
合同会社安田農産 代表社員 安田 剛

従業員とともに５Ｋの農業経営（右４人目が安田氏） 農産物のブランド化プロジェクトの会長に就任

経 緯

○幼少の頃から、祖父が農業の魅
力を語り、小遣い銭を与えてくれ
たことなど、「農業は儲かる仕事」
というイメージが定着。

○祖父母が高齢化し、農作業に支
障をきたしている状況を目のあた
りにし、Ｈ24年にＵターン。農業を
若者に魅力ある産業にして発信し
ようと、Ｈ27年合同会社を設立。

取組内容

○うるち米依存の経営からの脱却を図り、持
続可能な産地化契約地を目指して集落内
外農業者を巻き込み酒米を作付。

○６次化による農業経営の複合化を検討する
中で、Ｈ29年に農研機構と連携し、寒冷な
中山間地向きのもち麦の実証栽培を実施。

○持続可能な創造的農業経営の５Ｋ（①健康
産業、②期待産業、③気になる産業、④交
流産業、⑤希望産業）に取組む。

活動の効果

○酒米は肥培管理研修を集落内外の農業者と一体で行い、品質の均一化を図り、酒
造会社との信頼関係を構築し、農業所得の向上に繋げている。（自社及び集落内外
農業者の作付面積：Ｈ27年 15ha → Ｈ30年 30ha）

○もち麦は自社の実証栽培による収穫成果を共有して作付け推進を行い、集落内外
農業者を巻き込んだ作付けと精麦販売を行っている。（作付面積：Ｈ30年 自社５ha、
集落内外農業者1.5ha → Ｒ１年（計画） 自社６ha、集落内外農業者５ha）

広島県三次市君田町石原570-1 Ｔｅｌ： ０８２４-５３-２５１９

応募団体からのアピール・メッセージ

広島県三次市

当集落の地域活性化の礎は、基幹産業の農業の再生と共にあるべきとの使命感で、
新事業への挑戦を行い、その実績を集落農家に波及させることで、住民が誇りに想え、
自慢できる農業農村づくりにつなげたい。

～もち麦の産地化による精麦もち麦の販売促進～

やすだのうさん やすだ つよし

集落農業者
との連携

みよし

14 ６次産業化
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寺河 未帆

森を遊びつくす大人旅 木のおはなしを担当 大学実習でスプーンづくり体験を担当

経 緯

○Ｈ24年、父親から木工所を事業継承。
広島県産ヒノキの商品開発に取り組
むうちに、地域の木材資源を活用し、
地域の活性化に貢献できないかと考
えた。

○元々食品会社に勤務し、イラストレー
ターとしても起業。 イベントに出品し
た自社製品が大人気だったことから、
「多くの方々に本当の木の良さを伝
えたい」と思った。

取組内容

○Ｈ26年から毎月（Ｈ28年から隔月）自社の端材
を販売する「いちば端材市」を開催し、未利用
資源を活用。

○Ｈ27年から広島大学や県立広島大学などとと
もに学生、親子向けの木材利用ワークショップ
を開催し、のべ2,000人が参加。

○Ｈ28年に関係者と連携し、森の恵みと暮らしを
楽しむ１泊２日の大人旅「森を遊びつくす大人
旅」を企画・実施。

活動の効果

○「いちば端材市」には地域の自伐林家や木製品業者にも出店してもらい、
木材資源の有効活用に対する関心を高めることができた。
○未利用材を原料とする木育教材「こころんプール」を開発、地域の「道の
駅」にも導入される予定で、「キッズデザイン賞/ウッドデザイン賞」も受賞。
○Ｈ30年県内関係者５名で「木育普及委員会」を設立し、代表に就任。同年の「木育ＶＲ体感
フェス」には約5,900名の親子が参加し、ＶＲによるハーベスタ伐採を体験。

広島県三次市上志和地町195-1 Ｔｅｌ：０８２４-６８-２３１８

応募団体からのアピール・メッセージ

広島県三次市

一場木工所は、女性だけで運営する木工加工会社。木材利用が公益性を持つことを伝え
る活動を展開する中で、全国の方々とつながりができました。外から広い目線で地域を見つ
めなおすことで、地域資源の活用を客観的に考えることにつながっています。

