
中野の里づくり委員会「笑んがわ市運営委員会」

オープン7周年記念イベント 憩いの広場（お茶のみサロン）

経 緯

○中野地区最後の商店となるＪＡ中
野支店が平成２２年１０月に閉鎖。

〇地元有志（主に女性）が声を上げ、
空き店舗を利用した産地直売所
＋憩いの広場（サロン）を提案。

〇笑（え）んがわ市運営委員会を立
ち上げ、平成２３年６月２３日に
オープン。

取組内容

○毎週木曜日、朝１０時から昼２時まで産地
直売所と住民等が集う憩いの広場を運営。

〇人口約５３０人、高齢化率４５．６％という当
地区。その中で特に高齢の方が「笑んがわ
市」に来店し、１日平均の来場者数は約５０
人（うち地区の方は２／３）。

〇今年で７年目を迎え、地域内外からお客様
が多く来られ、季節に応じてイベントも開催。

〇懐かしい味を伝えたいという思いの詰まっ
た［笑顔のレシピ］本を製作・販売。

活動の効果

〇地域内外の交流が深まったほか、直売所の開設により高齢の方が野菜づくりをする
生きがいとなっている。

〇野菜生産においては家族も協力するようになり、また、地区外からも視察などに来ら
れ、住民の皆さんがウェルカムな気持ちで対応され、地域が明るくなった。

〇その背中を見た若者が地域を盛り上げようと新しい活動を始めた。

雲南市三刀屋町中野375-2 Ｔｅｌ：0854-45-2795

応募団体からのアピール・メッセージ

島根県雲南市

～笑顔でつながる地域の輪！中野笑んがわ市～

なかの さと え いち

自然・景観・
伝統・継承

うんなんし

２ 女性・高齢者
の活躍

同じような悩みを抱えている方々、何かしら地域にあった活動で田舎を残していくよう
一緒に頑張っていきましょう。
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特定非営利活動法人別府安心ネット

経 緯 取組内容

○移動支援事業：公共交通空白地域・福祉運
送（高齢者の移動サポート等）に係るドア・
ツー・ドアの送迎を実施。

○生活支援事業：主に高齢者を対象として、
草刈等の農作業や除雪等の支援。

○介護予防・日常生活支援総合事業：美郷町
の委託事業として、通院の際の付き添いや
受付対応、買い物代行やゴミ出し、室内清
掃などの支援。

活動の効果

島根県邑智郡美郷町別府173-4 Ｔｅｌ： 0855-75-0006

応募団体からのアピール・メッセージ

島根県美郷町

移動支援・生活支援（各種作業）等、これまで手掛けてきた事業を地道に行いつつ、
当法人や地域に関心を持ってくれる人を増やしていくことにも力を入れていく。

～地域のことは、地域のみんなで！～

べっぷ

移住・定住
みさとちょう

３

ドア・ツー・ドアでの送迎 住宅周辺の草刈

企業・地域住民・
大学等の連携

医療・福祉

○平成２１年より自治会の活動として、
地域の生活弱者（高齢者や障がい
者）の移動支援（交通）や農作業、
除雪等の生活支援に取り組んでき
た。

○活動に携わる地域おこし協力隊の
任期終了を契機にＮＰＯ法人を設
立し、地域の全世帯に会員になっ
て頂き、“地域全体の事業”として
活動を継続することとなった。

○設立後６年が経過し、地域住民の生活支援組織として、その存在は、ほぼ定着。

○移動支援（送迎）及び生活支援事業は、ほぼ一定数の住民に浸透しており、依頼は
増加傾向にある。また、これらの取組みが行政との信頼関係を固いものとしている。

○昨年実施した住民・利用者を対象したアンケートでは、当法人の活動について、ほ
ぼ全ての方にご満足頂いており、引き続き、サービスの向上に努めていく。
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えーひだカンパニー株式会社

設 立 総 会 野菜ドレッシング

経 緯

○少子高齢化等による地区存続の
危機感から、地区機能維持の仕
組みを創るため、８８個の戦略プ
ランからなる比田地域ビジョンを
平成２８年３月に策定した。

〇ビジョン実現のため、地域住民７４
名の構成により平成２９年３月、
えーひだカンパニー株式会社を設
立し活動している。

取組内容

〇ドローンを導入して、水稲防除受託事業を
実施し、地元の働く場を創出。

〇地場産野菜を使い、安心安全なドレッシン
グを開発し販売。また、地場産小麦による
パン、米ゲル商品の開発も進行中。

〇定住促進として、パンフレット「え～ひだ定
住BOOK」を作成し、誘致活動を実施。
〇「え～ひだ女子会」を結成し、地域食文化
の継承などによる地域内外の女性ネット
ワーク作り。

