




















① ビジネス 岡山市 岡山県立 岡山南高等学校商業クラブ
若者・学生の

活躍
- -

② ビジネス 玉野市 玉野市雑穀生産組合
環境保全・
景観保全

食育・教育  ６次産業化

③ ビジネス 笠岡市 合同会社　ど根性ファーム  ６次産業化 農福連携  高齢者の活躍

④ 奨励賞 コミュニティ 笠岡市
特定非営利活動法人 かさおか島づく
り海社

農林漁業、
農村文化体験

移住・定住 雇用

⑤ 個人 笠岡市 寺田 伊織  企業との連携
若者・学生の

活躍
その他

（水産振興）

⑥ コミュニティ 高梁市 一般社団法人 宇治雑穀研究会  ６次産業化 - -

⑦ 奨励賞 コミュニティ 高梁市 平川村定住推進協議会
農林漁業、

農村文化体験
移住・定住 -

⑧ コミュニティ 新見市 草間台エコミュージアム推進協議会
環境保全・
景観保全

- -

⑨ 個人 新見市 奥山 亮 移住・定住  ６次産業化
その他 (生産

部会の活性化)

⑩ ビジネス 備前市 東鶴山地区を元気にする協議会 移住・定住  ６次産業化  高齢者の活躍

⑪ コミュニティ 備前市 日生町漁業協同組合
農林漁業、

農村文化体験
環境保全・
景観保全

食育・教育

⑫ コミュニティ 瀬戸内市 裳掛地区コミュニティ協議会
農林漁業、

農村文化体験
移住・定住 -

⑬ コミュニティ 瀬戸内市 玉津地区農山漁村活性化協議会
教育機関との

連携
その他（農山
漁村活性化）

-

⑭ 奨励賞 個人 真庭市 姜　侖秀  農泊  ６次産業化
その他

（国際交流）

⑮ コミュニティ 早島町 早島農業体験協議会  農泊
農林漁業、

農村文化体験
伝統の継承

⑯ コミュニティ 矢掛町 農事組合法人　山ノ上干柿組合
農林漁業、

農村文化体験
環境保全・
景観保全

 ６次産業化

⑰ コミュニティ 矢掛町 みかわてらす  ６次産業化 - -

⑱ コミュニティ 吉備中央町 吉備中央町農家民宿推進協議会  農泊
農林漁業、

農村文化体験
教育機関との

連携

⑲ 奨励賞 個人 吉備中央町 田中　美津子  農泊
農林漁業、

農村文化体験
食育・教育

該当する取り組み

「ディスカバー農山漁村（むら）の宝」（第６回選定）　応募団体　一覧　（岡山県）

Ｎｏ. 選定地区 部門 市町村 団体名
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応募団体位置図（岡山県）

岡山市

岡山市
倉敷市

津山市

玉野市
笠岡市

笠岡市

笠岡市

井原市

総社市

高梁市

新見市

備前市

瀬戸内市

赤磐市

真庭市

美作市

浅口市

和気町

早島町

里庄町

矢掛町

新庄村
鏡野町

勝央町

奈義町

西粟倉村

久米南町

美咲町

吉備中央町

2

1

5

6

43

18

7

8 9

10 11

12 13

14

15
16 17

19
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岡山県立 岡山南高等学校商業クラブ

生徒デザインによる駅弁パッケージと商品中身 休校日を使って定期的に販売会を開催

経 緯

○かねてより中国四国農政局とのコラボ
で取り組んでいた「米トレーサビリティ
制度」の認知度向上事業を通じて、
「学」が、「農」「産」「官」を繋いで包括
的な取組にできないかと考えた。
また、日本の食料自給率を支える米の

消費が落ち込んでいることから、米ど
ころでもある岡山で､米主役の商品を
開発し、少しでも県産米の消費量を引
き上げたいと考え、活動を開始した。

取組内容

○米トレーサビリティ制度の勉強会を行い、制度
の概要や社会的役割について学ぶ。

○ 「駅弁」を企画することを決め、地元企業「株
式会社三好野本店」に製造を委託。

○農業が盛んな岡山県の特性を生かした、米だ

けでなく、様々な県産品を使った駅弁を開発し、
発売までを実現。

○駅弁のパッケージにＱＲコードを使い、中国四
国農政局ＨＰの同制度の紹介画面に繋がる仕
組みを作った。

活動の効果

○定期的に生徒が店頭に立って販売会を行うなど、販売促進にも取り組んだ。その結果、販
売が好調で売場が増設され、株式会社三好野本店の定番商品としてカタログ掲載。

○「岡山県高校生商業研究発表大会」最優秀賞、 「中国五県高校生商業研究発表大会」優
秀賞、 「全国高校生商業研究発表大会」優秀賞（発表の部第１位、総合の部第２位）を受
賞。

