
静食品株式会社 

ジビエ処理施設 みのりの丘ジビエセンター シカとイノシシのウインナー 

経 緯 

○猟友会が駆除しても処理施設がなく、
大半が廃棄されているということで、
食肉を扱っている立場から、命、資源
を粗末にするという「もったいなさ」を
感じていた。 

 

○市が処理施設を建設するにあたり、
会社としては設立したばかりだが、指
定管理業者の募集に応募し、指定さ
れた。 

取組内容 

○ジビエセンター開設と同時に、指定管
理業者としてイノシシ・シカの処理を開
始。 

 

○同時に、自社で食肉として加工、及び
ウインナー等加工品を製造し販売開始。 

 

○ジビエを地元ブランドとして確立を目指
し、先ずは地元の道の駅等から営業活
動を行う。 

活動の効果 

○猟友会から、ジビエセンターに持込めば処理してくれるという意識が少しずつできて
いる。 

 

○年間約600頭の処理をしており、資源の再利用、真の意味での地産地消にも貢献で
きている。 

 

 山口県下関市椋野町3丁目13番18号 Ｔｅｌ：083-231-4734 

応募団体からのアピール・メッセージ 

山口県下関市 

 長州ジビエのブランドを広く浸透させるとともに、本当に美味しいオリジナル製品の開
発を進め、本州最西端のジビエとして、広くアピールしていきます。 
   URL：http://shizuka.jp/index.html 
 

長州ジビエ幟 

しものせき 

～長州ジビエを日本一のジビエブランドに～ 

しずか 
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ふくみがき商品 

経 緯 

○昭和２５年に「下関唐戸魚市場仲卸
人組合」として創設。 

 

○平成１３年に法人「下関唐戸魚市場
仲卸協同組合」を設立し、組合員は２
４社である。 

取組内容 

○下関を流通することなく下関を称する
関連商品が横行し始めたことから、平
成２０年に地域団体商標「下関ふく」を
登録。 

○平成２８年に地理的表示制度（ＧＩ制
度）を取得。 

○下関は高度な加工技術と確かな目利
きにより、ふぐ流通やふぐ食文化の中
心地として不動の地位を守り続ける。 

活動の効果 

○組合員の中で「下関ふく」のブランド意識が高まり、他産地との競合を経て自らの強
みを発見することができた。 

 

○これまで大都市圏での拡販を中心に行ってきた活動をネット販売等を通じ自ら主体
となって全国に発信する組合員や輸出、インバウンドに取り組む組合員もでてきた。 

 

 山口県下関市唐戸町5番50号 Ｔｅｌ：083-233-0186 

応募団体からのアピール・メッセージ 

山口県下関市 

 全国唯一のふぐの専門市場の仲卸が熟練した技術をもって安心・安全なふぐを全国
にお届けします。 

   URL：http://karato-n.axis.or.jp 
 

しものせき 

～河豚と言えば下関 本場には本場のわけがある～ 

輸出 伝統・継承 11
5 

下関唐戸魚市場仲卸協同組合 

セリ風景 
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楠こもれびの郷（楠むらづくり株式会社） 

施設（温泉、直売所、レストランetc） 

経 緯 

○農山村地域の過疎・担い手不足・
世帯の極小化・農林業の衰退等、
地域課題を解決するための起爆
剤として、楠むらづくり株式会社
が「楠こもれびの郷」の指定管理
者に。 

 

○温泉施設・農産物直売所・農家レ
ストラン・農業研修交流施設を併
設した都市交流施設を整備。 

 

取組内容 

○農業研修交流施設「万農塾」を開校し、行
政や農業委員会とも連携を図り、新規就農
者と離農農家との橋渡し役。 

○週末あぐり塾の開催、食農体験の推進によ
り、生産物や食の魅力を高め地域のＦＡＮを
獲得し、交流人口増加をねらう。 

○地元農産物の加工を開始し「吉部筍物語」
と銘打ってシリーズ化を図り、「たけのこの
旨煮」、「吉部炙り筍ご飯の素」、「筍の梅酢
漬け」を商品化。 

活動の効果 

○卒塾生の新規就農者により離農する農地の保全。 
 

○筍の商品開発と製造販売により、筍の生産者の所得向上と山林の環境保護に寄与。 
 

○地元農産物の商品化・流通を通して、生産者の所得向上、地産地消の拡大、雇用の
創出。 

 山口県宇部市大字東万倉字二ノ沖田917番地 Ｔｅｌ：0836-67-2617 

応募団体からのアピール・メッセージ 

山口県宇部市 

 憧れののどかな農村風景を継承し、「万農塾」を通して、「食」「家族」「故郷・住居」
「絆」をより深める。そんな「むらづくり」を育みたい。 
   URL：http://www.komorebinosato.net 

活動(万農塾、食育、農業体験) 

うべ 

～生産と消費を結び、持続可能な“農・食・暮らし”の活性化を目指して～ 

６次産業化 
子ども 

（教育・体験） 
00 116 



市小野 集落協定 

農事組合法人市小野の設立 

経 緯 

○中山間地域における農業者の高
齢化・担い手不足は深刻な問題
となっていることから、平成９年に
集落営農組織を設立。 

 

○平成１２年から「市小野集落協
定」を締結し、中山間地域等直接
支払制度に取り組む。 

○平成２７年に「農事組合法人市小
野」を設立。 

 

取組内容 

○農業の実態や集落の将来について話し合
いを重ね作成したマスタープランに基づき、
農地集積や農作業の効率化を図り継続的
な農業経営を目指す。 

○「農事組合法人市小野」へ作業委託するこ
とにより、集落機能の維持・強化に寄与。 

 

○共同作業による農道・水路等の維持・管理、
防護柵の設置・補修、周辺林地の下草刈り
と大木の伐採、集会所の改修等に取り組む。 

活動の効果 

○共同取組活動により、鳥獣害防護柵の設置、農道舗装、共同利用機械の導入及び
担い手の確保など農業生産基盤が強化された。 

 

○集落でＩターンによる新規就農者の受け入れを行い、担い手確保・人材育成等に努
めた結果、持続可能な農業生産活動等を可能とする体制の整備が図られた。 

 

