
株式会社 魚の屋

経 緯 取組内容

○９８人の漁師（隠岐の島４島５１名、大田市
周辺４７名）が参画し、天然わかめの刈りと
り、加工者７４名が茎と葉、メカブへの選別と
ボイル塩漬けを行い、計１７２名が天然わか
め漁に携わる。引退した漁師が新たに参加
しており、漁師の最高齢は９２歳。

○わかめを茎と葉に分ける処理を１３ヵ所（７５
名）の障がい者施設に委託している。

〇社内「夢工房」では、一人暮らしの老人２４
名にマイペースで作業をお願いしている。

活動の効果

〇天然わかめを刈りとる漁師へ漁期中（３～５月末）は、平均４３万/月の所得をもたら
し、年金受給者には特に喜ばれ、生きがいになっている。
○障がい者施設への加工賃受託単価を通常の約2倍に設定し、施設から感謝される。
〇一人暮らしの老人が社内「夢工房」で作業することにより、安否確認に繋がっている。
〇離島（隠岐の島）に８ヵ所の加工場があり、離島地域の産業化に寄与している。
〇天然わかめ使用の商品は手作りでストーリー性があり、全国のバイヤーが注目。

大田市静間町 Ｔｅｌ： 0854-84-8021

応募団体からのアピール・メッセージ

島根県大田市

～天然わかめ漁がもたらす地域の活性化～

うおのや

６次産業化
おおだ

７

天然わかめを採取している姿 障がい者施設での作業の様子

〇島根県の食文化の板わかめの衰
退に伴い天然わかめ漁も衰退した。
国内市場１％の天然わかめを使
用した新製品の開発（スープ等）し、
天然わかめ漁を復活させることで、
休業している漁師たちの所得の向
上にもつながり、漁師、地域、当社
の３者が活性化できるとの思いか
ら活動が始まった。

農福連携
高齢者の
活躍

漁師・障がい者施設・地域の人たちと協力し、高齢者の生きがい、農福連携など地域
活性化に大きく貢献している。また、天然わかめ漁の復活により、磯焼け回避の効果も
期待できるなど、多様な可能性を秘めた取組である。
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農事組合法人 のきの郷

キャベツの出荷調製作業

収穫したトマト

経 緯

○平成２５年４月に経営の安定化を
図るため法人化へ移行し農事組
合法人「のきの郷」を設立。設立
当初の営業利益は大幅な赤字続
きで国の作付交付金で法人経営
を運営。このため、営業利益の黒
字化を合言葉に事業の多角化と
雇用創出への取組みを企画部中
心に行っている。

取組内容

活動の効果

○法人立ち上げ時に、地域の若い世代や未来のためにどうすれば良いかを徹底的に
議論し、課題を一つ一つクリアした結果、営業利益の黒字化を達成することができた。

○法人化後も、法人のホームページを立ち上げたり、組合員向けの広報誌「千町田」を
定期発行するなど、地区内外へ積極的な情報提供ができた。また、組織に新規導入
作物の検討や他団体の情報収集等を行う「企画部」を新たに設け、法人経営だけで
なく、地域の将来を見据えた検討に力を入れている。

島根県安来市利弘町922-3 Ｔｅｌ： 0854-22-2580

応募団体からのアピール・メッセージ

島根県安来市

ブドウとイチゴの観光農園を導入し、近郊の消費者と直結したブランド製品の確立、
雇用就農者とU・Iターン者の受け入れを目指し、地域のさらなる活性化と農業の競争
力強化を図りたい。

～地域の活性化と雇用の創設及び経営の黒字化～

さ と

やすぎ

８

○外部への支出抑制の為、平成２９年に乾燥
調製施設と製品保管倉庫の２棟を建設した。
製品出荷後は、野菜出荷調製施設として有
効活用。

〇農閑期には、キャベツ（秋冬型）を契約栽培
し、鉄コンテナによる出荷で、出荷時のコス
ト削減。

〇女性や高齢者により、軽量なトロ箱でトマト
栽培を行い、独自の栽培方法「やなぎ仕立
て方式」で収穫量増加。

農林漁業 農村文化体験

キャベツの鉄コンテナに
よる出荷
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永田集落農地・水保全管理活動組織

