
泉谷地区棚田を守る会

棚田ベランダと棚田 「内子みそぎ自然浴ツアー」の豊年おどり

経 緯

○泉谷地区の棚田が、平成11年に
全国棚田百選に選定された。

○これをきっかけに、地域で棚田の
機能・景観が資源として認識され、
環境整備や保全活動を始め、未
来へ棚田を継承する活動がス
タートした。

取組内容

活動の効果

○地元イベントを開催することで、自治会を中心に棚田保全に関わる協力者が増加。

○20年近く継続している交流事業の効果や、「美味しい棚田米」というツールにも恵ま
れたことにより事業運営は順調。また、「泉谷棚田」「御祓地域」の名前が大勢の人
に認知されることに繋がっている。

愛媛県喜多郡内子町内子1515 Ｔｅｌ：0893-44-2118

応募団体からのアピール・メッセージ

愛媛県内子町

先代から受け継ぎ、守り続けてきた棚田は、地域のみならず内子町の宝となった。
様々な課題はあるものの、継続し発展させていく活動をしていこうと取り組んでいる。

～交流ビジネスで生業づくり～

いずみだに

企業・地域住民・
大学との連携

農林漁業・農山
漁村文化体験

うちこちょう1 移住・定住

○年間10～15組の棚田オーナーを受入れ交
流、また、地元案内人と棚田巡り、地元食
材を楽しむツアーを開催。

○学生が作業を手伝い、労働の対価として米
を支給する「奨学米制度」に取り組む。

○自治会でコミュニティカフェ、宿泊所を整備
し、「泉谷の宿 花穂（かほ）」を平成29年７
月にオープン。

○後継者定住のため、移住者見学ツアーを
実施。
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合同会社 酵素まる

お客様との大事な交流スペース「カフェエリア」 開業１周年マルシェ「まるマルシェ」

経 緯

○地域イベントや観光客のおもてな
しをするなかでより地域愛が深ま
り、「この町の人たちといつまでも
健康で幸せに暮らしたい」という思
いを強く抱くようになった。

○「米ぬか酵素風呂でみんなを元気
にしたい」と主婦である代表者が
決意し、平成29年に開業。

取組内容

○地域の稲作農家が生産した米のぬかを酵
素風呂に使用。発酵した米ぬかは、酵素風
呂に使用するだけでなく、家庭風呂向け酵
素袋（入浴剤）として販売。

○店舗２階の貸しスペースでは、町外の女性
企業家がエステやマッサージなどのサービ
スを提供。

○米ぬか酵素風呂を起点とした双海町内を
巡るツアーを旅行会社と連携して企画中。

活動の効果

○四国初の米ぬか酵素風呂であるため、県内外から広く利用客が訪れている。

○店内に周辺施設のチラシを置くなどして町内の案内を行った結果、入浴後に近隣の
パン屋や下灘駅などに立ち寄る利用客が増えている。

○開業一周年を記念して「まるマルシェ」を開催。マルシェには16の出展者が集まり、
約300人のお客さんが来てくれた。

伊予市双海町上灘甲4583番地4 Ｔｅｌ： 089-986-1415

応募団体からのアピール・メッセージ

愛媛県伊予市

カフェエリアをブックカフェ、イベントスペースとしての活用を提案し、米ぬか酵素風呂
が地域の憩いの場になるよう目指しています。

～酵素がつなぐみんなの幸せの輪～

女性・高齢者
の活躍

インバウンド
いよし

２ ６次産業化

こうそ
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道後平野土地改良区

清掃美化活動に参加した各種団体 各種団体の参加による堤体内清掃美化活動

経 緯

○土地改良区が管理する通谷調整
池は、「ため池百選」に選ばれたこ
ともあり、日常的に散策に訪れる
方が増えた。

○通谷調整池の多面的機能を維持、
活用を目指し、池周辺に立地する
動物園や地域住民等と「通谷調
整池環境保全推進協議会」を立ち
上げた。

取組内容

○「協議会」の外、砥部町ライオンズクラブな
ど多様なボランティアや行政の協力を得て、
清掃美化活動や植栽活動に取り組んだ。

○小学生に「農業用水の流れ」や「水質調査
体験学習」の出前授業を行い、農業用水の
重要性や自然環境の大切さを伝えている。

○県の施設「こどもの城」とタイアップし、池に
棲む生き物の調査等、環境についての体
験学習を実施した。

活動の効果

○小学生への出前授業や体験学習の１年間の受講者が313人から358人に増加
（H25 H29）。

○清掃美化活動や植栽活動に取り組んだことで、ゴミのポイ捨てが減少した。

○釣り上げた外来種は、解剖して食べているものを調査するだけでなく、唐揚げやみそ
汁にして食べるなどして食育活動にも取り組むようになった。

松山市朝生田町1丁目12-19 Ｔｅｌ： 089-943-0922

応募団体からのアピール・メッセージ

愛媛県松山市

将来を担う子どもたちが一緒になって、自然環境を守り、育て、見守っていく体制を
作り、「農から始まるまちづくり」が推進され、町おこしの起爆剤となることを願っている。

