
黒潮町佐賀北部活性化推進協議会

若山楮部会 柚子部会

経 緯 取組内容

○直販所「さが谷三里マーケット」を週２回開
催。特産品の販路拡大と週１回のあったか
ふれあいセンターへの昼食作りを実施。

○「若山楮（こうぞ）」栽培の復活を遂げ、伝統工
芸作物としての保存及び産地化による地域
への伝承を図る。

○耕作放棄地の有効利用及び景観維持のた
め柚子を栽培。柚子を活用した特産加工品
の可能性を探索中。

活動の効果

○活動規模を少しずつ推進することにより、地域の自然景観及び伝統工芸作物の保
全が図られる。

〇活動を通じ地域集落のコミュニティを増進させ、地域住民の生きがい作りとして福祉
的役割を果たす。

〇活動の継続と発展を目指し「集落活動センター」へ移行。

応募団体からのアピール・メッセージ

高知県黒潮町

６次産業推進事業の一環として、地域の特産品を生かした食品づくりを２年の開発
を経て平成28年12月に発売することが出来た。今後、地方への販路を広げていきたい。

高知県幡多郡黒潮町拳ノ川46-1（集落活動センター佐賀北部） Ｔｅｌ：0880-55-7272

くろしおちょう

～人と資源を最大に生かした地域の活性化推進～

自然・景観・
伝統・継承

地元食材の
提供・活用

企業・地域住民・
大学との連携

くろしおちょう さが

○佐賀北部地域の少子高齢化や人口
減少に伴う耕作放棄地の拡大及び
景観保全の困窮に直面。

○疲弊が進む地域活性化のため、地
域の魅力を掘り起こし、みんなが暮
らしやすい地域づくりに向けた活動
を開始。

16
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いしはらの里協議会

やまさとの市 サマースクール

経 緯

○過疎高齢化が進むなか、ガソリン
スタンド休止、生活店舗の縮小な
どを契機として住民によるワーク
ショップを開催。

○いしはらの里協議会を設立し、旧
石原小学校を拠点に集落活動セ
ンターを開所、小さな拠点づくりに
果敢に挑戦中。

取組内容

○集落活動センターを拠点に、農産物・加工
品の直販（地産外商）や生活店舗・ガソリン
スタンドの運営、農作業や地域の共同作業、
各種交流事業などを実施。地域の伝統行
事の継承。

○モデル住宅を建設し、地域資源である木材
の活用を図るとともに、一貫した木材活用
策を実践する人材育成。

〇老舗ホテルの宿泊客を受け入れ、アメゴつ
かみ体験や田舎料理を提供。

活動の効果

○活動を通じ、地域のリーダーや担い手が育ち始めた。

○地域内外の交流機会が増えた結果、地域の共同作業への参加者が増え、地域行事
の活気を取り戻しつつある。

○合同会社が運営する生活店舗や直販所、直販市「よさく市」等での一次産品や加工
品の直販をはじめ、農林業体験等の交流事業を通じて住民の所得向上に寄与。

〇専門家の助言を得て、経済的自立による持続可能な活動の仕組みづくりを目指す。

高知県土佐郡土佐町西石原1228 Ｔｅｌ： 0887-72-9328

応募団体からのアピール・メッセージ

高知県土佐町

開所以来、国や自治体、大学等から多くの視察・研修者が訪れているほか、各種フォーラム等へ
の登壇依頼も多い。今後も積極的に交流と受入を行い、これまでに得た知見を共有していきたい。

