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1 新潟県 新潟市
特定非営利活動法人
いわむろや

小さな温泉の大きな一歩！連
携で変える未来

https://www.iwamuro
ya.com/

新潟市の岩室温泉における、農業と観光の連携した地域づく
り事業。チームビルディングの成果が出始めている

2 新潟県 新潟市
根岸地区保全会広域
協定

地域でつくる豊かなふるさと
025-362-6135（根岸
地域生活センター）

農村集落の高齢化や混住化が進行する中、地域の一体感を
醸成するため小学校との連携や住民との交流会を実践

3 新潟県 新潟市
ECHIGO棚田サポー
ター

棚田応援団「ECHIGO棚田サ
ポーター」

http://www.pref.niiga
ta.lg.jp/nosonkankyo
/ETS.html

棚田保全活動ボランティア組織として田植、稲刈、草刈、収穫
祭等の活動による交流を通じ地域活性化に繋げる

4 新潟県 長岡市
農事組合法人よこさ
わ

若手が担うこれからの農業
http://www.yokosaw
a-jau.com/

若手とベテランが取り組む有機ＪＡＳ認証コシヒカリの生産と販
売。

5 新潟県 長岡市
求草集落活性化推進
事業実行委員会

非定住化人口がつなぐ都市と
農村

090-7957-0313
（ショートメール利用
可）

集落存続の危機を回避するため、「非定住化人口」をキーワー
ドに集落の活性化事業に取組む実践例

6 新潟県 長岡市 山古志闘牛会
千年続く郷土の誇り、山古志の
牛の角突き

0258-59-2343(長岡
市山古志支所産業建
設課)

