
中国四国農政局「ディスカバー農山漁村（むら）の宝」奨励地区一覧（14地区）

南国市

吉備中央町

中土佐町

三原市

下関市

周防大島町

雲南市
１

２３

合同会社安田農産 代表社員 安田剛

集落農家と連携した精麦もち麦の販売促進

No.8 広島県 三次市

FAM’Sキッチンいわくに

Food And Meet岩国地域の「食と出会う場所」

FAM’Sキッチンいわくに

Food And Meet岩国地域の「食と出会う場所」

No.10 山口県 岩国市
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４

5

7

8

9

11

10

12

13

14

障害者支援施設 太陽の里

農家の味方「せわやき隊」

No.1 島根県 出雲市

岩国市

安来市

出雲市

美作市

新見市

三次市

個人部門

コミュニティ部門

ビジネス部門
凡例

本山町

永田集落農地・水保全管理活動組織

『今日もえーひだ』～シバザクラの里永田～

No.2 島根県 安来市

山王寺本郷棚田実行委員会

神楽と雲海で広がる人々の輪

No.3 島根県 雲南市

草間台エコミュージアム推進協議会

発見草間台 発信草間台 進化草間台

No.4 岡山県 新見市

粟井地区村創りの会

絆とやすらぎの里 粟井村

No.5 岡山県 美作市

吉備中央町農家民宿推進協議会

家族として受け入れる

No.6 岡山県 吉備中央町

三原市漁業協同組合（三原やっさタコ）

三原沖、恵みの海で育む伝統の蛸壺漁

No.7 広島県 三原市

有限会社 司ガーデン

ハロかぼで、耕作放棄地解消と地域活性化！！

No.9 山口県 下関市

角井 雅之

売上1000万！暮らせる農業で産地振興

No.11 山口県 周防大島町

農家レストラン「まほろば畑」

お母さんの味 旬野菜が中心のバイキング

No.12 高知県 南国市

汗見川活性化推進委員会

集落拠点を中心に、住みたい「汗見川」の取組

No.13 高知県 本山町

おおのみエコロジーファーマーズ

自然生物を大切にしながら消費者に選ばれる米作り

おおのみエコロジーファーマーズ

自然生物を大切にしながら消費者に選ばれる米作り

No.14 高知県 中土佐町



せわやき隊メンバー

No.1 障害者支援施設 太陽の里

取組経緯

○太陽の里は昭和61年、知的障害者の授
産施設として開設し、当初から農業に積
極的に取り組んできた。

○高齢農家からの作業依頼だけでなく、面
積拡大を目指す農家からの作業依頼も
入るようになったことから、平成20年「せ
わやき隊」として本格的に活動開始。

取組概要

○様々な農作業を農家に代わって行い、農繁期や
高齢化等での人手不足をサポート。

○農作業は仕事を細分化することにより、幅広い
年齢層の人で取り組んでいる。

○せわやき隊の取組は、農家の作業（植付け、収
穫、出荷等）だけでなく、大規模農家の手伝いや、
用水路掃除等の地域からの作業依頼にも対応
している。

取組成果

○施設利用者は農作業等に参加することで自信を持ち、やりがいを感じている。

○農家には大変喜ばれており、活動を継続することにより福祉への理解が深まり、認められるよう
になった。

○受託件数は年々増加。施設利用者の工賃は、農業中心の作業でありながら県平均を大幅に上
回っている。

○野菜の栽培方法を覚えた利用者がグループホームで畑を作り、ホームの食事に野菜を提供。

～農家の味方「せわやき隊」～

島根県出雲市

玉ねぎの収穫作業

いずも

奨励賞

コミュニティ部門

農福連携



雄大な自然の中に映えるシバザクラの花絨毯

取組経緯

○山間地域に位置する当集落は、棚田状
農地特有の長大かつ急傾斜な畦畔の
草刈等管理作業や次世代への農地の
継承が大きな課題であった。

○課題解決に向け、平成24年度に活動組
織を設立し、農地の持つ多面的機能の
発揮を促進させるための活動を開始。

取組概要

○畦畔等の草刈作業の省力化を図るのため、平成
26年度から水田畦畔にシバザクラ、平成27年度
から農道法面等に花桃の植栽を開始。

○平成29年度から小学生のシバザクラ植栽体験学
習を開始。本年度より植栽体験を他集落にも拡
大。

○平成28年度から「シバザクラ祭り」を開催。来場
者が3,000人を超えていたが、本年度は中止。
SNS等で情報発信を行った。

取組成果

○植栽活動は、畦畔の草刈作業の省力化のみならず、法面崩れによる水田や水路への土砂流入
など災害防止効果も得ている。

○共同作業は、女性の力が発揮されたり若い世代の積極的参加が促され、集落の活性化につな
がっている。

○「シバザクラ祭り」は関係人口の増加につながり、集落から流出した子育て世代が再び故郷に目
を向ける契機となっている。

～『今日もえーひだ』 シバザクラの里永田～

島根県安来市

小学生のシバザクラ植栽体験学習の様子

やすぎ

奨励賞

コミュニティ部門

教育機関との
連携

食育・教育
環境保全・景
観保全

No.2 永田集落農地・水保全管理活動組織
ながた



手植えとババ引き体験中

No.3 山王寺本郷棚田実行委員会

取組経緯

○平成１１年「日本の棚田百選」に認定さ
れ、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の行事として棚田
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象者が有志と
なり、山王寺本郷棚田実行委員会を結
成。

