


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30年度）で５回目となります。

また、平成２９年度より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』」として選定すること
としました。

これら選定地区の優良事例について、中国四国地
域での「農山漁村（むら）の宝」として広く情報発
信し、横展開を図る参考として紹介するため、平成
２９年度及び３０年度の選定地区の事例集を作成し
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31年３月

中国四国農政局農村振興部



目 次

平成２９年度全国選定地区・地方選定地区・・・・・・・・・・・

○ 応募団体一覧 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

○ 応募団体位置図 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

○ 応募団体の取組事例 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

１

２

３

４

平成３０年度全国選定地区・地方選定地区・・・・・・・・・・・

○ 応募団体一覧 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

○ 応募団体位置図 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

○ 応募団体の取組事例 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

２７

２８

２９

３０



平成２９年度

全国選定地区
地方選定地区
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① 2017115 鳥取県 若桜町 わかさ２９工房 ジビエ
「食」の提供・
活用

鳥獣被害防止 Ｐ４

② 2017202 島根県 飯南町 飯南町注連縄企業組合 伝統・継承 インバウンド ６次産業化 Ｐ５

③ 2017509 山口県 山口市 株式会社Ａｒｃｈｉｓ 輸出 伝統・継承 女性の活躍 Ｐ６

④ 2017614 徳島県 美波町 「四国の右下・魅力倍増」推進会議 観光
「食」の提供・
活用

－ Ｐ７

⑤ 2017617 徳島県 三好市 大歩危・祖谷いってみる会 国内観光 インバウンド 自然・景観 Ｐ８

⑥ 2017921 高知県 日高村 日高村オムライス街道推進プロジェクト
「食」の提供・
活用

子ども（教育・
体験）

地産地消 Ｐ９

① 2017105 鳥取県 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 Ｐ１０

② 2017112 鳥取県 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 Ｐ１１

③ 2017211 島根県 大田市
おおだ一日漁推進協同組合
（※Ｈ30全国選定地区）

伝統・継承
子ども（教育・
体験）

「食」の提供・
活用

Ｐ１２

④ 2017216 島根県 出雲市 窪田ふるさと会 自然・景観
子ども（教育・
体験）

６次産業化 Ｐ１３

⑤ 2017302 岡山県 岡山市 農業生産法人（有）岡山県農商 雇用 医療・福祉 － Ｐ１４

⑥ 2017311 岡山県 美作市 里山デイズ 農泊 伝統・継承 国内観光 Ｐ１５

⑦ 2017316 岡山県 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 Ｐ１６

⑧ 2017402 広島県 世羅町 世羅高原6次産業ネットワーク 農泊 ６次産業化 女性の活躍 Ｐ１７

⑨ 2017406 広島県 三次市 川西自治連合会 農林業体験 地産地消 － Ｐ１８

⑩ 2017501 山口県 周南市 大道理夢求の里交流館 自然・景観 定住・移住 女性の活躍 Ｐ１９

⑪ 2017618 徳島県 三好市 河内谷土地改良区 自然・景観
子ども（教育・
体験）

農業遺産
の保全

Ｐ２０

⑫ 2017703 香川県 三豊市 大地と語り合う会 ６次産業化 地産地消 女性の活躍 Ｐ２１

⑬ 2017704 香川県 観音寺市 五郷里づくりの会 自然・景観
「食」の提供・
活用

国内観光 Ｐ２２

⑭ 2017807 愛媛県 西予市
企業組合遊子川ザ・リコピンズ
（※Ｈ30全国選定地区）

「食」の提供・
活用

６次産業化 女性の活躍 Ｐ２３

⑮ 2017817 愛媛県 西条市 丹原もぎたて倶楽部 伝統・継承
子ども（教育・
体験）

６次産業化 Ｐ２４

⑯ 2017911 高知県 土佐町 いしはらの里協議会
子ども（教育・
体験）

地産地消
「小さな
拠点」づくり

Ｐ２５

⑰ 2017914 高知県 三原村 公益財団法人三原村農業公社 雇用 定住・移住 － Ｐ２６

※ 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。

（注）　「四国の右下・魅力倍増」推進会議は、県南地域の１市４町（阿南市、那賀町、美波町、牟岐町、海陽町）で構成

市町村 団体名 該当する取り組み都道府県

ページ

ページ

「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　（H29地方選定）

Ｎｏ. 選定地区 参加証コード※

「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　（H29全国選定）

Ｎｏ. 選定地区 参加証コード※ 市町村 団体名 該当する取り組み都道府県
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応募団体位置図（H29全国・地方選定）
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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。

