


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（令和元年度）で６回目となります。

中国四国農政局管内では220件の応募があり、
「ディスカバー農山漁村（むら）の宝」として６地
区と１名（全国31地区と５名）が選定されました。

さらに、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21地区と３名を選定するととも
に、今年度から今後の活躍が期待できる事例を、
「奨励賞」として14地区と５名を選定しました。

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

令和２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６回選定） 

今回の「ディスカバー農山漁村（むら）の宝」（第６回選定）では、令和元年７月１日から９月

２日までに、農山漁村活性化の取組として全国から 931 件（管内からは 220 件）の応募があり、10

月 21 日に首相官邸で開催された第３回有識者懇談会において団体部門（コミュニティ部門及びビ

ジネス部門）として 31地区と今回より新設された個人部門として５名が選定されました。 

12月３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、12月４日には「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地区と 1名が選定され、その中から最優良地区のグラ

ンプリに島根県大田市の「株式会社 魚の屋」が選定されました。  

        
 

 

２．中国四国農政局「ディスカバー農山漁村（むら）の宝」 

中国四国農政局では、管内で応募のあった220件の中から、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、令和元年11月、中国四国農政局において選定委員会を開催し、21地区と３名を選定する

とともに、今後の活躍が期待できる事例を奨励賞として14地区と５名を選定しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

「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」 

選定地区オリジナルロゴマーク 

 

「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６回選定））

株式会社 魚の屋（島根県大田市） グランプリ受賞地区 

●国内市場が１％しかない天然わかめの刈りとりを漁師に依頼し、そ

れをもとに新商品開発と販売を実施。

●天然わかめの加工処理について、加工場で行うほか、障がい者就労施設

や一人暮らしの高齢者に作業の一部を委託。

浄謙寺（広島県北広島町） 

●地域の魅力と仏教を伝えるため、地元産野菜を用いて作ることが可能な

イタリアン精進料理の取組を実施。

●料理の提供だけではなく、住職とともに読経や説法も合わせて実施。

株式会社 三見シーマザーズ（山口県萩市） 

●規格外の魚を収⼊に繋げるとともに、⾷事に困っている一人暮らしの高
齢者へ⾷事を宅配しようと、弁当・惣菜の加工・販売の取組を実施。

●道の駅のレストランを運営し、鮮度の高い地元産の魚料理を提供。

●小中学生を対象に料理教室を実施し地元の魚のおいしさを伝える。

新居 希予（徳島県阿南市） 

●結婚により 12 代続く米農家で栽培に従事し、農業の厳しさや農産物の将

来性、地域の魅力などを伝えることの重要性を痛感し、わかりやすく消費

者に伝える「表現する農業」の取組を実施。

●伝統黒米「弥生紫」の唯一の生産農家として伝統を継承する傍ら、地元

テレビや youtube での配信、学校の農業体験などにより生産現場から情報

発信。

愛媛県立 宇和島水産高等学校水産食品研究部「フィッシュガール」

（愛媛県宇和島市） 

●愛媛県産魚の PR を行うため、産官学の連携の下で女子生徒が養殖クロ

マグロの解体ショーや加工品開発、魚食の実演販売を実施。

●「ブリ大根缶詰」や「鯛めしの素缶詰」等の開発製品を国内外で販売。

農業生産法人 株式会社 ミヤモトオレンジガーデン（愛媛県八幡浜市）  

●「農業を事業として取り組む」との考えで、グローバル GAP や６次産業化

に積極的に取組ながら、みかんの農業法人を運営。 

●廃棄していた摘果みかんを調味料「塩みかん」に活用するほか、GAP 認証

取得支援システムを開発し、他社の取得を支援。

天然わかめを採取している姿

食前の法話風景 

高齢者宅へのお弁当・お惣菜の 

宅配 

食いしん坊図絵を作成し食育、 

メディアで活用

GAP 経営研究会を開催 

ハワイでのマグロ解体 
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農事組合法人 ヒューマンライフ土佐（高知県越知町）  

●山間部の傾斜地でも栽培可能で軽量なため高齢者でも作業ができる 

生薬を製薬会社との契約栽培で生産。 

●乾燥・調製等の加工作業は他の産地からも集荷して行い、製薬会社 

に納品。 

 

 

 

 

（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」） 

 

農業生産法人 株式会社 D's プランニング（鳥取県大山町） 

●勤務体系はサラリーマン並みを目指し、早朝出勤した場合は夕方早く

帰宅できるよう配慮されている。また、子育て世代のお母さんや年配の方

でも作業ができるよう棚の高さや作業工程など工夫している。 

●制服（作業着）やホームページの作成にこだわりを持ち、今までの農業

のイメージとは違う情報発信をおこない雇用の確保に努めている。 

●2018 年 ISO9001 取得 

 

 

出雲市斐川土地改良区（島根県出雲市） 

●次世代を担う子供達を対象に平成 12 年度から出前授業、遊水池で行う生

き物調査などを実施。 

●非農家も参加した水路の草刈や泥上、子供達も参加した「花のまちひか

わ」の活性化に向けた植栽活動、水路脇の親水公園を活用したホタルの育

成を実施。 

●米米(まいまい)田んぼとして、給食用米の田植えや稲刈り体験を実施。 

 

 

 

株式会社 おおち山くじら（島根県美郷町） 

●町内で捕獲されるイノシシの約７割を集約し「おおち山くじら」という地

域ブランド産品として確立し、全国へ販売展開。 

●ポトフやカレーなどの６次産業化やイノシシの内臓は、ペットフード商品

の原料などに活用。 

●革製品の制作により、女性・高齢者活躍の場の創出。 

 

 

岡山県立 岡山南高等学校商業クラブ（岡山県岡山市） 

●米トレーサビリティ制度の勉強会を行い、制度の概要や社会的役割につ

いて学ぶ。 

●「駅弁」を企画することを決め、地元企業「株式会社三好野本店」に製

造を委託。 

●農業が盛んな岡山県の特性を生かした、米だけでなく、様々な県産品を

使った駅弁を開発し、発売までを実現。 

 

 

保育園児と地元住民による植栽

活動 

 

日々切磋琢磨し、頑張っています！ 

 

土佐ツムラの森にて中学生の薬草

採取体験 

 
休校日を使って定期的に販売会

を開催 

 
地域の女性部による革製品の製作 
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合同会社 ど根性ファーム（岡山県笠岡市） 

●通年栽培が可能な青ねぎを栽培。 

●障がい者・高齢者の作業の多様性創出と収益性アップのため、カット

ネギの製造に取り組み、６次産業化の認定を受ける。 

●生産から加工に係る作業工程において、座って作業ができる環境を整

備するなど、働き手が作業しやすい環境を整備している。 

 

 

 

みかわてらす（岡山県矢掛町） 
●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。 

 

 

 

農事組合法人 よしやま（広島県広島市） 

●農業体験教室の実施。 

●地元企業との連携による経営の安定化、及び地区の活性化。（メーカ

ーとの契約栽培、ミニ道の駅（Oishi 吉山）の誘致、地区内レストラン

との連携） 

●地区内での積極的雇用。植え付け、収穫期に年間延べ 2,000 人のアル

バイトを雇用。 

 

 

株式会社 敷信村農吉（広島県庄原市） 

●自社農場米や地元旬野菜を使用した給食の提供、園庭での野菜を栽培

など、農が身近にある地域特性を生かした保育を実践。 

●農家所得の向上や地域内交流の活性化のため、Ｈ20 年に野菜の販売

や卸を開始。耕作放棄地を活用した自社農場もスタート。 

●「日本の酪農の礎を築いた地」であることを知った地域の若者の希望

を受け、Ｈ25 年にチーズ工房を新設。 

 

 

 

本多 正樹（広島県安芸高田市） 

●農地中間管理機構を活用し、担い手間で農地を交換。 

●新規、若手農業者の横の連携を主軸に「新規就農者激励会」というイ

ベントを立ち上げ、若者が地域で活動している事例を発信。 

●地元ＪＡ管内の若手農業者グループ「ひろほく農考会」の初代会長。

地域の農業をあらゆる角度から考えるため、視察や意見交換などの活動

に取り組む。 

 

