
～がんばっています！ 身近なところで 元気なムラの取組 !!～

む ら

平成30年３月

北陸農政局 農村振興部

平成29年度



む ら

北陸農政局「ディスカバー農山漁村の宝」とは

選定地区と局幹部との記念撮影

「ディスカバー農山漁村の宝」とは、「強い農林水産業」、「美しく活力ある農山漁村」の実現のた
め、農山漁村の有するポテンシャルを引き出すことにより地域の活性化、所得向上に取り組んで
いる優良な事例を選定し、全国に広く発信しているものです。
全国で選定された地区以外にあっても、北陸農政局管内には数多くの優良な事例があることか
ら、地域の活性化、所得向上等の取組や、農村振興の重点施策である都市農村交流等に取り組
んでいる優良な事例を「北陸農政局『ディスカバー農山漁村の宝』」として選定し、広く発信すること
により他地域への横展開を図るものです。

選定の対象は、内閣官房及び農林水産省が実施した募集において北陸農政局管内から応募の
あった131地区のうち、全国選定５地区と過年度の北陸農政局選定19地区を除いた107地区としま
した。
選定に当たっては、局内に設置した「選定審査委員会」が「優良事例選定要領」に基づいて厳正
な審査を行い、14地区を優良事例として選定しました。

選定の対象及び選定方法

選定証授与式及び意見交換会

平成29年12月12日、金沢広坂合同庁舎において、選定証授与式を開催しました。
選定証授与式では、印藤農政局長から選定地区の代表者へ選定証を授与しました。

その後、会場を移し、授与式に出席された全国選定地区と北陸農政局選定地区の代表者と局
内関係者が意見交換を行いました。

意見交換会

選定審査委員会 委員長
印藤久喜 北陸農政局長挨拶

選定証授与 意見交換の様子



平成29年度

北陸農政局「ディスカバー農山漁村の宝」

選定14地区と全国選定５地区

む ら
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凡例 ： 北陸農政局選定地区

： 全国選定地区

荻ノ島地域協議会

① 新潟県 柏崎市
Ｐ１

邑知潟水土里ネットワーク

⑧ 石川県 羽咋市、
宝達志水町、中能登町 Ｐ８

農事組合法人 矢田営農組合

② 新潟県 柏崎市
Ｐ２

一般社団法人 白山ふもと会

⑨ 石川県 白山市
Ｐ９

ＮＰＯ法人 越後妻有里山協働機構

③ 新潟県 十日町市
Ｐ３

株式会社 ＯｋｕｒｕＳｋｙ

⑩ 石川県 穴水町
Ｐ１０

特定非営利活動法人 地域おこし

④ 新潟県 十日町市
Ｐ４

一般社団法人
宮川グリーンネットワーク

⑪ 福井県 小浜市
Ｐ１１

わたはじめプロジェクト

⑤ 富山県 魚津市
Ｐ５

農地所有適格法人
有限会社あわら農楽ファーム

⑫ 福井県 あわら市
Ｐ１２

北蟹谷地域活性化協議会

⑥ 富山県 小矢部市
Ｐ６

エコグリーンツーリズム
水の里しらやま

⑬ 福井県 越前市
Ｐ１３

農事組合法人 食彩あさひ

⑦ 富山県 朝日町
Ｐ７

農事組合法人 上江ファーム

⑭ 福井県 坂井市
Ｐ１４

特定非営利活動法人
南魚沼もてなしの郷

Ⓐ 新潟県 南魚沼市

特定非営利活動法人 愛和報恩会

Ⓑ 富山県 富山市

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 川北町

農業生産法人
株式会社スギヨファーム

Ⓓ 石川県 七尾市

特定非営利活動法人 ピアファーム

Ⓔ 福井県 あわら市

１２

１１

１３

１４

Ｄ

Ｐ１５

Ｐ１６

Ｐ１７

Ｐ１８

Ｐ１９



農泊 医療・福祉 定住・移住

① 荻ノ島地域協議会

新潟県

“じょんのびできる”茅葺き集落荻ノ島

地域の課題・活動のきっかけ 活動の効果

所在地：新潟県柏崎市高柳町荻ノ島1053番地1

連絡先 ： 0257-41-3290
ＵＲＬ ：https://www.facebook.com/oginoshima

○茅葺の宿開始後20年が経過し、
人口減少や高齢化等の課題に対
応し共に支え合うため、平成22年
に地域協議会を設立。

○平成28年から社会福祉法人との
相互訪問を開始し、農家と障がい
者が連携し支え合う体制を構築。

○大学生を受け入れ、フィールド
ワークや草刈り等の農地維持活動
を共同で実施。

〇インターンシップを受け入れ、移
住・定住を推進。

新潟県 柏崎市
かしわざきし

社会福祉法人との交流の様子

活動の内容

○交流人口、移住・定住人口、宿・
農産物の販売額が増加。

今後の展開

○大学との協働で設立する「（株）
荻ノ島クラシック」により、空き家を
改修して農泊事業に取り組む。
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「秋祭り」を準備する様子

宿・農産物販
売額（千円）

お ぎ の し ま

“じょんのびできる” 宿と集落・水田
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インバウンド
子ども

（教育・体験）
地産地消

② 農事組合法人 矢田営農組合

新潟県

新潟と世界と未来を『繋ぐ』米作り

地域の課題・活動のきっかけ 活動の効果

所在地：新潟県柏崎市矢田184番地

連絡先 ：0257-35-7555
ＵＲＬ ：http://yata-eino.com/

○平成19年に営農組合を設立し、
農作物の生産・加工・販売を行う一
方で、農業への理解促進のため農
作業体験等を実施。

○小学生に米や地元特産品のマコ
モタケの栽培体験、試食体験を実
施。

○酒造会社と連携し、19歳が米作
り・酒造りを体験し20歳で乾杯する
企画や、日本酒文化国際交流プロ
ジェクト「Niigata SAKE Lovers」で
外国人と米作り・酒造り体験を実施。

新潟県 柏崎市
かしわざきし

小学生の感謝状

活動の内容

○地元特産品の普及や新潟県の
魅力を世界へと繋げるきっかけと
なっている。

今後の展開

○今後は、柏崎市観光協会ともタッ
グを組み、『新潟と世界』を繋ぐ米作
り、酒造りを目指す。
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自然・景観 定住・移住 女性の活躍

③ ＮＰＯ法人 越後妻有里山協働機構

新潟県

おいしいお米とおもしろいアート ～農業×サッカー女子～

地域の課題・活動のきっかけ 活動の効果

所在地 ：新潟県十日町市松代3743-1
連絡先 ：025-595-6180
ＵＲＬ ：http://www.echigo-tsumari.jp/activity/tanada_owner