古志地域に伝わる、牛の角突きの伝統を継承、発展させるた
めに活動している団体です。

7 新潟県 長岡市
ながおか農challeプロ
ジェクト実行委員会

若手の斬新なアイデアで農を
盛り上げろっ！

http://bakubaku3.co
m/edamamefesta/

若手農家、農協、行政、若者が力を合わせて「長岡の農産物」
の認知度を高めるユニークなイベントを実施。

8 新潟県 柏崎市
農事組合法人矢田営
農組合

明るく、楽しく、一歩先行く営農
組合

http://yata-
eino.com/

農地の現状維持が課題となっていたため、国営ダム事業を
きっかけに話合いに入り任意組織を経て法人設立

9 新潟県 柏崎市 荻ノ島地域協議会
“じょんのびできる”茅葺き集落
荻ノ島

https://www.faceboo
k.com/oginoshima

茅葺き宿の運営等を手始めに、環状集落や茅葺民家、棚田
の景観保全及び農福連携、移住・定住を促進

10 新潟県 柏崎市
シルバーふれあいサ
ロンやまゆり

１３６人のボランティアが運営す
る直売所

https://www.faceboo
k.com/daisukiyamayu
ri/

全国でも珍しい136人のボランティアが運営する直売所。体験
型農場と連携した、高年齢者の活躍の場。

11 新潟県 柏崎市 市野新田資源保全会
小規模・高齢化集落も交付金
で元気だよー。

090-6450-0069
農業・農村支援の交付金を活用して複数の小規模・高齢化集
落が一体となって農地と生活環境を保全している。

12 新潟県
小千谷

市
株式会社Ｍｔ．ファー
ムわかとち

過疎の山村から元気な幸せづ
くり

https://wakatochi.th
ebase.in/

地域振興団体を立上げ村の将来ビジョンを描く住民参加で実
践プランを実行稼げるシステム作りに会社を設立

13 新潟県
十日町

市
特定非営利活動法人
地域おこし

脱！限界集落、震災復興から
の復活

http://iketani.org/ 中越地震を機に地域おこしに取り組み、廃村の危機から移住
者を迎え入れ限界集落を脱却しました。

14 新潟県
十日町

市
田毎の月を守る会

田毎の月観月会で棚田を守り
集落を元気に！

025-752-4400
田植え時期の満月が棚田を移動しながら映る「田毎の月」観
月会を毎年実施。

15 新潟県
十日町

市
川西土地改良区 土地改良区から未来のために

http://echigo-
kawanishi.com/

小学校の総合学習や地域行事に参加し、移動式ジオラマ等を
使用して森林保護活動や農業用施設の役割を啓蒙。

16 新潟県
糸魚川

市
上越漁業協同組合

若手の力で漁獲から加工まで
の一貫体制構築

https://www.faceboo
k.com/joetsu.gyokyo
u

若手漁師が主体的に関わり、組合の漁獲から加工までの一
貫体制を構築。

17 新潟県
糸魚川

市
フェルエッグ

オリジナル卵ピュアエッグの絶
品スイーツ！

025-550-6680
オリジナル卵ピュアエッグを使い、スイーツをはじめ、マヨネー
ズなどの加工品、卵の直売を行っています。

18 新潟県 上越市
上越市中山間地域元
気な農業づくり推進協
議会

庭先集荷で地域を元気に！
025-526-5111（上越
市役所）

農産物等庭先集荷サービス事業によって、中山間地域の農業
所得向上、高齢農業者の活躍を図る。

19 新潟県 上越市 月影の郷運営委員会
大学生と協働による廃校再生
プロジェクト

http://www.tsukikage
.net/

地域の有志により委員会として発足、閉校小学校を再活用し
た宿泊体験交流施設を運営し地域を活性化

※応募地区のうち掲載希望地区を掲載。  

※

※

※

※

は、過年度に北陸農政局選定を受けた地区。（46農事組合法人なたうちは釶打ふるさとづくり協議会として、69小浜宮川土地改良区は一般社団法人宮
川グリーンネットワークとして、71ＮＰＯ法人まちづくりのむきの会はのむき風の郷として選定済）

は、今回の北陸農政局特別賞

は、今回の北陸農政局選定地区

は、今回の全国選定地区

平成30年度「ディスカバー農山漁村（むら）の宝」応募地区の概要　
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20 新潟県
上越市

他
越後田舎体験推進協
議会

越後の田舎の暮らしで、交流と
学びの旅を。

http://www.echigo-
inakataiken.jp/

宿泊施設、地域住民、行政が協力して、学校団体を中心に受
入を開始し、年間40団体ほどの学校団体等を受入れている。

21 新潟県 上越市 関川水系土地改良区 水・土・里を　未来へ
https://www.sekikaw
asuikei.com/

農業に関するPR活動

22 新潟県 上越市
金谷北地区農村元気
会

古道とイノシシ被害を生かして
農村を再生！

ikarashi@y7.dion.ne.jp
古道を修復し「春日山古道散策マップ」を作成した。イノシシ被
害軽減のため捕獲し、楽しむ会を行っている。

23 新潟県 上越市
川谷もよりの将来をみ
んなで考える会

百姓が百人百年先も笑って暮
らせる村づくり

http://web-
kwt.wixsite.com/moy
ori

旧小学校区４集落が一つの組織として平成25年に設立。移住
定住促進や支え合う仕組み作りに取り組む。

24 新潟県 上越市 吉川土地改良区
土地改良区と大学との連携に
よる地域活性化

025-548-2808 持続的な農業展開のための基盤整備の実施や、大学へフィー
ルドを提供、連携することによる地域活性化

25 新潟県 上越市
頸城地区学校給食地
場野菜クラブ

子供たちに地場産野菜と食育
を !!