水田の水面に写るシバザクラの花絨毯 小学生を交えたシバザクラの植栽活動

経 緯

○山間地域に位置しており、棚田状
となった農地は畦畔面積が大きく、
草刈作業の省力化が大きな課題。

○共同活動参加への意欲向上と、
次世代の担い手確保も集落の課
題。

○上記課題解決に向け、平成２４年
度に活動組織を設立し、多面的機
能発揮促進の活動を開始。

取組内容

○畦畔等の草刈作業の省力化を図るため、
平成２８年度から畦畔にシバザクラ植栽、
平成２７年度からは農道法面に花桃を植栽
し、これまで７，０００㎡を超える植栽を実施
した。現在では集落内の若い世代の積極
的参加や比田小学校の体験学習にも取り
入れられている。

○平成２８年度から「シバザクラ祭り」を継続し
て開催。県内外から来客者が増加し、本年
は３，０００人を超えるイベントに成長。

活動の効果

○植栽活動は、畦畔の草刈作業の省力化のみならず、水稲害虫被害の減少、水田へ
の土砂流入防止、加えて希少生物の保護効果も得ている。

○共同作業は、住民間の対話や協調性、思いやりが一層醸成され、特に女性の積極
的参加により、集落の活性化と景観美化の意識高揚につながっている。

○「シバザクラ祭り」は集落の枠を超えた活性化に弾みをつけ、集落から流出した子育
て世代が、次世代の担い手として活動に参画する契機となっている。

永田集落農地・水保全管理活動組織 代表 Ｔｅｌ：0854-34-0336

『花桃とシバザクラが咲き乱れる里～今日もえーひだ～』をスローガンに、地域の全
住民が「毎日がいい日だ」と思える地域づくりを念頭におき、永田集落の取組を比田地
区全体に波及させ「島根県で一番の里」を目指していきたい。

応募団体からのアピール・メッセージ

島根県安来市

～花桃とシバザクラが咲き乱れる里～

な が た

自然・景観
の維持

やすぎ

９ 伝統の継承
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特定非営利活動法人 眞知子農園

通園者、ボランティアによる野菜の定植

旬の食材を使った
”おかんしょランチ“

経 緯

○当農園は有機農業を営む傍ら、
中海やこれに注ぐ伯太川の水質
浄化等の環境保全活動を行って
きた。

○一方で、生きづらさを抱えた若者
達が目立ちはじめ、悩みを持つ人
たちが農園での作業体験や手作
りの食を通じた体験の中で生きる
ために必要な力を養える支援を行
うようになった。

取組内容

活動の効果

○有機農業は、害虫や雑草を農薬の力で排除するのではなく、土の中の生き物や草を
含めた畑の生き物が皆共存する働きのなかで野菜などを育てている。農園の野菜
作りの理念は人間社会のあり方にも通じ、人の個性や特徴を理解し活躍の場面を見
つけることで、「居場所」となっている。収穫した農産物は、近隣へ出荷。若者達１０
数人、特別支援小学校の農業の場となっている。

島根県安来市宇賀荘町２４ Ｔｅｌ： 0854-22-6460

応募団体からのアピール・メッセージ

島根県安来市

福祉事業は悩みを抱えた人達の「居場所」作りになっているが、これに満足するので
なく農業等への社会参画に繋がる支援体制を確立したいと思っている。

～有機の野菜作りで人と食を再生～

まち この う えん

農福連携
やすぎ10

〇年間を通じ野菜類を、農薬や化学肥料を
使わず生命力のあふれた土を作り、下流
域の水質を汚さないように栽培している。

〇不登校の児童･生徒、悩みを抱えた者、社
会に出にくい若者達を受け入れ、農園作
業や食堂給仕に携わる中でコミュニケー
ション力の獲得や社会で生きる上で必要
な力を養っている。

〇「畑食堂」は農作業で汗をかき、この後、ラ
ンチを作り農園内で食事をする取組。

農林漁業 農村文化体験

畑食堂は農作業後に手
作り料理を味わう
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○人口減少への歯止めが喫緊の
課題であった跡市地域では「農
地を守る」ことを目的に平成１９
年度に「跡市環境保全組合」を
設立。
○これまでコミュニティ単位で行
われていたが２０集落の広域
組織とし、これにより地域ぐる
みの活動を展開するとともに運
営の効率化を目指した。

