
認定特定非営利活動法人まちづくりネットワーク島根 

野菜づくりは、土作りから(植付前の土壌改良) 

食育料理教室において、
高菜の保存食の作り方
指導 

経 緯 

○市民の野菜作り、家庭菜園のニーズ
を受け、平成２２年より市民農園を開
設し、農園体験教室を行ってきた。 

 

○座学での教室では理解出来ず、実
践の際、思いと行動が伴わないとの
意見があった。 

取組内容 

○耕作放棄地等を再生し、市民農園を開
設・運営。 

 

○一般の方を中心とした農園体験教室を
開催。自分で作る楽しさなどを伝えてい
る。 

○一般の方を対象に食育料理教室を開
催。旬の野菜の美味しさや体験教室で
採れた野菜の保存食の作り方指導。 

活動の効果 

○耕作放棄地・休耕地を３地区で100a解消し、市民農園等で耕作を継続。 
 

○農園体験教室、食育料理教室に多くの市民が参加し、新たな農園利用者も確保
できた。 
 

○県内外へ活動事例を公開し、市民が「農」に楽しむきっかけとなった。 

 島根県松江市古志原五丁目２－４３ Ｔｅｌ：0852-20-1821 

応募団体からのアピール・メッセージ 

島根県松江市 

 農園利用者の作物を観察しながら適切な指示をだし、大変喜ばれ利用継続と紹介に
繋がります。体験教室は3月から11月の第3土曜日と定着し新規参加者も増えました。 
  ＵＲＬ：http://www.machi-s.com 

～耕作放棄地・遊休農地解消の決め手！市民農園の利用促進～ 

食の提供 
子ども 

(教育・体験) 

まつえ 
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畑ほし柿生産組合 

柿小屋の風景／１１月中旬頃 首都圏百貨店での島根フェアの様子 

経 緯 

○畑地区は、戦後まで生活道路も無い
山あいの小さな集落であったが、道
路整備や自主消防組織の結成など、
早くから共同で取り組んだ。 

 

○柿の栽培・加工に関しても、いち早く
農村副業育成集落の指定を受け集
落を上げて取り組んできた。 

取組内容 

○ 平成１８年より首都圏百貨店で開催さ

れる「島根フェア」に参加。イタリア「ミラ
ノ国際博覧会」にも出品。 

 

○産地研修（小学生～高校生）を年間を
通して実施。 

 

○柿の里「柿の木オーナー制度」を通じた
消費者との交流。 

活動の効果 

○首都圏の百貨店等での販売にあたり、地元の若者の参加もあり、直接消費者と  
     の意見交換の場となり刺激を受けるとともに、消費者層も年々増加している。 

○小学生から高校生の産地研修の受け入れにより、若年層が関心を示している。 
○「柿の木オーナー制度」も定着し、参加者と農家との交流も年々深まっている。 

                                島根県松江市東出雲町上意東816  

応募団体からのアピール・メッセージ 

島根県松江市 

 特産の「ほし柿づくり」を基に住民が一体となり「地域づくり」に取り組んでいます。 
 お問い合わせは、下記のHPを検索し、お問い合わせコーナーよりご一報下さい。    
         ＵＲＬ：http://www.hatahoshigaki.jp/                              

～四百年の伝統を未来へつなぐ「畑ほし柿」～ 

伝統・継承 自然・景観 
まつえ 

 はた 
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美又湯気の里づくり委員会 

みんなが主役（黒大豆栽培） 黒大豆豆腐と黒米焼酎 

経 緯 

○浜田市金城町美又地区（8集落）は、

過疎高齢化が進行し、小学校の閉
校や保育所・事業所の閉鎖などによ
り地域力の低下が深刻化。 

 

○平成２３年、地域全体で「美又湯気
の里づくり委員会」を立ち上げ、６次
産業化による地域再生などを柱とし
た地域の未来像「美又湯気の里づく
り計画」を策定。 

取組内容 

○集落単位のワークショップや地域全戸
を対象としたアンケートから、「黒食材」
と「美又温泉」に着目し、「地域まるごと
６次産業化」を展開。 

 

○１次産業として「黒米」、「黒大豆」の特
産化を推進し、２次産業は地域起業に
より高付加価値化を図り、３次産業の
美又温泉と連携した「美肌」「黒食材」を
キーワードとしたブランド化を推進。 

活動の効果 

○条件不利地域において、高付加価値型農業を実践（黒米・黒大豆は従来の作物と
比べて販売価格が所得の向上につながる）。 

 

○地域の宝（食材、温泉、景観、人、伝統芸能）を紡ぐ「地域まるごと６次産業化」の取
り組みは、地域に「にぎわい」「なりわい」「ふれあい」を創出し、その効果を身近に
実感することで地域のまちづくりの機運が向上。 

 島根県浜田市金城町下来原171 Ｔｅｌ：0855-42-1233（浜田市金城支所産業建設課） 

応募団体からのアピール・メッセージ 

島根県浜田市 

 
 

 美肌効果がある黒食材「黒米・黒大豆」と美肌の湯「美又温泉」による６次産業化を
進めるため、「ＮＰＯ法人美又ゆめエイト」を起業し、ＮＰＯ法人としては全国初となる
酒税法「自己商標卸売業免許」の取得、産直市の設置など、取り組みを進めています。 

～美肌の湯が紡ぎ育む「地域まるごと６次産業化」～ 

はまだ 

みまた 

６次産業化 観光 

平成27年度 
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妖精の守人 雲城ハッチョウトンボを守る会 

水路の維持管理 ハッチョウトンボ生息地観察・学習会 

経 緯 

○耕作放棄地で絶滅危惧種の「ハッ
チョウトンボ（日本最小）」を発見。 

 

○地域住民で草刈等の保全活動を開
始し、トンボの生態を勉強し守る活動
を始めた。 

 