～異業種出身女性社長が「木づかい」推進！～

てらがわ みほ

６次産業化
みよし

15 食育・教育

木育教材「こころんプール」
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株式会社 敷信村農吉

農とともに、地域とともにある保育の実践 自社トラックで、地域と都市部を結び配達

経 緯

○Ｈ18年当時、庄原市は、出生人口
の減少により利用者が減少した
複数の保育所を、統廃合した上で
民間への運営委託を始めた。

○その動きを受け、地域の有志が、
統廃合の対象となった地元の保
育所を自分たちで運営するため
の会社を設立。

取組内容

○自社農場米や地元旬野菜を使用した給食
の提供、園庭での野菜を栽培など、農が身
近にある地域特性を生かした保育を実践。

○農家所得の向上や地域内交流の活性化の
ため、Ｈ20年に野菜の販売や卸を開始。耕
作放棄地を活用した自社農場もスタート。

○「日本の酪農の礎を築いた地」であることを
知った地域の若者の希望を受け、Ｈ25年に
チーズ工房を新設。

活動の効果

○里山の恵みを生かした保育所運営に対し、視察や講演の依頼がある。
○地場野菜は、広島市を中心に県内複数のスーパーや飲食店の利用に拡大。
○耕作放棄地を活用した水稲栽培面積が拡大（H26年 56.9a → H30年 342.8a）。
○地元牧場産生乳100％の手作りナチュラルチーズは、国内・国際コンクールで金賞を

受賞する実力を持つまでになり、存在感のあるチーズ工房に成長。

広島県庄原市板橋町1358-1 Ｔｅｌ： ０８２４-７２-７６３４

応募団体からのアピール・メッセージ

広島県庄原市

地域のニーズから生まれ、事業を拡大している「地域密着型」の会社ですが、事業内容
は「地域密着」にとどまりません。異種の事業（保育、チーズ製造・販売、農産物販売 ）を、
「小さな農」というキーワードで有機的に結びつけ、地域とともに歩んでいきます。

～地域ニーズのその先へ～小さな農が皆を繋ぐ～

しのうむらのうきち

地域活力の
掘り起こし

食育・教育
しょうばら

16 雇用

手作りチーズは高評価
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藤本 聡

お米は合鴨農法による無農薬栽培 令和元年 32回目の田植え交流会での綱田植え

経 緯

○「安全・安心な米作りと農村交流
を通じてより多くの人に農業の魅
力を伝えたい」と21年前に就農。

○10年前に起業し、合鴨農法による
無農薬の米作りを軸に、学校や消
費者への食育や講演、都市と農
村の交流、地元農業文化伝承と
次世代農業者の育成、若い農業
者同士のネットワーク構築を行う。

取組内容

○Ｓ63年から父親が開催していた大阪の消費
者と地元生産者との農業交流会に、就農し
たＨ11から運営・広報に携わる。

○地元小学校２校で合鴨農法による米作りの
指導を行っている。

○広島県農業経営者クラブの会長を務め、新
規就農者を中心に研修会を開催。

○庄原市ブランド米推進協議会の副会長を務
め、庄原米のブランディングに取り組む。

活動の効果

○農業交流会には、広島や大阪から250名が参加。地元大学のボランティアサークル
の学生60名も交流会を支える。交流会がきっかけで庄原市に定住した者もいる。

○地元小学校の食育の田植えで、地元の方が田植え歌を演奏したことがきっかけで、
「大山のぼりの唄保存会」が結成され、農村文化伝承につながっている。

○庄原市内の高品質米生産団体や市、ＪＡなどと連携し、庄原米の品質向上と認知・
販路拡大を図り、広島、大阪、東京での販売先が増えている。

庄原市東城町粟田2939 Ｔｅｌ： ０８４７７-２-２５２８

応募団体からのアピール・メッセージ

広島県庄原市

ＧＡＰの運用と技術研究でより安全で安心な米作りを進め、引き続き地域に波及してい
く。また、若者との連携やＩＯＴの導入で若者（特に女性）に参画、参入しやすい農業経営
の構築を行い、ゆくゆくは定住者を増やして地域の存続につなげていきたい。

