


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29年度）で４回目となります。

今年度は、中国四国農政局管内で172地区の応募が
あり、「ディスカバー農山漁村（むら）の宝」とし
て６地区（全国31地区）が選定されました。

さらに、今年度の応募を機に、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17地区選
定しました。

また、今年度応募のあった地区の事例について、
その地域での「農山漁村（むら）の宝」として広く
情報発信するとともに、身近な地域の取組として紹
介するため、各県別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30年３月

中国四国農政局農村振興部
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「ディスカバー農山漁村（むら）の宝」について 

「ディスカバー農山漁村（むら）の宝」とは、「強い農林水産業」、「美しく活力ある農山漁村」

の実現に向けて、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事例を選定し、全国へ発信するものです。 

１．「ディスカバー農山漁村（むら）の宝」（第４回選定） 

今回の「ディスカバー農山漁村の宝」（第４回選定）では、平成 29 年６月 15 日から９月 11日

までに、農山漁村活性化の取組として全国から 844 地区（管内からは 172 地区）の応募があり、

10 月 24 日に首相官邸で開催された第２回有識者懇談会において 31地区の優良事例が選定され

ました。 

11月22日開催の選定授与式及び交流会では、選定地区の代表者を首相官邸に招いて選定証を

授与し、内閣総理大臣、農林水産大臣、地方創生担当大臣からの直接の激励や地域リーダー同

士の交流が行われました。また、11月23日に「ディスカバー農山漁村（むら）の宝」の紹介や選

定地区の知名度向上に資するため、東京都内で選定地区による即売会（マルシェ）が開催され

ました。 

中国四国農政局管内から優良事例として６地区が選定され、特別賞のフレンドシップ賞（イ

ンバウンドに対応した農山漁村滞在型旅行（農泊）に取り組んでいる優良事例）に徳島県三好

市の「大歩危・祖谷いってみる会」が選定されました。

２．中国四国農政局による取組 

今年度の「ディスカバー農山漁村（むら）の宝」（第４回選定）の応募を機に、中国四国農政

局では、管内で応募のあった172地区の中から、他地域の参考となるような優れた地域活性化

の事例を「中国四国農政局『ディスカバー農山漁村（むら）の宝』」として広く発信することと

し、平成29年11月、中国四国農政局「ディスカバー農山漁村（むら）の宝」選定委員会を開催

し、17地区を選定しました。 

また、中国四国農政局管内での「ディスカバー農山漁村（むら）の宝」の応募喚起や他地域

への横展開を推進するため、今年度新たに応募全地区（172地区）に対して参加証を発行すると

ともに、選定地区（17地区）に対して選定証の授与及びロゴマークを進呈することとしました。 

「ディスカバー農山漁村（むら）の宝」交流会

中国四国農政局「ディスカバー農山漁村（むら）の宝」 

ロゴマーク 

「ディスカバー農山漁村（むら）の宝」 

参加証 

「ディスカバー農山漁村（むら）の宝」ロゴマーク
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（１）全国版選定地区〔管内〕の概要（ディスカバー農山漁村（むら）の宝（第４回選定））

大歩危・祖谷いってみる会（徳島県三好市） 特別賞受賞(フレンドシップ賞)