岡山市北区奥田２丁目４－７ Ｔｅｌ： ０８６-２２４-２２２６

応募団体からのアピール・メッセージ

岡山県岡山市

引き続き商品の販売促進活動を展開することによって、県内外に岡山県産品の魅力を伝
えていくとともに、販売会でのＰＲを重ねることで、「学」が、地域の「農」「産」「官」を繋ぐ包括
的事業として発展できるよう、活動していきたい。

～「学」が繋ぐ「農」「産」「官」が連携した取組～

おかやまみなみ

おかやまし1 若者・学生の活躍
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玉野市雑穀生産組合

キビ収穫体験 たまの雑穀フェスタ（きびの餅つき）

経 緯

○耕作放棄地の発生予防・解消と
農家の新たな所得向上を目的に、
農家・販売者・消費者等からなる
「玉野市雑穀生産振興研究会」を
設立し、雑穀の産地化への取組
を開始（H19）。

○雑穀の産地化を目指して、生産者
が中心となり「玉野市雑穀生産組
合」を設立（H27）。

取組内容

○栽培の試行錯誤を重ね、玉野市に適した
栽培マニュアルを作成。成功も失敗も組合
員同士で情報共有し、お互いに切磋琢磨し、
より良い品質の雑穀を栽培。

○雑穀料理教室、キビの収穫体験や「たまの
雑穀フェスタ」の開催により市内外へＰＲ。

○地産地消の推進として、イベントで玉野商
業高校生（現玉野商工高校）が、オール玉
野産のおむすび「玉結び」を限定販売。

活動の効果

○栽培面積が10㏊を超え、耕作放棄地の解消、発生抑制に効果。雑穀産地としての
玉野市の認知度が高まり、生産者の生産意欲が向上。

○ふるさと納税でも人気商品となり、地元を離れた方々にも玉野市の新しい取組を知っ
ていただくきっかけとなっている。

玉野市田井２－４４６４ Ｔｅｌ：０８６３-３２-０１１５

応募団体からのアピール・メッセージ

岡山県玉野市

６次産業化・農商工連携の取組を推進し、新たな商品開発などにより、地域資源と

しての雑穀をＰＲしていきたい。また、自分たちが生まれ育ち、大切に育ててきた「美し
い農村の風景」をこれからの世代の若者たちにも、守り伝えていきたい。

～玉野と言えば雑穀～

た まのし

６次産業化
環境保全・
景観保全

たまのし

２ 食育・教育
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合同会社 ど根性ファーム

座って作業できる環境を整備 カットネギの加工作業

経 緯

○福祉事業者の(株)創心會が、障
がい者・高齢者が心身共に元気
になり、再び生産活動を行うこと
ができる場を創設したいと考え、
生産活動の場として、笠岡市で
「農業」を開始した。

○平成24年、「ど根性ファーム」を設
立し、本格的に農業に参入し、農
福連携に取り組んでいる。

取組内容

○通年栽培が可能な青ねぎを栽培。

○障がい者・高齢者の作業の多様性創出と
収益性アップのため、カットネギの製造に取
り組み、６次産業化の認定を受ける。

○生産から加工に係る作業工程において、
座って作業ができる環境を整備するなど、
働き手が作業しやすい環境を整備している。

○季節により労働時間に差違が生じないよう、
出荷量を調整している。

活動の効果

○カットネギの製造等による収益向上から、就労継続支援B型事業所からA型事業所に
移行することができ、障がい者・高齢者の雇用に繋がった。さらに、就労支援からど
根性ファームへの一般雇用も実現できた。

○福祉事業者が農業経験ゼロから農業を開始し、農業で障がい者雇用を産み、農福
連携の一層の促進を図ることができた。

応募団体からのアピール・メッセージ

岡山県笠岡市

福祉事業者が農業での障がい者雇用を、ボランティアではなくビジネスにするために
法人化し、雇用を創出することができた。私たちの取組を知ってもらい、同じ志を持つ
方と共にイノベーションできるきっかけとなりたい。

～「農」がイノベーションのプラットフォーム～

こんじょう

高齢者の活躍６次産業化
かさおかし

３ 農福連携

倉敷市茶屋町2102-14 Ｔｅｌ： ０８６-４２０-１５００
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特定非営利活動法人 かさおか島づくり海社