○多くの人に伝え、地域の宝としてそ
の貴重さの認識など保護対策が必
要。 

取組内容 

○冬期の枯れた草の刈り取りや周辺の山
の木、竹の伐採などの保全活動。 

○木道の設置、周辺舗装、日よけ小屋、
駐車場の整備など環境整備を行った。 

○高校生がハッチョウトンボを研究課題と
して取り上げ、研究発表会や学習会で
発表、小学生への授業などを実施。 

 
 

活動の効果 

○荒れ放題の耕作放棄地でトンボが発見されたことにより、県内外に観光資源としてＰ
Ｒしたことで観察者が増加し地域が活性化。 

 

○高校生による研究発表授業は、児童の生物への関心や環境保護などの啓発に繋
がった。 

○高校生はもとより、中学生、大人へと「地域の宝」として取組が進化。 

 島根県浜田市金城町下来原171 Ｔｅｌ：090-1015-7949 

応募団体からのアピール・メッセージ 

島根県浜田市 

 ２０１５年６月「絶滅危惧種１種モートンイトトンボ」を発見。日本最小トンボは、【勝利
のトンボ】＆【赤い妖精】です。トンボに会いに是非きちゃんさい（浜田の方言）。 

～地域の宝 赤い妖精ハッチョウトンボを守ろう～ 

はまだ 

くもぎ 

子ども 
(教育・体験) 

自然・景観 22 



きんた農園ベリーネ 

ぶどうの袋かけを体験する小学生   平成２７年１月にオープンしたカフェ 

経 緯 

○環境保護団体のメンバーが中
心となり農業法人を設立し、市
が造成した農業団地への入植
をきっかけに観光農園を開設。 

 

○近隣観光施設（温泉・乗馬施
設）との連携を強化し、浜田地
域の人気観光スポットとしての
地位を確立。 

取組内容 

○観光農園として、春のいちご狩り（１月～６月）、
秋のブドウ狩り（８月下旬～１０月上旬）を実施。 

 

○Ｈ２７年１月に園内にカフェレストランをオープン。 
 

○地元の乳業会社や洋菓子店と連携し、加工品
の開発・製造販売を実施。 

 

○いちご苗の生産委託など、福祉施設との連携を
実施。 

活動の効果 

○島根県が推進する「農業への企業参入ビジネスモデル」の優良事例として各種研修
会等で紹介。 

 

○新規就農研修者の受入先や福祉施設入園者及び卒業生の雇用の場として確立。 
 

○町内全保育園園児の招待や市内学校給食への食材提供等により、地域社会との
連携強化。 

 島根県浜田市金城町七条イ735 Ｔｅｌ：0855-42-2515 

応募団体からのアピール・メッセージ 

島根県浜田市 

 生産から販売・観光、更に加工品製造販売、カフェ運営まで手掛ける事で、ご来園
頂くお客様のニーズに合ったサービスを提供しています。今後もサービスの質の向
上、新たな作目の導入を検討し、お客様の満足度向上を目指します。 

   ＵＲＬ：http://www.berryne.com/ 

～美味しさ、楽しさ、優しさ溢れる観光農園～ 

はまだ 
医療・福祉 ６次産業化 23 



木田地区振興協議会 

木田暮らしの学校全景 田植えから始めるもちつき体験（第２回収穫体験） 

経 緯 

○地域で「地域再生活性化計画」を策
定し、旧校舎を拠点とする新たな都
市農村交流活動を進める。 

 

○活動をきっかけに都市からの家族連
れ等の来訪者が増加。 

 

○地域、行政、都市住民、雑誌メディア
等、多様な連携が可能となり、地元
食材や景観、地域文化等を再評価。 

取組内容 

○旧校舎を改修整備し、お茶会や講演会、
スイーツ等レシピの開発ワークショップ
などを実施。 

 

○旧校舎廊下を使った雑巾がけトライア
ルや、雛祭りなどの都市交流事業を実
施。 

 

○田植えなどの水田農業体験を実施。 

活動の効果 

○地域住民が旧木田小学校の価値を再評価し、有効活用を実践。 
 

○交流活動により都市からの小学生を含む家族連れなどが地域を訪問し、交流する
機会が増加。 

 

○地元食材や景観、地域文化等に対し都市部から高い評価を得た。 
 

○赤梨等の食資源を生かした商品開発や販売先確保の可能性が広がった。 

 島根県浜田市旭町木田485番地 Ｔｅｌ：0855-45-0307 

応募団体からのアピール・メッセージ 

島根県浜田市 

 平成28年4月より、「木田暮らしの学校」として本格オープンしました。まだまだ、満足
のいく実践プログラムではありませんが、皆様のお越しをお待ちしています。 
  ＵＲＬ：http://kakehashi2014.jimdo.com 

～木田暮らしの学校～ 

はまだ 

きた 

子ども 
(教育・体験) 

「食」の 
提供・活用 
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夢の音村「森の公民館」（サウンドファイブ夢の音会） 

住民参画のムラの文化交流は半世紀・４８年 「れんげ草」・食の提供調査・研究ワークショップ 

経 緯 

○ 「音楽」をキーワードに青年世代の

結集を進め、１９８５年から自力で林
間交流拠点施設「夢の音村」の建設
を開始。 

 

○２０１４年、都市と農村の対等な交流
環境や受入基盤づくりを通じて活力
ある地域づくりをめざし、「ゆめのね
むら」都市農村交流推進協議会を設
立。 

取組内容 

○２００５年に宿泊交流拠点「森の公民
館」を開館、独立採算で施設運営。 

 

○女性グループ「れんげ草」を中心に地
元食材を使った田舎の伝統食研究や
食材調達など、交流に不可欠な『食』の
提供体制を整備。 

 

