
株式会社 浅川自然食品工業 マリンゴールド株式会社

韓国深層水研究院、ソウル大学で講演

経 緯

○生命のみなもと海。室戸に豊富にあ
りながら、今まで活用されていなかっ
たミネラル豊富で科学汚染されてい
ない海洋深層水に着目。

○昭和62年12月、地元の発展や雇用
を視野に、株式会社浅川自然食品

工業を設立し、平成７年からボトルド
ウオーターを製造販売。

○

取組内容

○海洋深層水の食品開発。

○高知大学医学部との共同研究（地域資
源プログラム）や高知県海洋深層水研
究所、工業技術センター他各大学によ
る深層水の研究。

○長期保存水（６年保存水と12年保存水）
を開発。

活動の効果

○高知県では新産業として、県庁に海洋深層水対策室を設けブランド化を図り、その
商品出荷額は150億を超す、花形産業へと成長。

○第１回日本災害食大賞（平成28年７月）

機能性部門グランプリ（最優秀賞）（12年長期保存水）

○高知県地場産業賞（平成12年３月）

応募団体からのアピール・メッセージ

高知県室戸市

水の惑星と言われる地球で、95％以上が海洋深層水であり、食品だけではなく地球上の生命に密

接に関わりのある、この無尽蔵な資源を利用し世界で最初に商品開発に成功し、海洋深層水産業を
興した。 マリンゴールド株式会社HP http://www.marine-gold.co.jp/

高知県室戸市室戸岬町3507-22 Ｔｅｌ：0887-23-3377

むろと

～海の水を売る 海洋深層水産業を世界へ発信～
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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
統野菜であったが、他の大根と交雑
して入河内大根が多様化及び栽培
農家の減少。

○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。

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ている。

○共同圃場（２ａ）を設け、会員が共同で栽
培を行い、収穫体験や調理の体験交流
を実施し、まちとむらの交流を行ってい
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、約20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～

197 伝統・継承 食の提供・活用



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５年間で来店者数４万人達成。

○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。

○レシピ集の作成：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～
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ＣＬＴ建築推進協議会

技術研修会（構造見学会） アドバイザー派遣による協議状況

経 緯

○成熟化する我が国の森林資源を活
かすため、新たな木材需要を喚起す
ることが期待されるＣＬＴ （Cross
Laminated Timber：直交集成板）に
着目。

○平成25年、産学官の連携により、全
国に先駆けてＣＬＴ建築推進の取組
を開始。

取組内容

○技術者の育成とＣＬＴ普及のため、国内
外の有識者による講演会の開催や、ＣＬ
Ｔ建築物を実証フィールドにした技術研
修会等を実施。

○具体的な建築プロジェクトにおいては、
専門家をアドバイザーとして派遣し、
各々の課題に対する具体的なサポート
を実施。

○協議会の設立後、高知県内では６つのＣＬＴ建築物が完成（全国トップクラスの建築
実績）。

○技術者の育成やＣＬＴ普及のために実施している技術研修会等には、県内外から建
築士などが多数参加。

○協議会の活動において取得した実験データは公開し、全国的なＣＬＴの普及促進に
も寄与。

応募団体からのアピール・メッセージ

高知県南国市

ＣＬＴ建築推進協議会では、ホームページ（http://www.clt-kenchiku.org）を開設し、
技術研修会の案内や実証建築の紹介などを行っています。

高知県南国市双葉台７番地１ Ｔｅｌ：088-821-4592

なんこく

～新たな木材需要の拡大に向けたＣＬＴの推進～
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大宮地域振興協議会

県立大学生との地域交流事業 サロン：H26年11月～月２回実施

経 緯

○JA支所撤退への危機感から住民出
資による（株）大宮産業を設立。店舗
やＧＳ経営、お米のブランド化等によ
る生活、地域の維持に取り組む。地
域の課題解決に総合的に取り組む
ため、暮らしやすい支え合いの仕組
みづくりを目指し、協議会を設立。

