


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。

今年度は、中国四国農政局管内で143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32地区）が選定されました。

さらに、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15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31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５回選定） 

今回の「ディスカバー農山漁村の宝」（第５回選定）では、平成 30 年６月１日から８月 13 日ま

でに、農山漁村活性化の取組として全国から 1,015 地区（管内からは 143 地区）の応募があり、10

月 17 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 32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日には「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、特別賞のチャレンジ賞（農林水産物

とその加工品の輸出に取り組んでいる優良事例）に高知県北川村の「北川村ゆず輸出促進協議会」

が選定されました。  

 

 

 

２．中国四国農政局「ディスカバー農山漁村（むら）の宝」 

中国四国農政局では、管内で応募のあった143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30年11月、中国四国農政局において選定委員会を開催し、15地区を選定しまし

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」 

選定地区オリジナルロゴマーク 

 

「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５回選定）） 

おおだ一日漁推進協同組合（島根県大田市） 

●出漁した日の夕方に水揚げした魚が競りにかけられる、この地域ならでは

の漁形態をブランド化し PR。 

●行政と連携し、学校給食に一日漁の鮮魚を多く取り入れてもらう等、魚食

普及に努める。 

●デザインロゴを作成し、ポスターや幟をスーパーや卸売業者に配布。 
 

地美恵の郷みまさか（美作市獣肉処理施設）（岡山県美作市） 

●有害鳥獣の駆除や、ジビエ活用のため、狩猟講習会の開催やジビエ普及イ

ベントを開催。 

●猪肉を活用したコロッケを開発し、学校給食へ提供。 

●企業と連携し、鹿革を使ったクラフト体験の実施や、商品開発を行い、市の

観光等にも寄与。 
 

株式会社瀬戸内ジャムズガーデン（山口県周防大島町） 

●農家や企業と連携し経済循環を造るとともに、U・I ターン者を応援する会

の創設や移住者のアイデアを島の方々と共有し、新たな産業を創出。 

●障がい者と連携し、働く場を提供。 

●多数の農家と連携し、地域性のある多種類のジャムを生産する等、雇用拡

大や耕作放棄地解消に貢献。 

●定住促進協議会や観光協会と連携し、観光交流人口増加を目的とした、ツ

アーやイベントを企画。 
 

加茂谷元気なまちづくり会（徳島県阿南市） 

●都市部での就農誘致イベントに住民自らが出展し、地域を PR。 

●短期体験ツアーの企画運営、都市部の大学生の農業インターンシップの受

入れ等、移住・定住を促進。 

●移住者への個別相談会を開催し、生活面から営農指導までトータルサポー

ト。 

●スーパーでのインストア販売による６次産業化に取り組む。 
 

企業組合 遊子川ザ・リコピンズ（愛媛県西予市） 

●出荷できず破棄されていた規格外トマトを活用し、加工品の商品開発

を開始。 

●併設した農家レストランで地域で採れる旬の野菜やトマトを使った加

工品を提供。また地域のコミュニティの場としても提供。 

●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。 

 

北川村ゆず輸出促進協議会（高知県北川村） 特別賞受賞（チャレンジ賞） 

●北川村ゆずの価格平準化及び販売拡大を目的として、海外編の販路を求め輸

出促進協議会を設立。 

●フランスで開催されたゆず賞味会により、現地での青果の要望が高まり、世

界初となる EU への「青果ゆず」の輸出を開始。 

●輸出拡大により国内外の販売価格も向上し、平均年齢 70 歳となる生産者の

意欲が向上。 

地元イベントでの「一日漁」PR  

ジビエ加工品等の開発  

地域を巻き込んだ６次産業商品 

移住就農希望者への農業体験ツアー 

トマト酢をベースに製造販売中のトマト加工品 

SIAL2012(ﾊﾟﾘ)への青果ゆず出展 
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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」） 

