
NPO法人いんしゅう鹿野まちづくり協議会 

女性に大人気、夢こみちの「菅笠御膳」 大学生体験中「鹿野ちゃれっじ」農業体験 

経 緯 

○役場が無くなる危機感から、役場
の代わりになれるような存在に、
そして自分たちの子供達が帰って
きたい町、住み続けたいと思える
町にしたい。 

 

○それには自らが楽しみやりたい事
を行い、次の世代に継承できる魅
力あるまちを創出することと考え
活動している。 

取組内容 

○空き家を食事処として提案・整備し、今年12

年目を迎える。少しずつ多種の料理を提供。
デザインも個性的で女性に大人気。 

 

○空き家への定住の動もあることから、鳥取
市へ提案を行い「鳥取市移住定住空き家
運営業務」を受託し鹿野町域の移住者支
援を推進。 

 

○「農業」「まちづくり」「演劇」の体験メニュー
を「鹿野ちゃれっじ」として構築。 

活動の効果 

○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。 
 

○空き家活用・移住定住支援では、活動も活発化しており、空き家活用の出店も相次
いでいる。 

 

○週末だけのまちのみせ等イベントや鹿野チャレッジにより来訪者も増え、地域間の取
り組みにより、連携事業や交流人口の増加に繋がっている。 

 鳥取市鹿野町鹿野1809-1  Ｔｅｌ： 0857-84-1188 

応募団体からのアピール・メッセージ 

鳥取県鳥取市 

 本年度より農村集落活性化支援事業『鹿野町河内果樹の里山プロジェクト』をスター
ト。地域の方々と一緒に、耕作放棄地の新たな活用を目指して います。 

～宝箱∞いんしゅう鹿野『食・農・賑・住・交』～ 

しかの 

地産地消 ６次産業化 
とっとり 
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シシボタンの会 

若手狩猟者への技術指導 因州しし肉の消費拡大ＰＲ活動 

経 緯 

○平成16年に鹿野町イノシシ食肉解体処

理施設が建設され、猟友会が施設の管
理を行っていたが、利用率が伸び悩ん
でいた。 

○猟友会の有志が施設の利用率向上と独
自の衛生的な解体方法による食肉加工
による販売促進、農業被害の軽減など
を目標とし、平成21年12月にシシボタン
の会を結成。 

取組内容 

○地元農業者からの有害鳥獣の捕獲依頼などの窓
口になり、有害鳥獣の捕獲、捕獲したイノシシの解
体、肉の販売促進・関西圏への市場開拓などに取
り組む。 

○熟練した会員による、若手狩猟者への捕獲や解体
処理の技術指導。 

○ボランティアでイノシシ被害に悩む集落の侵入防止
柵の設置指導を行い、「侵入防止」と「捕獲」の両
輪で地域貢献をしている。 

活動の効果 

○地元の農業者の有害鳥獣捕獲依頼などの窓口となり、捕獲や柵の設置支援などを行い、地域の
被害軽減に寄与。 

○県内外でのイベントに積極的に参加し、臭みのない「因州シシ肉」を活用した「シシ唐揚げ」「シシ
汁」「シシカレー」「シシ餃子」「シシうどん」などが認知されるようになり、イノシシ肉のイメージアップ
に貢献。 

 鳥取市鹿野町鹿野594 Ｔｅｌ： 090-4142-8950 

応募団体からのアピール・メッセージ 

鳥取県鳥取市 

 シシボタンの会は、長年試行錯誤を繰り返し研究した結果たどり着いた方法により、会員がイノシシ
の止め刺しと解体を行っています。シシボタンの会が提供するイノシシ肉は臭くないと言っていただけ
るのはそのためです。 

 現在３７名の会員で活動していますが、全員が解体処理をできるわけではありません。止め刺しか
ら解体まで全般を行う者、止め刺しだけを行う者、解体だけを行う者の３通りの方がいます。狩猟免許
を持っていないけれども、イノシシの解体に興味がある方も大歓迎です。興味のある方は是非一度お
声かけください。 

～有害鳥獣の捕獲から出荷までの全工程を行う37人の技術屋集団～ 

鳥獣被害防止 ６次産業化 
とっとり 
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いなば西郷むらづくり協議会 