取組内容

○住民の声の反映を目的にアドバイザー
会議実施。日用品・燃料の宅配、減農
薬米「大宮米」の販路拡大、店内へ談話
スペース設置、「土曜夜市」、「感謝祭」
など企画実施。

○ライフラインの維持・サービスの充実、
交流やにぎわいの場づくり、地産外商の
推進、ふるさと便の販売、大宮通信発行。

活動の効果

○計画設立段階から住民による主体的な取り組みのしくみが構築され、誰もが暮らし
やすい、従来どおり、周囲の集落とつながりを、そして誇りを持って生活できる地域
づくりを目指し、話し合いを重ね、提案型にて自らが行っており、そのエンジンである
協議会・部会、また協議会に属する法人の活動も活発である。地域の課題解決のた
めに住民自らが考え実行するという意識の醸成が大きな成果と考える。

応募団体からのアピール・メッセージ

高知県四万十市

高知県四万十市西土佐大宮1578（株式会社大宮産業） Ｔｅｌ：0880-53-2100

しまんと

～つながる力～四万十大宮物語～
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「いつまでも誰もが安心して暮らせる大宮」を目指して、様々な取り組みを行ってい
きますので、皆様方のご支援をよろしくお願いします。

子ども
（教育・体験）

食の提供・活用



大屋敷四万十のしずく生産者組合

金網柵設置勉強会 獣害対策勉強会

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
の説明会を開催。

○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） Ｔｅｌ：0880-31-5301（鳥獣被害対策専門員 小野川博友）

しまんと

～野生鳥獣に強い集落づくり～
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○「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）



西佐古みどりの会

アジサイの維持管理活動 1．2㎞にも及ぶアジサイ

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（副代表 横田 博）

こうなん

～地域住民が一体となった農村環境づくり～

202

○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れたな
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・継承自然・景観



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

～紀州や日向と並ぶ備長炭の生産 “産地復活、未来に続く地場産業に”～
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○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

伝統・継承



本山町特産品ブランド化推進協議会

ブランド米の生産（海洋深層水の散布） ファンイベント

経 緯

○平成20年、地域農家主導により、経
営安定や棚田保全のため、米のブラ
ンド化を目的として発足。

○県事業を活用し、ハード・ソフト整備
を農家と一体となって推進。

取組内容

○海洋深層水のにがり（マグネシウム）を
利用して旨みを高め、「土佐天空の郷」
としてブランド化。

○棚田を核とした、田んぼアートなどによ
るファンイベントの開催。

活動の効果

○お米日本一コンテストinしずおか2010において最優秀賞を受賞 品種：にこまる（西日
本で初、コシヒカリ以外で初）。

○お米日本一コンテストinしずおか2016 実行委員会会長賞（特別最高金賞）、品種賞
とのダブル受賞 品種：にこまる（２度目の受賞は全国初）。

○「土佐天空の郷」を冠とした焼酎、どぶろく、甘酒、グラノーラの開発にも発展。

応募団体からのアピール・メッセージ

高知県本山町

町には、渓谷に沿って湾曲した水田が無数に広がる日本の原風景の様な美しい

棚田があります。土佐天空の郷で風景を望み美味しい山の幸で余暇を過ごしません
か。

高知県長岡郡本山町北山甲268-５ Ｔｅｌ：0887-76-4333

もとやま

～誇れる田舎「土佐天空の郷」を目指して！～
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株式会社大豊ゆとりファーム

農作業体験ツアー コンテスト募集チラシ

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、農地及び
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たが、平成
17年より農地を借り入れ、米の生産
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

○農作業の受託や借り入れによる農地の保全。

○「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る地域の活
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。

