
農業生産法人（有）岡山県農商 

青ネギの洗浄ライン作業 ミニトマトの収穫作業 

経 緯 

○青ネギ生産に取り組む農業者が、近隣の
障害者福祉施設の障がい者と地域住民
の農作業を通じた交流活動（平成いもの
会）を実施（H9～）。 

 

○交流を契機とし、法人化（H11）に伴い、知
的障がい者の雇用を開始。現在は約70名

の障がい者を雇用。障がい者の職業実習
の受入も実施。 

 

○他町へも事業展開（H25～） 
 

取組内容 

○自社ブランド「桃太郎ねぎ」「きびト
マト」の栽培から出荷までの作業を
障がい者とともに実施。社員旅行等
も一緒に楽しんでいる。 

 

○職業実習において、一連の作業工
程における多様な単純作業を分離
し、繰り返し根気強く伝えることで仕
事を覚えさせ、正式雇用につなげて
いる。 

 

活動の効果 

○障がい者を戦力として雇用できる体制を整備。カットネギ・乾燥ネギへの加工、年間
を通じたミニトマトの栽培により雇用を拡大。 

 

○障がい者に仕事の達成感を感じてもらうことなどにより、症状の改善にも貢献。 
 

○耕作放棄地の活用による生産拡大、ネギの学校給食用としての販売、ネギの加工に
よる６次産業化等を通じ、「農福連携」を軸として地域活性化や地産地消に貢献。 

 

岡山県岡山市北区中原497 Ｔｅｌ：086-275-1115 

応募団体からのアピール・メッセージ 

 今後とも雇用の安定・拡大に向け、生産規模の拡大とネギ、ミニトマトの高付加価値
化等に取り組みたい。 

～「農・福」連携による障がい者との共働事業～ 

医療福祉 ６次産業化 岡山県岡山市 
おかやま 
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特定非営利活動法人 ドリーム・プラネット 

施肥作業の様子 出荷作業の様子 

経 緯 

○花苗生産農家（グリーン・プラネット
尾崎）が、福祉作業所との交流を
きっかけに、軽作業での精神障がい
者の受入を開始（H9～）。社会適応
訓練を受託（H10～）。 

 

○ＮＰＯ法人ドリーム・プラネットを設立
し、就労継続支援Ａ型事業所を開設
（H20）し、農作業における障がい者
の雇用に取り組む。 

 

取組内容 

○ H29年1月現在、19名の障がい者を雇用。

花苗・鉢花生産に係る一連の作業（トレ
イの洗浄、ポット挿し、施肥、花の切込み、
プランターへの植込みなど）や出荷・配達
作業などを、障がい者が実施。 

 

○負担感の少ない雇用方式や、職業指導
員・生活支援員の配置により、ひとりひと
りの特長や体調に合わせて、安心して作
業できる体制を整備。 

 
活動の効果 

○障がい者を貴重な労働力として農業生産活動に活かすとともに、障がい者自身も「社
会の役に立てている」「必要とされている」という想いを抱きながら、地域で安心・安定
した生活を実現している。 

岡山県岡山市東区谷尻225 Tel：086-239-4447 

応募団体からのアピール・メッセージ 

岡山県岡山市 

 ＱＯＬ（生活の質）の向上を目指し、障がい者の潜在能力を引き出し、「社会で必要と
されている」との想いを抱きながら、地域で安心して安定した自立生活が送れるような
環境づくりを模索していきたい。 

～障がいのある方の笑顔とともに『魅力的で夢のある職場環境の創造』～ 

医療福祉 
おかやま 

48 



有限会社 小林アドバンスデイリー 

山羊乳の製品（ヨーグルト、チーズ、プリン） 生後間もない子山羊にミルクを与える障がい者 

経 緯 

○４代続く酪農家が、山羊乳のすばらし
さ（ヒトの母乳に近く有用な成分を多く
含んでいる）に出会い、希少な山羊乳
の価値を多くの方に知ってもらおうと、
乳牛から山羊に経営転換。 

 

○「ルーラルカプリ農場」を開設する傍ら、
ヨーグルトやフレッシュチーズの製造
を開始（H18 ）。 

取組内容 

○山羊を飼養する農場の無料開放。 
 

○山羊乳製品製造工場を設置（H17）し、自
社生産の山羊乳を使ったヨーグルト、フ
レッシュチーズ、プリン、ソフトクリームを販
売。 

 

○NPO法人RCFを設立し、就労継続支援Ａ
型事業所を開設。障がい者が山羊の飼育
にあたっている。 

 
活動の効果 

○農場は年中無休で一般に無料開放。休日には子ども連れなどが多数来場し、憩いや
癒し、情操教育の場となっている。 

 

○来場者に農場を直接見てもらうことで、品質の良さに対する理解や、生産者が常に消
費者を身近に感じ誠意を持って製品を届けているという信頼関係を構築。 

 

○全国の店舗等から注文が来るようになり、評判を聞いて来場者も増え、直売も開始。 

岡山県岡山市東区草ケ部1346-1 Ｔｅｌ：086-297-5864 

応募団体からのアピール・メッセージ 

岡山県岡山市 

 農場レストランでさまざまな山羊乳製品のレシピを紹介するとともに、安全・安心な「食の
あり方」を、当社の製品を軸に消費者の方々にご提案していきます。 

おか やま 

～乳用山羊の飼育および山羊乳製品の製造・販売～ 

医療福祉 ６次産業化 

ＵＲＬ： http://www.yagimilk.com/ 
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岡山県セルプセンター 

経 緯 取組内容 

活動の効果 

○販路の開拓が進み、年々売上げが増加したことで、製品のブランド化、障がい者の 
  自信や働く意欲が向上。 

岡山県岡山市北区南方2丁目13-1 Ｔｅｌ：086-222-0300 

応募団体からのアピール・メッセージ 

岡山県岡山市 

 今後も、この取組を推進・発展させるとともに、地域資源を活用した付加価値の高い
製品づくりを地域の就労支援事業所に広く呼びかけ、障がい者の自立支援の場を拡
大していきたい。 

○岡山市と吉備中央町の障がい者就労支援
事業所３か所で、障がい者の得意な作業を
活かしたイノシシ皮革製品の開発・製造。 

 

○開発・製造に当たっては、デザイン性を高
め高付加価値化を実現するため、専門家
の指導により実施。 

 

○イノシシ皮革製品ブランド「KIBINO」を立ち
上げ販売開始。東京の見本市への出展や
首都圏でのマーケット調査等を通じ販売促
進活動を実施。 

捕獲したイノシシ 皮革製品の手縫い 

おかやま 

～猪革を暮らしの中で・「ＫＩＢＩＮＯ」プロジェクト～ 
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○鳥獣被害対策や狩猟目的で捕獲
されたイノシシの肉は利用されて
いたが、皮は廃棄。 

 

○皮を有効活用し、障がい者に就労
機会を提供するため、福祉関係団
体、イノシシの食肉処理関係者、
行政等が連携した取組を開始
（H24）。 

 



ふなおワイナリー有限会社 

こだわりのワイン作り 様々な商品 

経 緯 

○船穂地区の特産品である「マスカッ
ト・オブ・アレキサンドリア」の生産振
興対策として、地元産のみを原料と
した高品質なワインの開発を目指し、
「ふなおワイナリー有限会社」を設立
（Ｈ16）。 

 

 

○地元の酒蔵職人を工場長に迎え、マ
スカット・オブ・アレキサンドリアの芳
醇な香りを生かしたワインの製造を
開始。 

 

○国産ワインコンクールにおいて銅賞
を受賞（Ｈ17・Ｈ23）。 

取組内容 

○ＪＡ等の協力を得て地元産原料を確保し、
高品質なワインを製造・商品化、販売。 

 

○市民から募集した「マスカット援農隊」と
連携し、ワイン用のマスカット・オブ・アレ
キサンドリアを栽培。 

 

○観光ツアーの行程にワイナリーを組み
込み、来訪者にマスカット・オブ・アレキ
サンドリアをはじめとした地元特産品をＰ
Ｒ。 

 

○Ｈ26年には、地元の産学金官との連携
により、スパークリングワインなどを開発。 

活動の効果 

○新規就農者も含めたマスカット・オブ・アレキサンドリア生産者の所得確保・向上。 

○生食用だけでなくワインとしても「船穂産マスカット・オブ・アレキサンドリア」の知名度
向上が図られ、生産者の意欲増進や新規就農希望者の増加に寄与。 

○マスカット・オブ・アレキサンドリアなどの特産品の消費拡大や地産池消推進に寄与。 

岡山県倉敷市船穂町水江611番地の2 Ｔｅｌ：086-552-9789 

応募団体からのアピール・メッセージ 

岡山県倉敷市 

 「船穂産マスカット・オブ・アレキサンドリア」の魅力を最大限に発揮させた究極のワイ
ン作りに向けて、更なる品質向上に取り組むとともに、地元特産品である金時人参を使
用したスムージーなどの新商品を通じて、船穂地区の魅力を発信していく。 