 山口県宇部市大字小野1410-1 Ｔｅｌ：0836-64-2756 

応募団体からのアピール・メッセージ 

山口県宇部市 

 地域の高齢化に伴い、集落営農法人を中心に持続可能な農業生産に取りくみ、地域
の活性化を図って行きます。 
   

集落内河川の維持管理 

うべ 

～みんなの力を結集し、中山間地域を守る～ 

自然・景観 00 117 



山口とくぢ和紙振興会 結い香 

和紙漉き工房での後継者育成   開発商品：団扇「KOUSA」 

経 緯 

○伝統工芸である「徳地和紙」の技術者
の高齢化や後継者不足、需要の減少
による和紙産業存続の危機から、貴
重な伝統工芸を後世に残すため発足。 

 

○地域の生産者、和紙製造者、山口県
立大学、ＮＰＯ法人などが参加し、生
産部門・商品開発部門・拠点事務局よ
り構成。 

 

取組内容 

○地域の景観づくりとともに和紙の原料
となる三椏や楮を栽培。 

 

○和紙漉き工房で、後継者の育成や新
たな和紙商品の開発・販売。 

 

○和紙漉きの各種ワークショップの開催
やイベントにおける和紙漉き工房の
お披露目、開発商品の展示・販売。 

活動の効果 

○三椏や楮の栽培拡大により、地域の景観づくり、耕作放棄地の解消に貢献。 
 

○和紙漉き工房での後継者育成により、伝統工芸の継承。 
 

○和紙商品発信により、団扇を海外の会社に委託販売する商談が進行中。 

 山口県山口市徳地伊賀地492-1 Ｔｅｌ：0836-39-5431（会員 樫部） 
 

応募団体からのアピール・メッセージ 

 800年以上の伝統ある徳地和紙と北欧デザインを融合した新たな商品を、原料づくり
から販売まで一貫して“とくぢ和紙振興会結の香”は行っています。また和紙の原料で
ある三椏や楮の栽培を進め、耕作放置地対策にも取り組んでいます。 
   URL：http://tokujiwashi.jp 

～地域の伝統「徳地和紙」を後世に！～ 

ゆいのか 

伝統・継承 自然・景観 山口県山口市 
やまぐち 

平成28年度 
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ＮＰＯ法人 やまぐち里山環境プロジェクト 

野菜倶楽部によるスイカの収穫 こども倶楽部で宝さがしでもするような枝豆の収穫 

経 緯 

○平成５年の大冷害を一つの教訓とし
て、農業や農村の持つ多面的機能
に気付き、食の重要性や農業農村
の現状を消費者に伝えるため「里山
環境プロジェクト」を立ち上げ。 

 

○農業体験、漬物づくり、子ども郷山
体験や環境学習を地元関係機関や
団体と連携して活動。 

 

取組内容 

○市民を対象にして野菜の栽培体験や収
穫体験を行う「郷山野菜の楽校、野菜倶
楽部」を開催。 

 

○地域の伝統野菜やブランド野菜を加工
する「郷山野菜の楽校、漬物倶楽部」を
開催。 

 

○子どもたちに「食・農・郷山」の体験活動
を提供する「郷山こども倶楽部」を開催。 

活動の効果 

○限界集落と呼ばれる集落に「まち」の人が往来することで「賑わい」が生まれた。 
 

○地元の農産物や加工品を直接消費者に届ける仕組みづくりが構築できた。 
 

○地元の高齢者が体験指導者になることで、高齢者の生きがいに。 

 山口県山口市仁保上郷1567-2 Ｔｅｌ：090-8247-2348 

応募団体からのアピール・メッセージ 

 子ども・心耕す体験を、大人・食の主体を取り戻せる体験を、農業や農村での体験は、
人に生きる力を与えてくれます。私達の活動は決して大きなものではありませんが、小
さな活動が日本の未来を育てると信じています。 
  URL：http://www.o-tomi.com 

～おいでよ！里山体験スタジオへ～ 

子ども 
（教育・体験） 

食の提供・活用 山口県山口市 
やまぐち 
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株式会社 木原製作所 

「はなっこりーの花ふりかけ」開発 乾物料理教室（山口県立大学と） 

経 緯 

○少量多品目という市内１次産業
の事情を踏まえ、特定の商品で
なく、「乾燥技術」を地域資源と
捉えることで「かんぶつ」という
加工分野で圏域ブランドの構築。 

 

○山口から「kanbutsuを発信」プロ

ジェクトが「定住自立圏地域創
富力高度化調査事業」に採択。 

取組内容 

○試作段階から加工、パッケージデザイン、保
存・販売方法の他、改善案や知財取得に対す
る助言を行い、各団体の商品開発をサポート。  

○かんぶつプロジェクト発足以来、１３事業者の
商品開発を支援。  

○梨・スイカのドライフルーツ、えびパウダー、は
なっこりーの花ふりかけなど乾燥商品を開発・
販売。 

活動の効果 

○女性を中心とした事業者と連携し、地域の１次産品を利用した多数の乾燥食品の商
品化を実現し、地域の活性化に貢献。 

 

○ドライフルーツ以外にパン、練り物、グラノーラ、お茶、ふりかけ等に乾燥原料を利用
する多様性が生まれ、事業者間交流や自発的な商品開発に発展。 

 

○地域創生で新事業展開を模索する全国自治体や支援機関から視察や講演依頼 。 

 山口県山口市秋穂西3106-1 Ｔｅｌ：083-984-2211 

応募団体からのアピール・メッセージ 

 弊社は乾燥機メーカーの枠にとどまることなく、乾燥加工を通じた6次産業化商品開
発支援に取り組むことで、地域産業の振興に貢献することを目指しております。ご来社
も大歓迎ですので、お気軽にお声かけください。 
   URL：http://www.kiharaworks.com/about/about.html 

～日本初・かんぶつプロジェクトで地方創生！～ 

女性の活躍 ６次産業化 山口県山口市 
やまぐち 

120 



特定非営利活動法人 ほほえみの郷トイトイ 

ほほえみの郷トイトイ ＩＣＴ活用の取り組み 

経 緯 

○地区内唯一のスーパーが撤退したこ
とから、買い物問題と地域コミュニティ
の低下を受け、地域拠点施設「ほほえ
みの郷トイトイ」を中心に幅広く地域活
性化の取組を開始。 

 

○取組の継続と将来に向けて持続可能
な地域システムの創出のため、地域
団体と連携、協力体制をとり活動。 

 

取組内容 

○地域拠点施設「ほほえみの郷トイトイ」
のミニスーパーを運営し、産直野菜の
直売システムを構築。 

 

