
玉野市雑穀生産組合

きび圃場の様子 たまの雑穀フェスタの様子

経 緯

○耕作放棄地対策と農家の所得向
上を目的に、農家・販売者・消費
者等からなる「玉野市雑穀生産振
興研究会」を設立し、産地化の取
組を開始（H19）。

○雑穀の産地化を目指して、生産者
が中心となり「玉野市雑穀生産組
合」を設立（H27）。

取組内容

○栽培の試行錯誤を重ね、玉野市の気候に
適した栽培マニュアルを作成。

○より高品質の雑穀栽培に取り組むため、等
級制の導入や、新たな作物の栽培を検討。

○ 「たまの雑穀フェスタ」を開催し、当地グル
メ「たまの温玉めし」で雑穀ごはんをPR。

○玉野商業高校生が、マルシェイベントにお
いて、オール玉野産のおむすび「玉結び」を
販売し、雑穀を通じた地産地消の推進。

活動の効果

○生産者の増加により、栽培面積が５ を超え、耕作放棄地の再生、発生抑制に効果。

○品質の向上や収量の増加により、取引単価が安定し、生産者の所得が向上。

○雑穀産地としての玉野市の認知度が高まり、生産者の生産意欲が向上。

玉野市田井2-4464 Ｔｅｌ：0863-32-0115

応募団体からのアピール・メッセージ

岡山県玉野市

６次産業化・農商工連携の取り組みを推進し、新たな商品開発などにより、地域資

源としての雑穀をＰＲしていきたい。また、自分たちが生まれ育ち、大切に育ててきた
「美しい農村の風景」を守り伝えていきたい。

～「玉野と言えば雑穀」が合言葉の地域おこし～

地産地消自然・景観
たまの

15 ６次産業化
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早島農業体験協議会

町民、ボランティア、スタッフによるい草苗植え作業 宿泊者向けのい草ワークショップ

経 緯

○倉敷でまちづくり活動を続けている団
体の代表者が、若者の受入れや農
業を通じた食の充実を図るため、隣
接する早島町の関係者と連携して早
島農業体験協議会を発足(H25）。

○早島町はかつて「い草」の産地だった
が途絶えてしまった経緯があり、歴
史的文化としての「い草」の栽培技術
の復活・研究・伝承を農業体験の核
に置くこととした。

取組内容

○経験者からノウハウを学び、町内で「い
草」を栽培。苗の植付や刈取などを農業
体験としてイベント化。

○築約200年の古民家を改装して滞在型
施設『岡山ゲストハウスいぐさ』を開業・
運営。国内外からの訪問者に「い草」の
手織り等の体験機会を提供。

○インターネット（海外向け宿泊サイト）を
活用した外国人観光客向けの情報発信。

活動の効果

○途絶えていた「早島産いぐさ」を収穫し、収穫した「い草」を使った手織り体験や、いぐ
さのコースター、ランチョンマットの商品化を実現（H26年）。

○ゲストハウスの宿泊者が増え、宿泊観光客がゼロだった町に、世界51ヶ国から外国
人が早島町に来訪。

○県外出身者であるスタッフが早島町に定住し、早島町の魅力を発信しながら活動。

早島町前潟615-1 Ｔｅｌ： 086-454-8610

応募団体からのアピール・メッセージ

岡山県早島町

単にい草を栽培して伝承するのではなく、早島町のゲストハウスならではのい草の

新たな価値を見いだし、い草栽培活動とゲストハウス運営をリンクさせた、独自の活動
を今後も展開させて行く。

～地域の風景をつなぐ「伝統文化を未来へ」～

定住・移住伝統・継承
はやしま

インバウンド16
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草間台エコミュージアム推進協議会

蕎麦の刈り取り きのこ栽培講習会

経 緯

○地域を自然や産業・歴史文化
等の宝が豊富なエコミュージア
ム（屋根のない博物館）として捉
え、資源を活かした地域振興を
図ろうと考え、団体を立ち上げ
た（H22）。