鳥取県八頭郡若桜町若桜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

にく

鳥獣被害防止ジビエ
わかさちょう

１ 「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

ディスカバー農山漁村の宝第４回選定地区（ジビエ）。平成29年、鳥取県版HACCPを取
得し、高品質のジビエを全国に提供。ジビエ利活用の先進地域として、後継者の育成・
研修生の受け入れ等にも力を入れている。
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飯南町注連縄企業組合

しめ縄づくり体験の実施 外国から観光客のみなさん

経 緯

○伝統的に行われてきた「しめ縄づく
り」が担い手の高齢化により技術の
伝承が困難になった。

○地域の宝とも言える大しめ縄製作を
はじめとする「しめ縄文化」を伝承す
るため活動を開始。

取組内容

○企業組合を結成し、伝統の大しめ縄の
製作とＰＲ。「作り続けること」が伝統の
技の継承と考え、雇用の場を創出。

○大しめ縄の制作現場を一般に公開し、
しめ縄づくりの体験メニューも提供。

○大しめ縄の生産は年々拡大し、取引を
世界に広げるのに伴い、転作作物とし
て、しめ縄用稲わらの生産拡大。

活動の効果

○「出雲大社平成の大遷宮」とあいまって出雲大社の大しめ縄の製作活動も多方面
から注目され受注も増加。伝統文化を活かしながら、地域における雇用の場を創設。
○若い世代への貴重な伝統文化の継承と、飯南町への観光客誘致に貢献。
○大型店等、神社以外からのしめ縄の受注が増加した。

島根県飯石郡飯南町花栗54-2 Ｔｅｌ：0854-72-1017

応募団体からのアピール・メッセージ

島根県飯南町

この地で培われてきた、しめ縄づくりの伝統を受け継ぎ、日本一といわれる出雲大
社の大しめ縄のほか、全国各地の神社のしめ縄を制作しています。

～世界に誇る大しめ縄づくりの伝統を未来へ～

いいなんちょう

い い な ん ち ょ う し め な わ

インバウンド伝統・継承00 ６次産業化２
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株式会社 Ａｒｃｈｉｓ

ヴィンテージライスワイン“夢雀”（むじゃく）

経 緯

○山口市阿東に古民家再生のモデ
ルとなる「旧山見邸田楽庵」を立ち
上げ、地域活性化のため米作りを
開始。

○世界に通用する高級ワインのよう
な日本酒ができないかと考え、プレ
ミアムな日本酒をつくり、世界に発
信することで、日本の１次産業の活
性化を目指す。

取組内容

○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。

○世界の富裕層に認められるためのブラン
ド戦略により世界へ発信。

○付加価値を高めるためプレミアム感の創
出。

○古民家を地域のコミュニケーションの拠
点として再生。

活動の効果

○「プレミアムヴィンテージライスワイン」として、海外展開。
○1本（750ｍｌ）の日本酒がドバイでは６０万円、香港では２０万円で取引。
○酒米をつくる農家の収益の向上につながった他、海外メディア、国内のメディアを通
じ、錦町という過疎地域のことを知ってもらう機会が増加。

○再生した古民家を拠点に地元農家や大学生による「田植えフェスティバル」を開催。

山口県山口市泉都町10番4 Tel : 083-976-4725

応募団体からのアピール・メッセージ

山口県山口市

ドバイでの夢雀プロモーション

やまぐちし

世界一高い日本酒が、過疎地域を活性化！
～海外富裕層向け“ヴィンテージライスワイン”「夢雀」～

女性の活躍伝統・継承輸出

今後、ドバイ、香港に加え、中国、タイ、ベトナム、シンガポール、フランス、イタリア、
アメリカ等の富裕層へ販路を拡大し、10年かけて夢雀を長期保存させ、“プレミアムヴィ
ンテージライスワイン“として販売していく。

ＵＲＬ：http://archis.co.jp/

あーきす

３
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「四国の右下・魅力倍増」推進会議

四国の右下・まけまけマルシェ

経 緯

○１市４町からなる徳島県南部地域
「四国の右下」で、地域の知名度
向上と入り込み客数の増加を目
指すため、新たに協議会を設立。

○商工会、観光協会、行政やＪＡな
ど地域が一体となった観光情報
の発信や観光客向けのご当地グ
ルメの開発に取り組むなど活動し
ている。

取組内容

○飲食店舗と協力し、地元の特産品を使った
ご当地丼「南阿波丼」を開発し県南地域と特
産品のPR、地産地消の推進。

○「南阿波鍋」「南阿波スイーツ」といった「南阿
波グルメ」を開発し、「四国の右下」食の博覧
会を年１回開催し、集客数を増やしてきた。

○新たな販路開拓に向けた産直市「四国の右
下・まけまけマルシェ」を開催し、地域内外の
イベントと連携して誘客促進の取組みを推進。

活動の効果

○南阿波丼は24店舗29種類、南阿波鍋16店舗20種類、南阿波スイーツ13店舗23種類
が現在販売されている。また、各地の百貨店での出張販売や全国丼サミットへの出店
などを行っている。