 

 

座って作業できる環境を整備 

 

陽気なピクルス 

 

農業体験教室 

 
農とともに、地域とともにある保育の

実践 

 

配食弁当でこだわりのお米を提供して

いるほ場 
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株式会社 ハートランドひろしま（広島県北広島町） 

●省エネ・環境にやさしいフィールド養液栽培で、ホウレンソウを通年

栽培。利用者が整地、収穫、選別、袋詰め等の全作業を行う。 

●ミニトマト、大根、白ねぎ等をハウスや露地で栽培。ミニトマトは、

各ハウスを担当制にし、利用者１名が責任を持って管理を行う。 

●組合員の家族が実際に農業を体験できる場として、組合員交流を年８

回開催し、農業や福祉への理解を促進。 

 

 

 

株式会社 秋川牧園（山口県山口市） 

●地元農家と飼料用米生産のネットワークを形成。米農家の技術を活用

しつつ、グループで行う視察会を通じて栽培技術の向上と生産意欲を拡

大。耕作放棄地を復活。 

●多収専用品種の飼料用米を給餌した鶏の堆肥を飼料用米の栽培圃場に

投与し、理想的な循環型農業を実現。 

●飼料用米多収日本一コンテストへの応募。グループから平成 29 年の農

林水産大臣賞（日本一）受賞を筆頭に毎年受賞者を輩出。 

 

 

 

株式会社 木原製作所（山口県山口市） 

●“地域創生“として企画立案、乾燥技術提供、試作品開発、パッケージデ

ザイン提案、保存・販売アドバイス、商標登録実務までを無償で行い、市内

事業者の商品開発をサポート。 

●事業者とともに、ドライフルーツ、漢方薬原料、和紙、パン、花のふりか

け、カレー等、従来の乾物のイメージを覆す多彩な利用方法と商品を開発。 

 

 

 

特定非営利活動法人 ゆや棚田景観保存会（山口県長門市） 

●耕作放棄地を無償で借り受け、さつま芋や景観作物の植付、ハーブの植

付による鳥獣害対策など、棚田の保全活動を実施。 

●小中学生を対象とした花香づくり・昆虫トレール教室、いも掘り体験の

受入など、体験教室を開催。 

 

 

 

 

株式会社 農家ソムリエーず（徳島県徳島市） 

●香港、台湾、マレーシア等のアジア圏へ輸出を行い、県や地域商社と連

携し、現地でイベント販売とプロモーションを実施。 

●サツマイモチップス「おさっち」を開発・販売。自社生産した「なると

金時」を使用し、生産、加工及び販売を行う６次産業化を実現。 

●地域の子どもたちに栽培体験を通じた食育の推進。 

 

 

養液栽培のホウレンソウと利用者 

年２回実施する、飼料用米検討

視察会の様子 

 

 

開発商品の合同販促体験 

 

なると金時チップス おさっち 

 

夏休み宿題お助けツアー：昆虫とれ

～る 
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GOTTSO 阿波（徳島県阿波市） 

●GOTTSO（ごっつぉ）とは阿波弁で「ごちそう」という意味。野菜の出張

販売や広報などを行い、農業の盛り返しを図る。 

●「美～ナス」を使い、幼稚園や小学校での食育を通じて、消費量増加

への取組を行っている。 

●「グローバル GAP」、「「とくしま安２GAP 農産物」認証の優秀認定」を

取得し、東京オリンピック・パラリンピックの選手村に「GOTTSO 美～®ナ

ス」の納品を目指す。 

 

 

西岡田 治豈（徳島県つるぎ町） 

●標高 300m、傾斜 30 度の急傾斜地の畑 20a で栽培しているソバの花が

満開の毎年９月下旬から 10 月中旬に観光農園として一般開放し、急傾斜

地農耕を実感してもらっている。 

●平成 27 年、旧暦 10 月の最初の亥の日に行われる地域の伝統的農耕行

事「お亥の子さん」を、地域の小学生とともに 25 年振りに復活させた。 

 

 

 

有限会社 赤松牧場（香川県高松市） 

●赤松牧場が堆肥を供給した圃場で、耕種農家が稲ＷＣＳを栽培し、生産

した稲ＷＣＳを飼料として畜産農家へ供給。平成 28 年にＷＣＳ生産組合

を設立し、平成 30 年には耕種農家 14 名で、栽培面積を 20ha まで拡大。 

●堆肥調整保管施設の整備等を実施し、耕畜連携の可能性を拡大。 

●ジェラートショップは地産地消のため、近隣農家のブドウ・イチゴ等を

仕入れて利用。 

 

 

 

香川用水土地改良区（香川県高松市） 

●平成 29 年７月に香川用水記念会館の移転整備を行い、新たな記念会館

を拠点とする情報の発信。 

●小学４年生を対象に出前授業を開催し、併せて香川用水施設の見学と幹

線用水路内の清掃作業を実施。 

●幹線用水路（59km）について、地域住民のボランティアに巡視員を委嘱

し、地域住民と一体となった施設巡視体制を構築。 

 

 

 

阿部 隆弘（香川県三木町） 

●ＪＡ関係者と障がい者の工賃値上げ交渉を行い、単価の値上げ、休日の割

増賃金及び交通費の支給を実現し、申し合わせ書を作成した。 

●市町と連携して障がい者就労施設を対象とした参入促進説明会や技術研

修会の開催、農福連携による農作業の説明用マニュアルを作成している。 

 

 

2019 年度 PR 用ポスター 

 

花咲くソバ畑 

 

香川用水幹線水路・開水路区間 

 
堆肥を利用して栽培したトウモロコ

シの収穫 

 

平成 30 年度 農作業支援強化 

研修会・琴平 
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四海漁業協同組合（香川県土庄町） 

●「小豆島 島鱧」を名乗るため、４つの基準を設け、他地域との差別化

を図る。 

●島内業者が水揚げしたハモを共同出荷することにより安定した品質・

出荷量を確保。 

●加工品の開発を可能とするため、ハモ骨切機、大型真空包装機等を導

入し、骨切を行ったハモの販売（１次加工品）に取組む。 

●京都産業大学と連携し、情報発信を強化。 

 

 

株式会社 玉津柑橘倶楽部（愛媛県宇和島市） 

●被災直後、玉津クラウドファンディングを立ち上げ、全国からの義援金

はスプリンクラー施設の補修費に充当。 

●ボランティア、アルバイターの受入れには宿泊施設が無いため受入人数

に制約があったが、JA えひめ南と連携し研修施設を開設。 

●生産者の所得向上を目的に、みかんや宇和ゴールド（河内晩柑）のジュ

ースを商品化。 

 

 

道の駅よって西土佐（株式会社 西土佐ふるさと市） 

（高知県四万十市） 

●新たな名物として、地域の食文化を尊重しつつ「洋」を取り入れた、

四万十天然鮎を使った「鮎のコンフィ」を開発。 

●生きた鮎を築地市場へ運ぶための品質管理、流通技術・管理を開発。

現在天然活魚を豊洲市場に送っているのは四万十川のみ。 

●上流から下流まで「全漁協による四万十鮎ブランドプロジェクトチー

ム」発足。 

 

農事組合法人 上東（高知県いの町） 

●集落営農組織主体で機械の共同利用や農作業の受託に取り組む。有望

品目研究部門を設立し、全組合員が野菜作りに親しむ環境を整備。 

●何度も協議を重ね、平成 31 年 1 月に「農事組合法人上東」を設立し生

産体制を強化。 

●３月末のカタシの花祭り時期に合わせ住民手づくりのイベントを開催

し、都市住民との交流を図る。 

 

 

 

集落活動センターゆすはら西推進委員会（高知県梼原町） 

●獣肉解体処理施設の建設とジビエカーの導入（平成 29 年度）。 

●鹿の捕獲は多いが町中心部から遠い松原区を中心にジビエカーを運用

することで、解体処理施設への円滑な搬入を実施。 

●元ゆすはら応援隊員や移住者等の担い手人材を雇用。 

 新設した解体処理施設と日本初

導入ジビエカー 

農事組合法人上東 設立総会 

 

小豆島島鱧まつり・初出荷式 

 

