
上東地区営農組合

花祭り、音楽祭の開催による都市住民との交流 ニラの雨除け栽培

経 緯

○平成12年度から集落ごとに取り組ん
でいた中山間地域等直接支払制度
を平成21年度に地域で一つに統合。

○地域の農地維持の核組織「上東地
区営農組合」を平成21年に設立。
荒廃農地を再生し、地域の農地を守
る活動を開始。

取組内容

○集落営農組織主体で機械の共同利用
や農作業の受託に取り組む。有望品目
研究部門を設立し、女性の部門長を中
心に全組合員が野菜作りに親しむ環境
整備。

○３月末のカタシの花祭り時期に合わせ
住民手づくりのイベントを開催し、都市
住民との交流を図る。

活動の効果

○共同機械の利用面積の増加（Ｈ21年7.6ha→Ｈ29年実績35.1ha）。

○新規作物（ニラ、加工用ワサビ等）の拡大で女性・高齢者の活躍の場が拡大。

○ユズ栽培により耕作放棄地の発生防止。

○「カタシの花祭り」の開催を通じてミュージシャンの山村誠一氏とつながり、共同で
PAN （ｽﾃｨｰﾙﾊﾟﾝ） の学校運営開始。地区外の上東地区ファンが増加。

応募団体からのアピール・メッセージ

高知県いの町

地域住民一体で、中山間地域での農業の大切さ、農村集落の素晴らしさ、田園風

景の維持に取り組んでいます。花祭り、PANの学校を見に来てください。

高知県吾川郡いの町上八川甲1934（いの町吾北総合支所産業課） Ｔｅｌ：088-867-2313

～協定合併による農地の維持管理体制の構築～

女性・高齢者
の活躍

自然・景観・
伝統・継承

じょうとう

平成27年度多面的機能発揮促進事業中国四国農政局長表彰 中山間地域等直接支払部門最優秀賞受賞

１
ちょう
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農事組合法人ヒューマンライフ土佐

土佐ツムラの森にて中学生の薬草採取体験 冬 柴胡の収穫/軽量で負担も少ない

経 緯

○産地間競争や輸入品などによる
価格低迷が続く露地野菜から、
価格が安定している生薬栽培に
転換。

〇耕作放棄地の拡大防止と栽培技
術の普及・面積拡大で安定収入
を図り地域を活性化するため、
ヒューマンライフ土佐を設立。

取組内容

○柴胡（ミシマサイコ）、山椒、枳実（ダイダイ）
の３品目を中心に生薬栽培を開始。試行錯
誤の末確立した栽培方法をできる限り可視
化し、契約農家間で共有。

〇水源地の森林の健全化のため、（株）ツムラ、
高知県、越知町と当社の４者によるパート
ナーズ協定を締結し、森林再生事業だけで
なく、中学校への出前授業や薬草の採取体
験を実施。

活動の効果

○（株）ツムラとの契約栽培により販売が安定。軽量な柴胡は高齢者でも栽培可能
で、収入がない冬季の貴重な収入源となる。
○生薬栽培面積の拡大で、県内外の耕作放棄地拡大防止に寄与。
○「協働の森づくり」により森林の公益的機能（水源滋養、災害抑制等）が発揮され、
また、子供たちは当たり前だった町の豊かな自然が価値があることを再認識。

応募団体からのアピール・メッセージ

高知県越知町

新規就農者が地域に根付いていけるよう、関係機関と連携して支援し、中山間地域
の所得向上と活性化を図っていきます。また、子供たちに将来、生薬関連の仕事に携
わったり、越知町に帰ってきてもらえるよう、出前授業や採取体験などの地域交流活
動を益々活発に行います。

高知県高岡郡越知町今成2293 Ｔｅｌ：0889-26-3935

おちちょう

～生薬栽培で中山間地農業の活性化～

女性・高齢者
の活躍

企業・地域住民・
大学との連携食育・教育２

と さ
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竹虎 株式会社山岸竹材店

日本唯一の虎竹電気自動車「竹トラッカー」 パリ Premiere Classeに参加

経 緯

○須崎市安和でしか生育しない、竹
表皮に虎模様の浮き出る虎斑竹
（とらふだけ）を４代に渡り管理。

○１００年後も竹虎の里であり続け
るため、ネット通販事業により竹
製品の需要を高めるとともに、竹
見学受け入れやユニークな竹細
工の制作・プロジェクトを通し、竹
文化の創造と発信に努める。

