ 2017108 日野町 株式会社優栽 自然・景観
子ども（教育・
体験）

地産地消

⑨ 2017109 倉吉市 倉吉市体験型教育旅行誘致協議会 農泊
子ども（教育・
体験）

高齢者の活躍

⑩ 2017110 八頭町 隼駅を守る会
「食」の提供・
活用

国内観光 定住・移住

⑪ 2017111 琴浦町 大山乳業農業協同組合
子ども（教育・
体験）

６次産業化 地産地消

⑫ 2017112 日南町
株式会社日南シルクファーム及び
日南物産株式会社

６次産業化 地産地消 定住・促進

⑬ 2017113 倉吉市 ＪＡ鳥取中央あぐりキッズスクール
子ども（教育・
体験）

食育 －

⑭ 2017114 智頭町 鳥取県智頭町 農泊 自然・景観
子ども（教育・
体験）

⑮ 2017115 若桜町 わかさ２９工房 ジビエ
「食」の提供・
活用

鳥獣被害防止

⑯ 2017116 湯梨浜町 門田地区農地・水・環境保全会 自然・景観 伝統・継承
子ども（教育・
体験）

⑰ 2017117 伯耆町 パワフル伯耆まちづくり推進協議会 自然・景観
子ども（教育・
体験）

地産地消

⑱ 2017118 鳥取市 大井手土地改良区 自然・景観
子ども（教育・
体験）

－

※　参加証コードは、中国四国農政局「ディスカバー農山漁村（むら）の宝」選定委員会が応募団体に発行する「参加証」に記載される番号です。

※　参加証コードは、応募受付順で付与しております。

Ｎｏ.

「ディスカバー農山漁村（むら）の宝」（第４回選定）　応募団体　一覧　（鳥取県）

該当する取り組み選定地区 参加証コード※ 市町村 団体名
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鳥取市