～こだわりのワイン作りによる産地の活性化～ 

くらしき 
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玉島北園芸協会  桃部会 

玉島の美しい桃畑の景観 「恵白」晩生種 

経 緯 

○倉敷市玉島で桃づくりが始まったの
は明治２７年ごろと言われ、先人た
ちの栽培に賭ける情熱と血のにじむ
ような努力により、岡山県内で最大
規模を誇る桃の産地が形成された。 
 

○更なる品質向上と生産拡大・産地の
発展を目指し「玉島北園芸協会」を
設立（Ｓ47）。 

 

取組内容 

○収穫期の異なる品種を栽培することで６
月から９月まで、４か月間にわたる出荷
を実現。 

 

○地元のくらしき作陽大学の協力を得て、
桃カレーなど20種類にも及ぶ「桃のレシ
ピ集」を作成するとともに、レシピ集を活
用したイベントを開催。 

 

○平成28年からフリートレー式高精度光セ
ンサー付き選果機の導入で適熟果出荷
の実現と出荷ロスが軽減。 

活動の効果 

○高品質な桃づくりの先駆者として、近隣の桃生産地や生産者の大きな道しるべとなっ   
  て、倉敷全域における桃の生産振興と品質向上に大きく貢献している。 

岡山県倉敷市玉島道口2894 Tel：086-522-3932 

応募団体からのアピール・メッセージ 

岡山県倉敷市 

 持続可能な産地であり続けることの基本となる品質の維持、更なる向上への取組を
進め、他の産地とも連携し、玉島の桃はもちろん倉敷の桃の魅力を国内外に発信して
いきたい。 

～日本一の桃づくりの里を目指して～ 

６次産業化 
くらしき 
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合同会社 ど根性ファーム 

障がい者による青ネギ栽培 これがスタートライン 

経 緯 

○高齢者に対するリハビリ特化型デイ
サービスを展開する(株)創心會が障
がい者・高齢者が社会活動に参加
できる場、就労訓練の場、実践的な
リハビリテーションの場、農福連携
モデルとして、平成24年に「ど根性
ファーム」を設立。 

取組内容 

○通年栽培が可能で、毎日出荷ができる
「青ネギ」を栽培。 

 

○作業バリエーションの確保と収益性アッ
プを図るため、６次産業化の認定を受け、
自社で生産したネギの利用、グループ会
社の配食部門のほか、外食産業等の販
売先からの要望に応じたカットネギの製
造・販売を展開。 

活動の効果 

○ ネギの高付加価値化と高齢者、障がい者の社会参加による農福連携が一層促進され
た。 

 

○他の農業法人や取引先の加工業者から、収穫・選果等の作業依頼が入るようになり、
活動が拡大。 

岡山県倉敷市茶屋町2102-14 Ｔｅｌ：086-420-1500 

応募団体からのアピール・メッセージ 

岡山県倉敷市 

 自社栽培のネギの生産規模拡大を図り、地域農業の発展と障がい者、高齢者の雇用
拡大を目指す。 

く らし き 

～医療・福祉から農福連携が新たな連携を！～ 
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つやまＦネット 

高校生によるショウガの収穫体験 しょうがくんのこぶこぶ（餅菓子） 

経 緯 

○つやまＦネットは、農業、商工業、教育、
金融、行政の関係22団体を構成員と
して、津山市の農商工連携を推進す
る団体として設立（H24）。 

 

○地域資源の活用を協議する中で、か
つて津山市が産地として栄えていな
がら、外国産の影響で生産が減少し
た「ショウガ」に着目。 

取組内容 

○地元高校生のアイデアを取り入れて、
ショウガを用いた新商品や料理メニュー
を開発。 

 

○新たにショウガを栽培する農家を対象
に、生産者組織による無料講習会を実
施。 

活動の効果 

○地元高校生の活躍により、新聞等マスコミに取り上げられる機会が増え、地元での
認知度が向上。その結果、農家の関心・意欲の向上につながり、行政による新規
作付者への種代の補助制度の創設。 

 

○高校生がいろいろな活動に関わり、将来の担い手である若年層の地産地消に対す
る意識の啓発や地元産業に対する関心の醸成に寄与。 

  岡山県津山市山北520 （津山市役所みらい産業課内） Ｔｅｌ：0868-32-2178 

応募団体からのアピール・メッセージ 

 岡山県津山市 

 津山産ショウガの価値の見える化に重点を置き、これまでの活動とともに積極的な情報
発信を行い、市外の地域を巻き込む活動を展開していきたい。 

みんなでめざせ！津山産ショウガの産地復活 

つやま 

地産地消 
子ども 

（教育・体験） 
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株式会社日本植生グループ本社 日植ファーム 

日植ファームのメンバー 造成したぶどう園 

経 緯 取組内容 

○畑を造成し、シャインマスカットやオーロラ
ブラックなど数品種のぶどうを栽培。  

 

○ぶどうの出荷時期を遅らせ付加価値を高
めるため、研究機関や資材メーカーと連
携し、冷蔵保存技術と品種選定の研究。 

 

○冷蔵保存技術を用いて貯蔵したぶどうを、
香港で開催されたフードエキスポに出品
（H26）。 

活動の効果 

  岡山県津山市高尾573-1 Ｔｅｌ：0868-28-5522 

応募団体からのアピール・メッセージ 

 岡山県津山市 

 私たちは、 のどかですばらしい自然環境の「備中高原」で、思わず笑顔（にっこり）になる
ような食べ物を目指して、丹精込めてぶどうや野菜を育てています。 
 URL:http://www.nisshoku-group.co.jp/nisshoku_farm/ 

  

～ 「アンカー」となるぶどう栽培保存技術～ 

つやま 

輸 出 

○産業資材、農業・園芸資材の製造、
販売、法面工事の施工等を行うグ
ループ企業の経営資源の有効化を
図るため、農業参入（H19） 。 

 

○真庭市北房地域は、ぶどう栽培が
盛んな地域であり、適地適作という
観点から、ぶどう栽培に着手。 

○冷蔵保存技術を活用することで、ぶどうの品質を12月まで保って出荷することに成
功し、高付加価値化が促進。 

 

○フードエキスポで好評だったことから、香港・台湾のバイヤーから中秋節・春節需要
の引き合いがあり、輸出量が年々増加。 
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あば村運営協議会 

「あば村宣言」を発表 農産加工品のデザインを統一 

経 緯 

○阿波地区は、115年余り続いた
「阿波村」の歴史に幕を閉じ、
津山市に合併した（H17）。 

 

○合併後、旧阿波村の人口が急
速に減少。市と協力して地域
活性化を目指し、住民自治協
議会事業のモデル地区の指定
を受け取組を開始。 

取組内容 

活動の効果 

○従来の地域コミュニティ活動だけではなく、地域の高齢者を支え合う仕組みづくりに
より、住み続けられる地域づくりの効果。 

 

○「あば村宣言」の取組を情報発信する中で、新たな農産物加工グループが発足した
り、共感者の獲得など、移住・定住の促進。 

 岡山県津山市阿波1216-1 Ｔｅｌ：0868-46-7070 

応募団体からのアピール・メッセージ 

岡山県津山市 

 阿波地区は過疎高齢化が進む典型的な山村地域、まさに地方創生の課題先進地
です。新しい自治のかたち、持続可能な地域づくりへの模索は、そのモデルとなり得
る取組だと自負しているところです。 
 URL:http://abamura.com/ 

～合併から10年、いま再び村がはじまる～ 

つやま 

６次産業化 

  

○地域の自然や暮らしを後世に引き継ぐ決意と
して、「あば村宣言」を発表（H27）。 

 

○協議会内に村役場を模して「総務部」、「環境
福祉部」、「農林事業部」等の部署を設置し、
活動を展開。 

 

○住民出資の運営会社を設立し、JA撤退後の
ガソリンスタンドを存続。 

 

○農産加工品のブランド化の取組として、加工
グループの育成や商品のデザインを統一。 

自然・景観 56 



社会福祉法人 同仁会 

経 緯 

○障がい者就労支援の一環として、水
稲や露地野菜の栽培を開始（H21）。 

 

○更に、障がい者の作業負担軽減や
多くの方々に就労機会を提供するた
め、野菜の栽培に「高床式砂栽培」
を導入（H26）。 

取組内容 

活動の効果 

○高床式砂栽培の導入により、障がい者の作業負担が軽減され、作業習熟が進み、 
  意欲の増進に繋がった。 
 

○各店舗での販売や飲食店への食材提供を通じて、高床式砂栽培の認知度・評価が 
  少しずつ上がり、地産地消や地域活性化に繋がった。 

 岡山県玉野市木目1461 Ｔｅｌ：0863-71-0110 

応募団体からのアピール・メッセージ 

岡山県玉野市 

 障がい者の能力を活かし、その存在とパワーを継続的に発揮できるビジネスモデル
の構築を目指したい。 

○高床の作業棚を設置したハウス内で、
小松菜やチンゲンサイを中心に野菜を
栽培。 

 