取組内容

○ＳＮＳを活用し、虎斑竹や地元の祭りなど虎
竹の里の「今」を発信。

○虎斑竹の生産・加工現場の視察に国内外
の個人・団体を受入れ。

○ドイツ人デザイナーと竹家具を共同制作し、
国際家具見本市へ参加・。ニューヨーク、パ
リのファッション小物展示会にも出展。

〇クラウドファンディングにより日本唯一の虎
竹電気自動車「竹トラッカー」を制作。

活動の効果

○巨大水鉄砲作りや虎竹電気自動車プロジェクトによりメディアに取り上げられ、虎竹
と虎竹の里の知名度が向上。

○クラウドファンディングの返礼品の虎竹の里ツアー（竹の伐採・加工体験、近辺観光）
を通して地域の魅力が拡散。

○海外展示会への出展により、台湾、タイからの団体旅行や海外からの商談が増加。

高知県須崎市安和913-1 Ｔｅｌ： 0889-42-3201

応募団体からのアピール・メッセージ

高知県須崎市

地域資源としての日本唯一の虎竹の価値を高めることで地元に雇用と活力を生み
出し、虎竹の里を発展させていきたいと思っています。

～地域資源、日本唯一の虎斑竹と共に１００年～

インバウンド
すさきし

自然・景観・
伝統・継承

３

たけとら やまぎし

雇用
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協同組合 やすらぎ市

農産物直販所「やすらぎ市」 やすらぎ市の店内

経 緯

○農家の高齢化と後継者不足によ
り衰退傾向にある地域農業を活
性化するため、平成10年にＪＡ土
佐香美女性部夜須支部が良心市
として活動をスタート。

○平成23年度に「協同組合やすらぎ
市」として法人化。

取組内容

○農産物の有効活用と消費者との交流、会
員の協同活動による所得の向上と併せ、地
域農業の振興への寄与を目的に活動。

○夏場の品薄を補うため、人気の高いメロン・
スイカ・トマトを活かした「ここでしか買えな
い商品」を開発。また、季節の食材に合わ
せた数十種類のパンを開発。

○直売所視察、栽培講習会・表示講習会、生
産者が売り場に立つ店舗研修等を実施。

活動の効果

○上級品はデパートや市場へ高額販売、中級品はやすらぎ市で安定販売、下級品は
加工用原材料として有効活用という効率的な販売が可能となった。

○遠くからの顧客を獲得することができ、消費者と農家の交流が深まった。

○少量からでも出荷できることで高齢者や小規模農家の営農意欲が高まり、直販所や
加工場での雇用の場が確保できた。

高知県香南市夜須町千切537-90 Ｔｅｌ： 0887-55-2370

応募団体からのアピール・メッセージ

高知県香南市

これからも地元の特産品を使った新商品を開発し、香南市の農産物の魅力を県内
外に広げて行きたいと思います。是非やすらぎ市に来てください。

～「ここでしか買えない商品」で地域を元気に！～

地元食材の
提供・活用

雇用
こうなんし

６次産業化

いち

４
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有限会社はたやま夢楽

六次産業化により雇用を創出 独自の飼育方法により高品質な鶏肉を生産

経 緯

○人口が急激に減り、限界集落と
なった畑山で暮らすため、「仕事
がないなら創ればよい」と大工か
ら転身し地鶏「土佐ジロー」の養
鶏に着手。新聞記者をやめ畑山
に移住した妻とともに経営を拡大。

○採卵だけでなく、独自の生産方法
により鶏肉の生産を開始。食鳥処
理や宿の経営で雇用を創出。

取組内容

○高知県の地鶏「土佐ジロー」の生産拡大に
より雇用を促進。限られた生産量のため売
上・利益率を伸ばす販路開拓に努める。

○「土佐ジロー」を提供する宿・食堂「はたや
ま憩の家」を経営。顧客満足度の向上と経
営改善のため、コース料理や宿泊客の予
約営業に注力している。

活動の効果

○地鶏「土佐ジロー」の生産を軸に複業経営することで雇用を創出し、県外からの移住
者を迎えることができた。

○廃止が検討されていた地域唯一の交流拠点施設の温泉宿の指定管理者となり、料
理内容の見直し、営業時間の短縮などで、指定管理料なしで経営を続けている。全
体の利用者数は減少したものの、川遊びや星空観察など自然環境をゆったりと楽し
む時間を生み、リピーターの創出にも繋がった。

