
「食」の
提供・活用

インバウンド

特定非営利活動法人 南魚沼もてなしの郷

新潟県

魚沼産コシヒカリのど真ん中で、選別作業の実演を見ながら農家の苦労を学びながら、
お米文化をまるごと体験

所在地：新潟県南魚沼市塩沢1132-1越光玄米蔵３Ｆ

連絡先 ： 025-782-5105
ＵＲＬ ：http://www.s-dis.org/motenashi/index.html

新潟県 南魚沼市
みなみうおぬまし

全国選定地区

宿場町を再現した塩沢宿牧之通り

外国人ツアーによる餅つきの様子

お米食べ比べ体験の様子

Ａ

地域の課題・活動のきっかけ 活動の効果

○お米のすくいどりをメインにした
街歩きチケット「塩沢宿もてなし手
形」を発行し、まち歩きを案内。

○お米の体験ミュージアム「お米の
学校」を運営し、米の選別作業の実
演、餅つき体験、米の食べ比べ体
験、などを実施。

活動の内容

○景観を見るだけだった「塩沢宿」
の滞在時間が倍増。

〇街歩きツアーや餅つき体験など
を楽しむ外国人旅行者が急増。

今後の展開

〇米のことであれば南魚沼市へと
いったプロモーションを国内外に向
けて展開していく。
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○教育旅行のコーディネート組織とし
てＮＰＯを平成17年に設立。旅行業

第２種を取得し、お米を観光素材とし
て着地型観光を推進。

外国人旅行
者数（人）

子ども
（教育・体験）

さと
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６次産業化 医療・福祉

特定非営利活動法人 愛和報恩会
守ろう！中山間地域と農業！命燃やすぜ！

あ い わ ほ う お ん か い

活動の効果

所在地：富山県富山市八尾町西川倉２３－１

連絡先 ： 076-455-0597
ＵＲＬ ：http://www.cty8.com/houonkai/

富山県 富山市
と や ま し

富山県

研修の様子

収穫したコシヒカリでおだんごの製造

地域の課題・活動のきっかけ

○障がいをもつ人たちが、後継者がい
ない農地等を活用し、米や野菜等の
農産物を生産。

○生産した農産物は漬物、団子、ジャ
ム、味噌等に加工し販売。

〇「命燃やすぜプロジェクト」を開始し、
生きていくための知識・技術向上を図
る研修と国内外の被災地支援や交流
に取り組む。

活動の内容

今後の展開

○福祉団体が利用者と一緒に地域
の農業や祭りなどの伝統行事を守
るシステムを創出していく。
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○中山間地域において、障がいを
もつ人たちが充実した地域生活を
営んでほしいとの思いから平成９
年に任意団体を設立し活動を開始。

○農地を有効に活用し、農村地域
の維持・活性化に貢献。

○障がいをもつ人たちの劣等意識
の解消と生きがいの創出。

耕作面積
（ｈａ）

製造した加工品の移動販売

全国選定地区

Ｂ

中山間地
域の発展
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６次産業化 地産地消 輸出

農業法人 有限会社 わくわく手づくりファーム川北

石川県

麦から手作りのビールが担う地域の活性化

所在地：石川県能美郡川北町字壱ツ屋１８３－３

連絡先 ： 076-277-8989
ＵＲＬ ：http://wkwkfarm.com/

石川県 川北町
かわきた

かわきたまち

麦秋（大麦ほ場）

金沢百万石ＢＥＥＲ

地元の農産物等が並ぶ産直物産館

地域の課題・活動のきっかけ 活動の効果

○休耕田等を活用して麦を生産し
地ビールを製造・販売、産直物産館
では地域の農産物等を販売。

○平成27年に東南アジアでの輸出
の拠点としてシンガポールにアンテ
ナショップを開設、平成29年に北米
にオリジナルビールの輸出を開始。

活動の内容

○「ご当地ビール」として観光客へ
販売し、売上や知名度が向上。

○地元農産物使用量が増加、新規
採用等雇用が拡大。

今後の展開

○首都圏での販路拡大、北米や東
南アジアへの輸出促進を図る。

0

5,000

10,000

15,000

H24 H25 H26 H27 H28

○美しい農村風景を残したいとの
思いから、農業による地域おこしを
考え、平成10年に法人を設立し新
しい地場産業を創出。

ビール販売
額（万円）

全国選定地区
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「食」の
提供・活用

６次産業化 地域活性

農業生産法人 株式会社スギヨファーム

石川県

里山レストラン＆地元イベントで町おこし！

【本社】所在地：石川県七尾市西三階町１０－４－１ 連絡先 ： 0767-54-0831

【レストラン】所在地：石川県羽咋郡志賀町香能ろ64 連絡先 ： 0767-42-2617

ＵＲＬ（本社） ：http://sugiyofarm.jp
ＵＲＬ（レストラン） ：https://farmers-restaurant-kanounooka.jimdo.com/

石川県 七尾市
な な お し

親子サツマイモ収穫体験及び
ビュッフェランチ

レストランの外観

地域の課題・活動のきっかけ 活動の効果

○自社野菜のほか能登の食材にこ
だわったランチビュッフェレストラン
を展開。

○食事の前後に収穫体験を実施す
る「農育」の実施、シェフによる料理
教室、地元のヨガの先生とコラボし
たヨガ＆ランチ等のイベントを実施。

活動の内容

○地元の人を先生やイベントの主
役にすることで、地元に関係するお
客様が増加し、志賀町が活気づい
てきている。

今後の展開

○体験農場や料理教室を通じて、
中高生、大学生、インバウンドを受
け入れ、志賀町を活性化させていく。
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○志賀町町営の観光農場の指定管
理者として、町を活性化させるには、
人との交流が必須と考え、農場の一
部を改修し、レストランをオープン。

レストラン
来客数（人）

H28

Ｄ

料理教室＆ランチ

食事の様子

全国選定地区
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６次産業化 地産地消 医療・福祉６次産業化 地産地消 医療・福祉

特定非営利活動法人 ピアファーム
イキイキと働く 癒やしの果樹園でおもてなし

所在地：福井県あわら市二面45-19-1

連絡先 ： 0776-77-2930
ＵＲＬ ：http://peerfarm.jp/

福井県 あわら市

福井県

メンバーによる梨の収穫作業

耕作放棄地の開墾作業

好評の「ナシジュース」

Ｅ

地域の課題・活動のきっかけ 活動の効果

○耕作放棄地や廃園した梨園を、障
がい者の就労の場として、果樹を栽培。

○ジュース等への加工や観光ブドウ
園を開始し外国人旅行者も受け入れ。

〇直売所を開設し、生産した農産物や
加工品、契約農家の農産物も販売。

活動の内容

今後の展開

〇地域農業の担い手として、梨産
地の継承、農業の観光化、地産外
商を推進していきたい。
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○平成19年当時、梨園の廃園を目
の当たりにする中で、障がい者が
活き活きと働く農場をイメージし活
動を開始。

○障がい者の働く場の確保と工賃
の向上が図れた。

〇農産物の販売を通じて、商店街
の賑わいに貢献できた。

農産物及び
直売所販売
額（億円）

全国選定地区

19


	b01特定非営利活動法人　南魚沼もてなしの郷
	b02愛和報恩会6
	b03手づくりファーム川北３
	b04スギヨファーム
	b05特定非営利活動法人　ピアファーム