○収穫した野菜（年間約２トン）は、一年
を通して、自事業所の店舗、市内の道
の駅・青果店等で販売、飲食店へ食材
提供。 

 

○青果店と連携し、消費者ニーズの高い
野菜や新しい野菜の試験栽培を実施。 

青果店で野菜販売 高床式砂栽培の作業 

たまの 

～障がい者と勧めるハウス栽培で食育研究・交流～ 

地産地消 医療福祉 

どうじんかい 
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玉野市雑穀生産組合 

経 緯 

○耕作放棄地対策と農家の所得向
上を目的に、農家・販売者・消費
者等が玉野市雑穀生産振興研究
会を設立し、産地化の取組を開始
（H19）。 

 

○雑穀生産者が中心となり、玉野市
雑穀生産組合を設立（H27）。 

取組内容 

活動の効果 

○生産者が増加し、栽培面積は５㏊を超え、耕作放棄地の再生、発生抑制に効果。 
 

○品質、収量が高まり、取引単価も安定し、生産者の所得が向上。 
 

○雑穀産地としての玉野市の認知度が高まり、生産者の意欲が向上。 

岡山県玉野市田井2-4464 Ｔｅｌ：0863-32-0115 

応募団体からのアピール・メッセージ 

岡山県玉野市 

 今後は、より高品質な雑穀を生産し、新たな商品開発を行い、地域資源としての雑穀
をこれまで以上にPRしていきたい。 

○栽培の試行錯誤を重ね、玉野市の気候
に適した栽培マニュアルを作成。 

 

○県内の穀類製品メーカーとの契約栽培を
実施。メーカーが玉野市産雑穀ブランド
の商品として販売開始。 

 

○「雑穀フェスタ」を開催し、ポン菓子やおに
ぎりを販売するなど、来場者に雑穀をＰＲ。 

 

○保育園で雑穀おにぎりパーティーや小学
校で雑穀栽培など、地域で食育活動を実
施。 

きびの圃場 保育園で雑穀おにぎりパーティー 

たまの 

～「玉野と言えば雑穀」が合言葉の地域おこし～ 

子ども 
（教育・体験） 
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農事組合法人 奥山営農組合 

耕作放棄地の開墾（刈払い作業） 

経 緯 

○山口地区内の農地の荒廃を
危惧し、3名で奥山営農組合

（前身となる任意組織）を設立
（H22）。 

 

○地区内の荒廃地や耕作でき
なくなった農地等を借り受け
て、水稲等の作付を開始。 

 

○地区内の農家が参加する農
事組合法人となり、倉庫兼乾
燥調製施設を整備（H25）。 

取組内容 

○31名が営農組合の構成員（実就労10名）とな

り、荒廃した田畑の開墾、耕作放棄地になると
見込まれる農地の借受けと、水稲（主食用、モ
チ米、飼料用）の生産に取り組む。主食用米
やモチ米は駅などで、飼料用米は市内の養鶏
業者へ販売。 

 

○子どもや若い世代の人たちに、農業の楽しさを
アピールするため、田植え祭り、収穫祭を開催。 

 

○定年退職者を雇用し、労働力を確保。 

活動の効果 

○法人化、施設・機械整備により、作付面積が飛躍的に増加し、地域の耕作放棄地
の減少に寄与。定年退職者の就業も増加（定年後の雇用の受皿）。 

 

○有機肥料の使用や農薬の軽減による品質向上、各種イベントの開催・参加等によ
る地名度向上により、直接の注文や道の駅における売上が年々増加（直販比率
が向上）。就業者の意欲も向上。 

 岡山県笠岡市山口2033-1 Tel：0865-69-5611（代表 佐内 繁文） 
  

応募団体からのアピール・メッセージ 

岡山県笠岡市 

 美しい故郷を守り、農業を後継者に引継いでいくため、安全で高品質な農産物の生
産に今後も取り組んでいきたい。 

地域の人たちと交流 

かさおか 

～美しい故郷を守る～ 

地産地消 
子ども 

（教育・体験） 

おくやま 
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特定非営利活動法人 かさおか島づくり海社 

島の大運動会 特産品販売 

経 緯 

○笠岡諸島（7島）の島民の交流・活性
化を図るため全島合同で第1回島の
大運動会を開催（H10）。 

 

○島の活動を後押しするため、市の行
政組織「島おこし海援隊」が発足
（H13）。 

 

○平成18年に「NPO法人かさおか島づ

くり海社」を設立。官民協働で地域活
性化・住民福祉に幅広く活動。 

取組内容 

○ 北木島の廃校を利用し、小学校の野外

活動の受入れを行い、魚つり、魚のさば
き体験、地域産業見学（石材）などの活
動を実施。 

 

○東京都三宅島の復興支援の一環として
火山礫を利用し、「瀬戸内の魚の灰干
し 」を特産化。 

 

○島で最期まで暮らしたいという島民の要
望に応え、介護事業所を開設・運営。 

活動の効果 

 ○まちづくりの枠を超えて、介護事業を中心に地域の雇用を40名程度創出するなど、 
   大きな成果を生み出している 

岡山県笠岡市北木島町9768-1 Tel：0865-68-3741 

応募団体からのアピール・メッセージ 

岡山県笠岡市 

   島づくりは人の数ではなく、人材である。今後も、地域ニーズに耳を傾けながら、

島民の生活基盤を固めると共に、新しい仕事づくりのために地域資源を活用しての
「活路」を模索し続けていく。 

～島をひとつに、心はひとつ～ 

医療福祉 
かさおか 子ども 

（教育・体験） 
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総 社 市 

スーパー内の総社市産農産物コーナー 学校給食共同調理場への搬入の様子 

経 緯 

○ 農業者の確保と農地の維持確

保を図るため、市の農業公社が
核となり、学校給食において市
内産の農産物を利用する仕組
みづくりを開始（H23～）。 

 

○ 市の学校給食（6,400食／日）と、

市内の生産者グループが栽培
契約を締結し、安定的に農産物
を生産・供給できる体制を構築。 

取組内容 

○学校給食における利用計画に基づき、公社
が契約農家に農産物の出荷を依頼。前日に
集荷して当日調理場に搬入。 

 

○余剰生産分は、市内のスーパーや飲食店・
惣菜店へ納品するなど、生産ロスが生じな
いよう積極的に販路を開拓。 

 

○小規模生産農家も、直売所に出荷する感覚
で「地食べ」※の取組みに参加。 

 

 

※地食べ: 「地元の産品を作りみんなで食べよう」の意味を込めた、総社の地産
地消の取り組みの愛称 

活動の効果 

○学校給食における地元産農産物の使用割合が取組前に比べて約２倍となり、地域内
食料自給率の向上と、食育の推進に大きく寄与。 

 

○「地食べ」の取組みにより、遊休農地約50aをキャベツ畑に再生。 
 

○地域毎にリレー栽培を行うことで、農地が持つ潜在的能力を活かした農業生産を実
現。 

岡山県総社市中央町1-1-1 Ｔｅｌ：0866-92-8273（産業部農林課 地食べ係） 
 

応募団体からのアピール・メッセージ 

岡山県総社市 

 「地食べ」の取組みを通じて、地域農業生産者の栽培技術向上だけではなく、消滅の危
機に瀕していた産地や栽培品目の復興、更には新たな商品開発で活動範囲を拡大してい
きたい。 

～総社市流の地産地消「地食べ」の取組み～ 

そう じゃ 

ち  た 

地産地消 食の提供・活用 

ＵＲＬ： http://www.city.soja.okayama.jp/ 
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有限会社 アグリ元気岡山 

お客様で賑わう農産物直売所 吉備国田んぼ体験（６月） 

経 緯 

○「農マル園芸」というブランドで農産物
（花き・果樹類・野菜等）の生産直売、
観光農園事業を柱に農業の６次産業
を推進。 

 

○地域で生産された良質で安全な農産
物を直接消費者に提供し、社会福祉
の理念に基づいた農業の展開、農業
経営者を養成する目的で「有限会社
アグリ元気岡山」を平成15年に設立。 

取組内容 

○岡山県内約600戸の生産者と契約し、生産
者の持ち込み又は自社集荷便で農産物を
集荷・販売。生産者、消費者の情報を双方
にフィードバック。 

 

○法人経営化することにより、農業を志す
人々に就農の機会を与え、農業人を育成。 

 

○農業従事者の育成、定住化で、農地の荒
廃を防止。 

活動の効果 

○観光農園・農産物直売所を通じて、生産者と消費者がお互いに顔の見える関係が構築
でき、生産意欲が向上。 

 
 

○農業所得の向上、安定化により就農者が増加・定着したことで、優良農地が保全され、
地域社会の発展・活性化に寄与。 

 

