
四海漁業協同組合（香川県土庄町） 

●「小豆島 島鱧」を名乗るため、４つの基準を設け、他地域との差別化

を図る。 

●島内業者が水揚げしたハモを共同出荷することにより安定した品質・

出荷量を確保。 

●加工品の開発を可能とするため、ハモ骨切機、大型真空包装機等を導

入し、骨切を行ったハモの販売（１次加工品）に取組む。 

●京都産業大学と連携し、情報発信を強化。 

 

 

株式会社 玉津柑橘倶楽部（愛媛県宇和島市） 

●被災直後、玉津クラウドファンディングを立ち上げ、全国からの義援金

はスプリンクラー施設の補修費に充当。 

●ボランティア、アルバイターの受入れには宿泊施設が無いため受入人数

に制約があったが、JA えひめ南と連携し研修施設を開設。 

●生産者の所得向上を目的に、みかんや宇和ゴールド（河内晩柑）のジュ

ースを商品化。 

 

 

道の駅よって西土佐（株式会社 西土佐ふるさと市） 

（高知県四万十市） 

●新たな名物として、地域の食文化を尊重しつつ「洋」を取り入れた、

四万十天然鮎を使った「鮎のコンフィ」を開発。 

●生きた鮎を築地市場へ運ぶための品質管理、流通技術・管理を開発。

現在天然活魚を豊洲市場に送っているのは四万十川のみ。 

●上流から下流まで「全漁協による四万十鮎ブランドプロジェクトチー

ム」発足。 

 

農事組合法人 上東（高知県いの町） 

●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、全組合員が野菜作りに親しむ環境を整備。 

●何度も協議を重ね、平成 31 年 1 月に「農事組合法人上東」を設立し生

産体制を強化。 

●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。 

 

 

 

集落活動センターゆすはら西推進委員会（高知県梼原町） 

●獣肉解体処理施設の建設とジビエカーの導入（平成 29 年度）。 

●鹿の捕獲は多いが町中心部から遠い松原区を中心にジビエカーを運用

することで、解体処理施設への円滑な搬入を実施。 

●元ゆすはら応援隊員や移住者等の担い手人材を雇用。 

 新設した解体処理施設と日本初

導入ジビエカー 

農事組合法人上東 設立総会 

 

小豆島島鱧まつり・初出荷式 

 

玉津オリジナルみかんジュース 

日本で唯一鮎市場のある道の駅 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-7-　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　



① コミュニティ 鳥取市 大井手土地改良区
環境保全・
景観保全

食育・教育 教育機関との連携

② 奨励賞 ビジネス 米子市
シルクファームグループ
（農業グループ3社）

雇用  輸出
その他

（インバウンド）

③ コミュニティ 倉吉市 JA鳥取中央　あぐりキッズスクール
農林漁業、

農村文化体験
食育・教育 教育機関との連携

④ 奨励賞 コミュニティ 倉吉市 倉吉市体験型教育旅行誘致協議会
農林漁業、

農村文化体験
伝統の継承  高齢者の活躍

⑤ コミュニティ 倉吉市 小鴨地区振興協議会
環境保全・
景観保全

伝統の継承 食育・教育

⑥ 個人 若桜町 河戸 建樹（わかさ２９工房） 鳥獣被害防止 ジビエ
その他

（食の安心・安全）

⑦ 奨励賞 コミュニティ 智頭町
特定非営利活動法人
新田むらづくり運営委員会

農林漁業、
農村文化体験

伝統の継承 移住・定住

⑧ ビジネス 湯梨浜町 株式会社　センコースクールファーム鳥取
農林漁業、

農村文化体験
食育・教育 教育機関との連携

⑨ ビジネス 琴浦町 大山乳業農業協同組合 食育・教育  企業との連携 教育機関との連携

⑩ コミュニティ 琴浦町 赤碕町漁業協同組合 食育・教育 教育機関との連携
その他

（水福連携）

⑪ ビジネス 大山町 農業生産法人　株式会社D'sプランニング 若者の活躍 女性の活躍 雇用

⑫ コミュニティ 南部町 一般社団法人　手間山の里 伝統の継承 若者・学生の活躍
その他（賑わい創出、

交流人口の拡大）

⑬ 個人 日野町 株式会社　優栽　代表取締役　松本洋一
環境保全・
景観保全

教育機関との連携 農福連携

「ディスカバー農山漁村（むら）の宝」（第６回選定）　応募団体　一覧　（鳥取県）

Ｎｏ. 選定地区 部門 市町村 団体名 該当する取り組み
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鳥取市

