


発刊にあたって

「ディスカバー農山漁村（むら）の宝」は、内閣
官房及び農林水産省が、「強い農林水産業」、「美
しく活力ある農山漁村」の実現のため、農山漁村の
有するポテンシャルを引き出すことにより地域の活
性化、所得向上に取り組んでいる優良な事例を選定
し、全国への発信を通じて他地域への横展開を図る
もので、今年度（平成29年度）で４回目となります。

今年度は、中国四国農政局管内で172地区の応募が
あり、「ディスカバー農山漁村（むら）の宝」とし
て６地区（全国31地区）が選定されました。

さらに、今年度の応募を機に、中国四国農政局で
は、応募のあった地区の中から、他の地域の参考と
なるような優良な事例を、「中国四国農政局『ディ
スカバー農山漁村（むら）の宝』」として17地区選
定しました。

また、今年度応募のあった地区の事例について、
その地域での「農山漁村（むら）の宝」として広く
情報発信するとともに、身近な地域の取組として紹
介するため、各県別の事例集を作成しました。
各地域において参考にしていただき、農山漁村や

農林漁業への関心を深めていただくきっかけになれ
ば幸いです。

※「ディスカバー農山漁村（むら）の宝」の情報は、中国四国農政局のホーム

ページ（下記URL）をご覧ください。

http://www.maff.go.jp/chushi/nouson/kaseika/discover.html

平成30年３月

中国四国農政局農村振興部
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「ディスカバー農山漁村（むら）の宝」について 

「ディスカバー農山漁村（むら）の宝」とは、「強い農林水産業」、「美しく活力ある農山漁村」

の実現に向けて、農山漁村の有するポテンシャルを引き出すことにより地域の活性化、所得向

上に取り組んでいる優良事例を選定し、全国へ発信するものです。 

１．「ディスカバー農山漁村（むら）の宝」（第４回選定） 

今回の「ディスカバー農山漁村の宝」（第４回選定）では、平成 29 年６月 15 日から９月 11日

までに、農山漁村活性化の取組として全国から 844 地区（管内からは 172 地区）の応募があり、

10 月 24 日に首相官邸で開催された第２回有識者懇談会において 31地区の優良事例が選定され

ました。 

11月22日開催の選定授与式及び交流会では、選定地区の代表者を首相官邸に招いて選定証を

授与し、内閣総理大臣、農林水産大臣、地方創生担当大臣からの直接の激励や地域リーダー同

士の交流が行われました。また、11月23日に「ディスカバー農山漁村（むら）の宝」の紹介や選

定地区の知名度向上に資するため、東京都内で選定地区による即売会（マルシェ）が開催され

ました。 

中国四国農政局管内から優良事例として６地区が選定され、特別賞のフレンドシップ賞（イ

ンバウンドに対応した農山漁村滞在型旅行（農泊）に取り組んでいる優良事例）に徳島県三好

市の「大歩危・祖谷いってみる会」が選定されました。

２．中国四国農政局による取組 

今年度の「ディスカバー農山漁村（むら）の宝」（第４回選定）の応募を機に、中国四国農政

局では、管内で応募のあった172地区の中から、他地域の参考となるような優れた地域活性化

の事例を「中国四国農政局『ディスカバー農山漁村（むら）の宝』」として広く発信することと

し、平成29年11月、中国四国農政局「ディスカバー農山漁村（むら）の宝」選定委員会を開催

し、17地区を選定しました。 

また、中国四国農政局管内での「ディスカバー農山漁村（むら）の宝」の応募喚起や他地域

への横展開を推進するため、今年度新たに応募全地区（172地区）に対して参加証を発行すると

ともに、選定地区（17地区）に対して選定証の授与及びロゴマークを進呈することとしました。 

「ディスカバー農山漁村（むら）の宝」交流会

中国四国農政局「ディスカバー農山漁村（むら）の宝」 

ロゴマーク 

「ディスカバー農山漁村（むら）の宝」 

参加証 

「ディスカバー農山漁村（むら）の宝」ロゴマーク
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（１）全国版選定地区〔管内〕の概要（ディスカバー農山漁村（むら）の宝（第４回選定））

大歩危・祖谷いってみる会（徳島県三好市） 特別賞受賞(フレンドシップ賞)