JA 鳥取中央あぐりキッズスクール（鳥取県倉吉市） 

●親子での田植え、稲刈り、はで掛け、餅つき、しめ縄作りなど農業

体験を毎月実施。 

●生産者の協力も得て、地域の農産物、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、生徒が年間を通じてあぐ

りキッズスクールの補助員として協力。 

 

 

えーひだカンパニー株式会社（島根県安来市） 

●ドローンを導入して、水稲防除作業を請け負い、地域内雇用を創出。 

●地元の女性等が地場産野菜等を使い、着色料、保存料不使用の安全安

心なドレッシングを開発し販売。地場産の米や小麦による米ゲル商品や

パンの商品開発も進行中。 

●定住促進として、パンフレット「えーひだ定住 BOOK」を作成し、移住

者の誘致活動を実施。 

 

 

一般社団法人宇治雑穀研究会（岡山県高梁市） 

●高齢者でも比較的手軽に取り組みが可能なもち麦（キラリモチ）の栽

培を始め、平成 29 年からは、有利販売のための「特別栽培」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の協働研究

を行う。 

 

 

周防大島町体験交流型観光推進協議会（山口県周防大島町） 

●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等に体験し

てもらう活動を実施。 

 

 

静食品株式会社（山口県下関市） 

●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、地元を始め、首都圏での販売促進を強化。 

 

 

野菜ドレッシング 

栽培を体験する地元高校生 

みかんの収穫 

長州ジビエのくんせい・ウインナー 

手植えによる田植え体験 
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株式会社６３Dnet（山口県長門市） 

●地域の農家から農産物を集荷し、道の駅などに卸売を開始。 

●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。 

 

 

有限会社グリーンハウス（山口県山陽小野田市） 

●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

に係る募集活動を積極的に行うなど若者の働く場づくり。 

●ハウス面積の拡大を行うとともに、ASIAGAP を取得し、売上の向上や

職場環境を改善。 

●女性活躍に向けた働きやすい職場環境の整備（産前産後休暇やパート

から社員への登用等）など女性労働環境の改善。 

●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

を積極的に受入れるなど地域教育の実施。 

 

 

はーとふる川内株式会社（徳島県北島町） 

●障害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、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」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。 

 

 

株式会社阪東食品（徳島県上勝町） 

●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。 

●上海へポン酢を初めて輸出。 

●ヨーロッパの展示会に参加し、ゆず果汁を中心に PR 。 

●和の柑橘に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

プを目指し活動を展開。 

 

 

小豆島食材開発会議（香川県小豆島町） 

●「小豆島長命草の会」（生産者）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７つの新商品を開

発・販売。 

●香川大学等で栄養価や機能性を調査。 

●島内産のイベント、展示・商談会へメンバーの企業、農家、普及セン

ターなど一丸となって参加し、長命草及び開発した新商品の PR を実施。 

 

地元野菜を地元で販売・購入できる場の提供 

女性パートによる調整作業の様子 

商品化されたドライトマト「愛さんさん」 

パリサロンドショコラにてフランスパートナーと 

長命草の PR 展示会出展の様子 
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山南営農組合農村レストラン部会（香川県三木町） 

●地元の減農薬栽培のお米や野菜、猪肉ハンバーグがメインの山鯨御膳

を提供。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。 

 

 

五名活性化協議会（香川県東かがわ市） 

●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

し販売。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。 

 

 

泉谷地区棚田を守る会（愛媛県内子町） 

●年間 10～15 組の棚田オーナーと交流。また、地元案内人と棚田巡

り、地元食材を楽しむツアー（うちこみそぎ自然浴ツアー）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）」をオープン。 

●宿泊施設を活用し、移住者見学ツアーを実施。 

 

 

入河内大根のこそう会（高知県安芸市） 

●共同圃場（２ａ）を設け、会員が共同で栽培。収穫体験や料理の体験

交流などにより、まちとむらの交流を促進。 

●野菜ソムリエ等を通じて、県内有名レストラン、料亭等に提供。 

●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。 

 

 

