


発刊にあたって

「ディスカバー農山漁村（むら）の宝」は、内閣
官房及び農林水産省が、「強い農林水産業」、「美
しく活力ある農山漁村」の実現のため、農山漁村の
有するポテンシャルを引き出すことにより地域の活
性化、所得向上に取り組んでいる優良な事例を選定
し、全国への発信を通じて他地域への横展開を図る
もので、今年度（平成30年度）で５回目となります。

また、平成２９年度より中国四国農政局では、応
募のあった地区の中から、他の地域の参考となるよ
うな優良な事例を、「中国四国農政局『ディスカ
バー農山漁村（むら）の宝』」として選定すること
としました。

これら選定地区の優良事例について、中国四国地
域での「農山漁村（むら）の宝」として広く情報発
信し、横展開を図る参考として紹介するため、平成
２９年度及び３０年度の選定地区の事例集を作成し
ました。
各地域において参考にしていただき、農山漁村や

農林漁業への関心を深めていただくきっかけになれ
ば幸いです。

※「ディスカバー農山漁村（むら）の宝」の情報は、中国四国農政局のホーム

ページ（下記URL）をご覧ください。

http://www.maff.go.jp/chushi/nouson/kaseika/discover.html

平成31年３月

中国四国農政局農村振興部
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平成２９年度

全国選定地区
地方選定地区
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① 2017115 鳥取県 若桜町 わかさ２９工房 ジビエ
「食」の提供・
活用

鳥獣被害防止 Ｐ４

② 2017202 島根県 飯南町 飯南町注連縄企業組合 伝統・継承 インバウンド ６次産業化 Ｐ５

③ 2017509 山口県 山口市 株式会社Ａｒｃｈｉｓ 輸出 伝統・継承 女性の活躍 Ｐ６

④ 2017614 徳島県 美波町 「四国の右下・魅力倍増」推進会議 観光
「食」の提供・
活用

－ Ｐ７

⑤ 2017617 徳島県 三好市 大歩危・祖谷いってみる会 国内観光 インバウンド 自然・景観 Ｐ８

⑥ 2017921 高知県 日高村 日高村オムライス街道推進プロジェクト
「食」の提供・
活用

子ども（教育・
体験）

地産地消 Ｐ９

① 2017105 鳥取県 八頭町
大江ノ郷自然牧場グループ
有限会社ひよこカンパニー

農泊
子ども（教育・
体験）

６次産業化 Ｐ１０

② 2017112 鳥取県 日南町
株式会社日南シルクファーム及び
日南物産株式会社

６次産業化 地産地消 定住・促進 Ｐ１１

③ 2017211 島根県 大田市
おおだ一日漁推進協同組合
（※Ｈ30全国選定地区）

伝統・継承
子ども（教育・
体験）

「食」の提供・
活用

Ｐ１２

④ 2017216 島根県 出雲市 窪田ふるさと会 自然・景観
子ども（教育・
体験）

６次産業化 Ｐ１３

⑤ 2017302 岡山県 岡山市 農業生産法人（有）岡山県農商 雇用 医療・福祉 － Ｐ１４

⑥ 2017311 岡山県 美作市 里山デイズ 農泊 伝統・継承 国内観光 Ｐ１５

⑦ 2017316 岡山県 早島町 早島農業体験協議会 伝統・継承 インバウンド 定住・移住 Ｐ１６

⑧ 2017402 広島県 世羅町 世羅高原6次産業ネットワーク 農泊 ６次産業化 女性の活躍 Ｐ１７

⑨ 2017406 広島県 三次市 川西自治連合会 農林業体験 地産地消 － Ｐ１８

⑩ 2017501 山口県 周南市 大道理夢求の里交流館 自然・景観 定住・移住 女性の活躍 Ｐ１９

⑪ 2017618 徳島県 三好市 河内谷土地改良区 自然・景観
子ども（教育・
体験）

農業遺産
の保全

Ｐ２０

⑫ 2017703 香川県 三豊市 大地と語り合う会 ６次産業化 地産地消 女性の活躍 Ｐ２１

⑬ 2017704 香川県 観音寺市 五郷里づくりの会 自然・景観
「食」の提供・
活用

国内観光 Ｐ２２

⑭ 2017807 愛媛県 西予市
企業組合遊子川ザ・リコピンズ
（※Ｈ30全国選定地区）

「食」の提供・
活用

６次産業化 女性の活躍 Ｐ２３

⑮ 2017817 愛媛県 西条市 丹原もぎたて倶楽部 伝統・継承
子ども（教育・
体験）

６次産業化 Ｐ２４

⑯ 2017911 高知県 土佐町 いしはらの里協議会
子ども（教育・
体験）

地産地消
「小さな
拠点」づくり

Ｐ２５

⑰ 2017914 高知県 三原村 公益財団法人三原村農業公社 雇用 定住・移住 － Ｐ２６

※ 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。

（注）　「四国の右下・魅力倍増」推進会議は、県南地域の１市４町（阿南市、那賀町、美波町、牟岐町、海陽町）で構成

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４回選定）　応募団体　一覧　（H29地方選定）

Ｎｏ. 選定地区 参加証コード※

「ディスカバー農山漁村（むら）の宝」（第４回選定）　応募団体　一覧　（H29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
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応募団体位置図（H29全国・地方選定）
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わかさ29工房

首都圏や県内など、全国へのジビエ普及 首都圏シェフとの交流を通じ、安心安全なジビエをPR

経 緯

○鳥獣害対策として捕獲した鹿等の
多くは埋設などにより処理していた
が、廃棄される鹿等を有効活用する
ため、平成24年度にジビエ解体処理
施設を建設し平成25年度から稼働。
○若桜町と隣接する八頭町で捕獲
された鳥獣を含め里山の恵みとして
特産化を推進。

取組内容

○ジビエの消費拡大
首都圏・関西圏レストラン約100店舗、鳥取県

東部約20店舗等、県内外高級レストラン等へ
提供。

○平成29年６月 鳥取県版HACCPを取得。
シェフや他の処理施設管理者に対する解体処
理研修等を実施。

○全頭受入。保冷車による集荷等で猟師の負担
軽減。ジビエで提供できるものを厳選し、それ
以外は販売、販路の確保により有効活用を
図っている（ペットフード、骨、皮等）。

活動の効果

○処理頭数、解体処理率が大幅に増加（H26年→H28年で約７倍）
処理頭数：263頭（H26）→1,857頭（H28）、処理率（若桜町）：5.6%（H26）→34.8%（H28）
○首都圏や県内など、全国へのジビエ普及