●道路網の充実で通過点となることを危惧し、地域全体の情報発

信を開始。

●香港やシンガポールの裕福層を中心にインバウンドの誘客に行

政と連携して取り組む。

●地域資源を活かしたイベントやツアーを企画、実施。

●郷土料理の発掘、新名物や土産品の開発にも取り組む。

わかさ29工房（鳥取県若桜町） 

●捕獲数が増えている鳥獣を里山の恵みとして特産化を推進。

●全国のシェフを招待し、安心安全なジビエや豊かな自然をPR。

●処理施設の衛生管理の向上を図るため、県版HACCPを取得。

●保冷車で集荷することで、夏季や遠隔地にも対応。猟師が持ち込

んだシカは全頭受け入れ。

飯南町注連縄企業組合（島根県飯南町）

●大しめ縄の技術継承が、有志による取組では困難になり、企業組

合を設立。

●大しめ縄の受注のほか、正月飾り等の小物の作成も実施。

●伝統を継承しつつ、活動費や雇用の場を確保。

●大しめ縄の制作現場を外国人はじめ一般に公開し、しめ縄作り

の体験も実施。

株式会社 Archis（山口県山口市） 

●地域活性化のために始めた米づくりと名水百選の水を活かし、

日本酒を醸造。

●世界の裕福層に認められるためのブランド戦略により、世界へ

発信。

●プレミアム感の創出などにより付加価値の向上を図る。

●古民家を地域のコミュニケーションの拠点として再生。

「四国の右下・魅力倍増」推進会議（徳島県美波町） 
●徳島県南部地域の知名度向上のため、１市４町が連携。

●「南阿波」を冠した「南阿波グルメ」を開発。

●「四国の右下」食の博覧会の開催などにより、情報発信。

●イベントに合わせて販路拡大のためのマルシェを開催。

日高村オムライス街道推進プロジェクト（高知県日高村） 

●特産のトマトと地元のお店で供されているオムライスを繋いだ

活性化を実施。

●キャンペーンやイベント出展、シェフの料理教室等を実施。

●サイクリングコースやレンタサイクルの整備、外国語パンフレ

ットの作成にも取り組む。

●JAが新規就農者を育成。トマト生産量が拡大し、出荷場も整備。

しめ縄づくり体験 

安心安全なジビエをＰＲ 

海外での日本酒プロモーション 

イベントでのマルシェの開催

シェフの出張料理教室

海外でのプレゼンテーションの実施 
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（２）地方版選定地区の概要（中国四国農政局「ディスカバー農山漁村（むら）の宝」）

大江ノ郷自然牧場グループ有限会社ひよこカンパニー（鳥取県八頭町） 
●体験スタジオを設け、バームクーヘン作り等の食育体験や、子供

対象の飼育体験、パティシエ体験等のお仕事体験を実施。

●自社生産の鶏卵のほか、地元農家の野菜や自社の廃鶏を有効活

用し、鶏肉ハム・ソーセージや総菜類、卵スイーツ等の食品製造を

行い、高付加価値商品として販売。

株式会社日南シルクファーム及び日南物産株式会社（鳥取県日南市） 

●トマトの契約栽培を進め、山陽･関西方面への販路拡大、地元市

場への販売量増加を目指す。

●地元高校や業者、NPO法人等と連携し、ドレッシング等の商品を

開発。今後は障がい者施設との農福連携も計画。

●トマト・大豆・イチゴ等の栽培ほ場での都市住民との交流。

窪田ふるさと会（島根県出雲市） 

●雑草対策として放牧した羊の羊毛加工を行い、マフラー等の製

品を販売。毛刈り体験等を通じて、児童や地域内外の住民との交流

を推進。

●地元産木炭を活用した川の水質浄化や子供の環境学習を実施。

●環境保全型農業への取組や大規模ハウスでの野菜の生産など、

中山間地域での農業経営の多角化を推進。

おおだ一日漁推進協同組合（島根県大田市） 

●統一デザインロゴ、ポスターの作成や一日漁カレンダーの配布

等によるブランド価値と認知度を向上させる取り組み。

●官民一体で「一日漁ブランド推進協議会」を立ち上げ PR。

●小中高校生を対象に、一日漁の魚を使った料理教室の開催や学

校給食と連携した魚食普及。また、伝統漁法を題材にした DVD を

制作し PR。

農業生産法人（有）岡山県農商（岡山県岡山市） 

●青ネギ、黒豆、ミニトマトの栽培・出荷において一連の作業工程

における多様な単純作業を分担して障がい者の混乱を防止。

●障がい者の正式雇用に向けた職業実習の受入。

●耕作放棄地の活用による農業生産活動を通じ、障がい者の更な

る雇用拡大と地域活性化を推進。

里山デイズ（岡山県美作市） 

●地域と連携した移住促進ツアー、岡山大学と連携した新入生研

修、東粟倉観光協会と連携した観光ツアーを実施。

●農家民宿を活用した宿泊を伴うイベントの開催。

●雑穀のアワの文化や茅場の活用、修験道である後山など、地域独

自の伝統･文化を継承するため、体験会を開催。

地元の魚を利用した食材調理実習 

島根大学との交流 

羊とのふれあい体験 

障がい者による青ネギの洗浄 

里山案内ツアー（アワの栽培体験） 

体験スタジオ（パティシエ体験） 
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早島農業体験協議会（岡山県早島町） 