株式会社サンビレッジ四万十（高知県四万十町） 

●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、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。 

地域の特産品を加工して販売 

いのしし祭りで五名イノシシ肉の PR・販売 

収穫体験後の調理交流 

四万十の野菜を直売 

内子みそぎ自然浴ツアーの豊年おどり 
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① 2017915 いの町 上東地区営農組合
自然・景観・
伝統・継承

女性・高齢者
の活躍

－

② 2018901 越知町 農事組合法人ヒューマンライフ土佐 食育・教育
企業・地域住民・
大学との連携

女性・高齢者
の活躍

③ 2018902 須崎市 竹虎株式会社山岸竹材店 インバウンド
自然・景観・
伝統・継承

雇用

④ 2017901 香南市 協同組合やすらぎ市
地元食材の
提供・活用

雇用 ６次産業化

⑤ 2017905 安芸市 有限会社はたやま夢楽
地元食材の
提供・活用

雇用 ６次産業化

⑥ 2017904 四万十町 農事組合法人ひらの 移住・定住 雇用
その他（水稲作
業受託及び協業
による農業生産）

⑦ 2017902 南国市 農家レストラン「まほろば畑」
地元食材の
提供・活用

女性・高齢者
の活躍

－

⑧ 2017903 南国市 白木谷ゆめファクトリー
自然・景観・
伝統・継承

地元食材の
提供・活用

－

⑨ 2017914 三原村 公益財団法人三原村農業公社 鳥獣被害防止 ６次産業化
企業・地域住民・
大学との連携

⑩ 2017916 佐川町 さかわの地乳プロジェクト推進会議
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

⑪ 2018903 土佐町 株式会社れいほく未来
企業・地域住民・
大学との連携

女性・高齢者
の活躍

－

⑫ 2017919 本山町 汗見川活性化推進委員会
地元食材の
提供・活用

女性・高齢者
の活躍

その他（地域で
持続可能な地
域づくり）

⑬ 2017920 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

⑭ 2017913 香南市 西佐古みどりの会
自然・景観・
伝統・継承

－ －

⑮ 2017909 四万十市 大屋敷四万十のしずく生産者組合 鳥獣被害防止
地元食材の
提供・活用

女性・高齢者
の活躍

⑯ 2018904 黒潮町 黒潮町佐賀北部活性化推進協議会
自然・景観・
伝統・継承

地元食材の
提供・活用

企業・地域住民・
大学との連携

⑰ 2017911 土佐町 いしはらの里協議会
農林漁業・農山
漁村文化体験

地元食材の
提供・活用

その他（「小さ
な拠点」づくり）

⑱ 2018905 中土佐町 大野見七面鳥生産組合 食育・教育 ６次産業化
企業・地域住民・
大学との連携

⑲ 2017906 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）

⑳ 2017908 大豊町 株式会社大豊ゆとりファーム
企業・地域住民・
大学との連携

学生・若者の
活躍

その他（ネット
ワーク）

㉑ 2018806 高知市 鏡村直販店組合
農林漁業・農山
漁村文化体験

自然・景観・
伝統・継承

地元食材の
提供・活用

㉒ 2017907 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 －

㉓ 2017912 大豊町 （一財）大豊町観光開発協会
国内観光客の

誘致
インバウンド 食育・教育

㉔ 2018907 四万十町 しまんと新一次産業株式会社
自然・景観・
伝統・継承

地元食材の
提供・活用

－

㉕ 2017918 仁淀川町 沢渡茶生産組合
自然・景観・
伝統・継承

雇用 ６次産業化

㉖ 2018908 仁淀川町 池川茶業組合 雇用 ６次産業化
女性・高齢者
の活躍

㉗ 2018909 高知市 Team　Makino
自然・景観・
伝統・継承

食育・教育 ６次産業化

㉘ 2018910 安芸市 安芸「釜あげちりめん丼」楽会 食育・教育
地元食材の
提供・活用

学生・若者の
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。

「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　（高知県）

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
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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