岡山県総社市西郡411-1 Ｔｅｌ：0866-94-6755 

応募団体からのアピール・メッセージ 

岡山県総社市 

 「食育」の一環として、「吉備国田んぼ体験」という稲作体験イベント（６月（田植え）・９月
（案山子作り）・10月（稲刈り）・12月（餅つき））を行っています。 
 田んぼ体験を通して農業の楽しさと大変さを実感してもらい、また「食」の大切さを認識
して頂く良い機会となっています。 
 ＵＲＬ： http://www.noumaru.jp/ 

そうじゃ 

～農業のノーマライゼーション～ 

６次産業化 
子ども 

（教育・体験） 
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百姓のわざ伝承グループ 

経 緯 取組内容 

活動の効果 

○再生活動や体験イベントに４年間で延べ約500名が参加。また、地紅茶まつりには５  
  年間で約7500名が来場。幅広い層への地紅茶のＰＲが実現。 
 

○高梁のお茶に対する認知度が向上し需要が拡大したことに伴い、一度消滅した茶葉 
  生産部会の立ち上げに向けた検討を開始。 

岡山県高梁市松原町松岡888-1 Ｔｅｌ：0866-26-0255 

応募団体からのアピール・メッセージ 

岡山県高梁市 

 今後も、紅茶・お茶を通して都市と農村の交流を活性化させるとともに、後継者を育
成し、新規就農者を増やし、全国に高梁産紅茶を広めていきたい。 

○大学生を中心としたボランティアや地元
農家の協力を得て、30ａの荒廃茶園で生
い茂っていた茶の切り出しや除草など茶
園の再生活動を実施。 

 

○再生活動参加者や紅茶ファン、小学生
等を対象に、再生した茶畑での茶摘み、
お茶づくり体験を実施。 

 

○平成24年から毎年、「高梁地紅茶まつ
り」を開催し、地元高校生が「全国地紅
茶カフェ」を運営するなど、魅力を発信。 

荒廃茶園の作業と再生後の園地 お茶づくり体験 

たかはし 

～荒廃茶園を再生して、“地紅茶”で田舎を元気にする～ 

子ども 
（教育・体験） 
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○松原地区では、昔から寒暖の差を
利用した良質なお茶が栽培されて
きたが、近年は担い手不足、高齢
化が進み、茶園の荒廃が進行。 

 

○当地への移住者が就農し、「百姓
のわざ伝承グループ」を立ち上げ。
地元産茶葉を使った地紅茶の開
発、特産化を進めるなどの活動を
開始。 



草間台エコミュージアム推進協議会 

ヒメユリ・ヒメボタルの観賞会 キノコの栽培体験 

経 緯 

○地域を自然や産業・歴史文化等
の宝が豊富なエコミュージアム
（屋根のない博物館）として捉え、
資源を活かした地域振興を図ろう
と考え、団体を立ち上げた（H22）。 

 

○里山の環境を維持・保全し、希少
な動植物を保護するため、耕作
放棄地の解消等を求められた。 

取組内容 

○「新緑ウォーク」「ヒメユリ・ヒメボタルの観賞
会」 などのエコツアーやキノコ・ソバの栽培
体験（都市住民との交流）の実施。 

 

○ソバの栽培による耕作放棄地の解消、栽培
体験ツアー実施、特産品の開発。 

 

○フォトコンテスト・川柳コンテスト等の文化活
動。 

 

○フェイスブック・ホームページによる情報発信。 

活動の効果 

○地元住民の耕作放棄地解消への認識が深まり、集落営農組織を設立。 
 

○エコツアーやソバの栽培体験と、果物の収穫体験や鍾乳洞見学を組み合わせる等、
工夫を凝らしたイベント実施により人気が上昇。参加者が年々増加。 

 

○フェイスブック・ホームページにより、地域外住民との交流も増加。 

岡山県新見市草間7471-1  Tel :0867-74-9001 

応募団体からのアピール・メッセージ 

岡山県新見市 

 エコミュージアムという捉え方と活動を広く発信しているが、市内の他の地域との連携
も視野に入れ、更なる地域振興を目指していきたい。 

 URL：http://www.kusamadai.com/ 

～活かそう郷土の宝物 無くそう耕作放棄地～ 

にいみ 

くさまだい 

子ども 
（教育・体験） 
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哲西郷趣膳 水上 

新築された店舗 猪関連商品 

経 緯 

○仕出しや弁当製造販売を手
がけていた事業者が、店舗
の移転・新築を機に、高齢者
宅等への宅配サービスと有
害獣であるイノシシの有効活
用を開始（H15～）。 

 

取組内容 

○地元産食材を使用した家庭的な手作り弁当
の製造・販売 

 

○中山間地域の高齢化に対応した宅配サービ
スの実施 

 

○猪の狩猟から精肉・加工を行い、ソーセージ
等の特産品の開発と販売 

 

 H15）第17回ニッポン全国むらおこし展特産品 
     コンテスト全国商工会連合会会長賞 
 H17）第46回全国観光土産品連盟会長努力賞 
 H23）６次産業化総合計画認定 
 H27）おかやま元気な店Webコンテスト優秀賞 

活動の効果 

○高齢者宅への弁当の配達を通じ、地域の見回りや安否確認などの役割も担い、地
域の生活を支援 

 

○イノシシの特産化により、農産物の被害防止と地域振興に貢献 
 

 岡山県新見市哲西町上神代3620-1 Ｔｅｌ：0867-94-2352 

応募団体からのアピール・メッセージ 

岡山県新見市 

 高齢者宅への宅配は、住民や当地以外に暮らすご家族から感謝されており、地域
のために一層励みたいと思います。  URL：http://gousyuzen.jimdo.com/ 

にいみ 

～イノシシを使った６次産業化で山里を守る～ 

てっせいごうしゅぜん  みずかみ 

鳥獣被害防止 ６次産業化 65 



三室観光組合 

三室峡シャクナゲ祭り 備中神楽 

経 緯 

○三室地区では自生するシャクナゲの
開花時期にあたるゴールデンウイー
クに祭りを実施。 

 

 

○地域外からのシュクナゲ見物客が
年々増加。地域を挙げて、自然を活
かした地域づくりや交流事業を行う
ため組合を設立（H16）。 

取組内容 

活動の効果 

○三室へ訪れた人との交流により、自生するシャクナゲなど三室地域の雄大な自然は
地域の宝であると再認識できた。   

  

○祭りの来場者が年々増加し、近年では5,000人から6,000人が訪れ、都市住民との交
流促進と地域の活性化に貢献。 

 岡山県新見市神郷油野3899 Ｔｅｌ：090-4808-0600 

応募団体からのアピール・メッセージ 

岡山県新見市 

 三室峡の雄大な自然を後生の人々に伝え続けるため、地域を挙げて保全活動を
行っています。澄みきった空気と木漏れ日のせせらぎが聞こえる三室峡へ、ぜひ、
お越し下さい。 

～四季折々の渓谷美なら何処にも負けない～ 

にいみ 

観 光 自然・景観 

○シャクナゲを保存するため、自生地の
雑木の伐採や倒木の処理。 

 

○春と秋に地域外の住民との交流事業
「三室峡シャクナゲ祭り」、「三室峡紅
葉まつり」を開催。 

  備中神楽や岡山うらじゃ連の演舞など
の催し物やヤマメの塩焼きや米など地
元特産品を販売。  
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全国アマモサミット 2016in 備前 日生中学校アマモ播種作業 

経 緯 

○昭和60年、地域の壺網（小型定

置網）漁業者たちが漁業不振の
原因を検討した結果、アマモの
激減が要因であると推測。 

 

○当時の壺網代表者（前組合長本
田和士氏）が壺網漁業者をまと
め、県の指導を受けながらアマ
モ場再生活動を開始。 

取組内容 

○毎年、アマモの繁殖期に花枝採取～保管
（葉や茎を海中で腐らせる）～10月頃採種
して播種する取組を継続。 

 

○壺網漁業者の高齢化に伴い、藻場造成推
進協議会を設立（H21）、83名で活動。 

 
 

○地元の日生中学校や消費者団体との連携
による体験活動を実施。 

 

○昨年6月「全国アマモサミットin備前」を当地
で開催。 

活動の効果  
 
 
 

○活動の継続により、徐々にアマモ場が広がり始め、当初の12ha（S60）から、250ha
（H26）まで回復。 

 

○活動が評価され、ＴＶで放映されたことなどにより知名度が向上し、活動への参加者
が増加。 

 

岡山県備前市日生町日生801番地4  Ｔｅｌ：0869-72-1181                                           

応募団体からのアピール・メッセージ 

 アマモ再生活動が、人と人の係わり、環境教育、消費者意識の向上につながると信じ、
“備前里海ブランドの確立”を目標に次の世代に活動をつなげていきたい。 

日生町漁業協同組合 

岡山県備前市 

～アマモ場再生活動（活動を始めて30年、継続は力なり！）～ 

びぜん 

ひなせ 

子ども 
（教育・体験） 
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裳掛地区コミュニティ協議会 

移住・定住イベント（東京） 地元大学生との交流・ワークショップ 

経 緯  

○近隣の小学校が閉校し、過疎化・高
齢化傾向が一層危機的状況に。 

 