○棚田保全に取り組むＮＰＯ法人
を平成20年に立ち上げ、平成27年
に女子サッカー選手が棚田の担い
手となる「ＦＣ越後妻有」を設立。

○なでしこリーグ優勝を目指し監督、
トレーナー、選手２名が移住し、農
業機械を使いこなし農作業とサッ
カーに取り組んでいる。

○棚田保全活動では、棚田オーナ
の里親と農作業体験イベントを通じ
て地元農家等と交流を深めている。

新潟県 十日町市
とお か ま ち し

ＦＣ選手のサッカー風景

活動の内容

○農業の担い手不足とアマチュア
スポーツの職の確保の問題解決と、
棚田保全を図っている。

今後の展開

○今後も「ＦＣ越後妻有」の選手を
増員していき、他地域のモデルとな
ることを目指す。
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６次産業化 定住・移住 復興

④ 特定非営利活動法人 地域おこし

新潟県

限界集落脱却～震災復興からの軌跡～

地域の課題・活動のきっかけ 活動の効果

所在地：新潟県十日町市中条庚939‐2

連絡先 ：025-761-7009
ＵＲＬ ：http://iketani.org/

○中越大震災のボランティア派遣
を受け入れるため地域の有志によ
り立ち上げた組織を平成24年にＮ
ＰＯ法人化した。

○お米の直販や都市との交流活動、
移住促進の取り組みを実施。

○十日町市内外の地域おこし協力
隊のサポートやインターンシップ受
入・コーディネイト、他地域の地域お
こしの応援事業を実施。

新潟県 十日町市
とお か ま ち し

都市住民との体験交流

活動の内容

○平成21年には６世帯13名だった
集落の人口が移住者の受入や子供
の誕生により増加し、限界集落を脱
却した。

今後の展開

○地域での地に足のついた取り組
みを大切にしながら、他の地域への
支援を広げていく。

インターンシップ受入の様子お米の直販作業風景
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伝統・継承 地産地消

⑤ わたはじめプロジェクト
休耕田を解消し、和綿産業の復活を目指す。

活動の効果

所在地：富山県魚津市稗畠1681

連絡先 ：080-5076-2086(稗苗)
ＵＲＬ ：http://wata-hajime.jp/

富山県 魚津市
う お づ し

富山県

小学校の和綿の授業

苗植え会の様子

地域の課題・活動のきっかけ

○休耕田20アールに綿花を栽培し
現在２期目。

〇綿花収穫祭などのイベント、収穫
体験等の和綿に関する体験を実施。

〇和綿の苗など綿花を植えるため
の商品や和綿を利用した枕などの
商品開発を企画。

活動の内容

今後の展開

○和綿の特徴を活かした商品開発
を続けるとともに、日本人に和綿の
よさを再認識してもらうよう取り組む。

衣の地産地消を目指すため、和綿
を生産する人、加工する人、広める
人の3人が集まって、平成28年４月
にチームを結成した。

○綿は軽くて高齢者にやさしい作
物であり休耕田等での新しい作物
となっている。服が農産物から作ら
れることを学んでいる。

高齢者
の活躍
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地産地消 定住・移住

⑥ 北蟹谷地域活性化協議会
みんなで創り出す「きたかんだの元気！」

活動の効果

所在地：富山県小矢部市末友２７番地

連絡先 ： 0766-69-8321
ＵＲＬ ：https://kitakanda.arunke.biz/

富山県 小矢部市
お や べ し

富山県

「北酒場」地域住民の夜のコミュニティの場

ヤーコン栽培

地域の課題・活動のきっかけ

○平成27年度から農産物直売所「北
かんだの郷」の営業日数を拡充。

〇平成28年度から「かんだヤーコン同
好会」によりヤーコン栽培等を開始。

〇「かんだカフェ」や居酒屋「北酒場」
を設置。

〇移住促進のため、空き家調査を実
施し市へ情報を提供。

活動の内容

今後の展開

○地区内外の住民の交流により、
持続的かつ活力ある地域づくりに
取り組む。

〇平成27年度に元気なふるさとを
創ろうと、地域の自治会・各種団体
が連携する協議会を設立。

○農産物の売上げの増加や、地域
コミュニティを再生し地域が活性化。

〇空き家情報を活用し５人が移住。

「きたかんだの郷」 新鮮な地域農産物等の販売

地域コミュニ
ティ再生

農産物直売所
売上額（千円）

き た か ん だ
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伝統・継承 地産地消

⑦ 農事組合法人 食彩あさひ
朝日の「食」 は、私達におまかせ！

活動の効果

所在地：富山県下新川郡朝日町山崎296

連絡先 ： 0765-82-1093
ＵＲＬ ：http://www.ohukuronoaji.com/

富山県 朝日町
あさひ ま ち

富山県

地域の課題・活動のきっかけ

○伝統料理の継承と時代に即した
商品開発を行い直売所・道の駅等
で販売。

〇「お夕飯市」や「ランチバイキング」
等を開始し、地区内の高齢者、主婦、
若者など多様な人達が来館。

〇県内外の子供達に郷土の伝統食
「みそかんぱ」等の体験学習を実施。

活動の内容

今後の展開

○若手会員の充実を図り、伝統の
味を守りながらも若い発想を活かし
た食の提案を行っていく。

〇町に要望していた加工施設建設
を契機として、平成16年に農村女
性有志により法人を立ち上げた。

○農村女性・高齢者の就業機会の
創出、所得向上に大きな役割を果
たしている。

女性の活躍

食彩弁当等の
注文数（個）

「お夕飯市」

小学生の「みそかんぱ」作り体験学習
食彩弁当（食材はほとんど地場産）

し ょ く さ い
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自然・景観
子ども

（教育・体験）
鳥獣被害
防止

⑧ 邑知潟水土里ネットワーク

石川県

地域住民との農村協働力

所在地：石川県羽咋市石野町へ２７番２
邑知潟土地改良区内

連絡先：0767-22-2020
ＵＲＬ ：http://noutimizu.outigata.or.jp/

石川県 羽咋市、宝達志水町、中能登町
は く い し

生き物調査の様子

住民総出での草刈り作業風景
イノシシ対策の電気柵

設置の様子

地域の課題・活動のきっかけ 活動の効果

○地域住民総出の草刈り等の維持
管理作業を実施。

〇環境教育として生き物調査、景
観形成として花の植栽を実施。

〇行政と連携して電気柵設置等の
鳥獣被害防止活動を実施。

活動の内容

○生き物調査によって水田の多面
的機能に対する子ども達の理解を
促進。

〇老人会や青年団等の団体との
交流が深まり地域が活性化。

今後の展開

○新たなリーダーを育成しつつ地
域活動の輪を一層広げていく。

お う ち が た み ど り

〇多面的機能の維持・発揮を図るた
め、平成19年に58集落および関係団
体と管理協定を締結しネットワークを
設立。
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ジビエ
鳥獣被害
防止