北木島の研修施設での島体験・漁業体験 島のコンシェルジュ「しまのこし」開店

経 緯

○平成10年、笠岡諸島7島合同の島
の大運動会を北木島で開催。笠
岡諸島の活性化はまずは島同士
の交流からという趣旨で始まる。

○平成13年4月、行政組織として「島
おこし海援隊」が発足。

○平成18年、「特定非営利活動法人
かさおか島づくり海社」と名前を新
たにし、発展的に組織編成を行う。

取組内容

○北木島の研修所の指定管理を通じて、島
の生活体験、漁業体験を積極的に実施。子
どもを通じて島との繋がりが生まれる。

○島づくり海社が島民を雇用し、介護事業を
展開するなど、住民ニーズが上がるごとに
事業化し、多種多様な事業を展開。

○移住者を中心にカフェやゲストハウス、ビー
ル工場等を開設し、地域の新しい名所とし
て、地域をはじめ観光客のニーズに応える。

活動の効果

○雇用確保のために収益事業として介護事業を展開。収益を他の事業へ活用。雇用
が年々増加。

○令和元年6月に笠岡市の陸地部に島食堂「しまのこし」をオープンさせ、島の食材を
使った郷土料理をランチに提供。島づくり海社が積極的に陸地部にアンテナショップ
を作るなど、新しいコミュニティを展開。

笠岡市北木島町9768番地29 Ｔｅｌ： ０８６５-６８-３７４１

応募団体からのアピール・メッセージ

岡山県笠岡市

島づくり海社が展開する事業の根底には、島民のためにという想いがあり、地域で
の体験のどれをとっても島ならではの特徴と感動があると自負している。

～島をひとつに、心はひとつ！笠岡諸島～

しま がいしゃ

雇用
かさおかし4 移住・定住

農林漁業、
農村文化体験
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寺田 伊織

道の駅笠岡ベイファームでの模擬競り市 乾燥標本試作品

経 緯

○市場や水産系イベントに行くなか
で、年々規模が小さくなっていく現
実を目の当たりにした。

○自らが既存の水産業従事者とな
るのではなく、別の形で水産振興
を行おうと考え、地域おこし協力
隊として漁村の水産振興活動を
行う。

取組内容

○鮮魚販売を行う地元企業と協力して、地物
鮮魚を中心に模擬競り市を開催。

○地元の漁師と協力して、サンショウウニや
平家蟹などの多種多様なガラを使用した乾
燥標本や樹脂標本を試作。

○一般消費者に水産物を身近に感じてもらう
ことを目的として、漁や競りのライブ配信等
を実施。

活動の効果

○模擬競り市を2019年8月までに道の駅で5回開催した。多数のメディアにも取り上げ
ていただき、模擬競りには子どもから高齢者の方まで幅広い層が参加していただい
ている。

○漁や競りのライブ配信を地域の子ども達にも見てもらい、水産業界を知るきっかけづ
くりとなっている。

笠岡市神島外浦２２９６ Ｔｅｌ： ０８０-９７５４-５６１９

応募者からのアピール・メッセージ

岡山県笠岡市

「笠岡市の水産業の将来を明るくする」ため、地域おこし協力隊の支援員として新た
な試みへの挑戦を通して、水産業を広くＰＲしていきたい。

～既存の業務に捉われない新しい水産振興！～

てらだ いおり

その他
（水産振興）

企業との連携
かさおかし

５ 若者・学生の
活躍
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一般社団法人 宇治雑穀研究会

宇治雑穀研究会のメンバー もち麦ビール「花笠」とカフェ「麦」

経 緯

○高齢化と担い手不足により耕作
放棄地が増加していくなか、耕作
放棄地解消のための作物を模索。

○平成24年に食物繊維が豊富で機
能性のある「もち麦」等を栽培する
宇治雑穀研究会を結成。

取組内容

○耕作放棄地の解消と地域活性化を目指し
て、キビ、黒米、もち麦等の栽培を開始。

〇６次産業化による新商品の開発。

○令和元年に、宇治地区内の空き店舗を改
修したカフェ「麦」をオープン。

活動の効果

○カフェや６次産業化に取り組むことで、高齢者・女性・若者が生産、加工、販売の各
場面で活躍できるようになった。

○もち麦の栽培面積は当初の10ａから平成30年には155ａに拡大。また、平成29年に
は、もち麦を活用した「もち麦ビール」の委託醸造、販売を開始。

○カフェでもち麦を使ったランチの提供や、もち麦商品、地元農産物を販売することに
より、近隣農家の生産意欲の向上や、地域内外からも多くの人が訪れ、地区の交
流・憩いの場として定着しつつある。

〇もち麦を軸とした様々な取組により、宇治地区の地域力が向上している。

高梁市宇治町宇治1831-1 Ｔｅｌ： 0866-29-2001

応募団体からのアピール・メッセージ

岡山県高梁市

もち麦の６次産業化により、耕作放棄地を解消し中山間地域の活性化に繋げている
私達の取組を、視察や研修の受入、もち麦商品の販売促進活動をとおしてＰＲし近隣
地域へ波及させていきたい。

