
玉津地区農山漁村活性化協議会

日本ITビジネスカレッジのベトナム料理（完売） 玉津地区には少ない子供が40名以上来場

経 緯

○瀬戸内市邑久町の玉津地区は、
少子高齢化が進み平成25年に玉
津小学校が廃校。

〇その跡地に開校した専門学校、日
本ITビジネスカレッジが地方創生
を目指し、農山漁村活性化協議
会を設立。

取組内容

〇地方創生の専門家を招いたシンポジウム
や地元の有志を招いたワークショップ等を
開催。

〇地元の農家や漁師が一体となり、朝市を復
活させようと話し合い、平成31年3月に初め
て「玉津の市」を開催。

〇地元の新鮮野菜や海の幸を使った、カレッ
ジの留学生による多国籍料理や、邑久高
校の生徒が子どもと遊ぶコーナーを出店す
るなど教育機関と連携。

活動の効果

〇過疎化著しい地域に、教育機関と連携し、交流人口の増加、若者の活動活発化、多
文化交流を持ち込み、地区の活性化を実現することに成功。

瀬戸内市邑久町尻海2968日本ITビジネスカレッジ内 Ｔｅｌ： 0869-24-8588

応募団体からのアピール・メッセージ

岡山県瀬戸内市

日本人や外国人に関わらず、若者の高度人材としての教育を行い日本経済の活性

化に貢献したい。そして、学校と地域をつなぎ多文化による地方創生の取組を加速さ
せたい。

～廃校から始まる多文化共生の手作りマルシェ～

たまつちく

その他（農山
漁村活性化）

せとうちし

13 教育機関との
連携
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姜 侖秀

多国籍シェアハウス「照らす（テラス）」を運営（最奥が姜氏） 北房生活交流グループと姜氏（中央）

経 緯

○真庭市全体の雇用や活気の向上を目
指し、真庭市北房地域の遊休施設や資
源を利活用できる環境を整備したい。

○中長期滞在する訪日外国人にとって、
生活情報や宿泊などの関連施設が不
足していると感じた。

取組内容

○韓国出身の姜氏は、地域おこし協力隊として、外国
人目線で発見した地域の魅力を住民と一緒に開
発していく多国籍シェアハウス「照らす」を提案。

○収穫され規格外品となった「梨」を活用し、韓国本
場のキムチ作りを開始。

○「照らす」に滞在した外国人と住民が連携して、田
舎のサイクリングコースと手書きマップを作成。

○民営食堂の営業外時間を活用し、外国人観光客が
地域の食材で母国の家庭料理を作り、地域住民を
迎える「旅人食堂」を事業化。

活動の効果

○空き家を活用した多国籍シェアハウス「照らす」を平成28年設立。現在、約20カ国、100人以上が地
域に滞在しながら、地域住民と交流。

○「旅人食堂」には、これまでに16カ国50人以上の旅人が訪れ、約1600名以上の地域住民と交流。
現在、旧北房中央保育園を利活用し、装いを新たにしたカフェ「TABIBITO SHOKUDO」をオープン。

○「北房生活交流グループ」と廃校を活用したキムチ作りワークショップを開催。平成29年には「北房
キムチの素」を商品化。現在、旧北房中央保育園にキムチの加工場を整備。

真庭市下呰部 Ｔｅｌ： 080-2887-3728

応募者からのアピール・メッセージ

岡山県真庭市

「日本の田舎は宝島」。目線を変えるだけで、地方都市が世界の人が憧れる宝島に変わります。カ
フェ「TABIBITO SHOKUDO」は、この地域で収穫された食材をここでしか食べられない料理にアレンジ
して提供します。旧北房保育園が、世界の人が集まる食堂となり、国際交流から生まれた穀物ジャ
ムや季節の野菜キムチを世界に広げていきます。地域をもっと楽しく！世界をもっと美味しく！真庭
地域を世界に繋げる国際交流のハブとして、カフェ「TABIBITO SHOKUDO」を展開していきます。