○農業研修生が研修終了後に地域で就農。

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～

205 子ども
（教育・体験）
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大豊町役場

神輿担ぎを体験する留学生 受入家庭を対象とした勉強会

経 緯

○高齢化等による担い手不足により実施
が困難となった伝統行事を留学生の支
援によって継続する取り組み（地域文
化交流会）を大学の協力を得て実施。

○地域文化交流会で得た経験をもとに、
海外の教育旅行をターゲットとした体験
プログラムを開発及び農家民泊での受
入誘致活動を実施。

取組内容

○海外の学生を対象とした民泊受入。

○農家民泊での安全・衛生に関する勉強会。

○地域文化交流会で得た疑問をもとに体験プ
ログラムの見直しや新たなプログラムの開
発。

○旅行会社へのセールスや海外からの視察
団の受け入れ、現地説明会への参加など
誘致活動。

活動の効果

○海外の学生の受け入れが始まり、来訪者との交流が喜びや誇りとなって、生き甲斐
を生み出している。

○来訪者との交流を図るために、住民同士の交流が活発化し、地域に活力が生まれ
た。

○住民に農業所得とは異なる収入機会が生れたことや関係者の宿泊施設の利用、土
産物の購入など、町内の関係者にも収入機会をもたらすなど波及効果をもたらして
いる。

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

～海外の来訪者がもたらす地域の元気～

206 インバウンド
子ども

（教育・体験）



いしはらの里協議会

住民の出資により運営する生活店舗 川遊びによる交流活動

経 緯

○過疎高齢化が進むなか、地域生活
のライフラインであったガソリンスタ
ンド、生活店舗が閉店。

○地域住民が安心して暮らしていくた
めに、地域の活性化と集落維持を目
的として集落活動センター（小さな拠
点）を開設。

取組内容

○集落活動センターを拠点に、農産物・加
工品等の直販（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。

○太陽光パネルの設置や地域の木材を
使った体験住宅づくりや林業に携わる
人材育成など、持続可能な地域づくりの
挑戦。

活動の効果

○地域住民が地域の強みと弱みを再認識。地域の担い手となる人材の育成や、集落
維持に対する住民の意識が高揚。

○地域内外の人の交流が増え、地域行事や共同作業の活性化に繋がる。特に、地域
外の方からの評価は、活動を続けるうえで大きな励みとなる。

○農産物の直販や交流イベント、生活店舗の運営などを通じて、地域住民が安心して
暮らせる里づくりと、地域住民の所得向上に寄与。

応募団体からのアピール・メッセージ

四国のどまんなか みんながよってくれて
じいちゃん ばあちゃん がんばっています いしはらの里づくり

メール ishiharanosato@sound.ocn.ne.jp
FB http://ja-jp.facebook.com/IshiharanoSato

高知県土佐郡土佐町西石原1228（集落活動センターいしはらの里） Ｔｅｌ：0887-72-9328

～つどう ふれあう 助け合う いいとこ石原～

定住・移住食の提供・活用高知県土佐町
とさ
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株式会社れいほく未来

庭先集荷 出荷方法指導

経 緯 取組内容

活動の効果

○庭先集荷から直販所への出荷業務を代行することで、高齢農家が安心して農産物
栽培に専念することが可能となり、生産意欲と所得の向上、生き甲斐づくりにつな
がっている。

○農作業サポートを行うことで、遊休農地の発生防止につながっている。

応募団体からのアピール・メッセージ

高知県土佐町

明るい農業の未来と地域貢献を経営理念とし、社員や研修生の自由な発想と働き
やすい環境づくりに努め、「人間性の価値観」を企業活動の基本としています。

高知県土佐郡土佐町土居31番地 Ｔｅｌ：0887-82-2930

とさ

～高齢農家の営農サポート～
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○県内外の産直販売店に直売出荷を
行っている高齢農家の農産物出荷
体制の整備、農作業のサポートにつ
いて協議・連携の開始。