米子市

倉吉市

境港市

岩美町

若桜町

智頭町

八頭町三朝町

湯梨浜町

琴浦町

北栄町

日吉津村
大山町

南部町

伯耆町

日南町

日野町

江府町

6

9

10
17 

1

応募団体位置図（鳥取県）

2

8

13

14

3

4

5

7

11

12

15

16

18

6
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古民家かつみや

農業体験 田車押し 自然体験 聖滝ウオータークライミング

経 緯

○生まれ育った集落が限界集落に
陥っていく状況を見て、地域の里
山の景観や地域でつくる新鮮野
菜等を利用販売することにより地
域の活性化につなげることを決意。

〇平成20年国立米子工業専門学校
と県の指導で「体験型農家民宿」
を発足。地域資源を活かした観光
ツアーの実施等で地域の活性化
を目指している。

取組内容

○農作業・自然体験の実施
・田車押しによる除草作業、川遊び等。
・日南町教育委員会、国立高専、NPO法人、
子供会等と連携。

○農泊・田舎料理づくり体験
・築100年を超え、国の登録有形文化財に登
録されている「古民家」に宿泊。

・かまどでご飯づくり、山菜料理、ジビエ料理
作り体験。

活動の効果

○活動開始から10年を経過する中で鳥取県や日南町との協力体制が高まり、県外の
お客や学校が体験に訪れるようになった。

○外国旅行者の受入や移住定住体験ツアーの協力依頼が増加。

日野郡日南町菅沢729番地 Ｔｅｌ：0859-87-0304

応募団体からのアピール・メッセージ

鳥取県日南町

『里山と川と田舎暮らし』をテーマとした農泊や農作業・自然体験を行っています。

農村の環境保全や生態系の保全活動にも取り組んでおり、当地に生息しているオオ
サンショウウオ、ヒメボタル、日本みつばちの観察が体験できます。

～採って見て食べて遊んで泊まって五感を甦らせる～

子ども
（教育・体験）

農泊1 「食」の
提供・活用

にちなん
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鳥取西部農業協同組合 米子別所共同選果場

境港市、妖怪神社に輝太郎柿の奉納 梨・柿・イベントでの試食販売

経 緯

○別所集落は明治時代に果樹栽培
が始まり、選果作業の効率化・有
利販売を行うため、昭和１５年に
現在の生産組織「別所共同選果
場」を設立。

○集落内での共同作業、後継者づく
りや、選果場を中心とした各種行
事の開催による集落づくりなどを
後世に引き継いでいくため、集落
一丸となって取り組んでいる。

取組内容

○担い手・新規就農者の確保に関する取組
・退職後就農者の新規掘り起こし
・就農しやすい環境づくり
・果樹イベントの開催
〇果樹園の効率化・維持管理に関する取組
・廃園予定の事前把握と継承
〇食育学習、出前事業

・地元小学校の社会科見学と農作業や果樹
栽培に係る食育学習

活動の効果

○高品質な「別所ブランド」の果実づくりと設備投資経費を低減する経営は、高単価販
売と農家手取金額の向上につながっており、小規模でも高収益な果樹経営を実現。

○活動を通じ組合員の優良果樹園を維持しようという意識が高まった。

〇組合員22戸のうち８戸が退職後に就農し、高い継承率を維持。また、果樹での新規
就農希望者（27年度 Ｉ ターン）を受入。

米子市別所1128 Ｔｅｌ： 0859-26-0015

応募団体からのアピール・メッセージ

鳥取県米子市

丁寧に、丹精込めた果実を販売しています。ぜひご賞味ください。
URL：http://www.y-bessho.com/

～共同選果場がつなぐ別所集落の未来づくり～

後継者、
集落づくり

よ な ご2 子ども
（教育・体験）

伝統・継承

とっとりせいぶ よなごべっしょ
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五しの里さじ地域協議会

郷土料理作り体験 林業・間伐体験

経 緯

○少子高齢化、空き家問題、産業の
衰退で疲弊している地域の「元気
なふる里佐治」実現を目指す。

〇滞在型観光の受け皿として、五し
の里さじ地域協議会を設立。

〇現在は、地元小学校の農泊体験
プログラム提供を中心に活動。

※「五し」とは地域資源「梨、和紙、
石、話、星」の語尾の「し」の総称

取組内容

○小学校の田舎暮らし体験受入れの実施。
・鳥取市教育委員会と連携

〇約40種類の体験プログラムを提供。
・農泊家庭の整備・拡大の実施
・教育旅行用の体験プログラムの実施
・大人を対象としたアクティビティーの実施

○鳥取県山間部の自然観光拠点として営業。
・観光協会、旅行会社と連携

○自然体験のインストラクター育成。

活動の効果

○教育旅行による体験者の大幅増加（Ｈ24年428名 Ｈ28年1,329名）。
○一般旅行者の受入の増加（Ｈ24年124名 Ｈ28年509名）。
○来年度は、関西の中学生を受入予定。インバウンドの申込数も増加。