活動の効果

〇地域づくりの株式化が一般的でなく、無関心・批判的な人もあったが、地道な活動実
績等により理解者が増加、今では多くの方から支援が受けられるようになってきた。

〇メンバーの得意分野を生かしながら、幅広い事業に着手できている。

〇収益事業も本格化し、中山間地域等直接支払交付金協定の広域連携化に伴う事務
受託、地区のブランド米が安来市のふるさと納税の返礼品になるなど、一歩ずつビ
ジョン実現に向けた活動が動いている。

安来市広瀬町梶福留1268番地 Ｔｅｌ： 0854-26-4010

応募団体からのアピール・メッセージ

島根県安来市

田舎だからこそできる繋がり、支え合うことで、住民の住民による住民のための株式
会社が中山間地域再生のモデルとなれるよう前向きに活動を続けていきます。

～住民の住民による住民のための株式会社設立～

女性・高齢者
の活躍

移住・定住
やすぎし

４ ６次産業化
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川西２１世紀里づくり委員会

そばオーナー全員集合 そば打ち体験

経 緯

○高齢化等により、集落の衰退や横
田開拓農地の一部荒廃が課題と
なっていた。

○集落の活性化と荒廃農地を再生
するため、平成１２年１月に集落
全員からなる「川西２１世紀里づく
り委員会」を設立した。

取組内容

○銀杏拾いや田植え稲刈り、そば打ち体験な
ど、農業・農山村文化体験を都市住民に提
供。

○都市住民との交流を促進するため、そば
オーナー制を実施し、荒廃した開拓農地の
再生に貢献。更にオーナーを募集し荒廃農
地再生拡大に取組中。

活動の効果

○１８年間の継続した交流活動により累計交流人数は３，３００人を超え、大きな成果と
町からも認められ、地元の特産である「仁多米コシヒカリ」を求める方が増加するな
ど、集落の活性化につながっている。

〇そばオーナー制度により荒廃農地の減少はもとより、様々な場面で集落内の行動力、
団結力が活動開始前に比べ格段に高まっている。

島根県仁多郡奥出雲町下横田993-2 Ｔｅｌ：0854-52-3501

応募団体からのアピール・メッセージ

島根県奥出雲町

２連水車の突き臼で挽いたそばは、粘りがあり腰が強いためお客様から「こんなおい
しいそばは初めて食べた」と好評。水車挽きの美味しいそばを是非食べに来て下さい。
そして、「東の魚沼、西の仁多米」と高い評価を得ている「仁多米コシヒカリ」もどうぞ。
お待ちしています。

～三愛（触れ愛・創り愛・助け愛）の里 川西～

かわにし

農林漁業・農山
漁村文化体験

おくいずもちょう

５ 復興
その他（そばオー
ナー制による都市と
田舎の交流促進）
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特定非営利活動法人 隠岐しおさい

感幸体験交流“ふれあいキッチン”の様子 海鮮バーベキューモニタリングと運営の様子

経 緯

○津戸集落には、経験豊富な漁家
と地域の風土や歴史・文化に基づ
いた食文化が現存。

〇食の多様化や過疎化・高齢化に
より、地域独自の豊かな食文化や
伝統が失われつつあることに危機
感を抱き、都市との交流に、この
食文化を活用し、漁村集落の振
興を図ることとした。