●道路網の充実で通過点となることを危惧し、地域全体の情報発

信を開始。

●香港やシンガポールの裕福層を中心にインバウンドの誘客に行

政と連携して取り組む。

●地域資源を活かしたイベントやツアーを企画、実施。

●郷土料理の発掘、新名物や土産品の開発にも取り組む。

わかさ29工房（鳥取県若桜町） 

●捕獲数が増えている鳥獣を里山の恵みとして特産化を推進。

●全国のシェフを招待し、安心安全なジビエや豊かな自然をPR。

●処理施設の衛生管理の向上を図るため、県版HACCPを取得。

●保冷車で集荷することで、夏季や遠隔地にも対応。猟師が持ち込

んだシカは全頭受け入れ。

飯南町注連縄企業組合（島根県飯南町）

●大しめ縄の技術継承が、有志による取組では困難になり、企業組

合を設立。

●大しめ縄の受注のほか、正月飾り等の小物の作成も実施。

●伝統を継承しつつ、活動費や雇用の場を確保。

●大しめ縄の制作現場を外国人はじめ一般に公開し、しめ縄作り

の体験も実施。

株式会社 Archis（山口県山口市） 

●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。

●世界の裕福層に認められるためのブランド戦略により、世界へ

発信。

●プレミアム感の創出などにより付加価値の向上を図る。

●古民家を地域のコミュニケーションの拠点として再生。

「四国の右下・魅力倍増」推進会議（徳島県美波町） 
●徳島県南部地域の知名度向上のため、１市４町が連携。

●「南阿波」を冠した「南阿波グルメ」を開発。

●「四国の右下」食の博覧会の開催などにより、情報発信。

●イベントに合わせて販路拡大のためのマルシェを開催。

日高村オムライス街道推進プロジェクト（高知県日高村） 

●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。

●キャンペーンやイベント出展、シェフの料理教室等を実施。

●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が新規就農者を育成。トマト生産量が拡大し、出荷場も整備。

しめ縄づくり体験 

安心安全なジビエをＰＲ 

海外での日本酒プロモーション 

イベントでのマルシェの開催

シェフの出張料理教室

海外でのプレゼンテーションの実施 
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（２）地方版選定地区の概要（中国四国農政局「ディスカバー農山漁村（むら）の宝」）

大江ノ郷自然牧場グループ有限会社ひよこカンパニー（鳥取県八頭町） 
●体験スタジオを設け、バームクーヘン作り等の食育体験や、子供

対象の飼育体験、パティシエ体験等のお仕事体験を実施。

●自社生産の鶏卵のほか、地元農家の野菜や自社の廃鶏を有効活

用し、鶏肉ハム・ソーセージや総菜類、卵スイーツ等の食品製造を

行い、高付加価値商品として販売。

株式会社日南シルクファーム及び日南物産株式会社（鳥取県日南市） 

●トマトの契約栽培を進め、山陽･関西方面への販路拡大、地元市

場への販売量増加を目指す。

●地元高校や業者、NPO法人等と連携し、ドレッシング等の商品を

開発。今後は障がい者施設との農福連携も計画。

●トマト・大豆・イチゴ等の栽培ほ場での都市住民との交流。

窪田ふるさと会（島根県出雲市） 

●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子供の環境学習を実施。

●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。

おおだ一日漁推進協同組合（島根県大田市） 

●統一デザインロゴ、ポスターの作成や一日漁カレンダーの配布

等によるブランド価値と認知度を向上させる取り組み。

●官民一体で「一日漁ブランド推進協議会」を立ち上げ PR。

●小中高校生を対象に、一日漁の魚を使った料理教室の開催や学

校給食と連携した魚食普及。また、伝統漁法を題材にした DVD を

制作し PR。

農業生産法人（有）岡山県農商（岡山県岡山市） 

●青ネギ、黒豆、ミニトマトの栽培・出荷において一連の作業工程

における多様な単純作業を分担して障がい者の混乱を防止。

●障がい者の正式雇用に向けた職業実習の受入。

●耕作放棄地の活用による農業生産活動を通じ、障がい者の更な

る雇用拡大と地域活性化を推進。

里山デイズ（岡山県美作市） 

●地域と連携した移住促進ツアー、岡山大学と連携した新入生研

修、東粟倉観光協会と連携した観光ツアーを実施。

●農家民宿を活用した宿泊を伴うイベントの開催。

●雑穀のアワの文化や茅場の活用、修験道である後山など、地域独

自の伝統･文化を継承するため、体験会を開催。

地元の魚を利用した食材調理実習 

島根大学との交流 

羊とのふれあい体験 

障がい者による青ネギの洗浄 

里山案内ツアー（アワの栽培体験） 

体験スタジオ（パティシエ体験） 
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早島農業体験協議会（岡山県早島町） 