●築約200年の古民家を改装した滞在型施設『岡山ゲストハウスい

ぐさ』の開業に伴い、インバウンドの受入れを開始。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。

●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。

川西自治連合会（広島県三次市）

●農家民宿・民泊、自然体験塾、子ども長期キャンプ等のグリーン・

ツーリズムや近隣の観光農園での農業体験の取組と連携して都市

農村交流のための拠点を形成。

●平成29年にコンビニと産直市、食品加工販売、軽食・交流スペー

ス等の生活拠点として、複合施設「川西郷の駅『いつわの里』」を

設置。

世羅高原６次産業ネットワーク（広島県世羅町） 

●より深く地域を知ってもらうため、農家民宿数の増加目標を設

定し、民宿開業に向けた家屋の改修や研修を実施。

●新たな土産品開発のため、菓子製造工場を整備するとともに、会

員へ開放。

●会員のアイデアで、米とぶどう、ワインを使ったサブレ｢Sera-

riz(せらり)｣や、米と果実を使ったグラノーラ｢SERANOLA(せらの

ーら)｣を製造・販売。

大道理夢求の里交流館（山口県周南市） 

●シバザクラの植栽は、都市住民をボランティアで募集、デザイン

は市内のデザイン専門学校の学生からコンテストで採用。

●平成 27年に、地元の主婦により農産物加工グループ「ほたる工

房」を設立し、地元産食材を使った手作り弁当「まんかい弁当」を

販売。

●平成 27年から、更に地域に密着した活動展開とするべく、交流

館を地元住民が管理・運営。

河内谷土地改良区（徳島県三好市） 

●地域の子供達（芝生小学校、王地小学校）を対象とした歴史継承、

保全活動の実施（「三村用水物語」の現地見学、学習、用水路周辺

の草取り、清掃活動）。

●三村用水物語パンフレット作成等による歴史継承、PR や三好長

慶武者行列祭りへの協力（沿道の水路清掃）、三村用水記念碑の整

備等。

五郷里づくりの会（香川県観音寺市） 

●地区の歴史・地理等を説明しつつ散策し、伝統料理でもてなす里

山歩きツアーを実施。

●そば打ち体験や人気の「コンニャク」づくり等、地元の自然や農

産物を活用した各種イベントの開催。HP や SNS での情報発信。

●平成 25年に地域活性化のシンボル、伝統文化の継承施設「五郷

水車」を復活。平成 27年に活動拠点「あずまや」を併設。

インバウンドの拡大

（い草ワークショップ） 

郷の駅開業イベント 

農家民宿体験ツアー 

棚田に植栽されたシバザクラ 

里山歩きツアー 

小学校現地見学・学習活動 
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大地と語り合う会（香川県三豊市） 

●ボイセンベリーや野菜栽培は、減農薬または栽培中農薬不使用

で取り組む。

●定期的な勉強会や情報交換を通じて、地域の環境に適した施肥

設計を完成。

●ボイセンベリーの冷凍果実、100％果汁、ジャムなどの加工品を

出荷販売し、加工品の残渣も化粧品等の原料として販売。

●新たな加工場、直売所兼カフェを建設。

丹原もぎたて倶楽部（愛媛県西条市） 

●交流イベント「丹原もぎたて祭」で、子供の農業への関心を高め

る取組としてトラクター試乗体験等を実施。

●地域農業の伝統継承を図るため、地域特産の「愛宕柿」の干し柿

づくりの出前授業等を実施。

●地元産果実を使った加工品の開発・製造、移動販売車等による地

域密着型スイーツ等の販売や地元農産物飲食の場を提供。

企業組合遊子川ザ･リコピンズ（愛媛県西予市） 

●廃棄されていた規格外トマトを利用して開発した自家製トマト

酢をベースにした商品の製造・販売。

●農家レストランを運営し、旬の地元産野菜、トマト加工品を使っ

たメニューを提供。

●地域で開催される各種イベント（盆踊りや秋祭り）に、ピザ作り

などで参加し、地域活性化に貢献。

いしはらの里協議会（高知県土佐町）

●住民出資の「合同会社いしはらの里」を設立し、地域住民が自ら

生活店舗・ガソリンスタンド、直販所「やまさとの市」を運営。

●農産物の直販、加工品の開発・販売、直販イベント『まるごと石

原よさく市』の開催。

●地域での集いの場づくりや、子どもサマースクール、ライトアッ

プイベント等の交流イベントの開催。

公益財団法人三原村農業公社（高知県三原村） 

●農業公社が中心となり、ゆず栽培面積を拡大。

●後継者育成のため、研修生を受け入れ、ゆずやブロッコリー等の

栽培技術や農業経営について実践指導。

●農業所得向上のため、自動選果機を導入し、青果出荷率の向上を

図るとともに、加工用ゆずの販路拡大を展開。

●高齢化ゆず農家の農業支援体制の構築。

ボイセンベリーの加工品 

（果汁・ジャム） 

出前授業（干し柿づくり） 

遊子川トマトを使用した加工品 

住民の出資により運営する 

生活店舗 

ユズの苗木植付作業

- 5 -



① 2017801 内子町 からり直売所出荷者運営協議会 地産地消 女性の活躍
その他

（都市と農村
の交流）

② 2017802 内子町 泉谷地区棚田を守る会 自然・景観 国内観光 定住・移住

③ 2017803 愛南町 愛南町ぎょしょく普及推進協議会
「食」の提供・
活用

子ども（教育・
体験）

－

④ 2017804 松山市
公益社団法人
松山市シルバー人材センター

伝統・継承
「食」の提供・
活用

高齢者の活躍

⑤ 2017805 伊予市 合同会社酵素まる ６次産業化 女性の活躍
その他

（健康促進）

⑥ 2017807 西予市 企業組合遊子川ザ・リコピンズ
「食」の提供・
活用

６次産業化 女性の活躍

⑦ 2017808 西予市 遊子川地域活性化プロジェクトチーム 国内観光 ６次産業化 －

⑧ 2017809 上島町 NPO法人豊かな食の島岩城農村塾
「食」の提供・
活用

定住・移住 －

⑨ 2017810 松野町 森の国アグリ交流センター 医療・福祉 － －

⑩ 2017811 内子町 都会と田舎を結ぶ食育ネット 農泊 自然・景観
子ども（教育・
体験）

⑪ 2017812 大洲市 樫谷棚田保存会 自然・景観
子ども（教育・
体験）

鳥獣被害防止

⑫ 2017813 今治市 今治盛保全会 自然・景観 定住・移住 鳥獣被害防止

⑬ 2017814 松山市 道後平野土地改良区 自然・景観
子ども（教育・
体験）

－

⑭ 2017815 西条市 道前平野土地改良区 自然・景観
子ども（教育・
体験）

－

⑮ 2017816 東温市 井内地区活性化協議会 国内観光 ６次産業化 定住・移住

⑯ 2017817 西条市 丹原もぎたて倶楽部 伝統・継承
子ども（教育・
体験）

６次産業化

※ 参加証コードは、中国四国農政局「ディスカバー農山漁村（むら）の宝」選定委員会が応募団体に発行する「参加証」に記載される番号です

※ 参加証コードは、応募受付順で付与しております。

Ｎｏ.