j.keihoku.einouc@ja-
ej.com

学校給食食材として地場産野菜の供給と食育を通しての農業
体験

26 新潟県 佐渡市 ＮＰＯ法人立野福祉会
～お互い様の精神でそれぞれ
が活性化～

0259-67-7774（チャ
レンジド立野）

地域と一体となり、農業を通して障がい者の自立を支援し、地
域の活性化を目指す。

27 新潟県 佐渡市
朱鷺と暮らす郷づくり
推進協議会

トキと共生する佐渡の里山のた
めに

0259-63-5117（佐渡
市農業政策課）

朱鷺と暮らす郷づくり認証制度を推進し、トキの餌場となる田
んぼの生態系の再生を目指す。

28 新潟県 魚沼市
特定非営利法人笑顔
の里

当地域の山菜は日本一美味し
い！

http://park17.wakwa
k.com/~egaonosato/

高齢者に山菜を採って貰い作った野菜を買取り都会に販売。
山菜野菜の加工品製造販売。安否確認

29 新潟県 湯沢町
越後湯沢交流事業推
進協議会

「農」と共存するライフスタイル
を探そう！

http://earthlore.jp/ 観光拠点整備に係る体験プログラムの策定や企業研修の誘
致、企業連携等と半農半〇のライフスタイルの提案

30 新潟県 津南町
三箇地区都市との交
流を進める会

都会の人に第二のふるさとを
http://www.sanga-
tsunan.com

旧小学校を拠点とし、都会の子どもたちから地域の行事など
に参加をしてもらい地域の活性化を図っている。

31 富山県 富山市
特定非営利活動法人
グリーンツーリズムと
やま

活性化の源「交流の種」を農山
漁村に仕掛る

http://gt-
toyama.net/

県指定・交流地域活性化センターとして県内の都市農村交流
支援の他、発展途上国の農村振興・人材育成に貢献

32 富山県 富山市
社会福祉法人　フォー
レスト八尾会

桑畑を再生！６次化でめざせ
地域ブランド！

http://www.cty8.com
/forest/

八尾町はかつて養蚕で栄えたことから、休耕田を桑畑に再生
し、桑の葉の6次産業化・農福連携を行う

33 富山県 富山市 小羽地区自治振興会
小さなつながりから夢のある未
来を！

http://small.gr.jp/
中山間地の地域活性化を図るべく、豊かな里山の特色を活か
した活動に取り組んできた。

34 富山県 富山市
有限会社　ファーム・
ファーム

地域を巻き込みファン化する！
http://www.farmfirm.
com/

高齢化で弱体化する農村地区に待ったをかけるべく、町内外
問わず人を巻き込み活性化する！

35 富山県 富山市
呉羽射水山ろく用水
土地改良区

豊かな水と大地を育む地域家
族の土地改良区

http://www.tym-
midori.net/imizusanro
ku/

施設の多面的利用や教育機関との連携および地域農業の活
性化

36 富山県 魚津市 小菅沼・ヤギの杜
みどりの風が吹く小菅沼・ヤギ
の杜

http://www.yaginomo
ri.com/

復活再生した棚田を利用してスローライフ・スローフードを体験
できる場として活性化に取組む

37 富山県 魚津市 坪野集落
生物多様性の保全と新たな担
い手の確保育成

－
中山間地域等直接支払制度等を活用して、鳥獣被害防止対
策、草餅等の加工販売、農地の保全に取り組む

38 富山県
小矢部

市
北蟹谷地域活性化協
議会

みんなで創りだす「きたかんだ
の元気!」

https://kitakanda.aru
nke.biz/

自治会等が連携し農産物の販売拡充、カフェ・居酒屋等の交
流の場作りや空家への移住促進に取り組んでいる

39 富山県 南砺市
南砺市商工会利賀村
支部

いま、利賀だから感じる緑と水
と人の恵み

http://www.shokoren
-toyama.or.jp/~toga/

山村の食や自然体験の魅力発信により、都市住民を呼び込
み、過疎地域の観光振興、元気づくりを図っている。

40 富山県 射水市 射水平野土地改良区 射水郷の語り部「イクリの里」
http://imizuheiya.eco
.coocan.jp/

かつて水郷と呼ばれた射水平野を乾田化へ導いた先人たち
の苦労と歴史を未来へ継承する

41 富山県 立山町
常願寺川沿岸用水土
地改良区連合

常願寺川の用水を守り、育み、
次世代へ‼

http://www.tym-
midori.net/jyouganji-
rengou/

頭首工等の取水施設の適切な操作管理による用水確保。施
設見学者や地域へ用水の歴史や大切さ等を情報発信。
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42 富山県 入善町 みな穂農協青壮年部
～　結いの精神を新たな世代
へ・町の力に　～