玉津オリジナルみかんジュース 

日本で唯一鮎市場のある道の駅 
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① ビジネス 下関市 静食品株式会社 鳥獣被害防止 ジビエ  ６次産業化

② ビジネス 山口市 株式会社 木原製作所  ６次産業化
企業・地域住民・

大学との連携
女性・高齢者の活躍

③ コミュニティ 阿武町 農事組合法人 木与なぎさファーム
農林漁業、

農村文化体験
環境保全・景観保全 食育・教育

④ コミュニティ 山口市 農事組合法人 神友会  農泊 インバウンド
農林漁業、

農村文化体験

⑤ 奨励賞 コミュニティ 山口市 特定非営利活動法人 ほほえみの郷トイトイ
地元食材の提供・

活用
企業・地域住民・大

学との連携
女性・高齢者の活躍

⑥ コミュニティ 柳井市 農事組合法人 ウエスト・いかち
自然・景観・
伝統・継承

地元食材の
提供・活用

 ６次産業化

⑦ コミュニティ 山口市 株式会社 秋川牧園
自然・景観・
伝統・継承

その他
（国産飼料の活用、堆肥の

循環を含めた耕畜連携
-

⑧ コミュニティ 山口市 吉敷畑集落協定 環境保全 景観保全 -

⑨ コミュニティ 萩市 株式会社　三見シーマザーズ 食育・教育 雇用  高齢者の活躍

⑩ ビジネス 萩市 萩酒米みがき協同組合 雇用  ６次産業化 農家所得の向上

⑪ 奨励賞 個人 岩国市 梅川　仁樹 環境保全・景観保全 伝統の継承 移住・定住

⑫ コミュニティ 長門市 特定非営利活動法人　ゆうゆうグリーン俵山 農泊・農林漁業
農林漁業、

農村文化体験
-

⑬ コミュニティ 長門市 特定非営利活動法人　ゆや棚田景観保存会 環境保全・景観保全 食育・教育  ６次産業化

⑭ ビジネス 長門市 株式会社  63Dnet 雇用  ６次産業化  輸出

⑮ ビジネス 長門市 株式会社　百姓庵 環境保全・景観保全 雇用  ６次産業化

⑯ コミュニティ 周南市 八代南土地改良区
自然・景観・
伝統・継承

 ６次産業化 -

⑰ ビジネス 周南市 須金フルーツランド 国内観光客の誘致
農林漁業、

農村文化体験
移住・定住

⑱ ビジネス 周南市 株式会社 中特ホールディングス 環境保全 景観保全  企業との連携

⑲ コミュニティ 周防大島町 周防大島町体験交流型観光推進協議会  農泊
農林漁業、

農村文化体験
食育・教育

⑳ 個人 周防大島町 角井　雅之 環境保全・景観保全
その他

(通常の営農で
生計を立てる)

-

㉑ ビジネス 上関町 一般財団法人 なごみ
農林漁業、

農村文化体験
食育・教育  ６次産業化

㉒ コミュニティ 田布施町 企業組合 小行司健康グループ 雇用  高齢者の活躍
そ　の　他

(地域活性化)

㉓ 奨励賞 コミュニティ 田布施町 山口県立 田布施農工高等学校　望幸隊 食育・教育  復興 －

㉔ コミュニティ 平生町 ひらお特産品センター協同組合
農林漁業、

農村文化体験
食育・教育 教育機関との連携

「ディスカバー農山漁村（むら）の宝」（第６回選定）　応募団体　一覧　（山口県）

Ｎｏ. 選定地区 部門 市町村 団体名 該当する取り組み
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下関市

下関市

下関市

宇部市

山口市

萩市

萩市 萩市

防府市

防府市

下松市

下松市

岩国市

光市

光市

長門市

柳井市

柳井市

美祢市
周南市

周南市
周南市

周南市
山陽小野田市

周防大島町

和木町

上関町

上関町

上関町

田布施町

平生町

阿武町

応募団体位置図（山口県）
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静食品株式会社

経 緯 取組内容

活動の効果

応募団体からのアピール・メッセージ

山口県下関市

しずかしょくひん

しものせき1

○獣害による農作物の被害が大きくな
り、その防止のため、猟友会が駆除に
あたったが、処理施設がなく大半が廃
棄。

○平成25年４月より、下関市中山間地
域ジビエ有効活用拠点「みのりの丘ジ
ビエセンター」の指定管理業者に指定
され、平成28年４月より指定管理２期
目。

○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。

○施設で解体したジビエを自社で食肉加工
し、ウインナー等加工品を製造販売。

○ジビエのブランド化による販路拡大を目指
し、ポスターによる啓発や、地元をはじめ、

首都圏での販売促進を強化。

下関市椋木町三丁目13番18号 Ｔｅｌ：083-231-4734

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。

○センターに持ち込めば処理してくれるという猟友会の信頼を獲得。センターでの鹿、猪
の処理頭数は、552頭から707頭に増加（Ｈ25→Ｈ30）。

○積極的なPR活動により、ジビエに対する評価が高まり販売も好調に推移。食肉・加工
品の売上は、577万円から1,500万円に増加し、販売先も20件から90件へ増加 （Ｈ25
→Ｈ30）。

～ 長州ジビエを日本一のジビエブランドに！ ～

鳥獣被害防止 ジビエ 6次産業化

長州ジビエのくんせいとウインナー
長州ジビエ紹介ポスター 平成30年維新150周年記念

下関ブランド認定証

URL：http://shizuka.jp/index.html
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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。

株式会社 木原製作所

開発商品の合同販促体験 国際乾燥学会で事例発表

経 緯 取組内容

○“地域創生“として企画立案、乾燥技術
提供、試作品開発、パッケージデザイ
ン提案、保存・販売アドバイス、商標登
録実務までを無償で行い、市内事業者
の商品開発をサポート。

〇事業者とともに、ドライフルーツ、漢方
薬原料、和紙、パン、花のふりかけ、カ
レーなど、従来の乾物のイメージを覆
す多彩な利用方法と商品を開発。

活動の効果

〇サポートした商品は、多様なメディアに取り上げられ、山口市の地域振興の取組や少
量多品目の1次産品の認知度を向上させ、多様な産官学の連携を生み出した。

〇本取組をきっかけとして、平成24年に農林水産大臣から機械メーカーでは全国初とな
る「ボランタリープランナー」任命、平成27年皇太子殿下御視察、「国際乾燥学会（世
界42か国300人の研究者が参加）」では本事業が注目を集めた。平成29年「はばたく
中小企業・小規模事業者300社」選出。県・露友好協定をきっかけに新商品を展開。

URL：http://www.kiharaworks.com/ 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

～国内初・乾物プロジェクトで“地域”創生！～

女性・高齢者
の活躍

企業・地域住民・
大学との連携山口県山口市

やまぐち

６次産業化

きはらせいさくしょ

2

○平成22年、山口市が新たな地域産業
戦略の構想を開始したことを受け「乾
燥技術」を地域資源として活用し、複
数団体とのドライフード商品開発と圏
域ブランドの構築を市に提案。

○平成23年、乾燥食品の開発販売を
軸とした国内初の地域振興事業「山
口から“Kanbutsu”を発信。」プロジェ
クトが総務省で採択。
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農事組合法人 木与なぎさファーム

経 緯 取組内容

活動の効果

阿武郡阿武町木与667 Ｔｅｌ：08388-2-2512

応募団体からのアピール・メッセージ

山口県阿武町
あ ぶ

～江戸からの継承、伊能忠敬の恵みを今に！～

環境保全・景観
保全

棚田から見る夕日と美しい農村集落の景観は、木与の宝です。

「やまぐち棚田２０選」にも選定されている木与の棚田を後世に引き継ぐため、法人を
中心に農地保全に取組んでいます。

〇集落一体となった農業生産活動により、
集落の農地保全。

○棚田法面へのシバザクラの植栽、集落
内水路への鯉の放流、花壇の整備等、
集落の景観形成。

○棚田で田植え体験を実施し、地域交流と
地域のＰＲを通じ、地域の活性化に努め
ている。

農林漁業・農山
漁村文化体験

食育・教育

○江戸時代、「伊能忠敬」による全国測
量の際に、取水口・水路・排水口等
の測量と設計が行われ、これにより、
豊かな棚田となった。

〇平成22年「木与集落の明日の農業を

考える会」立ち上げ、その後、集落の
農地を守ることを第一に考え、平成
23年「農事組合法人木与なぎさ
ファーム」を設立。

〇機械の共同化、無人ヘリによる共同防除体制の確立、農地外周への獣害防止柵の
設置等、集落一体となった活動が実施でき、地域の農地保全が可能となった。

〇農業者、非農業者、女性、若者等を含めた地域のコミュニケーションの場の創設。

〇木与の棚田で開催した「田植え体験」では町外の方の参加もあり、新たな交流が生ま
れるとともに、地域の活性化が図れた。

き よ

3

国道から見える棚田の景観作物(シバザクラ)地域の有志で行う農地・道路・水路清掃活動
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農事組合法人 神友会