～つどう ふれあう 助け合う いいとこ石原～

その他（「小さな
拠点」づくり）

農林漁業・農山
漁村文化体験

と さ ちょう17 地元食材の
提供・活用

さと
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広い空間とヒノキを活用した家きん舎

経 緯

○約50年前に始まった七面鳥の生産
は、昭和60年代をピークに減少し、
現在は2戸の農家で生産されるのみ。

○七面鳥の希少性や栄養面での優位
性を生かし特色ある一次産業として
地域振興に繋げるため活動を開始。

取組内容

○６次産業化の事例発表、小学校、高校、大学での出前授業により七面鳥事業の周
知が拡大。

○大学との連携による七面鳥肉の分析・研究により、良質なたんぱく源としての魅力を
発信することで、新規事業へ展開。

〇アメリカでの高校生活で七面鳥を知り、日本の体育大学でスポーツを学んだ地域お
こし協力隊員を事務局に迎え、アスリート向けに販売を展開。

応募団体からのアピール・メッセージ

高知県中土佐町

高知県高岡郡中土佐町大野見吉野12 Ｔｅｌ：0889-57-2022

なかとさちょう

大野見七面鳥生産組合

～七面鳥がつなぐ農林水産とスポーツの未来～

七面鳥を大野見地区の広告塔とし、地域の農林水産物全体の地産外商を進め、超
高齢・少子・人口減少の町から生き残りモデルを模索していきます。
また、カラダを動かし、適切な食事を摂り、健康で強いカラダを維持するということを、七面
鳥というたんぱく源が豊富な食材を通して、多くの人に伝えたい。人生100年に向けて。

ＨＡＣＣＰ取得を目指す食鳥加工施設

活動の効果

○高知大学、ノートルダム清心女子大学と連
携し、七面鳥の持つ抗疲労成分を研究。

○アスリートにカラダづくりと食の必要性を発
信し、七面鳥の普及拡大を図る。

○６次産業化を推進するため、町立食鳥加
工施設を増築、県版ＨＡＣＣＰ基準を満た
す加工体制を構築中。

６次産業化食育・教育
企業・地域住民・
大学との連携

おおのみ

18
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入河内大根のこそう会

入河内大根の収穫体験交流 収穫体験後の調理交流

経 緯

○入河内地区だけで栽培されてきた伝
統野菜であった入河内大根が、他の
大根と交雑して失われる危機に直面。

○平成18年、地域の農家を中心に入
河内大根の栽培を通じた地域活性
化のため、「入河内大根のこそう会」
を結成。

取組内容

○共同圃場（２a）を設け会員が共同で栽培。
収穫体験や調理の体験交流など、まちとむ
らの交流を促進。

○野菜ソムリエ等を通じて、県内有名ホテル
レストラン、料亭等に提供。

〇地元の指定管理者の温泉施設と連携し、
「入河内大根」をメニュー化。

○量販店や市場を通じた販路の拡大。

活動の効果

○入河内大根を使った料理がメニュー化され、高知県を代表する伝統野菜としても知
名度が向上。

○地区民に種を無料配布し、栽培人口が17人から24人に増加（Ｈ25 Ｈ29）。栽培面
積も休耕田を活用し、30aから40aに増加（Ｈ25 Ｈ29）。

○販路は現在４店舗まで拡大（量販店３店舗及び青果店１店舗）。

応募団体からのアピール・メッセージ

高知県安芸市

入河内大根の伝承のため、栽培や調理方法の研究、レシピの配布などに取り組ん
でいます。

高知県安芸市入河内588（東川公民館内） Ｔｅｌ：0887-32-3031

あきし

～「入河内大根」で地域おこし～

その他
（地域おこし）

地元食材の
提供・活用

にゅうがうちだいこん

自然・景観・
伝統・継承19
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株式会社大豊ゆとりファーム