〇空き家問題・移住定住の課題解決につなげる取り組みも協議会として開始。

鳥取市佐治町加瀬木2519-3 Ｔｅｌ： 0858-88-0177

応募団体からのアピール・メッセージ

鳥取県鳥取市

～農泊を通して、町に対する誇りや郷土愛の向上を図る～

ご

子ども
（教育・体験）

農泊3 自然・景観
とっとり

皆様よりたくさんのご支援・ご協力いただきありがとうございます。今後とも当協議会・
鳥取市佐治町をよろしくお願いいたします。

さと
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那岐特産品開発研究会睦グループ

那岐特産品開発研究会睦グループの皆さん 柿の葉寿司

経 緯

○昭和60年に開催された国民体育
大会（わかとり国体）の時､各都道
府県から参加した出場選手の民
泊受け入れや､土産物作りをした
ことが結成のきっかけ。

○その後、昭和62年に睦グループと
して設立し、現在12人のメンバー
（最高齢は92歳）が幅広く活動。

取組内容

○地元郷土料理である「柿の葉寿司」をメイン
とした、食文化の継承活動。

○少子高齢化が進む地域の活性化のため、
｢ふるさとの味」小包として、旬の野菜の宅
配の取組や､｢柿の葉寿司｣､｢かき餅｣の製
造･販売を行う。

〇地元高校や小学校ならびに一般団体向け
に「柿の葉寿司」をはじめとした郷土料理講
習会を開催。

活動の効果

○みんなが「やりながら考えよう」とプラス思考になり、地域の結束力が向上。
○鳥取県内全域から郷土料理体験学習の依頼が来るようになり、活動の場が増えた。

〇「かき餅」製作時は地元の風物史として、毎年、テレビ局や新聞社の取材が入るよう
になった。

八頭郡智頭町西宇塚159 Ｔｅｌ： 0858-78-0122

応募団体からのアピール・メッセージ

鳥取県智頭町

那岐の伝統料理を工夫して創作した「柿の葉寿司」。味も彩も天下一品。伝統創作
料理をぜひ訪れて食べてください！！

～じげの料理を次世代につなぐおばあちゃん～

女性の活躍地産地消
ち づ

むつみ

4 ｢食｣の
提供･活用

なぎ
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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。

八頭郡八頭町橋本877 Ｔｅｌ： 0858-73-8211

当社は、平飼養鶏からスタートした会社で、これからもこだわりの卵「天美卵」の生産販売が

会社の根幹であることには変わりはありませんが、養鶏という幹から卵加工品の製造を始め

様々な枝葉を伸ばし、子供たちや若者たちに、６次産業化による農業の可能性を伝える企

業になりたいと考えています。

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

5 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
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農事組合法人日光農産、瑞穂生姜協議会

新生姜まつりでの新生姜収穫体験 しょうがぽかぽかフェスタ「生姜積みゲーム」

経 緯

○日光地区、瑞穂地区では古くから

生姜栽培が盛んだったものの、生
産者の高齢化や低価格の外国産
に押され、生産量も大幅に減少し
ていた。そのような中、代々受け
継がれてきた地元の伝統文化が
消えてしまうことに危機感を抱い
た生産者らがそれぞれ団体を設
立し、生産振興や地域活性化に
取り組むこととなった。

取組内容

○収穫後、「生姜穴」と呼ばれる横穴で熟成さ
せた生姜を直売所、地元スーパーなどで販
売するほか、お菓子などの加工品、市内の
学校給食などにも利用。

○秋の「新生姜まつり」等で、収穫体験や女
性メンバーが考案した生姜料理の販売など、
地元の歴史・食文化の発信。

○地域の各種団体や行政と連携し、「生姜と
温泉と健康」をテーマに生姜を楽しむイベン
ト「しょうがぽかぽかフェスタ」を開催。

活動の効果

○生産者の高齢化が進んでいるが、特別栽培農作物の栽培面積を広げており、生姜の栽
培が高齢者の生きがいになっている。

○生姜を通した取り組みにより地域活性化を図るなど、生姜に対する住民の意識が向上。

(日光農産)鳥取市気高町日光111-1 Ｔｅｌ： 0857-82-1100
(瑞穂生姜協議会)鳥取市気高町土居135 Ｔｅｌ： 0857-84-2554

応募団体からのアピール・メッセージ

鳥取県鳥取市

～次世代に引き継ぐ香りとコクの生姜～

６次産業化伝統・継承
とっとり6

みずほ しょうが

しょうが

(日光) 400年の栽培の歴史があり、特別栽培の生姜を自然熟成させ、安全安心な健康食
材として提供いたします。
(瑞穂) 食と農の交流拠点を通じて地域の人とのふれあいを深め、肥培管理の一環を体
験していただくなど、次世代への継承を行っています。生姜穴で熟成させた瑞穂生姜を自
信をもって食卓や給食にお届けします。

にっこう のうさん
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NPO法人いんしゅう鹿野まちづくり協議会