景観作物（シバザクラ）の絵文字 地域住民でおもてなし 体験・民泊

経 緯

○十種ヶ峰のふもとに位置する神角
集落では、神角の自然と地域を守
ることを目的として、農事組合法
人「神友会」を立ち上げた。

○集落の夢プランにより当該集落に
おける農業や暮らしの良さを若い
世代に伝承するため、学生や子
供達との交流など様々な取組を
実践している。

取組内容

○神友会女性部が主催する「サロン」で、集落
で採れたお米や野菜を使った昼食を振る舞
い、おしゃべりなどの憩いの場所を提供し
ている。

○イギリスや中国等海外の中高生の農家民
泊を実施。

○中学生の農家民泊を実施。農作業体験、
農産物の収穫や竹笛、弓矢作りなど、昔の
遊び体験を行っている。

活動の効果

○女性部が主催する「サロン」を月一回開催をしているが、高齢者は開催を心待ちにし
ており、一人暮らしの人も毎回参加し、地域の交流が図られている。

○インバウンドの受け入れを行い、イギリスの中学生に餅つき体験、タイからの観光客
に浴衣の着付け体験、地元農産物を使った料理を堪能してもらった。言葉が通じず
身振り手振りでのコミュニケーションではあったが、楽しい時間を過ごすことができた。

山口市阿東徳佐下3546 Ｔｅｌ： 083-956-0333

応募団体からのアピール・メッセージ

山口県山口市

大学生の農業体験学習、中学生や高校生の農家民泊、都市部の子供達の田舎体
験交流などを精力的に行っていき、いずれは定住者が増えることを目標にしています。

～おもてなしの神角笑顔あふれるヤマシャクの里～

農林漁業・農山
漁村文化体験

農泊

しんゆうかい

４ インバウンド
やまぐち
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特定非営利活動法人 ほほえみの郷トイトイ

移動販売車の様子 介護予防事業で談笑する高齢者

経 緯

○平成２２年に地区内唯一のスー
パーが撤退したことで、買い物問
題と地域コミュニティの低下が発
生した。

○住民アンケートを実施し、地域づく
り協議会を中心に協議を重ね、地
域拠点を中心とした将来構想「ほ
ほえみの郷構想」による住民合意
を図り、持続可能な地域の仕組み
づくりに取り組んでいる。

取組内容

○ミニスーパーや移動販売車による食料品・
日用品の販売を行っている。

○空き家の新たな活用法を地域で提案し移
住希望者とマッチングすることで地域と移
住者双方にメリットのある定住対策に取り
組んでいる。

○健康に地域で暮らし続けるために介護予防
に取り組んでおり、運動やコミュニティの場
づくりを行っている。

活動の効果

○地域拠点ほほえみの郷トイトイの存在が地域ニーズの集約だけでなく地域課題の解
決に住民が主体的に参加できる仕組みを実現したことで、住民の意識が変わり地域
の未来に対するモチベーションが向上した。

○地域住民が笑顔で前向きに課題に向き合う姿が、農村コミュニティの良さを引き出し
たことで、都市部からも魅力的な地域という評価が高まっている。また地元の中学生
が認知症サポーター講座を受講することで地域の人材として育っている。

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

山口県山口市

人口が減少しても、安心して笑顔で暮らし続けること、広大な農地の保全を可能にす
ることなど、SNS等を活用した情報発信や他地域の交流により広げていきたい。

～地域の絆で笑顔あふれる安心の故郷づくり～

女性・高齢者の
活躍

地元食材の
提供・活用

５ 企業・地域住民・大
学との連携

さと

やまぐち
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農事組合法人 ウエスト・いかち

経 緯

〇平成18年、「農地を守ること」「生産
性を向上させること」「地域の特産品
を作ること」を経営理念として設立。

〇大型農業機械による効率的な耕作
と合わせ、環境保全型農業を実施。

〇平成25年、農産物加工所開設。
〇平成26年、明治大学からのファーム

ステイの受入開始。

取組内容

〇法面へのシバザクラ植栽、休耕田を利用し
たコスモス栽培により、集落の景観を維持。

〇化学農薬と化学肥料の使用量を５０％以
上減らし、エコやまぐち農産物認証を取得。

○農産物の加工・販売により高齢者や女性
の就労環境の改善と県内女性起業ネット
ワークへ参加。

〇ファームステイを通じた都市農村交流。

活動の効果

〇シバザクラによる農村集落の景観維持は、地域内の環境保全と都市と農村の交
流に寄与し、来訪者の増加は地域の活性化と法人経営の安定に繋がっている。

〇女性を中心とした四つ葉グループは、「やまぐち農山漁村女性起業ネットワー
ク」認定商品を生み出し、地元農産物を使った加工品は好評を得ている。

〇農産物や加工品の販売を通じ、都市と農村の交流と地域活性化が図られている。
○明治大学からのファームステイによる交流と合わせ、明治大学が開催する学園
祭へ加工品の提供を行い、都市農村交流と伊陸地域のＰＲに繋がった。

URL: http://westikachi.jp/ 柳井市伊陸7446-4 Ｔｅｌ：0820-26-0780

応募団体からのアピール・メッセージ

山口県柳井市

大学生のファームステイ受入をきっかけとした都市部との交流は、地域の活性化に繋
がり、伊陸の美味しい農産物を知っていただけました。また、毎年１月後半に開催して
いる「キャベツ祭り」は、豚汁試食、旬のキャベツを始めとした伊陸の冬野菜、手作り
の大豆コロッケ、寿司、炊き込みご飯の販売などが好評をいただき、地区内外から多く
の来訪者で大盛況となっています。皆様も是非お越しください！

～法人と地元でつくる里づくり～

６次産業化
やない

地元食材の
提供・活用

自然・景観・
伝統・継承

景観作物（シバザクラ）の作付け 大学生のファームステイ女性部による農産物の加工・販売

６
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株式会社 秋川牧園

年２回実施する、飼料用米検討視察会の様子 平成28年に完成した飼料用米保管タンク350ｔ×2基

経 緯

○外国産飼料が大勢を占める中、
安心安全な国産飼料の自給を目
指して、平成21年、グループによ
る飼料用米栽培の取組をスタート。

○当初、農家の賛同を得られるかは
未知数だったが、専用品種モミロ
マンの力強さに表情が一変。農家
の強いモチベーションに支えられ、
取組は徐々に広がっていった。

取組内容

○地元農家と飼料用米生産のネットワークを
形成。米農家の技術を活用しつつ、グルー
プで行う視察会を通じて栽培技術の向上と
生産意欲を拡大。耕作放棄地を復活。

○多収専用品種の飼料用米を給餌した鶏の
堆肥を飼料用米の栽培圃場に投与し、理
想的な循環型農業を実現。

〇飼料用米多収日本一コンテストへの応募。
グループから平成29年の農林水産大臣賞
（日本一）受賞を筆頭に毎年受賞者を輩出。

活動の効果

○主食用米の生産調整により落ち込んでいた生産意欲を飼料用米の生産に取り組むこ
とにより解消。生産者が互いに切磋琢磨し、平成30年産では３農家が10a当たり１ｔの
収穫量を達成し、全国平均を大きく上回り農家のモチベーションと技術が結実。