農作業受託：稲作 クールベジタブル野菜販売イベント

経 緯

○過疎・高齢化による担い手不足や労
働力の低下が顕著になり、農地・地
域を守ろうと、平成８年に第３セク
ターの株式会社を設立。

○農作業の受託から開始し、平成17年
より農地を借り入れ、米の生産を開
始。平成22年からは「クールベジタブ
ル」の生産販売を開始。

取組内容

○水稲の農作業受託。
○借入農地で、水稲と野菜を生産し、農
地保全と地産外商に取り組む。

○大学生やドラッグストアとコラボした環
境にやさしい野菜「クールベジタブル」
のＰＲや農作業体験ツアーを開催。

○農業研修生制度を活用し、人材の育
成・確保。

活動の効果

○農作業の受託や農地の借り入れにより農地の保全が図られた。

○「クールベジタブル」の生産がきっかけで、大学生や地域外との交流により地域が活
性化。加えて、ドラッグストアとの連携を図り、環境と健康の両面から消費者へのア
プローチを行っている。

○農業研修生が地域で就農することにより農地の保全に繋がった。

応募団体からのアピール・メッセージ

高知県大豊町

大豊町で地域の農家と共に頑張っています。一緒に農業をはじめませんか。
大豊町特産品の「棚田米」・「クルベジ野菜」を手にしませんか。

高知県長岡郡大豊町黒石343番地１ Ｔｅｌ：0887-73-1415

おおとよちょう

～農地を守り、地域を守る～

その他
（ネットワーク）

学生・若者の
活躍

企業・地域住民・
大学との連携

おおとよ

20
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鏡村直販店組合

旬の野菜を地元言葉で日替わりお知らせ ジャガイモ、バケツに入りきらん。どっさりあるー！

経 緯

○県都高知市に隣接する旧鏡村の
地理的条件や日曜市に出店して
いたノウハウを生かし直販店「鏡
むらの店」をオープン。

○販売農家だけでなく自家用野菜
農家にも広く声をかけ、高齢者
や女性農業者の所得向上の場
づくりのためのアンテナショップと
なる。

取組内容

〇料理教室、加工教室を通じて鏡郷土に伝わ
る時期時期の野菜の調理・保存方法を伝承。
地域のふれあいの場として活用。

〇親子収穫体験では、畑の畔に座り炭火を囲
みながら田舎ならではのコミュニケーション
を体験。

〇情報誌「らぶ・レター」で、鏡の野菜を使った
レシピ、鏡の旬な情報、野菜の生育情報な
どを発信。

活動の効果

○忘れられつつある鏡村の農産物の調理・加工・保存方法を店頭で丁寧に説明す
ることで、「鏡むらの店」のファンを獲得。
〇少量でも出荷・販売が可能となり、高齢者や女性農業者の所得が向上。
〇料理教室、加工教室を通じて、昔の母親の味を子、孫に伝承。
〇鏡地域の方が作った食材を学校給食に提供することで、野菜の食べ残しが減少。

応募団体からのアピール・メッセージ

高知県高知市

「鏡むらの店」の販売員は全員鏡村にお嫁にきたか鏡村で育った人です。鏡愛を持っ
た販売員が生産者に感謝し、お客様に鏡村の良さを込めて販売しています。今後もた
のしい、なつかしい、気軽な店として、皆様に必要とされる店でありたいと思っています。

