
平成３０年度

全国選定地区
地方選定地区
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① 2017211 島根県 大田市
おおだ一日漁推進協同組合
（※Ｈ29地方選定地区）

自然・景観・
伝統・継承

食育・教育
地元食材の
提供・活用

Ｐ３０

② 2017319 岡山県 美作市
地美恵の郷みまさか（美作市獣肉処理施
設）

鳥獣被害防止 ジビエ
地元食材の
提供・活用

Ｐ３１

③ 2017511 山口県
周防大島
町

株式会社瀬戸内ジャムズガーデン
国内観光客の

誘致
移住・定住 ６次産業化 Ｐ３２

④ 2018601 徳島県 阿南市 加茂谷元気なまちづくり会 移住・定住 ６次産業化
企業・地域住民・
大学との連携

Ｐ３３

⑤ 2017807 愛媛県 西予市
企業組合遊子川ザ・リコピンズ
（※Ｈ29地方選定地区）

地元食材の
提供・活用

６次産業化
女性・高齢者
の活躍

Ｐ３４

⑥ 2017920 高知県 北川村 北川村ゆず輸出促進協議会 移住・定住 輸出
女性・高齢者
の活躍

Ｐ３５

① 2017113 鳥取県 倉吉市 JA鳥取中央あぐりキッズスクール
農林漁業・農山
漁村文化体験 食育・教育 － Ｐ３６

② 2018203 島根県 安来市 えーひだカンパニー株式会社 移住・定住 ６次産業化
女性・高齢者
の活躍

Ｐ３７

③ 2018302 岡山県 高梁市 一般社団法人宇治雑穀研究会 ６次産業化
女性・高齢者
の活躍

学生・若者の
活躍

Ｐ３８

④ 2017503 山口県
周防大島
町

周防大島町体験交流型観光推進協議会 農泊
農林漁業・農山
漁村文化体験 食育・教育 Ｐ３９

⑤ 2018501 山口県 長門市 株式会社６３Dnet
地元食材の
提供・活用

６次産業化
企業・地域住民・
大学との連携

Ｐ４０

⑥ 2018504 山口県
山陽小野
田市

有限会社グリーンハウス 食育・教育 雇用
女性・高齢者
の活躍

Ｐ４１

⑦ 2017512 山口県 下関市 静食品株式会社 鳥獣被害防止
地元食材の
提供・活用

６次産業化 Ｐ４２

⑧ 2017601 徳島県 北島町 はーとふる川内株式会社 雇用 ６次産業化
その他（農福連

携）
Ｐ４３

⑨ 2018605 徳島県 上勝町 株式会社阪東食品
自然・景観・
伝統・継承

６次産業化 輸出 Ｐ４４

⑩ 2018708 香川県
東かがわ
市

五名活性化協議会 ジビエ 雇用 ６次産業化 Ｐ４５

⑪ 2017714 香川県 三木町 山南営農組合農村レストラン部会 ジビエ ６次産業化
女性・高齢者
の活躍

Ｐ４６

⑫ 2018715 香川県 小豆島町 小豆島食材開発会議 ６次産業化
企業・地域住民・
大学との連携

女性・高齢者
の活躍

Ｐ４７

⑬ 2017802 愛媛県 内子町 泉谷地区棚田を守る会
農林漁業・農山
漁村文化体験 移住・定住

企業・地域住民・
大学との連携

Ｐ４８

⑭ 2017906 高知県 安芸市 入河内大根のこそう会
自然・景観・
伝統・継承

地元食材の
提供・活用

その他（地域お
こし）

Ｐ４９

⑮ 2017907 高知県 四万十町 株式会社サンビレッジ四万十
自然・景観・
伝統・継承

雇用 － Ｐ５０

※　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。

「ディスカバー農山漁村（むら）の宝」（第５回選定）　応募団体　一覧　（H30全国選定）

Ｎｏ. 選定地区 参加証コード※ 市町村 団体名 該当する取り組み都道府県

市町村 団体名 該当する取り組み都道府県

ページ

ページ

「ディスカバー農山漁村（むら）の宝」（第５回選定）　応募団体　一覧　（H30地方選定）

Ｎｏ. 選定地区 参加証コード※
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応募団体位置図（H30全国・地方選定）

