
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

２

○より効率よく６次産業化を実現し所得向
上を目的として、農家が出資し地域の異
業種事業者に声をかけ、平成25年に協
同組合を設立。
○平成27年７月、協同組合は「63Ｄnet」
を分社化し、これまで脆弱だった農産物
と加工商品の販売部門を強化。

○地域の農家から農産物を集荷し、道の
駅などに卸売を実施。
○直販店舗「LaLaフラン」を開店。地域農産
物や加工品を販売。
○平成29年、道の駅内に「ララベーカリー」
をオープン。県内産の小麦粉など地元食

材を優先的に使った商品を販売。

長門市西深川2608番地2 Ｔｅｌ：0837-22-4671

○農家と異業種事業者で共同事業を行うことで、農産物の商品開発・加工が安価で容易
となるとともに、６次産業化に不可欠な販売を共同展開することで、販路拡大が実現。
○直営店舗を道の駅内にオープンしたことで売上が1,894万円から6,412万円に増加
（H27→H29）。

新規就農から販売まで地元農家を総合的に支援

企業・地域住民・
大学との連携

地元食材の
提供・活用

～地域連携した6次産業化による新たな農業～

山口県産小麦使用の
パン屋「ララベーカリー」

地物野菜直販店舗
「ＬaＬaフラン」

今後、協同組合が運営する６次産業化支援施設（ながとラボ）と連携し、6次産業化の
実現に取組み、魅力ある新たな農業ビジネスモデルを確立したい。また、開発した新商
品の販売や、地域農産物の販路拡大に取組み、農家所得の向上に貢献したい。

ながとし

6次産業化

株式会社 ６３Ｄnet
ろくさんでぃーねっと
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里の厨事業協同組合

らっかせいの収穫 スイーツづくり教室

経 緯

○地域農業が抱える様々な課題や
問題点を解消し、地域から元気を
発信したいと、地元生産者により
協議会を設立。

〇農産物販売をパイロットショップで
４年間実証し、平成23年に直売所
を中心とした総合販売施設を整備
し、平成25年に協議会を協同組
合に移行し運営を開始。

取組内容

〇販売所（里の厨）として、旬の農産物にこだ
わり、良質な農産物等を販売し、地域の活
性化に繋げる。

〇生産者への栽培講習会等により技術向上
に繋げ、お客様目線での農産物の生産、販
売に取り組む。

〇総合販売施設の農業体験、加工品づくり体
験、調理体験教室は人気のイベントとなっ
ている。

活動の効果

〇農業体験イベントは市の広報で情報発信され、早期に定員が達するなど、来店客が
増加し、売上げも伸びている。

〇イベントは、市外にも幅広く認知され、来店客が増え、顧客満足度のアップに繋がっ
ている。

〇新たな地域産業の創出や農業に対する理解を深めることで光市の一次産業（農業）
に活力を与えるとともに、地域から元気を発信している。

光市束荷2391-19 Ｔｅｌ：0820-49-0831

応募団体からのアピール・メッセージ

山口県光市

平成３０年は明治維新１５０年となり、近くに伊藤博文公の生家と記念館があり、伊
藤公関係施設とのイベントの共催を行っています。
あらゆるメディアを通して、情報発信を行っていきたい。

～新鮮でおいしい安心市場～

さと くりや

農林漁業・農山
漁村文化体験

ひかりし

３

URL：http://satonokuriya.jp/
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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

○ 漁協女性部が毎年開催している
イベントで、一人暮らしの高齢者
の方が毎日の食事にとても困って
おられることを知りました。

〇 地域の食材を生かしたお弁当を
高齢者に宅配したら喜ばれるので
はないかと思いつき、女性部の有
志で平成18年に三見シーマザー
ズを立ち上げました。

取組内容

○ 地元食材で作った弁当を一人暮らしの高
齢者へ配達。訪問により体調面もフォロー。
市の食事指導と連携し、食事がとれていな
い高齢者の方にお弁当を配達。

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
を実施。また、「食育の推進」を目的に、利
益の一部を地元の小中学校に寄付。