●築約200年の古民家を改装した滞在型施設『岡山ゲストハウスい

ぐさ』の開業に伴い、インバウンドの受入れを開始。訪問者に「い

草」の手織り等の体験機会を提供。 

●インターネット（海外向け宿泊サイト）を活用した外国人観光客

向けの情報発信。 

●経験者からノウハウを学び、町内で「い草」を栽培。苗の植付や

刈取などを農業体験としてイベント化。 

 

川西自治連合会（広島県三次市） 
●農家民宿・民泊、自然体験塾、子ども長期キャンプ等のグリーン・

ツーリズムや近隣の観光農園での農業体験の取組と連携して都市

農村交流のための拠点を形成。 

●平成29年にコンビニと産直市、食品加工販売、軽食・交流スペー

ス等の生活拠点として、複合施設「川西郷の駅『いつわの里』」を

設置。 

 

世羅高原６次産業ネットワーク（広島県世羅町） 

●より深く地域を知ってもらうため、農家民宿数の増加目標を設

定し、民宿開業に向けた家屋の改修や研修を実施。 
●新たな土産品開発のため、菓子製造工場を整備するとともに、会

員へ開放。 
●会員のアイデアで、米とぶどう、ワインを使ったサブレ｢Sera-

riz(せらり)｣や、米と果実を使ったグラノーラ｢SERANOLA(せらの

ーら)｣を製造・販売。 
 

大道理夢求の里交流館（山口県周南市） 

●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。 
 

河内谷土地改良区（徳島県三好市） 

●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。 
 

五郷里づくりの会（香川県観音寺市） 

●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

山歩きツアーを実施。 
●そば打ち体験や人気の「コンニャク」づくり等、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、伝統文化の継承施設「五郷

水車」を復活。平成 27年に活動拠点「あずまや」を併設。 

インバウンドの拡大 

（い草ワークショップ） 

郷の駅開業イベント 

農家民宿体験ツアー 

棚田に植栽されたシバザクラ 

里山歩きツアー 

小学校現地見学・学習活動 
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大地と語り合う会（香川県三豊市） 

●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。 

●新たな加工場、直売所兼カフェを建設。 

 

丹原もぎたて倶楽部（愛媛県西条市） 

●交流イベント「丹原もぎたて祭」で、子供の農業への関心を高め

る取組としてトラクター試乗体験等を実施。 
●地域農業の伝統継承を図るため、地域特産の「愛宕柿」の干し柿

づくりの出前授業等を実施。 
●地元産果実を使った加工品の開発・製造、移動販売車等による地

域密着型スイーツ等の販売や地元農産物飲食の場を提供。 
 

企業組合遊子川ザ･リコピンズ（愛媛県西予市） 

●廃棄されていた規格外トマトを利用して開発した自家製トマト

酢をベースにした商品の製造・販売。 
●農家レストランを運営し、旬の地元産野菜、トマト加工品を使っ

たメニューを提供。 
●地域で開催される各種イベント（盆踊りや秋祭り）に、ピザ作り

などで参加し、地域活性化に貢献。 

 

いしはらの里協議会（高知県土佐町） 
●住民出資の「合同会社いしはらの里」を設立し、地域住民が自ら

生活店舗・ガソリンスタンド、直販所「やまさとの市」を運営。 

●農産物の直販、加工品の開発・販売、直販イベント『まるごと石

原よさく市』の開催。 

●地域での集いの場づくりや、子どもサマースクール、ライトアッ

プイベント等の交流イベントの開催。 

 

公益財団法人三原村農業公社（高知県三原村） 

●農業公社が中心となり、ゆず栽培面積を拡大。 
●後継者育成のため、研修生を受け入れ、ゆずやブロッコリー等の

栽培技術や農業経営について実践指導。 

●農業所得向上のため、自動選果機を導入し、青果出荷率の向上を

図るとともに、加工用ゆずの販路拡大を展開。  

●高齢化ゆず農家の農業支援体制の構築。 

 