○地域住民によるコミュニティ協議会
が、行事や耕作放棄地対策、獣害
対策などを模索していたが、地域お
こし協力隊や地元ゆかりの企業の
協力を得て、外部の視点を取り入れ、
移住者増を目的に据えた村おこし活
動を開始（H24～）。 

取組内容 

○地域や活動に関する各種情報を掲載し
た地域誌「もかけ通信」を不定期発行し、
全世帯に配布することで情報共有。 

 

○地域の空き家や遊休農地を独自に整
備・中間管理し、移住希望者へ紹介。 

 

○移住相談会への出展、農業体験の受
入、企業のイベントへの参加、地域の
行事への大学生ボランティアの受入な
ど多様な交流機会を創出。 

活動の効果 
 
 

○当初は一部の有志のみだった活動が、地域住民、地域の企業・団体など地域全
体に浸透し、移住者受入への姿勢や「地域でやろう」という意識が醸成。 

 

○地域誌での情報発信等により、学生や生協組合員等が活動に参加。地域外の機
関・団体との関係が生まれた。 

 

○初期の移住者が地域に溶け込んだことで、受け入れ側の姿勢も暖かいものとなり、
28年度に10組目の移住者がすでに決まっている。 

 岡山県瀬戸内市邑久町虫明２ Ｔｅｌ：0869-22-1031（瀬戸内市役所内） 

応募団体からのアピール・メッセージ 

 岡山県瀬戸内市 

 移住や交流を考える方に、どのようなおもてなしをするかを地域全体で考えているこ
とが、当地域の最大のＰＲポイント。移住者も10世帯を数えるまでになった。活動の継
続によって地域人口の維持、一層の増加を目指して活動を継続していきたい。 

～地域から始まる、地域が始める、むらおこし！～ 

せとうち 

もかけ 

定住・移住 
子ども 

（教育・体験） 
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農産物の収穫体験 周遊サイクリング 

経 緯 

○前島は、人口減少や急速な高齢
化などにより、平成25年に離島振
興策実施地域に指定。 

 

○交流人口の増加、地域の活性化
等を図るため、平成27年４月に農
業者・関係団体などが当該協議
会を設立し、地域資源を活かした
活動を開始。 

取組内容 

○瀬戸内市と包括連携協定を締結している
岡山理科大学と連携し、前島フェリーを活
用した島めぐり、農産物の収穫体験、周
遊サイクリング等の体験メニューを開発・
実施。 

 

○島を訪れる家族を対象にした磯釣りや環
境学習（海岸清掃）など、様々なモニター
ツアーも実施。 

 

○体験メニュー・モニターツアーの成果を踏
まえ、新たな前島パンフレットを作成。 

活動の効果 
 

○島民が島の良さ、資源を再確認することができ、島民自ら地域資源を活用して創意
工夫した取組を実施。 

 

○交流人口の増加に伴い、地場産品の消費拡大、島への移住・定住が促進。 

岡山県瀬戸内市牛窓町牛窓5662-4  Ｔｅｌ：0869-34-4356                                           

応募団体からのアピール・メッセージ 

 ようやく自分たちが何をすべきか、何が出来るか、方向が見えてきたばかり。これから
も、楽しい思い出を得られる時間を提供できる島となるように励んで活動していきたい。 

前島グリーンアイランド体験交流協議会 

  岡山県瀬戸内市 

～たった５分で非日常 のんびり島時間体験～ 

せとうち 

まえじま 

自然・景観 
子ども 

（教育・体験） 
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備前福岡の市 親子で芋掘り体験 

経 緯 

○24年前、現在の当協議会会長が、
高齢化や農業の衰退に危機感を
感じ、農業を基軸にした食の展開
と地域づくりの取組をスタート。 

 

○備前福岡・福岡の市の再興に取り
組み始めた頃、農水省の「地産地
消モデルタウン事業」を紹介され、
平成19年5月に当協議会を結成。 

取組内容 

○平成18年３月より、数百年の時を超え、現
代版「備前福岡の市」（毎月第４日曜の定
期朝市）を復活。 

 

○備前福岡の市出店者会認定制度を立ち上
げ、出店者が農水産物を持ち寄り、特産品
づくりに取り組み、現在約30点を認定。 

 

○地域の親子を対象に年間を通して農業体
験と料理教室を開催。 

 

○学校給食の地場食材利用拡大を推進。 

活動の効果 

○福岡の市の定期開催で、対外的な地域情報のアピールとなり、多くのお客を呼び込
むことができ、地域が活性化。 

 

○農業者・加工業者・消費者・行政・各地域団体が連携して、これまで実現できなかっ
た地場食材の学校給食への利用拡大にも取り組み、瀬戸内市の学校給食で使用す
る野菜品目の半数を地元産で供給。 

岡山県瀬戸内市長船町福岡1558-1  Ｔｅｌ：0869-26-2978                                           

応募団体からのアピール・メッセージ 

 「100年続く市」を目指し、次世代の育成と特産品開発を継続し、今後とも地産地消を
ベースにしながら、まちづくりを進めて行きたい。 

備前福岡の市圏地産地消推進協議会 

  岡山県瀬戸内市 

～顔の見える関係でつながる農業と地域社会～ 

せとうち 
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ＮＰＯ法人まちづくり夢百笑 

「夢百笑」店舗全景 一人暮らしの高齢者へ手作り弁当の宅配 

経 緯 

○高齢化が進む地域に存在していた
最後の商店が閉店（H25年3月）。路
線バスも大幅に減便。 

 

○集落の生活維持に危機感を感じた
有志が中心となって運営組織を立ち
上げ（H25）、日用品や農産物を扱う
商店と食堂を開設。 

 （運営スタッフ13名、農産物の生産販
売委託会員93名、賛助会員78名） 

取組内容 

○店舗で、日用的な食品、精肉、鮮魚、雑
貨を、産直コーナーでは地元の野菜や
果実などを販売。協議会自らも大豆を
生産・加工した豆腐等を販売。 

 

○寝たきりや車で外出できない高齢者に、
健康に配慮した手作り弁当や日用品を
宅配（あわせて高齢者の体調を確認）。 

 

○食堂では、地域の女性が地元の農産
物を使用して調理。サロンとしても活用。 

活動の効果 

○商店の復活や、高齢者の生活を支える宅配に対し、住民からは感謝や継続を望む
声が出ている。直売所の売上も伸び、生産者にも活気が出ている。 

 

○見守り活動は、高齢者の集落や地域社会からの孤立を防ぐのに貢献。 
 

○地域の女性や高齢者の多くが活動に関わり、地域全体が活性化。 

岡山県赤磐市仁堀中1684番地1  Ｔｅｌ：086-958-9008 
 

応募団体からのアピール・メッセージ 

岡山県赤磐市 

 将来にわたり安定的に活動が継続できるよう、今後配置される地域おこし協力隊の
力も借りながら、活動の充実・若返りを図るとともに、スタッフの充実等により、現在の
地域（13集落）以外にも活動を広げていきたい。 

～くらしのお友。笑顔あふれるみんなのお店。～ 

あかいわ 

ゆめひゃくしょう 

医療福祉 地産地消 71 



                                                                                                                             

○学校給食への食材提供を通じ、「稚媛の里」の農産物の品質の高さに対し、児童生
徒や父兄から感謝の言葉。生産会員の意識も向上。 

 

○会員が生産計画に沿った作付計画を提案するようになり、食材供給の平準化や出
荷作業の省力化が図られ、売り上げが安定。 

 

○女性による独自ブランドの開発を通じ、消費者のニーズを捉えた売れる商品づくりへ
の意識が向上。 

農業後継者  ふれあい市場  稚媛の里 

農薬の適切な使用や栽培技術の講習会 女性生産者と独自ブランド商品 

経 緯 

○農業後継者たちが、儲かる農業を目
指し、自らで価格を設定・維持し、高
品質の農産物を安定的に提供しよう
と、直売活動を開始（H13～）。 

 

○さらに次世代の農業者を育成したい
との想いから、学校給食への食材供
給や食育活動を開始（H20～）。 

 

○H15年に法人化（運営スタッフ５人） 。
生産者会員約300人の体制を構築。 

取組内容 

○地元小中学校の学校給食に、ほうれん
草やキャベツ等の野菜約4,200食分を
180日間にわたり供給。 

 

○「計画生産」で栽培管理を行い、安全で
安心な食材を届ける仕組みを構築。 

 

○女性の生産者会員が自由な視点でブラ
ンディングに取り組み、生産農家と地元
の職人がタッグを組んだ独自ブランド商
品を開発・販売（H24～）。 

活動の効果 

 岡山県赤磐市馬屋561－1 Ｔｅｌ：086-229-1101 
 

応募団体からのアピール・メッセージ 

岡山県赤磐市 

  農業後継者のネットワークを使い、都会からの新規就農者にも声をかけ仲間を増や

したい。さらに他の直売所と連携し、地域全体で計画生産・計画出荷が出来るような
取組を進め、農業の雇用を生み出し、人口減少の波による過疎化を防ぎたい。 

機 密 性 ○ 情 報                                  

○○限り 

 