取組概要

○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て棚田オーナーに貸出し、
棚田の景観を保全。

○耕作放棄地にマコモを栽培し、6次産業化に取り
組む。また、小豆作りにも挑戦している。

○棚田祭りでは、地域の農産物等の販売や地域文
化の「山王寺神楽」を上演。

取組成果

○田んぼの学校等の取組は次第に輪が広がり、地域の積極的な協力が得られている。

○地域で棚田の維持・保全に努めた結果、棚田が地域内外の方々の癒しの場、心の和む憩いの
場所となった。

○田んぼの学校は、子供たちが農作業を通して自然と人間の「共生」を実感する場となると共に、
地域の活性化を図る取組となっている。

～神楽と雲海で広がる人々の輪～

島根県雲南市

棚田祭り。神楽を多くの人が楽しみに。

うんなん

奨励賞

６次産業化
農林漁業、農
村文化体験

環境保全・景
観保全

コミュニティ部門

さんのうじほんごう



蕎麦の刈り取り

取組経緯

○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）。

○貴重な動植物を護っていくため、里山
の環境を維持・保全し、耕作放棄地の
解消等に取り組む必要があると痛感。

取組概要

○「新緑ウォーク」「ヒメユリ・ヒメボタルの観賞会」
「スターウォッチング」などのエコツアーやキノ
コ・ソバの栽培に取り組む。

○特産品のソバ栽培による耕作放棄地の解消、
栽培体験ツアー等の実施。

○ケイビングクラブに所属する若者の協力により、
鍾乳洞（観光鍾乳洞でない）の探検を児童を対
象に実施。

○フェイスブックやホームページによる、観光・イ
ベント・農業体験案内等を情報発信。

取組成果

～ 発見草間台 発信草間台 進化草間台～

岡山県新見市

鍾乳洞の探検

にいみ

環境保全・景
観保全

農林漁業、農
村文化体験

コミュニティ部門

No.4 草間台エコミュージアム推進協議会

奨励賞

くさまだい

○地元住民の耕作放棄地解消への認識が深まり、集落営農組織が設立された。

○耕作放棄地にならないようソバを栽培することで維持していた畑で、新規就農者がピオーネの
栽培を開始した。

○フェイスブック・ホームページの情報発信により、観光客の誘致に繋がっている。



地域文化の伝承、田植え祭りとぼた餅接待

取組経緯

○地域の象徴であった粟井小学校の閉
校のピンチを活性化のチャンスに変え
ようと、有志を中心に理事会を立ち上
げた。

○理事会立ち上げ後、全地区民を対象
に当会設立総会を開催した。

取組概要

○とんど祭り、田植え祭り、収穫祭等の行事を開
催し、伝統的に伝わる行事と食の関係と昔な
がらの郷土料理の発掘と継承に取り組む。

○耕作放棄地にもち米を栽培し、餅に加工して
販売。また、大豆を栽培し、味噌に加工して受
注販売している。食品加工に取り組み、販売
用の「粟井村のラベル」を制作。

○高齢化社会に備え、見守り活動等様々な福祉
活動も展開している。

取組成果

○児童・保護者と一緒に伝統行事を行うことで、次世代への継承を図っている。