○里山の環境を維持・保全し、希
少な動植物を保護するため、耕
作放棄地の解消等を求められ
た。

取組内容

○「新緑ウォーク」「ヒメユリ・ヒメボタルの観賞
会」 などのエコツアーやキノコ・ソバの栽培
体験（都市住民との交流）の実施。

○ソバの栽培による耕作放棄地の解消、栽培
体験ツアー実施、特産品の開発。

○フォトコンテスト・川柳コンテスト等の文化活
動の実施。

○フェイスブック・ホームページによる、観光・イ
ベント・農業体験案内等の情報発信。

活動の効果

○地元住民の耕作放棄地解消への認識が深まり、集落営農組織を設立。

○エコツアーやソバの栽培体験と、果物の収穫体験や鍾乳洞見学を組み合わせる等、
工夫を凝らしたイベント実施により人気が上昇し、参加者が年々増加。

○フェイスブック・ホームページにより、地域外住民との交流が増加。

新見市草間7471-1 Ｔｅｌ： 0867-74-9001

応募団体からのアピール・メッセージ

岡山県新見市

エコミュージアムという捉え方で活動を広く発信しているが、市内の他の地域との連
携も視野に入れ、更なる地域振興を目指すとともに、研究者・ケイビングクラブ等との
交流、活動を発展させていきたい。 URL：http://www.kusamadai.com/

～活かそう郷土の宝物 無くそう耕作放棄地～

くさまだい

その他（放棄
地の解消）

にいみ

自然・景観17
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三室観光組合

三室峡紅葉祭り 備中神楽

経 緯

○三室地区では自生するシャクナゲ
の開花時期にあたるゴールデンウ
イークに祭りを実施。

○地域外からのシャクナゲ見物客が
年々増加。地域を挙げて、自然を
活かした地域づくりや交流事業を
行うため組合を設立（H16）。

取組内容

○シャクナゲ自生地の雑木の伐採、倒木の
処理や、シャクナゲの保存・管理の取組。

○地域内外の方々との交流の場として、「三
室峡シャクナゲ祭り」や「三室峡紅葉祭り」
を開催し、備中神楽や岡山うらじゃ連の演
舞披露のほか、地域の特産品であるヤマ
メの塩焼き、山菜、コウタケおこわ、米等
を販売。

活動の効果

○自生するシャクナゲや紅葉など三室地域の雄大な自然は、地域の宝であることを再
認識。かつて盛んだったヤマメの養殖を復活し特産品へ。

○祭りの来場者が年々増加し、近年では5,000人から6,000人が訪れ、都市住民との交
流促進と地域の活性化に貢献。

新見市神郷油野3899 Ｔｅｌ： 0867-95-7158

応募団体からのアピール・メッセージ

岡山県新見市

三室峡の雄大な自然を後生の人々に伝え続けるため、地域を挙げて保全活動を

行っています。澄みきった空気と木漏れ日のせせらぎが聞こえる三室峡へ、是非お越
し下さい。

～四季折々の渓谷美なら何処にも負けない～

みむろ

伝統・継承
にいみ

自然・景観18
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地美恵の郷みまさか（美作市獣肉処理施設）