 西郷まるごと川遊びデー 渓流登り 都市住民との農業体験交流（さつま芋掘り） 

経 緯 

○地域の身近な課題解決に向けて、
互いに協力しながら、主体的に実
現を図ることを目的に、魅力ある
住みよい地域づくりを目指すため、
20名ほどの趣旨に賛同する者が
集まり、平成21年に設立した。 

○住民アンケートやワークショップを
行って、「むらづくり計画」を作成し、 

 各部会を中心に活動している。 
 

取組内容 

○地区内の範囲を定めて、そこに埋もれてい
る魅力の再発見や、清流を利用して子供た
ちに川の魅力を伝えるイベント。 

○農業体験、しめ縄講習、野菜青空市等の都
市との交流やグリーンツーリズム。 

○空き家の提供、仲介及び農家民泊業務。 

○高山登山道の整備活動やアシの除草等の
河川美化活動及び環境保全活動。 

○ハンター支援のジビエ料理等の料理教室。 
 

活動の効果 

○平成25年に鳥取県在住の初の人間国宝として、やなせ窯の白磁作家「前田昭博」氏

が認定され、西郷地区の著名な３つの窯（牛ノ戸焼、因州中井窯、やなせ窯）をはじ
め、ガラス工芸、木工芸など多くの工芸作家が活躍している。 

○空き家等を活用して、工芸作家が創作活動する場の提供、一時滞在施設としての民
泊や温泉施設の更なる活用、これらの工芸家と地域住民との交流や賑わいの創出
など、団体を法人化して推進していく。 

 鳥取市河原町中井355-7 西郷地区公民館内 Ｔｅｌ：0858-85-0445 

応募団体からのアピール・メッセージ 

鳥取県鳥取市 

地元伝説の主人公「あまんじゃく」を協議会のキャラクターにして、「つくろう みんなで 
元気な西郷」をモットーに、新しい地区公民館を拠点に「工芸の郷」を目ざします。 

～人間国宝を輩出した工芸の郷づくり～ 

伝統・継承 定住・移住 
と っ と り 
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農事組合法人日光農産、気高町瑞穂生姜協議会 

新生姜まつりでの新生姜収穫体験 しょうがぽかぽかフェスタの屋台村 

経 緯 

○ 日光地区、瑞穂地区では古くから

生姜栽培が盛んだったものの、生
産者の高齢化や低価格の外国産
に押され、生産量も大幅に減少し
ていた。そのような中、代々受け
継がれてきた地元の伝統文化が
消えてしまうことに危機感を抱い
た生産者らがそれぞれ団体を設
立し、生産振興や地域活性化に
取り組むこととなった。 

取組内容 

○収穫後、「生姜穴」と呼ばれる横穴で熟成さ
せた生姜を直売所、地元スーパーなどで販
売するほか、お菓子などの加工品、市内の
学校給食などにも利用。 

○秋の「新生姜まつり」等で、収穫体験や女
性メンバーが考案した生姜料理の販売など、
地元の歴史・食文化の発信。 

○地域の各種団体や行政と連携し、「生姜と
温泉と健康」をテーマに生姜を楽しむイベン
ト「しょうがぽかぽかフェスタ」を開催。 

活動の効果 

○生産者の高齢化が進んでいるが、特別栽培農作物の栽培面積を広げており、生姜の栽
培が高齢者の生きがいになっている。 

○生姜を通した取り組みにより地域活性化を図るなど、生姜に対する住民の意識が向上。 

  (日光農産)鳥取市気高町日光111-1     Ｔｅｌ： 0857-82-1100 
(瑞穂生姜協議会)鳥取市気高町土居135  Ｔｅｌ： 0857-84-2554 

応募団体からのアピール・メッセージ 

鳥取県鳥取市 

～次世代に引き継ぐ香りとコクの生姜～ 

食の提供･活用 伝統・継承 
とっとり 
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し ょ う が 

しょうが 

(日光) 400年の栽培の歴史があり、横穴で自然熟成農法の日光生姜を、特別栽培で安全
安心な健康食材として提供いたします。 
(瑞穂) 食と農の交流拠点を通じて地域の人とのふれあいを深め、肥培管理の一環を体
験させ次世代への継承を行っています。「しょうが穴」で熟成させた瑞穂生姜を自信をもっ
て食卓や給食にお届けします。 