～国際交流で発掘する唯一無二の地域の魅力～

カン ユンス

その他
（国際交流）

農泊１４ ６次産業化
まにわし
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町民、ボランティア、スタッフによるい草植え作業 宿泊者による機織り体験

経 緯

○2013年、「新たな若者の受け入れ」
「地域おこし」「農業を通じた食の充
実などを実現したいと考え、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、歴
史的文化としてのい草の栽培技術の
復活・研究・伝承を農業体験の核に
置くこととした。

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年に日本庭園のある
古民家に移転し、観光客の受け入れ態勢
を整えた。

○い草の栽培体験をイベント化し、地域住
民や観光客に栽培の体験や、伝統文化を
伝えている。また、宿泊しているゲストに
い草の手織り等を体験してもらっている。

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後、宿泊客が年間約2500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。地元の人も自然に旅行
者と接し、交流が生まれるようになった。

○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。

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新たな伝統
文化、風景を未来に残していけるよう活動していきます。

～地域の伝統文化を活かし 未来につなげる～

伝統の継承農泊
はやしまちょう 農林漁業、農

村文化体験15

たまつちくのうさんぎょそんかっせいかきょうぎかい

早島町農業体験協議会
はやしまちょう
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ハウス内で「横づり」の干し柿 山ノ上干柿まつり

経 緯

○地理的条件と気象条件が適している
ことから、古くから干し柿づくりが盛
んに行われていた。

○昭和58年山ノ上干柿生産組合を設
立し、平成27年に農事組合法人山ノ
上干柿組合（組合員36名）とした。

○伝統の干柿づくりを核に据え、地域
住民と都市住民、学生等との交流に
よる地域活性化の取組みを開始。

取組内容

○平成30年で第20回を迎える山ノ上干柿
まつりを毎年開催。地元矢掛高校の生
徒達による「雲の上カフェ」も出店。

○小学生を対象とした干し柿作り体験や学
生の体験活動の受入等積極的に行って
いる。

○干し柿の他に「巻柿」「ほし柿餅」等加工
品の開発・販売を行っている。

活動の効果

○干柿まつりは町内外から多数の来場があり、矢掛町の賑わいを創出している。

○「山ノ上のほし柿」「巻柿」「ほし柿餅」は矢掛町ブランドに認定され、矢掛町の特産品
として人気を博している。

矢掛町小田2513-1 Ｔｅｌ：0866-82-2828

応募団体からのアピール・メッセージ

岡山県矢掛町

地域の伝統である干柿づくりを次世代に継承していくと共に、情報発信やイベント開催
等により町内外の人との交流を図り、山ノ上地区の活性化と伝統継承を推進していきま
す。

～伝統の味「山ノ上のほし柿」を全国へ！～

やかげちょう

６次産業化
環境保全・景観

保全

やまのうえほしがきくみあい

農事組合法人 山ノ上干柿組合

農林漁業、農
村文化体験
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みかわてらす

陽気なピクルス えんがわ食堂

経 緯

○過疎化・高齢化といった課題を抱
える矢掛町美川地区では地域の
活性化が必要となっていた。

○地域の資源を活用し、地域外に販
売できる商品を開発し、地域の活
性化に繋げようと、農業者・主婦・
移住者等で構成された「Mikawa
Terraceみかわてらす」が立ち上げ
られた。

取組内容

○専門家のアドバイスを得ながら、地域内に
ある農産物を活用した商品の開発を行った。

○商品のコンセプトは「フタを開けてすぐ野菜
が食べられる」等、健康志向の高い女性を
ターゲットとした商品開発に取り組み、パッ
ケージ等にまでこだわった「陽気なピクル
ス」を開発した。