ボイセンベリーの加工品 

（果汁・ジャム） 

出前授業（干し柿づくり） 

遊子川トマトを使用した加工品 

住民の出資により運営する 

生活店舗 

ユズの苗木植付作業 
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① 2017901 香南市 協同組合やすらぎ市 雇用 ６次産業化 地産地消

② 2017902 南国市 農家レストラン「まほろば畑」
「食」の提供・
活用

地産地消 女性の活躍

③ 2017903 南国市 白木谷ゆめファクトリー 自然・景観
「食」の提供・
活用

地産地消

④ 2017904 四万十町 農事組合法人ひらの 雇用 定住・移住
協業による
農業生産

⑤ 2017905 安芸市 有限会社はたやま夢楽
「食」の提供・
活用

雇用 ６次産業化

⑥ 2017906 安芸市 入河内大根のこそう会 伝統・継承
「食」の提供・
活用

地域おこし

⑦ 2017907 四万十町 株式会社サンビレッジ四万十 伝統・継承
子ども（教育・
体験）

雇用

⑧ 2017908 大豊町 株式会社大豊ゆとりファーム 伝統・継承 企業 ネットワーク

⑨ 2017909 四万十市 大屋敷四万十のしずく生産者組合
子ども（教育・
体験）

高齢者の活躍 鳥獣被害防止

⑩ 2017910 四万十市 奥屋内下集落協定 農泊 高齢者の活躍 鳥獣被害防止

⑪ 2017911 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

⑫ 2017912 大豊町 れいほく民泊推進協議会連合会 農泊 インバウンド 国内観光

⑬ 2017913 香南市 西佐古みどりの会 自然・景観 伝統・継承 －

⑭ 2017914 三原村 公益財団法人三原村農業公社 雇用 定住・移住 －

⑮ 2017915 いの町 上東地区営農組合 自然・景観 女性の活躍 高齢者の活躍

⑯ 2017916 佐川町 さかわの地乳プロジェクト推進会議
「食」の提供・
活用

６次産業化 地産地消

⑰ 2017917 仁淀川町 によどの 伝統・継承 ６次産業化 食育

⑱ 2017918 仁淀川町 沢渡茶生産組合 自然・景観 伝統・継承 －

⑲ 2017919 本山町 汗見川活性化推進委員会
「食」の提供・
活用

女性の活躍
持続可能な
地域づくり

⑳ 2017920 北川村 北川村ゆず輸出促進協議会 輸出 定住・移住 高齢者の活躍

㉑ 2017921 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

㉒ 2017922 香美市 山田堰井筋土地改良区 自然・景観
子ども（教育・
体験）

小水力発電

㉓ 2017923 東洋町 土佐備長炭生産組合 伝統・継承 雇用 高齢者の活躍

※　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。

Ｎｏ.

「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　（高知県）

該当する取り組み選定地区 参加証コード※ 市町村 団体名
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高知市

室戸市

安芸市

南国市

土佐市

須崎市

宿毛市

土佐清水市

四万十市

香南市

香美市

東洋町
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田野町

安田町

北川村

馬路村
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本山町
大豊町

土佐町

大川村

いの町

仁淀川町

中土佐町

佐川町
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日高村
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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所が良心市
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、産直市や
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。

～「ここでしか変えない商品」で地域を元気に！～

地産地消雇 用
こうなん

６次産業化１
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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

○平成22年、農山村女性グループを中
心に、南国市産野菜の認知度アップ
と地域野菜の消費拡大を図ることを
目的に「農家レストラン まほろば
畑」が発足。

○生産者と消費者をつなぐとともに農
業、商工業、観光の活性化を図り南
国市を元気にしている。

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、地元の農家
女性で組織した３グループが輪番制で、
地元野菜をふんだんに使った郷土料理
や工夫料理を20品目ほどバイキング形
式で提供。