鳥取西部農業協同組合 米子別所共同選果場 

選果場内の梨選果風景 選果場でのイベント（神楽舞） 

経 緯 

○別所集落は明治時代に果樹栽培
が始まり、選果作業の効率化・有
利販売を行うために昭和１５年に
現在の生産組織「別所共同選果
場」を設立。 

○集落内での共同作業、後継者づく
りや、選果場を中心とした各種行
事の開催による集落づくりなどを
後世に引き継いで行くべく、集落
として取り組む。 

取組内容 

○消費者に喜んで買ってもらえる進物の梨と
柿をつくるために、「味よし、玉太りよし、器
量よし」をスローガンに増収と高品質な「別
所ブランド」の果実づくり。 

○協同の精神で、農繁期の農作業を集落内
で完結し、集落内の生業（なりわい）づくり。 

○選果場施設を各種行事の会場として活用し、
集落コミュニティーセンターの役割を担うな
ど、集落を活性化。 

活動の効果 

○高品質な「別所ブランド」の果実づくりと設備投資経費を低減する経営は高単価販売
と農家手取金額の向上につながっており、小規模でも高収益な果樹経営を実現。 

○このことにより、、組合員の優良果樹園を維持しようという意識の高まりにつながると
ともに、Ｉターン者も受入。 

 米子市別所1128 Ｔｅｌ： 0859-26-0015 

応募団体からのアピール・メッセージ 

鳥取県米子市 

 丁寧に、丹精込めた果実を販売しています。ぜひご賞味ください。 
 URL：http://www.y-bessho.com/ 

～共同選果場がつなぐ別所集落の未来づくり～ 

伝統・継承 
よ な ご 
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ＪＡ鳥取中央 あぐりキッズスクール 

親子で特A米「きぬむすめ」の田植えに挑戦 農業高校を訪問し高校生から養豚の説明を受ける 

経 緯 

○鳥取県中部は平野、大山山麓、
砂丘地等、様々な自然環境が凝
縮された地域であり、このことが
多くの農産物の源となっている。 

○未来を担う子供たちに、この優れ
た自然環境を生かして、「農業の
大切さ」「食べることの大切さ」「命
の大切さ」を農業体験学習を通じ
て伝えたいという思いから始めた。 

取組内容 

○親子での田植え、稲刈り、はで掛け、餅つ
きをして餅の販売、しめ縄作りなどの農業
体験を毎月実施。 

○生産者の協力も得て、地域の特産物、選果
場の施設見学のほか、特産品での加工品
作りなど、幅広いカリキュラムを地域ごとに
分けて提供。 

○地元農業高校（倉吉農業高校）と連携し、
農業高校の生徒が年間を通してスクール
の補助員として協力。 

活動の効果 

○農作業を通して土や生き物に対する興味や知識を深め、助け合う心や命への思い
やりの心を育んだ。JAまにわあぐりスクール生との交流を行うことで、他地域の農産

物を知り、仲間作りができた。保護者からも「積極的になった」「何にでも興味を持ち
明るくなった」との意見が寄せられている。 

○あぐりキッズの卒業生が地元農業高校や大学に進学し、本JAに就職してこの活動に
再び参加しており、人の循環作用を生んでいる。 

 鳥取県倉吉市越殿町1409番地 Ｔｅｌ： 0858-23-3012 

応募団体からのアピール・メッセージ 

鳥取県倉吉市 

平成29年度は4月29日(祝･土)に開校式を迎え、毎年、大好評の苺の学習と収穫体験
をあぐり生、保護者の全員で行います！ また、夏休みには、岡山県の「JAまにわあぐり

にこにこスクール生」を迎え、夏休み特別カリキュラムの交流会を行います。皆さん、一
緒に楽しく活動しませんか？！ 

～ふれよう・感じよう・たのしもう～ 

子ども 
（教育・体験）  

く ら よ し 
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倉吉市体験型教育旅行誘致協議会 

自然体験：ざんぶらこっこ・用水路下り 農村生活体験：地元の高齢者と竹細工体験 

経 緯 

○過疎化・高齢化が進む中山間集
落において、民泊を利用した農業
体験ツアーを商品化し、都市部か
らの誘客を行うことにより、農家の
副収入を増やすとともに、都市部
住民や学校との交流を促進し、住
み慣れた地域に誇りと愛着をもっ
て安心して住み続けることができ
るようにしたい。 

