
① 2017501 周南市 大道理夢求の里交流館 自然・景観 定住・移住 女性の活躍

② 2017502 長門市
特定非営利活動法人
ゆや棚田景観保存会

自然・景観
子ども（教育・
体験）

「食」の提供・
活用

③ 2017503
周防
大島町

周防大島町体験交流型観光推進
協議会

農泊
子ども（教育・
体験）

－

④ 2017504 阿武町 農事組合法人木与なぎさファーム 自然・景観 伝統・継承
「食」の提供・
活用

⑤ 2017505 美祢市 株式会社さんまいん
子ども（教育・
体験）

６次産業化 医療・福祉

⑥ 2017506 山口市 株式会社木原製作所 ６次産業化 企業 女性の活躍

⑦ 2017507 下松市
下松市都市農村共生・対流推進協議
会

子ども（教育・
体験）

地産地消 －

⑧ 2017508 防府市 地域活性化研究協議会
子ども（教育・
体験）

地産地消 高齢者の活躍

⑨ 2017509 山口市 株式会社Ａｒｃｈｉｓ 輸出 伝統・継承 女性の活躍

⑩ 2017510 宇部市 市小野集落協定
中山間地域
の活性化

－ －

⑪ 2017511
周防
大島町

株式会社瀬戸内ジャムズガーデン 企業 ６次産業化 定住・移住

⑫ 2017512 下関市 静食品株式会社
「食」の提供・
活用

６次産業化 鳥獣被害防止

⑬ 2017513 周南市 八代南土地改良区 ６次産業化 自然・景観 伝統・継承

⑭ 2017514 宇部市 楠むらづくり株式会社 ６次産業化 定住・移住 女性の活躍

※　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　（山口県）

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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下関市

下関市

下関市

宇部市

山口市

萩市

萩市 萩市

防府市

防府市

下松市

下松市

岩国市

光市

光市

長門市

柳井市

柳井市

美祢市
周南市

周南市
周南市

周南市
山陽小野田市

周防大島町

和木町

上関町

上関町

上関町

田布施町

平生町

阿武町

応募団体位置図（山口県）
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9

8

2

5

13

11
3

7

4

12
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1

6
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大道理夢求の里交流館

棚田に植栽されたシバザクラ 主婦の農産物加工グループ 「ほたる工房」

経 緯

○平成20年、６戸の農家が「百笑倶
楽部」を結成。

○棚田畦畔の草刈り作業を省力化
するため、「防草シート」の布設
（10,000㎡）と併せて、10万本のシ
バザクラを植栽。

○平成26年、休校中の小学校校舎
を活用し、「大道理夢求の里交流
館」を設立。

取組内容

○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。

活動の効果

○シバザクラの開花時期に行われる「芝桜まつり」の来訪者が2.5万人が５万人に増加。
古民家に漫画家志望の若者など地区外から12世帯が移住。
○夢求の里交流館を活動拠点として①芝桜まつりとホタル観賞の夕べ、②もやい便
③夢有民の家と里の案内人、④高齢者サロン、⑤便利屋業、⑥かわら版「むくろじ」
の発行、⑦ホームステイ・生活体験の受入、⑧その他イベントなどを展開したところ、
まさしく、シバザクラが咲いて、みんな元気になった。

山口県周南市大字大道理1332番地 Ｔｅｌ：0834-88-1830

応募団体からのアピール・メッセージ

山口県周南市

すべてを行政まかせにせず、この地域ならではの新しいコミュニティづくりを考えてい
き農村の原風景を守り続けていきます。 URL：http://shunan-odori.jp/

～ふるさと彩生 シバザクラが咲いてみんな元気になった！～

お お ど う り む く さと

女性の活躍
しゅうなん

１ 定住・移住自然・景観
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特定非営利活動法人 ゆや棚田景観保存会

