
山南営農組合 農村レストラン部会

農家レストランどんぐりころころ 玉葱収穫体験

経 緯

○農家の高齢化や後継者不足が進行
する中、平成16年に50戸の農家、非
農家が組合員となる集落営農組織
（山南営農組合）を設立し、農業機械
の共同化や米や野菜の直接販売に
着手した。

○平成20年から高品質の農産物を広く
ＰＲすることや地域の女性達が活躍
できる場を作ることを目的に農家レ
ストラン「どんぐりころころ」を開業し
た。

取組内容

○地元のエコファーマーが栽培した減農薬栽培
のお米や野菜、猪肉等を使い、猪肉ハンバー
グがメインの山鯨御膳を提供。平成24年から
は姑クラブがメンバーに加わり、昔ながらの山
菜料理、郷土料理を提供。餅やおせち料理の
予約販売も好評。

○ブランド化を目指した米や採れたての旬の野
菜の他、希少糖（レアシュガースウィート）を活
用した椎茸佃煮やイチジクジャムを製造し、直
売や出稼ぎ営業を実施。

活動の効果

○農家レストラン「どんぐりころころ」を開業したことで、飛躍的に地域に賑わいが生まれた。
○農村レストラン部会のお母ちゃんたちが中心となり元気に活躍することで、お父ちゃんたち
も自然に協力する仕組みが構築され、それが地域全体に波及。現在では、農家・非農家問
わず地域全員がそれぞれの役割を明確にし、助け合いながら活動できるようになった。

○地域の活性化はもとより、県外を含めた地域外住民との直接的な交流が生まれることによ
り、自ずと利益が上がる仕組みが形成されつつある。

三木町氷上3970-11 Ｔｅｌ： 087-898-2790

応募団体からのアピール・メッセージ

香川県三木町

今後は、食堂の営業を継続しつつ、これまで研究してきた地元農産物の加工食品の
製造をより一層拡大する。また、女性達が中心となり、農家民宿にも取り組んでいる。

～全員参加型の集落営農を牽引する女性クラブ～

さんなん

女性の活躍ジビエ
みき

34 ６次産業化
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阿部 隆弘

平成30年度 農作業支援強化研修会・琴平 ネギの洗浄作業・さぬき市

経 緯

○平成20年頃、県内農家の高齢化が進
み、後継者不足のため、作付面積が減
少した。また、障がい者は受託作業の
減少や自主製品の販売不振から収益
が減少した。

○平成23年にＮＰＯ法人が共同受注農作
業システムを活用し、農業収益の増額
と障がい者の工賃向上を目的とした活
動を開始した。

取組内容

○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。

活動の効果

○平成27年に担当コーディネーターとなり、にんにくの定植時期の人員不足を解決した。
○平成27年と比べ平成30年の障がい者の作業工賃は5.5％、延作業人数は55％、延
参加施設数は19.5％と増加させることができた。

○平成30年にＢ型作業所の利用者に最低賃金相当額でＪＡと契約し、その後も定期的
に見直しを行っている。

○県内の農家から、障がい者施設の労働力がなくてはならないと厚い信頼関係を築い
ている。

応募団体からのアピール・メッセージ

香川県三木町

農福連携支援員やジョブコーチを増員し、農作業への参加施設のさらなる増加と参
加した施設が継続できるよう、現場での支援・協力できる人材を募っています。

～障がい者と農業者の架け橋として～

あべ たかひろ

農福連携
みき

35
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丸岡生き活きクラブ

満開となった交流会当日のコスモス畑 親子中心で行うサツマイモ植え付け作業

経 緯

○農地・水・環境保全活動に取り組
むため、丸岡営農組合が中心と
なって結成。

○丸岡集落の豊かな自然環境を守
るため、農業者以外にも様々な立
場の住民をまきこむ。

取組内容

○４月 用水路清掃
○５月 ため池堰堤草刈り、サツマイモ植付
○６月 用水路清掃
○７月 ため池堰堤草刈り
○８月 コスモス畑耕耘、播種
○９月 ため池堰堤草刈り、サツマイモ収穫
○10月 コスモス畑周辺草刈り
○11月 コスモス交流会（保育園児・老人施設等招待、
小学生展示物作成）