高知県高知市中万々95-16 Ｔｅｌ：088-871-3705

こうちし

～楽しい、なつかしい、気軽な店であるために～

地元食材の
提供・活用

自然・景観・
伝統・継承

農林漁業・農山
漁村文化体験

かがみむら

21

- 28 -



サンビレッジ四万十の構成員

経 緯

○平成11年に設立した「影野の農業を考
える会」を経て、平成13年に高知県初
の「１集落１農場」方式による集落営農
組織「ビレッジ影野営農組合」を設立。

○雇用の確保、営農の継続性確保のため、
平成22年に農事組合法人となり、平成
26年に株式会社へ移行。

取組内容

○女性・高齢者の就労の受け皿になっており、「地域を守る法人」「就労の場」と認知度
が向上中。

○農地集積面積は11haから13haに増加、雇用人数は３名から５名に増加（Ｈ25→Ｈ
30）

〇県外からの視察も増加（多い時には３～４回/月）。

〇集落営農の広域化、集落活動センターなど農業以外の組織との連携も強化。

応募団体からのアピール・メッセージ

高知県四万十町

高知県高岡郡四万十町影野1033 Ｔｅｌ：0880-22-8101

しまんとちょう

株式会社 サンビレッジ四万十

～農業からの地域づくり～

周年栽培の取組みや野菜の契約栽培と規模拡大、農産物の加工、観光農園等を

利用した消費者との交流、商品の高付加価値化等経営の多角化に取り組むことで、
地域で一人でも多くの雇用を確保し、地域農業を後世に繋げていく。

サンビレッジ四万十の野菜を直売

活動の効果

URL:http//village-kageno.jp 

○経営の安定化に向け畑作中心とした土地利用型
園芸作物（サトイモ、エダマメ、施設ピーマン等）を
導入、規模拡大など経営の複合化に取り組む。

○若い従業員5名の育成、集落内の女性８名を臨時
雇用するなど、人材育成と雇用を創出。

○環境に配慮したソーラーシェアリング、圃場環境の
美化、農道への梅の木の移植など多面的機能の
増進。

雇用
自然・景観・
伝統・継承

し ま ん と
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（一財）大豊町観光開発協会

ラフティング体験 大学との連携によるモニターツアー【お茶摘み体験】

経 緯

○交流の活発化による地域再生に向
け、山村における「日常の生活の営
み」や「生産の営み」を教育旅行向け
「山里の暮らし体験（農家民泊）プロ
グラム」として造成し、（一財）大豊町
観光開発協会を窓口にラフティング
やトレッキングなどの自然を生かした
アウトドアスポーツとともに販売開始。

取組内容

○海外からの民泊受入に向け、経験をもと
に体験プログラムの改善を図る。

○グリーンツーリズムインストラクターを養
成し、体験実施者のスキルアップを図る。

○吉野川ラフティング体験の予約簡便化を
図るため、「大豊町ラフティング部会」を
設立し、予約のワンストップ窓口化など、
受け入れ態勢を整備。

活動の効果

○教育旅行の受入人数が対前年比３．４倍と飛躍的に増加。
○養成したグリーンツーリズムインストラクターが地域のリーダーとなり、メンバー全体
のスキルアップにつながった。

○ラフティング受入の体制整備を行った結果、受注件数が大幅に増加。
〇教育旅行を対象とした民泊受入を推進する中で、一般旅行者にも範囲を広げる家
庭が出てくるなど、交流を活発化することにより地域に活気が生まれる。

応募団体からのアピール・メッセージ

高知県大豊町

嶺北地域は山里の暮らしが今もなお残っている自然豊かなところです。また、「土佐
あか牛」や「はちきん地鶏」、「棚田米」など食の魅力も高い地域です。暮らしの体験で
知る知恵や技、人と人との交流の素晴らしさを是非、体験してください。

高知県長岡郡大豊町高須231 Ｔｅｌ：0887-72-0450

おおとよちょう

～山の暮らしを宝にかえて交流で地域を元気に～

インバウンド 食育・教育
国内観光客の
誘致

おおとよちょう

23
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豊かな自然が残る大正地区

経 緯

○四万十町を含む北幡地区では、約50
年前まで約800ｔ生産されていた栗が、
農家の高齢化等により激減。

○生産から加工までを地区内で行い、
所得向上、雇用確保による地域活性
化を目指すため会社を設立。

取組内容

○四万十町全体の栗生産量が拡大。

○加工品の販売により販売額が増加。

〇水田を栗園に転換することに対する地域住民の理解が広がる。

応募団体からのアピール・メッセージ

高知県四万十町

高知県高岡郡四万十町河内279-2 Ｔｅｌ：0880-28-5594

しまんとちょう

しまんと新一次産業株式会社

～農業で四万十を元気に～

高齢化、人口減少が続くこの地域を栗で再生し、地域の人や若者が誇りをもって豊
かに暮らしていけるよう取り組んでいきます。

無農薬栽培で育った栗

活動の効果

○昔から続く地域の情景と自然を守るた
め、超低樹高栽培による無農薬栽培を
実施。
○平成29年に加工場を設立し、栗ペース
トの加工・販売を開始。
○耕作放棄地を栗園に転換。