⑨ 一般社団法人 白山ふもと会

石川県

白山麓のジビエを、磨いて光る地域資源に

所在地：石川県白山市東二口卯１１７－１
連絡先：076-256-7088
ＵＲＬ ：http://fumotokai.sakura.ne.jp/

石川県 白山市
は く さ ん し

県内初の道の駅でのイノシシ肉の精肉販売

獣肉処理作業の様子 イノシシ肉を使った加工品（そぼろ味噌）

地域の課題・活動のきっかけ 活動の効果

○猟友会と協力し、捕獲された野生
獣を受け入れ、本会野生獣部会の
メンバーが解体処理を実施。

〇精肉販売のほか、肉そぼろ味噌
などの加工品を開発・販売。

〇白山商工会青年部と連携し各種
イベントに参加し野生獣肉のおいし
さを伝える活動を実施。

活動の内容

○市内の道の駅で県内初のイノシ
シ肉の精肉販売を開始。

〇後発地域の研修生を受入れ、県
内のジビエ利活用推進に貢献。

今後の展開

○ジビエの需要拡大を図りつつ人材
育成を行い、捕獲個体数を安定的に
確保し採算性の向上を図りたい。

は く さ ん

〇平成23年11月食肉処理業の許可
を取得し、石川県内では初となる野
生獣肉処理施設を開設。
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自然・景観 ６次産業化

⑩ 株式会社OkuruSky

石川県

所在地：石川県鳳珠郡穴水町字鹿波ハ１－１
連絡先：0768-56-1522
ＵＲＬ ：http://okurusky.jp/

石川県 穴水町
あなみずまち

子ども達の農業体験

醸造用ブドウ畑 ジャムなどの加工品

地域の課題・活動のきっかけ 活動の効果

○醸造用ブドウ栽培を柱とした農業
のほか、廃校を活用した宿泊交流
施設の運営により小中学生向けの
自然体験や農業体験等を実施。

〇自社農園の農産物を加工した自
社ブランドHITOTSUを製造・販売。

活動の内容

〇体験プログラムの実施により交
流人口が増加し、地域特産物の購
入や飲食、宿泊につながり地域に
貢献。

今後の展開

○平成27年にオープンしたワインカ
フェにより交流人口拡大につとめる。

お く る す か い

〇少子高齢化問題を解決し地域に
貢献するため、平成21年に株式会社
OkuruSkyに商号を変更し活動中。
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施設利用者数
（人）

地産地消

能登のブドウ畑から始まる「人・もの・地域」づくりへの挑戦！
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自然・景観
子ども

（教育・体験）

⑪ 一般社団法人 宮川グリーンネットワーク

福井県

所在地：福井県小浜市加茂第２号４番地の１
連絡先：0770-57-2020

福井県 小浜市
お ば ま し

田んぼの生き物調査の様子

観光バスが訪問する「ひまわり畑」 支援する農家レストラン「あばん亭」

地域の課題・活動のきっかけ 活動の効果

○除草作業等の農業サポートによ
る営利・営農部門の支援、ひまわり
の植栽による観光地化、小学生に
よる田んぼの生き物調査を実施。

〇地域の農家レストラン「あばん
亭」に弁当を発注するなど支援。

活動の内容

〇営利・営農部門と支えあう体制を
構築し、地域資源が保全されつつ、
営農活動が継続・強化されている。

今後の展開

○小浜市と協力し、空き家を活用し
た定住化に取り組んでいく。

みやがわ

〇農業経営の危機感から、営利・営
農部門として平成27年に（株）若狭
の恵が設立、公益部門として多面的
機能支払交付金の活動組織から平
成28年に同法人を設立。
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ひまわり畑来訪者
等の交流人口（人）

６次産業化

“みんなが社員、みんなが主役”
宮川地区を次世代へ継承するため「農地と農業をみんなで守る」
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子ども
（教育・体験）

雇用

⑫ 農地所有適格法人 有限会社 あわら農楽ファーム

福井県

所在地：福井県あわら市山室72-101
連絡先：0776-73-5955
ＵＲＬ ：http://www.awara-nougaku.jp/

福井県 あわら市

観光いちご園の様子

かきもちを乾燥するために丁寧に編んでいる様子 6次産業化「あんぽ柿」

地域の課題・活動のきっかけ 活動の効果

○水稲やマルセイユメロンを栽培す
るほか、観光いちご園の運営、柿製
品(あわせ柿、あんぽ柿)、米菓（か
きもち、揚げ玉）等を加工・販売。

〇平成25年に開設した就労継続支
援Ａ型事業所「（株）農楽里」の施設
外就労として、障がい者を雇用。

活動の内容

〇年間４千人来客する観光いちご園は、
あわら温泉宿など地域経済に貢献。

〇障がい者雇用数は平成25年から３
年間で倍増。

今後の展開

○地域の農地所有適格法人と連携
し、農産物の共同販売等に取り組む。

のうがく

〇障がい者と共に農業を営み地域
農業の担い手となるため、平成13年
に農業生産法人(農地所有適格法
人)を立ち上げた。
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障がい者
雇用者数（人）

６次産業化

農福連携で農業の担い手不足を解消し 地域農業に貢献
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農泊 自然・景観

⑬ エコグリーンツーリズム 水の里しらやま

福井県

所在地：福井県越前市安養寺町５－３
連絡先：0778-28-1119

福井県 越前市
え ちぜ ん し

ホタルカフェ：食事風景

エコグリーンツーリズムの様子

地域の課題・活動のきっかけ 活動の効果

○廃校になった小学校を拠点として、
「ほたるカフェ」を６月の土日に開催
し、アコースティックライブや地元食
材を利用した食事を提供。

〇ザリガニつりなどの自然体験を行
うエコグリーンツーリズムを実施。

活動の内容

〇「ほたるカフェ」を拠点とした各種
イベント開催により交流人口が増
加し、地域活性化と自立発展に繋
がる礎ができた。

今後の展開

○都市住民と通年的な交流を図る拠
点を整備し、子どもから高齢者が活き
活きと活躍する地域づくりを目指す。

みず の さ と

〇自然体験などができる農家民宿を
より多くの人に体感していただきたい
との思いから平成27年に設立。
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交流人口（人）

「食」の
提供・活用

ゆったり たっぷり 【しらやま時間】

ホタルカフェ：アコースティックライブ
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子ども
（教育・体験）

６次産業化

⑭ 農事組合法人 上江ファーム

福井県

所在地：福井県坂井市春江町藤鷲塚27-16-1
連絡先：0776-51-8584
ＵＲＬ ：http://uae-farm.jp/

福井県 坂井市
さ か い し

大豆の栽培

農業体験の様子
緑まめの豆乳

地域の課題・活動のきっかけ 活動の効果

○エコファーマーとして米や野菜な
どの安全安心な作物を栽培。

〇「上江の緑豆」を全国で唯一栽培
し豆乳・厚揚げなどに加工・販売。

〇農業体験により保育園児などへ
の食育活動に取り組む。

活動の内容

〇幼稚園児の種まきや収穫などの
農業体験により、次世代の若者に
農業への興味を持ってもらえるよう
になっている。

今後の展開

○「押し売り農業ではなく、認めても
らう農業が大事である。」との方針
の下、今後も取り組んでいく。

うあえ

〇農業用水のパイプライン化を契機
に、未来の子供たちのために美しい
自然を残していきたいという思いから
平成23年に法人を設立。
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農業体験者数
（人）