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りました。

〇「鯖島食堂」は固定ファンがつき、年間５万人以上のお客様が県内外から来店され、
レストラン・加工品の売り上げが１０年間で約２０倍になりました。

〇鯖島食堂の従業員１７人は、全員三見地域から雇っています。三見では働く場所
がほとんど無いため、貴重な働き場所になりました。

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

〇今後も、お弁当やお惣菜の製造・宅配を続け、新商品も開発したい。
〇みんなで見守りあう、いくつになっても生き生きと暮らせる三見地域を目指します。

～海の幸で地域に笑顔を賑わいを～

さんみ

医療・福祉
地元食材の
提供・活用

はぎし

４ 雇用
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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

○ グリーンツーリズムの拠点として、廃
校となった小学校校舎を活動の中心
に、棚田耕作放棄地を無償で借り受
け、管理田として、保全活動を実施。

○ 夏休み宿題お助けツアーで、小中学
生を対象とした体験教室を開催。

○ 女性部による毎月第２、第４日曜日
に小学校での交流カフェ開設。

活動の効果

○ 失われかねない自然景観など、地域資源の保全を地域住民参加により、実施する
ことで、地域の和が生まれた。

○ 棚田や廃校などの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塩づくり教室耕作放棄棚田でのいも堀体験

～ゆや棚田 魅せて! 教えて! とりこにさせて!～

ながとし

食育・教育

過疎・高齢化の進む地域ではあるが、地域を元気にするためにも、都市住民との交
流事業や特産品の開発等、活動が後退することのないようミリ単位でも前に進む活動
に取り組んでいきたい。
平成31年には長門市で全国棚田サミットを開催予定

地元食材の
提供・活用

自然・景観・
伝統・継承

URL：http://member.hot-cha.tv/~yuya-tanada/top.html

５
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株式会社 さんまいん

小学校の社会見学、職場体験の様子 休耕田に堆肥として廃菌床を投入し、ジャンボニン
ニクを栽培

経 緯

○元々は精密機械の製造加工を行う
会社であったが、リーマンショックを
機に社員の雇用と継続的な発展を
考え、平成２３年から新規事業とし
て保冷コンテナを活用した菌床椎
茸の通年栽培を開始。

○平成２７年１月、キノコ類の栽培、
加工及び販売を主業務とした、株
式会社さんまいんを設立。

取組内容

活動の効果

○マスコミからの取材も多く、知名度が向上。これにより、農家、企業、福祉分野、海外
からの視察も増え、弊社の取組に対する理解者・協力者が増加。

〇未利用品を活用した各種商品について各種メディアで取り上げていただくことは、記
事としての価値もあることが実感でき、商品開発への自信にも繋がっている。

〇地元小学校の社会科副読本に、６次産業化の事例として活動が記載。

美祢市美東町大田5392番地4 Ｔｅｌ：08396-2-0015

応募団体からのアピール・メッセージ

山口県美祢市

椎茸栽培を中心として派生する農業や地産材と連携した栽培ユニットをつくり、その
地域や生産者（農家、障害者、海外）の特性を活かしたコンサルティングの出来る会社
を目指します。

み ね し

～「さんまいん」は地域を元気にする合言葉！～

６次産業化 医療・福祉食育・教育

○小中学校の社会見学や職場体験、大学
生のインターンシップの受け入れ、また講
演等の活動を通して農業の活性化を推進。

○加工時に廃棄していた椎茸の柄を活用し
て「ふりかけ」を開発するなど、未利用品
を有効活用した新たな商品を随時提案。

○廃菌床と休耕田をマッチングさせた「ジャ
ンボニンニクの栽培」の提案と実践。

○就労支援施設と連携し、栽培や袋詰め等
の出荷業務を実施。

６

URL：http://sunmine.co.jp
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有限会社グリーンハウス