取組内容 

○自然体験を通して子供たちに本物の自然
の楽しさ・美しさ・大切さを伝える工夫をした
体験メニュー。 

○農家が、子供たちに知識の継承になるよう
なポイントを加えて話をしてもらうことで、農
家にも知識の継承について再認識してもら
う。 

 

活動の効果 

○平成25年には受け入れ人数が1,000人を超え、一度来た学校が体験時間を増やした
り、体験メニューを増やしたりと、気に入ってもらっている。 

○農家にも毎年来る学校の生徒の感想文が届いており、過疎化した農村地帯のあちこ
ちを子どもたちが体験することで地域の高齢者の元気の源となっており、地域の魅
力を再発見することができた。 

 倉吉市関金町関金宿1560-1 Ｔｅｌ： 0858-45-1122 

応募団体からのアピール・メッセージ 

鳥取県倉吉市 

 魅力ある東大山エリアの大自然の中、ここでしか体験できないメニューを沢山揃えて
います。素朴な地域の人々との交流で心豊かな体験をお楽しみください。 

～いなかといいなか セキガネたいけん～ 

伝統・継承 
子ども 

（教育・体験） 

くらよし 
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岸本地区地域活性協議会 

荒廃農地整備後の作付け状況 特産品販売会 都市との交流 

経 緯 

○当初のテーマは「村祭りの復
活を行い、遊休農地の利活用
により農産物の直売システム
を図る」ことを目的として活動
開始。 

 

○現在は地域との交流また荒
廃農地の利活用、都市との直
接販売の促進を行っている。 

取組内容 

○平成20年より荒廃農地の利活用を進め、現在
では約５haの耕作放棄地に農作物を植付。鳥

取県の特産品である白ネギ、ブロッコリーなど
を栽培。 

 

○農産物の直売、また加工品として農産物の新
たな需要を掘り起している。 

 

○現在運営している農産物加工場も参加農園の
協力のもと、積極的に新商品を開発。 

活動の効果 

○活動の中で多くの参加者と出会い様々な意見交換ができた。 
 

○荒廃農地、遊休農地の点在が明らかになり、その農地の利活用が広がった。 
 

○都市との交流イベントでは植林活動をはじめ様々なイベントの開催につながっている。 
 

○現在加工品を少しずつ製造。今後は直売体制も含め新たな商品開発も行っている。 

 鳥取県西伯郡伯耆町大原414-1 Ｔｅｌ：090-3170-1769 

応募団体からのアピール・メッセージ 

鳥取県伯耆町 

 岸下地区地域活性協議会では農産物の直接取引をしてくださる方を広く募集してい
ます。量の大小にかかわりなく、是非ご連絡をお待ちしています。 

～農地の利活用による６次産業化の推進～ 

ほうき 

地産地消 ６次産業化 8 



鳥取県 智頭町 

頭町“疎開保険”ＰＲイベントの様子（東京） 森林セラピーの様子 

経 緯 

○智頭町は江戸時代頃から「杉のま
ち智頭（ちづ）」として全国でも名
の知れた林業地。 

○現在では少子高齢化の影響もあ
り低迷する林業・農業に光りをあ
て、「林業農業を中心とした町民
が主役の町づくり」を目指し、町民
と行政が一緒に汗を流す「提案
型」を基本とした新しい町づくりを
目指す。 

取組内容 

○自らの集落や地域を自分たちが汗をかき、
知恵を出し、力を合わせて村の誇り（宝）づ
くりを行う智頭町「日本1/0村おこし運動」。 

○加入者が被災したとき、 “疎開”の受入を行
い、7日間生活できる場所と食事を確保す
る「智頭町“疎開”保険」。 

○“森林は町の大切な財産”としてとらえ、森
の癒し効果に着目し、健康促進やストレス
発散を目的とした「森林セラピー®」。 

活動の効果 

○「自分たちの村、地区、町を自分たちで何とか元気にしなければならない」という、要
求型から提案型の意識改革が進んだ。 

○ 「智頭町“疎開”保険」では、都市部を中心に約300名の方が加入しており、町民と加
入者との間で交流を促進できた。 

○ 「森林セラピー®」 に参加してもらうことで、ストレス発散や「森のすばらしさ」を再認識
してもらうとともに、町民の健康維持・疾病予防になった。 

 八頭郡智頭町大字智頭2072-1  Ｔｅｌ： 0858-75-4112 

応募団体からのアピール・メッセージ 

鳥取県智頭町 

 智頭町は町の９３％が森に囲まれた自然豊かな町です。森をフィールドとした「森の
ようちえん」は全国からも注目されており、移住者も多い町です。 

～みどりの風が吹く“疎開”のまち～ 

子ども 
（教育・体験） 

自然・景観 
ち づ 
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那岐特産品開発研究会 睦グループ 