地産地消

福井県坂井平野の美しい自然のなかで減農薬の栽培に取り組む
～九頭竜川の冷たく綺麗な水での食育・６次産業化への取組みへ～
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「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。
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○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

Ｃ
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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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2,000

H27

○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
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平成29年度「ディスカバー農山漁村の宝」応募団体の概要　

県 市町村 団体名 キャッチフレーズ
ホームページアドレス

又は連絡先
取組の概要

1 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

2 新潟県 新潟市
有限会社ワイエスアグ

リプラント
田んぼの中の農園リゾート http://sola-terra.jp/

農業特区制度を活用し、農産物直売所・加工所・レストラン・観

光農園一体型施設「そら野テラス」をOPEN

3 新潟県 新潟市
特定非営利活動法人

いわむろや

温泉地発！観光直売所を中心

としたアグリコミュニティ・イノ

ベーション！～分野連携した未

来の地域づくり～

https://www.iwamuroya.

com/

2010年に新潟市の観光施設がオープン。地域資源である農業

を活かした仕掛けで、体験ツアーの実施。特に、これまで繋が

りが希薄であった農業と観光など、異分野でのクロスマッチン

グで地域を活性化。様々なコミュニティと活動が生まれてい

る。

4 新潟県 新潟市
ECHIGO棚田サポー

ター

棚田を守る応援団「ECHIGO棚

田サポーター」

http://www.pref.niigata.l

g.jp/nosonkankyo/ETS.h

tml

平成11年3月に棚田地域の方々と棚田保全活動に取り組むボ

ランティア組織として設立。田植えや稲刈り、水路の草刈りなど

のお手伝いの他、収穫祭など地域の行事に参加、交流を通じ

て地域の活性化に繋げている。

5 新潟県 長岡市
ＮＰＯ法人　中越防災

フロンティア

震災復興とともに進める地域づ

くり

http://c-bosai-

frontier.jp/

震災復興をきっかけに立ち上げた住民主体のNPOの活動に

よる、安心して暮らし続けられる元気な村づくりの推進

6 新潟県 長岡市
長岡大学權ゼミナー

ル
十分杯で長岡を盛り上げよう！ －

埋もれている地域資源として十分杯を再認識することで、長岡

を活性化させる。

7 新潟県 長岡市
農事組合法人　よこさ

わ

生き物と共存する田んぼへ「原

点回帰」

http://www.yokosawa-

jau.com/

小国町の環境保護と持続可能な農業のため、農薬不使用の

米づくり。

8 新潟県 柏崎市
シルバーふれあいサ

ロン「やまゆり」

農場と連携した買い物支援も

行う直売所

https://www.facebook.c

om/daisukiyamayuri/

130人のボランティアが運営、年間１千万円を売り上げる直売

所。農場で野菜作りのスキルアップ、買い物支援にも着手。

9 新潟県 柏崎市 南条地域資源保全会
地域資源の活用で活力ある郷

土づくり
0257-25-3460

平成19年度に農地・水・環境保全向上対策交付金を取り組む

活動組織として設立。農地や農業用施設の保全管理のほか、

地域資源を活用した活動を実施することで地域の活性化に繋

げている。

10 新潟県
小千谷

市

小千谷闘牛振興協議

会

間近で感じる迫力満点のぶつ

かり合い！

http://www.tsunotsuki.c

om/

昭和５３年に設立。県内外関係者との交流に積極的に取り組

むなど、牛の角突き習俗を永く継承する。

11 新潟県
小千谷

市

農プロデュース　リッ

ツ　さつまいも農カフェ

きらら

イモと人と農が輝く農プロ

デュース事業

http://blog.goo.ne.jp/rit

z5323
非農家から就農した経験を糧に｢農家の営業代理店｣「農作業

サポート」など農家と消費者を繋ぐ仕事へ挑戦

12 新潟県
十日町

市

十日町・津南ファー

マーズ　ちゃーはん

若手農家が切り拓く、農業×異

業種の力

https://chahan1.jimdo.c

om/

若手農家の仲間づくりの場をつくるとともに、農業と異業種を

かけあわせイベントや商品開発を実施。

13 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。ボランティアによる棚田の田植え・稲刈り、

草刈りもおこなう。

14 新潟県 見附市
見附市広域協定運営

委員会

農業者の減少に対応した農村

集落の広域化による多面的機

能の発揮

kouiki-

mitsuke@eagle.ocn.ne.jp

見附市内全農村集落をまとめ、広域活動組織（１市１組織）と

して日本型直接支払に取組む。

15 新潟県 村上市 朝日村まゆの花の会
お蚕様とまゆを知り尽くしたお

母さんたち！

http://www.mayuhana.c

om/

養蚕技術を残す為、まゆの新しい可能性を「まゆの花」に託し

て1986年からまゆを使って地域活性化に取り組む。

16 新潟県
糸魚川

市

株式会社　鉾・権現ジ

オの里

ジオの恵みを活かした地域活

性化
http://geosato.com/

「地域づくり協議会」の発足を契機に、平成２５年１１月に郷土

料理の「笹ずし」と手打ちそばをメインとした農家レストラン

「キッチンひだまり」を開設、地元食材を使った弁当、惣菜、漬

物の製造販売。ゼンマイの生産、加工販売。

17 新潟県
糸魚川

市
高倉地区資源保存会

世代を越えた里山の保全

-語り合おう豊かな資源-

hashidate.shinichirou@oli

ve.plala.or.jp

平成19年度に農地・水・環境保全向上対策交付金を取り組む

活動組織として設立。農地や農業用施設の保全管理のほか、

地域資源を活用した活動を実施することで地域の活性化に繋

げている。

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

庭先集荷で地域の元気を取り

戻す

025-526-5111（上越市

役所）

出荷手段のない中山間地域の高齢農業者に代わって、農作

物を集出荷し、中山間地域農業の所得確保と活性化を図る。

19 新潟県 上越市 月影の郷運営委員会
地域と大学生の協働による閉

校小学校再生プロジェクト

http://www.tsukikage.ne

t/

平成16年に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

20 新潟県 上越市
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、平成11年度から学校

団体を中心に受入を開始し、年間40団体ほどの受入れを行

なっている。
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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.sekikawasu