新築した包装センターと若手社員 女性パートによる調整作業の様子

経 緯 取組内容

○地元高校や県立農業大学校と連携を密に
し、職場研修の受入れや採用に向けた募
集活動を積極的に実施。

〇パート職員はすべて女性（27人）であり、小
ネギの選別、計量、袋詰めなど、手先の細
やかさ、丁寧さ、忍耐力を求められる地道
な作業を担い、同社の経営に貢献。

〇地元小学校の社会見学や中学校の職場体
験、農業高校のインターンシップなどを積極
的に受入れ。

活動の効果

○農業大学校等からの就職希望が継続的にあり、毎年計画的に数名ずつ採用。
〇平成29年度に『WAP100（農業の未来をつくる女性活躍経営体100選）』に選ばれるな
ど、女性が働きやすい職場環境の整備は、会社のイメージアップにもつながり、ここ
数年で、地元の子育て世代の若い女性パート職員が9名増加。

〇小学校の社会見学や中学校の職場体験等の受入れなど、地域教育へ取り組んだ結
果、農業の道を志す若者も増加。

山陽小野田市大字西高泊3608番地 Ｔｅｌ：0836-83-0479

応募団体からのアピール・メッセージ

山口県山陽小野田市

昨年11月に県内第1号となる『ASIAGAP』のVer.2を取得し、現在、東京オリンピック・
パラリンピックでの食材提供を目指している。

～ネギパワーで職場に笑顔を、地域を笑顔に！～

女性・高齢者
の活躍

食育・教育
さんよ う おのだ し

７ 雇用

○米や麦などを中心とした経営から、
より収益性の高い品目として、平
成4年からハウスで小ネギの栽培
を開始し、平成6年に「（有）グリー
ンハウス」を設立。

○経営規模の拡大に際しては若者
や地元の女性パートを積極的に
雇用し、現在は「おのだネギ三昧
（商標登録）」として、県内や首都
圏へ出荷中。

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

- 14 -



下松市都市農村共生・対流推進協議会

おいでませ山口館（東京都）前での下松市PR 来巻にんにく振興フェア（農業公園秋まつり）の模様

経 緯

○下松市来巻地域では、農業従事者の
高齢化や担い手不足、耕作放棄地の
増加等の問題が山積み。

〇農業振興拠点施設「下松市農業公園」
を中心に施策展開を図り、平成26年
「下松市都市農村共生・対流推進協議
会」を立ち上げ、「来巻にんにく」の特
徴を活かした特産品の開発により地域
の活性化に取り組む。

取組内容

〇「来巻にんにく」認知度向上に向け、親
子の来巻元気ポタージュのアレンジレ
シピの調理体験、農業公園秋まつりで
イメージキャラクター「ガーリッくん」のイ
ベントの開催や特産品を販売。

〇新たな「ガーリックオイル」の試作、県
内外への来巻にんにくやその特産品の
ＰＲ活動を実施し、原料であるにんにく
の植え付けにも取り組む。

活動の効果

○本事業に取り組むことでマスコミにも多く取り上げられ、学校給食にも特産品（焼き
肉のたれ）が使用されるなど、下松市民にも来巻にんにくが市の新しい特産品として
定着してきている。

〇県内外などさまざまな場所でＰＲ活動することによって、来巻にんにくや特産品の知
名度が向上し、売上もアップしている。

下松市中央町21番3号 Ｔｅｌ： 0833-45-1192

応募団体からのアピール・メッセージ

山口県下松市

市や農協と連携し、生産者や農地を確保し、来巻にんにくの知名度向上に取り組み、
県内外への販路ルートの構築・拡大を行う。
更なる地域の活性化に向け、来巻にんにくやその特産品を中心とした取組を展開。

～来巻にんにくパワーが産み出す連携と活力～

くだまつし

食育・教育
くだまつし

８ 6次産業化

くるまき

URL:http://kurumaki-ninniku.jp/
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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