女性に大人気、夢こみちの「菅笠御膳」 空き家活用、国の登録有形文化財への移住

経 緯

○役場が無くなる危機感から、役場
の代わりになれるような存在に、
そして自分たちの子供達が帰って
きたい町、住み続けたいと思える
町にしたい。

○そのためには自らが楽しみ、やり
たい事を行い、次の世代に継承で
きる魅力あるまちを創出すること
と考え活動している。

取組内容

○空き家を食事処として提案・整備し、今年14
年目を迎える。地域食材を使った手作り料
理「菅笠御膳」等を提供。

○鳥取市より「鳥取市移住定住空き家運営業
務」を受託し鹿野町域の移住者支援を推進。

○「農業」「まちづくり」「演劇」の体験メニュー
「鹿野ちゃれっじ」の構築による鳥取大学、
大阪国際大学等との連携・交流。

活動の効果

○来訪される方が少しずつ増加し、地域の活動団体も新たに生まれている。

○これまで24か所の空き家が住居、お店に活用され、移住者は最近５年で60人を超え
た。

○ドイツから新たなアーティストが移住し、芸術祭を開催。

鳥取市鹿野町鹿野1809-1 Ｔｅｌ： 0857-84-1188

応募団体からのアピール・メッセージ

鳥取県鳥取市

昨年度より農村集落活性化支援事業『鹿野町河内果樹の里山プロジェクト』をスター
ト。地域の方々と一緒に、耕作放棄地の新たな活用を目指しています。

～いんしゅう鹿野の地域魅力創出～

しかの

定住・移住
「食」の
提供・活用

とっとり7 自然・景観
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株式会社 優栽

根雨小学校と境港市誠道小学校の田植え交流 地域住民と大学生ボランティア

経 緯

○自然豊かな日野町を守る為に、エ
コファーマーの認定、カバークロッ
プの実践、水田環境特Ａの認定、
鳥取県特別栽培農産物の認証に
取り組んできた。

〇23年に海藻肥料に出会い、海藻
農法普及協議会日野支部を発足。
天然由来で高食味米のブランド化
を推進。

取組内容

○循環型、環境保全型農業による地域ブラン
化の推進。

〇地元日野町ならびに境港市の小学校と、田
植え・稲刈りの体験交流を実施。

○海藻肥料を使用した山田錦を栽培し、酒米
での収入向上を図る。

○大手百貨店、ＪＲ西日本、地元温泉旅館、
レストランヘの販路拡大。

〇鳥取大学のボランティアグループとの共同
作業と交流。

活動の効果

○海藻を活かした肥料による、安全で高食味なお米としてマスコミに取り上げられたほ
か、口コミ等により知名度が上昇。

○高校生の職場体験が年々増加。

日野郡日野町根雨353 Ｔｅｌ： 0859-72-2320

応募団体からのアピール・メッセージ

鳥取県日野町

中国山麓のド真ん中で水稲栽培は不利な条件ばかり。広くて急勾配法面、水は冷た
く分けつしにくい。この不利な条件を逆手に、高食味を生みだす海藻肥料を活かして、
町を上げて環境保全とブランド化を目指す。

～海藻が地域を救う～

地産・地消
子ども

（教育・体験）

ひ の

8 自然・景観

ゆうさい
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倉吉市体験型教育旅行誘致協議会

農泊体験：サツマイモ堀を体験する生徒 農村生活体験：魚つかみどりと炭焼き体験

経 緯

○過疎化・高齢化が進む中山間集
落において、民泊を利用した農業
体験ツアーを商品化し、都市部か
らの誘客を行うことにより、農家の
副収入を増やすとともに、都市部
住民や学校との交流を促進し、住
み慣れた地域に誇りと愛着をもっ
て安心して住み続けることができ
るようにしたい。

取組内容

○自然体験を通して、子供たちに本物の自然
の楽しさ・美しさ・大切さを伝える工夫をした
体験メニュー。

○農家が、子供たちに知識の継承になるよう
なポイントを加えて話をしてもらうことで、農
家にも知識の継承について再認識してもら
う。

活動の効果

○平成25年には受入人数が1,000人を超え、一度来た学校が体験時間を増やしたり、
体験メニューを増やしたりと、気に入ってもらっている。

○農家にも毎年来る学校の生徒の感想文が届いており、過疎化した農村集落のあちこ
ちを子どもたちが体験することが地域の高齢者の元気の源となっており、地域の魅
力を再発見することができた。