三
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Ｈ30全国選定地区

Ｈ30地方選定地区
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ロゴデザイン、シール、幟等を作成 地元小学生への地域社会学習（食育）

経 緯

○出漁したその日の水揚げをその夜に
競りにかける伝統的な漁形態を守る。

○鮮度が高く高値で取引されているこ
とで、平成20年「一日漁」の商標を取
得し、ブランド価値を更に高め、漁業
界活性化のために協同組合を設立。

取組内容

○行政等と連携し、「一日漁」の伝統的な
漁形態をロゴデザインしたシール、幟を
作成・配布し県内外のスーパー等でＰＲ。

○小中高生対象に有名シェフを招いて料
理教室等を開催。

○一日漁の魅力を伝える動画を作成し、
ネット環境で閲覧できるようにした。

活動の効果

○行政等と連携し「一日漁」をＰＲしたことでブランド力が向上し、生産者が活気づき、
若い後継者が多くなった。

○小中高生対象の料理教室等や学校給食に「一日漁」の鮮魚を多く取り入れてもら
い魚の旨さをＰＲすることで魚食普及（食育）にも貢献できた。

島根県大田市久手町波根西２６９０－１１ Ｔｅｌ：0854-82-3975

応募団体からのアピール・メッセージ

島根県大田市

地域資源を掘り起こし、全国に一日漁の認知・認証を図る事により地方創生につな

がる取り組と地場産業の発展のみならず漁業者を支援する活動等、さらなるＰＲ活動
を行う所存です。

～伝統漁法「一日漁」で地域活性化！～

おおだし 地元食材の
提供・活用

食育・教育

おおだ一日漁推進協同組合

自然・景観・
伝統・継承１
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地美恵の郷みまさか（美作市獣肉処理施設）

道の駅での人気商品 シカ肉カレー 鹿革クラフト体験は、全国的にも珍しい

経 緯

○ニホンジカの捕獲頭数が急増し、
農作物被害も増加し農家も困
惑。猟師も高齢化するなかで、
その対策が課題となった。

○猟友会、地域自治会と協議検
討し、迷惑獣を食肉処理するこ
とで、地域の新たな特産品とし、
全国に発信を目指すことにした。

取組内容

○優良個体を確保するため、新人猟師等の狩
猟講習会を開催。

○コロッケや串焼きを提供するジビエフェスタの
開催や、猪コロッケを学校給食へ提供し、ジ
ビエを普及。また、缶詰やソーセージなどの
新商品の開発。

○鹿革のクラフトの体験教室の実施。

○精肉の大手料理学校への提供や血液を大学
の研究機関へ提供。

活動の効果

○処理施設の整備により、捕獲意欲の高まりとともに、施設搬入率も高くなり、食肉等
の利活用が進んだ。

○食肉処理された肉は品質が良く、首都圏の有名フランス料理店やホテルなどで利用。

○加工品やペットフード、革製品への利用により、市内外で経済効果が出るなど、地域
活性化に繋がっている。

岡山県美作市平福600‐1 Ｔｅｌ： 0868-75-4400

応募団体からのアピール・メッセージ

岡山県美作市

ジビエの安定供給のため、猟師と連携した食肉処理体制を構築し、季節感あふれるジ
ビエの提供を行い、ビジネスモデルとなる取り組みを進めます。

～まさか、みまさか ジビエ日本一を目指して～

じびえ さと みまさかし

地元食材の
提供・活用

鳥獣被害防止
みまさかし

ジビエ２
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移住者・障害者施設との共働の枠組造り 生産風景／ブルーベリーの摘みとり体験

経 緯

○平成19年、瀬戸内の島で６次産業型
ジャム屋をIターンし起業。

○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、
ジャム販売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
理機構の利用で耕地面積を拡大。

○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共有し、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62軒に増加、ジャム生産は3万2千瓶から65万瓶に
増加し、地域の農家所得の向上と雇用に寄与。
○農地中間管理機構等の利用で耕地面積を拡大し、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。
〇果実生産者と連携し付加価値の高い製品づくり。

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の設立など、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。