～もち麦ビールやカフェ「麦」で地域活性化～

うじざっこくけんきゅうかい

６次産業化
たかはしし

６
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平川村定住推進協議会

体感・田舎暮らし事業での体験作業 地域の女性グループへも参加

経 緯

○県下屈指のぶどう・トマトの産地である
が、生産者の高齢化による産地の活力
低下、地域コミュニティ活動や防災、伝
統行事などの社会共同生活の維持が
困難となることが懸念されていたところ。

○産地としてだけでなく地域振興を視野に
入れた組織づくりが必要と考え、平成20
年に“定住・就農を希望する者と地域と
のマッチングを図る”地域組織主体の
「平川村定住推進協議会」を設立。

取組内容

○平川地域のまちづくりは、個々の価値観・多様性を
認め合う「みんなが主役で平川元気！」を合言葉
に取り組んでいる。

○就農希望者が週末等を利用し、農業や地域の行事
に参加し地域をよく知ってもらった上で、希望者と
地域の双方が相性を見極め移住を判断する「お見
合い方式」が特徴。

○協議会として、新規就農者の受入・定住支援のみ
ならず、農家としての自立まで支援している。

活動の効果

○平成20年から30年の間に10世帯（20人）を受入れ。

○ぶどう・トマトの栽培面積や販売額の増大。（13.2ha（H26）→14.2ha（H29）・178百万円
（H26）→209百万円（H29））

○年平均１組の移住者があり、社会共同生活への参加、乳幼児の増加、人口減少の
鈍化が図られるなど、地域の維持・活性化に大きく貢献。

高梁市備中町平川（事務局） Ｔｅｌ： 0866-45-9180

応募団体からのアピール・メッセージ

岡山県高梁市

県や市が行う就農フェア等からの情報だけでなく、農業のすばらしさや地域の魅力、
強みなどを移住者の意見なども取り入れながら積極的に情報発信を行っていきたい。

～みんなが主役で平川元気！～

ひらかわむら

移住・定住
農林漁業、
農村文化体験

７

応募用紙の写真

たかはしし
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草間台エコミュージアム推進協議会

蕎麦の刈り取り 鍾乳洞の探検

経 緯

○地域を自然や産業・歴史文化
等の宝が豊富なエコミュージア
ム（屋根のない博物館）として捉
え、資源を活かした地域振興を
図ろうと考え、団体を立ち上げ
た（H22）。

○里山の環境を維持・保全し、希
少な動植物を保護するため、耕
作放棄地の解消等に取り組む
必要があると痛感。

取組内容

○「新緑ウォーク」「ヒメユリ・ヒメボタルの観賞
会」「スターウォッチング」などのエコツアーや
キノコ・ソバの栽培体験（都市住民との交流）、
鍾乳洞（観光鍾乳洞以外）の探検を実施。

○特産品のソバ栽培による耕作放棄地の解消、
栽培体験ツアー等の実施。

○フェイスブックやホームページによる、観光・
イベント・農業体験案内等の情報発信。

活動の効果

○地元住民の耕作放棄地解消への認識が深まり、集落営農組織を設立した。

○耕作放棄地にならないようソバを栽培することで維持していた畑で、新規就農者がピ
オーネの栽培を開始した。

○フェイスブック・ホームページにより、地域外住民との交流が増加した。

新見市草間7471-1 Ｔｅｌ： 0867-74-9001

応募団体からのアピール・メッセージ

岡山県新見市

エコミュージアムという捉え方で活動を広く発信しているが、市内の他の地域との連
携も視野に入れ、更なる地域振興を目指す。草間台地や鍾乳洞を全国から訪れる研
究者・ケイビングクラブ等との交流や地元小学生の「ふるさと学習」への支援などの活
動を継続・発展させていきたい。

～活かそう!郷土の宝物 無くそう耕作放棄地～

くさまだい

にいみし

８ 環境保全・景観保全

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-17-　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　



奥山 亮

育種に取り組むオリジナルりんどうと奥山部会長 りんどう染めシルクスカーフの開発

経 緯

○一般企業に勤めていたが、奥さん
の実家がある新見市での就農を
決意。

○近隣にりんどう専業農家はなく、
未経験の新規就農は無謀だと周
囲に心配されたが、りんどう専作
経営の確立を目指し栽培を開始。

〇平成29年に若者による部会活性
化を期待されＪＡ阿新花き部会会
長に選任。

取組内容

○栽培面積を倍増。出荷時期を分散させるた
め、開花期の異なる11品種を導入。

○りんどう専業の新規就農者の指導。

○草丈が短く生花として商品にならない定植
１年目のりんどうを活用した新商品の開発。

○作業の効率化を図るため、平成30年にＪＡ
の共同選果場に国内で初めてりんどうの選
別ロボットを導入。

○普及指導センターと協力して、新見市オリ
ジナル品種の開発に取り組む。

活動の効果

○りんどう染めの開発・販売や、草丈の短いりんどうをドライフラワーに加工し、コサー
ジュやブローチの材料として商品化し、農家所得が向上。

○選別ロボットの導入により需要期に滞りなく出荷が可能となり、目標の100万本を出荷。
○「新見プレミアムりんどう」としてオリジナルの２品種を導入し、ブランド化を進めている。