「ディスカバー農山漁村（むら）の宝」（第４回選定）　応募団体　一覧　（愛媛県）

該当する取り組み選定地区 参加証コード※ 市町村 団体名
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松山市

松山市

松山市

松山市

松山市
松山市

松山市

今治市

今治市

今治市

今治市今治市
今治市

宇和島市

宇和島市

宇和島市
宇和島市

宇和島市

八幡浜市

新居浜市
西条市

大洲市

伊予市

四国中央市

西予市

東温市

上島町

上島町上島町

上島町

上島町

久万高原町

松前町

砥部町

内子町

伊方町

松野町

鬼北町

愛南町

12

5

応募団体位置図（愛媛県）

8

4

1

7

2

13

16 14

15
10

11

6

9

3
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からり直売所出荷者運営協議会

出荷者の7割以上が女性 子供フェスティバル等のイベントを定期的に開催

経 緯

○「内子フレッシュパークからり特
産物直売所」の開設を機に、多く
の女性が直売所事業に関わり、
女性らしいきめ細かい対応と意
欲的な商品開発を行うことで販
売促進。

○定期的に交流イベントや農産加
工体験、手工芸体験等を行い、
継続的な地域と都市住民の交流
を実施。

取組内容

○からりの運営は、出荷者の７割を占める女性
が、主体的にイベントや体験メニューを企画。

○地元にこだわり町内産農産物を販売すること
で内子農産物のブランド化に貢献。また、女
性組織による加工品開発等。

○農産物作型の研究やビニールハウス等の施
設整備、学校給食センターや町内の病院等
への納品。

○定期的な交流イベントや農産加工、手工芸体
験等の交流事業を継続して実施。

活動の効果

○女性が中心の直売所運営が契機となって、直売部門を女性が担当する家族経営協
定の締結が進み、女性の経済的・社会的な自立の気運が高まっている。

○活動を通じ、小規模・高齢・兼業など中山間地農業のハンディを多様性という魅力に
変え、農業に誇りと自信を取り戻すことにつながり、地産地消に寄与している。

○交流事業で、生産･消費の相互理解が深まり、信頼関係の醸成が進んでいる。

喜多郡内子町内子2452 Ｔｅｌ：0893-43-1122

応募団体からのアピール・メーセージ

愛媛県内子町

元気な生産者とともに内子をもりあげています。
恵まれた自然と美味しい内子産の食べ物がいっぱい。ぜひお越しください。

～女性の原動力が地域を変えて町の魅力を発信する～

うちこ

女性の活躍地産地消１ その他（都市と
農村の交流）
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泉谷地区棚田を守る会

Ｈ29に整備した棚田ベランダと棚田 棚田を見下ろす宿 花穂

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

愛媛県内子町

～棚田交流を後継者定住の最後の一手に！～

定住・移住自然・景観
うちこ

国内観光

○泉谷地区の棚田が、平成11年に
全国棚田百選に選定。

○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。

○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。

○農家を学生が手伝い、労働の対価として米
を支給する「奨学米制度」の取り組み。

○棚田の倉庫を改装し、「泉谷の宿 花穂
（かほ）」をオープン。ワーキングホリデー
や移住体験に活用。

○移住希望者を募るため、地域を見て回るツ
アーを実施。

○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。

○15年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。

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りました。
様々な課題はありますが、継続し発展させていこうと取り組んでいます。

喜多郡内子町内子1515 Ｔｅｌ：0893-44-2118

いずみだに

２
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愛南町ぎょしょく普及推進協議会

養殖場の見学 魚に触り特徴を学ぶ

経 緯

○愛南町の主要産業である漁業は、魚価
の低迷、燃油やエサの価格高騰等に
伴い、生産が減少。

○水産業振興の一環として平成17年に愛
南町ぎょしょく普及推進協議会を設立。

○町内外の小・中学校等で魚の生産から
消費、文化に関する教育を実践し、水
産物の消費拡大及び担い手の誘致・
育成を図る。

取組内容

活動の効果

○平成17年の発足後、「ぎょしょく教育」を学習指導要領に沿った形にし、町内の小学
校での授業を開始。また、22年度以降、首都圏を中心に町外からの「出前授業」の
依頼に応じる形で「都市と漁村の相互交流」を進めている。

○平成28年度の実績としては、町内で47回、町外で53回の授業を実施し、これに伴う
学校給食用食材として、町内に337万円分、町外に2,941万円分の水産物を提供。

南宇和郡愛南町内泊25-1 Ｔｅｌ：0895-73-7120（うみらいく愛南）

応募団体からのアピール・メーセージ

愛媛県愛南町

ぎょしょく教育を通じて皆さんにより魚を好きになってもらい、水産業への理解を深め
てもらえたらと思います。そのために私達は全国を駆け巡ります。皆さんの町でもお会
いしましょう！