那岐特産品開発研究会 睦グループの皆さん 柿の葉寿司 

経 緯 

○昭和60年に開催された国民体育

大会（わかとり国体）の時､各都道
府県から参加した出場選手を民
泊受け入れや､土産物作りをした
ことが結成のきっかけ。 

○その後、昭和62年に睦グループと
して設立し、現在10人のメンバー
（最高齢は90歳）が幅広く活動。 

取組内容 

○地元郷土料理である「柿の葉寿司」をメイン
とした、食文化の継承活動。 

○少子高齢化が進む地域の活性化のため、
｢ふるさとの味」小包として、旬の野菜の宅
配の取組や､｢柿の葉寿司｣､｢かき餅｣の製
造･販売を行う。 

〇高校での郷土料理「柿の葉寿司」の料理講
習会の開催や、学校や地域で生産された
農産物を販売して、経営感覚を育てるため
のアドバイスを行う。 

活動の効果 

○「ふるさとの味」小包は、お客さんから好評で、お礼の絵手紙をいただき「元気で頑張
ろう！」という気持ちになった。様々な活動の経験から、みんなが「やりながら考えよ
う」とプラス思考になり、地域の結束力が向上。 

○郷土料理体験学習の依頼が来るようになり、活動の場が増えた。 

 八頭郡智頭町西宇塚159  Ｔｅｌ： 0858-78-0122 

応募団体からのアピール・メッセージ 

鳥取県智頭町 

 那岐の伝統料理を工夫して創作した「柿の葉寿司」。味も彩も天下一品。伝統創作
料理をぜひ訪れて食べてください！！ 

～お肌つやつや、計算ばっちり、生き生き80歳！～ 

食の提供･活用 女性の活躍 
ち づ 

むつみ 
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隼駅を守る会 

聖地隼駅に訪れたライダー カフェ＆ホステルBASE８８２３（ベースハヤブサ） 

経 緯 

○第３セクターの若桜鉄道
の隼駅の乗車運動を展開
しながら、有形登録文化
財に指定されている歴史
ある隼駅を守り、同名の
大型バイク・隼ライダーの
聖地としてライダーを積極
的に受入れ、交流を通し
て、地域の活性化を図る
こととして設立。 

取組内容 

○隼駅は、有形登録文化財に指定されていることか
ら、会員のみならず、高齢者団体、女性団体など各
種、各層が毎年清掃・美化活動に取り組む。 

○平成27年4月27日、「HOME8823」（ホームハヤブ
サ）をオープン。Uターン・早期退職した若者で運営

しており、地元で生産された農産物を利用した食事
を提供。 

○平成28年4月23日、古民家を改修たバイク専用ガ
レージ付きライダーズカフェ＆ホステル「BASE8823」
（ベースハヤブサ）を開店。 

活動の効果 

○「隼駅」が隼ライダーの聖地として全国的に認知され、年間を通じて多くのライダーが
訪れるようになり、地域が活性化された。 

○移住や定住の問い合わせも来るようになり、「HOME8823」、「BASE8823」といった食

事提供などの場ができ、地域住民とライダーとの交流・憩いの場所となり、新たな賑
わいが生まれてた。 

 

 八頭町見槻中７６  Ｔｅｌ： 0858-72-1611 

応募団体からのアピール・メッセージ 

鳥取県八頭町 

 地域で生産された食材を材料に、美味しい食事を提供するＨＯＭＥ８８２３。 
 ライダー用ホステルＢＡＳＥ８８２３。ライダーの聖地「隼駅」。 
 若者が中心に地域が元気な「隼」。一度おいでください。お待ちしています。 