○12月 ため池堰堤草刈り
○１月～３月 用水路・水門補修

三木町大字氷上5264-4 Ｔｅｌ： 090-8281-3521

応募団体からのアピール・メッセージ

香川県三木町

役員及び住民の高齢化が不安材料ですが、若手の後継者を育てつつ、活動内容を
再点検して有効かつ無理のないものに集中しながら取り組んでいきたい。

～集落の豊かな自然環境を守る！～

まろかいきいき

高齢者の活躍
環境保全・
景観保全

みき

36 食育・教育

○コスモス交流会は来訪される方が少しずつ増加し、地域の活動団体も新たに生まれ
ている。

○農業者以外にも様々な立場の住民が一体となったことで、丸岡集落の豊かな自然環
境を守れている。

活動の効果
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稲木 健造

牛糞堆肥での土づくり 海外顧客と昔ながらの定規での田植え体験

経 緯

○平成25年度から県独自水稲品
種の「おいでまい」を綾川町で低
農薬栽培に取り組んできた。

○米の発酵エキスが基礎化粧品
の材料となることが注目された
ほか、家族の就職先であった高
松市の化粧品製造販売会社と
連携し、特別栽培方法で栽培し
た「おいでまい」を原材料として
供給することとなった。

取組内容

○株式会社「アイム」は、米の発酵エキスを活
用して基礎化粧品「ライスフォース」を製造
販売している。その原材料の「おいでまい」
を農薬の使用量を半分にする減農薬、有
機肥料を使用するなど安全性を重視した特
別栽培で作り、供給している。

○「ライスフォース」は特別栽培米を使うことで
安全性をアピールし、ブランドを確立するた
めに英国、チェコ、タイ、中国の販売代理店
に栽培方法や管理状況を説明するとともに、
田植え体験を行った。

活動の効果

○化粧品の原材料に使用する特別栽培米作りは、農水省の６次産業化・地産地消法
に基づく「総合化事業計画」の認定を受けた。また、かがわ産業支援財団の６次産
業化へのサポートを受け、稲作づくり、販路の新たな方向性を確立。

○田植え体験を行った際、農村にある自宅を宿泊所として利用。その際、友人の協力
で設置した五右衛門風呂に入ってもらうなど綾川町の自然を体感してもらい好評を
得ている。

綾川町北235－1 Ｔｅｌ： 090－3180－1473

応募団体からのアピール・メッセージ

香川県綾川町

今後も原材料の品質や安全性をＰＲする手段として農業体験を拡大していくととも
に農泊事業への展開を図っていこうと考えています。

～化粧品の原材料に使用する特別栽培米作り～

いなぎ けんぞう

６次産業化
あやがわ

企業との連携37
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苗田東環境保全の会

苗田東地区のＰＲポスター 子供たちと清掃

経 緯

○昭和42年に構造改善事業で基盤整
備を行い農業中心の地域づくりをし
ていたが、世代交代、少子化が進み
住民の交流が薄らぎ、伝統行事の継
承が難しくなっていた。

○交流が盛んな地区づくりには経費が
必要なことから、農地水環境保全対
策に取り組むことになり、子供達を交
えた環境保全活動の取組を始めた。

取組内容

○子供会と道路沿いの空き缶等のゴミ拾
い、環境保全ポスターの作成、設置を
実施。

○子供たちが作成した環境保全ポスター
を、９月に琴平町役場ロビーに展示。展
示後、防水加工し、青年部を中心に地
区住民で、ゴミの投げ捨ての多い幹線
道路沿いに設置。

活動の効果

○子供を中心としたゴミ拾いやポスター作成、設置などの活動に保護者が一緒に参加
することにより地区住民の連携が密になった。また、地区の伝統文化である獅子舞
に子供達が進んで参加することで、伝統文化の継承につながっている。

高松市番町五丁目1番29号 Ｔｅｌ： 087－832－7140

応募団体からのアピール・メッセージ

香川県琴平町

地区の伝統文化である獅子舞は、金刀比羅宮、町のイベント等で披露し、町内で
注目されている。また、地区住民の結婚披露宴で獅子舞でお祝いすることもありま
す。

ことひら

～子供たちが描くポスターでふるさとを考える～

のうだひがし

移住・定住38 食育・教育
環境保全・
景観保全
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多度津さくら工房

イベント参加 各種製品の販売

経 緯 取組内容

活動の効果

多度津町道福寺640番地2 Ｔｅｌ： 0877－33－1533

応募団体からのアピール・メッセージ

香川県多度津町

14名全員が力を合わせて頑張っており、「ただ老いてゆくのではなく、みんなで海外
旅行に行こうね！！」を合い言葉に新製品を考え、仲間とともに多度津町の特産品の
ＰＲと知名度を上げ町の活性化の為に頑張っている。

～力を合わせ地域興し！みんなで楽しく～

たどつ

企業との連携
農林漁業、
農村文化体験

たどつ

６次産業化

○生活研究グループの活動の
中で地域の特産品の味につ
いて開発活動を行っていたと
ころ「多度津町の農産品で商
品化してほしい」との声を受
け、会員が出資金を出し合い
県や町の支援を得て、本町
スポーツセンター管理棟２階
に「多度津さくら工房」を設置。