阿新農業協同組合営農経済部園芸課 Ｔｅｌ： 0867-72-3134

応募団体からのアピール・メッセージ

岡山県新見市

りんどうの知名度、イメージをアップし、誰もが「花」といえば「りんどう」を思い出すよ
うにしたい。

～「新見プレミアムりんどう」で全国へ！～

おくやま りょう

その他 (生産部
会の活性化)移住・定住

にいみし

９ ６次産業化

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-18-　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　



東鶴山地区を元気にする協議会

ふるさとサロン 「花しょうぶ祭り」小学生招待

経 緯

○少子高齢化が進み、空き家や
耕作放棄地の増加とともに、山
林管理が問題となった。

○集落機能の維持・強化や地域
の活性化を目的に「おかやま元
気!集落」に登録。

○耕作放棄地、空き家や人口減
少対策への取組。

取組内容

○6月に「花しょうぶ祭り」を開催し、地区内外の
交流の活性化を図っている。

○耕作放棄地で野菜畑と栗園を管理、ニンニク、
タマネギ等を栽培し、直売所、「ふるさとサロ
ン」等で販売している。11月には「いも祭り」を
開催。

○月に１度「ふるさとサロン」を開催し加工品を
提供している。また、月・水・金の週３回喫茶
室を開催。地区のお年寄りの交流の場となっ
ている。

活動の効果

○「花しょうぶ祭り」や「いも祭り」等のイベントの開催により、地域内外との交流機会が
増え、地域の活性化に繋がっており、地域の魅力を再発見し、楽しみを創造するきっ
かけとなっている。

○地域住民や会員相互の交流、連携が活発となるとともに、地域の課題把握のための
情報収集が容易となることで、課題解決に繋がっている。

備前市佐山1592-1 Ｔｅｌ：0869-65-8201

応募団体からのアピール・メッセージ

岡山県備前市

海あり山あり里ありの豊かな自然環境を生かし、若者層の定住化、子育てのしやす
い地域の形成、耕作放棄地・空き家の解消に取り組み、人口減少を食い止めていき
たい。

～ふるさと再生 女性・高齢者の活躍で活性化～

ひがしつるやまちく

高齢者の活
躍

移住・定住
びぜんし10 ６次産業化
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日生町漁業協同組合

日生藻場造成推進協議会メンバー 日生中学校アマモ花枝採取

経 緯

○昭和60年、地域の壺網（小型定
置網）漁業者たちが漁業不振の
原因を検討した結果、アマモの
激減が要因であると推測。

○当時の壺網代表者（前組合長
本田和士氏）が壺網漁業者をま
とめ、県の指導を受けながらア
マモ場再生活動を開始。

取組内容

○毎年、アマモの繁殖期に花枝採取～保管（葉
や茎を海中で腐らせる）～10月頃種を選別し
播種する取組を継続。

○アマモ再生活動は、日生藻場造成推進協議
会（H21設立）124名で活動。

○地元の小中学生や高校生、消費者団体との
連携による体験活動を実施。

○平成28年に「全国アマモサミットin備前」を当
地で開催。

活動の効果

○活動の継続により、徐々にアマモ場が広がり始め、当初の12ha（S60）から、250ha
（H27）まで回復。

○平成28年より地元小中学生や高校生も参加し活動の輪が更に広がっている。また、
学校教育の一環で聞き書きを行うことで子供達の教育の場にもなっている。

備前市日生８０１番地４ Ｔｅｌ： ０８６９-７２-１１８１

応募団体からのアピール・メッセージ

岡山県備前市

アマモ再生活動を軸に人と人の係わり、環境教育、消費者意識（魚食普及）の向上
に繋がる事を基本に“備前発里海ブランドの確立”を目標に地域活性化の一助となれ
ば光栄です。

～持続可能な里海づくり～

ひなせちょう

食育・教育環境保全・
景観保全

びぜんし11 農林漁業、
農村文化体験
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裳掛地区コミュニティ協議会

道の駅での映画上映、マルシェの開催 移住フェア会場でも自分たちで取組をPR

経 緯

○近隣の小学校が閉校し、過疎化・
高齢化傾向が一層危機的状況に。

○地域住民によるコミュニティ協議会
が、行事や耕作放棄地対策、獣害
対策などを模索していたが、地域
おこし協力隊や地元ゆかりの企業
の協力により、外部の視点を取り
入れて、移住者増を目的に据えた
村おこし活動を開始。（H24～）