○「森のマーケット」や「里山子どもリー
ダー塾」の開催。 

活動の効果 

○ １５０回を超える自らのステージ活動や４０回近いプロモート活動など、町民の文化
的希求に応える４８年間の音楽活動は、町の“顔”として定着。 

 

○共生・対流の受入れの基盤や環境づくりに必要な調査、研究、研修等を通して、構
成員のスキルアップとともに地域住民や町づくり関係者の関心、理解が高まった。 

 島根県浜田市金城町久佐ハ295-13 Ｔｅｌ：0855-42-2900 

応募団体からのアピール・メッセージ 

島根県浜田市 

 次世代につなぐ交流のスタイルがここにある。『農』ある暮らし・ハートを都市（まち）に
つなぐ。今、日本一小さなムラが全国に語りはじめている。出前トーク承り中。 
      URL:http://www.yumenonemura.com/ 

～若い地方の力を育む夢の音村のステキな実践～ 

はまだ 

ゆめのねむら 

女性の活躍 
「食」の 
提供・活用 25 



農業生産法人 株式会社 桃源 

高齢者によるトマト栽培の作業 直売所でのトマトの販売 

経 緯 

○農業生産を通じて地域社会の活性
化に貢献することを目標に平成１６
年に創業。 

 

○開設当初から障がい者並びに高齢
者の方々の受入を推進。 

取組内容 

○生産部、直売部、レストラン部、加工部
の４部門を持ち、６次産業化に取り組む。 

 

○生産拠点で、地域のお年寄りや障がい
者を受け入れ。 

 

○島根・鳥取の百貨店、スーパーとの取
引だけでなく、首都圏の有名レストラン
でも取り扱われている高品質なトマトを
通年栽培。 

活動の効果 

○就農者は、やりがい、生きがいといった気持ちに張りがでて、手足の動きがよくな
り、日常の活動範囲が広がった。 

 

○農業と福祉の連携は地域では先進的な取り組みで、関係者からの関心が高く、地
域の新聞、情報誌等で広く紹介されたことにより新たな連携が始まった。 

島根県出雲市下古志町６５６ Ｔｅｌ：0853-20-1470 

応募団体からのアピール・メッセージ 

島根県出雲市 

 桃源では新しい技術を活かした栽培方法に加え高齢者と云う先達の「知恵と技」を
取り入れ、地域の活性化を目指しています。ブログを開設しています。是非ご覧下さ
い。 http://ameblo.jp/tougen-dome/ 
 
 

～農・福・医・連携に於ける就農と農産品づくり～ 

いずも 

とうげん 

医療・福祉 ６次産業化 26 



株式会社 未来サポートさだ 

ＷＣＳ「飼料米）刈取り状況 地元農家と大学生の意見交換会 

経 緯 

○転作でＷＣＳの栽培を計画するにあ
たり、機械の共同購入により、負担
の軽減と有効利用、各組織間での協
力体制を構築。 

 

○活動をきっかけに耕作放棄地対策、
後継者育成の取り組みを展開。 

取組内容 

○８営農組織（内３組織が法人）の連携に
より、組織強化。 

 

○良質米の生産を軸にしたＷＣＳ、蕎麦、
菜種、大豆などの生産振興。 

 

○（株）未来サポートさだを中心に「アグリ
ネットさだ」を設立、各団体（地域内生
産加工９団体）での情報共有、連携強
化。 

活動の効果 

○機械の共同化や地域内耕畜連携が図られ、ＷＣＳ、蕎麦の栽培など二毛作を実
施し栽培面積が増加傾向。 

 

○米粉を使った新商品などの開発、シイタケ原木栽培グループの誕生。 
 

○大学生を対象としたアグリ体験交流事業等により、地域が活性化。 

 島根県出雲市佐田町反辺１３９１－１ Ｔｅｌ：0853-84-1588 

応募団体からのアピール・メッセージ 

島根県出雲市 

    厳しさを増す中山間地集落。次の世代に住んで良かったと感じる地域を目指し、
まず農業に活力を与えつつ地域に活力を育む。そんな取組みを実施しています。 

～雲海の里さだ 自然の恵みを活かした元気起こし～ 

いずも 

６次産業化 
子ども 

（教育・体験） 27 



窪田ふるさと会 

羊とのふれあい体験 先人が考案した炭窯による木炭づくり 

経 緯 

○“農地の荒廃は地域の衰退につなが
る”との認識の下に、農地・水・環境
保全向上対策を契機に、７つの振興
協議会を横断したオール窪田組織と
して結成。 

 

○６次産業化、地域資源の活用による
地域間交流の拡大などに取り組んで
いる。 

取組内容 

○除草対策として羊を放牧。羊毛を加工
して製品を「窪田ウール」として販売。 

 

○水田周囲の樹木を伐採して炭焼き。こ
ども自然体験に活用し、木炭は水質浄
化や地域イベント等へ利用。 

 

○泥田バレーボール大会の開催で遊休
水田を復活させ、その後耕作を継続。 

活動の効果 

○小学校と合同開催の地区運動会や羊の毛刈り体験・羊毛加工などのイベントを通
じ、地域の絆の深まりと地域外の人々との交流が拡大。 

 

○木炭製造など地域の伝統技術が承継され、環境保全への関心も高まる。 
 

 島根県出雲市佐田町八幡原492-6 Ｔｅｌ：0853-85-2585 

応募団体からのアピール・メッセージ 

島根県出雲市 

 出雲市で人口減少率最大の当地域は、７つの自治組織や農業法人の活動など、総
力を結集して地域創生に取り組んでいます。 
 

～７つの力を一つにして～ 

いずも 

くぼた 

子ども 
(教育・体験) 
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八幡元気村づくり実行委員会 

奉納神楽で八乙女の舞を奉納する小学生  里山保全会による除草作業 

経 緯 

○当地域は、急峻な山が約８０％を占
め基幹産業の林業や農業も衰退の
一途。 

 