ジビエ加工品等の開発、学校給食への提供 鹿革クラフト体験は、全国的にも珍しい

経 緯

○ニホンジカの捕獲頭数が急増し、
農作物被害も多く農家も困り、
猟師も高齢化するなかで、その
対策が課題となった。

○猟友会、地域自治会と協議検
討し、迷惑獣を食肉処理するこ
とで、地域の新たな特産品とし、
全国に発信を目指すことにした。

取組内容

○優良個体を確保するため、新人猟師等の狩
猟講習会を開催。

○コロッケや串焼きを提供するジビエフェスタの
開催や、猪コロッケを学校給食へ提供し、ジ
ビエを普及。また、缶詰やソーセージなどの
新商品の開発。

○鹿革のクラフトの体験教室の実施。

○精肉の大手料理学校への提供や血液を大学
の研究機関へ提供。

活動の効果

○処理施設の整備により、捕獲意欲の高まりとともに、施設搬入率も高くなり、食肉等
の利活用が進んだ。

○食肉処理された肉は品質が良く、首都圏の有名フランス料理店やホテルなどで利用。

○加工品やペットフード、革製品への利用により、市内外で経済効果が出るなど、地域
活性化に繋がっている。

美作市平福600-1 Ｔｅｌ： 0868-75-4400

応募団体からのアピール・メッセージ

岡山県美作市

ジビエの安定供給のため、猟師と連携した食肉処理体制を構築し、季節感あふれる
ジビエの提供を行います。また、HACCPによる食品衛生管理の導入を目指します。

～地域の美味しい恵み、地美恵で地域興し～

じびえ

鳥獣被害防止ジビエ
みまさか 「食」の提供・

活用

さと

19
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円城広域組織（多面的機能支払交付金）

担い手の負担軽減：地域で水路の泥上げを実施
伝統の敬称：児童の円城白菜栽培

経 緯

○農業施設の老朽化が進み、用水
量不足と維持管理の負担増大に
より、営農に支障が生じた。

○農道や遊休農地の草刈りにおい
て、人から大型機械化への移行
による、構成員の負担軽減と組織
の経費節減の必要性。

○課題解決のために、各組織を統
合し地域全体で取り組みを開始。

取組内容

○共同利用できる大型機械を導入し、水路、
農道等の効率的管理で、担い手が働きや
すい環境整備を行い、中心経営体への農
地集積の取組。

○離農農家等の意向を把握し、農業生産法
人と連携した、遊休農地の有効活用や、農
村で働く魅力、面白さを情報発信。

○地元小学生を対象に、特産品である「円城
白菜」栽培をつうじた伝統継承の取組。

活動の効果

○広域活動組織を設立し、２年間で18haの農地が担い手へ集積。

○田舎暮らし体験ツアーなどの農村の交流をすすめた結果、アンテナショップでピオー
ネ、コシヒカリ円城白菜、猪肉の売り上げが年々増加。

○地元小学生を対象とした農業体験学習の取り組みが、毎年地域新聞に活動内容が
掲載され、農村地域の活性化に貢献。

吉備中央町上田西2316-8 Ｔｅｌ： 0867-34-0016

応募団体からのアピール・メッセージ

岡山県吉備中央町

奇跡の赤土で育った糖度１８度～４０度の安納芋やそばなどを栽培・加工・直販し６
次産業化。また、健康志向の高まりで全国的に需要が増加傾向の「もち麦」の本格販売
に乗り出しており、この秋には、７ｈａの遊休農地を借り受け、生産量を増やす予定。

～夢を持って「円城」の未来を切り開く～

えんじょう

その他
（農地集積）

伝統・継承
きびちゅうおう 子ども

（教育・体験）20
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特定非営利活動法人 大島まちづくり協議会

山陽学園大学にてバーガー試作 大島バーガー

経 緯

○少子高齢化・人口減少・一人暮らしな
どの課題があり、地域住民が気軽に
参加できる「場」が必要となった。

○大島地区全体で「大家族大島」と呼
べるような地域を目指し、活動の第
一弾として「カフェテラス」を開いた。

○地域再生を目指し、山陽学園大学・
短大との「域学連携プロジェクト」を立
ち上げた（H26）。

取組内容

○「域学連携プロジェクト」において、大
島の食材とその文化について研究し、
２種類の「大島バーガー」を開発。
食材に地域の米粉、エビ、野菜などを
使用し、毎週土曜日に一般販売。