ikei.com/

平成18年度関川水系土地改良区設立（6土地改良区合併）を

契機に、歴史ある農業水利施設を活用し、児童生徒への教育

機会の提供、一般市民への地域農業の歴史ＰＲ等で地域農

業の活性化

22 新潟県 上越市
金谷北地区農村元気

会

元気になれば人も寄ってくる！

私たちが元気なら農村(むら)も

元気に！

ikarashi@y7.dion.ne.jp
地域の資源・素材を大切にし、もっと活用することで、農村に

元気を取り戻す。

23 新潟県 上越市 柿崎を食べる会
山がある。海がある。うまいも

んがある。それだけ。

http://www.yoneyamam

ai.com/

農家有志で食を通じて、柿崎を発信、交流、体験、販売をする

ことで、いずれは移住につながればという取組

24 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/moyori

旧小学校区4集落が1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づくりに取り組む。

25 新潟県
阿賀野

市

阿賀野ネットワーク

フォーラム　はじめの

いっぽ開催実行委員

会

はじめのいっぽを踏み出すきっ

かけに

0250-62-2510（内線

2676）（阿賀野市農林

課）

若い農業女性の交流や農家と消費者交流の場の提供等幅広

い活動を実施

26 新潟県 佐渡市
一般社団法人　佐渡

生きもの語り研究所

人も生きものも元気な島づくり

を目指して

http://sado-

ikimonoken.jp/sub/

体験を通しての環境教育やボランティアの受け入れをすること

で、里山の環境を維持していく仕組みを作る

27 新潟県 佐渡市
特定非営利活動法人

立野福祉会

地域と共にチャレンジド立野！

～地域農業と福祉の連携によ

る農産物の栽培・生産～

0259-67-7774（チャレン

ジド立野）

就労継続支援サービスを行う福祉施設において、障がい者の

農業分野での就労を支援するため、地域における農業生産や

農産物の加工・販売を行い、地域の活性化を図る。

28 新潟県 佐渡市 新穂村土地改良区
地域資源の保全と生き物（朱

鷺）との共生
－

地域住民や各種団体、行政と一体になって地域資源の保全、

生き物と共生する活動を実施

29 新潟県 佐渡市
朱鷺と暮らす郷づくり

推進協議会

田からもの（宝物）を未来に繋

ぐ

0259-63-5117（佐渡市

農業政策課）

トキと共生する環境を再生するため「朱鷺と暮らす郷づくり認

証制度」に取組む農家の意識啓発を中心に情報発信活動に

も取組む。

30 新潟県 魚沼市
特定非営利活動法人

笑顔の里

当地域の山菜は日本一美味し

い！人生の先輩は「庭先集荷」

で楽しく元気！人生の先輩で山

菜・野菜の漬物を作り販売して

元気。

http://park17.wakwak.c

om/~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。集荷と食品を販売しながら

の安否確認。

31 富山県 富山市
有限会社　ファーム・

ファーム

百の姓“人、地域を巻き込み

ファン化する”

http://www.farmfirm.co

m/

高齢化で弱体化する地方農業に待ったをかけるべく、様々な

人を巻きこんでファン化する作戦に出ています。

32 富山県 富山市
ＮＰＯ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

33 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！！

～地域と協働し、地域と創造す

る～

http://www.cty8.com/fo

rest/

当法人が在する八尾町は、かつて養蚕で栄えたことから「桑の

葉」に着目した商品開発を行っている。足谷地区内に桑園を

整備し、桑の葉の収穫や除草作業を行いながら、周辺農家と

連携し、利用者と協働して、地域に密着した農園づくり、加工

品の販売等を行っている。

34 富山県 富山市 山田鎌倉営農組合
小さな山村集落の富山県一元

気なむらづくり
－

平成20年に集落営農組織として設立し、地域の特産品「啓翁

桜」「マコモタケ」「エゴマ」の栽培を拡大し地域を活性化

35 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/

神通川と立山連峰を望む豊かな里山の環境を保全し、地域活

性化を図って地域ぐるみで活動している。

36 富山県 高岡市
越中福岡の菅笠製作

技術保存会

菅笠！知らんがけ、かぶってみ

られまあ　～スゲェ笠～
0766-64-1422

平成２０年に、菅栽培、菅笠の笠骨・笠縫の伝統的技術の保

全普及と後継者育成を図ることを目的に、越中福岡の菅笠製

作技術保存会を設立。菅笠づくりの後継育成講座や休耕田を

活用し、児童がスゲ栽培体験事業などに取り組んでいる。

37 富山県 魚津市 小菅沼・ヤギの杜
コキア（ほうき草）の灯りプロ

ジェクト

http://www.yaginomori.c

om/

四季を色で表す ≪五感を味わう≫

景観保全　　　　 ≪棚田の稜線を活かす試み≫

労力の転換　　　≪雑草の草刈りのみでなくコキアを育てる≫

継続　　　　　　　≪作物を栽培する≫

38 富山県 黒部市 くろべ牧場まきばの風
手作り体験等で地域に愛され

る牧場づくり
0765-52-2604

牧場スイーツの新商品開発や酪農教育ファーム認証牧場とし

て手作り体験の取組による地域の活性化に寄与等

39 富山県 砺波市 有限会社　梅香園
みんなを笑顔に！結愛(ゆめ)を

つなげる農園へ！

http://www1.tst.ne.jp/h

ana-612/

消費が減少傾向のお米を食べて頂くためのカフェ、福祉等を

取入れた体験型観光農園、米粉使用のお菓子等販売
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40 富山県 南砺市
南砺市商工会利賀村