○生まれ育ったこの地域をなんとして
でも守っていくために、今現状を打破
しなければと考えた。 

取組内容 

○荒れていた山を集落あげて整備し、２０
０本のソメイヨシノを植栽。春の景観は、
集落の自慢の一つ。 

 

○昭和５８年、途絶えていた伝統芸能、奉
納神楽を復活しようと八幡神楽保存会
を結成。後継者の育成と青少年の育成
の観点から、子供神楽にも力をいれて
いる。 

 
活動の効果 

○奉納神楽は、保存会を結成して今年で２５年を迎え、これまで約１００人の小学生 
    以下の子供を指導し伝統の継承に繋がった。 

○里山保全は、集落全体を年次計画を作成し草刈り、伐採等を行うことで、これまで 
   山に入ったことがない住民も里山づくりに興味を持つようになった。 

 島根県出雲市佐田町大呂240-7（(有)渡部造園内） Ｔｅｌ：0853-84-0804 

応募団体からのアピール・メッセージ 

島根県出雲市 

 人口減少と後継者不足が大きな課題ですが、まずは「今を楽しく」をモットーに地域づ
くりに取り組んでいきます。今後は、空き家対策と地域間交流にも力を注ぎます。  

～過疎には屈しない八幡元気村！～ 

伝統・継承 自然・景観 
いずも 

やわた 
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築地松景観保全対策推進協議会 

築地松散居景観の様子 築地松案内人の説明の様子 

経 緯 

○出雲平野に点在する「築地松」がお
り成す散居景観が、松くい虫による
松枯れ被害等により、失われる危機
に直面。 

 

○景観を保全し、後世に伝え残そうと
住民が立ち上がり、平成６年「築地
松景観保全対策推進協議会」を設立。 

取組内容 

○松くい虫防除のため地域一斉の薬剤散
布及び松枯れが発生した場合の速や
かな伐採処分と松苗の植樹。 

 

○屋外広告物を設置しないよう努め、美
観を維持。 

 

○広報誌の配布、ホームページの開設 
  などの情報発信と観光客へのガイド。 

活動の効果 

○平成23年度の危機的な状況から被害を大幅に減少させることができた。 
○市民への意識啓発に成果が現れるとともに、情報発信がマスコミ報道に繋がった。 
○PRパンフやイベントで、県外からの問合せが増え、観光に結びついた事例がある。 

 島根県出雲市今市町70番地（出雲市都市建設部建築住宅課内） Ｔｅｌ：0853-21-6176 

応募団体からのアピール・メッセージ 

島根県出雲市 

 地元では貴重なものと気づいていない方が多いですが、意外に県外市外の方の声
で知ったりします。築地松に興味をお持ちいただけましたら、是非、この地を訪れ、ご
感想やご意見を周囲の方、そして本協議会にお伝え頂けたら幸いです。 
    ＵＲＬ：http://tsuijimatsu.com 
 
 
  

～守っていきたい、心のふるさと出雲の築地松～ 

伝統・継承 自然・景観 
いずも 
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真砂の食と農を守る会 大地 

経 緯 

○高齢化率が５割を超え、公民館活動
だけでの地域づくりに限界感があっ
た。 

 

○“食育”をテーマに、保育園児・小中
学生と農家の高齢女性を主役とした
活動を開始。 

 

○公民館、学校と地域商社の協働によ
り安心・安全な農産物を栽培、地区
内と市街地の保育園に供給、交流を
開始。 

取組内容 

○安心安全な野菜、加工品作りに着手し、
小中学生がお米や野菜の栽培から販
売活動までの体験を実施。 

 

○保育園とは密接に連携をし、食材の提
供には地産地消の取組みを強めている。 

 

○毎日の屋外保育では、園児たちが高齢
者宅を訪問し昼食を屋外でともにする
など、地域とのふれあいを大切にして
いる。 

 

活動の効果 

○食と農と福祉の小さな循環だが、日々地域の経済が動き、交流が生まれ、保育園
児の心身の健康増進、高齢者の生きがいや健康維持の仕組みを確立。 

 

○園児の屋外保育は健康増進、地域の人とのコミュニケーション力、高齢者の見守
りにつながり、小中学生は体験を通じて地域を担う人材との自覚が生まれている。 

島根県益田市波田町イ538-1 Tel：0856-26-0002（事務局：真砂公民館） 
 

応募団体からのアピール・メッセージ 

島根県益田市 

 食と農を通じた経済活動を地域に担保することにより、永続的に中山間地域に暮
らすことが可能な福祉的環境をつくりあげていきたいと思います 

公民館、地域商社、小中学校のトライアングル 小学生が栽培から販売まで体験する食育活動 

～食と農と福祉の小さな循環プロジ ェクト～ 
（－農家の高齢女性と保育園児・小中学校が主役－） 

ますだ 

まさご 

医療福祉 
子ども 

(教育・体験) 
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二条里づくりの会 

田舎ツーリズム開催風景 ふるさと便 お歳暮発送準備風景 

経 緯 

○若者世代の流出が長年継続し、少
子高齢化による離農者の増加、後継
者不足により、地域の環境維持、保
全が難しくなった。 

 

○平成26年８月に地域自治組織「二条
里づくりの会」を設立、担い手不足・
資源荒廃等の課題に対応することと
した。 

取組内容 

○「なりわい部会」で、「二条ふるさと便」を
中元と歳暮の時期に販売。 

 

○「ひと部会」で、空き家斡旋と定住者生
活支援を行なうとともに田舎ツーリズム
を積極的に展開。 

 