米子市

倉吉市

境港市

岩美町

若桜町

智頭町

八頭町三朝町

湯梨浜町

琴浦町

北栄町

日吉津村
大山町

南部町

伯耆町

日南町

日野町

江府町

4

9

6

応募団体位置図（鳥取県）

12

3

8

7

11

13

5

2
1

10
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大井手土地改良区

生き物調査 大井手探検隊（水路）

経 緯

○大井手川は「大井手用水溝」とも
呼ばれ、農民の川としての認識が
強く、地域に多面的機能をはじめ
とする様々な恩恵をもたらしてき
た。一般の人々に理解してもらう
機会がなかった。そのような中に
平成１５年度から２１世紀土地改
良区創造運動に取り組んだことを
きっかけに、地域学習に力を入れ
るようになった。

取組内容

○小学生とともに飼育・放流活動。（11年目
となり、放流したホタルも６千匹を超え、
沢山のホタルが戻ってきた。）

○大井手川を守り継ぐ意識をはぐくむこと
を目的に実施（大井手探検隊）。職員が
講師として小学校へ出向き、大井手川の
歴史や役割、地域へもたらした恩恵や、
棲んでいる生き物について授業を実施。

活動の効果

○大井手川や土地改良施設などを身近な存在として感じてもらえるようになった。

○探検隊を経験した児童が先生になり一緒に探検隊をしたが、それ以外にもイベントを
経験した児童達が立派な社会人になっている。いつかどこかで繋がっていくことが、
目標の一つに加わった。

鳥取市古海819 Ｔｅｌ： 0857-22-2691

応募団体（者）からのアピール・メッセージ

鳥取県鳥取市

地域の人々に大井手川がはたしている役割を知ってもらえる機会を増やしていき、
より沢山の人作り（地域のリーダー）を行っていきたいと思います。

～未来へ残そう大井手川～

お お い で

教育機関との
連携

環境保全・
景観保全

とっとり1 食育・教育
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香港イオンでのさつまいも販促活動 日南シルクファームで働く若手社員

経 緯

〇民間企業がユニバーサル就労と
地域課題であった耕作放棄地の再
生を掲げ農業部門へ参入。
〇生産部門の株式会社富ますシルク
ファーム及び日南シルクファ－ムを
設立。販売部門を担う（株）KOGANE
（旧日南物産（株））と一体的に６次
産業化、輸出、インバウンド、農福
連携に取り組む。

取組内容

○昨年さつまいも10tを香港に輸出。今後50ｔ
の輸出を予定。耕作放棄地を解消しさらに
生産拡大を図る。

○アンテナショップで６次産業化商品を販売
し、インバウンドを取り込む。

○「ステラベリーパーク日南」では鳥取県とタ
イアップし推進・ＰＲを行う。

〇ユニバーサル就労で高齢者・若者・女性・
障がい者及び外国人を雇用し働きやすい
環境を目指す。

活動の効果

○さつまいもの大型冷蔵貯蔵施設を備え、通年で海外（香港）を含む国内外への出荷
を可能とした。アンテナショップでは、「いちご・さつまいも」の６次産業化商品を通年
で販売し、多くのインバウンドを取込んでいる。また、「ステラベリーパーク日南」では
鳥取県とタイアップし香港からの視察団が来県するなど、好評を博している。
〇「ユニバーサル就労」と銘打ち、多種多様な人材確保に努め、高齢者、若年、障がい
者、外国人の雇用を実現。