○ＩＣＴ（情報通信技術）を活用し、高齢者
にタブレット型端末を導入。 

 

○福祉分野と連携し、高齢者の見守り。 

活動の効果 

○直売システムの構築により、農産物の生産意欲の向上や農家所得の向上。 
 

○ＩＣＴ（情報通信技術）活用の取組により、地域のニーズを集約し地域コミニュティの
活性化とともに農地の活用や環境保全などへも広がった。 

 

○高齢者が安心して生活できるようになり元気になった。 

 山口県山口市阿東地福上1886-1 Ｔｅｌ：083-952-1800 

応募団体からのアピール・メッセージ 

 地域拠点ほほえみの郷トイトイを中心に、地域の笑顔を守るための取り組みを進め
ています。農村の魅力、またそこに住む人々の魅力を生かし、人口が減少しても安心
して暮らせる地域システムを構築します。 
   URL：http://jifuku-toitoi.com 

～地域拠点を中心とした、笑顔あふれる安心の故郷づくり～ 

医療・福祉 地産地消 山口県山口市 
やまぐち 
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一般社団法人 おんなたちの古民家 

経 緯 

○古民家の再生と地域再生は表裏一体
と考え、古民家の存続と再生事業の
取組を開始。 

○山口市定住サポーターとして、古民
家を「田楽庵」として再生し、古民
家再生のモデルハウス、移住希望者
の宿泊施設として運営。 

○ 株式会社Archisを設立、女性を中 
 心とした雇用を生む。 
 

取組内容 

○田楽庵を地域再生の拠点と位置付け、地域の
方とのコミュニケーションの場として活用。 

○おしゃれな農作業着「もんぺっこ」を着て、
「田植えフェスティバル」を開催、収穫した
田楽米を使用したスイーツの販売等、米の消
費拡大、６次産業化の取組。 

○「田楽米錦プロジェクト」で、減農薬・有機
農法で安心安全な米づくりで酒造りに挑戦。 

活動の効果 

○古民家を再生することで、人が集まり地域が活性化、農家から農地の提供があり、
規模が拡大し、地域として取り組む気運が生まれた。女性らしさを作業着からも伝
え、マスメディアを通じた情報発信ができた。 

○2015年7月、株式会社Archisを設立し、酒造りをスタートした。海外でのプロモー
ション活動で「夢雀」の評価が高く、手応えを感じている。香港、ドバイ、フラン
スでの流通も確定した。 

 山口県山口市泉都町10番4 Ｔｅｌ：0120-866-725 

応募団体からのアピール・メッセージ 

  
 

「田米錦プロジェクト」でイセヒカリの田植え 

  大好きな故郷である山口県から、美味しいお酒を造って世界に広げ、世界の人た
ちに日本酒の価値をもっと認めてもらうきっかけになればと願っています。 
   URL：ｈｔｔｐ://ｙamakomi.com 
  株式会社Archis  URL：ｈｔｔｐ://archis.co.jp 

香港での酒のプロモーションの様子 

山口から世界に発信する日本酒「夢雀」プロジェクト 
～日本の一次産業の活性化に向けて～ 

 

女性の活躍 ６次産業化 山口県山口市 
やまぐち 
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あとうスロー・ツーリズム推進協議会 

子ども民泊 Mamaベジ 
 

経 緯 

○平成２３年、過疎化が進む阿東地区
において、スロー・ツーリズムによる地
域の活性化実現を図ることを目的に
設立。 

 

○基幹産業である農業に磨きを掛ける
ために子ども民泊を進め都市部や海
外の方との交流へと発展させ次世代
まで続く魅力あるまちづくりへの布石。 

 

取組内容 

○中学生の体験型教育旅行を萩市と広
域連携し、りんご農家、トマト農家、あ
とう和牛生産農家で受け入れ。 

 

○協議会が管理する農園で「農コン」「Ｍ
ａｍａベジ」など長期イベントを実施。 

 

○商工会等と実施した「国境の合戦！り
んご梨の陣」では多くのマスメディアに
取り上げられる。 

 
活動の効果 

 

○ＪＲ西日本と新たな協力関係の構築ができ民間の活力を呼び込む原動力と成り得た
だけでなく、県の観光資源「ＳＬやまぐち号」の利活用に貢献する可能性ができた。 

 

○対外的な情報発信に取り組み、協議会の活動を報告することで阿東地域住民への
周知を容易にした。また、そのことが多くの賛同者を得ることに繋がった。 

 山口県山口市阿東徳佐中3628 Ｔｅｌ：083-956-2526 

応募団体からのアピール・メッセージ 

 田園風景に赤瓦の街並みが続く山口市阿東地区には美味しい農産物と懐かしい
思い出が残されています。里帰りする気持ちで是非お越しください。 
  URL：http://www.ato-kankou.org/ 
  

～レッド作戦－りんごとトマトで地域おこし－～ 

子ども 
（教育・体験） 食の提供・活用 山口県山口市 

やまぐち 
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企業組合アグリアートジャパン 

経 緯 

○寒暖差、肥沃な土壌に清水など、
良質米の生産に最適な地域である。 

○農業情勢から生産地域は維持すら
厳しい状況となり、地域は疲弊化し
限界化などを危惧する。 

○地域の特性と拘りの米生産を支援
し、米に付加価値を付け消費者が
望む生販売戦略が課題となる。 

 

取組内容 

○米の生産に特化し、有機肥料のみで減農薬
で栽培し、更なる味覚と食味の向上を図る。 

○「おんなたちの古民家」や協賛団体と共同で
田植えや稲刈りなどイベントを企画、開催し
交流活動や地域活性化に取組む。 

○収穫後の特別栽培米（田楽米）は付加価値
を付け、県内外へ情報発信に努め、東京圏
域（高島屋など）で販売する。 

 
活動の効果 

○東京での試食販売により、拘り米の味と品質は都市圏域でも高い評価を得た。 

○消費者の認知度は、継続的な試食販売等により販路開拓が進み、山口県徳佐の
「田楽米」の安心・安全（県特別栽培米認定）・美味しさが拡販しき売上も増加する。 

○都市圏域では山口県の農産物・米の知名度がなく、関係団体との情報交換や連携
を図り、より多くの人に認知される動機づけが肝要となる。 

○この一歩は、地域のトップランナーとして後継者育成や地域再生に貢献する。 
 

 