0765-74-2440
有害鳥獣対策から始めて、人気のある加工品を作る、しんど
いだけでなく楽しい農業活動を地域の方々と育んでいく。

43 富山県 朝日町
農事組合法人食彩あ
さひ

朝日の「食」は、私達におまか
せ！

http://www.ohukuron
oaji.com/

平成１６年に農村女性が法人組織を設立、朝日町の郷土食を
メインに伝承活動、加工品販売で人や地域を活性化

44 石川県 金沢市
特定非営利活動法人
くくのち

限界なんてない！マチオモイな
人がいる限り

http://www.kukunoc
hi.or.jp/

多様な人材が地域に関わり、住民が主体となって地域資源を
活用し、農村と都市のヒトとモノを循環させる活動

45 石川県 金沢市
特定非営利活動法人
施無畏

いちごハウスと野菜古民家～
実家はじめます

ajichi@mbr.nifty.com
野菜古民家という加工所・直売所・カフェを整備し、地域住民
が利用できる情報発信の拠点にもしたい。

46 石川県 七尾市
農事組合法人なたう
ち

一声、一汗、みんなで築こう豊
かなふるさと

http://natauchi.com/
担い手法人に地区80％以上の農地を農地中間管理機構経由
で利用権設定、営農経営、体験・交流活動を実施

47 石川県 小松市
公益社団法人小松市
シルバー人材センター

いつまでも元気なグランマたち
http://webc.sjc.ne.jp
/komatsu-sc/index

食育レストランによる女性シニアの活躍と生きがいづくり。地
域食材を活用した地域活性化の取り組み。

48 石川県 小松市
里山自然学校こまつ
滝ヶ原　里山食堂

里山の食を通じた町おこし！
http://satoyama-
komatsu.com/

地物農産物を活用し、里山の食の『安全・安心・おいしさ』を伝
えるとともに、町おこしを図っている。

49 石川県 珠洲市 株式会社　のろし
大豆が繋ぐ、人と地域の活性
化プロジェクト

http://noroshi.co.jp/
地元住民が設立した株式会社のろしが、地豆加工で雇用の創
出や移住・定住など、地域の「元気」創出を担う。

50 石川県 羽咋市 合同会社のとしし団
ごっつぉ　まいぞぉ　のとしし大
作戦

http://notoshishi.co
m/

田畑を守るため捕獲したイノシシを、廃棄するのではなく貴重
な資源として活用。

51 石川県 羽咋市
邑知潟水土里ネット
ワーク

地域住民との農村協働力
http://noutimizu.outi
gata.or.jp/

５８集落の住民を中心に、ＮＰＯ法人など各種団体と地域資源
の保護活動を行っている。

52 石川県 羽咋市 菅池集落
棚田と６次産業化で就農に魅
力ある集落へ

－
自然栽培による高付加価値の棚田米生産と地域農産物の加
工・販売・都市農村交流、鳥獣被害防止に取組む

53 石川県 羽咋市
社会福祉法人弘和会
「地域支え愛　村とも」

自然栽培で農福連携～地域み
んなで支え愛～

http://www.swkouwa.
com

障害者が自然栽培を行う農福連携の取組みの中で、耕作放
棄地の解消や地域福祉の向上を目指しています。