地元食材の
提供・活用

自然・景観・
伝統・継承

24
し ん い ち じ
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沢渡茶生産組合

お茶摘み体験ツアーのようす

経 緯

○400年の歴史を誇り、自然茶からや
ぶきた種への植栽や山林開墾で拡
大してきた段々茶畑が、茶価格の
低下と生産者の高齢化で耕作放棄
となる畑が増加。

○茶畑の風景を次世代に継承するた
めには、茶の栽培の継続が必要と
活動を実施。

取組内容

○「互いに助け合って茶づくりを守る」ため
「ブレンドからブランドへ」を合い言葉に、
荒茶の生産に加え、沢渡のお茶（仕上
茶）も販売。

○消費者を対象にした茶摘み体験や次世
代を担う小学生等に出前授業を実施。

○若手組合員が（株）ビバ沢渡を設立し、
仕上茶、お茶を活用したスイーツを販
売。スイーツは香港へも輸出。

活動の効果

○ 「互いに助け合って茶づくりを守る」との理念で、茶畑と良質茶を維持。

○秋葉祭りは、茶畑に囲まれた道を約200人の華麗な行列が練り歩く祭りで、伝統と
一体化した茶畑の風景を次世代に継承していく。

応募団体からのアピール・メッセージ

高知県仁淀川町

沢渡地区では、若手組合員が茶の加工販売を行い、仁淀川町内にお茶カフェを開
店し、高知市に2号店を出すなど、積極的な取組が行われています。地域の世代が互
いに助け合って茶づくりを守り、高品質茶の生産とともに先人から受け継いだ茶畑の
風景を次世代に繋げていきます。

高知県吾川郡仁淀川町別枝518-１ Ｔｅｌ：0889-32-1209

ダム湖に茶園が映える沢渡地区の風景

によどがわちょう

～沢渡の茶400年の歴史を次世代へ！～

さわたりちゃ

雇用
自然・景観・
伝統・継承 ６次産業化25
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池川茶業組合

全員集合

経 緯

○農家の高齢化や後継者不足により、
地域の茶園の荒廃が進むとともに、
ペットボトル茶の登場により荒茶の
価格が低下し、農家の収入が下落。

〇労働力の有効活用、効率化、品質
向上を図るため、池川茶業組合を
設立。

取組内容

○８つの個人茶工場を１つに統合し、労
働力の有効活用、作業の効率化、製品
の品質向上を図る。

○仕上茶の販路拡大のため、毎週末に
高知市内の量販店店頭で試飲即売を
実施。

○お茶を活かしたスイーツを開発し、販売
拠点となるカフェを開店。

活動の効果

○荒茶の市場出荷から高品質な仕上茶の小売販売に重心を移したことで、収入が
確保された。

〇カフェには大型バスで団体も訪れ、年間２万人が訪れる観光名所となり、地域の
活性化と雇用の創出につながっている。

応募団体からのアピール・メッセージ

高知県仁淀川町

日本茶インストラクター協会主催の日本茶AWARD2018においてファインプロダクト賞
を受賞した「霧の極」をはじめ、高品質のお茶販売を拡大することで生産に必要な地
域の茶畑を維持し、先人から受け継いだ茶園の風景が次世代に継承されるよう努力
を続けていきます。