～人の繋がりが地域資源～

すおうおおしまちょう

６次産業化移住・定住
国内観光客の
誘致

ＵＲＬ：http://www.jams-garden.com/

お お ど う り む く さと

株式会社 瀬戸内ジャムズガーデン
せ と う ち

3
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加茂谷元気なまちづくり会

都市圏での就農誘致活動

経 緯

○主産業である農業の経営環境の悪
化に伴い、若者は地域外へ流出。

○状況を打破しようと、平成24年、ワー
クショップを開催し、住民主導で取り
組む夢のあるまちづくり実行計画を
策定。

○農業や地域資源を活用しながら、む
らづくりを進めるため、「加茂谷元気
なまちづくり会」を結成し活動を開始。

取組内容

○都市部（東京・大阪）での就農誘致イ
ベントに住民が参加し地域を自らPR。

○短期体験ツアーを開催し、空き家、空
き農地を活用した農作業体験。

○関東の大学生を農業インターンシップ
として大規模に受入。

○移住希望者には、生活面から営農指
導までトータルサポートを行い、移住
者を毎年受入。

○関西や県内スーパーで農産物等を店
内販売し、利益を確保。

活動の効果

○移住は、平成27年から毎年受け入れており、今では13家族52名が移住・定着化し
地域が活性化。（子供は、１名から13名に増加し、催事が復活した地域も。）

○スーパーの店内販売は、利益率が高く売上高は毎年増加。山間部の条件不利地域
における経営スタイルとして確立。

徳島県阿南市細野町中上17 Ｔｅｌ：0884-25-0608

応募団体からのアピール・メッセージ

徳島県阿南市

加茂谷は徳島県南部にある那賀川の中流域両岸の10町から構成される温暖で水の
きれいな地域です。徳島県特産のスダチ、イチゴやチンゲンサイ、サンチュ、コチョウラ
ンなど色々な農産物が栽培されています。阿南市の市街地近くにありながら、深い谷に
囲まれた秘境の雰囲気満点の人情味豊かな、静かな地域です。

～住民参加の誘致活動で加茂谷が「住んでみたいむら」へ～

か も だ に

6次産業化移住・定住

移住就農希望者への農業体験ツアー

あなんし

４ 企業・地域住民・
大学との連携
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企業組合 遊子川ザ・リコピンズ

トマト酢をベースにしたトマト加工品 当組合員の活躍が地域の受賞に貢献

経 緯 取組内容

活動の効果

応募団体からのアピール・メッセージ

愛媛県西予市

～リコピンパワーで町づくり人づくり若づくり～

女性・高齢者
の活躍

地元食材の
提供・活用

せいよし

６次産業化

○特産トマトは減農薬栽培に積極的に取り組
み、高品質のトマトを生産。規格外トマトを
活用してトマトの加工品開発･製造。

○農家レストラン「食堂ゆすかわ」を運営。営
業日以外は無人のオープンカフェを開設、
地域の交流拠点としている。

○地域の雇用を創出するとともに、トマトオー
ナー制度、移住体験ツアーも実施する等、
地域活性化に取り組む。

○加工品の売上は、約３００万円から約６００万円に増加。（Ｈ２６→Ｈ２９）
○特産品加工所や農家レストラン「食堂ゆすかわ」を設置したことにより、交流人口拡
大に成果。加工原料となる地域農産物の買取により、農家の収益性の向上や経営
安定化に寄与している。

○県内をはじめ都市部の取引先が増え、輸出も開始。

見た目も心もわかづくり！まだまだ若いもんには負けられません! リコピンパワーで
地域の元気のタネを育てているグループ「遊子川ザ・リコピンズ」！山深い高原から母
の愛をお届けします。

愛媛県西予市城川町遊子谷2370-1 Ｔｅｌ：0894-89-1663

○遊子川地区は桃太郎トマトの栽
培が盛んであるが、少子高齢化・
過疎化の影響を受け、トマト農家
も年々減り、生産量も減少。

○遊子川トマトのブランド化により地
域を元気にするため、トマト農家
の女性が中心となり「特産品開発
班」を設立し28年６月に法人化。

ゆすかわ

５
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北川村ゆず輸出促進協議会

H24/SIAL2012（パリ）への青果ゆず出展 青果輸出作業

経 緯

○平成21年４月、ゆずの価格平準
化と販売拡大を目的に「ゆず王国
復活プロジェクト推進事業」を立ち
上げる。

○21年産ゆずが大豊作となり、同年
10月に「北川村ゆず輸出促進協
議会」を設立し、官民連携による
活動を急速に拡大する。

取組内容

○海外見本市への参加、海外企業の訪問等
により輸出を拡大。平成24年には日・ＥＵ間
で青果輸出の検疫条件が定められ、世界
初となるＥＵへの「青果ゆず」の輸出を開始。