倉吉市関金町関金宿1560-1 Ｔｅｌ： 0858-45-1122

応募団体からのアピール・メッセージ

鳥取県倉吉市

魅力ある東大山エリアの大自然の中、ここでしか体験できないメニューを沢山揃えて
います。素朴な地域の人々との交流で心豊かな体験をお楽しみください。

～いなかといいなかセキガネたいけん～

高齢者の活躍
子ども

（教育・体験）

くらよし

9 農泊
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隼駅を守る会

聖地隼駅に訪れたライダー カフェ＆ホステルBASE８８２３（ベースハヤブサ）

経 緯

○第３セクターの若桜鉄道
隼駅の乗車運動を展開し
ながら、有形登録文化財
に指定されている歴史あ
る隼駅を守り、同名の大
型バイク・隼ライダーの聖
地としてライダーを積極的
に受入れ、交流を通して、
地域の活性化を図ること
として設立。

取組内容

○隼駅は、有形登録文化財に指定されていることか
ら、会員のみならず、高齢者団体、女性団体など各
種、各層が毎年清掃・美化活動に取り組む。

○平成27年4月27日、「HOME8823」（ホームハヤブ
サ）をオープン。Uターン・早期退職した若者で運営
しており、地元で生産された農産物を利用した食事
を提供。

○平成28年4月23日、古民家を改修したバイク専用ガ
レージ付きライダーズカフェ＆ホステル「BASE8823」
（ベースハヤブサ）を開店。

活動の効果

○「隼駅」が隼ライダーの聖地として全国的に認知され、年間を通じて多くのライダーが
訪れるようになり、地域が活性化された。

○移住や定住の問い合わせも来るようになり、「HOME8823」、「BASE8823」といった食
事提供などの場ができ、地域住民とライダーとの交流・憩いの場所となり、新たな賑
わいが生まれた。

八頭郡八頭町見槻中７６ Ｔｅｌ： 0858-72-1611

応募団体からのアピール・メッセージ

鳥取県八頭町

地域で生産された食材を材料に、美味しい食事を提供するＨＯＭＥ８８２３。
ライダー用ホステルＢＡＳＥ８８２３。ライダーの聖地「隼駅」。
若者が中心に地域が元気な「隼」。一度おいでください。お待ちしています。

～「隼」は、元気で楽しい。魅力が一杯！～

定住・移住
「食」の
提供・活用

や ず10 国内観光

はやぶさえき
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大山乳業農業協同組合

試作品アイス試食 鳥取県知事訪問・完成報告試食会

経 緯

〇2013年より着手した６次産業化商
品の開発では、鳥取県産の食材
を使用したアイスを開発。地元量
販店を中心に販売を行っている。

〇次世代に食について学んでもらい
たい、もっと多くの方に鳥取県食
材の魅力を発信したいとの思いが
合致し、県立倉吉総合産業高校と
の６次産業化コラボ商品の開発
が企画された。

取組内容

○高校生とのコラボ商品開発。
・アイスクリームの製造現場見学
・デザイン会社による出張授業
・いちご農家見学

・アイスクリームの試作（仕様・デザインを決
定）

〇店頭販売・PRの取組。
・鳥取県知事を訪問、発表試食会の実施
・生徒たちによる店頭販売

活動の効果

○参加した生徒たちに大山乳業のモノづくりや、生産者の思い、商品が作られ店頭に
並ぶまでにたくさんの人が関わっている事を学んでいただけた。また、知事訪問・発
売日の店頭販売は多くの地元メディアに取り上げられ、大山乳業ならびに地産地消
の取り組み・鳥取県の農産物をPRすることができた。

○製造した約５万本はすべて完売となり、お客さまからも好評いただいた。

東伯郡琴浦町保37-1 Ｔｅｌ：0858-52-2211

応募団体からのアピール・メッセージ

鳥取県琴浦町

大山乳業農協では今後も、県と連携しながら鳥取県の魅力をＰＲしていきます。

～地元の食材でヒット商品を！高校生とのコラボ商品開発～

地産地消
子ども

（教育・体験）
11 ６次産業化

ことうら

だいせん
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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3.000本の栽培と完熟で収穫 高校生との商品開発