○「くらし部会」で、子育て支援、高齢者生
活支援、鳥獣被害対策等に取り組む。 

活動の効果 

○定住・移住では、最近の１年半で９組のＵＩターン者を受け入れた。 
○ふるさと便の県外注文や田舎ﾂｰﾘｽﾞﾑへの県外からの参加など取り組みに効果。 
○鳥獣対策では、地域で取組への評価が上がるとともに、地元企業によるＩＣＴを活 
  用した鳥獣対策の開発に繋がった。 

 島根県益田市桂平町７６－１ Ｔｅｌ：0856-29-0001 

 
 

 昨年６月には、２７回目の「二条ホタル祭」を開催。600人足らずの小さな集落に、市
内外から1600人を超える方が訪れる。ほたるにも、人にも日本一優しい里山が残る
「二条」です。 

応募団体からのアピール・メッセージ 

島根県益田市 

～里山をいかし人と自然がつながる二条～ 

定住・移住 自然・景観 
ますだ 
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合同会社益田自立支援センター  
就労継続支援Ａ型事業所 フルール益田 

ともに支え合い収穫を喜び合う仲間 朝採れ野菜の移動販売 

経 緯 

○知的障がい者との交流を通じて、居
場所や働く場所がない苦しみを知る。 

 

○農業と福祉が連携し、相互の課題解
決や地域活性化につなげるため、
（合）益田自立支援センターを設立し、
（農）とよた園芸場との共同事業体で
農福連携に取り組む。 

取組内容 

○農家と福祉のコーディネートにより、個
人農家への農作業サポート業務を展開。 

○朝取れ野菜を移動販売。 
 

○耕作放棄地でもち米を栽培し、平もちを
加工・販売。（６次産業化） 

○ふるさと教育の一環として収穫体験や
見学販売会を実施。 

活動の効果 

○農福連携事業により雇用・農業事業の拡大のみならず、地域との交流・連携と広 
    がりを生む。 

○６次産業化したお餅事業により、途絶えていた地元の風習を復活。 
○収穫体験等の受け入れを通じて、人・地域づくりに貢献。 

 島根県益田市戸田町イ170番1 Ｔｅｌ：0856-28-0022 

応募団体からのアピール・メッセージ 

島根県益田市 

 農業で地元益田を、島根を、そして日本を元気にしていきます。 
 ～全国で働きたい仲間～ 
 農業を一緒にやろう！ともに働こう、仲間になろう。  

～農業と福祉で担う、地域の活力倍増作戦！～ 

６次産業化 医療福祉 
ますだ 
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おおだ一日漁推進協同組合 

ロゴデザイン、ポスターなど作成 高校生が一日漁のノドグロなどを調理 

経 緯 

○貴重な地域資源を守り、水産業・水
産加工業の振興・活性化のため、平
成21年「一日漁」・「晩市」の商標を取
得しブランド化。 

 

○更なる振興・活性化及び後世に引き
継ぐため、平成24年に協同組合化し
活動を展開。   

 

取組内容 

○デザインロゴを作成しブランド力を強化、
首都圏などの展示商談会に参加、PRを
行い、販路及び新たな需要の開拓。 

 

○地元の魚を使った新商品開発。 
 

○平成25年１月にホームページを立ち上
げ、ＰＲを強化。 

活動の効果 

○首都圏の百貨店や高級食材を扱うスーパーなどに販路を拡げ、売り上げがアップ。 

○「食のモデル地域育成補助事業」（平成２５年）で市内の高校での調理実習や「一
日漁」のDVDを作成し、教材として活用することで、子供たちに貴重な地域資源と
しての「一日漁」の理解が浸透。 

島根県大田市久手町波根西２６９０－１１ Ｔｅｌ：0854-82-3975 

応募団体からのアピール・メッセージ 

島根県大田市 

   地域資源を掘り起こし、全国に一日漁の認知・認証を図る事により地方創生につな

がる取り組みと思え、地場産業の発展のみならず漁業者を支援する活動等、さらなる
ＰＲ活動を行う所存です。 

～一日漁及び晩市を活かした地域活性化～ 

おおだ 
６次産業化 

子ども 
(教育・体験) 
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大田市食育ボランティアの会 

  地域の特産品の葛を使った調理実習 大田市の郷土料理の箱寿司作り 

経 緯 

○平成23年に大田市食育ボランティア

養成講座が開催され、受講した修了
生が平成24年5月に本会を設立。 

 

○平成26年までの4年間、養成講座を

受講した修了生が毎年入会し、地域
の要望にあわせた活動を展開してい
る。（平成28年5月／会員数113名） 

取組内容 

○大田市の郷土料理の箱寿司作りによる
食文化の伝承。 

〇魚を調理し、魚食への関心を高め、命
を頂き、食べ物を大切にする気持ちを
育む。 

○小学校で、こんにゃくや梅ジャム、地域
の特産品の葛を使った調理実習。 

活動の効果 

○子供だけでなく保護者など大人も市の郷土料理や特産品に触れてもらう機会を増
やすことができた。 
○家庭で実践しやすい内容にすることで、食文化の伝承、地産地消の推進、食生活
の見直しへ繋がった。 

 島根県大田市大田町大田口1111 Ｔｅｌ：0854-83-8151(大田市健康増進課) 

応募団体からのアピール・メッセージ 

島根県大田市 

 郷土食の普及や伝統食の伝承に力を入れています。  

～地域に根差した おむすびの会の活動～ 

地産地消 伝統・継承 
おおだ 
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市山環境保全会 

経 緯 

○２０数年間放置された耕作放棄地を
約２年の歳月を掛けて９枚の棚田と
ため池に復活させた。（“やぶさめの
棚田”と“やぶさめのため池”） 

 

○平成１９年度農地水環境保全対策事
業を契機にして、農業者だけでなく、
地域ぐるみで農地・水路等の保全管
理を開始。 

 