米子市米原8-1-32 Ｔｅｌ： 0859-30-4138

応募団体からのアピール・メッセージ

鳥取県米子市

境港市、米子市から、中山間地の日野郡日南町までの「人の流れ」を生み出し、地
域農業の活性化・観光産業の発展・雇用創出に貢献することを目指しています。

～ユニバーサル就労で担い手不足を解消し耕作放棄地を再生～

その他（イン
バウンド）

雇用
よなご2 輸出

シルクファームグループ（農業グループ３社）
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JA鳥取中央 あぐりキッズスクール

裸足で田んぼに入り、手植えによる田植え 鳥取短期大学地産地消親子料理教室

経 緯

○JA鳥取中央は鳥取県の中部に位
置し、大山山嶺に広がる倉吉平野
や東郷池をはじめ、里山、砂丘地、
丘陵地と様々な自然環境に恵ま
れています。この優れた自然環境
を活かした農業・食文化等を、未
来を担う子供たちに農業体験を通
じて「農業の大切さ」「食べること
の大切さ」「命の大切さ」として伝
えるため、活動を始めました。

取組内容

○あぐりキッズスクールは、４クラスがそれぞ
れのカリキュラムを年間を通して行っている。
基本的な農業体験として親子での田植え・
稲刈りの稲作作業に餅つき体験など日本
古来から続く米文化を体験・継承している。

○教育機関との連携も浸透しており、地元の
倉吉農業高校の学生が年間を通して補助
員として参加するほか、鳥取短期大学では
地産地消をテーマにした親子料理教室を開
催している。

活動の効果

○ＪＡ鳥取中央のあぐりキッズスクールは、全国的にまだ取組みが浸透していなかった
平成１６年度から先駆的に活動を開始しました（当時は全国で３９カ所のみ）。現在は
年間を通して月１回のペースで各クラスが多様なカリキュラムで食農・食育体験を
行っています。青壮年部や他ＪＡに教育機関、各種団体とＪＡ以外の組織体が参画・
協力する事で広範囲にわたる交流が生まれました。

倉吉市越殿町1409 Ｔｅｌ： 0858-23-3012

応募団体（者）からのアピール・メッセージ

鳥取県倉吉市

基幹産業である農業の魅力を今後も伝えていくとともに、新規のカリキュラムに取組
み、教育機関や他産業との連携を深めていきます。

～未来を担う子供たちに農・食・命の大切さを～

とっとりちゅうおう

教育機関との
連携

農林漁業、農
村文化体験

くらよし3 食育・教育
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倉吉市体験型教育旅行誘致協議会

農村生活体験：姉妹都市交流の一環で収穫体験 農村生活体験：中国深圳一般旅行者との交流

経 緯

○過疎化・高齢化が進む中山間集
落において、民泊を利用した農業
体験ツアーを商品化し、都市部か
らの誘客を行うことにより、農家の
副収入を増やすとともに、都市部
住民や学校との交流を促進し、住
み慣れた地域に誇りと愛着をもっ
て安心して住み続けることができ
るようにしたいとの思いから始まっ
た。

取組内容

○修学旅行生を中心とした農泊・農村体験者
が年々増加している。また、Wi-Fiや多言語
への対策を整備する等、個人客やインバウ
ンド需要への取組が強化されている。

○自然豊かな地域資源を大いに活用しており、
体験メニューは農作業体験のほか、魚のつ
かみどり等バラエティーに富んでいる。また、
昔ながらの農家暮らしなどの伝統・文化を
プログラム化したり、民泊を体験してもらう
ことで、伝統の継承にもつなげている。

活動の効果

○過疎化した農村地域のあちこちで生徒達が体験することで地域高齢者は元気をもら
い、一緒に体験することで地域の魅力を再発見する事が出来ています。また、受入
家庭同士で家業体験や食事体験メニューの相談をしたり、民泊受入れがきっかけで
家庭間の交流が始まったりと、近隣地域の交流も活発になってきています。