〇平成30年、飼料用米栽培面積が当面の目標である120haを達成。耕作放棄地の復活
にも取組み農地の保全、食料自給率の向上に貢献している。

○畜産事業者主導の飼料用米生産グループは珍しく、全国各地から視察団が来訪。

山口市仁保下郷317 Ｔｅｌ：083-929-0630

応募団体からのアピール・メッセージ

山口県山口市

取組から10年目の節目を迎えた。飼料の自給率向上に向けて、農家相互の技術継承
の取組を継続し、更なる生産拡大に努めたい。

～元気な飼料用米生産者と実現した地域循環～

あきかわぼくえん

その他（国産飼料の活
用、堆肥の循環を含め

た耕畜連携

自然・景観・伝
統・継承

やまぐち

７

URL:https://www.akikawabokuen.com/
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吉敷畑集落協定

経 緯 取組内容

活動の効果

応募団体からのアピール・メッセージ

山口県山口市

よしきはたしゅうらくきょうてい

やまぐち

８

○700枚の棚田をほ場整備で約140枚に
したが、平地に比べ法面が多く、作業
負担も大きかった。

○高齢化が進行する中、水路の修繕や
長大な法面の草刈りが保全活動の大
きな課題であった枚以上あったため、
地域で一体となり、棚田での農業を
支えるため、集落協定として活動を始
めた。

○農業者だけでなく、非農家も集落協定に参
加。集落ぐるみの共同取組活動で、農道、
水路の維持管理、鳥獣害防止柵の設置等
実施。

○法面管理の省力化のため、農地の法面に
シバザクラを植栽。「やまぐち棚田20選」で

ある吉敷畑棚田とシバザクラの景観形成
の活動を通して、地域の魅力を発信し、交
流人口の増加による地域活性化を目指す。

山口市吉敷505 Ｔｅｌ：083-924-7925

先祖代々から受け継いだ棚田は、集落の自慢であり、誇りである。今後も地域住民
が一体となって、農業や農村環境に親しみながら、地域を守る心を育てていきたい。

○地域ぐるみの農地保全活動により、耕作放棄地の発生を防ぐとともに、農業機械や防
除の共同化にも取り組むことでコスト削減にも繋がった。

○シバザクラの植栽などの取組で、良好な集落環境が保たれ、交流人口の増加や、地
域の伝統的な祭りの維持・継承にも一役買っている。

～ 棚田とシバザクラの景観で地域の魅力を発信 ～

環境保全 景観保全

美しく保たれた農地 集落ぐるみでシバザクラの植栽
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株式会社 三見シーマザーズ

鯖島食堂の定食は人気高齢者宅へのお弁当・お惣菜の宅配

経 緯 取組内容

○地元食材で作った弁当を一人暮らしの高齢
者宅へ配達。訪問により健康面もフォロー
するなど、「地域の見守り隊」としての役割
も担っている。

〇道の駅「萩・さんさん三見」でレストラン「鯖
島食堂」を運営。地元の新鮮な魚や野菜を
使った定食は人気メニュー。

〇毎年、地元の小中学生を対象に料理教室
を開催し、地元の魚や家庭料理のおいしさ
を伝えている。

活動の効果

○一人暮らしの高齢者が、安心して暮らせる地域になった。

〇「鯖島食堂」の年間来客者数は３万５千人まで増加。道の駅には鯖島食堂と合わ
せて年間5万人以上の来客があり、交流人口の拡大に繋がっている。

〇鯖島食堂の従業員は、地元の三見地域から雇用している。三見地域では働く場所
がほとんど無いため、貴重な働き場所になっている。

萩市三見3103-11 Ｔｅｌ：0838-27-0206

応募団体からのアピール・メッセージ

山口県萩市

「年をとってからも安心してイキイキと暮らすことができる地域」が、私たちの目指
すこれからの三見の姿です。

～海の幸で地域に笑顔を賑わいを～

さんみ

高齢者の活躍食育・教育
はぎ

雇用

○水揚高が減少する中、サイズや種
類が揃わない魚はほとんど値が付
かず、漁業者の収入に繋がらない
実態があった。

○一人暮らしの高齢者の方々が毎日
の食事に困っていることを知り、
「地域の食材を生かしたお弁当を
宅配したら喜ばれるのではない
か」と思いつき、高齢者への宅配
弁当と惣菜加工の取組みを開始。

９
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萩酒米みがき協同組合

整備した「とう精工場」
酒米生産から醸造まで

「オール萩阿武」ブランドのお酒

経 緯

○萩阿武地域の酒造会社向けの酒
米「山田錦」を地元で供給するため、
平成２７年から本格栽培を開始。

○当初は他県でとう精を行っていた
が、運搬等のコスト負担の課題や
コンタミの不安を解消するため、地
元の６酒造会社と１１集落営農法
人で組合を設立し、平成３０年３月、
地元にとう精工場を整備。

取組内容

○「酒米生産、とう精、醸造」の全ての工程を
組合で行う、「オール萩阿武」ブランドの酒
造り。

○「田植え、稲刈り体験」のほか、地酒と地元
食材で作った料理で消費者と交流するイベ
ント『やっぱ地酒でnight』を開催。

○高品質米生産に向けて統一した栽培基準
を作り、年３回、「生産者、酒造会社、ＪＡ、
行政」で生育状況の確認を実施。

活動の効果

○集落営農法人と酒造会社が一体となって取り組むことで、「オール萩阿武のお酒」と
してブランド力強化が図られた。

○主食用米に比べて収益性が高い酒米を契約栽培することで、農家所得の向上に寄
与している。

○冬場に仕事が少ない集落営農法人の従業員を、とう精作業に従事させるほか、蔵人
として酒造会社で働くことで、雇用の場の確保と労働力不足解消に繋がっている。

萩市大字吉部下12226番地1 Ｔｅｌ： 08388-6-0570

応募団体からのアピール・メッセージ

山口県萩市

「オール萩阿武」による生産者の顔が見える酒づくりで、地域が一体となって日本一
の酒米産地、日本一の地酒産地にしていきたい。

～酒蔵と農業法人の連携による６次産業化～

はぎさかまい

農家所得の向上
はぎ

６次産業化雇用10
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（農産物直売所での「わさび」販売） （山口県農業士協会による研修）

経 緯 取組内容

活動の効果

○わさびの超促成栽培により１年１作を実現すると共に、わさびの全ての部分を利用・販売し、
販路拡大と生産物の廃棄ゼロを実現。

○移住・定住、新規就農者の支援と新規就農サポーターズを設立。栽培技術・経営学の習得に
加え、生活に関するアドバイス等により定着率を向上。

○岩国市全域の情報を把握し、将来を見据え、地域及び農家個々の課題に取り組む。
○向峠神楽保存会に所属し、各地で神楽を披露するとともに、地元の子供達へ神楽を伝承。ま
た、県庁の移住・定住の活動にも参加し、神楽に魅了された都市部からの移住に繋げている。

山口県岩国市錦町宇佐郷554 Ｔｅｌ0827-74-0755

応募団体からのアピール・メッセージ

山口県岩国市

超促成栽培技術によるわさび栽培農家の所得向上と新規就農者への技術継承
と定住支援により地域を活性化していきます。

～新たな技術と人を地域へ～

い わ く に

移住・定住
環境保全・
景観保全

お お ど う り む く さ と

梅川 仁樹
う め か わ ひ と き

11 伝統の継承

○前例の無いわさびの土耕栽培による超促成
栽培に取組み、主産地化に成功。

○既存の販売先だけでなく、新たな産地と大
手食品メーカーとの売買契約の仲介を行う
など、経営者として高い評価。

○移住・定住、新規就農者の支援と「新規就
農サポーターズ」を設立。

○平成29年度から農地と営農に関するアンケ

ート調査を実施し、岩国市全体の農地の状

況を把握。

○地域の文化保存として、地元の子供達へ伝

統文化である神楽を継承する活動を実施。

○就農後、地域資源の見直しを図るためわ

さび生産に取組み、次世代へのわさび栽

培の継承を目的として苗販売の事業化、

ＪＡへの委託販売を開始。

○新規就農者を対象とした研修を積極的に

受け入れ、次世代を担う若手農業者を積

極的に育成。

○農業委員会会長、農業士会会長のネット

ワークを生かし、人・農地プランの実質

化に国の方針に先駆けて取り組む。

○地域の伝統文化（神楽）の伝承活動。
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経 緯 取組内容

活動の効果

応募団体からのアピール・メッセージ

山口県長門市

～誇りをもって住み続けたい思う地域に！～

ながと
農村文化体験・

農福連携

○温泉業の斜陽化と集落の過疎高齢
化に伴い、地域活力が急激に衰退
したことをきっかけに、地域の有志
が中心となり、俵山グリーンツーリ
ズム推進協議会を設立。

〇平成２１年、活力ある地域作りを目
指し、法人化。

○平成３０年、集落営農法人連合体、
株式会社アグリベンチャー俵山へ
参加。

○現在の事業を継続することで、生活利便性を向上し、移住者の増加などをめざしま
す。また、ラグビーワールドカップのキャンプ地となったことを活用し、日本・世界へ
俵山の良さについて情報発信し、俵山地域の活性化をめざします。