○毎年開催している「四国の右下」食の博覧会では、年々来場者数が増加（2.7万人
(H24)、5.5万人(H28)）しており、「四国の右下」の食をはじめとする地域の魅力PRに
貢献している。

徳島県海部郡美波町奥川内字寺前493-6 Ｔｅｌ：0884-77-0759

応募団体からのアピール・メッセージ

徳島県美波町

今後、地域の観光ボランティアガイドや観光協会などが参加する「観光マネジメント
塾」の開催を通じ、着地型観光商品開発に取組み、さらなる誘客人口の拡大を目指す。

～徳島県南部地域「四国の右下」右上がり！～

しこく

みなみちょう

観光

南阿波丼「南阿波右上がり丼」

「食」の提供・
活用

４
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大歩危・祖谷 いってみる会

ロサンゼルス総領事館公邸でのプレゼンテーション 社員を対象としたおもてなし英会話講座

経 緯

○大歩危・祖谷の美しい風景がいつま
でも残り、そこに住む人々がいきいき
と暮らすことができ、世界中の人々を
魅了する場所でありつづけることを
目標に設定。

○道路網の充実で通過点となることを
危惧し、ホテル５社で会を立ち上げ。

取組内容

○行政や地域住民との連携強化。

○旅行会社等への誘致宣伝活動。

○インバウンド誘致宣伝活動。

○インターネット・ＳＮＳを利用した情報発信。

○新名物料理の開発。

○英会話講座、観光フォーラム等の開催。

活動の効果

○会員ホテルへの宿泊客は、約7.4万人から約7.6万人に増加（H28-H30）。
○外国人宿泊者数は、香港の個人客を中心に、約1.5万人から約1.9万人に増加（H28-
H30）。

○これに伴って、地域のゲストハウスや民宿の宿泊客も増加。
○路線バスやタクシー乗客が増えるなど、地域に効果が波及。

徳島県三好市西祖谷山村善徳33-1 Ｔｅｌ：0883-87-2171

応募団体からのアピール・メッセージ

徳島県三好市

大歩危・祖谷を、四国の秘境から世界の秘境へ、世界に通用する観光地にしていき
たい。

～１００年後も美しい大歩危・祖谷であるために～

みよしし

おおぼけ

自然・景観インバウンド

いや

国内観光５
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日高村オムライス街道推進プロジェクト

オムライスを軸に地域が一体となって村おこし シェフの出前料理教室

経 緯

○知名度が低くそのまま通過される
村。みんなに知ってもらう取組が
必要。

○特産トマトを使ったオムライスで村
内の農業と商業がタッグを組む村
おこしを計画。

○村を東西に走る国道33号を「日高
村オムライス街道と銘打ち、活動
をスタート。

取組内容

○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。

○ふるさと教育として、シェフの出張料理教室、
デザインコレクション等を様々な企画を実施。

○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出資法人が新規就農者の育成・研修を
行い、独立就農を支援。

活動の効果

○オムライス、トマトにより村の知名度が向上。

○オムライスの提供数は約3.8万食から約6.9万食に増加（Ｈ26－Ｈ28）。
○シュガートマトの消費量が増え、トマトハウスが新設されるなど、雇用や所得の向上
に貢献。

○村内の賑わいなどから変化を実感し、ふるさとの魅力再発見や村民の誇りに。

高知県高岡郡日高村本郷61ｰ1 Ｔｅｌ： 0889-24-4647

応募団体からのアピール・メッセージ

高知県日高村

トマトの生産拡大により各産業の基盤強化を図り、魅力あるトマトの村づくりを推進。食・アート・音
楽の３つの柱で構築・展開し、日本国内さらには海外（イタリア）との交流につなげていく。

～みんなが主役！ひろげようオムライス街道の輪/『日高村オムライス街道』～

地産地消
「食」の提供・
活用

ひだかむら 子ども
（教育・体験）

ひ だか むら

６
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