～隼に「隼」がやってくる！～ 

観光 食の提供・活用 
や づ 
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大江ノ郷自然牧場グループ 有限会社ひよこカンパニー 

八頭町の緑豊かな山々が見えるガラス張りの外観 パティシエ体験の様子。相談する子供達。 

経 緯 

○美しい田園風景に恵まれた地域
であるが、過疎・高齢化が進行し
農地や山林の保全管理機能が低
下している。 

○養鶏場を営み、卵スイーツで６次
産業化した企業として、食育リ
ゾート事業が地域の核となるよう
に事業を発展させ、鳥取県の新た
な観光地として地域経済の活性
化につなげたいと考えた。 

取組内容 

○ガラス張りの体験スタジオの中で、ソーセー
ジ作り体験や、子どもを対象にした飼育体
験、パティシエ体験、カフェ店員体験など、
６次産業化企業として手掛ける事業を体験
してもらい、食の大切さや農業の可能性を
伝える体験スタジオを設けている。 

○地域の農家の野菜や、自社の廃鶏を有効
活用し、鶏肉ハム・ソーセージや惣菜類、卵
パン、卵スイーツなどの農産加工品を製
造・販売。 

活動の効果 

○地域活性化をしたいという理念に共感した県内およびUターンの学生達の雇用の受
皿となっている。 

○八頭町や近隣地域の生産者が生産する旬の野菜やくだものを使用しており、地域の
農業の活性化につながっている。 

○年間２０万人余りが当地に訪れており、鳥取観光のモデルルートとして認知されてき
た。 

 八頭郡八頭町橋本877 Ｔｅｌ： 0858-73-8211 

応募団体からのアピール・メッセージ 

鳥取県八頭町 

 ゲストの皆様から「こんな田舎にこんな建物があるなんてびっくりした」というお話を
よく頂きます。昔ながらの田舎の風景と意外性を感じに一度八頭町にお越しください。 

～6次産業化による地域活性化の取り組み～ 

観光 ６次産業化 
や づ 
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中部とっとりタケノコ振興会 

 「やらいや！タケノコ栽培塾」の様子 竹林タケノコフォーラム開催 

経 緯 

○鳥取県中部地域は県内で最も放
置竹林の拡大率が高く、地域の
自然と景観を損ねており、県内の
学校給食における県内産水煮タ
ケノコの使用率も低く、地産地消
が進んでいなかった。 

○このため、地域の竹林整備を進め、
生産したタケノコを集荷・加工して
学校給食に提供する取り組みを
始めた。 

取組内容 

○放置竹林を間伐し、自然と景観を改善する
とともに、タケノコ栽培に適した竹林に改良。 

○事務局を加工業者（（株）センコースクール
ファーム鳥取）内に置き、生産者との連絡
調整、集めたタケノコの加工等を行い、県
内の学校給食に出荷する体制を構築。 

○タケノコ栽培の技術を広める研修会（「やら
いや！タケノコ栽培塾」）の開催による、竹
林の適正な密度管理や施肥方法等につい
ての普及活動。 

活動の効果 

○竹林整備が進むことで自然と景観が改善され、タケノコ栽培に適した竹林が増加。 
○研修会を通してタケノコ栽培技術が普及し、生産者の単位収量が増加、所得が向上。 

○県中部での活動が活発化したことで県東部でもタケノコ栽培の機運が高まり、タケノ
コ出荷体制が整った結果、平成26年度から学校給食における県内産タケノコ使用率
は100%に。 

 鳥取県東伯郡湯梨浜町はわい長瀬1350 Ｔｅｌ：0858-35-5238（（株）センコースクールファーム鳥取） 

応募団体からのアピール・メッセージ 

       鳥取県湯梨浜町 

鳥取県産タケノコのブランド化を目指して旅館、ホテル、レストランなどの販売拡大を行い、一般消費者
向けにタケノコ料理コンテストを行う予定です。又タケノコ生産者として竹林整備をされる新規会員を募
集しています。 

～ニョキッとタケノコ、地域がスクラム～ 

地産地消 自然・景観  
ゆ り は ま 
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湯梨浜振興合同会社 