奈半利町

田野町

安田町

北川村

馬路村

芸西村

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

越知町

梼原町

日高村

津野町

四万十町

大月町

三原村

黒潮町

18

1
0

応募団体位置図（高知県）

17

14

9

15

21

10

11

16

19

12

22

20

13

5
8

6

1

7

4
2

3

23

24

25

26

27

28
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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
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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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黒潮町佐賀北部活性化推進協議会

若山楮部会 柚子部会

経 緯 取組内容

○直販所「さが谷三里マーケット」を週２回開
催。特産品の販路拡大と週１回のあったか
ふれあいセンターへの昼食作りを実施。

○「若山楮（こうぞ）」栽培の復活を遂げ、伝統工
芸作物としての保存及び産地化による地域
への伝承を図る。

○耕作放棄地の有効利用及び景観維持のた
め柚子を栽培。柚子を活用した特産加工品
の可能性を探索中。

活動の効果

○活動規模を少しずつ推進することにより、地域の自然景観及び伝統工芸作物の保
全が図られる。

〇活動を通じ地域集落のコミュニティを増進させ、地域住民の生きがい作りとして福祉
的役割を果たす。

〇活動の継続と発展を目指し「集落活動センター」へ移行。

応募団体からのアピール・メッセージ

高知県黒潮町

６次産業推進事業の一環として、地域の特産品を生かした食品づくりを２年の開発
を経て平成28年12月に発売することが出来た。今後、地方への販路を広げていきたい。

高知県幡多郡黒潮町拳ノ川46-1（集落活動センター佐賀北部） Ｔｅｌ：0880-55-7272

くろしおちょう

～人と資源を最大に生かした地域の活性化推進～

自然・景観・
伝統・継承

地元食材の
提供・活用

企業・地域住民・
大学との連携

くろしおちょう さが

○佐賀北部地域の少子高齢化や人口
減少に伴う耕作放棄地の拡大及び
景観保全の困窮に直面。

○疲弊が進む地域活性化のため、地
域の魅力を掘り起こし、みんなが暮
らしやすい地域づくりに向けた活動
を開始。

16
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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～

その他（「小さな
拠点」づくり）

農林漁業・農山
漁村文化体験

と さ ちょう17 地元食材の
提供・活用

さと
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広い空間とヒノキを活用した家きん舎

経 緯

○約50年前に始まった七面鳥の生産
は、昭和60年代をピークに減少し、
現在は2戸の農家で生産されるのみ。

○七面鳥の希少性や栄養面での優位
性を生かし特色ある一次産業として
地域振興に繋げるため活動を開始。

取組内容

○６次産業化の事例発表、小学校、高校、大学での出前授業により七面鳥事業の周
知が拡大。

○大学との連携による七面鳥肉の分析・研究により、良質なたんぱく源としての魅力を
発信することで、新規事業へ展開。

〇アメリカでの高校生活で七面鳥を知り、日本の体育大学でスポーツを学んだ地域お
こし協力隊員を事務局に迎え、アスリート向けに販売を展開。

応募団体からのアピール・メッセージ

高知県中土佐町

高知県高岡郡中土佐町大野見吉野12 Ｔｅｌ：0889-57-2022

なかとさちょう

大野見七面鳥生産組合

～七面鳥がつなぐ農林水産とスポーツの未来～

七面鳥を大野見地区の広告塔とし、地域の農林水産物全体の地産外商を進め、超
高齢・少子・人口減少の町から生き残りモデルを模索していきます。
また、カラダを動かし、適切な食事を摂り、健康で強いカラダを維持するということを、七面
鳥というたんぱく源が豊富な食材を通して、多くの人に伝えたい。人生100年に向けて。

ＨＡＣＣＰ取得を目指す食鳥加工施設

活動の効果

○高知大学、ノートルダム清心女子大学と連
携し、七面鳥の持つ抗疲労成分を研究。

○アスリートにカラダづくりと食の必要性を発
信し、七面鳥の普及拡大を図る。

○６次産業化を推進するため、町立食鳥加
工施設を増築、県版ＨＡＣＣＰ基準を満た
す加工体制を構築中。

６次産業化食育・教育
企業・地域住民・
大学との連携

おおのみ

18
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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