～地域を守り育む霊峰石鎚の水物語～

ど う ご へ い や

学生・若者の
活躍

自然・景観・
伝統・継承

まつやまし3 企業・地域住民・
大学との連携
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大浜漁業協同組合女性部

最大９ノットの潮流を誇る来島海峡の潮流 『浜の台所「潮里」』とスタッフ

経 緯

○高齢化・後継者不足と重なり、漁
業者人口が減少傾向になってい
るが、活気ある浜に戻したい。

○大浜漁業協同組合が魚介類の提
供や宣伝が行える加工直販施設
を建設することになり、運営者とし
て女性部に白羽の矢が立った。

取組内容

○天然真鯛『来島鯛』を中心とした大浜で水
揚げされる魚介類を使ったメニューを開発。

○平成28年９月、来島海峡でもまれた「真鯛」
のふる里にという由来で命名した加工直販
施設「浜の台所『潮里（しおり）』」をオープン。

○「潮里」では、魚介類を使ったメニューを提
供。地元のデイサービスへの出張販売や
スーパーへの納品も行う。

活動の効果

○「潮里」への地域内外のリピーターも増え、地域に活気がでてきた。また、「潮里」が
地域コミュニティの場となった。

○漁協の男性陣が「潮里」を気にかけ、今まで以上に女性部に協力的になってくれた。

○地元デイサービスへの出張販売やスーパーへ納品をきっかけに地域内外との交流
が増加。

今治市大浜町2丁目3番28号先 Ｔｅｌ： 0898-23-3737

応募団体からのアピール・メッセージ

愛媛県今治市

「浜の台所『潮里』」が新たな観光名所となり、大浜の魅力を伝える発信の場になる
よう、多くの観光客が訪れる場所を目指しています。

～来島海峡の天然真鯛「来島鯛」を食べてみて～

おおはま

女性・高齢者
の活躍

地元食材の
提供・活用

いまばりし4 ６次産業化
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企業組合こもねっと

体験型学習会（生物採取・観察） 特産の岩牡蠣を使って開発した缶詰３種

経 緯

○子供のころに感じていた楽しく一
体感がある蒋淵が失われている
ように感じ、みんなが愛して誇りを
持って頑張れる蒋淵を取り戻そう
と活動を開始した。

○地元住民が改めて蒋淵を好きに
なり、外部に蒋淵を売り出すため、
団体名を「蒋淵＝こも」と「絆＝
ねっと」で『こもねっと』とした。

取組内容

○豊かな自然（近接する海山や多様性に富ん
だ生物等）や食（岩牡蠣・真鯛等の水産物）
を着地型観光で体験してもらえるように、体
験型学習会、音楽イベント、フットパス等を
行った。

○鯛やカンパチ、岩牡蠣等の水産物を活用し
た特産品開発や、国外ニーズに対応した商
品作りに取り組んだ。

活動の効果

○宿泊及び体験商品の販売の売り上げが50千円から2,363千円に増加（H25 H29）。
○食を核にした事業展開により、企業認知度のUPや信頼性が向上した。また、運営費
の低減を図ることにより、持続的な活動を行える基盤整備が完了した。

