
① 2017301
吉備

中央町
吉備中央町農家民宿推進協議会 農泊 インバウンド

子ども
（教育・体験）

② 2017302 岡山市 農業生産法人（有）岡山県農商 雇用 医療・福祉 －

③ 2017303 瀬戸内市 前島グリーンアイランド体験交流協議会 自然・景観 国内観光
子ども

（教育・体験）

④ 2017304 鏡野町 赤和瀬農家組合
「食」の提供・

活用
地産地消 女性の活躍

⑤ 2017305 瀬戸内市 備前福岡の市圏地産地消推進協議会 伝統・継承
子ども

（教育・体験）
地産地消

⑥ 2017306 笠岡市 合同会社ど根性ファーム ６次産業化 医療・福祉 高齢者の活躍

⑦ 2017307 笠岡市 農事組合法人奥山営農組合 自然・景観
その他
（研修）

その他
（就労）

⑧ 2017308 笠岡市 特定非営利活動法人かさおか島づくり海社 自然・景観
子ども

（教育・体験）
６次産業化 定住・移住

⑨ 2017309 津山市 あば村運営協議会 自然・景観
「食」の提供・

活用
高齢者の活躍

⑩ 2017310 備前市 日生町漁業協同組合 自然・景観
子ども

（教育・体験）
－

⑪ 2017311 美作市 里山デイズ 農泊 伝統・継承 国内観光

⑫ 2017312 津山市 つやま和牛振興協議会 伝統・継承 ６次産業化 地産地消

⑬ 2017313 赤磐市 岡中山間地域振興組合 ６次産業化 地産地消
その他（農地農
村維持活性活
動）

⑭ 2017314 赤磐市 是里むら 農泊
子ども

（教育・体験）
定住・移住

⑮ 2017315 玉野市 玉野市雑穀生産組合 自然・景観 ６次産業化 地産地消

⑯ 2017316 早島町 早島農業体験協議会 伝統・継承 インバウンド 定住・移住

⑰ 2017317 新見市 草間台エコミュージアム推進協議会 自然・景観
その他（放棄
地の解消）

－

⑱ 2017318 新見市 三室観光組合 自然・景観 伝統・継承 －

⑲ 2017319 美作市
地美恵の郷みまさか
（美作市獣肉処理施設）

ジビエ
「食」の提供・

活用
鳥獣被害防止

⑳ 2017320
吉備

中央町
円城広域組織
（多面的機能支払交付金）

伝統・継承
子ども

（教育・体験）
 その他（農地集積）

㉒ 2017322 笠岡市 特定非営利活動法人大島まちづくり協議会 農泊
「食」の提供・

活用
地産地消

㉓ 2017323 岡山市 岡山市大原土地改良区
「食」の提供・

活用
定住・移住 高齢者の活躍

㉔ 2017324 瀬戸内市 裳掛地区コミュニティ協議会
子ども

（教育・体験）
定住・移住 鳥獣被害防止

㉕ 2017325 真庭市 とみはらお茶プロジェクト 伝統・継承 ６次産業化 地産地消

㉖ 2017326 新庄村 Shinjo PJT KOMOREBI Golden Whisper 農泊 自然・景観 インバウンド

※　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　（岡山県）

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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応募団体位置図（岡山県）

岡山市

岡山市
倉敷市

津山市

玉野市
笠岡市

笠岡市

笠岡市

井原市

総社市

高梁市

新見市

備前市

瀬戸内市

赤磐市

真庭市

美作市

浅口市

和気町

早島町

里庄町

矢掛町

新庄村
鏡野町

勝央町

奈義町

西粟倉村

久米南町

美咲町

吉備中央町

２

23

17

16

７

22

13

３

20

25

10

19

11

６

12

15

８

18

24５

14

26

４

１

９
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吉備中央町農家民宿推進協議会

農家民宿の様子（協議会副会長） 町内児童・生徒対象の餅つき体験の様子

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、天体観測施設や温泉施
設、植物園等と連携した農泊活用ツアーを
実施。

○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・生徒へ深い学び
を得られ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

