
須金ぶどう梨生産組合

若手農家中心の生産組合員 ふれあいプラザ須金の外観

経 緯

○周南市須金地域は、ぶどう・梨の
産地であり収穫期には、県内外か
らの観光客で賑わいを見せている。

〇須金ぶどう梨生産組合が中心とな
り「ふれあいプラザ須金」を設立し、
ぶどう・梨をはじめ地元の野菜など
の販売を行っており、総称として
「須金フルーツランド」と呼ばれてい
る。

取組内容

○ふれあいプラザ須金は、ぶどう・梨、野菜等
を販売する地域の販売拠点となっている 。

〇全ての農園は、土作りにこだわり、農薬等
をできるだけ控えた環境に優しい農業に取
り組み、エコやまぐちの認証を受けている。

○特産品の巨峰ワインは、須金産巨峰を原
料として委託製造し、地元の酒販組合・農
業・商業・行政が連携して販売・流通ルート
を開拓している。

活動の効果

○果樹産地として地域のブランド力が向上し、多くの観光客から新たなニーズが生まれ、
地元野菜の販売、弁当やパンの製造・販売も行われ、巨峰ワインも人気を集め、観
光農園を中心とした取組が地域の活性化に繋がっている。

○ふれあいプラザ須金が直接販売、産地直送をサポートすることで、各農園は、生産
に力を入れることができること、組合が細かな規定を設けていないことなど、園主の
若返りが進んでいる。

周南市金峰西中原2751-1 Ｔｅｌ：0834-86-2000

応募団体からのアピール・メッセージ

山口県周南市

毎年、５月上旬に開催する農ガニックイベントは、親子で自然や生物とふれあい、驚き
を共有することで、親子の新たなコミュニケーションが生まれるイベントとなっています。

～なしとぶどうの観光農園が元気に40年以上つづくその秘訣とは～

すがね なし

移住・定住
国内観光客の
誘致

しゅうなんし

17 農林漁業・農山
漁村文化体験

URL:http://www.sugane-fl.net/
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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

しものせきし18

○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。

下関市椋木町三丁目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

- 25 -



山口おいでマルシェ実行委員会

ワークショップの様子

経 緯

○中山間地域における、人口過疎化や限
界集落化、地域産業衰退などの課題に
対し、多面的、かつ、継続的に地域を底
上げするため、地域の高齢農家や女性
小規模事業者の自立を目指し、市内の９
事業者で「山口おいでマルシェ」を平成２
７年１１月に立ち上げ。

取組内容

活動の効果

○若手農家が、売上や顧客ニーズを高齢農家に伝え、多収に繋がる技術や経営知識
を高齢農家から受け継ぐことで、密度の高い交流を構築。

〇それぞれの事業者には、大きな袋を持参しマルシェに通い続けるリピーターも増加。
また、来訪する女性が増加し、その口コミで更に来場者が増えるなど、事業者にも活
気が生まれ、新たな潮流、大きな経済効果を創設。

〇平成30年には、県外農業者の参加もあるなど、出品者が３年間で９事業者が３０事
業者に増加。

山口市徳地堀1817 Ｔｅｌ： 0835‐52‐0026

応募団体からのアピール・メッセージ

山口県山口市

交流できる環境の整備を行い、様々な出会いと人々との交流が受け入れられる地
域マルシェトへと発展させたい。山口おいでマルシェ開催場所「山口市中央公園」

～地域おこしは1日にしてならず！～

やまぐち

女性・高齢者
の活躍

農林漁業・農山
漁村文化体験

やまぐちし19 ６次産業化

マイバック持参で毎月を楽しみに来場するリピーター

〇マルシェにおいて、地域特産の椎茸、
自然薯、南部野菜等を販売し、地域農
産品の認知度向上を企画。
〇積極的に女性事業者の参加を進め、
地域住民との交流を促進。
〇若手農家が、高齢農家の商材を集
め代理販売するシステムを構築。
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民泊に参加した韓国の高校生たち 小学生が郷土料理作りに挑戦中

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

山口県長門市

～誇りをもって住み続けたいと思える地域に！～

医療・福祉
ながとし

20 自然・景観・
伝統・継承

○温泉業の斜陽化と集落の過疎高齢
化に伴う、地域活力の衰退をきっか
けに、地域の有志が中心となり平成
16年に俵山グリーンツーリズム推進
協議会を設立。

〇平成20年度「子ども農山漁村交流
プロジェクト」のモデル地域として、
全国50箇所の一つに選定。

〇平成21年、活力ある地域づくり等を
目指し本組織を設立。

ラグビーワールドカップのキャンプ地に内定したこともあり、山口県のみならず日本・
世界へ俵山の良さについて情報発信し、来訪者の増加・温泉街のかつての賑わいを
取り戻すよう努力し、俵山地域の活性化を目指しています。

福祉事業を始め、環境整備、産業振興、農泊など多岐にわたる活動により、地域内
にも取組が徐々に浸透し、他地域に情報発信をすることで来訪者も増加。
本地域は他の中山間地域と同様に過疎化が進行していたが、地域住民の取組が功
を奏し、近年は移住して暮らし始める家族もあり、俵山地域の活性化に手応えを実感。

○「スクールバス運行」や「公共交通空白地有
償運送」、「デイサービス」や「食の自立支
援」、幼稚園の「給食」など、地域住民の生
活の利便性を確保する活動。

○小学生や中学生・高校生を対象に、農業体
験や郷土料理作り、ウォーキングなど地域
ならではの取組を取入れた民泊・農業体験。

○豊かな風景を残す里山に栄えた温泉地域と
いう特徴を活かしたイベントや農村維持の
ための共同活動の取組。

特定非営利活動法人 ゆうゆうグリーン俵山

農泊

長門市俵山4497番地 Ｔｅｌ：0837-29-5070URL：http://tawarayama.jp

たわらやま
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地域活性化研究協議会

地域祭での清掃活動 神楽の説明

経 緯

○環境や資源の問題が深刻となる中、人間
が自然を離れては生きられないことに気
がつき、人間生活のあり方を変えて行くこ
とを感じた。これまで課題となってきた自
然環境への「無関心」、人間への「不信
感」などを解消するため、自然環境を通し
て人類共生を目指す。

〇１１人のグループで「地域活性化のため
の活動」を始め、平成１７年４年に研究会
を設立。

取組内容

○婦人部を中心に地域の郷土料理で
ある豊かな食材を生産するため、
農地を積極的に活用し、遊休地解
消に取り組むとともに、朝市を開催。

○観光活動の推進（天然記念物の西
浦エヒメアヤメ自生南限地帯）。

○文化伝統活動「地域のはなし」の掘
り起し。

活動の効果

防府市田島3078 Ｔｅｌ： 0835‐29‐1424

応募団体からのアピール・メッセージ

山口県防府市

地域資源を生かした観光ツアーPR、天然記念物の西浦エヒメアヤメ自生南限地帯は
オススメです。約１０日間（４月下旬～５月上旬）が見頃です。皆さん来年、ぜひ遊び（見
学）にきて下さい。

～自然環境の保護等を通じて人類共生～

学生・若者の
活躍

自然・景観・
伝統・継承

ほうふし21 女性・高齢者
の活躍

○地域の伝統行事、郷土料理、交流行事を展開することにより、地域全体に活気、信
頼感が醸成されている。（子どもから老人までの幅広い世代の交流）

〇「地方創生を実現しよう」とする気運が醸成。
〇地域の若者達（40代・50代）に今後のイノべーション（連携・流動・交わり・結びつく）
活動をまかせられる。倫理の継承「秩序、組織等」（「若者への継承」）。
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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。

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

22
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