経 緯

○ 全国棚田100選の選定地域であるが、
高齢化・過疎化が進行し、耕作放棄地
が増え棚田景観の維持・保全が困難。

○ 長門市棚田保護条例が制定され、地
域での６次産業化やグリーンツーリズム
への気運の高まりをきっかけに設立。
棚田保全計画を策定し、棚田景観の保
全・継承に取り組む。

取組内容

○ グリーンツーリズムの拠点として、廃
校となった小学校校舎を活動の中心
に、棚田耕作放棄地を無償で借り受
け、管理田として、保全活動を実施。

○ 夏休み宿題お助けツアーで、小中学
生を対象とした体験教室を開催。

○ 女性部による毎月第２、第４日曜日
に小学校での交流カフェ開設。

活動の効果

○ 失われかねない自然景観など、地域資源の保全を地域住民参加により、実施する
ことで、地域の和が生まれた。

○ 棚田や廃校などの地域資源を活用したイベントを行い、都市住民と農村の交流を
促進する事で、地域の活性化が図られた。

○ 交流カフェの開設で、高齢者が集まれる場所として、健康福祉へ寄与。

山口県長門市油谷津黄981番地4 Ｔｅｌ：0837-32-2305

応募団体からのアピール・メッセージ

山口県長門市

夏休み宿題お助けツアー「指ピアノ教室」耕作放棄棚田への芋植え付け作業

～ゆや棚田 魅せて! 教えて! とりこにさせて!～

ながと 子ども
（教育・体験）

２

○ 過疎・高齢化の進む地域ではあるが、地域を元気にするためにも、都市住民との
交流事業や特産品の開発等、活動が後退することのないようミリ単位でも前に進む
活動に取り組んでいきたい。

〇 平成31年には長門市で全国棚田サミットを開催予定。
URL：http://member.hot-cha.tv/~yuya-tanada/top.html

「食」の提供・活用自然・景観

- 9 -



周防大島町体験交流型観光推進協議会

ホームステイ先での魚さばき体験

経 緯

○平成20年から、基幹産業である
農業や漁業の１次産業と、観光
交流を結びつけた体験型教育旅
行の誘致を開始。

○修学旅行において増えつつある
「体験学習」を実施できるよう
地域の体制を整備し、主に中高
生の修学旅行の誘致活動を実施。

取組内容

○農業・漁業の担い手が、ホームステイの
受入家庭や体験のインストラクターに。

○古くからの田舎の営みであるみかん栽培
やいわし網漁等を都市部の生徒等が体
験。

○受入家庭同士の交流による農業・漁業共
同体験の実施や歴史、文化、自然等につ
いての情報交換。

活動の効果

山口県大島郡周防大島町久賀5134 Ｔｅｌ：0820-79-1003

応募団体からのアピール・メッセージ

山口県周防大島町

全国でも同様の取組みがあるが、田舎の営みをそのまま提供していくことが独自色に
繋がると考えている。若者に周防大島を知ってもらう絶好の機会と捉え、リピーターや
情報発信者に発展していくよう、体験交流を通じて地域の魅力をＰＲしていきたい。

ホームステイ先でのみかん収穫体験

すおうおおしま

～体験型修学旅行で交流人口の増加を目指そう～

子ども
（教育・体験）

農泊３

○都市との地域間交流や若者との世代間交流を通じ、地域住民の元気の源や生きが
いづくりにつながり、受入後も交流が続いているだけでなく、受入家庭同士の新たな
交流を生み、取り組みを軸に地域コミュニティが強化された。