支部

山だけど　おらとこに外人も

いっぱい来るぞ

http://www.shokoren-

toyama.or.jp/~toga/

森林地域の環境を活かした体験活動を企画運営し、外国人の

体験や小中学生の長期宿泊体験や大学生とのＰＲ事業を実

施し地域を活性化

41 富山県 南砺市

一般社団法人

moribio森の暮らし研

究所

～キミとがイイナ～　「森林資源

と暮らしのずっと」を目指す利

賀プロジェクト

http://www.moribio.com

/

地域の自然資源を活かした新しい仕組みを模索し、持続可能

な地域づくりを目指す。

42 石川県 金沢市
金沢・平町活性化協

議会

小さな千本桜の里から大きな

魅力を発信！
－

平成１８年からの有志による桜の植樹を機に、小さな集落の

伝説や自然・景観などを活かした活性化に取り組んでいる。

43 石川県 金沢市
株式会社　北陸グリー

ンサービス

こどもの頃にかえって山で遊ぼ

う計画
http://hgsmist.com/

2013年より地元住民・山林所有者・地域企業とともに、竹林・

山林の再開発整備の任意団体を結成し、地域の豊富な資源

である孟宗竹や、石川県の県木「能登ヒバ」を有効活用した新

規商品を開発提供することで、『石川ブランド』を取得して地域

資源の広報普及に努めている。

44 石川県 金沢市
木滑里山保全プロ

ジェクト

「山笑い」　人も緑も、みんな笑

顔に
http://kinameri.net/

平成２１年度、木滑地区を含む白山市の里山地域が石川県の

先駆的里山保全地区に選定。平成２２年度、地元が民間企業

と連携し、「木滑里山保全プロジェクト」を立ち上げ、都市農村

交流等を開始。

45 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.kukunochi.or

.jp/

平成22年にNPO法人を設立し、地域住民による地域資源を活

用した、内発的な発展ができるように支援している。

46 石川県 金沢市
特定非営利活動法人

施無畏

いちごハウスのすまいる生産事

業

自然農法と経済学の大学院生

（事務長）の再チャレンジ！

ajichi@mbr.nifty.com

石川県白山市にある「いちごハウス」と２か所の農園で、農薬・

肥料を使わない自然農法での栽培を行い、６次産業化をめざ

し、生産から加工・販売まで取り組んでいる。高齢者・障害者

の社会参加の一環として、農業で食と農の理解と実践、就労

の確保を行っている。

47 石川県 七尾市
能登ふぐ事業協同組

合

ふぐをもっと身近に。もっとおい

しく。

http://www.notofugu.co

m/

平成25年に漁業者・加工業者・飲食店等により協同組合を発

足、日本一の漁獲量を誇る「天然ふぐ」の地産地消と6次産業

化により地域を活性化

48 石川県 七尾市
釶打ふるさとづくり協

議会

なたうちたんけん・はっけん・

ほっとけん
http://natauchi.com/

地域資源（農産加工、伝統的祭り）を体験プログラムに取り入

れた都市住民との交流の促進。

49 石川県 七尾市
株式会社　鹿渡島定

置

6次産業化と神経〆で魚価を

up！

http://www.nanaonet.jp

/~kadoshimateichi/

弊社は、6次産業化や神経〆した鮮魚の直販を通して、魚価

の向上や魚のブランド化に挑戦し続けています。

50 石川県 輪島市
南志見活性化事業組

合

日本一の棚田、絶景でのコメ作

りで地域活性化
kirameki@ca1.wannet.jp

18年に地域の有志で千枚田愛耕会発足、地域資源を活かし

た米作りや新商品の開発・販売を実施し地域を活性化

51 石川県 珠洲市
北山ほたるの舞～北

山ほたるを守る会～
ほたるの光で地域の絆

http://hotarukitayama.c

om

平成24年に地域の有志によりほたるを守る会として発足、ほ

たるの保護と鑑賞を通じた交流活動により地域を活性化

52 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。

53 石川県 珠洲市 株式会社　若山の庄
里山の恵み、農林産物が支え

る地域再生計画
0768-82-1800

米や四季折々の旬な食材をはじめとした、地元の豊かな里山

で育った農林産物を活用した地域活性化

54 石川県 珠洲市
農業生産法人　ベ

ジュール合同会社
NOUHAKU 3.0

https://www.vejoule.co

m/

平成２８年１０月農園キャンプ事業を開始。与えられた旅行で

はなく、お客様が自らつくる旅、次世代の農泊をめざす。

55 石川県 羽咋市 羽咋市獣肉処理施設
害獣イノシシを特産品に「のとし

し大作戦」

0767-22-1116(羽咋市

農林水産課）

田畑を荒らすイノシシを捕獲し廃棄するのではなく、資源として

活用して、イノシシとの共存を図る挑戦。

56 石川県 白山市
農事組合法人　井口

グリーンワークス

高齢者中心の野菜グループで

楽しく高収益
http://igw.jp/

平成20年に意欲ある高齢者で野菜グループを結成、楽しく野

菜を作り子ども食育や大学生交流等に積極的に活動。

57 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.j

p/

石川県の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。

58 石川県 能美市
根上屋（ＪＡ根上　加

工部会）

おふくろ心を込めた手作りのご

はんば～が

0761-55-1104（営農販

売課直通）

平成16年、地産地消、米消費拡大の取り組みの中で、賛同あ

るメンバ－を募り発足

59 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

平成10年に地域の有志により協議会として発足、農林水産物

加工販売施設を整備し地域を活性化
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平成29年度「ディスカバー農山漁村の宝」応募団体の概要　

県 市町村 団体名 キャッチフレーズ
ホームページアドレス

又は連絡先
取組の概要

60 石川県 津幡町 株式会社　ポタジェ

ハーブ栽培による農×福（ＮＯ

Ｈ－ＦＵＫＵ）

農福連携を通して、１人１人が

その人らしく、元気に暮らすこと

ができる地域を作ります

http://paysan.co.jp/

国営河北潟地区の豊かな自然の力を借りて、「心と体を健康

にする場所」とハーブ園をオープン。ラベンダーなどのハーブを

中心に、障害者の手作業により、オーガニック栽培を行い、自

然あふれる農園を拠点に、誰もが安心して使えるハーブを生

産・販売しています。

61 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

62 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
平成22年に地域の有志により“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。

63 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.uchinadamo

chi.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

64 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。

65 石川県 志賀町 株式会社ゆめうらら N-project
http://www.yumeurara.

co.jp/

平成24年に地域の有志により株式会社として発足、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。

66 石川県
宝達志

水町
宝達葛友の会 宝達くずの継承、保全 0767-28-2146

葛づくりの昔からの製法を守り、伝統産業の継承に取り組んで

います。

67 石川県 能登町
ＮＰＯ法人　のとキリシ

マツツジの郷

のとキリシマツツジ 花の「力」プ

ロジェクト　　－日本一の古木

群を守り活かす－

http://notokirishima.co

m/

いしかわ歴史遺産にも認定された「のとキリシマツツジ」を保全

しつつ、交流人口の拡大や所得増大に取り組む

68 石川県 能登町 当目夢を語る会
地域産物と地域魅力を高め豊

かな集落形成

http://nototomenokome

.jp/

平成24年12月に地域の衰退を憂いる有志により、当目夢を語

る会を結成し、全住民に門戸を開き経済的豊かさと地域融和

を目指した活動を行っている。

69 福井県 福井市
東郷ふるさとおこし協

議会
疏水を活かしたまちづくり

0776-41-0306（東郷公

民館）

26・27年度の「美しい農村再生支援事業」で、四半世紀培って

きた「まちおこし」を地区内から大きく飛躍させた。

70 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。

71 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.co

m/

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

72 福井県 小浜市
小浜市阿納体験民宿

組合

漁村の魅力を都市に、海外に

～渚泊の推進～
0770-54-3610

地域一体となって漁村体験交流を推進。施設整備や体験メ

ニュー充実により、交流人口増加、所得向上を実現。

73 福井県 小浜市 あばん亭 あばんパワーで地域活性化 0770-57-1039

宮川地区に住む女性（70歳～50歳）が集結し地産地消や伝承

料理の伝承をしながら　塩分控えめの日替わり弁当や仕出し

弁当を小浜市をはじめ若狭町やおおい町に販売するかたわら

農家レストランを運営し好評頂いています。

74 福井県 小浜市 株式会社　若狭の恵
ひまわりブランドで、儲かる農

業農村の再生

http://wakasa-

megumi.jp/

広域農業法人を設立し、地域ブランドによる米の生産・加工・

販売など、地域と連携した多彩な経営戦略を展開

75 福井県 小浜市 小浜宮川土地改良区

地域共同による豊かな宮川地

区の形成と強い農業の創造に

向けて

0770-57-2020

平成19年度より農地･水･環境保全向上対策（現：多面的機能

支払交付金）に土地改良事業区単位で取組みを開始。取組み

開始時より、土地改良区を中心に、地区内の各種団体・営農

組織・小学校等を連携した農業農村地域の維持管理や農村

環境の保全に取組んでいる。

76 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/

２０１１年に地域の有志により「たがらす我袖倶楽部」として発

足、棚田の景観を活用した棚田キャンドルやフォトコンテスト等

を開催、高齢化により失われつつある田烏の家庭に伝わる

「へしこなれずし」を継承

77 福井県 大野市 奥越前まんまるサイト 地域の魅力発信と定住促進
http://okuetu-

manmaru.com/

福井県奥越前地域の「エコ・グリーンツーリズム」に関する事業

の推進及び研究を主目的として、平成18年に設立

78 福井県 大野市 森目農家組合

森目のお米を世界に（ひょっと

して、人類を救うお米が森目か

ら出るのでは？）

-
昭和46年に地域の有志によ農家組合として発足、こだわり米

試食会を開催し地域を活性化

79 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交流

文化による地域創生

https://www.ohara-

eco.com/

小原集落を拠点とし、都市住民との交流による地域活性化、

自然資源の保全・保護等を目的に活動

80 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　Ｄe　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。
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ホームページアドレス