○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協議がきっかけ。

○高齢化で自動車運転免許を返納し、農
産物出荷が困難になった生産者の農
産物を庭先集荷。安心して農業に取り
組む体制を構築。

○新たな販売先の開拓、出荷価格の相談
や荷造り、包装方法の指導により有利
販売へつなげ、出荷に対する意欲の向
上、遊休農地の発生防止を目指す。



中央地区活性化協議会

津賀谷棚田（耕作放棄地解消箇所あり） 交流イベント（棚田の火まつり）

経 緯

○小学校の休校や写真愛好家が訪れ
る棚田も耕作放棄地が目立ち始め
るなど、過疎化に歯止めがかからな
かった状況。

○その中で、地域住民が小学校を活
用した６次産業化や、棚田再生、伝
統文化の復活など、地域資源を活
用した活動計画を策定。

取組内容

○農道を整備し、耕作放棄地に米、大豆、
野菜を生産し棚田の復活。

○幻想的な風景を作り上げる「棚田の火
まつり」イベントを毎年８月下旬に開催。

○「棚田みそ」、地域食材を生かしたお弁
当の販売や農家レストランの開催。

活動の効果

○活動計画に基づいた地道な活動により、耕作放棄地の解消や６次産業化の確立。

○地域住民の協働活動が広がり、獅子舞の復活や「棚田の火まつり」を開催し、交流
人口が増加。

応募団体からのアピール・メッセージ

高知県いの町

活動は小規模ですが、地道に続けています。毎年８月には棚田の火祭りを開催し
ていますので、ぜひお越し下さい。

高知県吾川郡いの町上八川丙2065番地 Ｔｅｌ：088-867-3527

～いきいきと自立した明日の中央地区を目指して！～
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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。都市住
民との交流。

活動の効果

○共同機械の利用面積の増加（平成21年０ha→平成27年実績2.3ha）

○新規作物（ニラ、加工用ワサビ等）の栽培開始。女性・高齢者の活躍の場。

○耕作放棄地の発生を防止。ユズ栽培を開始。

○「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。

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～
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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



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
が増加。

○茶畑の風景を次世代に継承するた
めに、茶の栽培の継続のための活
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」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。

○担い手育成、茶工場の管理、農作業受
託。

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人の華麗な練り行列で、伝統と一体化し
た風景を次世代に継承。

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

一万人が訪れる秋葉祭り

によどがわ

～沢渡の茶400年の歴史を次世代へ！～

さわたり

子ども
（教育・体験）
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に よ ど の

蕪主優待の特産品詰合わせセット 田村蕪生産者

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。

○食育事業として小学校に田村蕪の栽培授
業を実施し、１月19日食育の日に町内全校
の給食で使われている。

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

蕪主優待事業では毎年秋に一口オーナーである蕪主を募集しています。
来年度の蕪主予約もＷＥＢサイト上で募りますので、ぜひお申込ください。

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

～田村蕪式会社プロジェクト～
たむらかぶしきがいしゃ
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さかわの地乳プロジェクト推進会議