○生徒自らが収穫・調理することによる食育効果や共同活動によりコミュニケーション
能力の向上に繋がっている。

URL：http://www.taiken-suo-oshima.net/

すおうおおしま
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農事組合法人木与なぎさファーム

棚田と美しい夕日に包まれた田植え作業

経 緯 取組内容

活動の効果

山口県阿武郡阿武町木与667 Ｔｅｌ：08388-2-2512

応募団体からのアピール・メッセージ

山口県阿武町

地域の有志で行う農地・道路・水路清掃活動

あぶ

～江戸からの継承、伊能忠敬の恵みを今に！～

伝統・継承４

〇 棚田から見る夕日と相対をなす美しい農村集落の景観は、木与の宝です。

〇 木与地域では、積極的に農地保全に取り組んでおり、農業者も非農業者も、高齢者
も若者も、男性も女性も、みんなが笑顔で元気です。

〇 集落一体となった農業生産活動により、
集落の農地保全。

〇 ブランド米「木与なぎさ米」 （海からの潮

風と、海水散布によるミネラルたっぷりの
お米）や海水を葉面散布した青ネギの生
産・自主販売。

○ 棚田法面へのシバザクラの植栽、集落
内水路への鯉の放流、花壇の整備等、
集落の景観形成。

自然・景観 「食」の提供・活用

〇 木与の棚田は、急峻で生産性の低
い段々畑であったが、偉大な測量家
「伊能忠敬」が測量し、水田にするた
め取水口・水路・排水口等の設計が
行われ、米の生産が可能となった。

〇 平成22年「木与集落の明日の農業
を考える会」立ち上げ。

〇 平成23年「農事組合法人木与なぎ
さファーム」を設立。

〇 機械の共同化、無人ヘリによる共同防除体制の確立、農地外周への獣害防止柵の
設置等、集落一体となった活動が実施でき、地域の農地保全が可能となった。

〇 農業者、非農業者、女性、若者等を含めた地域のコミュニケーションの場の創設。
〇 木与の棚田で田植え体験を実施、地域交流と地域のPRを通じ、地域の活性化が図
れた。

きよ
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株式会社 さんまいん

小学校の社会見学、職場体験の様子 椎茸の柄を用いたふりかけ

経 緯

○社員の雇用確保と事業リスクの軽減を
考え、代表の学生時代の経験と精密
機械事業のノウハウを活かし、コンテ
ナ型保冷庫を使った椎茸の菌床栽培
を開始。

○キノコ類の栽培、加工及び販売を主業
務とした、株式会社さんまいんを設立。

取組内容

活動の効果

○６次産業化総合化事業計画の認定等により、マスコミからの取材や海外・国内から
の視察なども多く、販売量が増加。

○規格外椎茸の加工に取り組むことにより、食品ロスを押さえ、事業収益がアップ。

○地元小学校の社会科副読本に、６次産業化の紹介として活動が記載。

山口県美祢市美東町大田5392番地4 Ｔｅｌ：08396-2-0015

応募団体からのアピール・メッセージ

山口県美祢市

自社の生産品と、そこから派生するアイディアと地域を連結させて、新たな価値の提
案や、地域の活性化を図る地域ブランド名となるようめざします。
URL：http://sunmine.co.jp

みね

～「さんまいん」は地域を元気にする合い言葉！地域・人に光をあて讃え輝かせる仕組みを創ります！～

６次産業化 医療・福祉５ 子ども
（教育・体験）

○学校や顧客等からの収穫体験の受け
入れ、また講演等活動を通して地域
や事業の活性化を推進。

○加工時に廃棄する椎茸の柄を活用し
たふりかけなど、未利用品の価値を見
出した新たな商品を随時提案。

○廃菌床を堆肥として休耕田でのジャン
ボニンニクの生産、販売。

○就労支援施設等と連携し、栽培に付
帯する業務等を実施。
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株式会社 木原製作所