にゅうがうちだいこん

自然・景観・
伝統・継承19
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株式会社大豊ゆとりファーム

農作業受託：稲作 クールベジタブル野菜販売イベント

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、水稲と野菜を生産し、農
地保全と地産外商に取り組む。

○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を図り、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

おおとよちょう

～農地を守り、地域を守る～

その他
（ネットワーク）

学生・若者の
活躍

企業・地域住民・
大学との連携

おおとよ

20
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鏡村直販店組合

旬の野菜を地元言葉で日替わりお知らせ ジャガイモ、バケツに入りきらん。どっさりあるー！

経 緯

○県都高知市に隣接する旧鏡村の
地理的条件や日曜市に出店して
いたノウハウを生かし直販店「鏡
むらの店」をオープン。

○販売農家だけでなく自家用野菜
農家にも広く声をかけ、高齢者
や女性農業者の所得向上の場
づくりのためのアンテナショップと
なる。

取組内容

〇料理教室、加工教室を通じて鏡郷土に伝わ
る時期時期の野菜の調理・保存方法を伝承。
地域のふれあいの場として活用。

〇親子収穫体験では、畑の畔に座り炭火を囲
みながら田舎ならではのコミュニケーション
を体験。

〇情報誌「らぶ・レター」で、鏡の野菜を使った
レシピ、鏡の旬な情報、野菜の生育情報な
どを発信。

活動の効果

○忘れられつつある鏡村の農産物の調理・加工・保存方法を店頭で丁寧に説明す
ることで、「鏡むらの店」のファンを獲得。
〇少量でも出荷・販売が可能となり、高齢者や女性農業者の所得が向上。
〇料理教室、加工教室を通じて、昔の母親の味を子、孫に伝承。
〇鏡地域の方が作った食材を学校給食に提供することで、野菜の食べ残しが減少。

応募団体からのアピール・メッセージ

高知県高知市

「鏡むらの店」の販売員は全員鏡村にお嫁にきたか鏡村で育った人です。鏡愛を持っ
た販売員が生産者に感謝し、お客様に鏡村の良さを込めて販売しています。今後もた
のしい、なつかしい、気軽な店として、皆様に必要とされる店でありたいと思っています。

高知県高知市中万々95-16 Ｔｅｌ：088-871-3705

こうちし

～楽しい、なつかしい、気軽な店であるために～

地元食材の
提供・活用

自然・景観・
伝統・継承

農林漁業・農山
漁村文化体験

かがみむら

21
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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

22
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（一財）大豊町観光開発協会

ラフティング体験 大学との連携によるモニターツアー【お茶摘み体験】

経 緯

○交流の活発化による地域再生に向
け、山村における「日常の生活の営
み」や「生産の営み」を教育旅行向け
「山里の暮らし体験（農家民泊）プロ
グラム」として造成し、（一財）大豊町
観光開発協会を窓口にラフティング
やトレッキングなどの自然を生かした
アウトドアスポーツとともに販売開始。

取組内容

○海外からの民泊受入に向け、経験をもと
に体験プログラムの改善を図る。

○グリーンツーリズムインストラクターを養
成し、体験実施者のスキルアップを図る。

○吉野川ラフティング体験の予約簡便化を
図るため、「大豊町ラフティング部会」を
設立し、予約のワンストップ窓口化など、
受け入れ態勢を整備。

活動の効果

○教育旅行の受入人数が対前年比３．４倍と飛躍的に増加。
○養成したグリーンツーリズムインストラクターが地域のリーダーとなり、メンバー全体
のスキルアップにつながった。

○ラフティング受入の体制整備を行った結果、受注件数が大幅に増加。
〇教育旅行を対象とした民泊受入を推進する中で、一般旅行者にも範囲を広げる家
庭が出てくるなど、交流を活発化することにより地域に活気が生まれる。