 山口県山口市阿東徳佐中3061-1 Ｔｅｌ：090-7542-6100 

応募団体からのアピール・メッセージ 

  
 

田んぼのヒエ取り 

  今後は、この取り組みを加速し 「田楽米」のブランド化の定着や多様化米を拡充し、レ
ストランや弁当での販売を増やし、「安心・安全で美味な米｣を生産、流通販売。  
 更に地域の多くの農家や賛同者の参画により、地域内外からの交流と連携の拠点とし
て、併せて担い手が育成されるなど、このチャレンジの拡充を目指します。  
  E-mail :agriartjapan@gmail.com 

初めての稲刈り 

～若者が継ぎたくなる米づくり～ 

女性の活躍 ６次産業化 山口県山口市 
やまぐち 
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有限会社 しもせりんご村 

りんご狩り 販路拡大の出店商品 

経 緯 

○平成元年に「有限会社 しもせりんご
村」を設立。 

 

○農業従事者の高齢化が進むなか、農
業に活気を取り戻さなければと感じ、
年齢の若い者を新規雇用する。 

取組内容 

○若者を雇用し、新たなチャレンジとして
加工品の種類と量を増やし、全国へ
販売と出店。 

 

○販路拡大を目指すと共に、加工品の
生産量アップに取り組んでいる。 

 

○りんご狩りシーズンの観光農園も来客
者が増えている。 

 

活動の効果 

○若返ることにより、仕事も活気づき作業効率が良くなり経費削減に繋がった。 
 

○加工品の増加により、新たな雇用とりんご狩りシーズン以外も収入が入るようになり、
経営安定化に繋がっている。 

 

○販路が増え、担当を決めることにより、責任感がうまれモチベーションが上がった。 

山口県山口市阿東地福上1091番地 Ｔｅｌ：083-952-0943 

応募団体からのアピール・メッセージ 

 
 

～若返った力でチャレンジをし、こだわりを持ち栽培をし付加価値のある商品を作り、 
食の感動を「しもせりんご村」からお届けいたします。～ 

６次産業化 「食」の提供・活用 山口県山口市 
やまぐち 
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新たな雇用などにより、新しい発見が有り、新商品などが出来る。 
こだわりを持つことにより、付加価値のある商品へと変わった。  
   URL：http://www.shimose-ringomura.co.jp 
 



むつみコミュニティ協議会 

稲刈体験の様子 離村式の様子 

経 緯 

○合併前の平成５年から延べ約５千
人の体験型修学旅行を受入れ、農
林作業と田舎体験を通じて、学校
同士の交流やホームステイに発展。 

 

○アドバイザーと地域住民がワーク
ショップを重ねる中で地域ぐるみの
グリーンツーリズムでむらおこしを
しようとする機運が盛り上がる。 

取組内容 

○平成22年から、活動の一環としてグリー

ンツーリズム部会を立ち上げ、農林業体
験の受入推進に取り組む。 

 

○季節ごとの味覚や資源をいかして日帰り
型体験プログラムを企画し、参加者を募
集。 

 

○平成23年には、子ども農山漁村交流プ

ロジェクトを実施し、民泊で受入家庭との
交流を深める。 

活動の効果 

○短い期間ではあるが、都市部の学生との交流により、受入家庭の生きがい創出につ
ながっており、また、地域の魅力や農林水産物などの資源再評価にもつながる。 

 

○民泊体験学習後に、家族で萩市を再訪されるなどプライベート交流も行われ、萩市
観光の裾野が広がる契機になり地域活性化に貢献。 

 山口県萩市大字吉部上3191-1  Ｔｅｌ：08388-6-0211 

応募団体からのアピール・メッセージ 

山口県萩市 

 児童・生徒のみなさんの第２のふるさとになるよう、心をこめてお迎えしています！ 
 元気で優しいおじちゃん・おばちゃん達が待ってますよ！ 
   URL：https://www.city.hagi.lg.jp/site/furusato/220.html 
 

はぎ 

～豊かな心と緑のあるむつみの里で体験交流～ 

子ども（教育・体験） 126 



ふるさと萩食品協同組合 

オイル・ルージュ、オイルポニーフィッシュ 品評会での試食及びマスコミ取材風景 

経 緯 

○萩漁港には、年間で約250種の魚介類

が水揚げされ、ブランド魚種を除きそ
の多くが、低価格・低利用で中には流
通にのらない魚種もある。 

 
○その中には、味が美味しく利用価値の
高いものが多く、実力を正当に評価さ
れず「もったいない」という想いからプ
ロジェクトがはじまった。 

取組内容 

○マーケットイン手法を活用し、市場での
優位性を確保し価格競争に巻き込ま
れないよう類似商品のない商品開発。 

 
○雑魚の魅力を掘り下げて伝えることに
より、パブリシティを誘発し広報活動を
展開。 

 
○首都圏等都市部市場への販路開拓。 

活動の効果 

○利用度の低かった地元産マイナー魚種の地元での利用が大幅に増加し萩市の名物
魚種の仲間入りを果たす。 

 

○特集・記事等を多数掲載していただくなかで全国各地の行政・漁協からの視察団を
受入れ、他地域での普及展開を図る。 

 山口県萩市椿東4160-61 Ｔｅｌ：0838-24-4937 

応募団体からのアピール・メッセージ 

山口県萩市 

 マーケットイン手法で、価格競争に巻き込まれないよう類似商品のない商品開発を意
識し取り組みました。オイル・ルージュ、オイルポニーフィッシュは2013年「世界に通用
する究極のお土産」に選定されました。 
    URL： http://seamart.axis.or.jp/contents/annai/furusato/main.html 
 

はぎ 

～萩の地魚、もったいないプロジェクト～ 

６次産業化 食の提供・活用 

平成26年度 
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社会福祉法人E.G.F 

農福連携の実践 今後の需要はさらに高まる 障がいの特性を活かした農業 

経 緯 

○知的障がい者の就労支援をしていくな
かで、２次産業や３次産業のなかでは
彼らの力を十分に発揮できていない現
状を見てきた。 

 

○農業であればその人にあった環境が
設定でき仕事が用意できる。また、自
然の中で労働に従事することが最大
の福祉的ケアにつながると思い農業を
主とした福祉事業所を立ち上げた。 

取組内容 

○すべての作業を農業に関わるものに
設定。 

 