○観光地や食事施設の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。

○子ども達との交流は、農家の農業経営意欲の向上と生きがい対策となっている。ま
た、女性のきめ細かな取り組みにより、町のイメージアップに繋がっている。

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

岡山県の体験型教育旅行の目玉となるよう、教育旅行生の獲得を目指すとともに、
今後増えると想定されるアジア・パシフィック地域の教育旅行生等の確保に努める。

～西の軽井沢! 合いたくなる。吉備中央町～

子ども
（教育・体験）

農泊
きびちゅうおう

１ インバウンド
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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

２ 医療・福祉
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前島グリーンアイランド体験交流協議会

レンタル電動アシスト付自転車で島巡り 磯クラブで海の生き物学習

経 緯

○前島は、人口減少や急速な高齢
化などにより、平成25年に離島振
興策実施地域に指定。

○交流人口の増加、地域の活性化
等を図るため、平成27年４月に農
業者・関係団体などが当該協議
会を設立し、地域資源を活かした
活動を開始。

取組内容

○電動アシスト自転車を活用し、島のスポット
に時間をかけて巡っていただき、より深く島
の魅力を感じていただく取り組み。

○漂着物を使ったアクセサリー作りや磯遊び
の自然体験、耕作放棄地を活用した農業
体験等の取り組み。

○宿泊施設、交通機関と連携した、初日の出
クルーズや島巡りクルーズによる誘客促進。

活動の効果

○島の認知度向上による、観光客数の増加。

○島民の協力の輪が広がり、新たな取り組みとして、島の農産物や水産物を使った弁
当を製造販売するなど、島の活性化に繋がっている。

瀬戸内市牛窓町牛窓5662-4 Ｔｅｌ： 0869-34-4356

応募団体からのアピール・メッセージ

岡山県瀬戸内市

魅力的な体験メニューの開発や島の魅力のＰＲ活動などを積極的に行い、今以上
の観光客の方々に島に渡ってもらい、交流機会が増えるよう取り組んでまいります。

～島時間を楽しむ 体験して体感する～

まえじま

子ども
（教育・体験）

自然・景観
せ と う ち

３ 国内観光
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赤和瀬農家組合

いっぷく亭全景 囲炉裏端での食事

経 緯

○赤和瀬地区は県の最北端、標高
700ｍに位置し、冬期は積雪が２
ｍを超えることも珍しくなく、観光
客が訪れることがなかった。

○地区の活性化と観光客の誘致を
図るため、訪れる人が静かで豊か
な自然の中でゆっくりとくつろぎな
がら食事ができる農家レストラン
「いっぷく亭」を整備。

取組内容

○古民家を活用したお食事処いっぷく亭で、
地元の山菜や農産物を使った「いっぷく定
食」、「あけび定食」、「だんご汁」などを提
供。

○地元の食材を使用した「やまめの塩焼き」、
「とち餅」、「笹餅」や「鯖寿司」など、家庭の
味をお土産用にした商品を開発。

○木地師の館では、地域に代々伝わる木工
加工の体験を実施。

活動の効果

○おばちゃんたちの手作り料理や縁側で食後の昼寝を楽しむ観光客らの姿が話題を
呼び、年間1万人を超えるお客が訪れている。

○地場産食材を使った郷土料理を提供することで、地場農産物の生産が拡大。地域農
業の振興につながっている。

鏡野町上齋原1805-12 Ｔｅｌ： 0868-44-2488

応募団体からのアピール・メッセージ

岡山県鏡野町

今後も新商品･新メニューの開発に取り組んでいくとともに、滞在型旅行や農林業体
験の受入を検討し、昔ながらの山村の生活が体験できる観光地域へと発展させたい。

～山里の味でおもてなし～

女性の活躍
かがみの

地産地消
「食」の提供・
活用

４