地乳ブランド商品勢揃い地乳認証シール

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

○牛乳はパッケージデザインの統一、商
標登録によるブランド化。

○地元の商店や農家による新たな加工品
の開発、居酒屋による地乳鍋等のメ
ニュー化。

○平成28年９月に、第２回さかわ地乳ま
つりを開催し、地乳を使ったブランド商
品（アイス、プリン等）をＰＲ。

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。

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。

高知県高岡郡佐川町甲1650-２（佐川町商工会） Ｔｅｌ：0889-22-0053

さかわ

～地元のお酒は地酒、なら 地元の牛乳は地乳～

ぢちち
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株式会社 岡林農園

農産物から加工までの一貫生産 海外での販促・ＰＲ活動

経 緯

○過疎化と増加する耕作放棄地を何と か
食い止めたいと、家族経営の柑橘 農家

を平成21年に法人化。放棄地の再生と
加工業（６次産業化）を本格化。

○加工及び原材料の生産規模を拡大。

年々、売り上げと正規職員数が増加。

取組内容

○積極的に若者を雇用し、未経験者を食の６
次産業化のプロに育てるため外部専門講
師を招き教育訓練。

○放置園を借り上げ自社栽培。耕作放棄地
は重機での開墾と将来に向けた柑橘苗
（柚子・文旦）の定植。

○積極的に海外へ調査・営業に出向き、高
知の柑橘のブランド化を推進。

活動の効果

○毎年新商品開発に取り組み、平成23年に「飲むジュレ」 （平成25年度高知県地場産業賞受
賞）が全国流通の商品となり、取引先が約30社から800社に増加。利益で海外市場開拓、
耕作放棄地再生、社員の独立支援。

○大卒の正規社員が１人から５人に増加。農業生産担当の社員１人の独立（農家）を支援。
○輸出・海外進出は、デパートの催事からスタートして、現在５か国・1,200万円の規模まで拡
大。

応募団体からのアピール・メッセージ

高知県越知町

作放棄地の再生による原料確保、常に新しい商品・市場の探求、従業員の住宅支援、独自
の教育制度による人材確保等で、地域への人材定着に力を入れています。
平成28年に「飲むジュレ」が高知県地場産業賞を受賞、平成29年にはディスカバー農山漁村
の宝に選定されました。
おいしい、あんしん。岡林農園 HPはこちら ⇒ http://buntan-ok.com/

高知県高岡郡越知町浅尾750 Ｔｅｌ： 0889-27-2205

～柑橘の６次産業化による放棄地の再生と雇用創出～

輸出６次産業化214
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日高村オムライス街道推進プロジェクト

オムライス全国大会準優勝、ふるさと賞受賞 食育：シェフの出張料理教室

経 緯

○当村は、国道をそのまま通過されるほ
ど知名度が低く、これを打破する取り
組みが必要。

○村内にはオムライスを提供している店
が多く、特産のシュガートマト（糖度７
以上）を活かしたオムライスを提供す
ることで、農業と商業がタッグを組み、
村内を東西に走る国道33号を「オムラ
イス街道」と銘打って活動をスタート。

取組内容

○シュガートマトの「オムライス街道専用ト
マトピューレ（非売品）」を使ったオムラ
イスを提供。

○リピーター獲得のため、スタンプラリー
を実施。

○学校・地域と連携した「シェフの出張料
理教室」で、食育活動を実施。

活動の効果

○多くのメディアで取り上げられ、知名度アップを実感。
○取組開始から２年、オムライスの販売数は10万食突破、経済効果は２億円突破。
○知名度アップにより、加工商品の需要が拡大。生産増加への好循環で、子育て世
帯や障がい者も働ける村民就労の場として「雇用拡大」に貢献。

応募団体からのアピール・メッセージ

高知県日高村

スタンプラリーも大人気。ぜひ、おいしいオムライスを食べにお越し下さい。

高知県高岡郡日高村本郷61-１（日高村産業環境課） Ｔｅｌ：0889-24-4647

～ひだかへびゅ～ん。オムライス街道～
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Ｈ27 オムライススタジアム全国大会準グランプリ＆ふるさと賞受賞

Ｈ28 第30回高知県地場産業大賞「産業振興計画賞」受賞

URL：http://www.vill.hidaka.kochi.jp/omuraisu2016.html

ひだか



大正中津川集落活動センター「こだま」推進委員会

もみじまつり（収穫祭＆野外音楽祭）バイキング 田植え＆稲刈り田舎体験ツアー

経 緯

○周囲を山に囲まれた小さな山間部の
集落で、世代交代も滞り各種役員会
にはいつも同じメンバーが揃う。いっ
そ、一括して対応する受け皿を作ろ
うと「やまびこ会」を立ち上げたのが
きっかけで、以後、大正中津川集落
活動センター「こだま」の設立に至り、
現在では、集落全体で活動。

