
特定非営利法人NPO狩留家

経 緯

○「ないない何もない狩留家」に「買い物や
おしゃべりができる場所」を作って賑わ
いのある町にしたいと思った。

○35年以上前から３軒の篤農家だけが自
家用に栽培し続けていた「白なす」、「色
がこんなので売れないの！」。早速試食
「これは美味！（青リンゴのような薄甘
さ）その上、こんな色だからこそ差別化
商品になるぞ！」と直感した。「狩留家
なす」と命名し、ブランド野菜として栽
培・販売することにした。

取組内容

○「狩留家」という地名が知られていないので「狩留
家」の地名を普及させるために「狩留家なす」と命
名した。

○「狩留家なす」をブランド野菜化としてPRするため
「狩留家なす収穫祭」を毎年狩留家集会所で実施。

○平成30年の豪雨災害後、害虫被害が続出したが
令和元年は「袋掛け栽培」などの栽培技術の改
善・普及をしている。

○今後、輪作作物の選定は6次産業化推進可能な
作物を中心に選定し、6次産業化で賑わいのある
狩留家の創造したい。

活動の効果

○マスコミが「狩留家」と「狩留家なす」をブランド野菜としてニュースに大々的に取り扱ってくれた。現
在、商品不足で市場で余り見当たらないと消費者から苦情が入る。

○「狩留家なす」の栽培意欲が高まって狩留家の３５０世帯のうち７５世帯（２１％）が狩留家なすを栽
培しあちこちにおすそ分けし始めた。
○小学校や保育所でも「狩留家なす作り」実習をしNPOメンバーが栽培指導をしている。
○知的障害者の親の会の方々も子どもさん共々狩留家に来て「狩留家なすづくり」をしている。

応募団体からのアピール・メッセージ

広島県広島市

～「狩留家なす」で町おこし～

６次産業化3 伝統の継承 高齢者の活躍

かるが

狩留家なす収穫祭 害虫被害を防止するための袋掛け栽培

写真を貼ってください 写真を貼ってください

生活交通の便さえよければ、何時までも住み続けたい狩留家です。狩留家ジンは皆で助け合う
相互扶助の心を持った人達です。ＮＰＯも皆の為に多くの人で「狩留家なす」を栽培しています。
「花いっぱいの狩留家」も徐々に整いつつあります。「狩留家なす」は地域起こしの担い手です。
地域の活性化なくして、最後まですみ続けられる町づくりは出来ません。

広島県広島市安佐北区狩留家町３５４４－１ Ｔｅｌ： ０８２－８４４－０８２６

ひろしま
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川内若農家会

経 緯

○川内地区は日本三大漬菜の一つ広島
菜の発祥の地。約130年前に川内地区
の農家が品種改良し現在の形になった
とされています。以降、地域で守って来
た特産物ですが都市部の為、宅地化な
どによる影響で 川内地区の農地が激
減（８０％以上減）伝統の継承が困難に
なってきた為、若い生産者を中心に文
化継承、技術継承の活動を開始。

取組内容

○地元小学校や保育園などで広島菜の種まき、収
穫、漬物加工など食育授業をサポート。

○ベテラン農家から栽培技術や在来種の採種の技
術などの継承の勉強をしている。また、広島菜に
は各生産者よって血統の違いで姿かたちが異な
る為、その集計も行った。

○地元大学教授の協力の元、ベテラン農家から聞き
込み、古い文献を整理し、広島菜の歴史調査を開
始。

活動の効果

○川内地区が都市部にある為、非農家の家庭が多く、地域とのコミュニケーションを積極
的に行い都市農業と地域住民の相互理解を進めている。

○当初７名の盟友が３年間で14名に倍増し、広島菜の伝統継承の後継者により、川内地
区の広島菜の生産量（JA出荷分）が約600トンから約800トンに増加（約３０％増）
○2020年11月23日を目標に広島菜に関する郷土資料を大学より出版予定。

応募団体からのアピール・メッセージ

広島県広島市

～生きた文化財・広島菜の継承～

食育・教育4 伝統の継承 教育機関との
連携

かわうちわかのうかかい

住宅地の中で残る伝統野菜・広島菜 川内若農家会のメンバー

企業や大学関係者、メディアから支持をもらい川内地区発祥の広島菜の認知度が向上し
ました。
現在、中国地方初の生産緑地制度導入に向け、ＪＡ、行政機関と調整をしています。