○平成30年から修学旅行の受入れが本格化し、受入家庭の収入増や、地域食材の購
入・温泉施設利用など、地域への経済効果は確実に大幅増加しています。

倉吉市関金町関金宿1560-1 Ｔｅｌ： 0858-45-1122

応募団体からのアピール・メッセージ

鳥取県倉吉市

多く方々にこの地域に来ていただき、体験や交流を楽しんで、当地域のファンになっていただきた
いと思います。そのために、体験プログラムの整備や民泊受入家庭の拡大を進めています。
是非、当地域の「自然体験」「農村生活体験」「民泊体験」をお楽しみください。お待ちしています。

～いなかといいなかセキガネたいけん～

高齢者の活躍伝統の継承
くらよし

4 農林漁業、農
村文化体験

く ら よ し し
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小鴨地区振興協議会

発明された太一車（正式名：中耕除草器）

経 緯

○倉吉市小鴨地区には、明治に近
代稲作の礎といわれる中井太一
郎翁がおられた。発明された太一
車の業績は知らない方もおられる。
そこで協議会では顕彰活動を平
成２２年に開始。歴史再検証と地
域おこしの太一車研究委員会を
発足した。

取組内容

○地域の歴史調査や地域の理解。

○中井太一郎や太一車を素材とした映像化
で国内のほか、言葉の壁を越えて海外にも
発信。

○太一車応援団は平成30年創設。稲作体験
小話・寸劇・太一歌・餅など創作活動と、倉
吉夏祭に太一車パフォーマンス出演など住
民参加あり。

活動の効果

○今までは博物館の学芸員のテーマのような他人事の認識があったが、我々が資料
を集め分析・広報に機運が高まった。これを機会に中学生の創作絵本作りの参加、
小学校児童参加の地区の歴史教育が進んだ。

○太一車応援団が出来、イベント出演や多くの方にPRしてもらっている。多くの住民が
「私の出番」と「自信と誇り」を持って活動している。

倉吉市中河原772-6 小鴨公民館内 Ｔｅｌ： 0858-28-0964

応募団体（者）からのアピール・メッセージ

鳥取県倉吉市

市内はもとより、県内、全国に講演や広報活動を広め、中井太一郎や太一車が全
国的に発信される環境問題やドラマ化への活動にしたい。

～水田の草とり「太一車」の顕彰活動と地域の活性化～

お が も ち く

食育・教育
環境保全・
景観保全

くらよし5 伝統の継承

児童センターにて「太一の小判（おもち）」作り
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河戸建樹（わかさ２９工房）

全国からの行政視察研修の受け入れ とっとりジビエブランドの利用拡大に貢献

経 緯

○シカ・イノシシの農作物等農林業
被害が深刻であり、捕獲が重要
視されている中、猟師たちは捕獲
後の死骸の大半を放置若しくは埋
設するに留まっていた。この状況
を見て、生き物の命を無駄にせず、
食として利活用出来ないかと考え、
平成18年に民間でジビエ解体処
理施設の営業許可を取得し、ジビ
エ関連の運営に携わってきた。

取組内容

〇高度な品質・衛生管理を行い、ジビエ利活
用の全国的な先進モデルとして県内外のジ
ビエ処理加工施設を牽引。

○全国のシェフ、国・県・市町村等の「わかさ
29工房」への視察研修の受け入れを行い、
ジビエの利活用促進と消費拡大を推進。

〇処理施設運営者なども育成しノウハウを伝
授。

活動の効果

〇 「わかさ29工房」で県版HACCP、第7号国産ジビエ認証の二つの認証制度を軸に衛
生管理を強化し、とっとりジビエとして全国へ販路が拡大した。

〇食材を学校給食用に鳥取県、若桜町、八頭町の小・中学校へ提供できるようになっ
た。

若桜町大字若桜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

安心なジビエを提供～利活用の先進モデル～

その他（食の
安心・安全）

鳥獣被害
防止

わかさ6 ジビエ

先進モデルとして鳥取県内外のジビエ処理加工施設を牽引し、安全・安心な「とっとり
ジビエ」ブランドの旗手としてジビエ利用拡大に貢献していきます。

かわと たてき
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