高知県安芸市畑山甲980 Ｔｅｌ： 090-4787-0413

応募団体からのアピール・メッセージ

高知県安芸市

土佐ジローの生産拡大による経営の安定化を図り、畑山の自然環境を生かした交流サービスを創
出したい。また、川や山などにある地域資源の掘り起こしにも積極的に取り組んでいきたい。

～限界集落でも、土佐ジローで企業経営を！～

む ら

６次産業化
地元食材の
提供・活用

あ き し

５ 雇用
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農事組合法人ひらの

ニラ栽培技術の習得に向けた研修会等実施 水稲受託作業

経 緯

○平成17年度に「平野集落協定」と
して中山間地域等直接支払制度
に参加し、集落にイノシシ防護柵
を設置。同年「平野営農組合」を
設立し、水稲作業を受託。

○集落の農地の受け手として、また
組織の後継者確保・育成や次世
代に引き継げる組織づくりを目指
し、「農事組合法人ひらの」を設立。

取組内容

○経営の基幹品目にニラを選択し、ハウス、
そぐり機、電照施設等の整備に着手。計画
的に規模拡大を進め、平成28年度には目
標としたハウス60aを確保。

○水稲栽培では大型機械の整備を図り、効
率的な作業体制を整える。

○人材育成・確保のため、Ｉターン就農者をニ
ラ担当理事とし、２名の雇用就農者を受入。

活動の効果

○法人化により、担い手づくり、集落農業を継承する体制ができた。

○国・県の事業を活用した水稲機械の大型化による効率的な生産体制の整備により、
集落の水稲経営が継続し、農業後継者の雇用が図られた。

○ニラを中心とした経営基盤の確立（施設・機械整備、栽培管理・経営管理技術の習
得）に取り組み、雇用の場を生み出すことができた。

高知県高岡郡四万十町平野560-1 Ｔｅｌ： 0880-24-0410

応募団体からのアピール・メッセージ

高知県四万十町

個人では管理できなくなった農地の集約、作業受託等を通じて、地域農業の継続、
後継者の育成・確保が図られる体制づくりを進めていきたいと思います。

～自分たちの手で農業を続け、活気ある集落をつくる～

その他（水稲作業受
託及び協業による
農業生産）

移住・定住
しまんとちょう

雇用６
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農家レストラン「まほろば畑」

農家レストランのオープン時の様子 農家レストランのバイキング料理盛付け

経 緯

○農山村女性グループの交流を図り、
地域の豊富な食材を生かした料理を
提供する活動ができないか検討。

○付加価値の高い地域特産品や郷土
料理の研究・開発、地域の野菜とふ
るさとの味を広く宣伝することを目的
に、「農家レストランまほろば畑」を設
立。

取組内容

○「道の駅南国風良里」の２階カフェレスト
定休日の火曜日を利用し、まほろば畑
の女性３グループが工夫料理や郷土料
理などをバイキング形式で提供。

〇料理レシピ集を２回作成。来場者にはお
すすめレシピを配布。

○平成28年から年に１回「高校生レストラ
ン」も開催。

活動の効果

○年間約7500人の来場者があり平成29年10月には５万人を達成。南国市産野菜の認
知度アップと消費拡大により、地域の活性化にも寄与。

〇地元小学生のバイキング体験、中学・高校生インターンシップの受入や高校生レス
トランを開催し、食を通じて若い世代との連携を深めることで、郷土料理の伝承と地
産地消の推進につながっている。

応募団体からのアピール・メッセージ

高知県南国市

昔なつかしい味、ほっと安らげるおもてなしを皆様にご提供いたします。あったかほん
わか農家レストラン「まほろば畑」で皆様のご来店をお待ちしています。

南国市HP掲載 http://www.city.nankoku.lg.jp/  観光情報
高知県南国市大埇甲2301（南国市農林水産課） Ｔｅｌ：088-880-6559