首都圏・関西圏レストラン約100店舗へ提供、県内スーパーで鹿肉の通年販売が始ま
る。近隣の道の駅、鹿革製品等の販売店、レストラン等と連携しジビエ関連産業を創出。

鳥取県八頭郡若桜町若桜999-1 Ｔｅｌ： 0858-71-0429

応募団体からのアピール・メッセージ

鳥取県若桜町

にく

鳥獣被害防止ジビエ
わかさちょう

１ 「食」の提供・
活用

～里山の命をいただき農村の宝にかえる～
むら

ディスカバー農山漁村の宝第４回選定地区（ジビエ）。平成29年、鳥取県版HACCPを取
得し、高品質のジビエを全国に提供。ジビエ利活用の先進地域として、後継者の育成・
研修生の受け入れ等にも力を入れている。
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飯南町注連縄企業組合

しめ縄づくり体験の実施 外国から観光客のみなさん

経 緯

○伝統的に行われてきた「しめ縄づく
り」が担い手の高齢化により技術の
伝承が困難になった。

○地域の宝とも言える大しめ縄製作を
はじめとする「しめ縄文化」を伝承す
るため活動を開始。

取組内容

○企業組合を結成し、伝統の大しめ縄の
製作とＰＲ。「作り続けること」が伝統の
技の継承と考え、雇用の場を創出。

○大しめ縄の制作現場を一般に公開し、
しめ縄づくりの体験メニューも提供。

○大しめ縄の生産は年々拡大し、取引を
世界に広げるのに伴い、転作作物とし
て、しめ縄用稲わらの生産拡大。

活動の効果

○「出雲大社平成の大遷宮」とあいまって出雲大社の大しめ縄の製作活動も多方面
から注目され受注も増加。伝統文化を活かしながら、地域における雇用の場を創設。
○若い世代への貴重な伝統文化の継承と、飯南町への観光客誘致に貢献。
○大型店等、神社以外からのしめ縄の受注が増加した。

島根県飯石郡飯南町花栗54-2 Ｔｅｌ：0854-72-1017

応募団体からのアピール・メッセージ

島根県飯南町

この地で培われてきた、しめ縄づくりの伝統を受け継ぎ、日本一といわれる出雲大
社の大しめ縄のほか、全国各地の神社のしめ縄を制作しています。

～世界に誇る大しめ縄づくりの伝統を未来へ～

いいなんちょう

い い な ん ち ょ う し め な わ

インバウンド伝統・継承00 ６次産業化２

- 5 -



株式会社 Ａｒｃｈｉｓ

ヴィンテージライスワイン“夢雀”（むじゃく）

経 緯

○山口市阿東に古民家再生のモデ
ルとなる「旧山見邸田楽庵」を立ち
上げ、地域活性化のため米作りを
開始。

○世界に通用する高級ワインのよう
な日本酒ができないかと考え、プレ
ミアムな日本酒をつくり、世界に発
信することで、日本の１次産業の活
性化を目指す。

取組内容

○地域活性化のために始めた米づくりと
名水百選の水を活かし、日本酒を醸造。

○世界の富裕層に認められるためのブラン
ド戦略により世界へ発信。

○付加価値を高めるためプレミアム感の創
出。

○古民家を地域のコミュニケーションの拠
点として再生。

活動の効果

○「プレミアムヴィンテージライスワイン」として、海外展開。
○1本（750ｍｌ）の日本酒がドバイでは６０万円、香港では２０万円で取引。
○酒米をつくる農家の収益の向上につながった他、海外メディア、国内のメディアを通
じ、錦町という過疎地域のことを知ってもらう機会が増加。

○再生した古民家を拠点に地元農家や大学生による「田植えフェスティバル」を開催。

山口県山口市泉都町10番4 Tel : 083-976-4725

応募団体からのアピール・メッセージ

山口県山口市

ドバイでの夢雀プロモーション

やまぐちし

世界一高い日本酒が、過疎地域を活性化！
～海外富裕層向け“ヴィンテージライスワイン”「夢雀」～

女性の活躍伝統・継承輸出

今後、ドバイ、香港に加え、中国、タイ、ベトナム、シンガポール、フランス、イタリア、
アメリカ等の富裕層へ販路を拡大し、10年かけて夢雀を長期保存させ、“プレミアムヴィ
ンテージライスワイン“として販売していく。

ＵＲＬ：http://archis.co.jp/

あーきす

３
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「四国の右下・魅力倍増」推進会議

四国の右下・まけまけマルシェ

経 緯

○１市４町からなる徳島県南部地域
「四国の右下」で、地域の知名度
向上と入り込み客数の増加を目
指すため、新たに協議会を設立。

○商工会、観光協会、行政やＪＡな
ど地域が一体となった観光情報
の発信や観光客向けのご当地グ
ルメの開発に取り組むなど活動し
ている。

取組内容

○飲食店舗と協力し、地元の特産品を使った
ご当地丼「南阿波丼」を開発し県南地域と特
産品のPR、地産地消の推進。

○「南阿波鍋」「南阿波スイーツ」といった「南阿
波グルメ」を開発し、「四国の右下」食の博覧
会を年１回開催し、集客数を増やしてきた。

○新たな販路開拓に向けた産直市「四国の右
下・まけまけマルシェ」を開催し、地域内外の
イベントと連携して誘客促進の取組みを推進。

活動の効果

○南阿波丼は24店舗29種類、南阿波鍋16店舗20種類、南阿波スイーツ13店舗23種類
が現在販売されている。また、各地の百貨店での出張販売や全国丼サミットへの出店
などを行っている。

○毎年開催している「四国の右下」食の博覧会では、年々来場者数が増加（2.7万人
(H24)、5.5万人(H28)）しており、「四国の右下」の食をはじめとする地域の魅力PRに
貢献している。