開発商品の合同販促体験 国際乾燥学会で事例発表

経 緯

○平成22年、「乾燥技術」を地域
資源として活用し、複数団体と
のドライフード商品開発を通じて
圏域ブランドの構築を市に提案。

○平成23年「山口から“Kanbutsu”
を発信。」プロジェクトが、乾燥
食品の開発販売を軸とした国内
初の地域振興事業として採択さ
れ、本格的な活動を開始。

取組内容

○市内14件の商品開発。ドライフルーツだけでな
く、漢方薬原料、和紙、パン、花のふりかけ、カ
レーと、従来の乾物のイメージを覆す多彩な利
用方法・商品を開発。

○企画立案、乾燥技術の提供、試作品開発、
パッケージデザイン提案、保存・販売方法のア
ドバイス、商標登録実務までを無償で行い、商
品開発をサポート。

活動の効果

○様々なメディアで紹介(掲載数は85回）。少量多品目の市内１次産品のPR、産官学の
多様な連携事例、山口市の農山漁村振興策をPRしてきた点で大きな広報効果。

○H24年農林水産大臣より機械メーカー全国初となる「ボランタリープランナー」を拝命、
H27年皇太子殿下御視察、同年JAグループ山口自己改革推進委員に選出、H28年
キルギス駐日特命全権大使視察来社、同年世界42か国300名の乾燥技術研究者
に対して国際論文として当事業を学会発表する等、国内外からも注目。

山口県山口市秋穂西3106-1 Ｔｅｌ：083-984-2211

応募団体からのアピール・メッセージ

弊社は乾燥機メーカーの枠にとどまることなく、乾燥加工を通じた６次産業化商品開
発支援に取り組むことで、地域産業の振興に貢献することを目指しております。ご来社
も大歓迎ですので、お気軽にお声かけください。
URL：http://www.kiharaworks.com/

～国内初・乾物プロジェクトで“地域”創生！～

女性の活躍企 業山口県山口市
やまぐち

６ ６次産業化

きはら
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今後は、ニンニクの収穫量を増やしていき、来巻にんにく特産品の売上をアップさせ
ることが課題で、下松市や農協と連携し、生産者や農地の確保、販売ルートの構築な
どを行い、安定した収入を実現する。 URL：http://kurumaki-ninniku.jp/

下松市都市農村共生・対流推進協議会

「来巻元気ポタージュ」の完成を喜ぶ下松市長他

経 緯

○下松市来巻地域では、農業従事者
の高齢化や担い手不足、耕作放棄
地の増加等問題が山積み。

○平成21年に開設した農業振興拠点
施設「下松市農業公園」を中心に
様々な施策展開を図り、平成26年
「下松市都市農村共生・対流推進
協議会」を設立し、来巻にんにくの
特徴を活かした特産品を開発。

取組内容

○平成26年、来巻にんにくのパワーを親子
で体験してもらうため「来巻にんにくスー
プ」を調理。以降、来巻にんにく親子調理
教室を開催。

○下松市農業公園で農業体験を含めた来
巻にんにく振興フェアを実施。
○平成24年から「来巻にんにくスープ」の商
品化に取り組み、平成28年「来巻元気ポ
タージュ」と命名し販売を開始。

活動の効果

○ニンニク収穫量は目標の２倍となる1.8ｔを収穫し、交流人口（イベント参加者数）は、
目標を26%上回る6,291人と成果をあげ、来巻地区を中心に地域全体に経済効果が
出てきており、活気も戻ってきた。
○下松フィルム・コミッションや岩手県釜石市とも連携することで、来巻にんにくや特
産品の知名度向上が図れ、地域住民の農業や健康への関心の高まりがみられた。