○カフェ「えんがわ食堂」をオープンし、ピクル
スを使った食事を提供している。

活動の効果

○日本ギフト大賞2017で岡山賞を受賞し、「陽気なピクルス」の販路拡大に繋がった。

○「えんがわ食堂」で地元野菜やピクルスを使った食事を提供することにより、地産地
消や地域の活性化に繋がっている。

○えんがわ食堂では、地元陶芸家の作品展示や体験イベントを行い、都市との交流を
図っている。

矢掛町上高末1474 Ｔｅｌ： ０８６６－８２－１５６５

応募団体からのアピール・メッセージ

岡山県矢掛町

みかわてらすを中心とした、ピクルス製造やカフェの営業、イベント開催等を通して美
川地区の魅力を発信していき、移住者や若者が参加しやすい活動をしていきたい。

～晴れの国の「陽気なピクルス」できました！～

６次産業化
やかげちょう17
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吉備中央町農家民宿推進協議会

特産品収穫体験の様子 台湾高級中学の教育旅行受入の様子

経 緯

○高齢化と農業機械の老朽化や農
業後継者の不足及び耕作放棄地
の増加が課題となった。

○豊かな自然と田舎に暮らす人々
の心の温もりを活かした特有の観
光資源の発信のために、農家等
を中心に協議会を設立し、各農家
民宿が連携して受け入れる体制
の整備を行うこととなった。

取組内容

○農家民宿を核とした体験型教育旅行を受け
入れている。田舎に出会うツアーのほか、
ＳＤＧS体験プログラムの提供も行っている。

○農業体験や、地元食材を活用した食育の
推進活動を通じて、児童・生徒がさらに地
元への愛着が高まる体験活動の取り組み。

○海外の教育旅行生の受入のため、多言語
やハラル等に対応するための取り組み。

活動の効果

○観光地や食事施設利用者の増加により、地域経済の活性化に寄与している。

○宿泊者の受入については地域ぐるみで行うため、地域全体で農家所得の向上に繋
がっている。

○ビジットジャパンに参加し、日本の伝統的な農村文化体験ができる農家民宿を目玉に
他国との文化交流を求める台湾の教育旅行等を誘致。

吉備中央町豊野1-2 Ｔｅｌ： ０８６６-５４-１３０１

応募団体からのアピール・メッセージ

岡山県吉備中央町

吉備中央町は観光地でもない地域だが、農家民宿や農業体験プログラムを作り、
訪れた人にとって、また会いたくなる町づくりに取り組む。

～会いたくなる！吉備中央町～

きびちゅうおうちょう

教育機関との
連携

農泊
きびちゅうおうちょう18 農林漁業、

農村文化体験
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田中 美津子

農家民宿 みっちゃん 夫婦 台湾高校教育旅行 ちらし寿司・浴衣着付け体験

経 緯

○吉備中央町地産地消推進協議会
の会員として、町内の保育園児を
対象にした食育事業に参加してい
た。

○農業体験を通じた子供達とのふ
れあいに力を入れて活動する中
で、農家民泊にも興味を持ち、農
家民宿を開業することにした。

取組内容

○田舎で本物のおふくろの味を味わってもら
いたいという理念で受入を行っている。採
れたての野菜で作る田舎料理の良さを体
験してもらっている。

○「何気ないお節介＝しつけ」 年齢・性別や
役職に囚われず誰にでもフラットな関係で
接している。

○宿泊者の受入や町内の保育園・小学校の
日帰り体験も行っている。イベントでは「弁
当屋みっちゃん」として出店している。

活動の効果

○宿泊者数が少しずつ増加し、海外の教育旅行受け入れ数も増加している。

○旬な体験がみっちゃん家でできない時は、地域農業者や農業生産法人と連携して受
け入れを行うなど、地域農業者と多くの繋がりができた。

吉備中央町豊野1-2 Ｔｅｌ： 0866-54-1301

応募団体からのアピール・メッセージ

岡山県吉備中央町

地域の「ありきたりな日常」、「人」、「田園風景」、「食」について、そこを訪れた人に
とってかけがえのない経験となり、また会いたくなる場所を目指しています。

～岡山県のハイジ！吉備中央町でリフレッシュ～

食育・教育農泊
きびちゅうおうちょう19 農林漁業、農

村文化体験

たなか みつこ
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