又は連絡先
取組の概要

81 福井県 勝山市
ＮＰＯ法人まちづくりの

むきの会

地に根を張る強い風がふく郷で

地方創生
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

82 福井県 鯖江市
河和田東部美しい山

里の会

苦労しがちな獣害対策だけど

楽しみな林内放牧
-

平成１９年に４集落が一体となり発足、地域ぐるみで牛の放牧

と獣害対策に取り組むとともに、地域資源を活かした各種体験

交流事業を実施し地域を活性化

83 福井県 鯖江市
特定非営利活動法人

かわだ夢グリーン

地域資源が呼び込む学生の聖

地
-

福井豪雨災害をきっかけに若者たちとの交流を開始、以後毎

年学生団体を受け入れ、交流と連携を通して地域活性化を行

う。

84 福井県
あわら

市

水土里ネット　坂井北

部　（坂井北部土地改

良区）

未来創造運動　坂井北部

（子供の頃から農業を身近に感

じる地域づくり）

-

平成２０年より２１世紀未来創造運動として活動を開始（スター

ト時よりNPO団体の参加有）、保育園児を対象とした農業体験

の実施で身近に感じる農業の運動を進めている

85 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」のも選ばれた坂口地区の自然を活かし、

人も生きものも元気で持続可能な地域づくり。

86 福井県 越前市 グループ山・川・田
たくさんの生きものと共生する

にぎやかな村

0778-28-1123（越前市

エコビレッジ交流セン

ター）

名前のごとく、老若男女問わず地域住民みんなで、「山や川や

田んぼ」を楽しみながら守っていくための取組み。

87 福井県 越前市
越前市飼料活用推進

協議会

飼料用米を介した地域循環型

農業の実践

0778-22-2222（越前た

けふ農協営農販売課）

地域内で、耕種農家と畜産農家が、飼料用米と家畜糞資材を

供給しあい、互いに農業経営の発展を目指す。

88 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）

農業用紙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

89 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」を設立し、地域の資源を後世に引き継ぐ活動等

90 福井県 越前町
越前「田んぼの天使」

有機の会

全ての生き物に愛を降り注ぐ有

機米「田んぼの天使」

https://www.tanbonote

nsi.jp/

有機米の生産・販売組織として平成4年に発足。有機農業で地

域の里山保全や生態系保全に貢献。

91 福井県 越前町 グリーン樫津
「田んぼアート」を核に、ひと・む

らづくり

http://www.g-

kashizu.jp/

農地水環境保全を図るため、集落内の住民により組織化。

田植体験から色稲による田んぼアートへ進化した。

92 福井県
おおい

町

株式会社　名田庄商

会
地域産品による町おこし http://natasho.co.jp/

①名田庄漬の原料生産者との連携　②自然薯を使った町おこ

し　③農業体験事業

93 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

94 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

平成２３年に地域を活かす特産品振興事業の有志により熊川

葛振興会として発足。

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た。

※応募団体のうち掲載希望団体を掲載。  

※ は、過年度に北陸農政局選定を受けた団体。（40南砺市商工会利賀村支部は南砺市利賀地域長期宿泊体験協議会として選定済、81ＮＰＯ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）
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1 富山県 富山市 大長谷村づくり協議会 ○ ○ 〇

2 石川県 金沢市 （株）金沢大地/アジア農業（株）

/金沢農業

○

3 富山県 射水市 新湊漁業協同組合 ○ ○ ○

4 能登町 春蘭の里実行委員会 ○ ○ ○

5 七尾市 NOTO高農園 ○ ○ ○

6 福井市 殿下の里づくり組合

かじかの里山殿下部会

○ ○ ○

7 若狭町 農業生産法人

有限会社　かみなか農楽舎

○ ○ ○

8 胎内市 たいない『食』のわいわい会議 ○ ○ ○

9 魚沼市 特定非営利活動法人　笑顔の里 ○ ○ ○

10 佐渡市 佐渡棚田協議会 ○ ○ ○

11 柏崎市 南条地域資源保全会 ○ ○ ○

12 十日町市 仙田地区開発振興協議会 ○ ○ ○

13 ＮＰＯ法人　よもぎの会 ○ ○ ○

14 上越市中山間地域
元気な農業づくり推進協議会

○ ○

15 糸魚川市 （株）鉾・権現ジオの里 ○ ○ ○

16 立山町 立山町農家民泊体験推進協議会 ○ ○

17 氷見市 細越ハトムギ生産組合 ○ ○ ○

18 南砺市 南砺市利賀地域長期宿泊体験協

議会

○ ○

19 珠洲市 株式会社　のろし ○ ○

20 七尾市 釶打ふるさとづくり協議会 ○ ○ ○

21 志賀町 合同会社　菜夢来 ○ ○ ○

22 小松市 こまつSATOYAMA協議会 ○ ○ ○

23 白山市 木滑里山保全プロジェクト ○ ○ ○

24 あわら市 特定非営利活動法人

ピアファーム

○ ○ ○

25 小原ECOプロジェクト ○ ○ ○

26 のむき風の郷 ○ ○ ○

27 越前町 奥糸生元気な里山会 ○ ○ ○

28 福井市 東郷ふるさとおこし協議会 ○ ○ 〇

29 特定非営利活動法人

自然体験共学センター

○

30 小浜市 あばん亭 ○ ○ ○

31 十日町市

・津南町
大地の芸術祭実行委員会 ○ ○ ○

32 糸魚川市 シーフードカンパニー能水商店 ○ ○ ○

33 富山県 魚津市 魚津漁業協同組合 ○ ○ ○

34 福井県 越前市 ロハス越前 ○ ○ ○
35 新潟市 特定非営利活動法人

いわむろや

○ ○ 〇

36 上越市 月影の郷運営委員会 ○ ○

37 朝日町 自然体験学校　夢創塾 ○ ○ ○

38 富山市 特定非営利活動法人

愛和報恩会

○ ○

39 高岡市 越中福岡の菅笠製作技術保存会 ○ ○ ○
40 株式会社　スギヨファーム ○ ○ ○

41 能登ふぐ事業協同組合 ○ ○ ○

42 中能登町 農事組合法人　能登やまびこ ○ ○ ○

43 川北町 農業法人　有限会社

わくわく手づくりファーム川北

○ ○ ○

44 小浜市阿納体験民宿組合 ○ ○
45 小浜東部土地改良区 ○ ○ ○

12 15 13 6 1 22 6 17 1 12 1 4 2 6 0 2 0 4

全国

北陸

福井県

新潟県

新潟県

富山県

石川県

福井県

福井県

新潟県

富山県

石川県

小浜市

七尾市

勝山市

上越市

小計

北陸農政局管内の「ディスカバ―農山漁村（むら）の宝」選定地区の取組項目一覧

取組項目

地　区市町村県区分
選定
年度

通

し

番

号

26年度

27年度

28年度

全国

全国

北陸

石川県
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46 新潟県 南魚沼市 特定非営利活動法人　南魚沼もて
なしの郷