54 石川県 白山市
手取川七ヶ用水土地
改良区

幕末の農業用水の巨人を次世
代に語り継ぐ！

http://www.shichika.
or.jp/

穀倉地帯である手取川扇状地を潤す、七ケ用水の礎を築いた
幕末の巨人「枝権兵衛」の功績を次世代に伝承

55 石川県 白山市 白峰林泊推進協議会
出作り×林業×農泊＝白峰ら
しい未来

090-5685-7312
白峰地域における地域資源の活用と滞在型観光の推進を関
係団体の横断的な連携により実現していく。

56 石川県 津幡町
河北潟干拓土地改良
区

「夏、干拓地に広がる笑顔とひ
まわり」

http://www.k-
kantaku.com/

石川県を代表する農業生産地である河北潟干拓地にひまわり
村を開設、22年間で約34万人が訪れるイベント

57 石川県 津幡町
河合谷ふるさとづくり
協議会

地元食材で安心・安全・元気や
まもり！

076-287-1001
即売所にて地元の農産物の販売やその食材を使った加工品
を製造販売し、地域の振興のため活動している。

58 石川県 内灘町 おいＣまち内灘 ふたたび輝く「砂丘の真珠」 090-9448-2303
地域の有志により“おいＣまち内灘”を発足、らっきょうの再特
産化を進め、地域の所得向上等に取り組む

59 石川県 内灘町 西荒屋営農促進会
おもちのように長～く、愛された
い！！

http://www.uchinada
mochi.com/

内灘砂丘地の農産物で、町の特産品として昔ながらの「ピー
ナッツ餅」を加工・販売で地域の活性化

60 石川県 志賀町 合同会社　菜夢来
能登のあんぽ柿「KOHAKU」が
世界発信

http://www.samurai-
korogaki.com/

能登半島は，福島県と同緯度帯で共に干し柿の産地である。
輸出を基盤として，地域の活性化を目指す

61 石川県 志賀町 株式会社ゆめうらら N-project
http://www.yumeurar
a.co.jp/

耕作放棄地を復田し、水稲農家と酒蔵が連携した有機栽培米
と日本酒造りで、能登の農業を守っていく。

62 石川県
宝達志
水町

宝達葛友の会
伝統的な特産品「宝達葛」の継
承に向けて

0867-29-8240（宝達
志水町農林水産課）

葛作りを映像に残したり、地元児童に体験してもらったりして、
志を継ぐ人の育成に力を入れている。

63 福井県 福井市
一般社団法人伊自良
の里振興協会

心と体をリフレッシュ！いやし
の里づくり

http://www.mitene.or
.jp/~ijira/

地域住民が主体となっての温泉の運営、また、自然エネル
ギーの活用などによる地域活性化を行っている。

64 福井県 福井市
特定非営利活動法人
自然体験共学セン
ター

廃校を拠点に、地域に根づい
た自然学校

http://www.kyougaku
.com/

地域外出身者が、福井市上味見地区にある廃校を拠点に、子
ども対象の自然体験活動を地域に根づきながら実施
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65 福井県 福井市
足羽川堰堤土地改良
区連合