なんこくし

～南国のおいしい野菜いっぱい農家レストラン～

女性・高齢者
の活躍

地元食材の
提供・活用７

ばたけ
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竹林整備の共同作業・竹の有効活用

経 緯

○少子高齢化に伴う景観の荒廃、放任竹
林の増加防止を目的に、平成23年に
「白木谷ゆめクラブ」が発足。

○平成29年に共同加工場が整備されたこ
とを機に、組織名を「白木谷ゆめファク
トリー」に改名。

取組内容

○放任竹林整備作業による景観荒廃の解消。伐採により生じた竹の有効活用の体制
が構築された。

○地域農産物の加工品開発により、農閑期にも収益が得られるようになり、地域の所
得向上に繋がった。

○商品を県外へ販路を拡大したことで、白木谷集落の認知度がアップし、地域の活性
化にも寄与している。

応募団体からのアピール・メッセージ

高知県南国市

高知県南国市大埇甲2301（南国市農林水産課） Ｔｅｌ：088-880-6559

なんこくし

白木谷ゆめファクトリー

～山々の谷間谷間に夢がある（四方竹仙人）～

竹林整備や農産物の生産・加工・販売の体制を強化し、非農家も含めた集落全体
での活性化を目指します。また、「たけのこ掘り体験」「たけのこ料理づくり体験」を展
開し、集落のファンを増やしていきます。

たけのこ・四方竹の共同加工場完成

活動の効果

○竹林の管理受委託により放任竹林を整備
し、放置竹林の解消を図る。

○竹林整備で伐採された竹はチップ化、パウ
ダー化し、孟宗竹・四方竹圃場へ還元。

○収穫されたたけのこは、ボイルや寿司、乾
燥たけのこなどで直販所を中心に販売。

○たけのこ堀り体験を通じて市内外と交流。

地元食材の
提供・活用

自然・景観・
伝統・継承

しらきだに

８
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公益財団法人三原村農業公社

収穫風景：運搬車両が乗り入れ可能 自動選果機械：青果出荷率向上、労務軽減

経 緯 取組内容

活動の効果

○公益財団法人三原村農業公社が核となりゆず栽培に取り組んだことで、職員の新
たな雇用を創出（Ｈ22年度6人⇒Ｈ30年度34人）。

○産地化に必要なゆずの作付面積の拡大（Ｈ22年度10.2ha⇒Ｈ30年度51.55ha）。
○個人選果から自動選果機による共同選果により青果出荷率が向上（Ｈ22年度1.4％
⇒Ｈ29年度23.9％）。

応募団体からのアピール・メーセージ

高知県三原村

（公財）三原村農業公社が三原村ゆず産地化の核となり、大学と連携して肥培管理
技術向上、農家所得向上、雇用創出、担い手確保につながるようがんばります。

高知県幡多郡三原村宮ノ川1271-152 Ｔｅｌ：0880-46-3240

みはらむら

～目指します！！親・子・孫がゆずで暮らせる三原村！！～

○村の振興作物「ゆず」の産地化によ
る雇用の拡大、耕作放棄地の解消
を目指し、公益財団法人三原村農業
公社が核となる取組を開始。

○作業員が一体となり肥培管理に努め、
青果中心の栽培を行う体系をモデル
的経営とし、子育て可能な農業シス
テムを目指す。

○公社中心のゆず栽培面積を拡大
○公社が研修生へ栽培技術・農業経営を指
導し、新規就農者を育成

○自動選果機導入による青果出荷率の向
上（青果率30％を目標）
○加工用ゆずの商品化と販路拡大

６次産業化 企業・地域住民・
大学との連携

鳥獣被害防止９
みは ら む ら
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さかわの地乳プロジェクト推進会議