○人々が気軽に集まりふれあうため、い
きいきサロンを開設し、各種イベントや
食事を提供。

○野菜わくわく市で新鮮野菜を販売。

活動の効果

○カフェテラスやサロンを開設し、地域住民が気軽に参加できる場を設けたことで、笑
顔で安心して心豊かに暮らせる「大家族大島」を実現している。

○地域の新鮮な野菜や海産物を使った「大島バーガー」は、新たな特産品として地域
活性化に繋がっている。

笠岡市大島中1839-6 Ｔｅｌ： 0865-67-6818

応募団体からのアピール・メッセージ

岡山県笠岡市

地域外の人に足を運んでもらうために、大島地区の宝である「海」を中心とした体験
ツアーや、地域でとれた安全・安心で健康に良い食材を用いた「大島地中海料理」の
メニュー化を進めています。 URL：https://npooshima.jp/

～域学連携から生まれた大島バーガー～

地産地消農泊
かさおか 「食」の提供・

活用22
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岡山市大原土地改良区

黄ニラ栽培の様子 パクチー栽培の様子

経 緯

○用水不足など生産環境の向上
を図るため、土地改良区を設定
し、昭和50年度から団体営土地
改良総合整備事業により効率
的な生産団地を形成。

○農家の高齢化が進み、若手の
定住・移住を推進するため、高
収益作物である黄ニラ、パク
チーの生産環境を整備し、生
産・販売の促進。

取組内容

○生産農家、土地改良区、JAが協力しパンフ
レット、レシピ集等の製作や、「黄ニラふれあ
い祭り＆岡パク祭」を開催し、黄ニラ・パク
チーを使った食品を扱う露店を出店した広報
活動の取り組み。

○黄ニラ大使を設置し、日本記念日協会より２
月12日を黄ニラ記念日とし認定。

○生産農家が一致団結し、栽培技術の伝承及
び協働作業により、後継者の育成や定住を
図る取り組み。

活動の効果

○黄ニラ・パクチー人気が年々上昇することに伴い、イベントへの来場者数も増加し、
報道機関関係者も取材に訪れるようになりPRに繋がっている。

○黄ニラ・パクチーの消費量が増加し、市況価格が値上がり傾向にあり、生産者の生
産意欲が増すとともに新規就農者が増加している。

岡山市北区玉柏1349-1 Ｔｅｌ： 086-229-2675

応募団体からのアピール・メッセージ

岡山県岡山市

黄ニラ・パクチーのレシピ等を増やし、全国的な広報活動を行い消費拡大を行う。ま
た、長期保存可能な加工品の開発とともに、生産量の確保のために農地の借受や新
規生産者の参加を推進していく。

～岡山マイルドパクチー・おいしい黄ニラたべてみられぇ～

高齢者の活躍
おかやま

定住・移住「食」の提供・
活用

23
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裳掛地区コミュニティ協議会

移住・定住イベント 移住者と地元がつくった交流農園

経 緯

○近隣の小学校が閉校し、過疎化・
高齢化傾向が一層危機的状況に。

○地域住民によるコミュニティ協議会
が、行事や耕作放棄地対策、獣害
対策などを模索していたが、地域
おこし協力隊や地元ゆかりの企業
の協力により、外部の視点を取り
入れて、移住者増を目的に据えた
村おこし活動を開始（H24～）。