経 緯

○民間企業の農業参入事業として
活動。

〇前年度より、栽培部門の会社（株
式会社日南シルクファーム）を立
ち上げ更なる事業展開を試みて
いる。

取組内容

○トマトの栽培を行い、山陽方面をメインに定
額での販売を行い市場を開拓。

○地元高校・業者・NPO法人と連携し、ドレッ
シングやレトルトカレーなどの商品を開発。

○障がい者雇用に力を入れ、障がいを持った
方に仕事を出すのではなく、障がいを持っ
た方でもできる仕事を渡していく。

○行政や中間管理機構と連携し、耕作放棄
地の減少に努める。

活動の効果

○トマトの栽培面積本数は順調に増加（Ｈ26 10ａ1,000本 Ｈ28 25ａ2,500本）。
○使用されていなかったガラス温室の再利用によるイチゴの栽培の開始。
〇関西圏の各種バイヤーの来場の増加。

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

土からの栽培にこだわりトマトを作っています。
土栽培で10,000本をいち早く達成し、本数、品質をレベルアップさせ続けます。

～中山間地を守るサラリーマン農業の挑戦～

定住・促進６次産業化
にちなん12 地産地消

にちなん にちなん
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ＪＡ鳥取中央 あぐりキッズスクール

親子で特A米「きぬむすめ」の田植えに挑戦 農業高校の嵐が丘牧場で畜産の学習

経 緯

○鳥取県中部は平野、大山山麓、
砂丘地等、様々な自然環境が凝
縮された地域であり、このことが
多くの農産物の源となっている。

○未来を担う子供たちに、この優れ
た自然環境を生かして、「農業の
大切さ」「食べることの大切さ」「命
の大切さ」を農業体験学習を通じ
て伝えたいという思いから始めた。

取組内容

○親子での田植え、稲刈り、はで掛け、餅つ
きをして餅の販売、しめ縄作りなどの農業
体験を毎月実施。

○生産者の協力も得て、地域の特産物、選果
場の施設見学のほか、特産品での加工品
作りなど、幅広いカリキュラムを地域ごとに
分けて提供。

○地元農業高校（倉吉農業高校）と連携し、
農業高校の生徒が年間を通してあぐりキッ
ズスクールの補助員として協力。

活動の効果

○農作業を通して土や生き物に対する興味や知識を深め、助け合う心や命への思い
やりの心を育んだ。JAまにわあぐりスクール生との交流を行うことで、他地域の農産
物を知り、仲間作りができた。保護者からも「積極的になった」「何にでも興味を持ち
明るくなった」との意見が寄せられている。

○あぐりキッズスクールの卒業生が地元農業高校や大学に進学し、本JAに就職してこ
の活動に再び参加しており、人の循環作用を生んでいる。

鳥取県倉吉市越殿町1409番地 Ｔｅｌ： 0858-23-3012

応募団体からのアピール・メッセージ

鳥取県倉吉市

平成３０年度は４月２９日（祝・日）に開校式を迎え、毎年大好評の苺の学習と収穫体験
をあぐり生、保護者の全員で行います！夏休み特別カリキュラムとして、大阪中央卸売
市場の見学も実施！盛りだくさんのカリキュラムで、友達をいっぱい作りましょう！

～ふれよう・感じよう・たのしもう～

食育
くらよし

13 子ども
（教育・体験）
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鳥取県 智頭町

民泊家庭での共同による料理作り 森のガイドと森林セラピーの様子

経 緯

○智頭町は江戸時代頃から「杉のま
ち智頭（ちづ）」として全国でも名
の知れた林業地。

○現在では少子高齢化の影響もあ
り低迷する林業・農業に光りをあ
て、「林業農業を中心とした町民
が主役の町づくり」を目指し、町民
と行政が一緒に汗を流す「提案
型」を基本とした新しい町づくりを
目指す。