ぢちちトラック 佐川高校生と共同開発したぢちちプリン

経 緯

○牛乳の消費低迷のなか、酪農家
と乳業会社が地元の酒造社長と
デザイナーに相談。

○地酒・地鶏・地ビールがあれば
「地乳（ぢちち）」があっても良いの
ではとのアイデアから、酪農振興
のみならずまちづくり・観光とも連
携した取り組みを目指した。

取組内容

○県の事業を活用し、統一したパッケージデ
ザインを作成。

○地乳を使った加工品を開発。「さかわの/地
乳/ぢちち」で商標登録しブランド化。地乳商
品の認定制度により26の商品を認定。

○佐川高校生と協力し、新商品（ぢちちプリ
ン）を開発。

活動の効果

○パッケージデザインの一新やユニークな「地乳」のネーミングにより、佐川の牛乳の
知名度が上がり販売量が増加。

○地元素材の地酒、茶、紅茶、しょうが等との新たなコラボにより６次産業化に発展。

○地乳の取組により、生乳の出荷量が増え、生産者、製造加工品業者、関連事業所の
所得向上につながった。

高知県高岡郡佐川町甲1650-2（佐川町商工会） Ｔｅｌ： 0889-22-0053

応募団体からのアピール・メッセージ

高知県佐川町

地乳の最大限の魅力である「地元の生乳のみで製造した牛乳」という点をより効果的にＰＲし、売
上を伸ばすことによって、酪農家・乳業会社・商店街の連携を強化し、地域活性化に繋げたい。

～地元のお酒は地酒、地元の牛乳は地乳（ぢちち）～

ぢ ち ち

企業・地域住民・
大学との連携

地元食材の
提供・活用

さかわちょう

６次産業化10
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株式会社れいほく未来

ブランド米の生産 土佐あかうしの飼育状況

経 緯 取組内容

活動の効果

○作業受託による高齢農家や兼業農家の労力補完で、耕作放棄地の防止や農地保
全に寄与。

○土佐あかうし優良雌牛を導入し、子牛が高値で取引されるようになった結果、繁殖
農家の増頭に向けた機運が高まり、規模拡大と親元就農が促進。

〇県内外の研修生を受け入れ、雇用就農、新規就農者を創出。

応募団体からのアピール・メッセージ

高知県土佐町

明るい農業の未来と地域貢献を経営理念とし、住みよい地域と豊かな社会づくりに

取り組み、地域社会とともに成長します。雇用の創出や農地の保全により産地を維持
し、地域農業の担い手として地域を守り育てます。

高知県土佐郡土佐町土居70-1 Ｔｅｌ：0887-82-1677

とさちょう

～高齢農家の営農サポート～

企業・地域住民・
大学との連携

女性・高齢者
の活躍

○担い手の高齢化や後継者不足に加
え、農業資材の高騰や販売価格の
低迷など経営環境が厳しくなり、耕
作放棄地の拡大による地域農業の
衰退が危惧。

○生産農家の作業補助を行うことで、
今後も安心して農業に取り組むこと
ができる体制支援のためのＪＡ出資
法人として設立。

○有休ハウスや農地を借り受け自ら野
菜・水稲を栽培するほか、高齢農家の
基幹作業を受託し作業を軽減。

○農業研修生を受け入れ担い手を育成。
〇米粉の商品開発や販路拡大に取り組
み、農業所得の向上とブランド化を推
進。

〇土佐あかうしの一貫経営による畜産振
興に寄与。

11
みらい

- 18 -



汗見川活性化推進委員会

平成20年５月から旧小学校を宿泊施設として運営 汗見川に大勢の人が集まる川遊びイベント

経 緯

○昭和47年に、地域を流れる汗見
川を美しくする会を結成し、次世
代につなぐ景観づくり、人づくりを
実施。

○平成13年より、過疎・高齢化や鳥
獣被害が進む中、地域住民が地
域の継続と活性化を目指した交
流事業や景観活動を開始。

取組内容

○植栽伐採による河川沿いの景観整備やツ
ツジツアー、地域運動会などを実施。

○廃校活用の体験宿泊施設「汗見川ふれあ
いの郷清流館」でのソバ打ち、ピザ焼きなど
の農林業体験、都市農村交流、景観づくり
活動などを実施。

○移住者、地域の女性等によるシソを活用し
たアイス、ドリンクの商品化。

活動の効果

○地域拠点の「清流館」は、高知県で集落活動センターの第１号として開設、６集落
の連携や次世代リーダーの育成に結びついている。

○新たな特産品の開発、その開発を担う女性グループの発足、農山村体験指導者
の育成等により担い手が増加し、活動が活性化した。
○高校・大学との連携、地域外団体との協働により魅力ある地域づくりが推進。