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備前福岡の市圏地産地消推進協議会

「備前福岡の市」 出店者と認定品の販売風景 「親子田んぼと食べるもん学校」での芋ほり風景

経 緯

○25年前、現在の当協議会会長が、
高齢化や農業の衰退に危機感を
感じ、農業を基軸にした食の展開
と地域づくりの取組をスタート。

○備前福岡・福岡の市の再興に取り
組み始めた頃、農水省の「地産地
消モデルタウン事業」を紹介され、
平成19年５月に当協議会を結成。

取組内容

○平成18年３月より、数百年の時を超え、現
代版「備前福岡の市」（毎月第４日曜の定
期朝市）を復活。

○備前福岡の市出店者会認定制度を立ち上
げ、出店者が農水産物を持ち寄り、特産品
づくりに取り組み、現在約30点を認定。

○地域の親子を対象に「親子田んぼと食べる
もん学校」を開催し農業体験等を実施。

○学校給食の地場食材利用拡大を推進。

活動の効果

○「備前福岡の市」の定期開催で、対外的な地域情報のアピールとなり、多くのお客を
呼び込むことができ、地域が活性化。

○農業者・加工業者・消費者・行政・各地域団体が連携して、これまで実現できなかっ
た地場食材の学校給食への利用拡大にも取り組み、瀬戸内市の学校給食で使用す
る野菜品目の半数を地元産で供給。

瀬戸内市長船町福岡1588-1 Ｔｅｌ： 0869-26-2978

応募団体からのアピール・メッセージ

岡山県瀬戸内市

「100年続く市」を目指し、次世代の育成と特産品開発を継続しながら、「岡山マル
シェ協会」とも連携し、他地域との交流を深めていく。

～顔の見える関係でつながる農業と地域社会～

地産地消伝統・継承
せ と う ち

５ 子ども
（教育・体験）
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合同会社 ど根性ファーム

収穫作業 出荷・加工前最終チェック作業

経 緯

○高齢者に対する機能訓練特化型
デイサービスを展開する(株)創心
會が障がい者・高齢者が「リハビ
リ後の元気になった先の社会に
参加する機会、再び活躍できる場
を創ろう」と、平成24年に「ど根性
ファーム」を設立。平成25年、笠岡
干拓で本格的に農業参入し、農
福連携に取り組む。

取組内容

○通年栽培が可能で、毎日出荷ができる「青
ネギ」を栽培。

○障がい者・高齢者の作業バリエーションの
確保と収益性アップを図るため、カットネギ
を製造し、６次産業化の認定を受ける。グ
ループ会社の配食部門のほか、外食産業
等の要望に応じたカットネギの製造・販売を
展開。

活動の効果

○農業で障がい者・高齢者の社会参加を実現し、農福連携が一層促進された。

○カットネギの製造等により収益が上がり経営が安定。このため、平成29年8月より就
労継続支援A型事業所となり、20代から70代の障がい者・高齢者17名を雇用するこ
とができた。

倉敷市茶屋町2102-14 Ｔｅｌ： 086-420-1500

応募団体からのアピール・メッセージ

岡山県笠岡市

全国農福連携推進協議会を参考に笠岡市を中心に協議会を設立し、農業団体、福
祉団体等の賛同を得て、農福の可能性へチャレンジする。農福連携のモデルとして活
動していきたい。

～農福連携で障がい者・高齢者の雇用ついに実現！～

高齢者の活躍６次産業化
かさおか

６ 医療・福祉
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農事組合法人 奥山営農組合

耕作放棄地の開墾 刈払い作業 米作りオーナーによる 稲刈り

経 緯

○山口地区内の農地の荒廃を危
惧し、３名で奥山営農組合（前
身となる任意組織）を設立
（H22）。

○地区内の荒廃農地や耕作でき
なくなった農地等を借り受けて、
水稲等の作付を開始。

○地区内の農家が参加する農事
組合法人となり、倉庫兼乾燥調
製施設を整備（H25）。

取組内容

○31名が営農組合の構成員（実就労10名）とな
り、荒廃した田畑の開墾、耕作放棄地になる
と見込まれる農地の借り受けと、水稲（主食
用、モチ米、飼料用）の生産に取り組む。主
食用米やモチ米は駅などで、飼料用米は市
内の養鶏業者へ販売。