広島県広島市安佐南区川内地区

ひろしま
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株式会社ルンビニ農園

農場風景。中山間地域 高齢者、身障者など多様な職場環境づくり

経 緯

○農業には、経済の観点だけでは測れな
い、多面的で豊かな価値がある事に気
が付き、農業を残したくても残せない現
実に立ち向かうためには、強くなくては
残せないと感じ、「強い農業」を目指して
就農。

○資材の仕入価格を抑えるとともに、契約
出荷を拡大するなど、時代の変化に対
応しながらも理念を見失わずに、規模拡
大しながら、持続可能な「強い農業」を実
践し、販売高、利益の向上を図ってきた。

○地元飲食店と地元企業の3社で
バジルドレッシングを開発。

○農家の有志グループを結成し、
資材の直接仕入れや販路を拡大。
○地元企業と連携し、全国初の民
営民設の学校給食センター事業
に出資。近隣農家もまき込み、直
接取引により地産地消率を向上。

○福利厚生、有給休暇、育児休業
など農業でも安心して家族を養
える雇用環境の整備。

取組内容

○社員３名の内、２名が地域に移住。若い世帯が２世帯増え、共に子供２名ずつが
地域の小学校へ通うなど、地域を活性化。

○令和２年春に新農場が完成予定。農園規模は約２倍近くまで増える予定であり、
来期も社員2名の新規雇用を予定しており、移住を進め地域の活性化に努める。

活動の効果

週40時間未満労働のライフワークバランス型の社員雇用を予定している。
現在、農福連携にもトライしており、来期は農福連携の割合を増す計画。
引き続き、高齢者、女性、障害者等の多様な人材が活躍できる職場環境づくりを目指し「強い農業」
と「農業の働き方改革」の実現に取り組む。

応募団体からのアピール・メッセージ

広島県広島市
多様な雇用
環境に適応

強い農業の
実践

ひろしま

5 移住・定住

農家連携～企業連携～働き方改革で強い農業
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倉橋交流拠点構想推進協議会

経 緯

○平成29年、倉橋漁港整備の議論を契機
として、地域の将来像を共有しつつ、さ
らなる自立と活性化に向け、地区内の
自治会、漁業者、農業者、商工業者、Ｎ
ＰＯ、まちづくり団体等多様な組織が連
携し、英知と行動力を結集する場として
「倉橋交流拠点構想推進協議会」を設
立。

取組内容

○倉橋海の駅桟橋で、「船上市場」を開催し、地元漁
師が獲れたての魚介類を漁船の上で直販し、新
鮮さと珍しさを印象付けた。

○倉橋産の農産物や魚介類などを使用した本格的
な料理やお酒を楽しみながら、音楽を楽しむこと
ができる「ハーバーレストラン」を実施し非日常空
間を演出した。

○倉橋島の特産品であるちりめんの燻製パウダーを
利用した風味豊かな衣で地元の未利用魚介や野
菜などお宝食材を包むフリットに、倉橋産レモンの
酸味が利いたタルタルソースを添えて提供する新
郷土料理”倉橋島お宝フリット”を開発。

活動の効果

○「船上市場」により集客効果が増し、賑わいを演出するとともに零細漁業者の販売機会拡大、販売
経費の抑制、参加漁業者の収益の増大を図れた。
○「ハーバーレストラン」は、町内外の来場者に好評を博すとともに、倉橋島の新たな魅力の発見・発
信と価値の創造につながった。

応募団体からのアピール・メッセージ

広島県呉市

～ヘルシー アイランド 倉橋～

６次産業化6 農林漁業、
農村文化体験

若者・学生の
活躍

くらはし

ハーバーレストラン船上市場

今後は、倉橋交流拠点構想推進協議会が、中心となって構成団体相互の連携を密にし、外部等
の専門化の意見や助言を取り入れながら、地域の課題解決に取り組み効果的かつ持続可能な仕組
づくりなど地域基盤の整備を行い、倉橋地域の資源を活かした賑わい創出を図ります。