○地域における生活の利便性を確保する事業を展開することで、地区で生活する人達
が不便性を感じることなく生活ができます。

○都市部の小・中・高校生との民泊、農業体験や接する機会のあまりない外国人との
交流を通じ、地域の活性化に手応えを感じています。

○「スクールバスの運行」、「過疎地有償運送」
「デイサービス事業」、「食の自立支援」など、
生活で不便性を感じさせない取組を展開。

○小学生や中学生・高校生を対象に、民泊・
農業体験を受入。３０年度は、韓国・台湾の
高校生、イタリアから専門学校生を受入れ
て交流。

○福祉事業を始め、環境整備、産業振興、地
産地消、スポーツ・文化振興・教育など活動
は多岐にわたる。

特定非営利活動法人 ゆうゆうグリーン俵山

農泊・農林漁
業

長門市俵山4497番地 Ｔｅｌ：0837-29-5070URL：http://tawarayama.jp

たわらやま

デイサービスの利用者とインターン生の交流民泊に参加した韓国の高校生たち

12
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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次産業化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

○耕作放棄地を無償で借り受け、さつま
芋や景観作物の植付、ハーブの植付
による鳥獣害対策など、棚田の保全
活動を実施。

○小中学生を対象とした花香づくり・昆
虫トレール教室、いも掘り体験の受入
など、体験教室を開催。

活動の効果

○先人が守ってきた、棚田の景観保全を地域住民参加により実施することで、地元に
対する愛着心や地域の和が生まれた。

○棚田や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。

長門市油谷後畑1766番地 Ｔel：事務局0837-32-2056

応募団体からのアピール・メッセージ

山口県長門市

夏休み宿題お助けツアー：昆虫とれ～る全国棚田サミット150日前イベント：耕作放棄地再生農地
へのハーブ入植

～ゆや棚田 魅せて! 教えて! 虜にさせて!～

ながと

食育・教育

平成26年度からは、農林水産省の「美しい農村再生支援事業」を活用した近隣大

学との学域連携による地域課題の洗い出しや、ブランド化の更なる促進に向けた活
動展開を行い、美しい自然環境を利用した都市農村交流の拠点として、地域版「まち・
ひと・しごと創生」のモデルとなるべく鋭意努力しています。

６次産業化
環境保全・景

観保全

たなだ けいかんほぞんかい

URL：http://member.hot-cha.tv/~yuya-tanada/top.html
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山口県長門市

経 緯 取組内容

活動の効果

応募団体からのアピール・メッセージ

○農業生産者が自ら共同出資し6次産業

化を目指すため、不足する施設及び開
発・販売に関する専門的知識やノウハ
ウを補完し、効率的な開発と販売を実
現できる6次産業化組織として設立。

○平成28年から運営している長門市6次

産業化支援施設「ながとラボ」を継続的
な事業化を行うため、63Dnetで事業を

継承。

○地域農家や市場から農産物を集荷し、
近隣の道の駅への卸売事業を展開。

○直営店舗「ＬａＬａフラン」で、地域農産物
や加工品を販売。

○山口県産小麦、海由来の天然酵母を使
用した、パンを「ララベーカリー」で販売。

○地域食材を活用した商品開発を「ながと
ラボ」において専門家の下で実施し、直
営店舗で専門スタッフが販売。

長門市西深川2608番地2 Ｔｅｌ：0837-22-4671

○農産物を集荷し、道の駅等で販売。販売に合わせて、商品紹介や使用方法などを消費
者に情報を提供することで農産物の消費拡大及び生産者の所得向上に繋がっている。

○「ながとラボ」で専門家が商品開発・販売を行うことで農業生産者が生産活動に専念し
ながら自分の商品開発ができ、販売も進み、魅力有る農業経営モデルを確立。

輸出雇用

山口県産小麦使用の
パン屋「ララベーカリー」

「ながとラボ」の完成により、大手にしかできなかった商品を生産農家、小規模事業者
が適正な製造量で商品化して旬の食材を通年販売できる魅力がある。特にフリーズドラ
イの少量生産は全国的にも需要が見込め、小規模だからこそできる商品開発および販
売に取り組みます。

ながと

6次産業化

株式会社 ６３Ｄnet
ろくさんでぃーねっと

～農業者が組織的な6次産業化で地域を活性化～

直営店舗ＬａＬａフラン

ながとラボ開発商品

14
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株式会社 百姓庵

経 緯 取組内容

活動の効果

応募団体からのアピール・メッセージ

山口県長門市

○２００４年より、夫婦で自給自足と農家
民宿からスタート。２００８年より製塩
業を始める。

○２０１７年、耕作放棄地の解消、移住促
進、雇用の場を提供するため法人化。

○塩は、２０１８年の日本経済新聞の塩
ランキングにて、世界４０００社中２位
に選ばれる。

○耕作放棄地を再生。米・野菜を栽培し、
自社の塩を使用した加工品を販売。

○海岸清掃の主催やボランティアガイド、
自然保護の講演を通じ、自然景観保護
の啓蒙活動を実施。

○山口銀行油谷支店内に２０１９年７月末、
スペインレストランを開業。地産地消や
雇用の場を提供している。

自然と人間との共生・循環型産業を、ここ山口県長門市から世界に発信し続けたいと
思っています。そして、ビジネスを継続していくことで、儲かる一次産業を創出し、一次産
業従事者を増やし、耕作放棄地の再生や自然景観保護へとつながり、国内食糧自給率
が高まるように貢献したいと思います。

○耕作放棄地を解消し、農産物を栽培・販売することで、棚田の景観保全や地域経済
の活性化に貢献。

○海岸清掃、自然体験ツアーのボランティア、「自然と共生した循環型産業の構築」と題
した講演を通じ、自然景観保護に寄与。

○スペインレストランを開業し、地元農産物などを使用することで、地域経済の活性化に
貢献。合わせて地元に雇用の場を提供し、若者の定住を促進している。

～五方良し（三方＋自然・未来）実践します！～

雇用 6次産業化
環境保全・景観

保全

ビーチクリーン＆フェスタ＠長門市油谷大浦 山口銀行油谷支店内にオープンしたレストラン

E-mail:hyakusho̲an@ybb.ne.jp 長門市油谷向津具下1098-1 Tel：0837-34-0377

15
ひゃくしょうあん

ながと
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八代南土地改良区

八代へ渡来したナベツルの家族 県内外のボランティアと共に行うツルのねぐらづくり

経 緯

○周南市八代は、本州唯一のナベヅル
の渡来地（越冬地）であるが、餌場と
なるほ場が荒廃し、ナベツルが減少。

○ツル保護とともに地域の人々が心豊
かにくらす「ツルと人･共生の里」再生
構想の一環として、地域の農業を支
え、ツルに優しい農業を推進するため、
八代南土地改良区を中心に地域の合
意を形成。

