
特定非営利活動法人 新田むらづくり運営委員会

子どもたちによる林業体験 人形浄瑠璃体験

経 緯

○昭和30年代後半ごろから若年層
を中心として人口が流出し、過疎
化の進行に危機感を感じていた
時、県外の生協から農林業をつう
じての交流申し込みがあり、これ
を機に村おこしの機運がもりあ
がった。「かつてのむらを取戻し、
子どもたちのにぎやかな笑い声が
聞きたい」むらの活性化活動はそ
んなことから始まった。

取組内容

○都市に住む人たちと農業、林業体験事業を
実施。

○人形浄瑠璃芝居を上演し訪れる人たちに
楽しんでもらい、幕末から続く人形浄瑠璃と
いう伝統文化を継承している。

○12戸まで減少していた集落であるが、積極
的に移住者を受け入れ、7世帯の移住に繋
がった。

活動の効果

○過疎化を脱却することが最大の目標であるが、徐々にその目標が達成されつつある。
集落の世帯、人口は一時12世帯36人まで減少していたが、19世帯、61人まで回復し
た。今年も１世帯３人が石川県からの移住があった。

○宿泊研修施設、新田カルチャー講座、新田人形浄瑠璃、新田サドベリースクール（フ
リースクール）等、各種事業の展開により入込客、関係人口は3,000人を超すまでに
なり、経済効果も上がった。

八頭郡智頭町西谷新田536 Ｔｅｌ： 0858-75-1994
又は 0858-75-3280

応募団体からのアピール・メッセージ

鳥取県智頭町

とにかく、是非一度おいで頂いて、見て、体験してください。

～小さな自治体を目指して～

しんでん

移住・定住
農林漁業、
農村文化体験

ちづ7 伝統の継承
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株式会社 センコースクールファーム鳥取

植物や野菜のことについて勉強します ＬＥＤで育苗します

経 緯

○センコースクールファームは湯梨
浜町の廃校になった小学校を利
用しているが、同じ敷地内に放課
後児童クラブがあり、下校後の子
供達が集まって遊んだり勉強をし
ている。小学生が「どのようにして
野菜を作っているのか」と興味を
示したので夏休みに見学に来て
いただき、好評を得たことがきっ
かけ。

取組内容

○農業体験は、夏休みなど長期休暇中に2日
間実施。1日目は種まき、20日後の2日目に
自分でまいた種が育ったレタスなどを収穫。
包装など行い、お土産として持ち帰っても
らっている。

○農業体験で使用するスライドやテキストは
小学生にもわかりやすいように作られてい
る。

活動の効果

○土を使わない『水耕栽培』、太陽光を使わない『室内植物工場』など普段子供たちが
見慣れない設備を持っていることから、子供たちは野菜作りに興味を持つようになっ
た。

○当活動は地元新聞社にも取り上げられ、新聞を見られた新規就農者の団体や地元
の食品加工組合の女性部の方々などから見学依頼が来るようになった。

東伯郡湯梨浜町はわい長瀬1350 Ｔｅｌ： 0858-35-5238

応募団体（者）からのアピール・メッセージ

鳥取県湯梨浜町

『農業体験』の活動を通じて、食の安全・安心、野菜や農業に対する子供たちの興味、
関心を高め、将来の農業の担い手作りの一助となればと考えております。

～小学生農業体験 新鮮野菜をつくってみよう！～

教育機関との
連携

農林漁業、農
村文化体験

ゆりはま8 食育・教育
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大山乳業農業協同組合

鳥取大学コラボ商品知事訪問 商品パッケージモチーフの白バラグッズ開発

経 緯

○大山乳業農協が創立70周年を迎
えた2016年、今後100周年を迎え
る企業となるためブランディング
の取組みを開始し、その中で、学
生・他企業とコラボしたユニークな
商品開発にも着手。ブランド力向
上ともに、メディアへの露出度アッ
プ、組合への就職者増加等も狙
いとした。