○平成28年から年に１回「地元高校生レス
トラン」も開催。

活動の効果

○土佐の料理伝承人に選定(平成24年）。

○オープンから平成29年10月までに来店者数５万人を達成。

○高知県のイベント「土佐の豊穣祭」へ郷土料理を出店し、ふるさとの味を宣伝。

○家庭でも南国市産野菜を使った料理を作っていただけるようレシピ集を作成。

○若い世代と食を通じた連携の実現：地元高校生のインターンシップ受け入れ。

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

～南国のおいしい野菜を詰め込んだ農家レストラン～

地産地消 女性の活躍
「食」の提供・
活用２
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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

白木谷ゆめファクトリー

～山々の谷間に夢がある（四方竹仙人）地域の夢をかなえる！～

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。

地産地消
「食」の提供・
活用

自 然

しらきだに

３
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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～

協業による
農業生産

雇 用
しまんと

定住・移住４
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有限会社はたやま夢楽

土佐ジローで「限界集落」に希望の種をまく 県外客が大半で、リピーターも多い「憩の家」

経 緯

○住民40人、高齢化率７割の限界
集落畑山で暮らすため、「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
上を伸ばせる販路開拓に努める。

○「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、売上は1.3倍になり、リピーターの創出にも繋がっ
た。

高知県安芸市畑山丙46 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、土佐ジローで起業経営を！～

む ら

６次産業化
「食」の提供・
活用

あ き

５ 雇 用
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入河内大根のこそう会

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
河内大根のこそう会」を結成。

○入河内大根の栽培を通じた地域の
活性化のため、収穫体験や調理方
法をPR。

取組内容

○共同圃場で優良種の選抜を行い、純血
種の保存と栽培拡大に取り組み、地域
の特産品として販売に努める。

○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により、
まちとむらの交流を図る。

○量販店や市場を通じた販路の拡大を図
る。

活動の効果

○高知市内のホテル、レストラン等で入河内大根を使った料理がメニュー化されること
により、高知県を代表する伝統野菜としても知名度が向上。

○他の伝統野菜生産グループや遠方から視察に訪れる人々も徐々に増え、収穫体験
などの交流を通じて地域の活性化に貢献。

○地域ぐるみで親しんでもらえるよう地区民に種を無料配布し、栽培面積の拡大に取
り組んだ結果、27戸の農家が50aで栽培。

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

～「入河内大根」で地域おこし～

地域おこし
食の提供・
活用

にゅうがうちだいこん

伝統・継承６
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しょうがの収穫作業

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

○目標とする「集落の農地を永久に守る仕組み」として前進している。また、女性、高
齢者の就労の受け皿になっており、周辺集落から、「地域を守る法人」「就労の場」と
して認知されつつある。

○従業員は、「当初のイメージは“年中無休”だったが、１年経って“年中夢求”に変
わった。やりがいを感じている」。また、農地を賃貸し、ピーマンの袋詰作業に参加し
ている農業後継者のいない高齢女性は「集落営農の話しがあった当初は迷ったが、
参加してよかった。」という。

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

株式会社 サンビレッジ四万十

～協定組織から集落営農組織の法人化への発展～

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。

ピーマンの袋詰め作業（新たな働く場の創出）

活動の効果

URL:http//village-kageno.jp 

○経営の安定化に向け土地利用型園芸作
物（ショウガ、サトイモ）を導入、規模拡大。

○若い従業員４名の育成、集落内の女性８
名を雇用するなど、人材育成と雇用創出。

○環境に配慮したソーラーシェアリング、渡り
鳥のえさ場とする冬季湛水、農道への梅
の木の移植など多面的機能の増進。

雇 用
子ども

（教育・体験）
伝統・継承

し ま ん と

７
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株式会社大豊ゆとりファーム

農業研修 ３者連携でのクールベジタブルのPR

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、水稲と野菜の生産と地産
外商。

○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に繋がり、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