○障がい者を前面に押し出すのでは無
く、すべての工程で彼らの特性を活か
し本物の物づくりを目指す。 

 

○福祉が最も弱い営業・流通に力を入
れ『良い物を作って売る』という商売の
基礎を大事に活動している。 

活動の効果 

○圃場での活動を見ていた地域住民や農地の持ち主から管理依頼が殺到。遊休農地
になるまえに預けていただけ農地管理ができる。 

○自然豊かな環境で農業に取り組むことで、障がい者の問題行動が落ち着き、障害程
度区分の改善にも効果。 

○事業展開することで雇用が確保でき、地元住民の働く場となり地域の発展に寄与。 
○農福連携や6次産業化の実践研究の症例として大学や行政機関からの視察が激増。 

 山口県萩市大字下小川1000  Ｔｅｌ：08387-4-5838 

応募団体からのアピール・メッセージ 

山口県萩市 

  『障がいがあってもできることはきっとある』力を合わせ地域の農業を支えます。 
  URL：http://e-g-f.jp 

はぎ 

～障がい者が力をあわせ未来の農業を支える～ 

医療・福祉 ６次産業化 

平成27年度 
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萩市ふるさとツーリズム推進協議会 

だいこんの収穫体験 インバウンドの受入 

経 緯 

○萩市むつみ地域では、広域合併前
の平成５年から延べ約５千人の体
験型修学旅行生を受入れ、農作業
と田舎体験を通じて、学校同士の
交流やホームステイに発展。 

 

○地域から都市農村交流を更に進め
た農林漁家民泊の受け入れ機運
が高まり、平成２２年に当協議会を
設立。 

 

取組内容 

○平成２３年には子ども農山漁村交流プロ
ジェクトに取り組み稲刈り体験、だいこん
の収穫体験、民泊で受入家庭との交流
を深める。 

 

○東京都立高等学校の修学旅行で萩焼づ
くりや魚釣りと魚捌き体験、北九州市立
中学校等の民泊を受け入れる。 

 

○平成２８年には中国山東省からのインバ
ウンドを受け入れる。 

 

活動の効果 

○短い期間ではあるが、都市部の生徒との交流により、受入家庭の生きがい創出、ま
た、地域の魅力や農林水産物などの資源再評価にもつながっている。 

 

○農山漁村体験とあわせ、萩市の歴史的資源を活用した観光とを組み合わせることに
より、農山漁村振興と観光振興につながり地域の活性化に貢献している。 

 

 山口県萩市江向318-2  Ｔｅｌ：0838-25-4192 

応募団体からのアピール・メッセージ 

山口県萩市 

 『萩でしか味わうことの出来ない歴史観光と農林漁業民泊を組み合わせた新しい受
入スタイルで皆さまをお出迎えします。日本一笑顔溢れる民泊受入を目指す萩へのお
越しをお待ちしております！』  URL：https://www.city.hagi.lg.jp/ 
 

 
 
    

はぎ 

～交流で生徒も受入家庭も地域も元気に！ ～ 

子ども 
（教育・体験） 
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地域活性化研究協議会 

竹林整備活動後の交流会 幅広い世代の地域活性化研究協議会のメンバー 

経 緯 

○人々の間に無関心や不信感が拡がり、少
しずつ思いやりや信頼関係が失われつつ
あると感じ、「共に活動できる新しい故郷」
を設置し、「繋がりの協働社会」へと進化・
発展させるため研究会を発足。 

 

○「人を信頼すること」を核に、「社会的な考
え方の高い人づくり」を目指した協働地域
づくり。 

取組内容 

○年間50日に及ぶ竹林整備活動の
実施。 

 

○年末年始に子どもから老人まで
魂と襷を繋ぐ「絆リレー」、「祭り・
供養祭・しめ縄づくり」の実施。 

 

○次代の後継者育成のため、若者
への農業支援、地域保全活動。 

活動の効果 

○地域を良くしようと活動に加入することで地域が活性化し、地元に残る人が増加。 
 

○子どもから老人まで幅広い世代で交流することにより、絆と伝統を継承。 
 

○地域をつくり、そこに住む人々が交流を通して、知識の習得、思考力の向上・文化や
技術を創造。 

山口県防府市田島3078 Ｔｅｌ：0835-29-1424 

応募団体からのアピール・メッセージ 

山口県防府市 

 研究協議会の活動、雰囲気をモデルとして下さい！ 
 いつでも研究協議会の取組を見学にきて交流しましょう！ 

ほうふ 

～地域のむすびつきは日本一～ 

定住・移住 自然・景観 130 



特定非営利活動法人 ゆうゆうグリーン俵山 

子ども農山漁村交流プロジェクト民泊先と 自然栽培のゆずを使った特産品の製造 

経 緯 

○平成16年度に俵山グリーン
ツーリズム推進協議会を設立。 

 

○平成20年度「子ども農山漁村

交流プロジェクト」のモデル地
域として、全国50箇所の一つ
に選定。 

取組内容 

○子ども農山漁村交流プロジェクトや、都会の大
学生を招聘する「地域づくりインターン事業」
の実施。 

 

○平成25年度からは「地域おこし協力隊」制度を

活用し、地域資源点検や定住対策事業、イベ
ント開催など取り組む。 

 

○特産品開発、宅配便の企画販売、定期的な朝
市の開催など地産地消活動にも力を入れる。 

活動の効果 

○活動が、新しい起業や雇用を引き起こし、経済効果による地域活性化につながる。 
 

○地域住民の間に「活気」が出ているのが大きく、今後も地域住民の元気づくりに寄
与する事業を展開していきたい。 

 山口県長門市俵山4497番地 Ｔｅｌ：0837-29-5070 

応募団体からのアピール・メッセージ 

山口県長門市 

 グリーンツーリズムの交流や、地域活動でのふれあいを通じて地域住民が誇りを
持って安心して元気に住める、住み続けたくなる地域づくりを目指しています。 
   URL：http://tawarayama.jp 
 

ながと 

～地域のことは、自分たちで考え動かしていく－小さな政府をめざして－～ 

たわらやま 

子ども 
（教育・体験） 
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特定非営利活動法人  ゆや棚田景観保存会 

経 緯 

○全国棚田100選の選定地域であるが、

高齢化・過疎化が進行し、耕作放棄地
が増え棚田景観の維持・保全が困難。 

 