徳島県海部郡美波町奥川内字寺前493-6 Ｔｅｌ：0884-77-0759

応募団体からのアピール・メッセージ

徳島県美波町

今後、地域の観光ボランティアガイドや観光協会などが参加する「観光マネジメント
塾」の開催を通じ、着地型観光商品開発に取組み、さらなる誘客人口の拡大を目指す。

～徳島県南部地域「四国の右下」右上がり！～

しこく

みなみちょう

観光

南阿波丼「南阿波右上がり丼」

「食」の提供・
活用

４
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大歩危・祖谷 いってみる会

ロサンゼルス総領事館公邸でのプレゼンテーション 社員を対象としたおもてなし英会話講座

経 緯

○大歩危・祖谷の美しい風景がいつま
でも残り、そこに住む人々がいきいき
と暮らすことができ、世界中の人々を
魅了する場所でありつづけることを
目標に設定。

○道路網の充実で通過点となることを
危惧し、ホテル５社で会を立ち上げ。

取組内容

○行政や地域住民との連携強化。

○旅行会社等への誘致宣伝活動。

○インバウンド誘致宣伝活動。

○インターネット・ＳＮＳを利用した情報発信。

○新名物料理の開発。

○英会話講座、観光フォーラム等の開催。

活動の効果

○会員ホテルへの宿泊客は、約7.4万人から約7.6万人に増加（H28-H30）。
○外国人宿泊者数は、香港の個人客を中心に、約1.5万人から約1.9万人に増加（H28-
H30）。

○これに伴って、地域のゲストハウスや民宿の宿泊客も増加。
○路線バスやタクシー乗客が増えるなど、地域に効果が波及。

徳島県三好市西祖谷山村善徳33-1 Ｔｅｌ：0883-87-2171

応募団体からのアピール・メッセージ

徳島県三好市

大歩危・祖谷を、四国の秘境から世界の秘境へ、世界に通用する観光地にしていき
たい。

～１００年後も美しい大歩危・祖谷であるために～

みよしし

おおぼけ

自然・景観インバウンド

いや

国内観光５
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日高村オムライス街道推進プロジェクト

オムライスを軸に地域が一体となって村おこし シェフの出前料理教室

経 緯

○知名度が低くそのまま通過される
村。みんなに知ってもらう取組が
必要。

○特産トマトを使ったオムライスで村
内の農業と商業がタッグを組む村
おこしを計画。

○村を東西に走る国道33号を「日高
村オムライス街道と銘打ち、活動
をスタート。

取組内容

○特産のトマトと地元のお店で供されている
オムライスを繋いだ活性化を実施。

○ふるさと教育として、シェフの出張料理教室、
デザインコレクション等を様々な企画を実施。

○サイクリングコースやレンタサイクルの整備、
外国語パンフレットの作成にも取り組む。

○ＪＡ出資法人が新規就農者の育成・研修を
行い、独立就農を支援。

活動の効果

○オムライス、トマトにより村の知名度が向上。

○オムライスの提供数は約3.8万食から約6.9万食に増加（Ｈ26－Ｈ28）。
○シュガートマトの消費量が増え、トマトハウスが新設されるなど、雇用や所得の向上
に貢献。

○村内の賑わいなどから変化を実感し、ふるさとの魅力再発見や村民の誇りに。

高知県高岡郡日高村本郷61ｰ1 Ｔｅｌ： 0889-24-4647

応募団体からのアピール・メッセージ

高知県日高村

トマトの生産拡大により各産業の基盤強化を図り、魅力あるトマトの村づくりを推進。食・アート・音
楽の３つの柱で構築・展開し、日本国内さらには海外（イタリア）との交流につなげていく。

～みんなが主役！ひろげようオムライス街道の輪/『日高村オムライス街道』～

地産地消
「食」の提供・
活用

ひだかむら 子ども
（教育・体験）

ひ だか むら

６
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大江ノ郷自然牧場 有限会社ひよこカンパニー

経 緯

○当社が立地する鳥取県八頭郡八
頭町は、美しい田園風景に恵まれた
地域だが、過疎化、高齢化が進行し、
農地や山林の保全管理機能が低下
している。

このため地元八頭町を、農業、食
育をテーマとした鳥取県の新たな観
光地として地域経済の活性化につな
がるよう取組を開始した。

取組内容

○食育リゾートの核である体験スタジオ
バームクーヘン作りやソーセージ作りなど
の食育体験。お子様を対象にした飼育体
験、パティシエ体験、カフェ店員体験など
のお仕事体験。

○地域資源と未利用資源の活用
自社生産の鶏卵、地域の農家の野菜のほ
か、当社の廃鶏の鶏肉を有効活用し、鶏
肉ハム・ソーセー ジや総菜類、卵パン、卵
スイーツなどの農産加工品を製造し販売。

活動の効果

○施設の来客数は、4.3万人から28万人に増加（H24→H29）。
○農と食の大切さを発信するシンボルや鳥取観光のモデルルートとして認知されてきた。
〇八頭町や近隣地域の生産者が生産している旬の野菜や果物の供給を受け、地域の農
業の活性化の一助となるよう取り組んでいる。

鳥取県八頭郡八頭町橋本877 Ｔｅｌ： 0858-73-8211

応募団体からのアピール・メッセージ

鳥取県八頭町 ６次産業化農泊
や ず ちょう

１
子ども

（教育・体験）

～６次産業化による地域活性化の取組～

パティシエ体験の様子。相談する子供達八頭町の緑豊かな山々が見えるガラス張りの外観

おおえのさと

今年の春頃から 地元の大江小学校を利活用した農泊事業に取り組みます。地域の
方々と、地元の竹をつかった竹細工や筍掘りをしたり､地元の食材を活かした郷土料理
を提供したり、ここでしかできない「こと（体験）作り」ができる里山の自然環境を活かした
宿泊施設を作ります。「八頭町を観光地に！」を合言葉にこれからも地域活性化に取り
組んでいきます。
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株式会社日南シルクファーム及び日南物産株式会社

トマトの収穫体験 連携強化を行う富ますシルクファーム

経 緯

○民間企業の農業参入事業として
活動。

〇６次産業化に挑戦し、一昨年まで
活動してきた日南物産（株）より栽
培部門を独立させて（株）日南シ
ルクファームを作り、栽培部門を
強化し、民間企業の新たな農業
のスタイルを作ると共に地域の農
業を守り人の集う農業を目指す。

取組内容

○日南町で栽培が盛んな夏秋トマトを栽培。
○冬いちごに加えて夏いちごを栽培。
○独自の販売ルートの確立。

○富ますシルクファーム（米子市）と連携を行
いイチゴの観光農園化を行い、インバウン

ドを含む観光客を日南町に流れるルートを
作り出す。

○カボチャを3ヘクタール栽培し、新たな特産
物を栽培。

○地域との交流

活動の効果

○グループ内（富ますシルクファーム・日南物産）で連携することにより物量が増え、よ
り多くのバイヤーなどに興味を与えることが出来始めた。地域との連携を密にするこ
とで協力体制を引き出すことが出来たと同時に、農業だと農林課などの行政対応に
なるが観光農園等の分野を入れることで観光課・企画課などとの連携も作れた。