○子どもや若い世代の人たちに、農業の楽しさ
をアピールするため、田植え祭り、収穫祭を
開催。

○定年退職者を雇用し、労働力を確保。

活動の効果

○法人化、施設・機械の整備により、作付面積が飛躍的に増加し、地域の耕作放棄地
の減少に寄与。また、定年退職後の就業者も増加し、雇用の受皿となっている。

○有機肥料の使用や農薬の軽減による品質向上、各種イベントの開催・参加等による
地名度向上により、直接の注文や道の駅における売上が年々増加し、就業者の意
欲も向上している。

笠岡市山口2033-1 Ｔｅｌ： 0865-69-5611

応募団体からのアピール・メッセージ

岡山県笠岡市

美しい故郷を守り、農業を後継者に引継いでいくため、安全で高品質な農産物の生
産に取り組んでいきたい。

～美しい故郷を守る～

その他
（就労）

自然・景観
かさおか

７ その他
（研修）
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特定非営利活動法人 かさおか島づくり海社

島の大運動会 笠岡諸島7島交流事業 あゆみ園 就学前児童保育事業

経 緯

○平成10年、笠岡諸島（7島）の島民
の交流・活性化を図るため、全島合
同で第１回島の大運動会を開催。

○平成13年、島の活動を後押しするた
め、市の行政組織「島おこし海援
隊」が発足。

○平成18年、「NPO法人かさおか島づ
くり海社」を設立。官民協働で地域
活性化・住民福祉に幅広く活動。

取組内容

○北木島の廃校を利用して、小学校の野
外活動を受け入れ、魚釣り、魚のさば
き体験、地域産業（石材）見学などの
地域資源を活かした活動を実施。

○東京都三宅島の復興支援の一環とし
て火山礫を利用し、「瀬戸内の魚の灰
干し 」を特産化。

○地域に必要とされる人材を獲得するこ
とを目的として移住事業を展開。

活動の効果

○多種多様な分野への取組から事業範囲を広げ、また、介護事業を中心に40名程度
地域の雇用を創出するなど、大きな成果を生み出している。

○インターンシップの受入などにより、地域が活性化。
○研修所「石切の杜」を中心に、島の海資源を活用した活動を行う利用者が年々増加。

笠岡市北木島町9768-1 Ｔｅｌ： 0865-68-3741

応募団体からのアピール・メッセージ

岡山県笠岡市

里海の資源を最大限活用し、島ならではのプログラムと高齢者介護のプログラムの

融合を模索し、島の資源である高齢者を活かすプログラムにより、新たなる島の活性
化「福祉×観光」を実現したい。

～島をひとつに、心はひとつ～

かいしゃ

６次産業化自然・景観
かさおか

８
子ども

（教育・体験）
定住・移住

- 15 -



あば村運営協議会

住民出資で運営するガソリンスタンド・購買 あば村紹介冊子・リーフレット

経 緯 取組内容

活動の効果

○従来の地域コミュニティ活動だけではなく、地域の高齢者を支え合う仕組みづくりに
より、住み続けられる地域づくりに繋がっている。

○「あば村宣言」の取組を情報発信することで、地域の活性化や移住・定住の増加（こ
の５年間で20世帯、37人の移住）。

○農産加工品のブランド化の取組の中で新しいグループの発足や、地元スーパーと連
携した新商品の開発等に繋がっている。

津山市阿波1216-1 Ｔｅｌ： 0868-46-7070

応募団体からのアピール・メッセージ

岡山県津山市

阿波地区は過疎高齢化が進む典型的な山村地域、まさに地方創生の課題先進地
です。新しい自治のかたち、持続可能な地域づくりへの模索は、そのモデルとなり得
る取組だと自負しているところです。 URL:http://abamura.com/