 養殖されたヒラメとアワビ 地元中学生の研修 

経 緯 

○平成25年に県の行政事業として、

泊漁港の遊休地利活用を目的と
した「陸上養殖事業」の新規参入
者募集があり、地元有志20名で

の「泊漁港の活性化に貢献した
い」との思いから、会社を立ち上
げチャレンジした。 

取組内容 

○海に隣接する陸上に井戸を掘り、井戸海水
を使い、天候に左右されず、寄生虫が殆ど
見られない養殖手法。 

○地元にある「道の駅はわい」のレストランメ
ニューとして「ヒラメのうまか丼」を開発し販
売。 

○地元湯梨浜町のふるさと納税商品としてエ
ントリー。 

活動の効果 

○天然のヒラメは価格変動が激しいが、本事業よって養殖されたヒラメは価格安定が
図られ、寄生虫がつかないので、刺身用等として、鮮魚店等の受注ニーズも高く、確
実な販路開拓に繋がっている。 

○陸上養殖場は全国的に広がりつつあるが、完全陸上養殖場は少ないことから、町内
の小中学生を始め、北九州市等県外の自治体やインドネシアなど海外からの見学
など数多く受け入れている。 

 鳥取県東伯郡湯梨浜町宇谷581-5  Ｔｅｌ：0858-34-2788 

応募団体からのアピール・メッセージ 

      鳥取県湯梨浜町 

 自社の県魚「ゆりはまひらめ」は、鳥取県栽培漁業センター(湯梨浜町石脇)の清浄な
地下海水で産卵したものを10cmまで飼育したのち、井戸海水利用の海の駅とまり養殖
場(当社)で大きく育てた、生まれも育ちも湯梨浜町の安全で安心の美味しいひらめです。 
ぜひ、ご利用ください。 

～井戸海水を利用した完全陸上養殖による地域活性化～ 

６次産業化 食の提供・活用  
ゆ り は ま 
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パワフル伯耆まちづくり推進協議会 

地元食材を使用してのパン作り体験 廃校の活用による工作体験 

経 緯 

○「魅力ある地域づくり」、「継続的な
情報発信」、「地域内多業種連携
による継続的施策」を行うには、
個々の努力では困難なことから、
複合的視野、専門性の高い知識
や技術、しっかりした管理体制を
構築するため、多業種連携や官
民連携による新組織が必要と考
え設立。 