鳥取県日野郡日南町湯河323-1 Ｔｅｌ： 0859-84-0646

応募団体からのアピール・メッセージ

鳥取県日南町

「観光と農業のコラボ」を当社（シルクファームグル―プを含む）の目標と掲げ、新た
な農業の可能性に挑戦しています。

～サラリーマン農業の挑戦 人の集う農業～

定住・促進６次産業化
にちなんちょう

２ 地産地消

にちなんにちなん
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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 「食」の提供・
活用

子ども
（教育・体験）３

おおだ一日漁推進協同組合

伝統・継承
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窪田ふるさと会

羊とのふれあい体験
大規模ハウスの導入による
農業経営の多角化

経 緯

○平成17年から、29自治会を７つの振
興協議会に再編成し、新たな住民組織
で地域づくりを推進。
○平成19年からの「農地・水保全管理
支払交付金」の導入を契機に、窪田地
区７振興協議会をまとめた「窪田ふるさ
と会」を結成し、オール窪田で様々な取
組を開始。

取組内容

○雑草対策として放牧した羊の羊毛加工
を行い、マフラー等の製品を販売。毛刈り
体験等を通じて、児童や地域内外の住民
との交流を推進。

○地元産木炭を活用した川の水質浄化
や川での子供達の環境学習を実施。

○環境保全型農業への取組や大規模ハ
ウスでの野菜の生産など、中山間地域で
の農業経営の多角化を推進。

活動の効果

○「窪田ふるさと会」の活発な活動が、窪田地区の絆を深め、「ふるさと窪田」を守る機
運が向上。

○環境保全型農業や大規模ハウス導入により農業経営の多角化に取り組む農家が
30名から50名に増加（H24～H28）。

島根県出雲市佐田町八幡原492番6 Ｔｅｌ：0853-85-2585（窪田コミュニティセンター）

応募団体からのアピール・メッセージ

島根県出雲市

羊毛加工に取り組む「メリーさんの会」の中心メンバーは、地元の農家の奥さんで、
週末には他の地区から手伝いに来られる人も多い。
「メリーさんの会」では会員を募集中。

～７つの力を一つにして～

自然・景観
いずもし

4
くぼた

羊毛加工による
国際交流

子ども
（教育・体験）

６次産業化
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農業生産法人（有）岡山県農商

青ネギの洗浄ライン作業 ミニトマトの収穫作業

経 緯

○青ネギ生産に取り組む農業者が、近
隣の障害者福祉施設の障がい者と
地域住民の農作業を通じた交流活
動（平成いもの会）を実施（H９～）。

○交流を契機とし、法人化（H11）に伴
い、知的障がい者の雇用を開始。現
在は約70名の障がい者を雇用。障
がい者の職業実習の受入も実施。

○他町へも事業展開（H25～）。

取組内容

○自社ブランド「桃太郎ねぎ」「きびトマト」
の栽培から出荷までの作業を障がい者
とともに実施。社員旅行等も一緒に楽し
んでいる。

○職業実習において、一連の作業工程に
おける多様な単純作業を分離し、繰り返
し根気強く伝えることで仕事を覚えさせ、
正式雇用につなげている。

活動の効果

○障がい者を戦力として雇用できる体制を整備。カットネギ・乾燥ネギへの加工、年間
を通じたミニトマトの栽培により雇用を拡大。

○障がい者に仕事の達成感を感じてもらうことなどにより、症状の改善にも貢献。

○耕作放棄地の活用による生産拡大、ネギの学校給食用としての販売、ネギの加工
による６次産業化等を通じ、「農福連携」を軸として地域活性化や地産地消に貢献。

岡山県岡山市北区中原45-1 Ｔｅｌ： 086-275-1115

応募団体からのアピール・メッセージ

岡山県岡山市

今後とも経営の安定化と雇用の安定・拡大を図るため、生産規模の拡大とネギ、ミニト
マトの高付加価値化等に取り組みたい。

～「農・福」連携による障がい者との共働事業～

雇用
おかやまし

５ 医療・福祉
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里山デイズ〔農家民宿福屋〕

農家民宿でのんびり自然を感じる 採れたての野菜を味わうのは田舎ならではの楽しみ

経 緯

○地域おこし協力隊として東粟倉
地域に移住し、田舎の本当の

魅力は何気ない日常にあると感
じた。

○里山の日常を感じてもらいたく
て、移住者ならではの視点で、
里山の暮らしを体験してもらう
里山案内ツアーを開始。

取組内容

○移住促進のためのツアーや岡山大学の新入
生研修の受け入れ等、里山案内ツアー・里山
体験の実施。また、東粟倉の観光協会と連携
した観光ツアーも実施。

○里山デイズの中心活動として、農家民宿の運
営を開始。

○粟の栽培の継承や地域のお祭りへの参加な
ど、地域文化に触れていただく体験会等の開
催。

活動の効果

○新たな宿泊施設（農家民宿）と同時に、地域の観光資源や体験を案内・サポートする
ソフト面が加わることにより、ファミリー層やグループ旅行といった新規の観光客が増
加。

○市町村合併から約10年。各々を繋ぐ組織となり、地域観光等の活性化と連帯感の構
築に効果を発揮。

岡山県美作市後山1431-1 Ｔｅｌ： 090-1181-7851

応募団体からのアピール・メッセージ

岡山県美作市

日中は野菜を収穫したり、自然体験を楽しむ。そして、夜はその食材を味わいながら、

満天の星空を眺める。そんな田舎らしい時間を今後も提供していきたいと思っていま
す。

～自由自在に里山での休日を楽しむツーリズム～

さとやま

国内観光農泊
みまさかし

伝統・継承６

ふくや
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早島農業体験協議会

ゲストハウスいぐさに集う仲間たち 農業体験イベント

経 緯

○2013年宿泊観光客がゼロであった早
島町に、地域活性化の拠点を作るべ
く早島農業体験協議会を設立。

○い草栽培が途絶えていた事から、い
草の栽培という伝統文化を復活・継
承するべく、栽培経験者の協力を得
て、い草の栽培を開始。

取組内容

○2014年3月築200年の茅葺の古民家を改
装して滞在型施設『ゲストハウスいぐさ』
をオープン。(2017年に移転し、元のゲス
トハウスは一軒貸しの宿として利用)