○「ぎょしょく教育」とは、魚に触れる「魚
触」、魚の生態や栄養を学ぶ「魚色」、
獲る漁業を学ぶ「魚職」、育てる漁業を
学ぶ「魚殖」、伝統的な魚文化を学ぶ
「魚飾」、魚を取り巻く環境を学ぶ「魚
植」、魚の味を知る「魚食」の７つの意味。

○保育所、幼稚園、小学校、中学校等で
の授業や行事を通じて、産地と消費地、
都市と漁村の相互交流を実施。

～産地から発信！「愛南町ぎょしょく教育」～

あいなん 子ども
（教育・体験）３ 食の提供・活用
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公益社団法人 松山市シルバー人材センター

経 緯

○農業従事者の高齢化や生産効率の
低下に伴い、農業の衰退が言われ
るが、志のある若者やシルバーが農
業を活性化するチャンス。

○高齢化社会の中、農業振興、農地保
全ができるシルバー人材を育成し、
都市農業を活性化することを目的と
し、地域社会と連携した取組に挑戦。

取組内容

活動の効果

松山市若草町8-3 Ｔｅｌ：089-933-7373

応募団体からのアピール・メーセージ

愛媛県松山市

日本の経済をささえ続けてきた高齢者たちが、第二の人生を「農産業」に積極的に
挑戦する事で、新たな社会との関わりを持ち、農を楽しみながら支援している。

○再生したみかん畑には、若手農家が新たにみかん苗を植え、順調に育っている。耕
作放棄地の再生作業は大人数が必要で、シルバーに期待、継続を望む声が大きい。

○高齢者仲間の絆が深まり、農地保全のみならず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。

○高齢者家族が自ら収穫することで、労力の低減と集う楽しさをもたらした。
○郷土料理とリンクした就農者の研修育成は、伝統野菜「伊予緋かぶ」の栽培と販売
を行う事で、経済効果を得られるようになった。

～農で集うシルバーパワー～

伝統・継承 食の提供・活用４
まつやま

みかん耕作放棄地の再生活動 伝統野菜「伊予緋かぶ」の収穫・出荷作業

高齢者の活躍

○荒廃したみかん畑40aを再生するた
めの伐採・集木を担った。

○都市部における農地を保全できるシ
ルバー世代を育成するため、研修、
農業体験などを幅広く実践。

○耕作放棄地を活用し、地域の伝統野
菜「伊予緋かぶ」の生産販売を始め、
正月の郷土料理とリンクした。
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合同会社 酵素まる

電気店と併設した店舗外観 ほかほかの米ぬか酵素風呂

経 緯

○双海町に嫁いできて、地域でのボ
ランティア・勉強会やイベントに参
加するようになって、「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」と決意し、平成29年５月
に開業した。

取組内容

○地域の農家が生産した米ぬかを酵素風呂
に活用。今後、健康コミュニティカフェの併
設や体に優しい商品も随時販売していく。

○米ぬか酵素風呂は、美肌効果や冷え症・腰
痛改善などの効果があるといわれ、近年注
目を集めている。

○女性が起業し経営している。また、二階に
併設した貸しスペースで、エステやマッサー
ジなどのサービスを予約制にて提供。

活動の効果

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・メーセージ

愛媛県伊予市

健康をテーマにした地元産品の販売を増やすことで地域経済を活性化するほか、カ
フェエリアや貸しスペースを活用して健康コミュニティカフェにしていきたい。また、利用
客の増加に伴い社員を増やし、雇用を創出していきたい。

～酵素パワーで、みんなを健康=笑顔=幸せに～

いよ

６次産業化 女性の活躍５

○テレビ《酵素風呂特集》や地元雑誌掲載、HPやSNSを活用したPRや口コミの効果で、
利用客が増加しており、今後、旅行会社のツアーに組み込まれる計画もある。

○店内で周辺施設のチラシ配布や案内をすることで、入酵後、近隣のパン屋などに立
ち寄る利用客が増え、地域経済の活性化に繋がっている。

その他
（健康促進）
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企業組合 遊子川ザ・リコピンズ

遊子川トマトを活用し商品化したトマト加工品 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

～リコピンパワーで見た目もこころもわかづくり～

女性の活躍食の提供・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。加工所を整備し
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。

○地域の文化や農産物などのPRのため、自
主制作映画「食堂ゆすかわ」を県内外各地
で上映。遊子川地区のファンづくりを図る。

○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。これにより地域農産物の収益性の向上や経営安定化に寄与している。
住民自身がその効果を実感している。

○メンバー自身も取り組みに自信と誇りを感じ、地域づくりの役割を担う一人として地
域活性化のために何が出来るか考えながら、事業に取り組めるようになった。

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

12６
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遊子川地域活性化プロジェクトチーム

トマトオーナー制度 定植体験映画「食堂ゆすかわ」上映会

経 緯

○少子高齢化・過疎化の影響を受け、
集落機能が低下しているなかで、
住民自らが主体となって、この危
機的状況を改善しようと、住民全
員が会員となるプロジェクトを発足。

○平成22年度中には遊子川地域集
落づくり計画書が策定され、平成
23年度から計画に基づく実践活動
を開始。

取組内容

○特産トマトのPR・遊子川地域の活性化を目
的として、映画「食堂ゆすかわ」を制作・上
映。地域内外延べ３千人以上が鑑賞し、観
光客のロケ地巡りなど、遊子川のPRに大
きな成果。