山口県下松市中央町21番3号 Ｔｅｌ： 0833-45-1192

応募団体からのアピール・メッセージ

山口県下松市

来巻にんにく親子調理教室

くだまつ

～来巻にんにくパワーが産み出す連帯と活力～

地産地消
子供

（教育・体験）７

くるまき

くだまつ
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地域活性化研究協議会

交流会の様子 地域祭りでの子供ずもう

経 緯

○人々の間に少しずつ思いやりや信頼関係
が失われつつあると感じ、「無関心」や「不
信感」の解消のため「地域活性化のための
活動」を開始した。

○竹林整備活動等により「共に活動できる新
しい故郷」を創生し、そこに協働の精神を
根付かせながら「繋がりのある協働社会」
へ発展させたいと考えた。

取組内容

○年間80日に及ぶ竹林整備活動を
実施。

○婦人部を中心に遊休農地解消に
取り組むとともに、朝市を開催。

○資源回収、子ども園整備等、子ど
も会活動を積極的に支援。

活動の効果

○地域の伝統行事、交流行事等を展開することにより、地域全体に活気や信頼感が
醸成された。

○子どもから老人まで幅広い世代で交流することにより、絆と伝統の継承に貢献でき
た。

山口県防府市田島3078 Ｔｅｌ：0835-29-1424

応募団体からのアピール・メッセージ

山口県防府市

研究協議会の活動、雰囲気をモデルとして下さい！
いつでも研究協議会の取組を見学にきて交流しましょう！

ほうふ

～地域のむすびつきは日本一～

高齢者の活躍地産地消８ 子ども
（教育・体験）
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株式会社Ａｒｃｈｉｓ

ヴィンテージライスワイン“夢雀”（むじゃく）

経 緯

○山口市阿東に古民家再生のモデ
ルとなる「旧山見邸田楽庵」を立ち
上げ、地域活性化のため米作りを
開始。

○世界に通用する高級ワインのよう
な日本酒ができないかと考え、プレ
ミアムな日本酒をつくり、世界に発
信することで、日本の１次産業の活
性化につながればと考えた。

取組内容

○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。

○世界の富裕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
を高めている。

○古民家を地域のコミュニケーションの拠
点として再生。

活動の効果

○「プレミアムヴィンテージライスワイン」として、海外展開。
○ドバイでは60万円、香港では20万円の値段で取引。
○酒米をつくる農家の収益の向上につながった他、海外メディア、国内のメディアを通
じ、錦町という過疎地域のことを知ってもらう機会が増加。

○再生した古民家を拠点に地元農家や大学生による「田植えフェスティバル」を開催。

山口県山口市泉都町10番4 Tel : 083-976-4725

応募団体からのアピール・メッセージ

山口県山口市

ドバイでの夢雀プロモーション

やまぐち

世界一高い日本酒が、過疎地域を活性化！
～海外富裕層向け“ヴィンテージライスワイン”「夢雀」～

女性の活躍伝統・継承９ 輸出

今後、５年間かけて、上海、シンガポール、マカオ、マレーシア、イギリス、アメリカ等
の富裕層へ販路を拡大し、10年かけて夢雀を長期保存させ、“プレミアムヴィンテージ
ライスワイン“として販売していく。

ＵＲＬ：http://archis.co.jp/

あ－きす
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市小野 集落協定

農事組合法人市小野の設立

経 緯

○中山間地域における農業者の高
齢化・担い手不足は深刻な問題
となっていることから、平成９年に
集落営農組織を設立。

○平成12年「市小野集落協定」を締
結し、中山間地域等直接支払制
度に取り組む。

○平成27年に継続的な農業経営を
目指し「農事組合法人市小野」を
設立。

取組内容

○農業の実態や集落の将来について話し合
いを重ね作成したマスタープランに基づき、
農地集積や農作業の効率化を図り継続的
な農業経営を目指す。

○「農事組合法人市小野」へ作業委託するこ
とにより、集落機能の維持・強化に寄与。

○共同作業による農道・水路等の維持・管理、
防護柵の設置・補修、周辺林地の下草刈り
と大木の伐採、集会所の改修等に取り組む。

活動の効果

○共同取組活動により、鳥獣害防護柵の設置、農道舗装、共同利用機械の導入及び
担い手の確保など農業生産基盤が強化された。

○集落で Ｉ ターンによる新規就農者の受け入れを行い、担い手確保・人材育成等に努
めた結果、持続可能な農業生産活動等を可能とする体制の整備が図られた。

山口県宇部市大字小野1410-1 Ｔｅｌ：0836-64-2756

応募団体からのアピール・メッセージ

山口県宇部市

地域の高齢化に伴い、集落営農法人を中心に持続可能な農業生産に取りくみ、地域
の活性化を図って行きます。

周辺林地の下草刈り

うべ

～みんなの力を結集し、中山間地域を守る～

中山間地域の活性化10
いちおの
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株式会社 瀬戸内ジャムズガーデン