○ドライフルーツに加え、漢方薬原料、和紙、パ
ン、花のふりかけ、カレーと、従来の乾物のイ
メージを覆す多彩な利用方法・商品を開発。

○企画立案、乾燥技術の提供、試作品開発、
パッケージデザイン提案、保存・販売方法の
アドバイス、商標登録実務までを無償で行い、
市内の事業者の商品開発をサポート。

活動の効果

〇7年間の活動で延べ15件の事業者（企業グループ、JA女性部、商工会青年部など）の商品開発を
サポートし、乾燥・加工技術を地域資源として開発した商品は、様々なメディアで紹介され、少量多
品目の市内1次産品、産官学の多様な連携事例、山口市の農山漁村振興策を積極的にPRしてき
たことが地域活性化へ繋がっている。

〇平成24年、農林水産大臣より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年には、皇太子殿下御視察の他、世界42か国300名の乾燥技術研究者に対し国際論文と
して当事業を学会で発表し、海外からも注目を集めた。
平成29年には、かんぶつプロジェクトの取り組みを含め「はばたく中小企業・小規模事業者300社」
に選定された。

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

やまぐちし

６次産業化

きはら

９

○平成22年、「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
発を通じて圏域ブランドの構築を市に提案。

○平成23年「山口から“Kanbutsu”を発信。」
プロジェクトが、乾燥食品の開発販売を軸
とした国内初の地域振興事業として採択さ

れ、本格的な活動を開始。
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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 大学生の農業体験学習

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。

○大学生との交流を実施。山口大学の学生
が田植えや稲刈り作業を行い、学生の農業
に対する理解を深めた。

○中学生の農家民泊を実施。農作業体験、
農産物の収穫を行った。

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、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

10 インバウンド
やまぐちし
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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 地域食堂の食材作り 子供たちと田植え

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。

○農業体験を通じて子供たちが野菜の作り方
など地域に伝わる農業の知恵を受け継い
だり、農業への関心や食の安全について考
える機会を提供している。

○地元食材の活用と高齢者の孤立防止や子
供の居場所づくりを目的に「地域食堂」を
オープン。

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。

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

11 企業・地域住民・
大学との連携

さと

やまぐちし
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農事組合法人 ウエスト・いかち

経 緯

〇平成18年に「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。
〇大型の農業機器による効率的な耕
作に加え、平成25年には農産物加
工所を開設し、農産物の加工・販売
を開始。
〇平成22年から「キャベツ祭り」、平成
26年から明治大学からファームス
テイの受入を開始。

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、農村集落の景観を
維持。

○農産物の加工・販売により高齢者や女性
の就労環境を改善するとともに、県内女性
起業ネットワークへ参加。

○大学生のファームステイ受入や学園祭で
の加工品の販売、自らが主催する「キャベ
ツ祭り」や市内の都市農村交流施設での
農産物販売を通じた地域活性化。

活動の効果

〇シバザクラによる農村集落の景観の維持は、地域のみならず都市と農村の交流に
寄与し、 「やまぐち農山漁村女性起業ネットワーク」認定商品にも選ばれ、ブランド力
を向上させた四つ葉グループの商品や「キャベツ祭り」によって、地区外からの来訪
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。
○ファームステイで受入れた明治大学生の農業体験や学園祭での販売を通じて、地域
が活性化するとともに、地域の農産物のＰＲにも繋がっている。

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２月に開催している
「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
やないし 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

12
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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していく
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

○ほ場整備にあたり、生態系保全型水路
やツルの歩きやすい法面傾斜の導入、
ツルの渡来する時期に工事をしない等、
ツルの生態に最大限配慮し実施。

○冬期湛水、無農薬･無化学肥料による作
付けや堆肥を活用した循環型農業で米
を生産する等、ツルの生態に配慮した営
農に取り組む県内唯一の地域。

活動の効果

○冬期湛水栽培や無農薬・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、八代産酒米を使用した日本酒なども高い評価を受けている。

○小学校と連携して実施している生きもの調査では、きれいな水質と餌が豊富な環境
でないと生息が難しい生物等が確認される等、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
しゅうなんし13 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く。
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農事組合法人木与なぎさファーム