○工房では、町内産のミニトマト、ブロッコリー、
ぶどう（デラウェア）、オリーブ等を活用した
特産品を製造。

○かがわ物産館やショッピングモール、道の駅、
ＪＡ香川県、ＪＡグループ産地直売所、飲食
店にて販売されているとともに、ふるさと納
税の返礼品としても採用されている。

○積極的に若い会員に声をかけることで３名
が加入し、これまで不十分だった営業等の
対外的な業務にも積極的に取り組むなど知
識や経験を蓄積中である。

○多度津町の町花・町木は桜で、多度津町生活研究グループスタート時に町内のボ
タン桜の葉を塩漬けにして作った桜餅は、“町の桜餅”として町民に親しまれている。

○工房の製品は、高松商工会議所や公益財団法人かがわ産業支援財団を通じて商
社とコラボレーションするなど発展している。これによりメンバーの意欲がさらに高
まって、企業の研修などに意欲的に参加している。

39
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帆山地域保全活動組織

ほのやま中山ひまわり団地 まんのう町ものづくりセンターでの展示

経 緯

○「帆山農業改善団体」を中心に
営農活動を行ってきたが、農業
従事者の高齢化等が進み、地
域農業の維持が困難。

○新たに農事組合法人｢ほのや
ま｣を設立、農地の利用権設定
や作業受託等に取り組み、農地
集積と機械の有効利用を図ると
共に、次世代の担い手を育成。

取組内容

○ひまわり22ha、約110万本の開花にあわせ
｢ひまわり祭り｣を開催。写生大会やフォトコン
テストなどを実施し地域の活性化に寄与。

○「ひまわり油」や県内企業と連携し、「ドレッシ
ング」、「ひまわり牛」と孟宗タケノコを使用し
た｢ヒマワリコロッケ｣など地域の特産品を開
発し最寄りの道の駅などで販売。

○本年度から「（農）ほのやま」を中心にひまわ
り米を生産し、全量販売予約を終えている。

活動の効果

○ひまわり祭りは、地域住民の世代を超えた交流の活性化や若者のボランティアが増
加するなどまんのう町のイベントに発展、県内外から延べ４万５千人余りが訪れる夏
の風物詩に成長。

○県内企業や地元の畜産農家と連携し、ひまわりを活用した特産品を数多く開発・販
売、人気商品となり地域経済の活性化に貢献。

まんのう町買田277－1 Ｔｅｌ： 0877－73－5371（事務局 近石）

応募団体からのアピール・メッセージ

香川県まんのう町

日本の花風景100選に選ばれたひまわりの里帆山地区、魅力ある農村景観を未来に
繋げたい思いで、今後も耕作放棄地の解消を推進し更なる地域の活性化を目指したい。

～ほのやまロード、ひまわりに託す夢と希望～

ほのやま

６次産業化食育・教育40 環境保全・
景観保全
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株式会社 グリーンパークまんのう

中山ひまわり団地 取扱店での商品陳列状況

経 緯

○平成元年度から取り組んでいたひま
わり事業を、地方創生の流れの中で
農業振興策として平成28年度から町
を挙げて取り組むこととなり、景観作
物のひまわりと共に搾油用ひまわり
で採れたオイルを地域ブランドとして
全国に向け販売促進を行っている。

○第３セクターとして町と連携してひま
わり事業を支援し、雇用の拡大及び
農家の所得向上に貢献すべく取り組
んでいる。

取組内容

○町が整備した「ものづくりセンター」でひまわり
オイルの製造・販売を受け持ち、町と連携し
ながら高品質オイルを全国に向けて販売促
進している。

○ひまわりオイルを使ったドレッシングは、町内
の道の駅・まんのう公園内で販売。

○農業法人「ほのやま」から、ひまわりオイルで
揚げた「ひまわりコロッケ」を買い取り、まん
のう公園内のレストランで販売。

○様々な事業者（化粧品・食品）へのアプロー
チを行う。

活動の効果

○平成30年度の香川県産品コンクールでは最優秀賞の知事賞。各県の１位が集った「ふるさと
優良食品中央コンクール」で最優秀賞の農林水産大臣賞を受賞する栄誉を手にした。

○県内外の百貨店等での販売も順調に増加している。
○ひまわりオイルを使ったドレッシングは、道の駅・まんのう公園で好評商品となっている。

まんのう町炭所西2159 国営讃岐まんのう公園内 Ｔｅｌ： 0877－79－1730

応募団体からのアピール・メッセージ

香川県まんのう町

今後も当該事業に力を注ぎ、景観作物としての観光資源による経済活動と共に、農業振興
施策として生き残りがかかった自治体間競争の一助となるよう活路を求め積極的な販売戦略
を展開しながら多くの関係者と協力することで発展させていきたいと考えています。

～ひまわりを活用した町おこしプロジェクト～

６次産業化移住・定住 雇用41
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