○い草の栽培過程をイベント化し、地域住
民や観光客に栽培管理の体験や、い草
や早島の歴史についても触れてもらう。

○い草手織りワークショップの開催やイベン
トへの出店。

活動の効果

○宿泊観光客がゼロだった町に、ゲストハウスオープン3年目には宿泊客が約3500名
に達し、宿泊客の約6割が海外約50カ国からの来訪者である。

○途絶えていた「早島産い草」を使った手織り体験や、いぐさのコースター、ランチョン
マットを商品化し、イベント等で販売し好評である。

○地元の人々と共に課題に取り組むことで、地域の活性化につながっている。

岡山県早島町前潟615-1 Ｔｅｌ： 086-454-8610

応募団体からのアピール・メッセージ

岡山県早島町

ゲストハウスの運営、農業体験などを通じて、この場所が人と情報が集まる地域の拠

点となり、ゲストハウスに滞在する旅人と、地域の人が交流することで何かが生まれ
るような場になるよう活動を未来に向け継続していきます。

～地域文化を活かし 未来につなげる～

定住・移住伝統・継承
はやしまちょう

インバウンド

はやしま

７
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農家民宿体験ツアーの実施 加工施設での特産品開発

経 緯

○地域の主産業である農業を基幹とし
た豊かな地域づくりを目的として、全
国でも先駆けとなる6次産業化に取り
組む。
○平成11年、世羅高原6次産業ネット
ワーク設立。農家連携の構築により、
農家所得の向上と就業機会を拡大。

取組内容

○「フルーツとフラワーの町」としてのブラン
ド化と地産地消の取組み。

○特産品のお米、梨・葡萄など多彩な果物
を使った特産品を開発・販売。

○長期滞在型グリーン・ツーリズムの取組
み。農家民宿と体験プログラムを組み合
わせたツアーの提供。

○研修や大型イベントを通じた会員間の交
流と次世代の担い手育成。

活動の効果

○農家の規模・世代を超えた横連携により、新規加工商品が300品以上となり、農家所
得の増加に繋がった。（直売部門の売上は、8.4億円（H9年度）から16億円（H29年
度）に増加。）
○6次産業を早期に取り入れ、農業分野で女性も活躍できるという先輩たちの実績から、
女性の若手農業経営者や、町外からの就農・移住希望者も増加した。

広島県世羅郡世羅町大字黒渕518-1 Ｔｅｌ：0847-25-4304

応募団体からのアピール・メーセージ

広島県世羅町

～日本一大きく美しく豊かな世羅高原～

せらちょう

８

世羅高原６次産業ネットワーク
せら

女性の活躍農泊 ６次産業化

「日本一大きく美しく豊かな農村公園」をめざして、75団体（1400人）の農家が連携して
6次産業を通じた世羅町全体の活性化に取り組んでいます。たくさんのお客様に愛され
る商品づくりと皆さんとの交流は私たち農家の元気の糧になります。
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川西自治連合会

経 緯

○人口減少、高齢化率も４９％超
の過疎地区となり、主要施設が
消え、地元住民の生活に支障が
生じた。

○全住民アンケート調査による地
域づくりビジョンを作成。都市農
村交流拠点と地域生活拠点づく
りを２大プロジェクトとして魅力あ
る地域づくりの実現へ活動を開
始。

取組内容

○グリーンツーリズム、廃校活用の運営のため
NPO法人を設立。近隣の観光農園での農業
体験と連携した都市農村交流拠点を形成し、
田舎の魅力を発信。

○住民の幅広い参画とアイデア募集に取り組み、
地域密着型の地域生活拠点「郷の駅」運営
のため、住民出資の地域運営会社「（株）川
西郷の駅」を設立し、「郷の駅」を建設した。ま
た、これと結節するための地域内交通体系実
証実験を始めた。

活動の効果

○住民の生活を支える地域拠点として、農村コンビニ、産直市、食品加工販売、軽食・
交流スペースの複合施設「川西郷の駅『いつわの里』」を建設し、平成２９年７月２１
日にオープン。地元住民の喜びの声とともに、地域の魅力と賑わいを生み出す。

○さまざまな地域魅力アップ活動により、Ｉ・J・Uターン者が増加し、地元小学校児童36
人中26人がＩ・Ｕターンで小学校の維持及び地域の発展にも貢献。

○市内で同様の過疎の課題を抱える自治会でも、新しい地域づくりの取組として注目。

広島県三次市三若町2651-1 Ｔｅｌ：0824-69-2526

応募団体からのアピール・メーセージ

広島県三次市

地域魅力アップ活動により、この１０年間でビジョンに掲げた多くの内容が実現。

今後は、農家レストラン、福祉防災の「相愛センター」、ＨＰやＳＮＳ等の情報発信、ＩＣ
Ｔを活用した地域交通体系を整備したい。

～自治の力で創った地域の生活拠点 「郷の駅」～

みよしし

地産地消農林漁業体験

2017.7.21 郷の駅オープニングテープカット 郷の駅オープニング「川西の唄」唄とダンス

９

かわにし
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大道理夢求の里交流館

棚田に植栽されたシバザクラ 主婦の農産物加工グループ 「ほたる工房」

経 緯

○平成20年、６戸の農家が「百笑倶
楽部」を結成。

○棚田畦畔の草刈り作業を省力化
するため、「防草シート」の布設
（10,000㎡）と併せて、10万本のシ
バザクラを植栽。

○平成26年、休校中の小学校校舎
を活用し、「大道理夢求の里交流
館」を設立。

取組内容

○シバザクラの植栽は、都市住民をボラン
ティアで募集、デザインは市内のデザイン
専門学校の学生からコンテストで採用。

○平成27年に、地元の主婦により農産物加
工グループ「ほたる工房」を設立し、地元産
食材を使った手作り弁当「まんかい弁当」を
販売。

○平成27年から、更に地域に密着した活動展
開とするべく、交流館を地元住民が管理・
運営。

活動の効果

○夢求の里交流館を活動拠点として①芝桜まつりとホタル観賞の夕べ、②もやい便、
③お試し暮らし住宅「夢有民の家」と移住者と地域との橋渡しを担う「里の案内人」創
設、④高齢者サロン、⑤便利屋業、⑥かわら版「むくろじ」の発行、⑦ホームステイ・
生活体験の受入、⑧その他イベントなどを展開し、漫画家志望の若者など地区外か
ら12世帯が移住した他、シバザクラの開花時期に行われる「芝桜まつり」では来訪者
が平成24年の2.5万人から平成29年には５万人に増加。