取組内容

○学生とのコラボでは、開発にあたり、学生た
ちへデザイン・マーケティングに関する出張
授業、工場見学を行い、カリキュラムのひと
つとして導入。

○企業とのコラボで、ユニークな商品開発に
も着手。

○看板商品「白バラ牛乳」「白バラコーヒー」の
パッケージデザインをモチーフとしたオリジ
ナルグッズも開発・販売。

活動の効果

○コラボした学校とは商品開発以外の部分でも協力関係を築き、学校施設での企業展
示や出張講義、イベント開催などへ声をかけていただけるようになった。

○創立70周年を迎えた2016年以降、大山乳業および白バラ商品のメディア露出は飛
躍的にアップし、企業ブランドを高めるとともに鳥取県のご当地牛乳という立場でのＰ
Ｒも行っている。

東伯郡琴浦町保37-1 Ｔｅｌ： 0858-52-2211

応募団体（者）からのアピール・メッセージ

鳥取県琴浦町

今後も様々なコラボ企画を進めていくとともに、鳥取県民に愛される企業であり続け
るため、新しいチャレンジを続けていきます！

～コラボで地域活性！鳥取のソウルドリンク～

だいせんにゅうぎょう

教育機関との
連携

食育・教育
ことうら9 企業との連携
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赤碕町漁業協同組合

教育機関との連携（解体ショー） 水福連携（あご原材料の加工）

経 緯

○世界一の魚食国だった日本で、急
速な魚離れが起きている。家庭で
の魚の料理離れが魚離れをもたら
していると考えられる。成長期の子
供達が毎日食べる事により、味覚
の発達や栄養面だけではなく、地
域の食文化を伝える食育として、
海と魚に親しみを持ってもらい、魚
を好きになってもらうように魚食普
及活動を行っている。

取組内容

○海に囲まれた自然の環境を活かし、園児・
小学生を対象とした町探検（社会学習）を
実施。

○教育機関と連携して魚食の大切さを学ぶ講
演や解体ショーを行なうとともに、地元学校
給食に鮮魚を提供し魚食普及に努めてい
る。

○あごだしの原料である飛魚の加工を、障が
い者支援施設の皆さんと共に行う。

活動の効果

○見学に訪れる団体が増加。また、教育現場への訪問回数も増えた。

○魚を使用した給食が増え、売上げの増加にも繋がっている。

○水福連携で加工した干物を移動販売車へ商品提供。大好評で、発注の量も増えて
いる。

東伯郡琴浦町赤碕1735 Ｔｅｌ： 0858-55-0421

応募団体（者）からのアピール・メッセージ

鳥取県琴浦町

地魚の消費拡大、魚食普及、販路拡大を図るため、今後も教育機関や水福との連
携を取り、料理教室の開催など地元水産物ＰＲイベントを開催して行きたいと思います。

～海・魚に感謝！日本海からの贈り物漁協～

あかさきちょう

その他
（水福連携）

食育・教育
ことうら10 教育機関との

連携
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農業生産法人 株式会社Ｄ’ｓプランニング

日々切磋琢磨し、頑張っています！ ロゴが大きく入った制服。周囲の評判も◎

経 緯

○地元で生まれ育った２人の若者
が、「高齢化が進む地域に何か恩
返し」と平成23年に農業を開始
（農業外参入）。その後、地元で若
者を雇用する場があれば県外へ
の流出も地元の産業も守れるの
ではと考えるに至り、平成27年に
「株式会社D‘sプランニング」を設
立。

取組内容

〇勤務体系はサラリーマン並みを目指し、早
朝出勤した場合は夕方早く帰宅できるよう
配慮されている。また、子育て世代のお母
さんや年配の方でも作業ができるよう棚の
高さや作業工程など工夫している。

〇制服（作業着）やホームページの作成にこ
だわりを持ち、今までの農業のイメージとは
違う情報発信を行い、雇用の確保に努めて
いる。

〇2018年ISO9001取得

活動の効果

〇農地中間管理機構を通じて農地を借りることで、会社設立時の農地面積２haを30ha
まで規模拡大。農産物（ブロッコリー、キャベツ、白ねぎ）の売上は年々増加している。

○子どもの近く（町内）で安心して働けることで、女性スタッフが増えた。

○農業を就職の選択肢として考えていなかった若者が興味を持ち、地元高校生の会社
見学の申し込みが去年を大きく上回った。

西伯郡大山町御来屋848 Ｔｅｌ： 0859-54-3000

応募団体からのアピール・メッセージ

鳥取県大山町

固定概念のない若者に農業の魅力を伝え、農業をやってみようと思ってくれる若者
が増えてくれることで新しい感性、新しい発想、新しい切り口で農業が変わっていくは
ずだと思っています。農業経験のない若者が頑張っていることを知ってもらいたい。