○地域資源のトマトのPRや交流人口の拡大、
移住のきっかけづくりを目的として、トマト
オーナー制度に取り組み、定植体験や収
穫体験などのイベントを実施。

活動の効果

○地域内になかった交流拠点・経済活動拠点を住民自ら設置したことで、遊子川の知
名度向上や交流人口拡大に成果があり、企業組合遊子川ザ・リコピンズとの連携に
よって地域農産物の収益性の向上・経営安定化を住民自身も実感している。

○現状に応じて、既存の行事や地域団体組織の見直しを行うなど、地域全体の意識
改革が進んでいる。

西予市城川町遊子谷2372-1 Ｔｅｌ：0894-85-0111

応募団体からのアピール・メーセージ

愛媛県西予市

愛媛・遊子川地区を舞台にした少女とトマトと恋の物語「食堂ゆすかわ」。遊子川の美
しい風景や美味しそうなトマト料理にも注目してぜひご覧ください。映画を観たらぜひ実
際の農家レストラン「食堂ゆすかわ」にも来てみてや～。

～人と自然･夢の架け橋ふるさとづくり～

せいよ

ゆすかわ

６次産業化国内観光７
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ＮＰＯ法人 豊かな食の島岩城農村塾

地元出身農家と Ｉ ターン農家が協力 お試し研修でレモン収穫

経 緯

○「青いレモンの島」として知られ、
温暖で柑橘栽培の適地にもかか
わらず、島民の多くは造船関連
企業で働き、耕作放棄地率は県
内トップ。

○新規就農者を確保し、農業を中
心とした第一次産業の復興を目
指し平成20年にNPO法人を設立。

取組内容

活動の効果

○自治体に働きかけ実現した定住促進事業では、これまで70名以上が研修を受け、
９名が定住している。

○加工品の生産過程で生じるレモン等の絞りかすは、島内で飼育する豚（「島豚 レモ
ンポーク」としてブランド化）の飼料に活用し、豚の排せつ物は有機堆肥として利用
することで、島内での循環型農業を実現。

越智郡上島町岩城2920番地 Ｔｅｌ：0897-75-2081

応募団体からのアピール・メーセージ

愛媛県上島町

新規就農者の確保、新規ブランドの創出、島内外の住民等との交流を柱に、自給
自足が可能な「豊かな食の島」を目指し、地域農業の活性化に取り組んでいます。

～小さな離島で育む「青いレモン」と新規就農者～

かみしまちょう

定住・移住食の提供・活用８

○就農イベントに参加し、地元農家や Ｉ ターン

農家による就農相談を行い、就農希望者に
は、柑橘、野菜などの農業研修を実施。

○他県のグループと交流事業を実施し、地元
農産物の紹介と町おこし活動に取り組む。

○農家レストランでレモン懐石の提供、レモン
狩り、小学生に対する農業体験など地元農
産物を活用し、島内外の住民との交流促進。

いわぎ
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森の国アグリ交流センター

指導員とともに野菜を育てる利用者 ゆず（幼木）の手入れ

経 緯

○北宇和郡松野町は、高齢化が進み、人
口の約40％が65歳以上。

○主要産業は農業であるが、農業従事者
は高齢化が進み、休耕地が増え、農業
の担い手が不足。

○そこで、森の国アグリ交流センターが中
心となり、農業に興味のある障害者や
支援事業所の受け皿になるための活動
を開始。

取組内容

○農業に興味のある障害者や、障害福
祉サービス事業所と連携して農作物
を栽培。

○松野町の特産物を生産･販売し、障
害のある方の就労の場を提供。

○借り手のなかった農地（田３カ所）を
借り受け遊休農地解消に取り組む。

活動の効果

北宇和郡松野町大字松丸589-1 Ｔｅｌ：0895-20-5728

応募団体からのアピール・メーセージ

愛媛県松野町

たまねぎ、なす、ピーマンなどの野菜を、就労支援事業所「よつば」の方々と栽培し、
近くの「道の駅」等で販売します。今後は、農作物の栽培量の定着、販売先の開拓を進
めブランド化に向けた商品開発を行うとともに、障害者の雇用、利用者の拡大を図りま
す。

○障害者の就労の場として提供することで、農業に興味を持った障害者の受け入れ
につながった。また、構成員であるNPO法人「みこと会」及び「（有）レインボープラ
ス」の職員雇用ができた。

～「農」を活用した障害福祉と高齢者との連携～

まつの

医療・福祉９
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都会と田舎を結ぶ食育ネット

放置竹林の竹を利用した竹筏 サクラの山を目指してヤマザクラの植林

経 緯

○都会と田舎を結ぶ食育ネットは、平
成19年、旧愛媛大学農学部附属農
業高等学校と横浜国立大学教育人
間科学部附属鎌倉小学校との教科
外活動で始まった自然及び産業を
体験させ支援する組織として発足。

○現在は、関東圏と県都松山市の子
どもたちを対象に四季にわたるプロ
グラムによる広域グリーンツーリズ
ムを南予地域８市町で展開。

取組内容

○自然・景観が豊かな南予地域において、
普段の農林水産業の体験を通じ、美しく
伝統ある農山漁村を次世代を担う子ど
もたちへ継承する観点から、田舎体験ツ
アーの実施、四季にわたる体験を推進。