山口県周南市大字大道理1332番地 Ｔｅｌ：0834-88-1830

応募団体からのアピール・メッセージ

山口県周南市

すべてを行政まかせにせず、この地域ならではの新しいコミュニティづくりを考えてい
き農村の原風景を守り続けていきます。

～ふるさと彩生 シバザクラが咲いてみんな元気になった！～

お お ど う り む く さと

女性の活躍
しゅうなんし

定住・移住自然・景観

URL：http://shunan-odori.jp/

10
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河内谷土地改良区

三村用水隧道内部 小学校現地見学・学習活動

経 緯

○三野平野の干ばつ被害解消のた
め、約200年前、農民自らの手に
より多くの犠牲と困難を経て、河
内谷川から隧道により導水する三
村用水を築造。

○三村用水を地域の遺産・宝として
後世に残すため、昭和50年頃か
ら地元小学校での現地学習や土
地改良区を中心とした地域ぐるみ
の保全活動を実施。

取組内容

活動の効果

○三村用水の現地学習や清掃活動等へ、毎年約300名の地元小学生が参加すること
で、地域農業への関心度を高めることに貢献。

○地域住民と連携して三村用水の保全活動を実施することで、地域全体での保全意識
が醸成。

徳島県三好市池田町マチ2145-1 Ｔｅｌ：0883-72-7690

応募団体からのアピール・メッセージ

徳島県三好市

県外から若者が移住し、ブドウ栽培（ワイン）や農家レストラン等、新しい農業の営み
が芽生えている。用水を果樹、野菜等、高収益作物栽培にも利用し、６次産業の振興
等、三村用水の新しい物語を紡いでいきたい。

～三村(さんそん)用水 未来へつなぐ命と水の物語～

こうちだに

自然・景観
みよしし 子ども

（教育・体験）

○地域の子供達（芝生小学校、王地小学校）
を対象とした歴史継承、保全活動の実施
（「三村用水物語」の現地見学、学習、用水
路周辺の草取り、清掃活動）。

○三村用水物語パンフレット作成等による歴
史継承、PRや三好長慶武者行列祭りへの
協力（沿道の水路清掃）、三村用水記念碑
の整備等。

農業遺産の
保全

11
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大地と語り合う会

「大地と語り合う会」結成時のメンバー ボイセンベリーの商品 果汁・ジャム

経 緯

○安全で安心、美味しいと喜んでもら
える野菜や果物を作りたい地元農家
の主婦達が集まり、「大地と語り合う
会」を結成。

○休耕地の有効利用、地域活性化、高
齢化社会に役立つ農作物として木イ
チゴの一種である「ボイセンベリー」
の栽培を開始。

取組内容

○ボイセンベリーや野菜栽培は、減農薬ま
たは栽培中農薬不使用で取り組む。

○定期的な勉強会や情報交換を通じて、地
域の環境に適した施肥設計を完成。

○ボイセンベリーの冷凍果実、100％果汁、
ジャムなどの加工品を出荷販売し、加工
品の残渣も化粧品等の原料として販売。

○平成29年に新たな加工場、直売所兼カ
フェを建設。

活動の効果

○野菜や加工品の販売及び各種イベントへの出店を年間90回実施（平成29年）。

○海外でのボイセンベリー栽培の研修を実施し、三豊市の「ボイセンベリー栽培マ
ニュアル実施要領」を作成（栽培技術の向上に寄与）。

香川県三豊市財田町 Ｔｅｌ：0875-67-2581

応募団体からのアピール・メッセージ

香川県三豊市

休耕田の活用と若者達とのボイセンベリーや野菜栽培に心を繋ぎ、「心の豊かさ」を
求めて今後もいろいろな分野に挑戦していければと考えています。

みとよし

～農業はいのちと語り合う営みである～

女性の活躍12 地産地消６次産業化
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五郷里づくりの会

里山歩きツアー（豊稔池）

経 緯

○人口減少や高齢化が進む中、
平成17年の市町合併による
「五郷の地名消失」や平成20
年の「五郷小学校の廃校」に
よる地域のつながりが消失
する危機。

○地域コミュニティの存続が危
ぶまれる中、平成23年、地
域活性化活動の母体となる
「五郷里づくりの会」を発足。

取組内容

活動の効果

○里山歩きツアーの参加者数は、38名（平成24年）から191名（平成29年）に増加。

○郷土料理（こもけ団子汁）は、多くの方から好評を得ており、訪問者の増加に貢献（ガ
イド料や農産物販売での収益は平成28年に比べ平成29年は倍増）。

香川県観音寺市大野原町井関538-4 Ｔｅｌ：0875-54-3984

応募団体からのアピール・メッセージ

香川県観音寺市

五郷は、五感に訴えかける魅力ある場所です。ぜひ一度、魅力ある五郷へ足をお運
びいただいて、感じとってください! お待ちしております。
HP：http://gogou.jp Fb：五郷里づくりの会

水車小屋・あずまやで総会とBBQ大会

○平成24年度春と秋に地区の歴史・地理等を説明
しつつ散策し、伝統料理でもてなす里山歩きツ
アーを開催。本年度は５コースで７回実施。

○そば打ち・みかん狩り体験や人気の「コンニャク」
作り等、地元の自然や農産物を活用した各種イ
ベントの開催。ＨＰやＳＮＳでの情報発信。

○平成25年に地域活性化のシンボルであり伝統文
化の継承施設として「五郷水車」を復活。平成28
年４月に地域の活動拠点として「あずまや」を併
設。

かんおんじし

～「GOGO五郷！」 －文化は山から降りてくる－～

ごごうさと

国内観光
「食」の提供・
活用

13 自然・景観
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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～