応募団体からのアピール・メッセージ

高知県大豊町

嶺北地域は山里の暮らしが今もなお残っている自然豊かなところです。また、「土佐
あか牛」や「はちきん地鶏」、「棚田米」など食の魅力も高い地域です。暮らしの体験で
知る知恵や技、人と人との交流の素晴らしさを是非、体験してください。

高知県長岡郡大豊町高須231 Ｔｅｌ：0887-72-0450

おおとよちょう

～山の暮らしを宝にかえて交流で地域を元気に～

インバウンド 食育・教育
国内観光客の
誘致

おおとよちょう

23
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豊かな自然が残る大正地区

経 緯

○四万十町を含む北幡地区では、約50
年前まで約800ｔ生産されていた栗が、
農家の高齢化等により激減。

○生産から加工までを地区内で行い、
所得向上、雇用確保による地域活性
化を目指すため会社を設立。

取組内容

○四万十町全体の栗生産量が拡大。

○加工品の販売により販売額が増加。

〇水田を栗園に転換することに対する地域住民の理解が広がる。

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河内279-2 Ｔｅｌ：0880-28-5594

しまんとちょう

しまんと新一次産業株式会社

～農業で四万十を元気に～

高齢化、人口減少が続くこの地域を栗で再生し、地域の人や若者が誇りをもって豊
かに暮らしていけるよう取り組んでいきます。

無農薬栽培で育った栗

活動の効果

○昔から続く地域の情景と自然を守るた
め、超低樹高栽培による無農薬栽培を
実施。
○平成29年に加工場を設立し、栗ペース
トの加工・販売を開始。
○耕作放棄地を栗園に転換。

地元食材の
提供・活用

自然・景観・
伝統・継承

24
し ん い ち じ
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沢渡茶生産組合

お茶摘み体験ツアーのようす

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。

○若手組合員が（株）ビバ沢渡を設立し、
仕上茶、お茶を活用したスイーツを販
売。スイーツは香港へも輸出。

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、若手組合員が茶の加工販売を行い、仁淀川町内にお茶カフェを開
店し、高知市に2号店を出すなど、積極的な取組が行われています。地域の世代が互
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

ダム湖に茶園が映える沢渡地区の風景

によどがわちょう

～沢渡の茶400年の歴史を次世代へ！～

さわたりちゃ

雇用
自然・景観・
伝統・継承 ６次産業化25
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池川茶業組合

全員集合

経 緯

○農家の高齢化や後継者不足により、
地域の茶園の荒廃が進むとともに、
ペットボトル茶の登場により荒茶の
価格が低下し、農家の収入が下落。

〇労働力の有効活用、効率化、品質
向上を図るため、池川茶業組合を
設立。

取組内容

○８つの個人茶工場を１つに統合し、労
働力の有効活用、作業の効率化、製品
の品質向上を図る。

○仕上茶の販路拡大のため、毎週末に
高知市内の量販店店頭で試飲即売を
実施。

○お茶を活かしたスイーツを開発し、販売
拠点となるカフェを開店。

活動の効果

○荒茶の市場出荷から高品質な仕上茶の小売販売に重心を移したことで、収入が
確保された。

〇カフェには大型バスで団体も訪れ、年間２万人が訪れる観光名所となり、地域の
活性化と雇用の創出につながっている。

応募団体からのアピール・メッセージ

高知県仁淀川町

日本茶インストラクター協会主催の日本茶AWARD2018においてファインプロダクト賞
を受賞した「霧の極」をはじめ、高品質のお茶販売を拡大することで生産に必要な地
域の茶畑を維持し、先人から受け継いだ茶園の風景が次世代に継承されるよう努力
を続けていきます。