取組内容

○ほ場には、生態系保全型水路やツルの
歩きやすい法面傾斜を導入し、ツルの渡
来時期には工事、草刈り等を一切行わ
ないなど、ツルの生態に最大限配慮。

○冬期湛水、無農薬･無化学肥料、堆肥を
活用した循環型農業による米の生産等、
ツルの生態に配慮した営農に取り組む
県内唯一の地域。

〇水辺の教室開催やツルのねぐら作り。

活動の効果

○冬期湛水栽培、無農薬・無化学肥料などの取り組みにより、地域の米の評価が高め
られ、八代産の酒米を使用した日本酒も高い評価を受けている。

○小学校と連携し、生態系保全型水路で実施される「生きもの調査」では、きれいな水
と判定されており、ツルと共に歩む農業によって豊かな自然環境が守られている。

周南市大字八代1902番地の1 Tel : 0833‐91‐0175

応募団体からのアピール・メッセージ

山口県周南市

～ 「ツルと人・共生の里」再生構想の具現化をめざして～

やしろみなみ

６次産業化
しゅうなん16 自然・景観・伝

統・継承

周南市の定住促進事業を活用し、地区内外から定住する農業後継者の発掘・育成を
推進し、 「ツルと人に優しい安心・安全な農産物の生産」を基本に、規模拡大、品質向
上、コスト削減を図り、６次産業化、女性の雇用などを視野に入れ活動していきます。
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須金フルーツランド

若手農家中心の生産組合員 ふれあいプラザ須金の外観

経 緯

○周南市須金地域は、ぶどう・梨の
産地であり収穫期には、県内外か
らの観光客で賑わいを見せている。

〇須金ぶどう梨生産組合が中心とな
り「ふれあいプラザ須金」を設立。
ぶどう・梨をはじめ地元の野菜など
の販売を行っており、これらを総称
として「須金フルーツランド」と呼ば
れている。

取組内容

○地域の販売拠点「ふれあいプラザ須金」で
の、ぶどう・梨、野菜等を販売。

〇全ての農園は、土作りにこだわり、農薬等
をできるだけ控え、環境に優しい農業に取
り組み、山口県の認証制度である「エコや
まぐち」を取得。

○須金巨峰を原料とするワイン（委託製造）は、
地元の酒販組合・農業・商業・行政が連携
し、流通ルートを開拓、特産品として販売。

活動の効果

○果樹産地として地域のブランド力が向上し、多くの観光客が来訪することにより新た
なニーズが生まれ、地元野菜、弁当やパンの製造・販売、巨峰ワインなどの加工品
が人気を集め、観光農園を中心とした取組が地域の活性化に繋がっている。

○ふれあいプラザ須金が直接販売、産地直送をサポートすることで、各農園は生産に
注力でき、新規就農も進み、こうした若い世代が参入することで地域が活性化し、農
ガニックフェスタや農泊といった新たな取組に繋がっている。

周南市金峰西中原2751-1 Ｔｅｌ：0834-86-2000

応募団体からのアピール・メッセージ

山口県周南市

毎年、５月上旬に開催する農ガニックイベントは、親子で自然や生物とふれあい、驚き
を共有することで、親子の新たなコミュニケーションが生まれるイベントとなっています。

～なしとぶどうの観光農園が元気に40年以上つづくその秘訣とは～

すがね

移住・定住
国内観光客の誘

致

しゅうなん

17 農林漁業・農山漁
村文化体験

URL:http://www.sugane-fl.net/
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株式会社中特ホールディングス

経 緯

〇一般廃棄物等を収集運搬し焼却処
分する中、スーパーからはまだ食べ
られる野菜類が廃棄されており「もっ
たいない」と感じていた。

〇「もったいない」解消のため、廃棄さ
れる野菜を有効資源と捉え、活用に
向けて社内検討を開始。

取組内容

○ダチョウは、「何でも食べる」と知り、廃
棄される野菜を餌として、ダチョウの飼
育を開始。

〇ダチョウ飼育の副産物である卵を活用
するため、ダチョウ抗体の世界的権威
である塚本博士と共同でアレルギー対
策商品を開発。

活動の効果

○2013年、弊社ダチョウ卵でハウスダストアレルギー抗体の生産を開始、2014年他社
にアレルギー対策商品の原料として提供しました。2019年には、同抗体と他社の花
粉アレルギー抗体を加えた、「黒糖のど飴」を開発し、地域の販売店、高速道路サー
ビスエリア等にて販売を開始。

〇食品リサイクルループを確立することで、廃棄野菜の減量とアレルギー対策商品の
開発の両方を実現。

周南市周南市久米3078-1 Ｔｅｌ：0834-26-0500

応募団体からのアピール・メッセージ

山口県周南市

ダチョウによる食品リサイクルから開発した「黒糖のど飴」で、皆さまの日々の生活
を快適に過ごして頂ければ幸いです。

～黒糖のど飴で生活環境革命～

ちゅうとく

企業との連携環境保全
しゅうなん

18 景観保全

URL:http://www.chutoku-g.co.jp/d_story/

黒糖のど飴 ダチョウの食事風景
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周防大島町体験交流型観光推進協議会

経 緯 取組内容

活動の効果

応募団体からのアピール・メッセージ

山口県周防大島町

すおうおおしまちょう

すおうおおしま

○町の基幹産業である農業や漁業など
の第１次産業と観光交流を結びつけ
た新たな産業「体験交流型観光」に
つなげ、観光交流人口100万人の目標
を達成すべく、平成20年に周防大島
町体験交流型観光推進協議会を設立
し、体験型教育旅行の誘致を開始。

○平成20年から主に中高生の修学旅行の
誘致を開始。

○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
になり、みかん栽培やいわし網漁など、
古くからの島の営みを都市部の生徒に
体験してもらう活動を実施。

全国でも同様の取組みがあるが、田舎の営みをそのまま提供していくことが独自色に
繋がると考えている。若者に周防大島を知ってもらう絶好の機会と捉え、リピーターや
情報発信者に発展していくよう、体験交流を通じて地域の魅力をＰＲしていきたい。

○体験提供で得られた対価は、体験インストラクターの副収入となっており、農家・漁家の所得
向上にも寄与しており、地域住民には元気や生きがいを、生徒には農漁業の現状や大切さ
を実感してもらう場を提供できた。

○修学旅行で受け入れた学生数は2,438名から4,114名に、受け入れた学校数も18校から30校
に増加（H25→H29）。平成30年の大島大橋の貨物船衝突事故の影響で一部の学校の受入
を断念したものの、令和元年度に体験型教育旅行の受入累計３万人を達成。

～ 体験型修学旅行で交流人口の増加を目指そう ～

農林漁業・農山
漁村文化体験

食育・教育農泊

URL：http://www.taiken-suo-oshima.net/ 大島郡周防大島町久賀5134 Ｔｅｌ：0820-79-1003

ホームステイ先でのみかん収穫体験

地元の魚を使った
家庭料理体験

ホストファミリー
とのお別れ
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角井 雅之 せ と み

経 緯

○神奈川県から父母の実家に帰省する度、
祖父が営むみかん園で農作業を手伝う。

○農業への憧れが就農希望へと膨らんで
いくが、父の教えもあり、会社員として就
職。

○就職後も「みかん農家になりたい」との
思いは変わらず、周防大島町やＪＡ山口
大島（現ＪＡ山口県周防大島統括本部）
での研修を経て、平成２４年４月に就農。

取組内容

○柑橘栽培では、露地とハウスを組み
合わせ、せとみ、せとかなど10数種
類を栽培。

○就農時は１３２ａの園地でスタートし、
その後２８２ａへ規模を拡大。

○凍害のリスク分散のためハウス栽
培を開始し、高収益を得られる品種
へ更新（売上げが約６倍に増加）。

○農地中間管理機構を活用し、積極
的に農地を借入。

活動の効果

○露地とハウスを組み合わせ、せとみ、せとかなど10数種類の柑橘を栽培し、農地中

間管理機構等の利用により、就農時より２倍超まで耕地面積を拡大し、農業経営を
通じて国土保全と安定した農産物の供給などに寄与。

〇平成29年度から周防大島町農業委員、平成30年度から山口県農業士会青年理事
を務める。

大島郡周防大島町大字土居716 Ｔｅｌ：090-5992-8049

応募団体からのアピール・メッセージ

山口県周防大島町

農家は農産物を作り、市場や加工業者に“適正な価格”で販売し、利益をあげる。
普通に営農すれば利益がきちんと出る産業である。経営感覚を持たない６次産業化

を推進するより就農人口を増やせると考えている。

～農業を仕事にする～

すおうおおしま その他
(通常の営農で生計を立てる)