跡市環境保全組合

経 緯 取組内容

○地域の農地や農業用施設の維持管理及び
機能向上を図る。
○児童へ地域の農村の伝統文化である「花
田植え」の伝承を行う。
○「森のようちえん」と連携し、農業体験として
「綿摘み体験」の活動を実施。
○同地域で構成する「跡市地区まちづくり協
議会」と地域の両輪となり、地域の将来を考
える「ワークショップ」を開催している。

活動の効果

○「跡市田植え囃子」の活動は、近年、地域外からも参加があるなど、年々、来訪者が
増加 し、盛大に開催されている。また、「田植え囃子」や早乙女さんの所作の練習は、
児童や若年層と中高年者との交流の場となるなど伝統文化の継承と共に農村コミュ
ニティ強化に繋がっている。

○「ワークショップ」では参加者全員で跡市地域の将来を「農地保全」の面から考える絶
好の機会となっている。

島根県農地・水・環境保全協議会 事務局 Ｔｅｌ： 0852-32-4141

応募団体からのアピール・メッセージ

島根県江津市

現在の住民を地域に定住させ、更に子ども達が将来、住みやすい環境づくりを目指
し、環境整備などの活動や地域ぐるみで楽しく取り組める活動を継続して実施する。

～「農地を守る！！」～

あといち

伝統の継承
ごうつ

早乙女さんの花田植えの風景

「ワークショップ」での話し合い

教育機関との
連携

田植え囃子の様子

11
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中野の里づくり委員会「笑んがわ市」

５０品のレシピ本。地域内外で７００冊完売。 憩いの広場（お茶のみサロン）

経 緯

○中野地区最後の商店となるＪＡ中
野支店が平成２２年１０月に閉鎖。

〇地元有志（主に女性）が声を揚げ、
空き店舗を利用した産直＋憩いの
広場（サロン）を提案。

〇笑（え）んがわ市運営委員会を立
ち上げ、平成２３年６月２３日に
オープン。

取組内容

○毎週木曜日、朝１０時から昼２時まで産地
直売所と住民等が集う憩いの広場を運営。

〇人口約５２０人、高齢化率４７．０％という当
地区。その中で特に高齢の方が「笑んがわ
市」に来店し、１日平均の来場者数は約４５
人（うち地区の方は２／３）。

〇今年で８年目を迎え、地域内外からお客様
が多く来られ、季節に応じてイベントも開催。

〇懐かしい味を伝えたいという思いの詰まっ
た［笑顔のレシピ］本を製作・販売。

活動の効果

〇地域内外の交流が深まったほか、直売所の開設により高齢の方が野菜づくりをする
生きがいとなっている。

〇野菜生産においては家族も協力するようになり、また、地区外からも視察などに来ら
れ、住民の皆さんが身内を迎えるような明るくオープンな性格になった。

〇お茶のみサロンの後に「中野長寿体操」をし、介護予防につながっていると感じてい
る。

雲南市三刀屋町中野375-2 Ｔｅｌ：0854-45-2795

応募団体からのアピール・メッセージ

島根県雲南市

～笑顔でつながる地域の輪！中野笑んがわ市～

え ん が わ い ち

高齢者の
活躍

うんなん12

同じような悩みを抱えている方々、何かしら地域にあった活動で田舎を残していくよ
う一緒に頑張っていきましょう。

な か の
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川西２１世紀里づくり委員会

そばオーナー全員集合 そば打ち体験

経 緯

○高齢化等により、集落の衰退や横
田開拓農地の一部荒廃が課題と
なっていた。

○集落の活性化と荒廃農地を再生
するため、平成１２年１月に集落
全員からなる「川西２１世紀里づく
り委員会」を設立した。

取組内容

○銀杏拾いや、そば打ち体験など、農業・農
山村文化体験を都市住民に提供。

○都市住民との交流を促進するため、そば
オーナー制を実施し、荒廃した開拓農地の
再生に貢献。

〇水車挽きによる製粉作業を行い、そば打ち
を実施。

活動の効果

○１８年間の継続した交流活動により累計交流人数は３，３００人を超え、大きな成果と
町からも認められ、地元の特産である「仁多米コシヒカリ」を求める方が増加するな
ど、集落の活性化につながっている。