取組内容

○園舎のない森などで保育を行い、たくましい
健康な体づくりを目指した「森のようちえん」
を開園。

○“森林は町の大切な財産”としてとらえ、森
の癒し効果に着目し、健康促進やストレス
発散を目的とした「森林セラピー®」。

〇一般家庭に泊まり、家人と一緒に野菜を収
穫し、郷土料理や家庭料理を作り、食卓を
囲み語りあうことなどによる、心のふれあい
を目的とした「民泊」体験の実施。

活動の効果

○町の大切な財産である「森林」を活用した「森林セラピー®」や森の情操教育的な効
果に着目した「森のようちえん」事業の展開により、観光客が増加し、全国的な先進
地として注目。

○森のようちえんの取り組みが注目され、年々入園を希望する移住者の数が増加。
○民泊は、そこでしかできない田舎暮らしを体験することで、癒しの空間の創出に大き
く貢献。

八頭郡智頭町大字智頭2072-1 Ｔｅｌ： 0858-75-4112

応募団体からのアピール・メッセージ

鳥取県智頭町

智頭町は町の９３％が森に囲まれた自然豊かな町です。森をフィールドとした「森の
ようちえん」は全国からも注目されており、移住者も多い町です。

～みどりの風が吹く“疎開”のまち～

子ども
（教育・体験）

自然・景観
ち づ14 農泊

ちづ
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わかさ29工房

首都圏や県内など、全国へのジビエ普及 首都圏シェフとの交流を通じ、安心安全なジビエをPR

経 緯

○鳥獣害対策として捕獲した鹿等の
多くは埋設などにより処理していた
が、廃棄される鹿等を有効活用する
ため、平成24年度にジビエ解体処理
施設を建設し平成25年度から稼働。
○若桜町と隣接する八頭町で捕獲
された鳥獣を含め里山の恵みとして
特産化を推進。

取組内容

○ジビエの消費拡大
首都圏・関西圏レストラン約100店舗、鳥取県

東部約20店舗等、県内外高級レストラン等へ
提供。

○平成29年６月 鳥取県版HACCPを取得。
シェフや他の処理施設管理者に対する解体処
理研修等を実施。

○全頭受入。保冷車による集荷等で猟師の負担
軽減。ジビエで提供できるものを厳選し、それ
以外は販売、販路の確保により有効活用を
図っている（ペットフード、骨、皮等）。

活動の効果

○処理頭数、解体処理率が大幅に増加（H26年→H28年で約７倍）
処理頭数：263頭（H26）→1,857頭（H28）、処理率（若桜町）：5.6%（H26）→34.8%（H28）
○首都圏や県内など、全国へのジビエ普及

首都圏・関西圏レストラン約100店舗へ提供、県内スーパーで鹿肉の通年販売が始ま
る。近隣の道の駅、鹿革製品等の販売店、レストラン等と連携しジビエ関連産業を創出。

八頭郡若桜町若桜999-1 Ｔｅｌ： 0858-71-0429

応募団体からのアピール・メッセージ

鳥取県若桜町

「鳥取県産鹿肉」がボキューズ・ドール国際料理コンクール2019日本代表決勝大会で
の課題食材に選ばれ、「わかさ２９工房」から提供。

にく

鳥獣被害防止ジビエ
わかさ15 「食」の

提供・活用

～里山の命をいただき農村の宝にかえる～
むら
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門田地区農地・水・環境保全会

正月飾りづくり体験生き物調査・水質調査

経 緯

〇当地域では、昭和40年代80戸以
上の農家が農業を営んでいたが、
年数の経過とともに農家数が43
戸と半減。農業施設の保全管理
や担い手の確保に支障が出始め
た。