○首都圏からの参加者を募り、地域住民
と学生、子ども、保護者の学び合いから、
幅広い分野・地域の連携・結びつき。

活動の効果

○愛媛県南予地域は、農林漁業が主産業であり、人口の流失が激しく、過疎・高齢
化の進行は顕著である。そこに農泊の推進、自然、景観の見学、子供の教育、体
験を目的としたグリーンツーリズムを実施することにより、一定の経済効果に繫
がっている。また、新たなプログラム開発のための地域資源の発掘や受入地域拡
大等を通じ、南予地域の連携強化にも寄与している。

喜多郡内子町川中868 Ｔｅｌ：0893-45-0802

応募団体からのアピール・メーセージ

愛媛県内子町

本団体の活動も、10年近くの活動歴を持つことになってきた。継続することが、地域と
の結びつきを強めており、学生スタッフの生きた学びとなっている。活動を通じ県、各市
町と本団体の連携を成功事例として発信したい。

うちこ

～子どもが伝える地域の魅力－活性化の主役～

子供
（教育・体験）

自然・景観10 農泊

- 17 -



樫谷棚田保存会

田植え体験 稲木干しの様子

経 緯

○樫谷地域は耕作者の高齢化、後
継者不足により、農地が荒廃の
危機に至ると心配されていた。そ
のような中、先祖が築き上げた地
域の宝物として、樫谷棚田を守っ
ていこうと有志が立ち上がり平成
26年４月４日樫谷棚田保存会が
発足。

取組内容

○棚田景観を保存するためオーナー制度に
より県内外から支援者を募集し、田植祭、
収穫祭、生き物観察会など棚田の良さを満
喫してもらうイベントを実施している。また、
棚田が持つ文化的、環境的、経済的機能
を活用して地域の活性化を図る。

活動の効果

大洲市戒川甲2109

応募団体からのアピール・メーセージ

愛媛県大洲市

棚田オーナー等の支援者の増加と定着を目指し、保全活動の更なる内容の充実を
図るとともに、全国の人々と交流の輪を広げつつ地域の再生と発展につなげていきた
い。全国に誇れる貴重な棚田を、先祖が築き上げた地域の宝物として守っていこう。

URL：https://sites.google.com/site/kashidanitanadahozonkai/home

～見～つけた！「天空の隠れ里」～

おおず 子ども
（教育・体験）

自然・景観11

○樫谷棚田の保全を望む声が高まる中、地元大洲市のほか県内外から激励と支援が
寄せられており、棚田お手伝い隊が結成され、学生の草刈り、援農も行われた。棚
田オーナーも全国各地から毎年来ていただき、保全活動に参加支援してもらってい
る。

かしだに

鳥獣被害防止
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今治盛保全会

老人会による遊休農地への植栽活動防護柵の維持管理

経 緯

○島しょ部に位置し、高齢化、人口
減少等による集落機能の低下や
農村環境の悪化が著しく進行して
いる。

○獣害防護柵の維持管理や集落機
能の維持を目的に取り組みを開
始。

取組内容

○自治会による対象施設の清掃活動や老人
会による遊休農地への植栽活動。海外か
らの修学旅行生の受け入れを実施。

○地域おこし協力隊員や I ターン等の移住者
に対し、共同活動を通じてのコミュニティの
強化を図り、定住を促進。

○農業者を中心に地域住民が一体となって、
獣害防護柵の補修や下草刈りなどの維持
管理活動を実施。

活動の効果

今治市上浦町盛2068番地 Ｔｅｌ：0897-87-2797

応募団体からのアピール・メーセージ

愛媛県今治市

多面的機能の発揮を図りながら、美しく住みやすい地域づくりに努め、当地区のみ

ならず、大三島ひいては、しまなみ海道で結ばれる島しょ部全体の活性化に繋げてい
きます。

～元気もり×２愛顔もり２盛で豊かな島暮らし～

いまばり

定住・移住自然･景観12

○農業・農村の多面的機能の発揮に農業者だけでなく、住民、移住者も一緒に取り組
んだ結果、担い手の負担軽減や農村景観の維持、形成、コミュニティの強化が図れ
た。

○農家民泊などのグリーンツーリズム関係入込客数の安定化や移住者の定住化（現
在９名）に繋がっている。

さかり

鳥獣被害防止
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道後平野土地改良区

地元小学生への出前授業の様子 地元住民による幹線水路の清掃活動

経 緯

○都市近郊地域である本地域は、都
市化・混住化が進み“農水”そのもの
が地域の環境に欠かせないものと
なっている。

○日々の生活から忘れられた環境や
景観、親水等の多面的機能を農村
空間に復活させるため農業者、地域
住民が一体となって農業用施設の
機能の保全・向上に取り組むことが
急務であり、「水の授業」を積極的に
行い地域住民への意識の向上を
図った。

取組内容

○農業用水について、田植え体験を通じて、ダム
や池の場所の把握、田んぼまでの水の流れ、
地域の水の歴史について出前授業を行った。

○環境調査イベントとして、農業水路を使った魚
掴みや、調整池桟橋より疑似餌を投げ、魚釣
りに挑戦して池に棲む生き物調査を行った。

○ダムや調整池、基幹水路を地域住民をはじめ、
ライオンズクラブや企業など多様なボランティ
ア参加を得て一同で清掃活動に取り組んだ。

活動の効果

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・メーセージ

愛媛県松山市

これまでの活動を通して、将来を担う子どもたちが地域の農業水路の役割を覚え、
農業に興味を持ち、自然環境における農業用水の多面的機能の重要性を引き継ぐこ
とで、「農から始まるまちづくり」が推進されるように、これからも活動を続けていきたい。