〇そばオーナー制度により荒廃農地の減少はもとより、様々な場面で集落内の行動力、
団結力が活動開始前に比べ格段に高まっている。

島根県仁多郡奥出雲町下横田993-2 Ｔｅｌ：0854-52-3501

応募団体からのアピール・メッセージ

島根県奥出雲町

２連水車の突き臼で挽いたそばは、粘りがあり腰が強いためお客様から「こんなおい
しいそばは初めて食べた」と好評。水車挽きの美味しいそばを是非食べに来て下さい。
そして、「東の魚沼、西の仁多米」と高い評価を得ている「仁多米コシヒカリ」もどうぞ。
お待ちしています。

～そばオーナー事業による都市住民との交流～

かわにし

農林漁業、
農村文化体験

おくいずも13 環境保全・
景観保全

田舎と都市
住民との交流
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頓原公民館

どんぐりデイズ（小学生通学合宿） とろへい・藁馬作り

経 緯

〇若者のふるさと離れ、少子高齢化・
人口減少によるコミュニティの希薄
化が進んでいた。

〇自治意識の高揚、伝統文化の継
承といった地域が抱えている課題
を解決する必要があった。

〇公民館は地域の生涯学習拠点とし
て最適な単位として、課題解決の
ための事業に取組。

取組内容

〇小学生、中学生を対象に通学合宿など体
験活動を通じ家庭、地域の良さを認識する。

〇地域の将来を担う青年層による自主的な地
域活性化事業の支援を行う。

〇地域コミュニティの場として「はない茶屋」を
開設。高齢者の安否確認、情報提供、健康
管理の場として機能。

〇子ども達が福を運ぶ新春の民俗行事「とろ
へい」を実施。友好姉妹都市の小中学生と
地元小学生合同で、祭りを盛り上げている。

活動の効果

〇子どもを対象とした事業等を充実させたことにより、地域から公民館の存在意義も高
まった。

〇小学生からの活動参加者が成人し、自主的な地域活性化活動に発展した。
〇「はない茶屋」は民間有志の自主運営に移行し、町内数カ所に増設。

島根県飯石郡飯南町頓原2212-3 Ｔｅｌ：0854-72-0980

応募団体からのアピール・メッセージ

島根県飯南町

子ども対象事業として平成９年から行っている「頓原探検隊」は、今年で２３期を迎えた。
今ではその探検隊のＯＢ、ＯＧが自主的に地域活性化のため、活躍してくれている。

頓原公民館も、更に地域住民とのつながりを深め、今以上に必要とされる公民館を目
指したいと思っています。

～公民館は地域活性化の拠点～

とんばら

いいなん14 環境保全・
景観保全

若者・学生
の活躍
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特定非営利活動法人 別府安心ネット

経 緯 取組内容

○移動支援事業：公共交通空白地域・福祉運
送（高齢者の移動サポート等）に係るドア・
ツー・ドアの送迎を実施。

○生活支援事業：地域で有志を募り「てご隊」
（てご＝手伝う）を結成し、高齢者を対象に
草刈等の農作業や除雪等を支援。

○介護予防・日常生活支援総合事業：美郷町
の委託事業として、通院の付き添いや受付
対応、買い物代行や室内清掃などを支援。

活動の効果

〇設立後７年が経過し、地域住民の生活支援組織として定着した。
○地域高齢者からの利用数が増加傾向にあり、高齢者対策・環境保全活動として大き
く寄与し、高齢者の暮らしの一躍を担っている。

〇移動支援（送迎）及び生活支援事業は、先進的な取り組みで全国各地からの関心が
高く、視察が増加し、講演依頼も多くなっている。
○介護予防・日常生活支援事業に多数の利用者が有り、地域の活性化に寄与している。

美郷町別府地区 Ｔｅｌ： 0855-75-0006

応募団体からのアピール・メッセージ

島根県美郷町

移動支援・生活支援（各種作業）等、これまで手掛けてきた事業を地道に行いつつ、
今後は、「小さな拠点」運営として産直市運営や６次産業化にも取り組んでいきたい。

～地域の生活弱者の拠り所～

環境保全・
景観保全

みさと15

ドア・ツー・ドアでの送迎 「てご隊」による高齢者住居周辺の草刈り

〇平成２１年より自治会の活動として、
地域の生活弱者（高齢者や障がい
者）の移動支援（交通）や農作業、
除雪等の生活支援に取組んできた。
〇活動に携わる地域おこし協力隊の
任期終了を契機にＮＰＯ法人を設
立し、地域の全世帯に会員になっ
て頂き、“地域全体の事業”として
活動を継続することとなった。