取組内容

○「どろんこ運動会」、「もみじまつり」、「田
植え＆稲刈り田舎体験ツアー」など都
市部住民との交流イベントを開催。

○集落を流れる中津川の川沿いにある
「久木の森山風景林」の保全。

○集落向けの広報誌「中津川通信」の発
行。外部に向けての公式ホームページ、
フェイスブックの立ち上げ。

活動の効果

○移住者の増加。転出者のUターン希望醸成。

○寝たきり老人皆無。

○集落の全員が「家族の一員」。自分たちのことは可能な限り自分たちで対応すると
いう風土が育ってきている。

応募団体からのアピール・メッセージ

高知県四万十町

交流拠点施設「こだま」が竣工しました。
ご利用の仕方はそれぞれに、、。語り合いましょう！

http://shimantolife56.wix.com/sec-nakatugawa

高知県高岡郡四万十町大正中津川地蔵院243-1 Ｔｅｌ：090-9700-7856

しまんと

～小さな集落は一つの家族！交流で生き生きと。～

定住・移住自然・景観216



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琴平町16-17（四万十町農林水産課） Ｔｅｌ：0880-22-3113

しまんと
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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

活動の効果

URL:http//village-kageno.jp 

○地域農業維持のための体制整備。
○新規作物の導入や規模拡大等、農業生産
体制の強化。

○若い従業員３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。

○畜産農家と連携した堆肥の活用など、多
面的機能の増進。

地産地消伝統・継承



公益財団法人三原村農業公社

平成28年完成・稼働 ゆず選果・搾汁施設建屋 三原村産ゆず使用の商品

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により、作業
員を始め、販売・営業等の職員の新たな雇用が生まれた。

○産地化に必要なゆずの作付面積の拡大につながった。
○個人選果から自動選果機による共同選果により農業所得向上につながる青果出荷
率の向上につながった。

応募団体からのアピール・メーセージ

高知県三原村

公益財団法人三原村農業公社は、三原村ゆず産地化の核となり取組むことで、ゆ

ず農家の所得の向上や新たな雇用の場所創出、担い手確保につながるようがんばっ
ています。

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！！～
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○村の振興作物「ゆず」の産地化を確
立することで、生産量の増加、それ
に伴う雇用の拡大による就業の場の
確保や耕作放棄地の解消等につな
がることから、公益財団法人三原村
農業公社が核となり、取り組んでいく
こととなった。

○農業公社が中心となり、ゆず作付面積の
拡大を図るとともに、新規就農者の育成、
青果出荷率の向上に取り組んだ。
合わせて、加工用ゆずの商品化と販路拡
大にも着手。

６次産業化 定住・移住



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

○少子高齢化や人口減少に伴い、耕
作放棄地の拡大による昔ながらの
景観保全が困難となり、ますます疲
弊が進む地域を何とかして活性化さ
せるため、地域にある魅力を掘り起
こし、佐賀北部地域ならではのみん
なが暮らしやすい地域づくり活動に
取り組むことになった。

取組内容

○「さが谷三里マーケット」直販市を開催。
新たな特産品開発の試作品作りの活動。

○「若山楮」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。

○耕作放棄地の有効利用により柚子を栽
培。収穫した柚子は果汁で販売。

活動の効果

○活動規模を少しずつ大きく推進することにより、地域の自然景観及び伝統工芸作物
の保全が図られた。結果、各部会活動における加工品並びに産地活動については、
成果にはまだまだ達していないものの、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の福祉的役割を十分果たせている。この成果が
一定認められ、平成27年度には高知県及び黒潮町の協力を得て、本活動を継続し
発展を目指すため施設環境の確保や高齢者サービス提供等、継続的な仕組みづく
りを実施するため「集落活動センター」に取り組む運びとなった。

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

～９地区人と資源を最大に生かした地域の活性化推進～
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