女性の活躍
「食」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

14
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丹原もぎたて倶楽部

ぶどう観光農園での受入れの様子 地域密着型のスイーツ移動販売車

経 緯

○地域の特産品でもある柿は、消費
需要の低迷等による取引価格の
下落、農業者の高齢化等により耕
作放棄地が増加していた。

○地域の良さを見直す取組として、
また、消費者の農業への理解促
進等のため、若手地域農業者が
集まり、「観光農園でまちおこし」
を目指し、組織化してスタート。

取組内容

○交流イベント「丹原もぎたて祭」で、地域農
産物の販売、ブドウや梅干しの種飛ばし大
会、畑での宝探し、「農ガールファッション
ショー」等を実施。

○地域農業の伝承のため、農業体験や、地
域の特産品「愛宕柿」を使った干し柿づくり
の出前授業等を実施。

○規格外果実を活用した加工品や、高位品
質果実（贈答用）の商品化に取り組んだ。

活動の効果

○西条市及び県内の新たなツーリズムや青年農業者活動の目玉となってきている。ま
た、倶楽部を中心としたネットワークが広がり、地域の一体感が醸成されてきた。

○売上高が5,000万円から10,000万円に増加（Ｈ25 Ｈ29）。
○規格外品の取扱量が、６ｔから15ｔに増加（Ｈ25 Ｈ29）。

愛媛県西条市丹原町長野2234番地 Ｔｅｌ： 0898-68-0120

応募団体からのアピール・メッセージ

愛媛県西条市

農業ヘルパー事業、農福連携等、高齢者や障がい者の就業機会の創出による新た
な地域の元気づくりにも貢献していきたいと考えています。

～緑と実とみんなの笑顔 果物丸ごと魅力発信～

たんばら

６次産業化伝統・継承
さいじょうし15 子ども

（教育・体験）

く ら ぶ
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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～

「小さな拠点」
づくり

子ども
（教育・体験）

と さ ちょう16 地産地消

さと
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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

定住・移住雇用17
み は ら む ら
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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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町

下関市
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安芸市

四万十町
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３
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１
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２

美作市
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阿南市

５西予市
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北川村
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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

- 32 -



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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はーとふる川内株式会社

経 緯

○障がい者の新規職域開発として
ハウストマトの生産を平成26年７
月から開始。

○農園近くの障がい者支援センター
と協働し、平成27年からドライトマ
トの製造販売（６次産業化）。

○徳島県が推進する「とくしま安２Ｇ
ＡＰ農産物」認証の優秀認定を平
成29年７月に取得。

取組内容

○障がい者就農を目的とした農園（大型ビ
ニールハウス）で中型トマトを水耕栽培。

○生産したトマトは、企業グループ社員食堂
で利用、徳島生協及びショッピングセンター
等で販売。

○ドライトマトは、企業や福祉施設で就労する
障がい者が連携してトマトの生産、加工、
販売を実施。

○｢とくしま安２ＧＡＰ農産物｣認証を取得し、障
がい者が安心して働ける作業環境を整備。

活動の効果

○障がい者就労支援センターへの業務委託により、工賃向上や利用者の増加が見込ま
れる。

○障害者雇用は、３名から６名に増加。トマトの収穫量は、38tから80tに増加（H26→H29）。
○ドライトマトの生産量は、70kgから300kgに増加（H27→H29）。

応募団体からのアピール・メッセージ

徳島県北島町

トマトには「感謝」という花言葉があります。チャレンジドたちが「感謝」の気持ちと

「まごころ」がいっぱい詰まったトマトを育てています。どうぞ見学と応援においでくださ
い。
ＵＲＬ： http://www.heartful-kawauchi.co.jp/

～障がい者（チャレンジド）の力を農業に～

かわうち

６次産業化
きたじまちょう

８ 雇用

障がい者によるトマトの茎の誘引作業 商品化されたドライトマト「愛さんさん」

徳島県板野郡北島町高房字居内１－１ Ｔｅｌ：088-678-5276

その他
（農福連携）
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阪 東 食 品

経 緯

○昭和40年頃より本格的にすだち、ゆず、ゆ
こうを栽培。

○昭和63年より本格的に果汁（すだち、ゆず、
ゆこう）加工に取り組む。

○平成15年有機栽培・有機加工食品の認証
（すだち・ゆず・ゆこう・阿波晩茶）

○以前から海外志向があり四国の山奥の個
人の事業者が海外でどこまで通用するの
か挑戦したいとの思いから平成24年輸出
を開始。

取組内容

○当初は主に香港・上海等近隣のア
ジア地域への輸出を目的に活動。

○平成24年上海へポン酢を初めて
輸出。

○海外での柑橘に対する関心の高
さを感じ、ヨーロッパの展示会に参
加し、ゆず果汁を中心にＰＲ。

○和の柑橘の海外での定着と自社
及び徳島県の柑橘のブランド力
アップを目指す。

活動の効果

○海外の展示会への出展やプロモーションを行うことにより、ゆず果汁、すだち果汁、
ゆこう果汁の海外での需要が増加傾向。

○近隣の果樹農家に対して果実の買い取りを約束することにより、耕作放棄地も減り、
柑橘産業が継続していく。

○田舎の景観を守ることにも繋がり、何よりも農家にとって自分たちが育てた柑橘が世
界へ羽ばたいているという誇りを持って農業ができる。

徳島県勝浦郡上勝町大字生実字上野63-1 Ｔｅｌ：0885-46-0822

応募団体からのアピール・メッセージ

徳島県上勝町

耕作条件不利地域からでも、世界に挑戦していくことにより、ブランド力を高め日本
に逆輸入することで国内の需要の喚起、近隣農家の自信や所得の向上、雇用を生み
出し、最終的に農業の未来の担い手を増やしていきたい。
ＵＲＬ：http://bando-farm.com

～四国の山奥の町から世界へ挑戦！～

かみかつちょう

瓶詰め後の果汁 商談会で海外の取引先と

輸 出6次産業化９

ば ん ど う

自然・景観・
伝統・継承
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五名活性化協議会

産直市「五名ふるさとの家」 里山整備で伐採した木材を薪に加工する様子

経 緯

○地域住民は山間地で、少子・高齢化
により急激に人口が減少しているこ
とに危機感を共有。

○平成17年に五名小学校の廃校を契
機に、小学校の跡地利用と地域の
活性化を目指す協議会（当時 五名
活性化対策委員会）を立ち上げ、持
続可能な地域活動に取り組む。