～「あば村宣言」とローカル・アバノミクス～

高齢者の活躍自然・景観
つやま

９ 「食」の提供・
活用

○115年余り続いた「阿波村」は、平
成17年に津山市と合併し、その歴
史に幕を閉じた。

○合併後、旧阿波村の人口が急速に
減少。市と協働して地域活性化を
目指し、住民自治協議会事業のモ
デル地区の指定を受け取組を開始。

○地域の自然や暮らしを後世に引き
継ぐ決意として、平成27年に「あば
村宣言」を発表。

【ローカル・アバノミクス（3本の矢）】
○住民出資の運営会社を設立し、JA撤退
後のガソリンスタンドの存続や小さな拠
点形成の取り組み。（第1の矢）

○地域の食のブランド化（あば村ブランド）
に向けた、後継者の育成と新商品の開
発・販売。（第2の矢）

○都市農村交流人口の拡大や移住・定住
促進の取り組み。（第3の矢）
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日生町漁業協同組合

日生藻場造成推進協議会メンバー 日生中学校アマモ播種作業

経 緯

○昭和60年、地域の壺網（小型定
置網）漁業者たちが漁業不振の
原因を検討した結果、アマモの
激減が要因であると推測。

○当時の壺網代表者（前組合長
本田和士氏）が壺網漁業者をま
とめ、県の指導を受けながらア
マモ場再生活動を開始。

取組内容

○毎年、アマモの繁殖期に花枝採取～保管（葉
や茎を海中で腐らせる）～10月頃採種して播
種する取組を継続。

○壺網漁業者の高齢化に伴い、藻場造成推進
協議会を設立（H21）、83名で活動。

○地元の小中高校生や消費者団体との連携に
よる体験活動を実施。

○平成28年に「全国アマモサミットin備前」を当
地で開催。

活動の効果

○活動の継続により、徐々にアマモ場が広がり始め、当初の12ha（S60）から、250ha
（H27）まで回復。

○活動が評価され、ＴＶで放映されたことなどにより知名度が向上し、活動への参加者
が多面的に拡がるとともに、環境保全の関心も高まっている。

備前市日生町日生801番地4 Ｔｅｌ： 0869-72-1181

応募団体からのアピール・メッセージ

岡山県備前市

アマモ再生活動が、人と人の係わり、環境教育、消費者意識の向上につながると信
じ、“備前里海ブランドの確立”を目標に次の世代に活動を繋げていきたい。

～アマモ場再生活動～

ひなせ

子ども
（教育・体験）

自然・景観
びぜん

10
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里山デイズ

里山案内ツアーにて ぼんやりと夕日を眺めるのも、田舎ならでは

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。

○粟の文化の継承、西日本有数の茅場の活用
等、地域独自の伝統・文化を継承していくた
めの体験会等の開催。

活動の効果

○岡山県最高峰の後山、日本一のベル、湧き水「愛の水」といった観光資源への案内
に農家民宿による宿泊といったサービスが加わることにより、ファミリー層やグルー
プ旅行など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。

美作市後山643-1 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

地に足をつけた活動を継続していくこと。また、伝統文化の継承のための活動によ
り、循環型社会である「里山のくらし」を復活させたい。

～自由自在に里山での休日を楽しむツーリズム～

国内観光農泊
みまさか

伝承・継承11
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つやま和牛振興協議会

つやま和牛の精肉 飼料づくりの様子

経 緯

○津山地域は古くから和牛の繁殖が
盛んで、全国のブランド牛の素牛を
生産してきた。しかし、最長飼育地
の名が付けられることから地域の名
称を冠した牛は流通してこなかった。

○協議会設立から１０年にわたり試行
錯誤の末、優秀な子牛の地域内保
留による肥育、エコフィードによる地
元産飼料の給与など、つやま和牛
の生産を開始。

取組内容

○生産者の肥育期間中の収入を確保する
ため、つやま和牛肥育基金を設立。

○肥育された牛は、ネットオークションでの
取引を確立したことにより、需要と供給の
バランスを保っている。

○「生まれも育ちも津山産」に加え、地元酒
造メーカーからでるビールかすや、地元
豆腐製造事業者からでるおからなど、地
元産飼料の給餌による「与えるえさも津山
産」を図っている。

活動の効果

○地域の名称を冠したつやま和牛の誕生により、生産者の技術をＰＲすることができ、
生産意欲の向上に繋がっている。

○地域内流通を柱とする仕組みを確立させたことにより、つやま和牛を“買いたい・食
べたい”という地域外からの観光客の増加など、畜産関係以外の分野への経済波及
効果もあり、地域の活性化に繋がっている。