取組内容

○地域の空き家や遊休農地を独自に整
備・中間管理し、移住希望者へ紹介。

○移住相談会への出展、農業体験の受入、
地域の行事での大学生ボランティアの
受入など様々な交流機会を創出。

○地域内の道の駅を活性化するための映
画上映イベントを開催し、移住者と住民
が出店するマルシェを同時開催するなど、
活動の継続化を図る取組も。

活動の効果

○当初は一部の有志のみだった活動が、地域住民、地域の企業・団体など地域全体
に浸透し、移住者受入への姿勢や「地域でやろう」という意識が醸成。

○初期の移住者が地域に溶け込んだことで、受け入れ側の姿勢も温かいものとなり、
良い関係が築かれている。

○移住者、住民、学生などが一体となり、また、地域内の施設である道の駅も加わるこ
とで、観光や移住定住、農業振興などを一体の取組として行うようになった。

瀬戸内市邑久町虫明２ （問合先 瀬戸内市役所内 Ｔｅｌ：０８６９-２２-１０３１）

応募団体からのアピール・メッセージ

岡山県瀬戸内市

移住や交流を考えている方に対し、どのようなおもてなしをするかを地域全体で考え

ていることが、最大のＰＲポイント。移住者も増えた今、活動の継続による地域人口の
維持、活動のための自己資金を継続確保するための仕組づくりに取り組んでいます。

～地域ではじめる、むらおこし！～

もかけちく

移住・定住
せ と う ち し

１２ 農林漁業、
農村文化体験
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玉津地区農山漁村活性化協議会

日本ITビジネスカレッジのベトナム料理（完売） 玉津地区には少ない子供が40名以上来場

経 緯

○瀬戸内市邑久町の玉津地区は、
少子高齢化が進み平成25年に玉
津小学校が廃校。

〇その跡地に開校した専門学校、日
本ITビジネスカレッジが地方創生
を目指し、農山漁村活性化協議
会を設立。

取組内容

〇地方創生の専門家を招いたシンポジウム
や地元の有志を招いたワークショップ等を
開催。

〇地元の農家や漁師が一体となり、朝市を復
活させようと話し合い、平成31年3月に初め
て「玉津の市」を開催。

〇地元の新鮮野菜や海の幸を使った、カレッ
ジの留学生による多国籍料理や、邑久高
校の生徒が子どもと遊ぶコーナーを出店す
るなど教育機関と連携。

活動の効果

〇過疎化著しい地域に、教育機関と連携し、交流人口の増加、若者の活動活発化、多
文化交流を持ち込み、地区の活性化を実現することに成功。

瀬戸内市邑久町尻海2968日本ITビジネスカレッジ内 Ｔｅｌ： 0869-24-8588

応募団体からのアピール・メッセージ

岡山県瀬戸内市

日本人や外国人に関わらず、若者の高度人材としての教育を行い日本経済の活性

化に貢献したい。そして、学校と地域をつなぎ多文化による地方創生の取組を加速さ
せたい。

～廃校から始まる多文化共生の手作りマルシェ～

たまつちく

その他（農山
漁村活性化）

せとうちし

13 教育機関との
連携
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姜 侖秀

多国籍シェアハウス「照らす（テラス）」を運営（最奥が姜氏） 北房生活交流グループと姜氏（中央）

経 緯

○真庭市全体の雇用や活気の向上を目
指し、真庭市北房地域の遊休施設や資
源を利活用できる環境を整備したい。

○中長期滞在する訪日外国人にとって、
生活情報や宿泊などの関連施設が不
足していると感じた。

取組内容

○韓国出身の姜氏は、地域おこし協力隊として、外国
人目線で発見した地域の魅力を住民と一緒に開
発していく多国籍シェアハウス「照らす」を提案。

○収穫され規格外品となった「梨」を活用し、韓国本
場のキムチ作りを開始。

○「照らす」に滞在した外国人と住民が連携して、田
舎のサイクリングコースと手書きマップを作成。

○民営食堂の営業外時間を活用し、外国人観光客が
地域の食材で母国の家庭料理を作り、地域住民を
迎える「旅人食堂」を事業化。

活動の効果

○空き家を活用した多国籍シェアハウス「照らす」を平成28年設立。現在、約20カ国、100人以上が地
域に滞在しながら、地域住民と交流。

○「旅人食堂」には、これまでに16カ国50人以上の旅人が訪れ、約1600名以上の地域住民と交流。
現在、旧北房中央保育園を利活用し、装いを新たにしたカフェ「TABIBITO SHOKUDO」をオープン。

○「北房生活交流グループ」と廃校を活用したキムチ作りワークショップを開催。平成29年には「北房
キムチの素」を商品化。現在、旧北房中央保育園にキムチの加工場を整備。