応募団体からのアピール・メッセージ

高知県本山町

地域では、清流館を拠点に都市農村交流・商品化の推進で地域ビジネスづくりを進
めるとともに、健康講座・運動会など地域でのコミュニティ活動で流域住民参加による
地域の総合力を推進し、取組が継続する地域を目指しています。

高知県長岡郡本山町瓜生野456番地 Ｔｅｌ：0887-82-1311

もとやまちょう

～地域の拠点清流館で継続する地域づくり！～

その他（地域で持続
可能な地域づくり）

女性・高齢者
の活躍

地元食材の
提供・活用

あせ み か わ

12
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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13 移住・定住

きたがわむら
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西佐古みどりの会

アジサイの植栽の維持管理活動 見事に咲くアジサイ

経 緯

○平成21年６月に地元自治会を中心と
して「西佐古みどりの会」を設立し、
農村環境保全の一環として景観形
成・生活環境保全活動の取り組みを
開始。

○農業者・地域住民・団体が一緒と
なった体制をつくり、農地維持・地域
資源の向上に取り組む。

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

高知県香南市

開花中の６月には、1.2㎞に及ぶ約19,000株のアジサイを、地元だけでなく県内外か

ら多くの愛好者が観賞に訪れます。家族連れや友人の方と一度のんびり歩いてみま
せんか？

高知県香南市野市町西佐古534 Ｔｅｌ：0887-56-2233

こうなんし

～地域住民が一体となった農村環境づくり～

○前年度３月に点検活動を実施し、結果
に基づき年度活動計画を策定。農用
地・水路・農道・ため池の草刈り及び水
路・側溝の泥上げを実施。

○毎年３回（５月･７月･10月）、自治会が
中心となり、地域住民と連携したアジ
サイの植栽・剪定・草刈り・清掃等、き
め細やかな活動で景観形成に貢献。

○地元の農業者だけでなく土地持ち非農家や地区の団体と協力して農道・水路の草
刈り等の維持管理を行うことで地域の団結力が深まる。

○農村環境保全活動によるアジサイの植栽活動により地域住民との交流も図られる
など、高齢化で厳しい状況である集落にとって明るい希望を与えた。

○アジサイの植栽が地域の観光スポットになるなど地域内外の住民の交流の場が
広がり、地域の活性化に繋がる。

に し さ こ

自然・景観・
伝統・継承

14
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大屋敷四万十のしずく生産者組合

金網柵設置勉強会 取組事例発表

経 緯

○獣害により生産意欲が減退する中、
県、市役所、関係機関と一緒に野生
鳥獣に強い集落づくり事業の説明会
や被害状況調査を実施。

○「なんとか集落全員で被害を無くそう、
自分達の集落は自分達で守ろう」と
活動を始動。

取組内容

活動の効果

○集落全体で捕獲や防護柵の設置といった活動を行った結果、鳥獣による被害はほ
ぼゼロに。

○生産者組合の設立により地産外商に注力。山菜・野菜・果樹・米に加え川エビ・鮎・
鰻・猪肉なども販売し、組合員の励みとなる。

応募団体からのアピール・メッセージ

高知県四万十市

野生鳥獣に強い集落を作るには、被害状況の把握や環境整備、地域住民同士の協力、各

関係機関や鳥獣被害対策専門員との連携が不可欠です。個人では困難なことも集落で団結
すれば可能になります。鳥獣被害対策は地域づくりです。地域が一つになって取り組めるよう
働きかけています。

高知県四万十市竹島4294－1（ＪＡ高知はた幡東営農センター） Ｔｅｌ：0880-31-5301

しまんとし

～野生鳥獣に強い集落づくり～

○「漁網で獣害０」をキャッチフレーズに集
落全員で漁網を設置した結果、被害は
激減。

○平成27年８月に大屋敷四万十のしずく
生産者組合を設立し、地域の特産農水
産物を個人向けの他、東京都内の飲食
店やスーパーに出荷。

鳥獣被害防止
地元食材の
提供・活用

お お や し き し ま ん と

女性・高齢者
の活躍

15
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