～農地を守り、地域を守る～

ネットワーク企 業伝統・継承

おおとよ

８
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大屋敷四万十のしずく生産者組合

高知大と集落・関係機関で金網柵設置勉強会 耕作放棄地を整備しぶしゅかん植え付け

経 緯

○高知県の野生鳥獣に強い集落づくり
事業で、モデル集落に選定されたこ
とから、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、被害状況調査を実施。

○その結果、「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」との決意で活動を始動。

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、鳥獣による被害は現
在のところ、ほぼないという状況にまでになった。

○生産者組合等の設立により、地産外商にも成功し、周辺集落で採れた山菜・野菜・
果樹・米の販売に加え、近くの川で獲れた川エビ・鮎・鰻・猪肉などは注文に応じて
郵パックで発送している。

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

～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、
被害の多い所に集落全員で漁網設置し
たところ、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
子ども

（教育・体験）

お お や し き し ま ん と

高齢者の活躍９
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奥屋内下集落協定

清いろの里 サルの捕獲檻 鋭意製作中

経 緯 取組内容

活動の効果

○柵の設置や捕獲活動などの鳥獣被害防止対策により被害が減少。鳥獣被害で失
われていた耕作意欲が回復し、耕作放棄地解消に大きく寄与。

○集会施設を宿泊施設「清いろの里」に改修したことにより、観光客が増加し地域が活
性化。

応募団体からのアピール・メーセージ

高知県四万十市

鳥獣被害対策の先進地として多くの視察者を受け入れ、他の地域の鳥獣被害の減
少にも繋げたい。また、営農組織等との連携を密にしながら、地域の課題解消に向け
た取り組みを継続していきたいとおもいます。

高知県四万十市西土佐奥屋内37 Ｔｅｌ：0880-56-1024

し ま ん と

～それでも私たちは屈しない(๑•̀ㅂ•́) ～

○超少子高齢化により個人での耕作
が困難な状況に。機械の共同利用
や農作業の共同化のための集落営
農組織を設立。

○地域一体となった農作物の生産に取
り組むが、鳥獣被害が多様化し日々
対策に努めている。

○イノシシ、シカ被害防止のため、地域が一
丸となり地区全体を柵で囲う。
○近年サルの被害が拡大し、県の助成を受
け檻を設置。

○交流人口の増加、地域活性化のため集会
施設を宿泊施設「清いろの里」に改修。
五右衛門風呂「さやのゆ」を増設。

高齢者の活躍
鳥獣被害
防止

おくやないしも

農 泊10
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いしはらの里協議会

いしはらモデル住宅建設 住民の出資により運営する生活店舗

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
ンターを開所し、小さな拠点づくり
に挑戦。

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、いしはらお山の学
校による人材育成を行う。

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。

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

子供
（教育・体験）

と さ

11 地産地消
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れいほく民泊推進協議会連合会

民泊推進協議会連合会実施の研修風景 民泊家庭での夕食づくり体験

経 緯

○嶺北地域各町で独自に行っていた民泊
事業を、平成28年に200名規模の受け
入れ要請があったことを契機として、広
域連携による体制とする検討を開始。

○平成29年４月に、大豊町、土佐町、本山
町３町による民泊推進協議会連合会を
設立し、広域連携による民泊事業をス
タート。

取組内容

○広域連携のスケールメリットを活かすため、
大豊町観光開発協会に受入窓口を一本化。

○人材育成のためのスキルアップ研修、イン
バウンド受入研修等を合同で実施。

○民泊家庭の意見集約やサービスの平準化、
民泊家庭台帳の一元管理などの課題解決
のための体制整備を実施。

○平成29年度に、９校277名を広域連携によ
り受入。

活動の効果

○個別では受け入れられなかった多数の予約に対応でき、受注件数が飛躍的に増加。
○受入人数の増加に伴い、町内消費の増加や閑散期の利用促進など関連分野への
波及効果が見込まれ、更にその効果が嶺北地域全域へ広がることが期待できる。