移住・定住
その他

（福祉活動）

べ っ ぷ
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熊見地域アグリネット

水路の補修作業 自慢のヒマワリとカメラマン

経 緯

○高齢化や人口減少、後継者不足、
鳥獣被害等により農地の耕作放
棄が進行している。

〇代々受け継がれてきた大切な農
地と美しい農村景観を後世に引き
継ごうと平成１９年度に当組織を
設立し、農地維持、景観保全に取
り組んでいる。

取組内容

活動の効果

○農地維持、景観保全の活動は農地・水路等地域資源の保全管理や農
業の継続はもちろん、地域コミュニティとしての役割も果たしている。

〇ヒマワリや菜の花の開花時期には県内外から見学者やカメラマンが
多数訪れる観光スポットとなっている。

〇「沢谷の地あぶら『銀の香』」は、ＰＲ産品として地域ブランドとなりつつ
ある。ふるさと納税の返礼品としても検討中。

応募団体からのアピール・メッセージ

島根県美郷町

平成２６年度から取り組んでいるヒマワリや菜の花の植栽は、

美しいふるさとを後世に引き継ぐため、遊休農地だけでなく、
道路沿いにも植栽し、景観保全を一層進めていきたい。

～「ヒマワリと菜の花がみんなの自慢」～

く ま み

鳥獣被害
防止

みさと 環境保全・
景観保全

〇農地や道水路周辺の草刈りや水路の補
修等を農業者と地域住民が共同で実施。

○耕作放棄地に環境保全のためヒマワリ、
菜の花を植栽。収穫した種は、連合自治
会で食用植物油に加工し「沢谷の地あ
ぶら『銀の香』」として地元の祭で販売。

〇猪被害対策として侵入防止柵、捕獲檻を
設置し、捕獲した猪は「おおち山くじら
（猪肉の加工）」の原料に提供し、町が推
進しているジビエの利用促進にも貢献。

『銀の香』
ぎん か

みさ坊
美郷町マスコット
キャラクター

ヒマワリ
が綺麗だ
ブヒ

島根県農地・水・環境保全協議会 事務局 Ｔｅｌ： 0852-32-4141
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株式会社 おおち山くじら

（株）おおち山くじらスタッフとイノシシ肉加工商品 地域の女性部による革製品の製作

経 緯

○山林面積が約９割を占める美郷
町では、「イノシシ」による農作物
被害が深刻化。

〇厄介者であったイノシシを地域振
興の視点で捉え、農家自ら狩猟
免許を取得し、加工処理・ジビエ
販売を担う組織として前身の「お
おち山くじら生産組合」を設立。
平成２９年９月には更なる体制強
化のため株式会社化。

取組内容

活動の効果

○コラボ商品の開発等により、幅広く消費者から指示を受け、ジビエ商品の売り上げ
は順調に伸びている。

○イノシシによる農作物被害は年々減少。
○スタッフの大半は他地域からの Ｉ ターン者であり、若者の就労の受け皿となっている。
〇イノシシの皮を使った手縫い革製品の制作は、高齢者の「生きがい」になっている。
〇マスメディアに取り上げられる機会も多く、視察者数や講演依頼も増加している。

島根県邑智郡美郷町乙原363 Ｔｅｌ： 0855-75-0887

応募団体からのアピール・メッセージ

島根県美郷町

～「山くじら」と共に生きる～

ジビエ
みさと17 移住・定住

〇町内で捕獲されるイノシシの約７割を集
約し「おおち山くじら」という地域ブランド
産品として確立し、全国へ販売展開。

〇ポトフやカレーなどの６次産業化やイノシ
シの内臓は、ペットフード商品の原料な
どに活用。

〇次世代を担う子供たちへ自然との共存・
共栄の大切さを伝える食育活動を実施。

○革製品の制作により、女性・高齢者活躍
の場の創出。

６次産業化

「山くじら」をツールとして地域住民が主役となり、中山間地域の活性化に取り組んで
います。今後は、多くの人・もの・かね・情報が美郷町に集まる環境の場づくり、鳥獣対
策版シリコンバレー、いわゆる「美郷バレー」構想を展開します。

　 　　-26-　　