高知県吾川郡仁淀川町坂本1696 Ｔｅｌ：0889-34-3877

城を基調としたカフェ外観 桜と桃の花に囲まれて

によどがわちょう

～お茶とスイーツの共働！～

いけがわ

女性・高齢者
の活躍

雇用 ６次産業化26
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Ｔｅａｍ Ｍａｋｉｎｏ

有名シェフやバイヤ－を招き、お食事会を開催（東京） 伝統野菜マルシェでは農家が自ら販売

経 緯

○故・牧野富太郎博士の指示により収
集・保存されていた高知の伝統野菜
の種子で、伝統野菜の復活に向けた
活動を開始。

〇趣旨に共感する農家等により「Team
Makino」を結成し、種子の増殖と生
産拡大、販路開拓により、伝統野菜
のブランド化と所得向上を目指す。

取組内容

○料理教室や食品事業者への食材提供、
テレビ、新聞等のマスコミを通じた情報
発信により認知度アップを図る。

〇高知市内小学校、農業高校への出前
授業や栽培指導による食育活動。

〇伝統作物セミナーにおける講習、商談
会への参画、伝統野菜マルシェの開催
等による販路開拓。

活動の効果

○失われたと考えられていた種子が再発見された。

〇採集地とされる産地への「里帰り」などの活動で、後世へ引き継ぐ取り組みが広がる。

〇サポーターズと連携したＰＲ活動により「牧野野菜」の知名度が向上し、ストーリー性
や味が評価され高値で取引されたことで、農家の所得向上に貢献している。

〇県内外の産地とつながりができ、交流や連携が行えるようになった。

応募団体からのアピール・メッセージ

高知県高知市

Team Makinoの活動は、農業の枠を越え、料理人やマスコミと連携するなど益々広
がっています。高知の伝統野菜が全国で認知されるよう、更なる取組を行っていきます。

高知県高知市高須東町4-1 Ｔｅｌ：088-861-0711

こうちし

～よみがえれ！土佐の伝統作物 ～

６次産業化食育・教育
自然・景観・
伝統・継承

ちーむ まきの
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安芸「釜あげちりめん丼」楽会

出前授業（調理実習）世界で１つのちりめん丼作り 第３回土佐の食１グランプリ 優勝

経 緯

○安芸沖で豊富に獲れる新鮮で栄
養満点で美味なシラス（ちりめん
じゃこ）をはじめとする地域食材の
良さをこじゃんと（すごくたくさん）Ｐ
Ｒすること、及び消費拡大を図る
ことで、観光客の誘致、リピーター
の確保、地場産業の振興、市民
所得の向上を図ることを目的に
2010年11月に設立。12団体21名
で活動を開始。

取組内容

○じゃこの聖地として安芸市を全国へＰＲする
ため、じゃこに特化したイベント「じゃこサ
ミット」を平成25年度から安芸市で開催。

○毎月15日を「じゃこの日」として、保育園・小
中学校の給食にじゃこ料理を提供。ちりめ
ん丼提供店は特別サービスを実施。

○地元高校生に企画立案、イベントへの協力、
新商品の提案等への参画を依頼。また、出
前授業や高知大学による講演を実施。

活動の効果

○出前授業や給食へのじゃこ料理の提供及び高校生の参画等により、地域住民が
じゃこをより身近に感じ、じゃこ食文化の普及が実りつつある。

○イベントへの出店、じゃこサミットの開催により市内外での安芸市、安芸釜あげちりめ
ん丼の知名度が向上。交流人口の拡大により、地場産業の振興につながる。

高知県安芸市本町３丁目11－5 Ｔｅｌ： 0887-34-1311

応募団体からのアピール・メッセージ

高知県安芸市

楽会は活動を楽しみながら安芸沖で豊富に獲れる新鮮で栄養満点で美味なちりめんじゃこをはじ
めとする地域食材のよさを「じゃこじゃこ」言いながらこじゃんとＰＲしています。

～安芸市を元気に！がんばるじゃこ！～

がっかい

学生・若者の
活躍

食育・教育
あ き し28 地元食材の

提供・活用

あ き
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