○輸出拡大により、生産量の向上と担い手の
確保が急務となり、「北川村まち・ひと・しご
と創生総合戦略」にゆずの生産振興を掲げ、
輸出園地の整備や担い手確保を推進。

活動の効果

○海外での認知度が高まり、ゆず果汁及び青果ゆずの輸出が拡大。フランスでは北川
村ゆずの品質が認められ、北川村産ゆずに限定した発注が増加。

○輸出の拡大により農家の収入も増加。平成28年の加工用ゆずの農家生産単価は平
成21年の1.6倍に向上した。その結果、ゆずの専業農家を目指す若手が増え、地域
が継続して存続していくための産業として確立してきている。

高知県安芸郡北川村野友甲1530 Ｔｅｌ： 0887-32-1221

応募団体からのアピール・メッセージ

高知県北川村

産地の若返り、園地整備、新規就農者の確保を進め、生産量を増加させる。商談会を通じた販路
確保を拡大し、日ＥＵ・ＥＰＡ大枠合意によるかんきつの関税撤廃により、さらに輸出を拡大したい。

～村のゆずからＪＡＰＯＮの「ＹＵＺＵ」へ～

女性・高齢者
の活躍

輸出
きたがわむら

６ 移住・定住

きたがわむら
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ＪＡ鳥取中央 あぐりキッズスクール

梨「二十世紀」の収穫体験 農業高校の生徒と一緒に乗馬体験

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あぐりキッ
ズスクールの補助員として協力。

活動の効果

○稲作や野菜の作業を通して食べ物に対する興味や知識を深め、新鮮な農産物の収
穫やその場での調理などによる美味しさの発見で、地産地消や食農への関心が高
まった。また、地元特産物の大型選果場での最新鋭機械器具の見学や農業高校で
の学習等で、地域の基幹産業である農業の重要性を伝える事が出来た。これらの活
動はJA広報誌や新聞等で広く周知され、人間力を養う学習の場として地域に認知信
頼されている。

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

～ふれて・感じて・楽しんで～

食育・教育
くらよしし

１ 農林漁業・農山
漁村文化体験

開校式では、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！夏休みには特別カリキュラムとして、大阪中央卸売市場の見学
も実施！地域内に留まらない盛りだくさんの農業体験で、友達をいっぱい作り
ましょう！

とっとりちゅうおう
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えーひだカンパニー株式会社

設 立 総 会 野菜ドレッシング

経 緯

○少子高齢化等による地区存続の
危機感から、地区機能維持の仕
組みを創るため、８８個の戦略プ
ランからなる比田地域ビジョンを
平成２８年３月に策定した。

〇ビジョン実現のため、地域住民７４
名の構成により平成２９年３月、
えーひだカンパニー株式会社を設
立し活動している。

取組内容

〇ドローンを導入して、水稲防除受託事業を
実施し、地元の働く場を創出。

〇地場産野菜を使い、安心安全なドレッシン
グを開発し販売。また、地場産小麦による
パン、米ゲル商品の開発も進行中。

〇定住促進として、パンフレット「え～ひだ定
住BOOK」を作成し、誘致活動を実施。
〇「え～ひだ女子会」を結成し、地域食文化
の継承などによる地域内外の女性ネット
ワーク作り。

活動の効果

〇地域づくりの株式化が一般的でなく、無関心・批判的な人もあったが、地道な活動実
績等により理解者が増加、今では多くの方から支援が受けられるようになってきた。

〇メンバーの得意分野を生かしながら、幅広い事業に着手できている。

〇収益事業も本格化し、中山間地域等直接支払交付金協定の広域連携化に伴う事務
受託、地区のブランド米が安来市のふるさと納税の返礼品になるなど、一歩ずつビ
ジョン実現に向けた活動が動いている。