○地域全体が今後の蒋渕地区の未来を共有できるようになってきた。また、地域外の
方と交流する場が増えるとともに、魅力を発信する機会が増えた。

。

宇和島市蒋渕1068 Ｔｅｌ： 0895-30-3622

応募団体からのアピール・メッセージ

愛媛県宇和島市

気軽に海を楽しんでもらいながら、環境問題や水産業の学ぶことの出来る地区を目
指しています。

～海を核にした地域づくり～

医療・福祉
国内観光客の
誘致

うわじまし

５ ６次産業化
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丹原もぎたて倶楽部

ぶどう観光農園での受入れの様子 地域密着型のスイーツ移動販売車

経 緯

○地域の特産品でもある柿は、消費
需要の低迷等による取引価格の
下落、農業者の高齢化等により耕
作放棄地が増加していた。

○地域の良さを見直す取組として、
また、消費者の農業への理解促
進等のため、若手地域農業者が
集まり、「観光農園でまちおこし」
を目指し、組織化してスタート。

取組内容

○交流イベント「丹原もぎたて祭」で、地域農
産物の販売、ブドウや梅干しの種飛ばし大
会、畑での宝探し、「農ガールファッション
ショー」等を実施。

○地域農業の伝承のため、農業体験や、地
域の特産品「愛宕柿」を使った干し柿づくり
の出前授業等を実施。

○規格外果実を活用した加工品や、高位品
質果実（贈答用）の商品化に取り組んだ。

活動の効果

○西条市及び県内の新たなツーリズムや青年農業者活動の目玉となってきている。ま
た、倶楽部を中心としたネットワークが広がり、地域の一体感が醸成されてきた。

○売上高が5,000万円から10,000万円に増加（Ｈ25 Ｈ29）。
○規格外品の取扱量が、６ｔから15ｔに増加（Ｈ25 Ｈ29）。

西条市丹原町長野2234番地 Ｔｅｌ： 0898-68-0120

応募団体からのアピール・メッセージ

愛媛県西条市

農業ヘルパー事業、農福連携等、高齢者や障がい者の就業機会の創出による新た
な地域の元気づくりにも貢献していきたいと考えています。

～緑と実とみんなの笑顔 果物丸ごと魅力発信～

たんばら

地元食材の
提供・活用

農林漁業・農山
漁村文化体験

さいじょうし

６ 食育・教育

く ら ぶ
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奥松瀬川創生会議

女性による女性のための手芸教室の創作風景 地域各所で道案内するイラスト看板

経 緯

○平成21年、農機具の購入及び利
用、水稲育苗を共同で行う集落営
農組織「桜羅（おうら）楽農会」が
設立。

○「桜羅楽農会」メンバーが主体と
なって住民に呼びかけ、ワーク
ショップの開催や情報冊子を作成。

○平成28年７月、「奥松瀬川創生会
議」が設立。

取組内容

○平成29年度に5名からスタートした産直市
場は、約１年で高齢者を中心に25名となり、
直売所を増設。手芸品やパンの販売も開
始。

○地域住民の声から、パン、ピザ、手芸、竹
加工の教室を開催。口コミにより、地域外
からの参加も増加。

○耕作放棄地対策として、市民農園「ぽんぽ
こ農園」を整備。

活動の効果

○交流拠点施設「ほっこり奥松」は住民が集う場になり、新たな地域コミュニティが形成
できた。

○女性や高齢者、障がい者など立場を問わず、すべての人が交流を深めながら活躍。

○障がい者が利用しやすい施設整備・優遇制度を進めていることもあり、障がい者施
設や高齢者団体からの問い合わせや利用が増えてきている。

東温市松瀬川1876番地 Ｔｅｌ： 050-1239-1606

応募団体からのアピール・メッセージ

愛媛県東温市

自由な発想で観光・遊びをテーマに事業展開していきます。また、近隣地域と中山
間地域連合を形成し、連携・協力体制を整えていきたいと考えています。

～人の繋がりが実を結んだ地域の開拓・活性化～

お く ま せ か わ

女性・高齢者
の活躍

農林漁業・農山
漁村文化体験

とうおんし

７ 自然・景観・
伝統・継承
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公益社団法人松山市シルバー人材センター