～一粒の米から万の笑顔を～

ふじもと さとし

移住・定住
農林漁業、
農村文化体験

しょうばら

17 食育・教育
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農事組合法人 ファーム西田口

機械保有の合理化による生産コストの低減
女性部を中心としたアスパラガスの栽培

経 緯

○地域のみんなで農地を守るため、平成18
年度経営体育成基盤整備事業に着手し、
平成20年４月農事組合法人ファーム西田
口を設立。

○平成22年、法人内に女性部を設立。
○平成30年、水稲、アスパラ、白ネギ、合計
31haに作付けを実施した。

取組内容

○アスパラガス、白ネギを女性部を中
心に栽培・収穫し、市場に出荷する
ほか地元スーパーとの契約販売や
小中学校の給食用食材として提供。

○東広島産コシヒカリを『賀茂八十八
米』と命名し、ブランド化へ取り組み。

○水田で希少植物の「トリゲモ、シャジ
クモなど４種類」の保全活動。

活動の効果

○アスパラガス、白ネギともに、高品質作物づくりの取り組みで、収益率、収量・販売
額の向上を目指し、法人経営の安定化に寄与している。（県内最大の生産規模）

○アスパラガス、白ネギの導入など経営の多角化のメリットや高度化等先進的な取り
組みを研修会で発表するなど、県内農業の発展や活性化に貢献できている。

○全国各地から視察が増えた。
○イベントや農作業体験を通じ、大学生や消費者との交流をはかり作物の『東広島ブ
ランド』化と地産地消に貢献できている。

広島県東広島市西条町田口５８８ Ｔｅｌ：082-430-7787

応募団体からのアピール・メーセージ

広島県東広島市

～地域の農地をみんなで守る～

ひがしひろしま

これからも法人の仲間や地域の方々とともに、法人経営におけるアスパラガス、白ネ
ギ、水稲等栽培の取組を通じて地域貢献をしていきたいと思います。

高齢者の活躍
農林漁業、
農村文化体験

環境保全・
景観保全

にしたぐち

広大生協とコラボの
体験農業実施

18

かもやそはち
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住民自治協議会 福に富む郷 竹仁

経 緯 取組内容

○休耕田を借り上げ、区画貸しをするととも
に、比較的手のかからないサツマイモの
植付験、収穫体験を行っている。

○しゃくなげ館に隣接する広場を「えんがわ
広場」（交流広場）と名付け、広島大学の
留学生にアースバッグハウスを作っても
らったり、近畿大学工学部の学生がデザ
インしたイベント用常設テントを建設したり
して、地元野菜や古道具や着物などのマ
ルシェを行っている。

活動の効果

○オーナー制による畑の草刈り、畝づくりには、広島大学の学生サークルの「ふくふく」のメ
ンバーの参加や地域内で普段農業に関わりのない仕事をしている人が協力したりと広が
りを見せている。

広島県東広島市福富町下竹仁501-11 Ｔｅｌ：082-435-2301

応募団体からのアピール・メーセージ

広島県東広島市

農業体験をするだけでなく、収穫した野菜を売ることや竹仁地域内の農業を営まない
層や地域外の人が集まる場所で、さまざまな地域や年齢の人が、農業を通じ、交流を重
ねる中で、後継者不足に悩む農家や休耕田増加の問題解決につなげたい。

～芋畑からはじめよう～

ひがしひろしま

たけに

復興
環境保全・
景観保全

移住・定住

○高齢化の進む「福富物産しゃくな
げ館」は、昨年の豪雨で５か月間
休業に追い込まれた。

○地域住民の1割以上が何らかの形
でかかわっている場所に対し、営
業再開を機に、自治協がその活動
を支援したい、と想いから取組が
開始された。

サツマイモ植え付け体験 畝おこしを手伝う大学生
広島大学「ふくふく」のメンバー

19
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吉川まちづくり自治協議会

経 緯

○東広島市市街地から6Kmに位置した地
域で、日本の美しい村百選に選定され
た地域であり、広島大学に近接し、地域
内に工業団地があるものの、ほぼ全域
が市街化調整区域（優良農地）であるこ
とから新たな住宅地化が難しい。高齢
化率40％、小学校統合計画（現在保
留）等、限界集落化条件を満たしつつあ
るが、里山を基調としたにぎわいのある
まちづくりに果敢に挑戦している。

取組内容

○里山を育てる会：里山保全を目的として、地元の
活動のほか、企業の環境活動と連携して作業を
行っている。地元小学生には、課外授業の一環と
して現地で里山の大切さを学習する機会を提供し
ている。

○学生との協働：「吉川ツアー」を開催し、地域外の
親子を呼び、田植え・稲刈り・とんどの体験、里山
遊びを学生とともに提供。

マーケット：毎月最終日曜に市役所隣の公園で開
催される青空市に出店。当地域は、地元露地物
野菜中心の販売と地元紹介。

活動の効果

住民自らが農山村の課題を解決
○後継者：平成25年に、地域の農地55％の委託を受け、農事組合法人「よしかわ」が設立。米以外に
も、カボチャ、アスパラ、白ネギ等の生産を行っている。

○高齢化：①健康寿命の延伸…地域高齢者のコミュニケーションの場--通いの場を開催。
②困りごとサポート事業…個人宅周りの草刈り・せん定作業等の有料サポートを開始。

応募団体からのアピール・メッセージ

広島県東広島市

～里山を基盤としたまちづくり～

その他（農村コ
ミュニティ）

よしかわ

地元大学生とコラボし、田植え体験会を開催 地元企業とさとやま整備(企業の森)