取組内容 

○小学生が農業体験により収穫した古代
米を公民館に贈呈し、地域イベント等で
活用。 

 

○高校生が黒米を使ったスイーツを完成。
子どもたちの夢が広がった。 

 

○農薬や化学肥料を使わない米づくりに
取り組む“ふゆみずたんぼ”など環境に
やさしい農業を実践。 

 

活動の効果 

○収穫した古代米は、各種イベント等に活用され、地域活動の輪が集落から町内に
拡大。 

 

○“ふゆみずたんぼ”の取組みにより、地域住民に環境にやさしい農業への関心が
高まり、併せて保全管理活動に非農業者の参加が増加。 

 島根県江津市桜江町市山575 Ｔｅｌ：080-1927-3264（事務局：牛尾） 

 

応募団体からのアピール・メッセージ 

島根県江津市 

  
 

～食で“さくらえ”を元気にする～ 

ごうつ 

いちやま 

地産地消 
子ども 

（教育・体験） 

“ふゆみずたんぼ”の様子 地域イベントで活用される古代米 

 10年目となった本事業の取組は、当地域では切り離せない存在となっている。 
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山王寺本郷棚田実行委員会 

棚田の夜明け 田植え。地域の方にババ引きを習っています 

経 緯 

○平成１１年に日本の棚田百選に認定、
平成１４年に棚田展望台が整備され
たことを契機に自治会行事として棚
田祭りを開催。 

 

○祭りを継続するため、中山間地域等
直接支払制度の集落協定対策者が
有志となり、山王寺本郷棚田実行委
員会を結成。 

取組内容 

○体験学習の場として田んぼの学校を年
３回開催。 

 

○耕作放棄地を復田し、棚田オーナーに
貸出し、棚田の景観を保全。 

 

○１１月に田んぼの学校収穫祭コースに
併せ山王寺棚田まつりを開催。 

活動の効果 

○たんぼの学校等は、次第に輪が広がり、自治会から積極的な協力が得られた。 
 

○地域で農地保全や景観保全に取り組むようになり、棚田の維持・保全に努めた結果、
棚田が地域内外の方々の癒しの場、心の和む場所となった。 

 

○子供たちに農作業を通して自然と人間の「共生」を実感するたんぼの学校を提供。 

 島根県雲南市大東町山王寺３１４ Ｔｅｌ：0854-43-5849 
 

応募団体からのアピール・メッセージ 

島根県雲南市 

    棚田の維持保全・歴史ある地域文化を地域外からの応援も得て伝承し、地域が一
つになることを目標に全力で取り組んでいきます。 

   URL:http://www.city.unnan.shimane.jp/ 
 

～神楽と雲海で広がる人々の輪～ 

うんなん 

さんのうじほんごう 

子ども 
(教育・体験) 
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大原・クシナダ倶楽部 

「あぐりキッズスクール」の受け入れ ゲストハウス宿泊者と地域住民の交流 

経 緯 

○空き家となった共同米倉庫を交流ス
ペース及び飲食店を伴ったゲストハ
ウス“佐世だんだん工房”に改装、地
域住民と島根おこし体験事業者が運
営。 

 

○地域内外の交流のキッカケを創る場
所や機会を創出。 

取組内容 

○コミュニティーカフェ“だんだんしょくどう”
の企画・運営。 

 

○ＪＡしまね“あぐりキッズ”、“朝日こども
朝市”等の食育、環境学習の受け入れ。 

 

○地域のお米を使った“玄米麺”の企画、
販売。 

活動の効果 

○島根おこし体験者を受け入れ、地域外と地域住民の交流人口の増加を図り、イベン
ト企画や事業取り組みをとおして、施設利用者が増加。 

 

○独自開発した“玄米麺”が有名ラーメン店（東京）との取引をきっかけに原料米の作
付けの増加及び原料米の生産、販売、プロデュースを地元の若者で事業独立。 

 島根県雲南市大東町西阿用876-6 Ｔｅｌ：0854-43-4016 
 

応募団体からのアピール・メッセージ 

島根県雲南市 

 ここでの活動を活かして、若い力が“玄米麺”の事業を興し新しい風も入ってきている。
今後も、地域内外問わず様々な人にこの地域を訪れて頂きたい。 
  「佐世だんだん工房」ＵＲＬ:http://www.tegoshite-mura.com/ 
  「宮内舎」ＵＲＬ:http://miyauchiya.com/ 

～小さくとも豊かな中山間地域の創造～ 

うんなん 

６次産業化 
子ども 

(教育・体験) 
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海潮地区振興会 

整備事業で蘇った「うしおの沢池」全景 「うしお児童クラブ」での作業の様子 

経 緯 

○海潮村当時、内務大臣から模範村と
して２度の表彰を受けた。 

 

○昭和の合併後、中学校の校舎建て
替えが実現しないため、地域内のす
べての組織が一体となって「地域の
想い」を実現するため、振興会を組
織し要望を実現した。 

取組内容 

○幼稚園の放課後預かり保育を始め、児
童クラブなど働く若者の住環境の整備。 

 

○「ため池百選」選定を契機に「うしおの
沢池」の保全管理、遊歩道の整備、景
観保全など環境整備。 

 