～若者が活躍する持続可能な農業法人への挑戦～

雇用若者の活躍
だいせん

11 女性の活躍

でぃーず
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一般社団法人 手間山の里

要害山自然観察会 チリと国際交流 with  JOCA南部事務所

経 緯

○平成28年に来町したJASCA（全国学
生連携機構）のメンバーが古民家
を活用した賑わいの復活を提案。

○検討委員会を立ち上げ、施設のコ
ンセプトや賑わい復活のために必
要な機能等の検討を行ない、宿
泊・飲食機能と地域内外のひとが
交流できるスペースを備えた施設
「てま里」をオープン。

取組内容

○古民家のリノベーションにおいて、掛戸の
塗装や、交流スペースで使用するテーブル
の製作などは地域の中学生等と協働。

○里山に位置する施設として、地域の活動や
伝統行事を積極的に収集・発信し、里山暮
らし体験の提供。

○「てま里」の交流スペースや芝生広場等を
利用した異文化交流を計画し、小さな交流
から規模の大きなものまで開催している。

活動の効果

○古民家のリノベーションにおいて、地域の中学生等と協働することで地元への愛情を
育み、誇りを育てる一助となった。

○町内に生息する動植物と外来種による生態系への影響などを学べる自然観察会を
実施している。親子連れを中心に参加があり「大人も遊びながら楽しく学べる」と好評。

○JOCA（青年海外協力協会）南部事務所との協働のなかから、外国からのお客様の誘
致にも成功。

南部町企画政策課 Ｔｅｌ： 0859-66-3113

応募団体（者）からのアピール・メッセージ

鳥取県南部町

南部町の環境・ヒトなど恵まれた地域資源を活用し、堪能できる行事・プログラムを
様々な垣根を越えて協働し開発・発展していきます。ご期待ください。

～地域の賑わいは、自分たちの手で～

その他（賑わい創出、
交流人口の拡大）

伝統の継承
なんぶ12 若者・学生の

活躍

て ま や ま の さ と
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株式会社優栽 代表取締役 松本 洋一

経 緯

○日野町別所地区は、標高400mの
中山間地域かつ限界集落であり、
人口減少の一途を辿る。

○このような中、同町主要産業であ
る稲作を軸に地域活性化を模索
し、同県境港市「中海」の環境悪
化原因である海藻を肥料化し生
産した米（海藻米）を軸とした地域
活性化策の具体化を実施。

取組内容

○大学生ボランティア、高校生（農学連携）、
障がい者（農福連携）の活用による農作業
人員確保、学校給食への米の供給、田植
え・稲刈り体験（食育）、大手商業施設社員
向け社会貢献活動の場の提供（農商連携）。

○行政等の有志が集まり、原料米の生産から
日本酒の製造・販売までをセットにした日本
酒の消費拡大（６次産業化「一滴（ﾋﾄｼｽﾞｸ）
の会」の取組）を実施。

活動の効果

○農学・農福連携により余剰労働力が生み出されたことで、地区内の遊休荒廃農地の
利活用構想（梅・栗の観光農園創設）の具体的検討が可能となった。行政や他県の
酒造会社（梅酒製造）とも連携予定であり、耕作放棄地の利活用や雇用創出を図る。

○様々な活動に「交流」をテーマとして入れることで、人や地域の「つながり」が拡大。
中山間地域の魅力が共有・発信され、相乗効果を生み出す素地ができあがった。

日野郡日野町根雨353 Ｔｅｌ： 0859-72-2320

応募団体からのアピール・メッセージ

鳥取県日野町

ひとや環境への優しさを根っこに持ち、様々なひと・地域を巻き込み「つながり」を育
みながら、中山間地域発の地域活性化の「うねり」を創ります。

～自然環境と人に優しい農業の実践～

ゆうさい まつもと よういち

環境保全・
景観保全

ひの13

小学生の田植え体験

ボランティア大学生と
住民交流

農福連携
（障害者の畦畔草刈り）

近隣市町との稲刈り交流

地元高校生の
農作業手伝い

「一滴の会」新酒ポスター
（６次産業化日本酒消費拡大）

教育機関との
連携

農福連携
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