広島県呉市倉橋町８８８番地 倉橋西部漁業協同組合内 Ｔｅｌ：０８２３-５３-００５０

くれ
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一般社団法人とびしま柑橘倶楽部

経 緯

○生産者の高齢化や後継者不足、輸
入による国産価格の下落などの課
題を抱える、島の伝統産業であるレ
モン栽培が絶えることに危機を感じ
「愛とレモンで島おこし」を合言葉に、
「とびしま柑橘倶楽部」を立ち上げ日
本全国にレモンを広める活動を行う
ようになった。

取組内容

○月に１回柑橘農家とのミーティングを実施。課
題ごとの専門家を呼び、勉強会やフォーラムを
開催している。

○耕作放棄地をレモン畑に再生するためのクラ
ウドファンディングを実施し学生団体共同農園
を開園。

活動の効果

○柑橘農家とのミーティングを重ね地域課題・農業課題が明らかになった。勉強会、フォーラ
ムには広 島県内外・海外からのべ２７０名参加し、異業種交流など連携・マッチングを図っ
た。
○学生団体ＳＴＹＬＥと耕作放棄地を開拓し再生。約２０アールの耕作放棄地を再生しレモンの
苗木６０本を植樹。約５年後には１トンのレモンを収穫見込み。
○レモン栽培発祥の地、大崎下島の農園が拠点となり、ＳＮＳなど様々な媒体で呼びかけ、現
在行われている農業の機械化・ＩＴ化、様々な課題を解決するためのコンソーシアムに繋
がっている。

応募団体からのアピール・メッセージ

広島県呉市

～愛とレモンで島おこし～

復興7 ６次産業化 若者・学生の活躍

農園作業ボランティア ＩＴを活用したレモン栽培実験中

復活がゴールではなく新しい物語の始まりである「黄金の島再生プロジェクト」。
とびしま海道のレモンがつなぐのは私たち島の未来です。
島を商品と人でつなげ日本中に私たちのレモン商品が届けられる、私たちが持っているノ
ウハウが地方地域で活用され世界ともの繋がれる未来を作っていきます。

広島県呉市川尻町東３－８－３５ Ｔｅｌ： ０８２３-８７-００８０

くれ

かんきつくらぶ
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特定非営利活動法人 ネットワーク竹原

塩づくり体験 点灯した竹灯

経 緯

○高齢化の進行・人口の流出により、
空き家や空き店舗の増加など活
力の低下が目立ち、地域コミュニ
ティや文化・伝統が失われつつ
あった。

○地域社会の生きがいと活力を見
出し、地域資源の掘り起こし、歴
史文化の継承、子供の育成、環
境保全活動を中心とした活動をす
るＮＰＯ法人を2003年に設立。

取組内容

○江戸時代300年余り塩づくりで栄えた竹原、
歴史的遺産である竹原塩田の再生に向け
た昔ながらの塩づくりによる「たけはらの
塩」の製造販売。復活させた塩づくりを知っ
てもらうための塩づくり体験等を実施。

○竹原の地名の由来といわれている竹を活
用した、竹灯りづくりのワークショップの開
催。竹の楽器作りや竹の楽団を設立し、竹
の魅力の再発見と、自然環境活動の実施。

活動の効果

○たけはらの塩を使ったオリジナルジェラートも販売開始。たけはらの塩が市内各所の
菓子店、パン屋、料理店、カフェなどで使われるようになり、竹原の塩づくりを通した
町づくりの推進・地域の活性化が図られた。

○地元小学生が考案した竹を使ったアイデア商品を小学生とともに開発し販売を行う
など竹を通した町づくりの推進・地域の活性化が図られた。

竹原市本町１丁目９－１１ Ｔｅｌ：０８４６－２２－０２１４

応募団体からのアピール・メッセージ

広島県竹原市

「塩」・「竹」・「町並み」をテーマに地域づくりの活動を積極的に展開し、新たな地域の
宝の発掘・継承・発展につながる活動を行っています！

地域の宝～塩と竹と町並みと～

たけはら

教育機関
との連携

農林漁業、
農村文化体験

たけはら

８ 伝統の継承
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三原市漁業協同組合

タコ壺体験学習 「三原やっさタコ」ロゴ入り大漁旗・提灯

経 緯

○三原のタコ漁は、江戸時代より
代々世襲制で漁場を大切に守り
ながら、伝統の技を駆使し、必要
以上に取り過ぎないことに配慮し
た漁が営まれてきた伝統あるタコ
漁だが、全国的な認知度が低いこ
とから、市が代表特産物として振
興していく方針を出し、タコ漁体験
やPR等の取組を開始。