○定住支援田舎暮らし体験ツアー、ＵＩ
ターン交流事業、神楽の継承など。 

活動の効果 

○待機児童の縮減、女性の外での活躍機会の拡大。 
○「うしおの沢池」整備により災害リスクの低減や生態系の保全が図られ、周辺整備
による観光資源としても発展中。 

 島根県雲南市大東町南村２３４－１ Ｔｅｌ：0854-43-2705 

応募団体からのアピール・メッセージ 

島根県雲南市 

 地域の課題は、自らの責任で取り組み汗をかき地域を守る。困難な事柄については、
行政と協働で課題解決に取り組み、元気な地域を目指して活動を展開しています。  

～住民が主人公、海潮総活躍社会を目指して！～ 

定住・移住 自然・景観 
うんなん 

うしお 
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R３１４奥出雲あじわいロード 

横田小そばを使用した割子そば 奥出雲仁多米の稲ハデ天日干し風景 

経 緯 

○平成１４年「自分たちの力で町を元
気にしよう」とＲ３１４号線沿いの企
業・商店が集まり、食・匠の技・人情・
風情を味っていただくイベントを計画。 

 

○ブランド米「仁多米」の産地として米
や米粉を使った料理を食べ比べる
「米－１グランプリ」、新そばまつりと
も連携。 

 

取組内容 

○毎年１０月下旬から１１月中旬の約２週
間、奥出雲の「食」「農」「匠の技」「人」
をコンセプトにしたロングランイベントを
開催。 

 

○「食のあじわい」では、「横田小そば」を
中心とした新そばまつりや期間限定に
よる地元食材を使用したメニュー提供。 

 

○「たたら製鉄」などおすすめスポットを紹
介した「あじわい手帖」を発行。 

活動の効果 

○組織の発足から１４年が経過し、会員数が８店舗から３７店舗まで増加。奥出雲町
の民間活力を象徴する活動団体として広く知られている。 

 

○そばの産業振興に大きく寄与するとともに、「食」と「観光・自然」のマッチングによ
り、奥出雲町の魅力をまるごと発信し、県内外からの観光客や交流が拡大。 

 

 

 島根県仁多郡奥出雲町下横田84 Ｔｅｌ：0854-52-3300 
 

応募団体からのアピール・メッセージ 

島根県奥出雲町 

 都会のような洗練されたサービスはないけれど、少しはにかんだ笑顔と心を込めた
“おもてなし”、ゆったりとした時間の流れが心地いい、Ｒ３１４奥出雲あじわいロード。 

～奥出雲の「あじわい」で、最高の「お・も・て・な・し！」～ 

おくいずも 「食」の 
提供・活用 
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宇山の森の学校協議会 

高校生によるスイーツ開発の試食会 さつま芋の収穫作業 

経 緯 

○広島や伊丹など県外との交流活動
のご縁がきっかけで、耕作放棄地や
休耕田などを利用した高糖度のサツ
マイモの開発に成功。 

 

○地域おこし協力隊を受け入れ、サツ
マイモの６次産業化、野外教育活動
などを推進する専属スタッフを確保。 

 

取組内容 

○地元の高校生、パティシエ、住民の連
携により、宇山地区で栽培されたサツ
マイモを使ったスイーツの商品開発。 

 

○開発したスイーツを町内の店舗にて直
販、また、地元アイス製造会社とコラボ
し、食材提供し、アイスを販売。 

 

○サツマイモの苗植え、収穫などの農作
業体験。 

活動の効果 

○宇山産サツマイモを使ったスイーツ商品が誕生したことで、単発のイベント的な取
組ではなく、地域での継続的な活動となった。 

 

○同商品が町内の店舗で販売されることで、地産地消のモデルが出来た。 
 

○農業や食に関わる交流体験事業の取組で、宇山地区の交流人口が増加。 

島根県飯石郡飯南町頓原１２３６ Ｔｅｌ：090-1014-9836 

応募団体からのアピール・メッセージ 

島根県飯南町 

   里山の循環する地域づくり、素材を活かしたものづくりを、子供たちに伝え、５０年・ 
１００年先にも残りえる里山を目指しています。 

～宇山の未来へ！「森の学校プロジェクト」～ 

いいなん 

うやま 
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飯南町注連縄企業組合 

しめ縄専用の古代稲の青刈り作業 地域住民とのしめ縄より合せ 

経 緯 

○伝統的に行われてきたしめ縄づくり
が担い手の高齢化により技術の伝
承が困難になった。 

 

○地域の宝とも言える大しめ縄製作を
はじめとする「しめ縄文化」を伝承す
るため活動を開始。 

取組内容 

○企業組合を結成し、伝統の大しめ縄の
製作とＰＲ。「作り続けること」が伝統の
技の継承と考え、雇用の場を創出し、
若い世代へのすそ野拡大。 

 

○大しめ縄の制作現場を一般に公開し、
しめ縄づくりの体験メニューも提供。 

 

○転作作物として、しめ縄用稲わらの生
産拡大。 

 

○「飯南町大しめなわ創作館」の指定管
理 

活動の効果 

○「出雲大社平成の大遷宮」とあいまって出雲大社の大しめ縄の製作活動も多方面
から注目され受注も増加。伝統文化を活かしながら、地域における雇用の場を創設。 
 

○若い世代への貴重な伝統文化の継承と飯南町への観光客誘致に貢献。 

 島根県飯石郡飯南町花栗54-2 Ｔｅｌ：0854-72-1017 

応募団体からのアピール・メッセージ 

島根県飯南町 

 この地で培われてきた、しめ縄づくりの伝統を受け継ぎ、日本一といわれる出雲大
社の大しめなわのほか、全国各地の神社のしめなわを制作しています。 

～世界に誇る大しめ縄づくりの伝統を未来へ～ 

いいなん 

   しめなわ 
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邑南町観光協会 

地産池消レストラン 「食の人材育成」の様子 

経 緯 

○観光資源の開発と育成、情報発信を
目的として、平成１９年設立。 

 

 

○「Ａ級グルメ」として、地域に根ざした
農業や食に関する各種事業を展開。 

取組内容 

○観光協会が地元産品を使ったイタリア
ン・レストランを運営。地産地消率は９
５％。 

 

○レストランを拠点に、農業から料理、店
舗経営までを一貫して行える「食の人
材育成」を実施。 

 