○長門市棚田保護条例が制定され、地域
での６次産業やグリーンツーリズムへの
気運の高まりをきっかけに設立。棚田
保全計画を策定し、棚田景観の保全・
継承に取り組む。 

取組内容 

○グリーンツーリズムの拠点として、廃
校となった小学校校舎を活動の中心
に、棚田耕作放棄地を無償で借り受
け、管理田として、保全活動を実施。 

 

○夏休み宿題お助けツアーで、小中学
生を対象とした体験教室を開催。 

 

○女性部による毎月第２、第４日曜日
に小学校での交流カフェ開設。 

活動の効果 

○失われかねない自然景観など、地域資源の保全を地域住民参加により、実施する
事で、地域の和が生まれた。 

 

○棚田や廃校などの地域資源を活用したイベントを行い、都市住民と農村の交流を促
進する事で、地域の活性化が図られた。 

 

○交流カフェの開設で、高齢者が集まれる場所として、健康福祉へ寄与。 

 山口県長門市油谷津黄981番地4  Ｔｅｌ：0837-32-2305 

応募団体からのアピール・メッセージ 

山口県長門市 

 過疎・高齢化の進む地域ではあるが、地域を元気にするためにも、都市住民との交
流事業や特産品の開発等、活動が後退することのないようミリ単位でも前に進む活動
に取り組んでいきたい。 
  URL：http://member.hot-cha.tv/~yuya-tanada/top.html 

夏休み宿題お助けツアー「ステンドグラス教室」 交流カフェ「ふれあい文洋」 

～ゆや棚田 魅せて! 教えて! とりこにさせて!～ 

ながと 子ども 
（教育・体験） 
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株式会社 さんまいん 

コンテナ型保冷庫を用いた菌床椎茸の栽培棟 休耕田で廃菌床を堆肥に収穫したジャンボニンニク 

経 緯 

○社員の雇用確保と事業リスクの軽減を
考え、代表の学生時代の経験と精密
機械事業のノウハウを活かし、計画生
産ができ、コストが低いコンテナ型保冷
庫を使った菌床椎茸の通年栽培を開
始。 

 

○キノコ類の栽培、加工及び販売を主業
務とし、株式会社さんまいんを設立。 

取組内容 

○コンテナ８基を導入し、椎茸栽培を開
始したことで通年販売が可能、コンテ
ナの増設により、大手スーパー、量販
店への販路開拓。 

 

○１日で商品を入れ替えるため、常に新
鮮な椎茸を提供、持ち帰った椎茸を加
工に使用。 

 

○休耕田の活用を考え、廃菌床を堆肥
としてジャンボニンニクの生産、販売。 

活動の効果 

○コンテナ設置、国の事業計画の認定により、マスコミからの取材、海外・国内からの
視察なども多く、販売量が増加。 

 

○規格外椎茸の加工に取り組み食品ロスを押さえ、事業収益がアップ。 
 

○地元小学校の生活の教科書に、６次産業の紹介として活動が記載。 

 山口県美祢市美東町大田5392番地4 Ｔｅｌ：08396-2-0015 

応募団体からのアピール・メッセージ 

山口県美祢市 

 自社の、ものづくりを基軸に、そこから派生するアイディアと地域を連結させて、新た
な価値の提案や、地域の活性化を進めながら、発展する企業をめざします。 
   URL：http://sunmine.co.jp 

みね 

～さんまいん：地域に光をあて輝かせる合い言葉！ソーシャルビジネスで地域活性化を図ります！～ 
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棚田清流の会 

地域で守っている美しい棚田の風景 農業体験交流 

経 緯 

○高齢者単独世帯や荒廃農地の
増加による危機感から、地域将
来ビジョン「やすらぎの里づくり
憲章」を策定し、全住民を会員と
して発足。 

 

○地域の行動計画「夢プラン」を新
たに策定し、営農部・文化交流
部・景観、環境部・広報部の４部
体制で運営。 

 

取組内容 

○遊休地にモチ米等の作付を行い農地を保全
し、都市部で実演販売。 

 

○荒廃地へ花の植栽、黒石川の清掃、環境美
化啓発看板の設置。 

 

○「せいりゅう・たなだ・ひと・くらし」をテーマとし
たフォトコンテスト、ビヤガーデンやほたると
浴衣の夕べの交流活動の実施。 

 

○農業体験交流の開催や都市住民の力を借
りた「棚田オーナー制度」の実施。 

 
 
○ 

活動の効果 

○全住民による活動は、棚田景観の保全や世代間・集落間の交流を図り、棚田のある
暮らしの価値を見直すきっかけになり、都市部でのファン拡大。 

 

○棚田米のブランド化、それを原料とした純米酒の販売、地域産品を活用した加工グ
ループの発足、農家レストランの運営により棚田とそこで生産される農産物に付加
価値をつけ、地域内に経済循環を創出。 

 山口県周南市大字中須北419 Ｔｅｌ：0834-89-0722 

応募団体からのアピール・メッセージ 

山口県周南市 

 ここには四季折々の自然美あふれる棚田風景、そして、大地にしっかりと根づく「人々
のくらし」があります。これからも棚田・清流・ひと・くらしを大切に守り続けます。 
   URL：http://gokan-furusato.org/community/kakuchiku/nakasu/tanada/1.html 

～くらしがいをみつけられる郷づくり～ 

しゅうなん 子ども 
（教育・体験） 
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やまいもまつり有限会社 

山芋グリーンカーテンを活用した課外活動 直売所や道の駅で６次産業化商品をアピール・販売 

経 緯 

○経済性が高い経営作物である「じねんじょう
山芋」の栽培指導とその食文化の普及を推
進。 

 

○新規就農者や農家経営の二次作物として取
り組みやすく、遊休農地や水田転作の活用
に役立つところから、中山間地の振興・地域
力向上にと「おっとろろ元気村構想」を提唱。
特産化・６次産業化を全国へ発信。 

取組内容 

○地域での山芋グリーンカーテン
活動や栽培・収穫体験活動、山
芋料理の食育活動など。 

 

○直売所や農家レストラン、加工
場を備えた６次産業化の拠点
「じねんじょうまつり」を用いて、
惣菜・スイーツ・漬物など機能性
に富んだ商品を開発・販売中！ 

 