真庭市下呰部 Ｔｅｌ： 080-2887-3728

応募者からのアピール・メッセージ

岡山県真庭市

「日本の田舎は宝島」。目線を変えるだけで、地方都市が世界の人が憧れる宝島に変わります。カ
フェ「TABIBITO SHOKUDO」は、この地域で収穫された食材をここでしか食べられない料理にアレンジ
して提供します。旧北房保育園が、世界の人が集まる食堂となり、国際交流から生まれた穀物ジャ
ムや季節の野菜キムチを世界に広げていきます。地域をもっと楽しく！世界をもっと美味しく！真庭
地域を世界に繋げる国際交流のハブとして、カフェ「TABIBITO SHOKUDO」を展開していきます。

～国際交流で発掘する唯一無二の地域の魅力～

カン ユンス

その他
（国際交流）

農泊１４ ６次産業化
まにわし
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町民、ボランティア、スタッフによるい草植え作業 宿泊者による機織り体験

経 緯

○2013年、「新たな若者の受け入れ」
「地域おこし」「農業を通じた食の充
実などを実現したいと考え、早島農
業体験協議会を設立。

○い草栽培が途絶えていた事から、歴
史的文化としてのい草の栽培技術の
復活・研究・伝承を農業体験の核に
置くこととした。

取組内容

○2014年3月、築200年の茅葺の古民家を
改装して滞在型施設『ゲストハウスいぐ
さ』をオープン。2017年に日本庭園のある
古民家に移転し、観光客の受け入れ態勢
を整えた。

○い草の栽培体験をイベント化し、地域住
民や観光客に栽培の体験や、伝統文化を
伝えている。また、宿泊しているゲストに
い草の手織り等を体験してもらっている。

活動の効果

○宿泊観光客がゼロだった町に、ゲストハウスオープン後、宿泊客が年間約2500名に
達し、宿泊客の約6割が海外約50カ国からの来訪者である。地元の人も自然に旅行
者と接し、交流が生まれるようになった。

○途絶えていた「早島産い草」を使った手織り体験や、いぐさのコースター、ランチョン
マットを商品化し、イベント等で販売し好評である。

早島町前潟615-1 Ｔｅｌ： 086-454-8610

応募団体からのアピール・メッセージ

岡山県早島町

ゲストハウスの運営、農業体験などを通じて、この場所が人と情報が集まる地域の

拠点となり、ゲストハウスに滞在する旅人と、地域の人が交流することで新たな伝統
文化、風景を未来に残していけるよう活動していきます。

～地域の伝統文化を活かし 未来につなげる～

伝統の継承農泊
はやしまちょう 農林漁業、農

村文化体験15

たまつちくのうさんぎょそんかっせいかきょうぎかい

早島町農業体験協議会
はやしまちょう

　 　　-24-　　



ハウス内で「横づり」の干し柿 山ノ上干柿まつり

経 緯

○地理的条件と気象条件が適している
ことから、古くから干し柿づくりが盛
んに行われていた。

○昭和58年山ノ上干柿生産組合を設
立し、平成27年に農事組合法人山ノ
上干柿組合（組合員36名）とした。

○伝統の干柿づくりを核に据え、地域
住民と都市住民、学生等との交流に
よる地域活性化の取組みを開始。

取組内容

○平成30年で第20回を迎える山ノ上干柿
まつりを毎年開催。地元矢掛高校の生
徒達による「雲の上カフェ」も出店。

○小学生を対象とした干し柿作り体験や学
生の体験活動の受入等積極的に行って
いる。

○干し柿の他に「巻柿」「ほし柿餅」等加工
品の開発・販売を行っている。

活動の効果

○干柿まつりは町内外から多数の来場があり、矢掛町の賑わいを創出している。

○「山ノ上のほし柿」「巻柿」「ほし柿餅」は矢掛町ブランドに認定され、矢掛町の特産品
として人気を博している。

矢掛町小田2513-1 Ｔｅｌ：0866-82-2828

応募団体からのアピール・メッセージ

岡山県矢掛町

地域の伝統である干柿づくりを次世代に継承していくと共に、情報発信やイベント開催
等により町内外の人との交流を図り、山ノ上地区の活性化と伝統継承を推進していきま
す。

～伝統の味「山ノ上のほし柿」を全国へ！～

やかげちょう

６次産業化
環境保全・景観

保全

やまのうえほしがきくみあい

農事組合法人 山ノ上干柿組合

農林漁業、農
村文化体験
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みかわてらす

陽気なピクルス えんがわ食堂

経 緯

○過疎化・高齢化といった課題を抱
える矢掛町美川地区では地域の
活性化が必要となっていた。

○地域の資源を活用し、地域外に販
売できる商品を開発し、地域の活
性化に繋げようと、農業者・主婦・
移住者等で構成された「Mikawa
Terraceみかわてらす」が立ち上げ
られた。