取組内容

○道の駅「みはら神明の里」内にタコ天等加
工品の販売コーナーを設置。平成26年に
市の特産品として「三原やっさタコ」の商標
権を取得。

○タコ漁の認知度を高めるための水産教室
やタコ漁体験の開催、学校給食の食材とし
ての提供や、「三原やっさタコ」の提灯等を
作成し、提灯は「三原やっさタコ」を扱ってい
る市内料理店へ貸与するなどし、市全体で
の取組を実施。

活動の効果

○県外各地よりタコの注文が来ており、「三原やっさタコ」の知名度が浸透してきている。

○市内の学校給食への提供や、加工施設の見学依頼を受けるようになり、「食と漁業」
の距離が近くなるとともに、県外の漁協との交流・情報交換が行えるようになった。

○タコ以外の魚種についても販売金額が増加しており、漁協組合員の所得向上に繋
がっている。

三原市古浜１丁目１１－１ Ｔｅｌ：０８４８－６２－３０５６

応募団体からのアピール・メッセージ

広島県三原市

三原のやっさタコは足が太くて短くうま味がぎゅっとつまって美味しいよう～♪
一度食べてみんさい♬

～タコなら三原「三原やっさタコ」は宇宙一～

みはらし

教育機関との
連携

農林漁業、
農村文化体験

みはら9 ６次産業化
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農事組合法人 清流の郷・泉

赤しその収穫風景 千切り大根の加工風景

経 緯

○平成21年より経営体育成基盤整
備事業によって整備された大規模
圃場及び農道・水路を活用して、
大規模農業形態を確立し、地域
農業を発展させるべく､集落型農
業法人を設立し平成22年度より
活動開始。

○営業利益が赤字で補助金頼みの
経営から脱する必要性を感じた。

取組内容

○清流の郷・泉 戦略マップを策定・実践する
ことにより、実需者と連携した加工用野菜、
ブランド米を生産。

○環境保全活動として、荒廃農地防止のため
のカボチャ栽培、鳥獣害防止・環境維持活
動として鳥獣害防止柵の設置、山すその下
刈を実施。

活動の効果

○清流の郷・泉 戦略マップに基づき、特別栽培米を中心とした水稲栽培、赤しそ、大
根を中心とした５品目の野菜を栽培し、年間を通した営農体系を確立し雇用を創出。

○実需者との連携強化を図ることにより、業務用を中心とした、大根、人参、赤しそを安
定価格での販売が可能となった。

応募団体からのアピール・メッセージ

広島県三原市

私たちは農業を通じて、人を愛し地域を愛して、日々美しい努力を続けます。

～年中農作業、楽農バンザイ！～

せいりゅうのさと いずみ

雇用鳥獣被害防止
みはら

10 環境保全・
景観保全
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株式会社おこめん工房

活動地域の全景 製麺作業

経 緯

○稲作を基幹産業とする三原市大
和町では､米消費の減少、米価の
低迷により､次世代を担う若者の
就農意識が減退し､過疎化・高齢
化が進み集落の存続が危ぶまれ
る状況となった。

○食の多様化のなか、時代のニー
ズに合った米の活用を考えなけれ
ばと考え、米粉麵製造をはじめと
する、米粉用米の取組を始める。

取組内容

○平成17年４月から米粉麵（おこめん）の製
造販売を開始し、平成26年米粉麵増産の
ため、地域の廃校内に工場を移転し、年間
製造数量が製造開始時の８千食から35万
食に増大。

○地域内の農事組合法人（１法人）、営農組
織（２組織）と連携し米粉用米の生産と販売
強化に取組むとともに、三原市、地域企業
と連携し６次産業化を進める。

活動の効果

○製造工場の移転と併せ、三原市と連携し、廃校敷地内に米粉専用の製粉工場の誘
致、米粉用専用低温貯蔵庫を市が整備することにより、広島県内、中国四国地方一
の米粉用米の生産地となった。