活動の効果 

○地元の食文化への再評価を促し、地域ブランドとしての「じねんじょう山芋」を確立中。 
 

○人・農地プランに参画して、農家の複合経営改善、新規就農者の営農基盤強化をサ
ポート、移住・定住に効果。 

 

○独立・自営農家の支援プロジェクトとして、IJUターン者の受け入れも積極的に実施。 

 山口県周南市徳山1019-90 Ｔｅｌ：0834-32-0873 

応募団体からのアピール・メッセージ 

山口県周南市 

 無肥料・無農薬で育つ日本原産種のじねんじょう山芋は、日本のスーパーフードです。
野生のパワーあふれる機能性植物です。この元気の力を借りて、里山に活力を！地域
に振興を！生き生きとした故郷を再生していきましょう！ 
  URL：http://www.maturi.co.jp 

しゅうなん 

～山のお宝でおっとろろ元気里山を再生！～ 

６次産業化 
子ども 

（教育・体験） 
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大道理夢求の里交流館 

周南市大道理鹿野地集落のシバザクラ全景 ボランティアによる防草シート張りや植栽 

経 緯 

○平成20年４月、集落内６戸の農家
で「百笑倶楽部」を結成。 

○棚田における法面の草刈りは農業
者には過酷な作業であること。 

○協議した結果、平成20年から３ヶ年
計画で１万平方メートルの畦畔に
「防草シート」を布設し、同時に10万
本のシバザクラを植栽した。 

取組内容 

○交流の里づくりのため植栽作業は都市部
から参加者をまた、若者の発想を活かそ
うとデザインを市内のデザイン専門学校
の学生からコンテスト形式で募集。 

○平成26年度より、休校中の大道理小学校
の校舎を再利用して地域の新たな拠点
施設である「夢求の里（むくのさと）交流
館」を設立。 

 
 
○ 

活動の効果 

○平成27年１月、総勢16名の地元の主婦による農産物加工グループ「ほたる工房」を
立ち上げ地域内で収穫された野菜や山菜を食材として手作り弁当を販売。 

○夢求の里交流館を地域の情報発信基地、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夢有民の家と里の案内人 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。 

 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。 
   URL：http://shunan-odori.jp/ 

～住んでよかった 住んでみたい 訪れてみたい大道理～ 

しゅうなん 
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ふくぷくファーム株式会社 

雪の積もる山村に広がるハウス群 ほうれん草の出荷調整風景 

経 緯 

○人口が減少し過疎化が進行する中、
水がきれいで寒暖の差がある中山
間地での美味しい農作物作りで雇
用の場を創設。 

○高品質な農作物の販売で、各地域、
都市部、海外とを繋ぐネットワーク
の構築。 

取組内容 

○ハウスでほうれん草を周年栽培するこ
とで、年間を通しての雇用を実施。 

○地域の気候を生かし、土壌分析・土づ
くりから栽培される、ほうれん草のブラ
ンド化。 

○取引先の新規開拓によるブランド定着
への取組み。 

活動の効果 

○ブランド「ほうれん草日和」の定着に伴う、増産による新たな雇用の創設。 
 

○年齢に応じた作業形態により長期雇用を確立。 
 

○販売促進活動による県内市場・首都圏高級スーパーへの出荷、海外輸出を実現。 

 山口県周南市鹿野中1210 Ｔｅｌ：0834-68-2211 

応募団体からのアピール・メッセージ 

山口県周南市 

 地域の気候を活かし基幹産業である農業で雇用の場を創り、高品質な農作物をとお
して、各地域や都市部、海外とつながることで当地域が元気を取り戻し、もっと輝き始め
たらと思います。 

  URL: http://fukupuku.com 
 
 

しゅうなん 

～故郷を元気にするためにＵターン！～ 
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株式会社 瀬戸内ジャムズガーデン 

移住者・障害者施設との協働の枠組造り 生産風景／ブルーベリーの摘みとり体験 

経 緯 

○新婚旅行で訪れたフランスのジャム専門
店でその豊かな食文化に魅了され、ジャ
ム屋になることを決意。 

 

○生産現場に近いからできる旬の素材を
使用した新しい発想のジャム作りを目指
すなか、島の現状（高齢化率日本一の
島・一次産業の衰退）に危機感。 

 

○ジャム製造を通して地域にできること、
ジャム屋の枠を飛び出してやるべきこと
を地域の中で実践。 

取組内容 

○加工用に付加価値の高い果実栽培
してもらい、一般的に流通する加工
果実より高値で買い取ることにより、
地域への経済的循環を目指す。 

○移住者みかん農家と積極的に連携
し、ブルーベリー栽培を移住者たち
と行う。 

○移住希望者向けツアーへの協力や
移住者を積極的に雇用。 

○独自イベントなどにより島外からの
集客に成功。 

活動の効果 

○新規就農者を含め、連携農家は５６軒に増加、農家所得の向上にも繋がっている。 
 

○耕作放棄地の再開墾や農地バンクを利用して借りた農地などを活用。 
 

○地域農業の後継者育成のため新規就農農家から重点的に加工用農作物を購入。 
 

○独自イベントなどにより島外からの集客に成功。 
 

○島へのUIターンを応援する取り組みを行っており、移住者が増えつつある。 

                         山口県大島郡周防大島町日前331-8 Ｔｅｌ：0820-73-0002 

応募団体からのアピール・メッセージ 

    山口県周防大島町 

 島の素材を活かしたジャム作りを通して、地域に根ざした活動を展開し、就農を目指
す若者の雇用、定住促進による島の一次産業の活性化を図り、地域に活気と笑顔を取
り戻していきます。 
  URL：http://www.jams-garden.com 

～チャレンジの集合体こそが地域力～ 

すおうおおしま 
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周防大島町体験交流型観光推進協議会 

ホームステイ先での魚さばき体験 

経 緯 

○基幹産業である農業や漁業の１次
産業と観光交流を結びつけた体験
型教育旅行の誘致を開始。 

 

○修学旅行において「体験学習」を取
り入れ、主に中高生の修学旅行の
誘致活動を実施。 

 

取組内容 

○農業・漁業の担い手が、ホームステイの
受入家庭や体験のインストラクターに。 

 

○古くからの田舎の営みであるみかん栽培
やいわし網漁を都市部の生徒等に体験
してもらう取組。 

 

○受入家庭同士の交流による農業・漁業の
共同体験や歴史、文化、自然等について
情報交換。 

活動の効果 

○都市との地域間交流や若者との世代間交流を通じて、誇りや喜びを感じ、元気の源
や生きがいづくり。 

 