取組内容

○漁家の女性たちによる漁獲物の生産・加工
現場を消費者との感幸体験交流（※）や対
面販売の場として活用。

〇感幸体験交流イベント「しおさいふれあい
キッチン」を毎月開催。

〇今春より津戸集落、島内企業、当団体が中
心となり、海鮮バーベキューハウスの運営
も始めた。

（※）当団体の造語。地域の物的・人的資源の体験交流を通じて、来訪者が幸せ
を感じることが可能な観光

活動の効果

○感幸交流と対面販売を通じて、昔ながらの地域の食文化が新商品（特産品・体験・
漁師レストラン）となり、女性高齢者の雇用が生まれた。

〇漁家が生産者となったことで食材の地産地消や高付加価値化が図られ、漁業者の
生産力と手取りの向上につながっている。

〇消費者に島独自の食文化や生活体験を伝えることで新たな感幸交流の場を創出し、
離島地域の自立と再生、漁村集落の活力増進に貢献している。

島根県隠岐郡隠岐の島町津戸1113-1 Ｔｅｌ：08512-6-2911

応募団体からのアピール・メッセージ

島根県隠岐の島町

故郷の食文化や伝統食を次世代に継承するとともに、感幸体験交流を通じて食品ロ
ス削減運動を実践し、“持続可能な島づくり～幸ふ隠岐の国づくり～”を実現したい。

～感幸交流で紡ぐ『幸ふ隠岐の国づくり』～

おき

女性・高齢者
の活躍

自然・景観・
伝統・継承

おき しまちょう

６ 地元食材の
提供・活用

かんこう
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古曽志上組農地保全会

地域住民による水路補修 地域住民でのシバザクラ等の植栽活動

経 緯

○高齢化等により、農地維持が難し
い状況となり、担い手への農地委
託が増加していた。

〇担い手農家も、受託面積増加によ
り労力負担が増し、更なる農地集
約の阻害となってきた。

〇このことから、農地の維持及び農
村環境の向上を目的に平成１９年
度に活動組織を設立した。

取組内容

○水路、農道、ため池の保全・補修や草刈り
等の農地維持・保全活動。

〇畦畔法面等へシバザクラ、松葉ボタンを植
栽し、草刈り作業の省力化及び景観保全
活動。

〇彼岸花の育成管理を実施し、秋には彼岸
花とソバ畑の赤･白のコントラストによる農
村環境の向上を図る。

活動の効果

〇活動組織による水路、農道、ため池の保全作業が担い手農家の下支えとなり、農地
が地域内の大規模経営体に集約されつつある。

〇お年寄り、女性が参加できる植栽活動に取り組むことで、地域全体に共同活動への
関心も広がり、地域のまとまりが良くなっている。

〇植栽活動の当初の目的でもあった草刈りの省力化も図れ、また、彼岸花と開花した
そばのコントラストを写真に収めようと多くのカメラマンが訪れるようになった。

島根県農地・水・環境保全協議会 事務局 Ｔｅｌ： 0852-32-4141

応募団体からのアピール・メッセージ

島根県松江市

～行き交う人々へ農村風景で安らぎを～

こ そ し か み ぐ み

自然・景観・
伝統・継承

まつえし7

自然を感じてもらえる農村環境づくりを念頭に植栽を実施しています。心安らぐ農村
風景を地域内外へ提供することで、素晴らしい農村環境が広がるよう願っています。
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永田集落農地・水保全管理活動組織

シバザクラ開花状況 小学生を交えたシバザクラの植栽活動

経 緯

○山間地域に位置しているため畦
畔面積が大きく、畦畔の草刈り作
業の省力化が課題となっていた。

〇草刈り作業の省力化を主な目的
に平成２４年度より活動組織を設
立し、活動を開始した。

取組内容

○畦畔の草刈り作業の省力化を図るためシ
バザクラの植栽を平成２６年度から毎年計
画的に植栽を行い、これまでに５万本を超
える植栽を実施。現在では、集落内の若い
世代や比田小学校の児童も活動に参加。

〇平成２８年度から「シバザクラ祭り」を開催。
年々来客者が増加し１，０００人を超える。

〇シバザクラに加え、平成２７年度から花桃を
農道法面及び畦畔に植栽。

活動の効果

〇シバザクラの植栽により当初の目的であった草刈り作業の省力化が図られ、また、
畦畔雑草の減少により害虫が減少し、除草剤の節減と減農薬栽培が可能になった。

〇共同作業が復活し地域住民の協調性、思いやりが一層醸成され集落の活性化をも
たらしている。

〇「シバザクラ祭り」は集落の活性化に更に弾みをつけ、県内外から多くの来客がある
ことで、永田集落をはじめ比田地区全体が盛り上がりを見せている。

島根県農地・水・環境保全協議会 事務局 Ｔｅｌ： 0852-32-4141

『花桃とシバザクラが咲き乱れる里』をスローガンに掲げ、今後もシバザクラや花桃
の植栽等の活動を継続的に実施して、「島根県で一番の里」を目指します。

応募団体からのアピール・メッセージ

島根県安来市

～花桃とシバザクラが咲き乱れる里～

な が た

自然・景観・
伝統・継承

やすぎし8
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邑南町口羽地区農地・水・環境保全管理協定

世代間交流の場

経 緯

〇平成１９年度に活動組織を旧町単位
で設立し、農地・水・環境保全向上対
策に取り組んでいたが、平成２４年度
からは、より円滑に活動を展開する
ために小学校校区単位の活動組織
に再編成した。その際も集落の枠を
取り除き、大きなコミュニティーが必
要との地域の同意が得られたため広
域活動組織が維持できた。