～地域を守り育む霊峰石鎚の水物語～

まつやま 子ども
（教育・体験）

自然・景観13

○地域用水事業で整備された景観・親水、生活用水施設、防火用水施設を有効活用
し、各種イベントを開催することで地域のコミュニティーの活性化に繋がった。

○伊予地区で実施した魚掴みのイベントに合わせ、消防団による放水訓練を実施する
など地域防災との連携を図ることで防災意識の向上に繋がった。

どうご
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道前平野土地改良区

地域住民による管理水路の清掃活動 地域の子ども対象の魚つかみ大会

経 緯 取組内容

○地域住民と水路清掃等の協定を締結し、清
掃活動や農業用排水路等を利用した魚の
つかみ捕りなど開催。農業用施設は、地域
住民の生活の一部であり、農村の環境づく
りに必要不可欠なものであることを啓発。

○小学生を中心に面河ダムなどを見学し、地
域に流れる水がどこからどのように流れて
きているのかを学習することで、農業用水
に興味を持つキッカケづくりに取り組む活
動「源流探検」を平成３年から実施。

活動の効果

西条市丹原町池田1718-2 Ｔｅｌ：0898-68-7673

応募団体からのアピール・メーセージ

愛媛県西条市

小学生児童による清掃活動や出前授業について、継続して活動を続けるためにも、
世代で切れることのないよう、学校との協定締結に取り組んでいきたい。

～水とともに、地域住民とともに～

さいじょう 子ども
（教育・体験）

自然・景観14

○探検や見学、つかみ捕り・生き物教室など、水や魚、農業用施設に直接触れ、見る
ことを中心に活動を続けることで、「水」や「農業用施設等」の持つ多面的機能や管
理状況を実感してもらうことができた。その結果、現在、７施設（10団体）の水路清掃
活動等の協定が締結され地域住民参加の管理体制が構築できた。

どうぜん

○国営造成施設管理体制整備促進
事業をきっかけに道前平野土地
改良区21世紀創造推進協議会を
設立。

○農業用施設の持つ多面的な機能
を有効かつ効率的に発揮するた
め、農家だけでなく地域住民に対
し、積極的な広報活動を行い、地
域が一体となった管理体制強化
に取り組む。
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井内地区活性化協議会

冬ぼたんまつりの風景 お田植え祭りの様子

経 緯

○活動母体の井内集落営農会が、地
域活性化に取り組むグループと観光
関連業者の参加を得て開催した、
「井内地区の将来を考える勉強会」
の中で、地域資源と観光をリンクさ
せる取り組みを進めることとした。

取組内容

○年間80万人の宿泊客がある道後温泉地
区のホテルと連携し、食材提供、グリー
ンツーリズムメニューを開発強化し、宿泊
客のオプショナルツアーとして整備。

○地区の良質米をブランド化し販売。米を
使ったどぶろくや、パン類、総菜の開発。

○地元自治体と連携し定住･移住情報を発
信。モニターツアー、アンケートを行い具
体化を検討。

活動の効果

○ブランド化した「井内米」は、美味しさに加え、販売方法や日頃の活動をSNSでの情
報発信等の工夫により、売上げは大幅に増加。米を通じて地元のファンづくりに繋
がっていることを実感。

東温市井内1142-1 Ｔｅｌ：089-966-3981

応募団体からのアピール・メーセージ

愛媛県東温市

農観連携を軸に、①地域の産品を地域外に発信･販売、②地域外の人にグリーン
ツーリズム体験で足を運んでもらう、という２つの活動に取り組んでいます。販路拡
大･交流人口の拡大で地域の活性化を目指します。

とうおん

～農業と観光の連携による地域の活性化～

いうち

定住・移住国内観光15 ６次産業化
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丹原もぎたて倶楽部

ブドウの観光農園 地域密着型スイーツの移動販売車

経 緯

○西日本有数の果樹地帯として、古
くから特産の柿が栽培されていた
が、価格の低迷や農業者の高齢
化等で耕作放棄地が増加。

○地域の良さを見直す取組として、
地域の若手農業者が集まり「観光
農園でまちおこし」を目指して組織
化（８つの観光農園が構成員）。

取組内容

○交流イベント「丹原もぎたて祭」で子供の農
業への関心を高める「農ガールファッション
ショー」やトラクター試乗体験等を実施。

○地域農業の伝統継承を図るため、地域特
産の「愛宕柿」の干し柿づくりの出前授業
等を実施。

○地元果実（規格外品）で加工品の開発や
移動及び固定店舗販売等で地元農産物
の飲食の場を提供。

活動の効果

西条市丹原町高松甲1957-1 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

丹原もぎたて倶楽部は、西条市内（丹原町）の観光農園のグループです。
もぎたての農作物で『みどりと、実りと、みんなの笑顔』を大切に守り続けていきます。

○法人（株式会社ペンタファーム）設立後、法人の売上げが800万円から１億円に増加
（H24～H28）。

○共通イベントや定期的な意見交換等により、各農園のレベルアップが図られ、来園
者数が約16，000人に増加し、西条市及び県内の新たなツーリズム、青年農業者活
動の目玉に成長。

～くだもの農家と果実のまるごと高付加価値化～

さいじょう

たんばら

子ども
（教育・体験）

伝統・継承16 ６次産業化
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