取組内容 

○地域の子どもたちを対象に、農業を中心と
した学習・体験、他地域との交流促進によ
る視野・発想の拡大を図るためのモニター
ツアーを開催。 

○農林水産業・加工・販売体験を組み合わせ
た「パワフル伯耆キッズ」育成プログラム。 

活動の効果 

○地域に住む人々が自らの街を再認識するきっかけのひとつとして、定住の促進につ
ながった。 

○地域内の連携、地域企業とのコラボレーションにより、地域の素材が再認識できた。 

○都市部の子供を含むファミリーが自然に触れ、伯耆町の良さを知り、忘れられない土
地であり、ふるさとになった。 

 西伯郡伯耆町大殿977-1 Ｔｅｌ： 0859-68-2060 

応募団体からのアピール・メッセージ 

鳥取県伯耆町 

西の秀峰「大山」の裾野に広がる伯耆町。自然をフィールドにしたメモリアルな体験を
観光に組み込んだプログラムの開発を研究中！まだまだ楽しくします！ 

～ほうきキッズの育成（伯耆町で遊びほうけちょ〜）～ 

子ども 
（教育・体験） 

自然・景観 
ほうき 
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水田オーナーズクラブ 

200名を超えるオーナーによる田植え体験 オーナー制度の仕組 

経 緯 

○美味しいお米をつくる中山間地が
後継者不足の問題を抱える中、
高齢化が進む生産者たちだけで
変革を起すのは難しい。 

○生産部隊と営業部隊をしっかり分
けることで過疎化が進む中山間
地の農家所得向上・儲かる農業
（自立）を目指して活動をスタート。 

取組内容 

○この取組により、日本の美しい田園風景を
守り、洪水・土砂崩れの防止もでき、また生
態系・景観の保全にも寄与。 

○儲かる農業を実践することで、農家の息子
たちを町に呼び戻し、技術の継承につなぐ。 

○営業先（オーナー）である都会の企業へ付
加価値のあるお米を直接売り込むことで、
自由な価格を設定。毎年安定的な売上・利
益を確保できる仕組みを確立。 

活動の効果 

○９年継続して取り組むことで、農家の所得は確実に向上している。 

○顧客の顔が見えることで生産意欲を高め、生産技術へのまい進につながり、町全体
の米づくりへの意欲と自信が高まった。 

○地元を離れていった若い世代も、農業への希望が見え、地元に戻って農業を継いで
いる。 

 日野郡日南町生山402-7 Ｔｅｌ： 0859-82-1200 

応募団体からのアピール・メッセージ 

鳥取県日南町 

 生産者、消費者、そして私どもの3者すべてがハッピーになれる取り組みだと自負して
います。  
 そしてこの取り組みを全国展開させていきます。  
  URL:http://suiden.jp/ 

～水田を守り、日本の美味しいお米を繋ぐ～ 

６次産業化 自然・景観 
にちなん 
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日南物産株式会社 

トマト4.000本の栽培と完熟で収穫 高校生との商品開発 

経 緯 

○生産する農産物のブランド力アッ
プと地域密着を目的に設立し、障
がい者・高齢者の就労の場（ユニ
バーサル就労）を提供し、企業の
農業参入の成功事例を作っていく。 

○地方からの発信を民間企業主体
で行うことにより、収益性などの見
本となる事業を作り出していく。 

取組内容 

○トマトの栽培を行い、山陽方面をメインに定
額での販売を行い市場を開拓。 

○ 地元高校・業者・NPO法人と連携し、ドレッ
シングやレトルトカレーなどの商品を開発。 

○障がい者雇用に力を入れ、障がいを持った
方に仕事を出すのではなく、障がいを持っ
た方でもできる仕事を渡していく。 

○月2回「売り切れゴメン市」として直売所を開
設。 

活動の効果 

○トマトは県外への契約出荷をメインに据え、県内の青果市場への出荷については、
有利な単価とし、生産者も増加。 

○障がい者、高齢者、短時間労働者などすべての人たちが活躍できる場を用意し、活
躍してもらうことを目標に、加工品の製造、農業資材の加工など地域のＮＰＯ法人と
の連携が図られた。 

 日野郡日南町三栄1097-1  Ｔｅｌ： 0859-77-3711 

応募団体からのアピール・メッセージ 

鳥取県日南町 

土からの栽培にこだわりトマトを作っています。 
土栽培で10,000本をいち早く達成し、本数、品質をレベルアップさせ続けます。 

～トマトを中心に、ユニバーサル就労と耕作放棄地の再生～ 

地産地消 食の提供・活用 
にちなん 
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株式会社 優栽 

稲刈り 境港市の子供達と交流 酒米 大人の田植え 

経 緯 

○自然豊かな日野町を守る為に、エ
コファーマーの認定、カバークロッ
プの実践、水田環境特Ａの認定、
鳥取県特別栽培農産物の認証、
そして天然由来の海藻肥料を活
かすことで美味しいお米と資源循
環型農業、環境保全型農業を確
立する。 

取組内容 

○境港市の小学校と、田植え・稲刈りの体験
交流を実施。 

○ 大人の田植えと題し、大人達が自分の飲

む酒は自分で作ろうと、酒米の田植え・収
穫・醸造、春先には新酒を楽しむ。 

○資源循環型農業として中海産海藻を原料と
した肥料で稲作に取り組む「海藻農法普及
協議会日野支部」を運営。 

○日野町の特産品の一つ鈴原糯（すずはらも
ち）にも海藻肥料を使用し、１ｈａを栽培。 

活動の効果 

○地元日野町と境港市の学校給食の米に日野町産海藻米が使用されている。日野町
の子供達は町産米を境港市の子供達も食べていることに誇りを感じている。 

○体験交流に参加することにより、環境や食べ物の大切さが実感されている。 

 日野郡日野町根雨353 Ｔｅｌ： 0859-72-1438 

応募団体からのアピール・メッセージ 

鳥取県日野町 

 中国山麓のド真ん中で水稲栽培は不利な条件ばかり。広くて急勾配法面、水は冷た
く分けつしにくい。この不利な条件を逆手に、高食味を生みだす海藻肥料を活かして、
町を上げて環境保全とブランド化を目指す。 

～海から山へ、山から海へ循環型農業の環をつくろう。～ 

地産・地消 
子ども 

（教育・体験） 

ひ の 
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