果樹（柑橘）剪定作業の講習会 伝統野菜「伊予緋かぶ」の収穫及び製品の完成発表

経 緯

○農業従事者の高齢化や生産効率
の低下に伴う農業の労働力不足
が言われるが、シルバー人材が
農業を活性化するチャンス。

○農業を振興保全できるパワーある
シルバー人材を育成し、農業を活
性化することを目的に、地域社会
と連携した取組に挑戦。

取組内容

○都市部の農地を保全するシルバー世代を
育成する為、農家・大学（農学部）と連携し
た研修、農作業体験等を幅広く実践。

○柑橘剪定作業ができる人材を育成し、果樹
農家の支援に取組み、地域活性を実現。

○正月の郷土料理に使う伝統野菜「伊予緋
かぶ」をシルバー世代が栽培し、「まつやま
郷土料理研究会・なもしの会」 が加工販売
している。

活動の効果

○仲間の絆が深まり、高齢者の健康増進と生きがいづくりにも寄与することができた。

○ＪＡと連携して柑橘果樹の剪定作業ができる人材を育成し、実際に果樹農家で剪定
作業を行う受託体制も確立できた。

○郷土料理のひとつである「緋の蕪ら漬け」に使う伝統野菜を栽培する就農人材育成
ができ、加工・販売する郷土料理研究会と連携した体制が確立できた。

松山市若草町8番地3 Ｔｅｌ： 089-933-7373

応募団体からのアピール・メッセージ

愛媛県松山市

日本の経済を支え続けてきた高齢者達が、農ビジネスに挑戦することで、新たなコ
ミュニティも生まれ、生きがいのあるシルバーライフとなっている。

～農で集うシルバーパワー～

女性・高齢者
の活躍

自然・景観・
伝統・継承

まつやまし

８ 地元食材の
提供・活用

まつやまし
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企業組合 遊子川ザ・リコピンズ

トマト酢をベースにしたトマト加工品 当組合員の活躍が地域の受賞に貢献

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

愛媛県西予市

～リコピンパワーで町づくり人づくり若づくり～

女性・高齢者
の活躍

地元食材の
提供・活用

せいよし

６次産業化

○特産トマトは減農薬栽培に積極的に取り組
み、高品質のトマトを生産。規格外トマトを
活用してトマトの加工品開発･製造。

○農家レストラン「食堂ゆすかわ」を運営。営
業日以外は無人のオープンカフェを開設、
地域の交流拠点としている。

○地域の雇用を創出するとともに、トマトオー
ナー制度、移住体験ツアーも実施する等、
地域活性化に取り組む。

○加工品の売上は、約３００万円から約６００万円に増加。（Ｈ２６→Ｈ２９）
○特産品加工所や農家レストラン「食堂ゆすかわ」を設置したことにより、交流人口拡
大に成果。加工原料となる地域農産物の買取により、農家の収益性の向上や経営
安定化に寄与している。

○県内をはじめ都市部の取引先が増え、輸出も開始。

見た目も心もわかづくり！まだまだ若いもんには負けられません! リコピンパワーで
地域の元気のタネを育てているグループ「遊子川ザ・リコピンズ」！山深い高原から母
の愛をお届けします。

西予市城川町遊子谷2370-1 Ｔｅｌ：0894-89-1663

○遊子川地区は桃太郎トマトの栽
培が盛んであるが、少子高齢化・
過疎化の影響を受け、トマト農家
も年々減り、生産量も減少。

○遊子川トマトのブランド化により地
域を元気にするため、トマト農家
の女性が中心となり「特産品開発
班」を設立し28年６月に法人化。

ゆすかわ

９
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川井営農組合

お盆の迎え火として定着している夏祭りの灯明 地元の小学校ＰＴＡと共催で年越し餅つき

経 緯

○荒廃田の解消のため、平成25年
に３人のグループで稲作の活動を
始めた。

○集落営農組織による稲作等の生
産及び農作業の協業化が不可欠
と考え、平成26年3月3日、伊予地
区集落営農組織等連絡協議会の
設立時に「川井地区の農業を考え
る会（仮称）」として加入。

取組内容

○伊予地区集落営農組織等連絡協議会に加
入し、講習会や先進地視察に積極的に参
加。

○水稲、玉葱、里芋、キウイ、柿などの栽培・
収穫・販売を開始。

○コスモスやレンゲによる景観の保護、夏祭
りには手作り燈明を県道沿いに点燈、子供
会と一緒に注連飾りづくりなど、地域に密
着した活動を行っている。

活動の効果

○水稲の売上高が554千円から1,010千円に増加（Ｈ25 Ｈ29）。

○定年退職者の加入などで毎年組合員数が増えて活発に活動。耕作放棄地の受け皿
として作付けを復活させ、地域景観の保全を果たしている。

○存続の危機にあった夏祭りに燈明を導入したことで来客数が増加に転じ、年々盛大
になっている。その他のイベントでも地域全体のけん引役として定着してきた。

伊予郡砥部町川井1368 Ｔｅｌ： 080-6379-9477

応募団体からのアピール・メッセージ

愛媛県砥部町

小さな地域限定の集落営農組織として、他地域のモデル事例となれるような組合運
営をしています。

～守り繋ぎ楽しむ地域の自然・文化・農業～

かわい

女性・高齢者
の活躍

農林漁業・農山
漁村文化体験

とべちょう10 自然・景観・
伝統・継承
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