津山市山北520 津山市産業経済部農業振興課内 Ｔｅｌ： 0868-32-2079

応募団体からのアピール・メッセージ

岡山県津山市

安全・安心なえさで育った地域ブランド牛の流通で、地域の活性化に貢献し、新規就
農者の獲得、技術の継承につなげていきたい。

～飼料からうまい！地産地消和牛でまちおこし～

地産地消伝統・継承
つやま

６次産業化12
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岡中山間地域振興組合

ヒツジによる農地保全 羊毛加工

経 緯

○集落内の高齢化の加速に伴い、
農用地の維持が困難になること
が予想されたため、中山間地域
直接支払制度の発足に合わせ、
平成12年に「岡中山間地域振興
組合」を結成し、持続可能な農地
農村維持活性化に向けて積極的
な活動を行う。

取組内容

○ヤギ、ヒツジの家畜の導入による草刈り作
業の軽減と、ドローン技術を活用した水稲
の防除作業による農地農村維持活性活動。

○羊毛を帽子やセーターなどの製品に編み、
協定参加者が経営する直売所やインター
ネットを活用した商品の販売。

○サツマイモ、ジャガイモを共同で栽培し、市
内産食材を、学校給食での利用促進等食
育の推進を図る。

活動の効果

○ヤギ、ヒツジの導入により、省力的で持続可能な農地保全の実現。

○羊毛加工品の製造販売により、集落の方々の生きがいづくりに繋がり、地域が活性
化。

○休耕田を利用し、共同栽培した農産物（サツマイモ、ジャガイモ）を、直売所や学校給
食へ出荷供給することで、地産地消活動にも繋がった。

赤磐市沢原158-3 Ｔｅｌ： 086-955-9500

応募団体からのアピール・メッセージ

岡山県赤磐市

家畜やドローン技術を活用した省力的かつ効率的な農地管理、農作業をさらに推

進し、より一層の農地保全、農業生産体制の強化を図るとともに、家畜の副産物を利
用した高齢者の生きがいづくりを進める。

～ヤギ、ヒツジを活用したエコ農地管理が地域を元気にする～

その他（農地農村
維持活性活動）

６次産業化
あかいわ

地産地消13
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是里むら

近隣の大学生とともに新たな郷土料理を開発 都市居住者との交流：ごぼう掘り体験

経 緯

○昭和40年代に60haあったぶどう園
が、高齢化等により、平成初めに
は６ha程度までに減少。

○地域に賑わいと活力を取り戻すた
め、是里東・是里中・是里西の３
区で「是里むら」を設立（H６）。

取組内容

○地元で収穫された野菜等を活かした新たな
郷土料理を開発。

○都市圏からの観光客誘致を図るため、特産
のぶどうを中心とした「収穫祭」を毎年９月
に実施。

○子どもたちと交流を図り、地域農業の魅力
を伝えるため、ごぼうの栽培体験を実施。

活動の効果

○郷土料理の開発や農業体験の実施で、都市と農村の交流を深めることができ、地域
の賑わいを取り戻すきっかけに寄与。

○ぶどうや野菜農家の生産意欲を増進し、平成23年から６世帯の新規就農者を受け
入るなど、人気の新規就農・移住定住地区に成長。

赤磐市是里1785 Ｔｅｌ： 086-954-0772

応募団体からのアピール・メッセージ

岡山県赤磐市

是里むらは、山菜取りや昆虫採集・星空の観測など四季折々の田舎風情が楽しめる、自然豊かな山村地域です。野菜
の収穫体験や炭焼き体験だけではなく、種まきや苗植え体験、草刈体験もご用意します。ほかにも、ゆず茶作り、干し柿
つくりなど、都市部の方にとって新鮮で楽しい体験ができます。また、あらゆる地域資源を活用して、都市部の皆様に心
から楽しんでいただける体験メニューをご用意しています。是里むらＨＰ：www.koresato.com

～是こそ里なり～

定住・移住農泊
あかいわ 子ども

（教育・体験）14
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