高知県吾川郡仁淀川町坂本1696 Ｔｅｌ：0889-34-3877

城を基調としたカフェ外観 桜と桃の花に囲まれて

によどがわちょう

～お茶とスイーツの共働！～

いけがわ

女性・高齢者
の活躍

雇用 ６次産業化26
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Ｔｅａｍ Ｍａｋｉｎｏ

有名シェフやバイヤ－を招き、お食事会を開催（東京） 伝統野菜マルシェでは農家が自ら販売

経 緯

○故・牧野富太郎博士の指示により収
集・保存されていた高知の伝統野菜
の種子で、伝統野菜の復活に向けた
活動を開始。

〇趣旨に共感する農家等により「Team
Makino」を結成し、種子の増殖と生
産拡大、販路開拓により、伝統野菜
のブランド化と所得向上を目指す。

取組内容

○料理教室や食品事業者への食材提供、
テレビ、新聞等のマスコミを通じた情報
発信により認知度アップを図る。

〇高知市内小学校、農業高校への出前
授業や栽培指導による食育活動。

〇伝統作物セミナーにおける講習、商談
会への参画、伝統野菜マルシェの開催
等による販路開拓。

活動の効果

○失われたと考えられていた種子が再発見された。

〇採集地とされる産地への「里帰り」などの活動で、後世へ引き継ぐ取り組みが広がる。

〇サポーターズと連携したＰＲ活動により「牧野野菜」の知名度が向上し、ストーリー性
や味が評価され高値で取引されたことで、農家の所得向上に貢献している。

〇県内外の産地とつながりができ、交流や連携が行えるようになった。

応募団体からのアピール・メッセージ

高知県高知市

Team Makinoの活動は、農業の枠を越え、料理人やマスコミと連携するなど益々広
がっています。高知の伝統野菜が全国で認知されるよう、更なる取組を行っていきます。

高知県高知市高須東町4-1 Ｔｅｌ：088-861-0711

こうちし

～よみがえれ！土佐の伝統作物 ～

６次産業化食育・教育
自然・景観・
伝統・継承

ちーむ まきの
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安芸「釜あげちりめん丼」楽会

出前授業（調理実習）世界で１つのちりめん丼作り 第３回土佐の食１グランプリ 優勝

経 緯

○安芸沖で豊富に獲れる新鮮で栄
養満点で美味なシラス（ちりめん
じゃこ）をはじめとする地域食材の
良さをこじゃんと（すごくたくさん）Ｐ
Ｒすること、及び消費拡大を図る
ことで、観光客の誘致、リピーター
の確保、地場産業の振興、市民
所得の向上を図ることを目的に
2010年11月に設立。12団体21名
で活動を開始。

取組内容

○じゃこの聖地として安芸市を全国へＰＲする
ため、じゃこに特化したイベント「じゃこサ
ミット」を平成25年度から安芸市で開催。

○毎月15日を「じゃこの日」として、保育園・小
中学校の給食にじゃこ料理を提供。ちりめ
ん丼提供店は特別サービスを実施。

○地元高校生に企画立案、イベントへの協力、
新商品の提案等への参画を依頼。また、出
前授業や高知大学による講演を実施。

活動の効果

○出前授業や給食へのじゃこ料理の提供及び高校生の参画等により、地域住民が
じゃこをより身近に感じ、じゃこ食文化の普及が実りつつある。

○イベントへの出店、じゃこサミットの開催により市内外での安芸市、安芸釜あげちりめ
ん丼の知名度が向上。交流人口の拡大により、地場産業の振興につながる。

高知県安芸市本町３丁目11－5 Ｔｅｌ： 0887-34-1311

応募団体からのアピール・メッセージ

高知県安芸市

楽会は活動を楽しみながら安芸沖で豊富に獲れる新鮮で栄養満点で美味なちりめんじゃこをはじ
めとする地域食材のよさを「じゃこじゃこ」言いながらこじゃんとＰＲしています。

～安芸市を元気に！がんばるじゃこ！～

がっかい

学生・若者の
活躍

食育・教育
あ き し28 地元食材の

提供・活用

あ き
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