「田植え体験」で棚田の魅力をＰＲ

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

地域の有志で行う農地・道路・水路清掃活動

あぶ ちょう

～江戸からの継承、伊能忠敬の恵みを今に！～

自然・景観・
伝統・継承

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。

〇 ブランド米「木与なぎさ米」 （海からの潮

風と、海水散布によるミネラルたっぷりの
お米）や海水を葉面散布した青ネギの生
産・自主販売。

○ 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。

農林漁業・農山
漁村文化体験

地元食材の
提供・活用

〇 木与の棚田は、急峻で生産性の低
い段々畑であったが、偉大な測量家
「伊能忠敬」が測量し、水田にするた
め取水口・水路・排水口等の設計が
行われ、米の生産が可能となった。

〇 平成22年「木与集落の明日の農業
を考える会」立ち上げ。

〇 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

14
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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

○外国産飼料が体勢を占める中、
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
した。

○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

○地元農家に呼びかけ飼料用米生産のネッ
トワークを形成。グループで共励会やコンテ
ストに参加し、栽培技術向上、生産意欲拡
大に努めている。

○食料自給率向上に向けて、飼料用米の生
産拡大に加え、外国産とうもろこしから飼料
用米へ転換を進めている。

○耕畜連携の取組により、飼料用米生産のコ
スト低減と、理想的な地域資源循環を実践
している。

活動の効果

○グループで飼料用米生産に取り組むことにより、お互いが切磋琢磨され、グループ
の平均反収は、全国平均を大きく上回り、農家の所得向上に寄与するとともに、農地
の保全や食料自給率の向上にも貢献している。

○飼料米作付面積も順調に増加し、当面の目標としていた120haを達成した。
○畜産事業者が主導しグループで飼料用米に取り組む例は珍しく、全国各地から視察
団が訪れている。

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、飼料の自給率向上に向けて、引き続き農家相互の
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

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

やまぐちし15

URL:https://www.akikawabokuen.com/
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農事組合法人 うもれ木の郷

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

山口県阿武町

ぎ さと

あぶちょう16

○平成９年２月山口県第１号の農
事組合法人うもれ木の郷を設
立。

〇現在は、水稲、大豆の増収及
び薬草の生産により経営安定
を図る。

○女性の余剰労力を活用し、高
齢者の生き甲斐がある地域づ
くりを考え、活動目標に「加工・
生産・環境・交流」を掲げ活動。

○「加工」では、生産した大豆と海水を使った豆腐
や、この地域にしか生息しない無角和牛を用い
た和牛ウインナー等を製造。

○「生産」では、エコファーマー認証を受け、エコ米、
有機ＪＡＳ米等の安全・安心な農産物の生産。

○「環境」では、仲間づくりの第一歩として花いっ
ぱい運動に取組む。

○「交流」では、山口大学剣道部の学生や、取引
先スーパーの社員を招き、地域住民と農業体
験。また、近隣の小学校から親子を招き、地域
住民と農業体験を行う「こどもらぼ」を開催。

阿武郡阿武町大字宇生賀911番地 Ｔｅｌ：08388-5-5000URL：http://umoreginosato.or.jp

○加工品づくりは、コミュニケーションが図れる仲間づくりの場であり、地域の特産品開
発にも役立ち、販売することで地域活性化に役立っている。

○花いっぱい運動を通じて、新規定住家族の奥様方も地域に溶け込む事ができた。

○交流の場が増えたことで、鯉のぼり祭り、じゃがいも掘り体験など女性が主導で実施
するイベントも立ち上がり、より交流を深める事ができた。

～ 地域を守る！女性と共に６次産業化めざして ～

山口大学剣道部学生と水田で草取り女性、高齢者による豆腐づくり

6次産業化 女性・高齢者
の活躍

自然・景観・
伝統・継承

米価の大幅な下落は、水稲中心の農家には死活問題です。安定した経営をする為に
も農家自身が連携を図り、立ち上がらなければならない時期です。
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