取組内容

〇高齢化や人口減少による耕作放棄地の
増加の対策として地元小学生と棚田・農
道への「花桃の木」を１，６００本植栽、平
成２４年度から「花桃まつり」を開催、県内
外から１，０００人を超える人が来訪。

〇本活動組織と住民団体の「口羽をてごぉ
する会」と連携し、地域内の高齢者の支援
活動及び地区外の作業支援を行うととも
に、多面的機能支払、中山間地域等直接
支払の事務を担っている。

活動の効果

〇遊休農地解消の取組みとして、川角（かいずみ）集落では「天国に一番近い里 桃源
郷川角」と名付け、棚田の再生と植栽に取組み、集落住民と地元小学校や集落外の
住民の交流を図るとともに、協力団体と共催している「花桃まつり」を開催することに
より、８世帯１３人（高齢化率１００％）の集落に１，０００人を超える県外・町外の方が
訪れ、来訪者へ心のやすらぎや感動を与えるなど、福祉、生き甲斐などの効果を発
揮している。

島根県農地・水・環境保全協議会 事務局 Ｔｅｌ： 0852-32-4141

応募団体からのアピール・メッセージ

島根県邑南町

高齢者を中心に地域を守る活動を行い、地域の風景を残している。農作業や農業施
設保全の共同活動は無理をせずにゆっくり行い、地域資源を守り、次世代に引継ぎます。

～自然回帰の里～

おおなんちょうくちば

おおなんちょう

９

地元小学校と連携し植栽を実施

自然・景観・
伝統・継承
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真田地区資源保全組合

農道路面の補修 農道法面の補修

経 緯

○区画整理後５０年以上経過し、老
朽化した農業施設の改修や維持
保全費用について、住民で検討を
重ねた。

〇山間地域であるが中山間地域等
直接支払制度の要件に該当しな
い地域のため、農地・水・農村環
境保全向上活動支援実験事業の
モデル地区に名乗りを上げ、平成
１８年度に活動組織を立ち上げる。

取組内容

○農道法面の石垣が老朽化したため、活動
スタート時より継続的に補修を実施。

〇農道の安全性を高めるため、リサイクルア
スファルトで路面補修を実施。

〇対岸からのイノシシの侵入を防ぐため、鳥
獣害防護柵を施工。

〇上記記載作業のほか、様々な水路補修を
含めた農業施設の維持や長寿命化の活動
を全て構成員による自主施工で実施。

活動の効果

〇自らの地域を自らの手で守ろうとする住民のゆるぎない姿と１３年に渡る取組が形と
して随所に残され、農業や環境を次世代に引き継ぐ重要な役割を果たしている。

〇継続した取組と話し合いにより、平成２６年３月に「人・農地プラン」を作成し、平成３０
年度から、４組織に農地集積される予定の圃場整備事業へと繋がり、真田地区の活
性化へと期待が膨らむ。

島根県農地・水・環境保全協議会 事務局 Ｔｅｌ： 0852-32-4141

真田地区の農業をより力強く発展させ、さらなる地域の活性化を図り、農業関連施設
だけではなく、自らの地域は自らの手で守ろうとするゆるぎない姿勢も次世代へと引き
継ぐべく、邁進していこうと思います。

応募団体からのアピール・メッセージ

島根県吉賀町

～自らの手で守ろう！水と緑豊かな町を～

さなだ

よしかちょう10 自然・景観・
伝統・継承

- 17 -



ＹＡＷＡＴＡシャングリラプラン

非農家も参加しての排水路の泥上げ 「どてら」での農業体験

経 緯

○農地・水・環境保全向上対策がス
タートした平成１９年当時、圃場
整備が完了し２５年を迎え、水
路施設維持が課題となっていた。

〇このような中、水利組合が母体と
なり、本組織を立ち上げ交付金を
活用し農地・水・環境保全向上対
策に取り組むこととした。

取組内容

活動の効果

○保全活動に取り組み、地域の協力体制が充実し、排水路や河川の機能は農業用だ
けでなく、集落の排水機能も兼ね備えた共同利用施設であるという認識が広まり、今
では多くの地域住民が排水路の泥上げや河川の清掃に顔を出すようになった。