取組内容

○専門家のアドバイスを得ながら、地域内に
ある農産物を活用した商品の開発を行った。

○商品のコンセプトは「フタを開けてすぐ野菜
が食べられる」等、健康志向の高い女性を
ターゲットとした商品開発に取り組み、パッ
ケージ等にまでこだわった「陽気なピクル
ス」を開発した。

○カフェ「えんがわ食堂」をオープンし、ピクル
スを使った食事を提供している。

活動の効果

○日本ギフト大賞2017で岡山賞を受賞し、「陽気なピクルス」の販路拡大に繋がった。

○「えんがわ食堂」で地元野菜やピクルスを使った食事を提供することにより、地産地
消や地域の活性化に繋がっている。

○えんがわ食堂では、地元陶芸家の作品展示や体験イベントを行い、都市との交流を
図っている。

矢掛町上高末1474 Ｔｅｌ： ０８６６－８２－１５６５

応募団体からのアピール・メッセージ

岡山県矢掛町

みかわてらすを中心とした、ピクルス製造やカフェの営業、イベント開催等を通して美
川地区の魅力を発信していき、移住者や若者が参加しやすい活動をしていきたい。

～晴れの国の「陽気なピクルス」できました！～

６次産業化
やかげちょう17
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吉備中央町農家民宿推進協議会

特産品収穫体験の様子 台湾高級中学の教育旅行受入の様子

経 緯

○高齢化と農業機械の老朽化や農
業後継者の不足及び耕作放棄地
の増加が課題となった。

○豊かな自然と田舎に暮らす人々
の心の温もりを活かした特有の観
光資源の発信のために、農家等
を中心に協議会を設立し、各農家
民宿が連携して受け入れる体制
の整備を行うこととなった。

取組内容

○農家民宿を核とした体験型教育旅行を受け
入れている。田舎に出会うツアーのほか、
ＳＤＧS体験プログラムの提供も行っている。

○農業体験や、地元食材を活用した食育の
推進活動を通じて、児童・生徒がさらに地
元への愛着が高まる体験活動の取り組み。

○海外の教育旅行生の受入のため、多言語
やハラル等に対応するための取り組み。

活動の効果

○観光地や食事施設利用者の増加により、地域経済の活性化に寄与している。

○宿泊者の受入については地域ぐるみで行うため、地域全体で農家所得の向上に繋
がっている。

○ビジットジャパンに参加し、日本の伝統的な農村文化体験ができる農家民宿を目玉に
他国との文化交流を求める台湾の教育旅行等を誘致。

吉備中央町豊野1-2 Ｔｅｌ： ０８６６-５４-１３０１

応募団体からのアピール・メッセージ

岡山県吉備中央町

吉備中央町は観光地でもない地域だが、農家民宿や農業体験プログラムを作り、
訪れた人にとって、また会いたくなる町づくりに取り組む。

～会いたくなる！吉備中央町～

きびちゅうおうちょう

教育機関との
連携

農泊
きびちゅうおうちょう18 農林漁業、

農村文化体験
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田中 美津子

農家民宿 みっちゃん 夫婦 台湾高校教育旅行 ちらし寿司・浴衣着付け体験

経 緯

○吉備中央町地産地消推進協議会
の会員として、町内の保育園児を
対象にした食育事業に参加してい
た。

○農業体験を通じた子供達とのふ
れあいに力を入れて活動する中
で、農家民泊にも興味を持ち、農
家民宿を開業することにした。

取組内容

○田舎で本物のおふくろの味を味わってもら
いたいという理念で受入を行っている。採
れたての野菜で作る田舎料理の良さを体
験してもらっている。

○「何気ないお節介＝しつけ」 年齢・性別や
役職に囚われず誰にでもフラットな関係で
接している。

○宿泊者の受入や町内の保育園・小学校の
日帰り体験も行っている。イベントでは「弁
当屋みっちゃん」として出店している。

活動の効果

○宿泊者数が少しずつ増加し、海外の教育旅行受け入れ数も増加している。

○旬な体験がみっちゃん家でできない時は、地域農業者や農業生産法人と連携して受
け入れを行うなど、地域農業者と多くの繋がりができた。

吉備中央町豊野1-2 Ｔｅｌ： 0866-54-1301

応募団体からのアピール・メッセージ

岡山県吉備中央町

地域の「ありきたりな日常」、「人」、「田園風景」、「食」について、そこを訪れた人に
とってかけがえのない経験となり、また会いたくなる場所を目指しています。

～岡山県のハイジ！吉備中央町でリフレッシュ～

食育・教育農泊
きびちゅうおうちょう19 農林漁業、農

村文化体験

たなか みつこ
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