○受入時に提供する郷土料理により、地産地消や地元産品のＰＲ活動に一役。 
 

○ホームステイ受入家庭同士による新たな交流で地域コミュニティの強化。 

 山口県大島郡周防大島町久賀5134 Ｔｅｌ：0820-79-1003 

応募団体からのアピール・メッセージ 

    山口県周防大島町 

 ９年で延べ２万人の子供たちが訪れています。 
 これからも周防大島の営みを誇りをもって伝えていきます。 

  URL：http://www.taiken-suo-oshima.net 

ホームステイ先でのみかん収穫体験 

すおうおおしま 

～体験型修学旅行で交流人口の増加を目指そう～ 

地産地消 
子ども 

（教育・体験） 
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協同組合 田布施地域交流館 

安心・安全の基準を満たす野菜が店頭に並ぶ 品質向上のため、栽培方法の勉強会  

経 緯 

○地域における直売所の必要性から町
が建てた直売所施設の運営を委託。 

 

○地域外からの仕入れ品で直売所は
繁盛するかもしれないが、地産地消
による地域の活性化につながらない
と考え、地元商品の開発と開拓を行
い、地元産品にこだわった直売所作
りを目指す。 

取組内容 

○地域の女性で構成される加工部が商品開
発を進め独自のオリジナルパンの商品化
に成功。 

 

○地域の関係者との協働も効果を上げ地域
のバリエーション豊かな商品が並ぶ。 

 

○独自の野菜安全システムを開発し、当組
合が定める基準に合格した野菜のみ、出
品用バーコードが作成される制度を設計。 

活動の効果 

○生産者の還元に重きをおいた、販売手数料11%の低率を維持。  
○組合員全員が生産活動に対して誇りを持てるようになった。 
 

○平成27年、全国直売所研究会が主催する「直売所甲子園2015」で平成25年に続き２
大会連続となる優秀賞を獲得、また、平成25年には、経済産業省が選定する「がん
ばる中小企業300社」にも選ばれるなど活動が高い評価を受けた。 

 山口県熊毛郡田布施町中央南１番地８  Ｔｅｌ：0820-51-0222 

応募団体からのアピール・メッセージ 

   山口県田布施町 

    ５年前から農家の皆さんと協力し、生産体制を整えた低硝酸野菜がたぶせ健康野菜
として提供できる目途が立ちました。 
   消費者の皆さんの健康な生活を食から応援できるよう、今後も努力を続けていきます。 
  URL：http://www.tabuse.biz 

たぶせ 

～地域の健康を支える食の安心・安全の拠点に～ 
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農事組合法人 うもれ木の郷 

次の世代へ豆腐づくりの伝承 山口大学剣道部学生との水稲ほ場で草取り 

経 緯 

○４集落を１農場として平成９年
２月山口県第１号の農事組合
法人うもれ木の郷を設立。 

 

○女性の余剰労力を活用し、高
齢者の生き甲斐がある地域づ
くりを考え、活動目標に「加工・
生産・環境・交流」を掲げ活動。 

取組内容 

○「加工」では、地域で栽培する大豆を使っての
豆腐づくり。 

 

○「生産」では、エコファーマー認証を受け安全・
安心な生産に取り組む。 

 

○「環境」では、仲間づくりの第一歩として花いっ
ぱい運動に取り組む。 

 

○「交流」では、山口大学剣道部学生を雇用し、
地域住民と一緒に水稲ほ場で草取りを行う。 

活動の効果 

○豆腐加工を通じて仲間づくりや地域の方のコミュニケーションが図れた。 
 

○花いっぱい運動を通じて、新規定住家族の奥様方も地域に溶け込む事ができた。 
 

○交流では、若い人とのふれあい、農家の人と会話をする機会として役立ち、より交流
を深める事ができた。 

 山口県阿武郡阿武町大字宇生賀911番地 Ｔｅｌ：08388-5-5000 

応募団体からのアピール・メッセージ 

山口県阿武町 

 26年産米価の大幅な下落は、水稲中心の農家には死活問題です。 
 安定した経営をする為にも農家自身が連携を図り、立ち上がらなければならない時期
です。 
   URL：http://umoreginosato.or.jp 

あぶ 

～ウーマンパワー全開 ! !住みやすさ日本一の農山村（むら）をめざして～ 

子ども 
（教育・体験） 
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農事組合法人 福の里 

 直売所での賑わいの様子 農と福祉の連携 障がい者との共同作業 

経 緯 

○地域の高齢化、後継者不足
が進む中、農業の基礎である
ため池の改修工事をきっかけ
に、地域の強い結びつきとな
る法人化を決定。 

 

○法人化により農地を守り、文
化伝統を次世代へ継承。 

取組内容 

○女性部が古くから伝わる地域の料理を大切にしつつ、地
元の材料を使った新しい加工品を開発し､直売所で販売
する。また四季折々のイベントを開催。餅まきが好評。 

 
○「農」と｢福祉｣の連携プロジェクトに着手し社会福祉法人
との連携で､ 高齢化による労働力不足の解消と耕地利
用の促進で耕作放棄地の防止になる。 

○主食米の価格下落に対応するため酒米などの新品種の
作付に取り組み、法人の経営安定に努める。 

 

活動の効果 

○福の里加工・直売所は、モノを作ったり売ったりするだけでなく、地域内外の交流と 
    情報発信の場となり、地域の女性やお年寄りの「拠り所」となり地域が活気づく。 
 

○農福連携に加え、新規就農者を受け入れ、新しい力が県外から加わっている。 
 

○お年寄りには、若者に負けない知恵と技があり、女性のみならず地域の人たち全員
が生き甲斐を持って活躍出来る、主役となれる場所になった。 

 山口県阿武町福田上1328-1 Ｔｅｌ ： 08388-5-0707 

応募団体からのアピール・メッセージ 

   一次産業の危機と高齢化の中､新たな取り組みにも積極的かつ柔軟に対応し､老若     
男女一丸となって地域を盛り上げる楽しさを実感しています｡ 活動や地域の様子をフェ
イスブックで発信していますので見てください。 
   

山口県阿武町 
あぶ 

～地域が一体となって、誰もが主役！～ 

医療・福祉 地産地消 

www.facebook.com/happynosato 
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