移住者・障害者施設との協働の枠組造り 生産風景／ブルーベリーの摘みとり体験

経 緯

○2007年瀬戸内の島で６次産業型ジャム
屋をⅠターン企業。

○生産現場に近いからできる旬の素材を
使用した新しい発想のジャム作りを目指
すなか、島の現状（高齢化率日本一の
島・一次産業の衰退）に危機感。

○ジャム製造を通して地域にできること、
ジャム屋の枠を飛び出してやるべきこと
を地域の中で実践。

取組内容

○連携農家での加工用果実栽培と高
価買い取りによる地域の経済循環。

○耕作放棄地の再開墾や農地中間管
理機構の利用による品目の拡大。

○障がい者支援施設と連携し、働く場
を提供。

○ＵＩターン支援の他、移住者のアイデ
アや知識を島の方々と繋ぎ、新たな
事業を創出。

○独自イベントによる島外からの集客。

活動の効果

○連携農家は創業当時の８軒から58軒に増加、ジャム生産は３万２千瓶から15万３千
瓶に増加し、地域の農家所得の向上と雇用に寄与。

○耕作放棄地や農地バンク等の利用により、約180種類のジャムを生産。
○観光・６次産業の取り組みが移住起業のモデルとして注目され、移住起業者が増加。
○独自イベントなどにより約7.5万人の集客に成功。

山口県大島郡周防大島町日前331-8 Ｔｅｌ：0820-73-0002

応募団体からのアピール・メッセージ

山口県周防大島町

大量生産型の農業分野で勝てない地域（中山間地や島しょ部）での産業のつくり方の
１モデルとして情報発信をおこない、里山資本主義コンソーシアムを設立など、持続可
能な地域づくりに向けて世界中の人々へ日本の地方の躍動と魅力を発信していく。

～チャレンジの集合体が島の地域力！～

すおうおおしま

６次産業化 定住・移住11 企業

ＵＲＬ：http://www.jams-garden.com/
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静食品株式会社

ジビエ処理施設 みのりの丘ジビエセンター 長州ジビエイノシシウインナー

経 緯

○猟友会が害獣を駆除しても処理施設
がなく、大半が廃棄されていたため、
食肉を扱っている立場から、命、資源
を粗末にするという「もったいなさ」を
感じていた。

○市がジビエ処理施設を建設することと
なり、指定管理業者に応募し、指定を
受け、ジビエの普及啓発、販路拡大
に努めている。

取組内容

○ジビエセンター開設と同時に、指定管
理業者としてイノシシ・シカの処理を開
始。

○施設で解体したジビエを自社で食肉加
工し、ウインナー等加工品を製造販売。

○ジビエのブランド化による販路拡大を
目指し、ポスターによる啓発や、地元を
始め、首都圏での販売促進を強化。

活動の効果

○猟友会から、ジビエセンターに持込めば処理してくれるという認識が定着してきた。
○積極的なPR活動により、ジビエに対する評価が高まり、販売も好調に推移している。
○年間約900頭の処理をしており、資源の再利用、真の意味での地産地消にも貢献で
きている。

山口県下関市椋野町3丁目13番18号 Ｔｅｌ：083-231-4734

応募団体からのアピール・メッセージ

山口県下関市

長州ジビエのブランドを広く浸透させるとともに、本当に美味しいオリジナル製品の開
発を進め、本州最西端のジビエとして、広くアピールしていきます。
URL：http://shizuka.jp/index.html