～キチンとした農産物直売所～ 

あかいわ 

わかひめ 
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是里むら 

大学生とともに新たな郷土料理を開発 子供たちの農業体験 

経 緯 

○昭和40年代に60haあったぶどう園が、
高齢化等により、平成初めには６ha
程度までに減少。 

 

○地域に賑わいと活力を取り戻すため、
是里東・是里中・是里西の３区で「是
里むら」を設立（H6）。 

取組内容 

○地元で収穫された野菜等を活かした新たな
郷土料理を開発し、宿泊客に提供。 

 

○都市圏からの観光客誘致を図るため、特産
のぶどうを中心とした「収穫祭」を毎年９月
に実施。 

 

○子供たちと交流を図り、地域農業の魅力を
伝えるため、ごぼうの栽培体験を実施。 

活動の効果 

○郷土料理の開発や農業体験の実施で、都市農村交流を深めることができ、地域の賑
わいを取り戻すきっかけに寄与。 

 

○ぶどうや野菜農家の生産意欲を増進し、平成23年から６世帯の新規就農者を受け入る
など、人気の新規就農・移住定住地区に成長。 

岡山県赤磐市是里3121-1 Ｔｅｌ：086-954-0440 

応募団体からのアピール・メッセージ 

岡山県赤磐市 

 是里むらは、ごぼうの種まきから収穫までの農業体験、山菜取りや昆虫採集、ゆず茶作
り、干し柿つくりなどの田舎風情が楽しめる、自然豊かな山村地域です。 
 都市部の皆様に心から楽しんでいただける四季折々の体験メニューをご用意しています。 
  URL： http://www.koresato.com/ 

あ か い わ 

～是こそ里なり～ 

子ども 
（農業・体験） 
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（大阪府高槻市）

真庭市

ネットワーク化による
市内流通・市内集荷
情報：共通POSシステム
物流：トラック輸送

直売所

直売所

市内
消費者

都市部
消費者

農産物販売
市のＰＲ
情報発信

道の駅

出荷

農家

販売情報

直売所

農家

道の駅

販売情報

出荷

輸送

販売

販売情報

販売
シティプロモーション

観光
交流

真庭あぐりネットワーク推進協議会 

あぐりネットワークの概要  大阪府高槻市内の直売所 『真庭市場』 

経 緯 

○平成17年の大合併で、県下最
大の面積をもつ真庭市が誕生。 

 

○典型的な中山間地域のため耕
作放棄地が年々増加しているこ
との懸念。 

 

○地形、標高、気候差を活用した
農産物を、いつでも市内全域に
出荷できる体制を構築。 

取組内容 

○直売所間の連携のため、市・JA・直売所等か

らなる「真庭あぐりネットワーク推進協議会」を
立上げ。 

 

○各直売所のPOSシステムを統一、売上状況を
生産者へメール配信。 

 

○生産者が直売所を選んで販売できるよう集荷
トラックが各直売所を巡回。 

 

○販路拡大のため、大阪府高槻市に「真庭市
場」を開設。 

活動の効果 

○生産者は、市内及び大阪の各直売所を選んで販売可能。 
 

○メール配信される売上状況から売れ筋商品を把握でき、生産意欲の向上。 
 

○直売所にとって、他の直売所からも集荷可能となるので品ぞろえが充実。 
 

○「真庭市場」では、真庭市産農産物の販売を通して、真庭市の観光のＰＲ効果。 

 岡山県真庭市久世2927-2 Ｔｅｌ：0867-42-1031（真庭市役所 農業振興課） 

応募団体からのアピール・メッセージ 

岡山県真庭市 

 生産者と消費者両方がWIN-WINとなれるよう今後も取り組んでいきたいと思います。 

真庭市場は販売だけでなく真庭市の情報発信拠点としての機能も充実させ、真庭市の
ＰＲ、観光交流につなげていきます。 

～－大合併の強みを活かす－真庭市内の直売所連携～ 

まにわ 
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二川ふれあい地域づくり委員会 

「ふたかわの味」宅配便事業 児童達との稲作体験 

経 緯 

○旧湯原町で策定した「二川
地域福祉のむらづくり推進
計画」に基づいて地域の組
織化を進め、地域づくり委員
会を設置（H9～）。 

 

○農地の荒廃防止策として、
地域の農産物や加工品の宅
配事業や交流活動を開始。 

 

取組内容 

○農産物や加工品などを地域外の顧客に発送す
る 「ふたかわの味」宅配便事業の実施（H11～）。 

 

○地域内の高齢者への配食サービスや子ども達
のデイサービスを実施。 

 

○二川小学校の児童と地域住民が一緒になって
稲作体験を実施。 

 

○地域住民の交流活動として、魚のつかみ取りや
納涼大会等を実施。 

活動の効果 

○自分達が作ったものを都市部の方々へ宅配することで、高齢者が生きがいを実感。 
 

○デイサービス等を通じて、子ども達は高齢者にやさしくなり、高齢者は地域ぐるみの
子育てに協力。 

 

○幅広い世代交流の継続を通じて、地域住民が地域に誇りと愛着を持つようになった。 

 岡山県真庭市粟谷81-1 Ｔｅｌ：0867-65-2001 

応募団体からのアピール・メッセージ 

岡山県真庭市 

二川地域は子ども達から高齢者まで幅広い世代で当たり前のように繋がりを持てる地域
です。二川で子育てしたい！「コンビニまで車で20分」そんな山の中で過ごしたい方、是非
一度、二川見学をどうぞ！ 

～人情と絆の深さは日本一だよ！真庭市二川地域～ 

まにわ 

ふたかわ 

医療福祉 
子ども 

（教育・体験） 
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農業生産法人ひるぜんワイン有限会社 

やまぶどう ワイナリー内のショップ 

経 緯 

○蒜山地域に自生していた「やまぶどう」
は日本固有の野生ぶどうで、地域の
先人達が薬として愛飲していた。 

 

 

○蒜山地域産やまぶどうを原料としたワ
イン作りを目指し、研究を進めながら
果実酒製造免許を取得。ひるぜんワ
イン製造を開始。（S63) 

取組内容 

活動の効果 
 

○アジア最大級のワインコンクール第18回ジャパン・ワイン・チャレンジで、山葡萄ロゼ 
が金賞受賞（H27） 。 

  

○やまぶどう栽培やワイン醸造は、蒜山地域のブランド力向上に貢献。 
  農業と観光業の連携・相乗効果によって、地域経済への波及効果が生まれている。 

 岡山県真庭市蒜山上福田1205-32 Ｔｅｌ：0867-66-4424 

応募団体からのアピール・メッセージ 

岡山県真庭市 

 ワインやジュースなどの既存の製品に加えて、やまぶどうの特性を活かした機能性
食品や外用薬、化粧品原料等への展開を図りたい。 
 URL:http://www.hiruzenwine.com/#id1 

～蒜山やまぶどうのワイン～ 

まにわ 

ひるぜん 

地産地消 

○やまぶどうの優良品種の選抜や栽培
技術の確立・普及により、安定生産と
産地化を実現。 

 

○やまぶどうの機能性に関する特許を所
得した岡山大学と連携して、ワインづく
りの研究。 

 

○ワイン製造の見学や地域の食材にこ
だわったランチなどを楽しめるワイナ
リーをオープン。（H22) 
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とみはらお茶プロジェクト 

とみはら茶ペットボトル 茶摘み体験 

経 緯 

○富原地域におけるお茶の歴史は古く、
製茶産業の始まりは幕末とされ、地域
内のほとんどの家で自家用としてお茶
を栽培していた。 

  

○地域には、以前からペットボトル茶の
構想があり、特産品のお茶の普及と、
販売拡大による地域活性化を目指し
て「とみはらお茶プロジェクト」を設立。 

取組内容 

○農薬を使用していない茶葉と水だけを
原料とした「とみはら茶ペットボトル」の
製造・販売。 

 

○地元のお茶まつり・地域内外のイベン
トで、茶摘みや製茶体験等を行い、と
みはら茶の普及活動を実施。 

  こうした活動を通じて、伝統・文化や産
業を継承。 

 

活動の効果 

○ペットボトル茶の商品化が実現したことにより、地域産業の基盤強化が図られた。 
 

○官民一体となった取組推進により、ペットボトル茶は初年度の計画を大幅に上回る売
上げを達成し、とみはら茶の普及に大きく寄与。 

 岡山県真庭市若代2303 Ｔｅｌ：080-2930-8028 

応募団体からのアピール・メッセージ 

岡山県真庭市 

 とみはら茶ペットボトルの販路拡大・普及活動に加え、水出しも可能なティーパック
などを発売し、とみはら茶のさらなる普及、輸出などにもつなげたい。 
 URL:http://tomiharaocha.buyshop.jp/ 