未来へ繋げ「足羽川用水」
http://www.asuwaren
gou.ne.jp/

世界かんがい施設遺産「足羽川用水」をめぐるウォーキング大
会

66 福井県 福井市 福井市蔵作 水害のあと畑作で地域活性化
tsukumo.shimizu@doc
omo.ne.jp

地元住民を楽しませることが地域活性化につながるとの思い
から農業に関連した様々な取組みを行っている

67 福井県 小浜市 たがらす我袖倶楽部
日本唯一、伝承「へしこなれず
し」を全国に

http://wagasode.com
/

地域の有志により発足、棚田キャンドルやフォトコンテスト等を
開催、「へしこなれずし」を継承

68 福井県 小浜市
小浜市阿納体験民宿
組合

「いただきます」を未来のこども
たちへ！

0770-54-3610
「釣って・捌いて・食べる」を一体的に体験できる「ブルーパー
ク阿納」で、全国から教育旅行を受入れ。

69 福井県 小浜市 小浜宮川土地改良区
若狭のまほろば美弥加和を目
指し体制を整備

0770-57-2020
多面的機能支払に農業者以外を巻き込んだ取組を展開。景
観形成から地域ブランドが生まれ観光誘致に成功。

70 福井県 小浜市 あばん亭
知らない間に6次産業　あばん
達の奮戦記

0770-57-1039
お弁当屋さんの経験もない、あばん達が宅配弁当屋をはじめ
農家レストランを併設し　10年を迎えました。

71 福井県 勝山市
ＮＰＯ法人　まちづくり
のむきの会

えごまの郷に風がふく。 0779-64-5810
のむき風の郷は、むらの風土や地域性と町民の力で育てたエ
ゴマを中心に山菜、加工品等を販売しています

72 福井県 勝山市 谷の山を愛する会
古の穀物「シコクビエ」を復活で
地域も復活

0779-88-1111（勝山
市役所）

昭和２０年代までは栽培されてきた「シコクビエ」復活に取り組
んで、地域集落も復活させよう。

73 福井県 勝山市 小原ECOプロジェクト
再生古民家を拠点とした農泊
による地域再生

https://www.ohara-
eco.com/

森林の管理・保全は地域再生と一体的に取り組んでいます。

74 福井県
あわら

市

坂井北部土地改良区
（水土里ネット坂井北
部）

誰かこの畑借りて、何か作って
や！大作戦

－
耕作放棄された農地を再生させ､園児達の農業体験を行い､
担い手へとバトンパスする活動

75 福井県
あわら

市
農事組合法人轟木新
田クリエイト

自然と調和する農業組織を創
り上げる

0776-77-1660
２集落１農場で食の安全・安心をモットーに自然と調和する生
産組織を築き上げることを目的としています。

76 福井県
越前市
ほか

越前市飼料活用推進
協議会

地域内で飼料用米と家畜糞の
資源循環農業

0778-22-2222（越前
たけふ農協営農販売
課）

地域内で、飼料用米の家畜への給餌及び家畜糞の土壌への
還元を行い、資源循環型農業と経営の発展を目指す。

77 福井県 越前市
坂口地区うららの町づ
くり振興会

コウノトリが舞い降りるいきいき
里山づくり

0778-28-1123（越前
市エコビレッジ交流セ
ンター）

「にほんの里100選」にも選ばれた地区の自然環境を活かし、
人も生きものも元気で持続可能な地域づくり。

78 福井県 坂井市
農事組合法人　上江
ファーム

幻の酒米「九頭竜」復活！地域
起しの起爆剤

http://uae-farm.jp/ パイプライン化による冷水供給で酒米「九頭竜」を復活させ銘
柄登録に取組み、豆乳石鹸も開発販売開始した

79 福井県 坂井市
下兵庫むらづくり委員
会

～ 地域の資源を子や孫へ引き
継ごう ～

－
平成19年度に地区住民が一体となって「下兵庫むらづくり委員
会」を設立

80 福井県 坂井市
磯部地区まちづくり協
議会

ホタルの舞う水辺の里づくりを
めざして

0776-66-7430（磯部
コミュニティセンター）

農業用水のパイプライン化に伴うビオトープ造成とホタル観察
会等の地域団体の協働取組み

81 福井県 坂井市
九頭竜川鳴鹿土地改
良区

未来を潤す　九頭竜川の清流
（千年用水）

－
農業用水(開水路)のパイプライン化により、農業用水の持つ
歴史や機能と役割の伝承のため様々な取組を展開

82 福井県 坂井市
福井エコヴィレッジ研
究会

農村集落にコーポラティブのエ
コヴィレッジ

http://www.kamishinj
o-ecovillage.com/

少子高齢化の進む地方農村集落に、コーポラティブ方式でエ
コヴィレッジをつくり、移住・定住を促進した。

83 福井県 美浜町
ふくい食ブランド推進
株式会社

美浜町に伝わる熟成技術を
使ったブランド化

http://fukuishoku.co.j
p/

漁師町美浜町で獲れる新鮮魚を、美浜町に古来より伝わる熟
成技術や伝統神事の参拝物を改良し、新商品を開発

84 福井県 若狭町 熊川葛振興会
日本３大葛　熊川葛の復興に
向けて

0770‐62‐1237
戦後途絶えていた熊川葛の生産を復活させ、地域の特産品と
して知名度を向上させ、取組を拡大しています。

85 福井県 若狭町
山内かぶらちゃんの
会

ひとつぶの種を守って　生きが
いづくり

0770-64-1497
消えかけていた伝統野菜の山内かぶらを、次世代に伝え、地
産地消や食育に活用することで地域の活性化を図る
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