○三原市、地域企業と連携強化に努めることにより、「三原市米粉の里プロジェクト」が
立上げられ、米粉による新たな特産品づくり、地域活性化を目指すこととなった。

応募団体からのアピール・メッセージ

広島県三原市

次世代に継承できる稲作経営を目指し、地域一体の米粉事業を展開します。

～米粉が地域を変える～

農林漁業、
農村文化体験

みはら

11 ６次産業化
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福山市土地改良区

子ども絵画展表彰式 スイゲンゼニタナゴの生息調査

経 緯

○水土里ネット福山の「農業用水・
施設管理」の役割を広く市民に周
知するため、水土里レポーターと
して、子どもたちが関わる農業体
験や地域行事の取材を通じ、子ど
もの農業に対する眼差しをメッ
セージとして発信し、食と農業用
水への関心を高める取組を開始。

取組内容

○農業用水路の役割等の出前授業など子ど
もたちへの農業体験支援、農業用水路で
の国内希少野生動植物指定の「スイゲンゼ
ニタナゴ」の地域保全活動を支援。

○全国土地改良事業団体連合会主催の「ふ
るさとの田んぼと水 子ども絵画展」に幼稚
園等からの応募により水土里ネット福山独
自の賞を選定し、全国受賞者の作品と併せ
て、ふくやま美術館へ展示、表彰式を開催
し、子どもたちがふるさとに誇りを持てる取
組を実施。

活動の効果

○子ども絵画展では、ふくやま美術館での受賞作品の展示・表彰を行うことで子どもや
保護者等から「この賞が励みになっている」との声があるとともに、昨年７月の豪雨
災害での排水機場などの役割が認識され、絵画の中には被災した農家を思う子ども
たちの心情が描かれた作品もあり、出前授業などの取組が浸透してきている。

応募団体からのアピール・メッセージ

広島県福山市

都市農業地域における農業用水などの社会的・公益的な機能の持続と地域特産農産物の
ブランド力向上と持続的な振興をめざして、２１世紀土地改良区創造運動に取組んでまいり
ます。

～「ふるさと」の「水と土と里」を守る活動～

ふくやまし

ふくやま

12 農林漁業、
農村文化体験

環境保全・
景観保全

食育・教育

広島県福山市草戸町1丁目5番15号 Ｔｅｌ：084-923-9450
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川西自治連合会

２周年記念感謝祭でにぎわう川西郷の駅 交通実証実験で移動中の利用者の笑顔

経 緯

○人口減少とともに地域内にあった
産業は衰退し、買い物する場所さ
えもなくなっていた。

○地域の将来をどうデザインすれば、
地域に誇りを持ち住民が安心して
暮らせるかが最重要課題となった。

○そこで、ビジョン策定委員会を立
ち上げ、地域の将来像を自らの手
で描いていった。

取組内容

○「川西郷の駅」のオープン

Ｈ29年、コンビニ、農産品や加工品の直売
所、軽食食堂の部門がスタート。今後、防
災・福祉・体験交流等複合的機能を有する
施設に成長できるよう調査・研究中。

○地域内交通の実施
県、市、マツダ株式会社と連携してＨ30年
度からスマートフォンアプリを活用した地域
内交通サービスを開始。

活動の効果

○ビジョンに描いた生活拠点は、住民出資の「川西郷の駅」となって実現。１日平均800
人の来店があり、賑わいを見せている。Ｈ30年度からは瀬戸内サイクリンググループ
と連携したイベント「川西よりみちライド＆ウォーク」も開始。

○公共交通空白地域を有する本地域の移動手段として、ビジョンに描いた地域内の人
とモノを移動させる地域内交通サービスが実証実験としてスタート。

広島県三次市三若町2651-1 Ｔｅｌ： ０８２４-６９-２５２６

応募団体からのアピール・メッセージ

広島県三次市

「ビジョンに描いたまちづくり」は、様々な面で地域内外の広範囲な人々、行政、企業と連携
していく中で実現へと近づいていくことが分かった。関係人口が無限に広がっていくこの展開
を大いに活用し、さらに田舎暮らしがステータスとなる住みよいまちづくりにまい進したい。

～ビジョンに描いたまちづくり～

かわにし

企業との連携
みよし

13 移住・定住
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