～地域資源は宝、農薬を使用していない伝統のお茶～ 

まにわ 
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粟井地区村創りの会 

ふれあいの集いの食事風景 地区をあげてのとんど祭 

経 緯 

○地域の象徴である粟井小学校の閉校
を活性化のチャンスに変えようと、全
地区民を対象に「粟井地区村創りの
会」を設立（H25）。 

 

○村の伝統の発掘と継承のため、「都市
農村共生・対流総合対策交付金」を活
用して集落連携に取り組む中で、古く
から「能登香の里」と言われる地域の
特色づくりについて考えることとなった。 

取組内容 

活動の効果 

○美作市との協働によるＰＲ、ホームページ、ポスター等により、地域のイメージが向上。
移住する若者が増え、活動も多様化。 

  

○ふれあいの集い、スポーツイベント、伝統的行事などで地区住民が集まり話す機会も
増え、集落の連帯感が向上。 

 岡山県美作市小野2565-1 Ｔｅｌ：0868-76-0334 

応募団体からのアピール・メッセージ 

岡山県美作市 

 粟井地区村創りの会では、「自分達の地域のことは、自分達で決め、自分達で運営
していく。」の考えで、行政とも協力しながら、独自の活動を展開しています。 
URL:http://awaimura.com/ 

～絆とやすらぎの里 粟井村～ 

みまさか 

あわい 

「食」の提供・活用 伝統・継承 

○とんど祭などの伝統行事と結び付け、
郷土料理を発掘・継承し、都市住民へ
提供することによる地域への定着。 

  

○耕作放棄地を再生した水田で、もち米
を栽培して加工・販売。 

. 

○高齢化社会に備え、農地や宅地を守
る「粟井農地保全センター」、「高齢者
支援サポートセンター」など、廃校舎を
利用した様々な活動を展開。 
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特定非営利活動法人 英田上山棚田団 

都市住民との交流活動・海外との姉妹棚田連携 再生した棚田の光景 

経 緯 

○都市住民と地域住民の棚田の維持
に必要な水路掃除に係る交流から、
企業等とも連携しつつ耕作放棄地
の再生に係る取組に発展。 

 

○10数名の参加者から始まった活動
は行政の支援を受け、活動規模が
大きくなったことからNPO法人化
（H23）。 

取組内容 

○全国からの参加者を募り、月に１～２回の
交流活動（棚田の田植え、稲刈り体験など
を行う「上山棚田大学」）の実施。 

 

○獅子舞踊りの習得など地域で育んでいた
文化や伝統の継承に取組。 

 

○棚田等地域の自然・文化を資源としたエコ
ツーリズムや農家民泊等インバウンドの
受入体制の整備を推進。 

活動の効果 

○一時は90％以上の棚田が放棄され草木に覆われていたが、年々再生する面積を
広げている。 

 

○棚田の景観を再生することで地域コミュニティが蘇り、８年間中断していた盆踊りが
復活。 

 

○棚田再生等交流活動や農作業体験への参加人数が、900人から1,500人と増加
（H23-27）。 

 岡山県美作市上山2135 Ｔｅｌ：0868-75-4122 

応募団体からのアピール・メッセージ 

岡山県美作市 

 都市と農村の住民が協力して8,300枚の美しい棚田を再生する活動団体です。 
 上山の文化や伝統を引き継ぎ、新たな時代に合った地域の魅力を創出することで地
域の活性化に寄与します。   URL:http://tanadadan.org/ 

～住んで良し、来て楽しい、新しい村づくり～ 

みまさか 

あいだ   うえやま 
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NPO法人薬草木を育てて地域産業と観光資源を創る会 

和気町の育苗場 

経 緯 

○和気町田土地区は棚田を形
成する自然豊かな地域であ
るが、人口減少や高齢化の
進展などにより耕作放棄地
が目立つようになってきた。 

○薬学研究職が大学退官後、
同町に移り住み、薬用作物
サンシュユ植栽事業を開始
し、地域資源として活用する
各種取組を地道に展開。 

取組内容 

活動の効果 

○サンシュユの花や果実は、漢方薬等の生産物と共に新たな観光資源として関西都市
圏、中国四国地域から来訪者も増え、交流を加速化している。 

○サンシュユ植栽事業の推進により、耕作放棄地の解消、高齢者の生きがい対策、中
山間地域の活性化に繫がり、活力あるまちづくりの形成に大いに貢献している。 

 
 

 岡山県和気郡和気町尺所505 Ｔｅｌ：0869-93-3975 

応募団体からのアピール・メッセージ 

  岡山県和気町 

  「ひと目千本、見渡して1万本」を目標に今後も植栽数を増やします。皆様のお越しを
お待ちしています。 
  URL：http://kano1940.exblog.jp/ 

田土地区の住民への説明会 

○平成24年設立の任意団体を、平成27年２月に
NPO法人化し、農水省助成などで実証を重ね、産

地化に着手。地域の特性を踏まえた栽培マニュ
アルを作成し、生産者等に配付。町内では既に
1600本植栽。近隣市町村の団体等にも苗を提供。 

○植栽や管理作業はシニア層が中心。 

○地域の主婦層を中心にサンシュユのサプリメント
開発、スイーツ類、蜂蜜生産物の製品開発など6
次産業化を計画的に実施。 

○薬膳の普及、健康食品の開発。 

わ け 

～薬草木プラスで創るオンリーワンの華ある郷～ 

ごごう 
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早島農業体験協議会 

岡山ゲストハウスいぐさ 

経 緯 

○倉敷でまちづくり活動を続けている団
体の代表者が、若者の受入れや農
業を通じた食の充実を図るため、隣
接する早島町の関係者と連携して早
島農業体験協議会を発足(H25）。 

 

○早島町はかつて「い草」の産地だった
が途絶えてしまった経緯があるため、
歴史的文化としての「い草」の栽培技
術の復活・研究・伝承を農業体験の
核に置くこととした。 

取組内容 

○経験者からノウハウを学び、町内で「い
草」を栽培。苗の植付や刈取などを農業
体験としてイベント化。 

 

○築約200年の古民家を改装して滞在型
施設『岡山ゲストハウスいぐさ』を開業・
運営。国内外からの訪問者に「い草」の
手織り等の体験機会を提供。 

 

○インターネット（海外向け宿泊サイト）を
活用した外国人観光客向けの情報発信。 

活動の効果 

○途絶えていた「早島産いぐさ」を収穫し、収穫した「い草」を使った手織り体験や、いぐ
さのコースター、ランチョンマットの商品化を実現（H２６年）。 

 

○ゲストハウスの宿泊者が増え、宿泊観光客がゼロだった町に、世界45ヶ国から外国
人が早島町に訪れている。 

 

○多くが県外出身者であるスタッフが早島町に定住し、早島町の魅力を発信。 

岡山県都窪郡早島町前潟615-1 Ｔｅｌ：086-454-8610 

応募団体からのアピール・メッセージ 

岡山県早島町 

 『岡山ゲストハウスいぐさ』を拠点とし、旅人としての滞在をきっかけに移住につなげ
るなど、地域活性化のモデルケースとして他地域へも広げるべく、活動を続けたい。 

収穫したいぐさの泥染め作業 

～古今東西のクロスポイント早島町から世界へ発信！伝統『い草』文化～ 

はやしま 
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農事組合法人 山ノ上干柿組合  

      ハウス内で新技術「横づり」 シンガポールで「干柿」と「巻柿」の販売 

経 緯 

○古くから干し柿づくりが盛んで品質に
も定評のある地域であるが、特に衛
生面等の技術向上や後継者育成に
よる産地の維持・発展が必要。 

 

○伝統の干柿づくりを核に据え、地域
住民と都市住民、学生等との交流に
よる地域活性化の取組みを開始。 

 

○農事組合法人 山ノ上干柿組合（組
合員36名）を、平成27年に設立。 

取組内容 

○小学生を対象とした柿の皮剥き体験、干
柿まつりの開催等、交流・伝承活動。 

 

○ 「横づり」製法による衛生・品質向上、耕

作放棄地への苗木の新植、巻柿等加工
品の製造・直売等を通じた後継者の育
成、産地の維持・発展。 

 

○新たな需要開拓を目指し、シンガポール
へ試験輸出（H24）。今後の国内外への
出荷拡大に向け、体制整備。 

活動の効果 

○地域の干柿の知名度が向上し、応援団体も増えて、まつりも年々盛大になっている。 
 

○地域の日常的な食事等も地域資源となり、都市住民等との交流を通じて、地域住民
の生きがいづくりと新たなビジネス機会の創出につながっている。 

岡山県小田郡矢掛町小田2513-1 Ｔｅｌ：0866-82-2828 

応募団体からのアピール・メッセージ 

岡山県矢掛町 

 西条柿の新植の継続実施で、耕作放棄地を解消し、山ノ上の美しい山村風景を次世代
へ残していきたい。 

 シンガポールをはじめ海外への農産物の出荷も継続的に実施、国内外の新たな需要
に対して、計画的・安定的な生産体制の確立を目指す。 
 URL： http://hosigaki-yamanoue.com/ 