島根県安来市広瀬町梶福留1268番地 Ｔｅｌ： 0854-26-4010

応募団体からのアピール・メッセージ

島根県安来市

田舎だからこそできる繋がり、支え合うことで、住民の住民による住民のための株式
会社が中山間地域再生のモデルとなれるよう前向きに活動を続けていきます。

～住民の住民による住民のための株式会社設立～

女性・高齢者
の活躍

移住・定住
やすぎし

２ ６次産業化
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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」ともち麦商品（粉・粒・麦茶）

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年に宇治雑穀研究会が結
成され、キビ、黒米等の雑穀を栽
培、販売することで、高齢者の生
きがいづくりと耕作放棄地の解消
に取り組んだ。

取組内容

○耕作放棄地の解消のため、高齢者でも比
較的手軽に取り組みが可能なもち麦の栽
培を始め、平成29年からは特別栽培の取り
組みを開始。

○平成29年には、もち麦の加工品開発により、
「もち麦ビール」の委託醸造、販売を開始。

○地元高校生と連携した農業体験の実施や
もち麦の利用方法を協働研究している。

活動の効果

○荒れた田畑が再生され、地域力の低下を食い止め景観保全につながっている。

○６次産業化に取り組むことで、生産、加工、販売の場面で、高齢者・女性・若者の出
番が増え、各々の生きがいにつながっている。

○地元高校生の客観的アイデアを６次産業化等の取り組みに活用することで、地域の
活性化につながっている。

岡山県高梁市宇治町宇治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

耕作放棄地を解消し中山間地域の活性化につながっている私たちの取組を、視察の
受入やもち麦商品の販売促進活動をとおして広くＰＲしていきたい。

～もち麦ビールで地域活性化～

う じ

学生・若者の
活躍

６次産業化
たかはしし

３ 女性・高齢者
の活躍
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周防大島町体験交流型観光推進協議会

経 緯 取組内容

活動の効果

応募団体からのアピール・メッセージ

山口県周防大島町

すおうおおしまちょう

すおうおおしまちょう

４

○体験交流型観光で、町の基幹産業で
ある農業や漁業などの１次産業と観
光交流を結びつけた新たな産業につ
なげるため、平成20年から周防大島
町体験交流型観光推進協議会を設
立し、体験型教育旅行の誘致を開始。

○平成20年から主に中高生の修学旅行
の誘致を開始。
○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
なり、みかん栽培やいわし網漁等を都
市部の生徒に体験してもらう活動を実
施。

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。

○体験提供で得られた対価は、体験インストラクターの副収入となっており、農家・漁家
の所得向上に寄与。
○地域住民には元気や生きがいを、生徒には農漁業の現状や大切さを実感してもらう
場を提供。
○修学旅行で受け入れた学生数は2,438名から4,114名に、受け入れた学校数も18校か
ら30校に増加（H25→H29）。

～ 体験型修学旅行で交流人口の増加を目指そう ～

農林漁業・農山
漁村文化体験

食育・教育農泊

URL：http://www.taiken-suo-oshima.net/山口県大島郡周防大島町久賀5134 Ｔｅｌ：0820-79-1003

ホームステイ先でのみかん収穫体験

地元の魚を使った
家庭料理体験

ホストファミリーとの
お別れ
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山口県長門市

経 緯 取組内容

活動の効果

応募団体からのアピール・メッセージ

５

○より効率よく６次産業化を実現し所得向
上を目的として、農家が出資し地域の異
業種事業者に声をかけ、平成25年に協
同組合を設立。
○平成27年７月、協同組合は「63Ｄnet」
を分社化し、これまで脆弱だった農産物
と加工商品の販売部門を強化。

○地域の農家から農産物を集荷し、道の
駅などに卸売を実施。
○直販店舗「LaLaフラン」を開店。地域農産
物や加工品を販売。
○平成29年、道の駅内に「ララベーカリー」
をオープン。県内産の小麦粉など地元食

材を優先的に使った商品を販売。

山口県長門市西深川2608番地2 Ｔｅｌ：0837-22-4671

○農家と異業種事業者で共同事業を行うことで、農産物の商品開発・加工が安価で容易
となるとともに、６次産業化に不可欠な販売を共同展開することで、販路拡大が実現。
○直営店舗を道の駅内にオープンしたことで売上が1,894万円から6,412万円に増加
（H27→H29）。