取組内容

○里山整備に伴って出る木材を、しいたけの原
木や薪、炭などに加工して販売するとともに、
獣害対策で捕獲したイノシシも食肉加工し、五
名ジビエとして販売。

○移住希望者と地域の人との交流の場を設け、
五名への移住を地域全体で支援。

○五名女性部が中心の産直市「五名ふるさとの
家」を運営。

○五名三大祭りの開催。

活動の効果

○里山整備で発生する木材を加工（６次産業化）した、しいたけ原木や薪、炭などは東かがわ
市のふるさと納税の返礼品として好評を博している。

○地域での仕事が生まれ、里山を中心とした林業従事者が増えることで、里山が活性化。

○若者を中心とした移住人口の増加により、地域コミュニティの活性化につながっている。

香川県東かがわ市五名1400 Ｔｅｌ： 0879-29-2660

応募団体からのアピール・メッセージ

香川県東かがわ市

地域の強みを活かした具体的な取組みについて、長・短期ビジョンを策定し、小学校跡地の
活用を含め、地域の人達の意見を反映した地域活性化に取り組んでいきます。

～五名に根ざした、五名愛に満ちた五名活性化～

ごみょう

６次産業化ジビエ10 雇用
ひがし し
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山南営農組合 農村レストラン部会

農家レストランどんぐりころころ 地域の特産品を加工して販売

経 緯

○平成16年に農家の高齢化や後継者
不足が進行する中、50戸の農家、非
農家が組合員となる集落営農組織
（山南営農組合）を設立し、農業機械
の共同化や米、野菜の直接販売に
着手した。

○高品質の農産物を広くＰＲすることや
地域の女性達が活躍できる場を作
ることを目的に農家レストラン「どん
ぐりころころ」を開業した。

取組内容

○地元のエコファーマーが栽培した減農薬栽培
の米や野菜、猪肉等を使い、猪肉ハンバーグ
がメインの山鯨御膳を提供。平成24年からは
姑クラブがメンバーに加わり、昔ながらの山菜
料理、郷土料理を提供。餅やおせち料理の予
約販売も好評。

○ブランド化を目指した米や採れたての旬の野
菜の他、希少糖（レアシュガースウィート）を活
用した椎茸佃煮やイチジクジャムを製造し、直
売や出稼ぎ営業を実施。

活動の効果

○農家レストラン「どんぐりころころ」を開業したことで、飛躍的に地域に賑わいが生まれた。
○農村レストラン部会のお母ちゃんたちが中心となり元気に活躍することで、お父ちゃんたち
も自然に協力する仕組みが構築され、それが地域全体に波及。現在では、農家・非農家を
問わず地域全員がそれぞれの役割を明確にし、助け合いながら活動できるようになった。

○地域の活性化はもとより、県外を含めた地域外住民との直接的な交流が生まれることによ
り、自ずと利益が上がる仕組みが形成されつつある。

香川県三木町氷上3970-11 Ｔｅｌ： 087-898-2790

応募団体からのアピール・メッセージ

香川県三木町

今後は、地元高校との連携により開設したＨＰ（晴ノチコミノ）を活用し、農泊へのチャ
レンジや農業体験を推進。各種イベントや農産物の出張直売にも積極的に取組む。

～全員参加型の集落営農を牽引する女性クラブ～

さんなん

女性・高齢者
の活躍

ジビエ
みきちょう

11 ６次産業化
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小豆島食材開発会議

醤油粕を活用した栽培試験 長命草のＰＲ展示会出展の様子

経 緯

○島内企業から、新商品開発に繋がる
新たな島内産の原料を求められて
いた。

○塩生植物である長命草を選出。醤油
粕を活用でき、軽量で高齢者にも栽
培し易い。また、健康長寿の野菜と
して付加価値が期待できることから、
生産者有志、食品企業等を中心に６
次化への取組みを開始した。

取組内容

活動の効果

○農業者の安定収入が確保できた。

○食品企業は製造副産物（醤油粕）の活用で廃棄費用の削減と長命草の新商品の開発がで
きるとともに、農業者は環境にやさしい効率的な栽培方法の確立と肥料費の低減が図られ
た。

○島内小学生や婦人会への長命草苗の無償配布などにより普及・定着が図られ、イベント等
の集客も増加して地域の活性化につながった。

香川県小豆島町片城甲44-95 Ｔｅｌ：0879-82-7021

応募団体からのアピール・メッセージ

香川県小豆島町

「しょうどしま長命草プロジェクト」は、“まるごと小豆島”の叡智と協働により、食で健
康をかなえる取組です。

～島を元気に！「しょうどしま長命草プロジェクト」～

しょうどしま

女性・高齢者
の活躍

６次産業化
しょうどしまちょう

12 企業・地域住民・
大学との連携

○「小豆島長命草の会」が、醤油粕やオリーブ堆
肥を施用する試験栽培を行い、栽培技術を確
立。

○小豆島食材開発会議に参加する食品企業・団
体が、各々新商品の開発に取り組み、７種類
の新商品を開発・販売。

○香川大学等で栄養価や機能性を調査。

○島内外のイベント、展示・商談会へメンバーの
企業はじめ、農家、普及センターなど一丸と
なって参加し、開発した新商品のＰＲを行うとと
もに、長命草の認知度の向上に努めた。
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泉谷地区棚田を守る会

棚田ベランダと棚田 「内子みそぎ自然浴ツアー」の豊年おどり

経 緯

○泉谷地区の棚田が、平成11年に
全国棚田百選に選定された。

○これをきっかけに、地域で棚田の
機能・景観が資源として認識され、
環境整備や保全活動を始め、未
来へ棚田を継承する活動がス
タートした。

取組内容

活動の効果

○地元イベントを開催することで、自治会を中心に棚田保全に関わる協力者が増加。

○20年近く継続している交流事業の効果や、「美味しい棚田米」というツールにも恵ま
れたことにより事業運営は順調。また、「泉谷棚田」「御祓地域」の名前が大勢の人
に認知されることに繋がっている。

愛媛県喜多郡内子町内子1515 Ｔｅｌ：0893-44-2118

応募団体からのアピール・メッセージ

愛媛県内子町

先代から受け継ぎ、守り続けてきた棚田は、地域のみならず内子町の宝となった。
様々な課題はあるものの、継続し発展させていく活動をしていこうと取り組んでいる。

～交流ビジネスで生業づくり～

いずみだに

企業・地域住民・
大学との連携

農林漁業・農山
漁村文化体験

うちこちょう13 移住・定住

○年間10～15組の棚田オーナーを受入れ交
流、また、地元案内人と棚田巡り、地元食
材を楽しむツアーを開催。

○学生が作業を手伝い、労働の対価として米
を支給する「奨学米制度」に取り組む。

○自治会でコミュニティカフェ、宿泊所を整備
し、「泉谷の宿 花穂（かほ）」を平成29年７
月にオープン。

○後継者定住のため、移住者見学ツアーを
実施。
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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

自然・景観・
伝統・継承

14

- 49 -



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

15
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