○受け入れた生徒との交流が、生き甲斐を生み元気を取り戻すきっかけとなった。

○地域が「民泊受入」という一つのキーワードで繋がり、町村の垣根を越えた交流が
進んだ。

応募団体からのアピール・メッセージ

高知県大豊町

心のこもった「おもてなし」と都会では味わえない暮らしや伝統文化、そこに宿る物語
をお伝えします！

高知県長岡郡大豊町高須231 Ｔｅｌ：0887-72-0450

おおとよ

～広域連携でひろがる民泊事業～

インバウンド 国内観光農 泊12

- 19 -



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

～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。

○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。

伝統・継承

に し さ こ

自然・景観13
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公益財団法人三原村農業公社

圃場整備田に植付けた収穫前のゆず 三原村産ゆず使用の商品「ゆず菓」

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⇒Ｈ28年度32人）。

○産地化に必要なゆずの作付面積の拡大（Ｈ22年度10.2ha⇒Ｈ28年度46.9ha）。
○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％
⇒Ｈ28年度19.5％）。

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

～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
○高齢化で管理できない園地の受入による
農業支援体制の構築

雇 用 定住・移住14
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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、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、ニラ、ワサビ等園芸
品目の新たな導入。有望品目研究部
門を設立し女性の部門長を中心に野菜
作り。

○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→Ｈ28年実績31.2ha）。

○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。

○ゆず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～

女性の活躍自然・景観

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 中山間地域直接支払最優秀賞受賞

高齢者の活躍15
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さかわの地乳プロジェクト推進会議

高知県内を走る地乳カー 地元商店と「地乳」がコラボ開発したソフトクリーム

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）」もあるのでは、と
のアイデアからまちづくり組織、商
工会等と連携した酪農振興、まち
づくりを目指した。

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、新商品を開発中。

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

地産地消
「食」の提供・
活用

さかわ

６次産業化16
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に よ ど の

田村蕪生産農家さん 食育活動での子どもたちの田村蕪の定植風景

経 緯

○仁淀川町の伝統野菜「田村蕪」
の継承と、仁淀川流域の農産業
活性化を目的として「田村蕪式
会社プロジェクト」を開始。

○毎年募集する一口オーナー制度
では100口以上の賛同をいただく
などし、県内外で広く話題となる。

取組内容

○一口オーナー制度として、蕪主優待事業や
蕪主総会を実施。

○田村蕪を食べようフェアでは、地域食材の
活用に熱心な飲食店との連携による独自の
田村蕪料理をメニューとして提供。

○食育事業として小中学校で児童の手で栽培
された田村蕪は、１月19日食育の日に町内
全校の給食で使用。

活動の効果

○町内で誇れる伝統野菜、地域資源であるという認識拡大と生産農家所得の向上。

○田村蕪を食べようフェアでは、仁淀川流域の飲食店や料理教室などと連携拡大。

○高知県立大学の地域実習を受け入れ、産学官連携による取り組みに発展。

○新たな生産者の増加。

応募団体からのアピール・メッセージ

高知県仁淀川町

これからも田村蕪を通じた地元の食文化をサポートし、美味しく応援してまいります。

年末年始の旬の時期には、ぜひ田村蕪をご賞味いただき、一緒に美味しく応援しま
しょう！ URL：http://www.niyodono.org/

高知県吾川郡仁淀川町田村184-１ Ｔｅｌ：080-6382-1522

平成26年度 第29回高知県地場産業奨励賞受賞

によどがわ

～美味しい応援！！ 田村蕪式会社プロジェクト～
たむらかぶしきがいしゃ

食 育６次産業化伝統・継承17 
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沢渡茶生産組合

消費者を対象にした茶摘み体験

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。

○30代の担い手が中心となり、茶工場の
運営や高齢者の茶畑の管理を実施。

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、若い担い手が茶に付加価値を付け加工・販売するなど、新たな取組
も行われています。地域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