環境保全・
景観保全

お お ど う り む く さ と

角井 雅之
か ど い ま さ ゆ き
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一般財団法人 なごみ

朝市の様子 特産品開発
ご当地びわジャムソフトクリーム

経 緯

○漁獲高、生産高の低迷や担い手
不足等、上関町の農林水産業が
抱える課題に対し、解決への一助
になればと、活動を開始。

〇平成26年にオープンした「道の駅

上関海峡」の運営団体として、直
売所、加工場、レストランを運営。

取組内容

〇魚介類、農産物は委託販売方式（自由出
荷）を採用。未利用魚や規格外の農産物を
生産者自らが値付けして販売。

〇毎週日曜日の朝市では、新鮮な魚介類を
漁業者が直接販売することで消費者とＷＩＮ
－ＷＩＮな関係を構築。

○上関町の特産物を活用した商品が少な
かったため、特産品開発を実施・支援。

活動の効果

〇道の駅のオープン当初から、魚介類や農産物を生産者自らが価格設定し、市場では
価格のつかない未利用魚や規格外の農産物も販売することで、生産者の収入増加
に繋がっている。

○毎週日曜日の朝市では、漁業者は通常の販売ルートよりも収入が増える一方で消
費者は新鮮な魚介類を割安で購入でき、ＷＩＮ－ＷＩＮな関係を構築している。

〇地元特産物を活用した特産品（びわジャムソフトクリーム、ぎろふぐの唐揚げ、舌平
目の醤油バター焼き、地魚を活用した灰干しなど）の開発を実施・支援した。

山口県熊毛郡上関町大字室津９０４－１５ Ｔｅｌ：0820-62-1139

応募団体からのアピール・メッセージ

山口県上関町

当施設は、半島の先端に位置していることから「行き止まりの道の駅」といわれるな
ど集客の面では非常に厳しい環境の中で施設の運営を行っています。

今後も地域の皆様と力を合わせて課題解決に取り組み、地域発展に努めます。

～道の駅による地域活性化に向けた取り組み～

かみのせき

特産品開発
舌平目の醤油バター焼き

農林漁業・農山
漁村文化体験

食育・教育 ６次産業化

URL：https://kaminoseki-kaikyo.jp/
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企業組合 小行司健康グループ

メンバーの集合写真（一部） 地元の農産物を活用した食事や加工品

経 緯

○小行司地域は、柳井市、岩国市、
光市に囲まれた田布施町の北部
の山間部にあり、平成元年に「何
もない」地域に「新しいもの」を生
み出そうとして「小行司健康グ
ループ」を発足。

○小行司地域の女性たちが集まり、
地域食材を活かした活動を始め、
平成20年に法人化。

取組内容

〇小行司地域に住む人・訪れる人が健康で
仲良く農村生活を楽しむことに寄与すること
を目的に、地域外の直売所に弁当や加工
品の出荷を行い、地域の魅力を広くＰＲ。

〇平成８年に地域の人々が材料を持ち寄って
建設した飲食・直売施設「小行司にこにこ
パーク」は、地域とともに成長し、令和元年
に新食堂へ。駐車場などの環境整備も行
い、より上の心地良さを提供。

活動の効果

〇設備を充実させ活動を拡大させていく過程で、テレビや新聞の取材が増え、山口県
内外のより多くの人々に地域の魅力を伝えることができるようになった。

〇当企業組合は、長きに渡り地域の女性の働く場の創出と地域活性化に貢献してきた。
30年間の歴史の中では、90歳代の女性が働いていたこともあり、高齢者の所得の向
上や生きがいの創出にも寄与したものと自負している。

熊毛郡田布施町大字大波野２２２５－７ Ｔｅｌ：0820-53-1550

応募団体からのアピール・メッセージ

山口県田布施町

農村の自然がいっぱい 笑顔がいっぱい！
地元に住む女性たちにより、地域食材を活かした加工品の開発及び製造・販

売、食堂の経営に取り組んでます。皆様も是非お越しください！

～にこにこ笑顔で地域を元気に！～

こ ぎ ょ う じ

雇 用
た ぶ せ

高 齢 者
の 活 躍

そ の 他
(地域活性化)

URL：http://kogyouji.axis.or.jp/
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山口県立田布施農工高等学校 望幸隊

望幸隊（ぼうさいたい）メンバー 県内の災害発生時に炊き出しを実施

経 緯

○東日本大震災をきっかけに、県
内でも高齢化が進む周防大島町
と連携しながら地域密着の防災
訓練を実施。

〇災害を防ぐ「防災」ではなく
「幸せを望んでもらえるような
活動」との想いを込め高校生に
よる『望幸隊（ぼうさいた
い）』を結成。

取組内容

〇高齢化地域が進む周防大島町と連携し、
年３回の防災訓練の実施と共に地域住民
と情報交換の場を設けることにより、参
加者の増加に繋げた。

〇防災食開発と料理講習会や防災訓練を通
じた防災食の普及とともに、子どもや若
者向けの防災訓練を実施。

〇アレルギーに対応したノングルテン米粉
パンの開発。

活動の効果

自治会内で自主防災組織が結成され、必要な避難用の備品の補充など、防災
意識の高まりと地域の絆の輪が広がりつつある中、「田布施農工があって良
かった。」と、何度も声をかけていただき、生徒達は地域の一員として貢献し
ていきたいと強く思うようになりました。高齢化が進む地域で、子どもや若者
が参加し活躍してもらえるような「ちびっ子隊長制度」など、これからも高校
生ならではのアイデアで、地域の防災訓練を盛り上げていきます。

熊毛郡田布施町大字波野１０１９５ Ｔｅｌ：0820-52-2157

応募団体からのアピール・メッセージ

山口県田布施町

災害時にお腹も心も満たされ、地域が繋がる「望幸食」（ぼうさいしょく）作
りを目指して挑戦します！災害があっても、その先に「幸い」が待っています。
あなたの幸せに向かって！ それいけ！地域の望幸隊（ぼうさいたい）！！

た ぶ せ ぼうさいたい

た ぶ せ

食育・教育 復 興

URL：http://www.tabuse-at.ysn21.jp/
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ひらお特産品センター協同組合

みかんの収穫体験 社会見学受け入れ

経 緯

○昭和50年代初頭より堆肥を使用し
た土壌の改善及び化学肥料や農
薬を減少させる野菜栽培（環境保
全型農業）に取組む。

○平成10年に平生町が農漁業の振
興を目指し「ひらお特産品セン
ター」を建設。同時に運営協議会
設立。平成23年３月に法人化。

取組内容

〇平生町内で環境に配慮した農産物に対す
る独自の認証制度を発足し、消費者が安
心して農産物を購入できる仕組みを構築。

〇小中学校と地産地消へ連携

①地産地消教育、②学校給食への地元産
食材提供、③社会見学・職場体験の受入。

〇平生町が進める事業「イタリアーノひらお」
の一役を担い、ＰＲ活動とともに特産品の
開発を推進。

活動の効果

〇商品を安定して提供を行うべく、地域に根ざした活動により、平生町内の農業者の連
携を確保するとともに、町の伝統ともなっている環境保全型農業を推進。

〇子どもたちが明るく元気に育ち、平生町をもっと好きになってもらって、またその子の
子どもたちが住み続けたいと思ってくれるよう、「観光、ＰＲ、他」など、様々な面から
地元の元気を展開中。

熊毛郡平生町大字平生町５８９－２１ Ｔｅｌ：0820-56-1093

応募団体からのアピール・メッセージ

山口県平生町

平生町産にこだわった新鮮な野菜、果物から水産品に加工食品をい
ろいろ取り揃え、皆さんのお越しをお待ちしています。平生町が進める
「イタリアーノひらお」事業とも連携して、イベント等で盛り上げています。

～安全で美味しい農産物で子どもたちを元気に～

とくさんひん きょうどうくみあい

農林漁業・農山
漁村文化体験

ひらお

食育・教育
教育機関
との連携

URL：http://hiraotoku3hin.web.fc2.com/
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