〇このことにより地域の協働力アップにつながり、「花いっぱい大作戦」、「農業体験の
場 “どてら” 」等の他の活動も活発になり、地域ににぎわいをみせている。

島根県農地・水・環境保全協議会 事務局 Ｔｅｌ： 0852-32-4141

応募団体からのアピール・メッセージ

島根県松江市

「シャングリラ」とは八幡地区を世間の喧騒から離れ、ゆったりと過ごせる理想的な
場所にしたいという思いを込め命名しています。活動を継続し、「理想郷」に少しでも近
づくよう努力していきます。

～私たちの桃源郷～

や わ た

食育・教育
まつえし11

〇水路の漏水防止・取り換え、ため池の洗
掘箇所の補修等、施設維持作業を実施。

〇地域全員での排水路一斉清掃や子供会
等による水質モニタリング、環境保全活
動として「花いっぱい大作戦」を実施。

〇幼稚園児、小学校児童が参加し、遊休
農用地を利用して農業体験の場“どて
ら”（土曜日の寺子屋）を開催し、様々な
農業活動体験等を実施。

自然・景観・
伝統・継承
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ロゴデザイン、シール、幟等を作成 地元小学生への地域社会学習（食育）

経 緯

○出漁したその日の水揚げをその夜に
競りにかける伝統的な漁形態を守る。

○鮮度が高く高値で取引されているこ
とで、平成２０年に「一日漁」の商標
を取得し、ブランド価値を更に高め、
漁業界活性化のために協同組合を
設立。

取組内容

○行政等と連携し、「一日漁」の伝統的な
漁形態をロゴデザインしたシール、幟を
作成・配布し県内外のスーパー等でＰＲ。

○小中高生を対象に有名シェフを招いて
料理教室等を開催。

○一日漁の魅力を伝える動画を作成し、
ネット環境で閲覧できるようにした。

活動の効果

○行政等と連携し「一日漁」をＰＲしたことでブランド力が向上し、生産者が活気づき、
若い後継者が多くなった。

○小中高生対象の料理教室等や学校給食に「一日漁」の鮮魚を多く取り入れてもら
い魚の旨さをＰＲすることで魚食普及（食育）にも貢献できた。

島根県大田市久手町波根西2690-11 Ｔｅｌ：0854-82-3975

応募団体からのアピール・メッセージ

島根県大田市

地域資源を掘り起こし、全国に一日漁の認知・認証を図る事により地方創生につな

がる取り組みと地場産業の発展のみならず漁業者を支援する活動等、さらなるＰＲ活
動を行う所存です。

～伝統漁法「一日漁」で地域活性化！～

おおだし 地元食材の
提供・活用

食育・教育12

おおだ一日漁推進協同組合

自然・景観・
伝統・継承
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出雲市斐川土地改良区

保育園児と地元住民による植栽活動 遊水池での親子で生き物調査

経 緯

○将来の斐川町農業の担い手とな
る子供達に出前授業や遊水池で
の生き物調査を実施し、農業を通
じて生態系保全の重要性、食の必
要性、農業用施設の役割を学ぶ。

〇また、農業用施設に花苗の植栽活
動を通じ、ふるさと斐川町の農村
風景を後世に残すことを目的に取
り組んでいる。

取組内容

活動の効果

〇施設の役割や農業の重要性などを伝える活動が、地域を大切にする心を育むと先
生方から高い評価を得て、食料自給率を学ぶ授業として毎年出前授業の実施を要
望され、農業へ興味が沸き、将来農業を希望する児童も沢山出ている。

〇「花のまちひかわ」の活性化に向けた植栽活動は、地域内外の方々からも評価を得
ており、地域の憩いの場の提供、活動の際に地域の繋がりを感じ、昔ながらの農村
風景の和気あいあいとした活動が展開されるようになった。

出雲市斐川土地改良区 島根県出雲市斐川町荘原2172 Ｔｅｌ： 0853-72-0704

応募団体からのアピール・メッセージ

島根県出雲市

出前授業や生き物調査は今後も継続し、農業の重要性を幅広く周知し、施設の維持
保全、地域景観の環境の整備にも力を入れ、斐川町のかけがえのない地域資源を次
世代を担う子供達へ繋げていく。