茶畑に囲まれた道を進む秋葉祭りの行列

によどがわ

～沢渡の茶 400年の歴史を次世代へ！～

さわたりちゃ

伝統・継承自然・景観18
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汗見川活性化推進委員会

拠点の宿泊施設「清流館」と体験棟も整備 町内の製造会社と協同でドリンク商品化

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

～地域の拠点「清流館」で継続する地域づくり！～

持続可能な
地域づくり

女性の活躍
「食」の提供・
活用

あせ み か わ

19
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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 H23/パリで行われたゆず賞味会

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。

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。

～村の宝「ゆず」の輸出を通じた成長産業化～

高齢者の活躍輸 出
きたがわ20 定住・移住
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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の様々な企画を実
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 子ども
（教育・体験）

ひ だか むら

21
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山田堰井筋土地改良区

水源涵養林育成事業 出前授業「長岡小学校」

経 緯

○当土地改良区において、水路の
汚染や不法投棄、水路の維持管
理機能の低下、賦課金の減少等
財政面の逼迫、土地改良区に対
する地域住民の認識の薄れ等が
問題となる。

○平成13年、地域住民の農業用水
への関心を高め協力を得られるよ
う、21創造運動を推進する委員会
を設立。

取組内容

○上流域の森林の保水力を維持するため、山林
を購入し、水源涵養林育成やシカの食害防止
対策を実施。

○「舟入川ウォーキング＆いかだ下り」を通じて、
水路が果たす農業用水以外の流通路としての
役割の理解を深めてきた（Ｈ24年度で終了）。

○流域の小学生、大学生を対象に、当土地改良
区の歴史や役割、農業用水についての出前授
業を実施。そのほか、当土地改良区の女性部
による出店、出前講師なども行っている。

活動の効果

○舟入川ウォーキングなどのPR活動により、土地改良区の存在意義や、農業用水・管
理施設の重要性に対する一般住民の理解が深まった。

○行政の協力を得て物部川合同堰の改修に着手することができ、土地改良区負担の
減額にも繋がった。

高知県香美市土佐山田町神母ノ木428-2 Ｔｅｌ： 0887-52-2311

応募団体からのアピール・メッセージ

高知県香美市

森・川・海の繋がり、環境、自然について、他の団体との交流を図りながら、農業用
水の大切さをPRできる機会を増やしていきたいと考えています。

～命の水を作り活用する地域交流～

や ま だ ぜ き い す じ

小水力発電自然・景観
か み 子ども

（教育・体験）
22

- 29 -



土佐備長炭生産組合

1000℃以上の窯の中 完成した上土佐備長炭

経 緯

○原木調達が個人では難しくなってき
たことや、高齢化による廃業で生産
量が激減。

○経営の安定化と後進の育成のため
に平成21年４月１日、土佐備長炭生
産組合を結成。

取組内容

○原木の安定供給のための共同購入。

○組合員が生産する上土佐備長炭の共
同出荷による販売先の安定確保。

○組合員の技術向上、I･Uターン者を対象
とした後継者の育成と生産技術の継承。

活動の効果

応募団体からのアピール・メッセージ

高知県東洋町

「上土佐備長炭は百年の伝統を全国に 若者の未来、産地復活」
全国に安定供給をし、全国一の上土佐備長炭です。備長炭の生産に興味が

ありましたら、 ご連絡ください。

高知県安芸郡東洋町大字野根丙2673番地 Ｔｅｌ：0887-24-1911

とうよう

～“産地復活、未来に続く地場産業に”～

○組合では、伐採の仕事を成り立たせるため、ウバメガシが自生する山を丸ごと買い
上げて、炭の原料も雑木も買い取り、伐り手の仕事と収入を確保し地域連携を推進。

○燃料知識の深い、東京と関西の問屋と販売契約を締結。問屋を通す事で中間マー
ジンは取られるものの、収入の安定化と専門家から見た上土佐備長炭の良さをPR
でき、販売の向上及び組合員の収入安定に貢献。

かみとさ

高齢者の活躍伝統・継承 雇 用

と さ び ん ちょ う た ん
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