長州ジビエポスター

しものせき

～長州ジビエを日本一のジビエブランドに～

しずか

鳥獣被害防止６次産業化12 「食」の提供・活用
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八代南土地改良区

県内外のボランティアと共に行うツルのねぐらづくり

経 緯

○周南市八代は、本州唯一のナベヅ
ルの渡来地であるが、餌場となる
ほ場が荒廃し、ナベツルが減少。

○ツル保護とともに地域の人々が心
豊かにくらす「ツルと人･共生の里」
再生構想の一環として、地域の農
業を支え、ツルに優しい農業を推
進していくため、八代南土地改良
区を中心に地域の合意を形成。

取組内容

○ほ場整備にあたり、生態系保全型水路や
ツルの歩きやすい法面傾斜の導入、ツル
の渡来する時期に工事をしない等、ツル
の生態に最大限配慮。

○冬期湛水、無農薬･無化学肥料による作
付けや堆肥を活用した循環型農業で米を
生産する等、ツルの生態に配慮した営農
に取り組む県内唯一の地域。

活動の効果

○冬期湛水栽培や無農薬・無化学肥料などの取り組みにより、地域の米の評価が高
められ、八代産酒米を使用した日本酒なども高い評価を受けている。

○小学校と連携して実施している生きもの調査では、きれいな水質と餌が豊富な環境
でないと生息が難しい生物等が確認される等、ツルと共に歩む農業によって豊かな
自然環境が守られている。

山口県周南市大字八代1902番地の1 Tel : 0833-91-0175

応募団体からのアピール・メッセージ

山口県周南市

八代へ渡来したナベツルの家族

しゅうなん

～「ツルと人・共生の里」再生構想の具現化をめざして～

伝統・継承自然・景観13

周南市の定住促進事業を活用し、地区内外から定住する農業後継者の発掘・育成を
推進し、 「ツルと人に優しい安心・安全な農産物の生産」を基本に、規模拡大、品質向
上、コスト削減を図り、６次産業化、女性の雇用などを視野に入れ活動していく。

６次産業化

やしろみなみ
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楠むらづくり株式会社（楠こもれびの郷）

万農塾 塾長と職員・塾生

経 緯

○宇部市北部の持続可能な農業の
推進を目指し、行政・企業・地域
住民が出資する「楠むらづくり株
式会社」を設立。

○担い手の育成と定住就農、農産
物の流通・加工・販売を手掛ける
ことで、雇用を生み、地域の農地
保全と農村景観を守る一助となっ
ている。

取組内容

○農業研修交流施設「万農塾」を開塾し、行
政や農業委員会とも連携を図り、県内での
定住就農を実現。

○食育を含むスペシャリスト「食農体験ソムリ
エ」の育成と、食農体験の定期開催により
交流人口の増加を図る活動。

○地元の筍を活用した加工品を開発し「吉部
炙り筍ごはんの素」、「吉部筍の旨煮」、「吉
部筍の梅酢漬け」を商品化。

活動の効果

○農産物加工所で製作した筍の加工品が、県内外で販路を拡大しており、女性の活躍
の場が拡大。

○卒塾生によるブランド野菜「万倉なす」の栽培に取り組み、作付け減少傾向に歯止め。
○食農体験によるツーリズム事業は、宇部のFAN獲得につながり、交流人口の増加に
よる経済効果が地域全体に波及、地域農家の所得が向上。

山口県宇部市大字東万倉字二ノ沖田917番地 Ｔｅｌ：0836-67-2617

応募団体からのアピール・メッセージ

山口県宇部市

大人やインバウンドにも対応した「触る、作る、食べる、遊ぶ、学ぶ」総合的な体験を
企画し、販売し、さらなる交流人口の増加につなげる活動を目指します。

URL：http://www.komorebinosato.net

食農体験（パエリア作成中）の様子

うべ

～食農の魅力発信で地域の元気を創出する～

女性の活躍定住・移住14 ６次産業化

くすのき くすのき さと
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