○地域住民による食に関する商品開発等
を後押しする「食の学校」を開設。 

 

 活動の効果 

○町内で１６８名の雇用を実現。年間約２，５００万円を売り上げ、地域を活性化。 
 

○シェフ、パティシエなど含め３８名のＵＩターン者を誘致。新規定住者の視点で地域の
魅力を発掘。 

 島根県邑智郡邑南町矢上7154-10 Ｔｅｌ：0855-95-2369 

応募団体からのアピール・メッセージ 

 島根県邑南町 

 邑南町の農業活性化を目指し、イタリアンレストランや農園を直営で展開しております。 

今後も食と農の活性化を目指しＡ級グルメ構想を実現させていきます。                                                                                                       

     ＵＲＬ：http://ohnan-kanko.com 

～Ａ級グルメ立町の実現を通じた雇用機会の拡大プラン～ 

おおなん 

定住・移住 地産地消 

平成26年度 
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川角 集落 

集落の風景 「花桃まつり」のころ 

経 緯 

○昭和30年代、32世帯100人以上の者
が住んでいたが、現在は8世帯13人。 

 

○このままでは、ふるさとの風景が失
われ集落が無くなってしまうとの危機
感から、平成18年に耕作放棄地の
再生に立ち上がる。 

取組内容 

○最低限の農地保全と耕作放棄地を活
用した景観維持対策として、花桃などを
植え、少ない労力で継続して保全。 

 

○現在、耕作放棄地再生2.5ｈａ、花桃
2,320本、菜の花を植栽した管理農地は
0.8ｈａに広がっている。 

 

○毎年4月に開催する「花桃まつり」は、
3,000人以上の方が集まるイベントに成
長。 

活動の効果 

○花桃の植栽等地域活動に、古里を離れた人が度々帰省して参加されるなど、完全な
空き家は一軒だけで、集落の維持に繋がっている。 

 

○集落外から多くの来客でにぎわう「花桃まつり」で腕をふるうコンニャクづくり名人の
おばあちゃんの「この年でまだ役に立てる事が嬉しい」等の声に代表される生きがい
を創出するなど、地域の活力を醸成している。 

 島根県邑智郡邑南町矢上6000 Ｔｅｌ：0855-95-2565（邑南町商工観光課） 
 

応募団体からのアピール・メッセージ 

島根県邑南町 

 「花桃まつり」は川角集落のみなさんの誇りです。1人でも多くの方に来て見てもらお
うとがんばっておられます。是非一度お越しください。 

～天国に一番近い里、桃源郷川角～ 

おおなん 

かいずみ 
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海 士 町 

ロゴマーク ＣＡＳ 旬感冷凍「活いか」 

経 緯 

○島の生き残りをかけ、住民代表と町
議会と行政が一体となって、行財政
改革によって「守り」を固める一方、
「攻め」の方策として新たな産業創出
を強力に推進する戦略の両面作戦
を実施。 

 

○徹底した行財政改革を断行し、「すこ
やか子育て支援条例」を制定すると
ともに、産業振興に充当。 

取組内容 

○情報発信基地として海士町役場の産業
３課を港のターミナル「キンニャモニャセ
ンター」に設置し、現場重視を展開。 

 

○産業振興のキーワードを「海」・「潮風」・
「塩」の三本柱に地域資源を有効活用
し、島まるごとブランド化で地産地商を
推進。 

 

○ＣＡＳシステム（細胞組織を壊すことなく
凍結）導入により出荷時期を調整。 

活動の効果 

○ものづくりをベースとする産業振興策を進めた結果、雇用創出204人（ＵＩターン者）。 
 

○地域資源を活用したモノづくり運動を進めた結果、集落及びグループ等、活動団体
７組を結成。 

 

○島での就職や起業、島暮らしの運動を展開した結果、356世帯521人のＩターン者が
定住。 

 島根県隠岐郡海士町大字福井1365-5 Ｔｅｌ：08514-2-1824 
 

応募団体からのアピール・メッセージ 

島根県海士町 

 ハンデをアドバンテージに、ピンチはチャンス。自立に向かって小さな島の挑戦に終
わりはありません。      
  ＵＲＬ：http//www.town.ama.shimane.jp 

～離島発！地域再生への挑戦－最後尾から最先端へ－～ 

あま 
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島の賑わいづくり推進協議会 

大学生による空き家の改修 隠岐神社での結婚式 

経 緯 

○離島という地理的不利な条件から過
疎化が進み観光客の減少も著しく空
き家や遊休施設が顕在化。 

 

○輸送コストが嵩み地元の産品の販売
と消費に抱えている。 

○未活用の地域資源が多く、有効活用
のため組織横断的な取組みが必要。 

取組内容 

○大学と連携した空き家の有効活用。 
 

○遊休施設を活用したシンポジウムやカ
フェの開設など島にあるものを使って装
飾し、島らしさを演出。 

 

○市内の企業や専門学校と共同で外国
人を対象とした和装結婚式を隠岐神社
で催行。 

活動の効果 

○空き家を利用した新たな商品開発を開始。 
○地域イベントへの学生参加により、地区内で移住に対する機運が高まった。 
○インバウンド対策として、和装婚と観光を組み合わせた商品開発も進行中。 

 島根県隠岐郡海士町大字福井１３６５－５ Ｔｅｌ：08514-2-0017(海士町役場交流促進課) 

応募団体からのアピール・メッセージ 

島根県海士町 

 新しいものに挑戦する過程にも多くの人を巻き込んで、楽しみながら海士町のファン
を増やす活動を続けてきました。今後は各プロジェクトを継続性を持たせるために事業
化に向けて動いていきます。 

～ないものはない～島らしいものを活用して全てが揃う島に。～ 

定住・移住 インバウンド 
あま 
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