①江戸中後期から「集落」の記録が残っており、地域結束力と互恵スピリッツは他地域からも評価を
受けてます。先達が残した原風景に近い「さとやま」を受け継いでいます。

②先端技術の工場群、4つの大学、等の環境。里山と共存する社会を目標にまちづくりに取り組む。
③住民一人一人が、里山に関わり、暮らすこと。人生の選択肢となる“まち”を創造しつつ提供します。

広島県東広島市八本松町吉川４３５－１ Ｔｅｌ：０８２-４２９-１８７９

20 ひがしひろしま
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豊栄プロジェクト推進協議会

経 緯

○典型的な中山間地域に位置する東広島
市豊栄町は、10年前には四千名を超え
ていた人口が、2019年4月には3,224名
まで減少し、高齢化率も47%を超えるほ
ど、最も過疎化・高齢化が進んでいます。
このような地域課題に対して、持続的な
一次産業の維持、地域社会の発展を目
的に、地元企業が中心的な役割を担い、
「豊栄のためにひと肌ずつ脱ごう」を合
言葉に、産官学民が一体となって活動
を始めました。

取組内容

○地元農家が生産した米をGABAを多く含む機能性
表示食品（白米）に加工し3ヶ所の直営レストランで
使用。同レストランでは、認定農家の農作物やジ
ビエなどの食材を積極的に活用。
○プロジェクトの拠点「豊栄くらす」は、地元建築家と
大学生が中心となり、地元住民や児童、施工業者
がワークショップの手法を用いて古民家を再生。
○地元小学校の児童がデザインしたキーホルダーを
商品化。地元高校の自転車部と地域が連携して自
転車イベントを企画・運営。

活動の効果

○プロジェクトの拠点では、レストランだけでなく、地域の情報発信・交流拠点として、住民の生きがい創出およ
び健康づくりを目的としたイベント（コーヒー講座、雑貨製作など）も開催されるようになり、2018年には、のべ
4,700名が参加した。

○小学生がデザイン化したキーホルダーの収益の一部は同校に寄付され、環境教育に活用されている。

応募団体からのアピール・メッセージ

広島県東広島市

～豊栄に関わるすべての人を幸せにする～

教育機関との
連携

６次産業化
その他

（古民家再生）

とよさか

情報発信拠点「豊栄くらす」 地元小学生デザインのキーホルダー

2015年には地元農家と企業が共同で農業法人㈱賀茂プロジェクトを設立し、農業を主体に豊栄町を
活性化しようと取り組んでいます。地域の活力を維持・向上するために跡継ぎのいないりんご園経営を
引き継ぐなど新規就農者のための農業メニューを構築しています。情報発信拠点であるレストラン「豊
栄くらす」が地域住民と町外の人々を繋ぐ場となり、活動の幅は農業分野だけでなく、教育や健康福祉
の分野へと広がっています。更なる展開を目指して活動を続けて参ります。宜しくお願いします！

広島県東広島市西条西本町２－３０ Ｔｅｌ：０８２-４２０-８７１８
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心のふるさと県央協議会

経 緯

○平成10年代後半にかけて、地元商工会
では、地域に埋もれた産業おこし事業
を展開しました。その結果、地域内には
多くの「物づくり体験」の出来る事業所
が点在していることがわかり、二年間事
業所間の連携と新しい体験事業の開発
及び宣伝活動を行った。その後この事
業を継続拡大してゆくために「心のふる
さと県央協議会」を立ち上げました。

取組内容

○地域の体験観光交流事業の推進を図るため、広
島駅発着及び西条駅発着のバスツアーを開催し
た。

○地域内の体験事業所を巡るスタンプラリーを開催
し、地域と各事業所の宣伝を行った。

○フランスのプロバンス地方と県央地域の風景や生
活スタイルが似ていることから、プロバンスを手本
に素朴で温もりのある暮らしを創造することをテー
マに、「セントマルシェ」イベントを開催し地域の産
品・特産品（新開発商品等）の販売、ワークショッ
プを行っている。

活動の効果

○バスツアー、スタンプラリーにより、各事業のPRと当地域の宣伝を行い、各事業所及び当地域の
ファンを増加させることが出来た。

○「セントマルシェ」は、回を重ねるごとに、出展者・売上額・来場者が増加している。また、「セントマル
シェ」は広島市内百貨店に常設出店している。

応募団体からのアピール・メッセージ

広島県東広島市

～懐かしい心のふるさとのような地域づくり～

セントマルシェイベントの上空からの風景 しめ縄づくり体験写真

広島県中央地域の資源を活用した体験観光、ワークショップ及び特産品の開発(牛乳を使用し
た商品、ジビエ商品、賀茂地鶏の商品など)を行なっています。これらを「セントルマルシェ」ブラン
ドとして広島市内の百貨店、地元県央で開催している「セントルマルシェイベント」で、地域の魅力
を発信しています。