新規就農から販売まで地元農家を総合的に支援

企業・地域住民・
大学との連携

地元食材の
提供・活用

～地域連携した6次産業化による新たな農業～

山口県産小麦使用の
パン屋「ララベーカリー」

地物野菜直販店舗
「ＬaＬaフラン」

今後、協同組合が運営する６次産業化支援施設（ながとラボ）と連携し、6次産業化の
実現に取組み、魅力ある新たな農業ビジネスモデルを確立したい。また、開発した新商
品の販売や、地域農産物の販路拡大に取組み、農家所得の向上に貢献したい。

ながとし

6次産業化

株式会社 ６３Ｄnet
ろくさんでぃーねっと
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有限会社グリーンハウス

新築した包装センターと若手社員 女性パートによる調整作業の様子

経 緯 取組内容

○地元高校や県立農業大学校と連携を密に
し、職場研修の受入れや採用に向けた募
集活動を積極的に実施。

〇パート職員はすべて女性（27人）であり、小
ネギの選別、計量、袋詰めなど、手先の細
やかさ、丁寧さ、忍耐力を求められる地道
な作業を担い、同社の経営に貢献。

〇地元小学校の社会見学や中学校の職場体
験、農業高校のインターンシップなどを積極
的に受入れ。

活動の効果

○農業大学校等からの就職希望が継続的にあり、毎年計画的に数名ずつ採用。
〇平成29年度に『WAP100（農業の未来をつくる女性活躍経営体100選）』に選ばれるな
ど、女性が働きやすい職場環境の整備は、会社のイメージアップにもつながり、ここ
数年で、地元の子育て世代の若い女性パート職員が9名増加。

〇小学校の社会見学や中学校の職場体験等の受入れなど、地域教育へ取り組んだ結
果、農業の道を志す若者も増加。

山口県山陽小野田市大字西高泊3608番地 Ｔｅｌ：0836-83-0479

応募団体からのアピール・メッセージ

山口県山陽小野田市

昨年11月に県内第1号となる『ASIAGAP』のVer.2を取得し、現在、東京オリンピック・
パラリンピックでの食材提供を目指している。

～ネギパワーで職場に笑顔を、地域を笑顔に！～

女性・高齢者
の活躍

食育・教育
さんよ う おのだ し

６ 雇用

○米や麦などを中心とした経営から、
より収益性の高い品目として、平
成4年からハウスで小ネギの栽培
を開始し、平成6年に「（有）グリー
ンハウス」を設立。

○経営規模の拡大に際しては若者
や地元の女性パートを積極的に
雇用し、現在は「おのだネギ三昧
（商標登録）」として、県内や首都
圏へ出荷中。

URL:http://zen-mai.jp
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静食品株式会社

経 緯 取組内容

活動の効果

応募団体からのアピール・メッセージ

山口県下関市

しずかしょくひん

しものせきし

７

○獣害による農作物の被害が大きくな
り、その防止のため、猟友会が駆除に
あたったが、処理施設がなく大半が廃
棄。
○平成25年４月より、下関市中山間地
域ジビエ有効活用拠点「みのりの丘ジ
ビエセンター」の指定管理業者に指定
され、平成28年４月より指定管理２期
目。

○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、地元をはじめ、

首都圏での販売促進を強化。

山口県下関市椋野町三丁目13番18号 Ｔｅｌ：083-231-4734

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。

○センターに持ち込めば処理してくれるという猟友会の信頼を獲得。センターでの鹿、猪
の処理頭数は、552頭から717頭に増加（Ｈ25→Ｈ29）。
○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。食肉・加工
品の売上は、577万円から1,400万円に増加し、販売先も20件から70件へ増加 （Ｈ25
→Ｈ29）。

～ 長州ジビエを日本一のジビエブランドに！ ～

鳥獣被害防止
地元食材の
提供・活用

6次産業化

長州ジビエのくんせいとウインナー
長州ジビエ紹介ポスター 平成30年維新150周年記念

下関ブランド認定証

URL：http://shizuka.jp/index.html
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