取組内容

○地域や活動に関する各種情報を掲載し
た地域誌「もかけ通信」を不定期発行し、
全世帯に配布することで情報の共有。

○地域の空き家や遊休農地を独自に整
備・中間管理し、移住希望者へ紹介。

○移住相談会への出展、農業体験の受入、
企業のイベント参加や地域の行事での
大学生ボランティアの受入など様々な交
流機会を創出。

活動の効果

○当初は一部の有志のみだった活動が、地域住民、地域の企業・団体など地域全体
に浸透し、移住者受入への姿勢や「地域でやろう」という意識が醸成。

○地域誌での情報発信等により、学生や生協組合員等が活動に参加。地域外の機
関・団体との関係が生まれた。

○初期の移住者が地域に溶け込んだことで、受け入れ側の姿勢も暖かいものとなり、
良い関係が築かれている。

瀬戸内市邑久町虫明2 （問合先 瀬戸内市役所内 Ｔｅｌ：0869-22-1031）

応募団体からのアピール・メッセージ

岡山県瀬戸内市

移住や交流を考えている方に対し、どのようなおもてなしをするかを地域全体で考え

ていることが、最大のＰＲポイント。移住者も12世帯を数えるまでになり、活動の継続
によって地域人口の維持、一層の増加を目指して取り組みたい。

～地域から始まる、地域がはじめる、むらおこし！～

もかけ

鳥獣被害防止
せ と う ち

定住・移住
子ども

（教育・体験）24
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とみはらお茶プロジェクト

茶摘み体験 とみはら茶ペットボトル

経 緯

○富原地域におけるお茶の歴史は
古く、製茶産業の始まりは幕末と
され、地域内のほとんどの家で
自家用としてお茶を栽培していた。

○地域には、以前からペットボトル
茶の構想があり、特産品のお茶
の普及と、販売拡大による地域
活性化を目指して「とみはらお茶
プロジェクト」を設立。

取組内容

○農薬を使用していない茶葉と水だけで
作られた「とみはら茶ペットボトル」の製
造・販売によるお茶の普及。

○地元のお茶まつりや地域内外のイベン
トで、茶摘みや製茶体験等を行うなど、
とみはら茶の振興・啓発を通じて、伝統・
文化や産業の継承。

活動の効果

○ペットボトル茶の商品化が実現したことにより、地域産業の基盤強化が図られるとと
もに、お茶に関わる伝統・文化の継承にも繋がっている。

○官民一体となった取組推進により、ペットボトル茶は初年度の計画を大幅に上回る
売上げを達成し、とみはら茶の普及に大きく寄与。

真庭市若代2303 Ｔｅｌ： 0867-46-2038

応募団体からのアピール・メッセージ

岡山県真庭市

とみはら茶ペットボトルの販路拡大・普及啓発活動に加え、新たにレトルトお茶カ
レーなど個性的な商品開発を行い、輸出などにもつなげたい。

URL:http://tomiharaocha.buyshop.jp/

～地域資源は宝、農薬を使用していない伝統のお茶～

地産地消
まにわ

６次産業化伝統・継承25
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Shinjo PJT KOMOREBI Golden Whisper

稜線上から美しい山村風景を臨みながら先を急ぐ ボランティアの岡山大学の学生も大会を盛り上げた

経 緯

○大山隠岐国立公園毛無山の麓
に設置した散策路が「森林セラ
ピー基地」の認定を受け、「ゆり
かごの小径」として運営開始。

○客数の増加を図るため本団体
を設立し、「メンタルヘルスケ
ア」「スポーツ」「商品開発」の３
部会に分かれて事業に着手。

取組内容

○新庄村から真庭市蒜山にまたがる山麓を舞
台に「SHINJO-HIRUZEN SUPER TRAIL」を開催。

○ブナの森を散策する「森林セラピー」の取り組
みから、よりアクティブな自然愛好家に向けた
トレイルランニング大会を開催。

○村民総出で選手への応援、給水・補給場所で
は新庄村の食事を提供。

活動の効果

○高齢化率が高く人口が1,000人に満たない村に、大会開催時には、選手やボランティ
アが多数集まることで、自分たちの村の自然環境の価値に気づく機会となり、更なる
自然保護を行う取り組みに繋がっている。

○海外大会との連携、ふるさと納税枠の新設検討や、都市と農村、また海外と日本の
仲間を繋ぐイベントとして定着することで、村内が活性化。

真庭郡新庄村2008-1 Ｔｅｌ： 0867-56-2628

応募団体からのアピール・メッセージ

岡山県新庄村

アジア地域のトレイルランニング大会との連携や競技団体への告知強化によって、イ
ンバウンド獲得にも取り組みたい。また、農泊の受入や宿泊施設の整備、道の駅のリ
ニューアルとあわせ、観光振興の目玉として大会の継続実施を目指す。

～スポーツと自然の力で、世界とつながる～

シンジョウ ピージェイティー コモレビ ゴールデン ウィスパー

インバウンド
しんじょう

自然・景観農泊26
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