繋がる故郷の輪～魅力ある農業を次世代へ～

いずもしひかわ

農林漁業・農山
漁村文化体験

自然・景観・
伝統・継承

いずもし13

〇平成１２年度から次世代を担う子供達を対
象に出前授業、遊水池の生き物調査などを
実施。

〇非農家も参加する水路の草刈りや泥上げ、
「花のまちひかわ」の活性化に向け、子供
達も参加する植栽活動、水路脇の親水公
園を活用したホタルの育成を実施。

〇米米(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。

企業・地域住民・
大学との連携
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石見銀山代官所跡周辺域活性化協議会

阿部家修復後の建物 元気カレンダー用 集合写真

経 緯

○平成１９年、石見銀山遺跡と文化的
景観が世界遺産に登録され、様々
な取り組みを行ってきたが、宿泊施
設が少なく日帰りの観光客が多い。

〇このことから、蓄積された資源を活
用し次の世代につなげ、宿泊場所
を確保するなどの活動を行う、活性
化協議会を設立した。

取組内容

活動の効果

○武家屋敷など古くからある建物を再生し、飲食や宿泊に活用できている。
〇食のメニュー開発などを行い地域の魅力を高めることができている。
〇住民を巻き込んで作成している元気カレンダーにより一体感を醸成することができた。

〇ポータルサイトのリニューアル作業により地域の魅力を再発見でき、平成３０年４月
開設以降好評を得ている。

石見銀山代官所跡周辺域活性化協議会 島根県大田市大森町ハ48番地1 Ｔｅｌ： 090-4144-2554

応募団体からのアピール・メッセージ

島根県大田市

石見銀山は１９２３年の休山まで約４００年にわたって採掘されてきた日本を代表する
鉱山遺跡で、今も遺跡として当時のままに残されています。石見銀山と文化的景観を
堪能でき、そこに暮らす人との交流が体験できます。

～次世代につなげる地域資源～

いわみぎんざん

農泊
おおだし14 企業・地域住民・

大学との連携

〇宿泊施設として武家屋敷を修復し、食事
は宿泊者全員が食卓を囲みオーナーと
の団らんの場を提供。

〇町の有志の出資により酒蔵を移築した
食事処を宿泊の拠点となる場所にする
ためリニューアル。

〇様々な情報を紹介するポータルサイトを
リニューアルし情報を発信。

〇年一回全町民に呼び掛け集合写真を撮
影しカレンダーを作成し全戸配布。
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とんぼの会

干し柿作り イベント活動 名月鑑賞の夕べ

経 緯

○三沢地域では人口減少や空き家
の増加が課題となっていた。

〇平成２２年に趣旨に賛同する有志
３９名で、地域のコミュニティ活動
の推進と、活力ある郷づくりを目指
す目的で「とんぼの会」を結成。

○「要害山三沢城跡」の麓にあった空
き家を改修して建設された交流拠
点施設「みざわの館」の管理運営
を担う。

取組内容

〇みざわの館をとんぼの会が管理運営し、田
舎の良さ、おもてなしを提供。

〇みざわの館で提供する食材は地産地消を
実践。地元の農家にも食材の提供を求め、
遊休農地解消の一助。

〇芋掘りやそば打ち、干し柿づくりなど様々な
農業体験を企画。

〇「名月鑑賞の夕べ」等のイベントの開催や
スポーツイベントに参画して、町内外の
人々と交流を深める。

活動の効果

〇みざわの館を拠点として田舎料理の提供、各種農業体験やお祭りの開催等により、
都会にはない田舎の良さ、ふるさとの素晴らしさを体感してもらい毎年３，０００人程
度の利用客があり、多くの人々との交流が生まれた。

〇近年、希薄になりつつある地域内の繋がりも強化され、地域活性化と地域コミュニ
ティの強化が図られている。

島根県仁多郡奥出雲町河内36番地 Ｔｅｌ：0854-54-1060

応募団体からのアピール・メッセージ

島根県奥出雲町

山陰有数の山城の麓で地元産の豊富な食材を使った田舎料理の提供、眺望の素晴
らしさ、ほっと一息できるやすらぎの住環境など、一度訪れてもらえると、再び訪れたくな
るところです。三沢城跡の雄大な遺構や出雲国風土記ゆかりの三沢池など見どころ沢
山。山城ファンはもとより、皆様のお越しをお待ちしています。

～地域活動の推進と活力ある郷づくり～

農林漁業・農山
漁村文化体験

おくいずもちょう15 地元食材の
提供・活用

移住・定住

http://yakata.mizawa.com/

- 22 -


	32_（島根）.pdfから挿入したしおり
	ディスカバー事例集（島根）.pdfから挿入したしおり
	ディスカバー事例集前半（島根）
	取組事例修正版0304（島根）