〇このため地域の農業者が中心と
なり、平成20年度から多面的機能
支払制度を活用した取組を開始し
た。

取組内容

○外来種（ジャンボタニシ）の駆除と生き物・
水質調査の実施。

〇農業体験「田んぼの学校」を開校。
小学生の子供たちが「田植え」「稲刈り」「餅

つき」「正月飾りづくり」を、地域の大人に教
わりながら体験するイベントを実施。

〇遊休農地の発生防止を兼ねて蕎麦を栽培。
収穫した蕎麦は、年末に「年越しそば」とし
て一人暮らし高齢者等へ配布。

活動の効果

〇生態系保全活動により、少しずつではあるがジャンボタニシによる稲の食害が減っ
てきているのを実感できるようになった。

〇「田んぼの学校」には、小学生から高齢者まで多くの参加があり、昔ながらの稲作栽
培や農業に由来する行事・文化の伝承を通じて、「農村コミュニティの強化」が図られ、
活気が戻ってきた。

東伯郡湯梨浜町門田426 Ｔｅｌ：0858-32-0390

応募団体からのアピール・メッセージ

鳥取県湯梨浜町

活動を通じて、世代間の交流と農村文化の伝承が図られ、集落内が活性化しました。

平成29年度多面的機能発揮促進事業中国四国農政局長表彰の最優秀賞を受賞しまし
た。（多面的機能支払）

～世代を越えて伝える農村文化～

子ども
（教育・体験）

自然・景観16 伝統・継承

かどた

ゆりはま
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パワフル伯耆まちづくり推進協議会

地元食材を使用してのパン作り体験 廃校の活用による工作体験

経 緯

○「魅力ある地域づくり」、「継続的な
情報発信」、「地域内多業種連携
による継続的施策」を行うには、
個々の努力では困難なことから、
複合的視野、専門性の高い知識
や技術、しっかりした管理体制を
構築するため、多業種連携や官
民連携による新組織が必要と考
え設立。

取組内容

○地域の子どもたちを対象に、農業を中心と
した学習・体験、他地域との交流促進によ
る視野・発想の拡大を図るためのモニター
ツアーを開催。

○農林水産業・加工・販売体験を組み合わせ
た「パワフル伯耆キッズ」育成プログラム。

活動の効果

○地域に住む人々が自らの街を再認識するきっかけのひとつとして、定住の促進につ
ながった。

○地域内の連携、地域企業とのコラボレーションにより、地域の素材が再認識できた。

○都市部の子供を含むファミリーが自然に触れ、伯耆町の良さを知り、忘れられない土
地であり、ふるさとになった。

西伯郡伯耆町大殿977-1 Ｔｅｌ： 0859-68-2060

応募団体からのアピール・メッセージ

鳥取県伯耆町

西の秀峰「大山」の裾野に広がる伯耆町。自然をフィールドにしたメモリアルな体験を
観光に組み込んだプログラムの開発を研究中！まだまだ楽しくします！

～ほうきキッズの育成（伯耆町で遊びほうけちょ ）～

地産地消自然・景観
ほうき

17 子ども
（教育・体験）

ほうき
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大井手土地改良区

出前授業 大井手探検隊（水路）

経 緯

〇1970年頃から続けていた小学校
からの依頼を受けて行っていた出
前授業や施設見学を21世紀土地
改良区創造運動に取り組むことで
改良区から積極的に地域学習に
力を入れるようになった。

取組内容

○ホタル飼育、ホタル放流会・鑑賞会

〇大井手探検隊
小学校を対象に、大井手川の歴史と役割に

ついて勉強したり、大井手川の土地改良施
設や大井手川開鑿の祖、亀井茲矩公墓所
を訪ねるツアーを実施。

〇出前授業
改良区職員が講師として小学校へ出向き
授業を実施。

活動の効果

〇大井手川や土地改良施設などを身近な存在として感じてもらえるようになり、地域住
民の水路の草刈り等の作業参加者が増えてきた。
〇大井手探検隊に参加した子どもの話を聞いた大人が、自分達も見学したいというこ
とで問い合わせが来るようになった。

鳥取市古海819 Ｔｅｌ：0857-22-2691

応募団体からのアピール・メッセージ

鳥取県鳥取市

改良区では地域の人たちに農家が中心となって行っている維持管理活動の大切さ
を知ってもらい、活動への参加者や理解が増えていく為の取組を行っています。

～地域学習フロンティア 大井手土地改良区～

子ども
（教育・体験）

自然・景観18
おおいで

とっとり
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