○廃校舎の利用を考えることから始まった会ですが、集落連携が進み、粟井村としてのまとまり
が一層強くなった。

○高齢者の課題解決に取り組み、互助活動による地域福祉が充実してきた。

～絆とやすらぎの里 粟井村～

岡山県美作市 ビジネス部門

奨励賞

農福連携伝統の継承 食育・教育

餅つき機による餅の受注加工

No.5 粟井地区村創りの会

みまさか

コミュニティ部門

あわい



特産品収穫体験の様子

No.6 吉備中央町農家民宿推進協議会

取組経緯

○高齢化と農業機械の老朽化や農業後
継者の不足及び耕作放棄地の増加
が課題となった。

○豊かな自然と田舎に暮らす人々の心
の温もりを活かした特有の観光資源
の発信のために、農家等を中心に協
議会を設立し、各農家民宿が連携し
て宿泊等受け入れる体制の整備を行
うこととなった。

取組概要

○農家民宿を核とした体験型教育旅行を受け入れ
ている。田舎に出会うツアーのほか、ＳＤＧS体験
プログラムの提供も行っている。

○農業体験や、地元食材を活用した食育の推進活
動を通じて、児童・生徒がさらに地元への愛着が
高まる体験活動に取り組む。

○海外の教育旅行生の受入のため、多言語対応
やハラル対応に取り組む。特に、台湾の教育旅
行に対して、農村文化体験ができる農家民宿と
して誘致に取り組んでいる。

取組成果

○延べ宿泊者数は年々増加している。
○農家民宿経営が農閑期の副収入として確立されてきている。

○農家民宿や地域資源を活用した体験型・滞在型観光を推進することにより、交流滞在人口・関
係人口の増加と地域経済の活性化が図られている。

～家族として受け入れる～

岡山県吉備中央町

台湾高級中学の教育旅行受入の様子

きびちゅうおう

きびちゅうおうちょう

奨励賞

コミュニティ部門

農泊 農林漁業、農
村文化体験



蛸壺漁の風景

取組経緯

○三原市沖の海は江戸時代より蛸漁の
盛んな場所である。

○三原のタコは全国的な知名度が低く、
魚価が水揚量に左右され、漁業所得
が安定しない。

○漁協がタコを買い取り、タコのブランド
化を進め、漁業所得の安定等を目指
すこととした。

取組概要

○伝統の蛸壺漁で漁獲したタコを『三原やっさタ
コ』の名で商標登録した。

○タコは活き締めにし、漁協加工場で30分以内
に真空処理して、急速冷凍する。このこだわり
のタコで6次産業化に取り組む。

○『三原やっさタコ』を利用する飲食店にオリジナ
ル提灯の貸与等を行っている。

○漁業体験等を行うとともに、地元学校給食へ
の食材提供も行っている。

取組成果

○6次産業化に取り組むことにより、組合員の所得向上や加工場職員の雇用拡大等につながって
いる。

○オリジナル提灯の貸与等により、飲食店の売り上げ増加にも貢献。
○単独漁協で始めたタコ事業が商いとして成り立つようになったと手ごたえを感じている。

～三原沖、恵みの海で育む伝統の蛸壺漁。 ～

広島県三原市

三原やっさタコと組合長（漁業者）

みはら

う じ

No.7 三原市漁業協同組合

６次産業化
農林漁業、農
村文化体験

伝統の伝承

奨励賞

コミュニティ部門

みはらし