広島県東広島市豊栄町乃美１０８３－５ Ｔｅｌ： ０８２-４２０-３３２３

農林漁業、
農村文化体験

移住・定住 ６次産業化22
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吉和げんき村

ルバーブ生産者と小学生の交流・研修 ルバーブの加工品 ソース、ジャム、紅茶、もみぢ饅頭

経 緯

○地域住民である消防団や神楽団
員の間で、以前から感じていた高
齢化による地域力減少が、暮らし
や行事の中で顕在化。

○このまま座視すると地域が失われ
ると感じた若者の地域を元気にし
たいという思いが募り、Ｈ27年頃
から地域の現状把握等を始め、Ｈ
28年に「吉和げんき村」を設立。

取組内容

○地域で細々と生産されていた高冷地野菜
ルバーブの特産品化及び加工品の開発に
取り組もうと、Ｈ30年に「よしわルバーブ研
究会」を発足。地域住民、小中学校（小中
一貫）、大学、商工会、市等が参画。

○小中学校の生徒が加工品のパッケージを
デザインし、実際の商品に採用。

○地域内外に広く出資を募るため、クラウド
ファンディングを実施し、ルバーブ加工品の
商品化資金を確保。

活動の効果

○主体的に地域で活動し、地域を元気にするためにはどうすればよいか意欲的に考え
る若者が増え、異なる世代や今まで接していない住民同士が繋がることができた。

○住民主導による商品開発はこれまで経験が無く、今回ルバーブ加工品開発の成功
により、児童、学生をはじめ多くの住民が地域の誇りを再確認でき、地域の未来への
可能性を感じることができた。また、専門家として参画を依頼した大学から、栄養や
食品衛生、加工上の提案等多くの知見を得るとともに、大学と地域の連携が図れた。

広島県廿日市市下平良1-11-1 Ｔｅｌ： 0829-30-9143（廿日市市役所環境産業部農林水産課）

応募団体からのアピール・メッセージ

広島県廿日市市

地域内で生産、加工、販売の一元化を図り、「吉和＝ルバーブ」となるようブランディ
ングし、他の特産品とともに利用拡大を進め、過疎地でも稼ぎ暮らし続けていく方策を
確立し、移住・定住につなげていきたい。

～ルバーブで農山村・学校・大学・企業連携～

よしわ

教育機関との
連携

はつかいち
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本多 正樹

配食弁当でこだわりのお米を提供しているほ場 ＪＡ広島北部ひろほく農考会が市の功労賞を受賞

経 緯

○農地、文化、景観を維持・継承し
ていくためには、１人の活動では
難しいと気がつく。

○そこで、同世代から若年者たちに
目を向け、きっかけ作りとして点
在している人を線で繋いで円（縁）
になるような環境作りができるよう
になればと考え、多様な活動を展
開。

取組内容

○農地中間管理機構を活用し、担い手間で農
地を交換。

○新規、若手農業者の横の連携を主軸に「新
規就農者激励会」というイベントを立ち上げ、
若者が地域で活動している事例を発信。

○地元ＪＡ管内の若手農業者グループ「ひろ
ほく農考会」の初代会長。地域の農業をあ
らゆる角度から考えるため、視察や意見交
換などの活動に取り組む。

活動の効果

○人・農地プランの見直しに当たり、地域や他の担い手農家と連携を取り、担い手間での
農地の交換による分散錯ほの解消に努めた結果、経営の効率化や規模拡大に繋がっ
た。（Ｈ26年 22.2ha → Ｈ30年 47.3ha）近隣農家・法人にも集積の効果が表れている。

○10年前の設立時に25名からスタートした「ひろほく農考会」は、現在メンバーが約50名に
なり、湯崎広島県知事と意見交換会をするなど、地元の認知度も増し、農業に活気が出
てきている。

広島県安芸高田市高宮町原田1679 Ｔｅｌ： ０８２６-５７-１１７９

応募団体からのアピール・メッセージ

広島県安芸高田市

今の活動を次世代に繋げ、中山間地域の農業を一つの産業として確立し、地域におけ
る働ける場所として認識してもらい、若者に継承しサポートできる立ち位置になりたい。

～点から線そして円（縁）に・・・未来を見据えて～

ほんだ まさき

若者・学生の
活躍

あきたかた
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