～伝統の味「山ノ上のほし柿」を全国～シンガポールへ！～ 

や か げ 

輸 出 
子ども 

（教育・体験） 
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新庄村森林セラピー協議会 

散策路「ゆりかごの小径」 保育園児の自然体験 

経 緯 

○村の豊かな自然を活用し、村民の健康
増進と、交流人口の増加による地域活
性化を目的として、森林セラピー基地
認定に向けた取組を開始（H17～）。 

 

○平成20年、県内初の森林セラピー基地
として認定。森林セラピーに対する村
内外の関心の高まりをきっかけに協議
会を発足。 

取組内容 

活動の効果 

○ストレスを抱えた人が森林セラピーを体験することで、ストレス低減を実感。 
  

○森林セラピー体験を目的に、村を訪れる人が増え交流人口の増加に貢献。 
  

○村内の子供達には、自然の素晴らしさ、大切さを学ぶ場として、また、高齢者には、
散策路を歩いてもらうことで健康増進に繋がっている。 

 岡山県真庭郡新庄村2008-1 Ｔｅｌ：0867-56-2628 （新庄村産業建設課） 

応募団体からのアピール・メッセージ 

岡山県新庄村 

 「ゆりかごの小径」は、全長約２kmの緩やかな散策路で、お子様から高齢者の方ま
で、歩きやすく、ゆっくりと楽しんでいただけます。また、一部コースでは車いすの方で
も利用可能で、より多くの方に森林セラピーを楽しんでいただきたいと思います。 
 URL:http://www.yurikagonokomichi.jp/ 

～森は自然のお医者さん～ 

しんじょう 

医療福祉 

○大山隠岐国立公園の毛無山のふもと
にある散策路をセラピーロード「ゆりか
ごの小径」として整備。 

  

○森林セラピーのガイド「森の案内人」を
養成するため講習会を実施。 

  

○村民の健康増進のほか、子供達の学
習や、高齢者の交流の場として利用。 

自然・景観 

だいせん お き 
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赤和瀬農家組合 

いっぷく亭の外観 囲炉裏の傍らでの食事 

経 緯 

○赤和瀬地区は県の最北端、標高700

ｍに位置し、冬期は積雪が２ｍを超え
ることも珍しくなく、観光客が訪れるこ
とがなかった。 

 

○地区の活性化と観光客の誘致を進め
るため、古くから伝わる木地師の里の
継承と訪れる人が自然の中でくつろげ
る施設整備をしようと活動を開始。 

取組内容 

活動の効果 

 岡山県苫田郡鏡野町上斎原1805-12 Ｔｅｌ：0868-44-2488 

応募団体からのアピール・メッセージ 

岡山県鏡野町 

 今後も新商品･新メニューの開発に取り組んでいくとともに、研修機会や交流の場を
通じて、地域の農業後継者の育成にもつなげていきたい。 

～囲炉裏の傍ら『山里の味でおもてなし！』～ 

かがみの 

女性の活躍 

○お食事処いっぷく亭では、地元の山菜
や農産物を使用した「いっぷく定食」、
「あけび定食」、「だんご汁」などを提供。 

 

○地元の食材を使用した「やまめの塩焼
き」、「とち餅」、「笹餅」など季節に応じ
た加工品を開発。 

 

○木地師の館では、地域に代々伝わる
木工加工の体験を実施。 

食の提供・活用 

○おばちゃんたちの手作り料理や縁側で食後の昼寝を楽しむ観光客らの姿が話題を
呼び、年間1万人を超える来客が訪れている。 

  

○地場産食材を使った郷土料理を提供することで、地場農産物の生産が拡大。地域農
業の振興につながっている。 
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北庄中央棚田天然米生産組合 

田んぼの学校：棚田をバックに全児童で田植え 支援隊の活動：７月の再生地区の草刈り作業 

経 緯 

○県の棚田整備事業に取組（～H12）。 
 

○「棚田百選」認定（H11）をきっかけに

来訪者が増加したことなどから、伝統
的景観を維持し地域活性化を図るた
めの組織として組合を設立（H12）。 

 

○近年、離農者が増え、棚田の景観に
荒廃地が目立ち始めたことから「棚田
支援隊」を発足し再生に着手。 

取組内容 

○地元小学校と連携し、田植え・稲刈り作
業を体験する総合学習「田んぼの学校」
を実施（H12～）。 

 

○棚田撮影の写真家や都市住民が参加
する「棚田支援隊」を発足し、地域住民と
協働で、棚田の荒廃地抑制を目的に天
日干しコシヒカリ等を栽培（H20～）。 

 

○棚田米をブランド米として関西・関東の
米問屋に販路を開拓。 

活動の効果 

○地元小学校は、農を通じて地域文化や遺構を活用した総合学習として取り組み、小
学生の情操教育に寄与。 

 

○荒廃地発生が抑制され、都市住民と田舎との交流が進展。 
 『第２回ディスカバー農山漁村（むら）の宝』に選定（H27） 
 

○棚田米が安定した優位な価格で販売でき、農家のモチベーション向上。 

  岡山県久米郡久米南町北庄1867-3 Ｔｅｌ：086-728-3584 

応募団体からのアピール・メッセージ 

 岡山県久米南町 

 小さな団体が、農山漁村（むら）の宝を基軸とし、地元小学校や都市住民との協働によっ
て、高齢化・労働力不足という中山間地域の課題に立ち向かうべく奮闘しています。 

～都市との交流で「苦農」から「楽農」へ～ 

くめなん 

きたしょう 

子ども 
（教育・体験） 
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上籾みろく農場協議会 

農業体験研修における田植え作業 地元の女性の指導を受けて朝食づくり 

経 緯 

○上籾地区は「棚田百選」に認定されて
いるが、高齢化と担い手不足で耕作放
棄地が増加。 

 

○農家がインストラクターとなり、企業の
新入社員等の農業体験研修を受け入
れる交流事業を実施（H26）したところ好

評で、交流が活発化。地域振興への提
言も得られたことから、協議会を設立。 

取組内容 

○地域資源（棚田や野草等の自然、祭り
等の伝統文化等)の現状を調査し、そ
の維持回復方策や活動方針を検討。 

 

○この地域の資源財産の維持・環境保
全を図ることを目的に、活用可能な地
域資源を特産品開発、体験プログラム
に取り入れ、新たな商品、サービスを
提供。 

 
活動の効果 

○農業体験参加者（企業社員等）から、生きるための基本や人とのふれあいの大切さ
を学べた等の感想。 

 

○交流事業を通じて地域全体で維持・保全活動や活性化に取り組む意義を再認識。
今後、地域資源を最大限に活用し、都市生活者のニーズに対応できる新しい農村
スタイルの提案を事業として推進していく。 

 

 岡山県久米郡久米南町上籾1119 Ｔｅｌ：0868-66-7002 

応募団体からのアピール・メッセージ 

 岡山県久米南町 

 これから、自生する薬草、特産品のゆずを活用した商品、農村体験プログラムなどを
開発し、観光農業の新たな取り組みを始めます。 

 また、農業女子の受け入れ、パーマカルチャーなど、多彩な事業で農村復興のモデル
を推進していきます。 

くめなん 

～農村文化を今にリノベーション「みろくの村」づくり～ 

かみもみ 

子ども 
（教育・体験） 
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円城ｙプロジェクト 

子どもたちも参加しての伝統行事（とんど焼き） 

経 緯 取組内容 

○街から集客を図り、古来から伝わる信仰対象巡り
イベント（おかげ参りバスハイク）を実施やわらじス
トラップの作成・販売。 

 

○地域伝統食である「さわら茶漬け」のレシピ開発、
新しい住人や若者が中心となってピオーネ（町特
産のぶどう）を使った新商品を開発。 

 

○とんど焼き、学校や施設等と連携した夏祭りの復
活など伝統行事の開催。 

活動の効果 

○地域に世代を超えたコミュニケーションの場が生まれ、住民の結束の強まりを実感。 
 

○都市住民、若者、外国人との交流が、田舎の強みへの認識や外部向けのPRに効果。 
 

○町の特産品を使った新商品開発などを通じ、自分たちの手で自分たちの町を守って
いく、伝えていくという使命感や住民主導のウェーブを醸成。 

岡山県加賀郡吉備中央町円城540-4（円城公民館内） Ｔｅｌ：0867-34-1555 

応募団体からのアピール・メッセージ 

  岡山県吉備中央町 

 昔からあった日本の素晴らしい、美しい文化・伝統等を次世代に残していくため、活
動を発展・継続していきたい。 

○少子高齢化とともに地域の
伝統行事や活動が減少。 

 

○地域内住民の相互扶助や
福祉の増進、生活文化の
向上と地域活性化のため
に取り組もうと、住民が団
体を立ち上げ、活動を開始
（H21）。 

ピオーネを使った特産品の加工・販売 

～小さな動きから未来へ！繋げる日本の原風景～ 

きびちゅうおう 

エンジョイ 
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