〇 〇 〇

47 富山県 富山市 特定非営利活動法人　愛和報恩

会

〇 〇 〇

48 川北町 農業法人　有限会社わくわく手づく

りファーム川北

〇 〇 〇

49 七尾市 農業生産法人　株式会社スギヨ

ファーム

〇 〇 〇

50 福井県 あわら市 特定非営利活動法人　ピアファー
ム

〇 〇 〇

51 新潟県 柏崎市 荻ノ島地域協議会 〇 〇 〇

52 柏崎市 農事組合法人　矢田営農組合 〇 〇 〇

53 十日町市 ＮＰＯ法人　越後妻有里山協働機

構

〇 〇 〇

54 十日町市 特定非営利活動法人　地域おこし 〇 〇 〇

55 富山県 魚津市 わたはじめプロジェクト 〇 〇 〇

56 小矢部市 北蟹谷地域活性化協議会 〇 〇 〇

57 朝日町 農事組合法人　食彩あさひ 〇 〇 〇
58 石川県 羽咋市・宝

達志水町・

中能登町

邑知潟水土里ネットワーク 〇 〇 〇

59 白山市 一般社団法人　白山ふもと会 〇 〇 〇
60 穴水町 株式会社　ＯｋｕｒｕＳｋｙ 〇 〇 〇

61 福井県 小浜市 一般社団法人　宮川グリーンネット

ワーク

〇 〇 〇

62 あわら市 農地所有適格法人　有限会社あわ

ら農楽ファーム

〇 〇 〇

63 越前市 エコグリーンツーリズム　水の里し

らやま

〇 〇 〇

64 坂井市 農事組合法人　上江ファーム 〇 〇 〇

6 2 3 0 4 6 0 10 9 1 3 4 3 1 0 1 4
18 17 16 6 5 28 6 27 1 21 2 7 6 9 1 2 1 8

※

通

し

番

号

選定
年度

区分 県 市町村 地　区

取組項目

は、過年度に北陸農政局選定されたことがある全国選定団体。

合計

小計

29年度 全国

北陸

石川県
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都道府県・市町村 地　　区 都道府県・市町村 地　　区

1 北海道 富良野市 富良野オムカレー推進協議会 1 北海道 剣淵町 絵本の里けんぶちＶＩＶＡマルシェ

2 北海道 標津町 標津町エコ・ツーリズム交流推進協議会 2 北海道 北斗市 函館育ちふっくりんこ蔵部

3 岩手県 盛岡市 三陸に仕事を！プロジェクト 3 青森県 平川市 農業生産法人 株式会社グリーンファーム農家蔵

4 宮城県 仙台市 一般社団法人　東北 食の力 プロジェクト 4 岩手県 遠野市
遠野・住田ふるさと体験協議会

○【グローバル賞】

5 茨城県 つくば市 認定NPO法人　宍塚の自然と歴史の会 5 宮城県 仙台市 一般社団法人 ＲｅＲｏｏｔｓ

6 東京都 板橋区 ハッピーロード　大山商店街振興組合 6 栃木県 市貝町 芳那の水晶湖ふれあいの郷協議会

7 山梨県 北杜市 特定非営利活動法人　えがおつなげて 7 埼玉県 秩父市 お菓子な郷推進協議会

8 富山県 富山市 ＮＰＯ法人　大長谷村づくり協議会 8 神奈川県 平塚市 平塚市漁業協同組合

9 石川県 金沢市
株式会社　金沢大地・アジア農業株式会社・金沢
農業

9 静岡県 西伊豆町 西伊豆しおかつお研究会

10 愛知県 南知多町 株式会社　篠島お魚の学校 10 富山県 射水市
新湊漁業協同組合

☆【グランプリ】

11 三重県 多気町 有限会社　せいわの里 11 石川県 能登町 春蘭の里実行委員会

12 大阪府 泉南市 ハートランド株式会社 12 石川県 七尾市 ＮＯＴＯ高農園

13 奈良県 奈良市 植村牧場株式会社 13 福井県 福井市 殿下の里づくり組合 かじかの里山殿下部会

14 和歌山県 那智勝浦町 色川地域振興推進委員会 14 福井県 若狭町 農業生産法人 有限会社 かみなか農楽舎

15 島根県 邑南町 一般社団法人　邑南町観光協会 15 岐阜県 下呂市 馬瀬地方自然公園づくり委員会

16 広島県 庄原市 粟田川流域農地・水・環境を守る会 16 三重県 鳥羽市
相差海女文化運営協議会

○【ウィメン賞】

17 山口県 萩市 ふるさと萩食品協同組合 17 滋賀県 野洲市 せせらぎの郷

18 愛媛県 伊予市 住民自治されだに 18 和歌山県 有田市 株式会社 早和果樹園

19 高知県 本山町 本山町特産品ブランド化推進協議会 19 和歌山県 田辺市 農業法人 株式会社 秋津野

20 長崎県 雲仙市 農事組合法人　守山女性部加工組合 20 島根県 浜田市 美又湯気の里づくり委員会

21 長崎県 壱岐市 「島のめぐみ観光農園」プロジェクト 21 岡山県 久米南町 北庄中央棚田天然米生産組合

22 宮崎県 高原町 農事組合法人 はなどう 22 山口県 萩市
社会福祉法人 E.G.F

○【プロデュース賞】

23 沖縄県 今帰仁村 農業生産法人　有限会社 今帰仁アグー 23 徳島県 吉野川市 特定非営利活動法人 美郷宝さがし探検隊

24 香川県 多度津町 農事組合法人 たどつオリーブ生産組合

25 熊本県 玉名市 小岱山薬草の会

26 鹿児島県 南大隅町 社会福祉法人 白鳩会

27 沖縄県 名護市 やんばる畑人プロジェクト

第１回選定（平成26年度） 第２回選定（平成27年度）

「ディスカバ―農山漁村の宝」全国選定地区一覧
む ら

□は北陸農政局管内の選定地区

☆グランプリ（第２回選定～）
最も評価の高い優良事例

・グローバル賞（第２回選定）
インバウンドや輸出等、海外展開に取り組んでいる優良事例

・ウィメン賞（第２回選定）
女性の活躍がその活動推進の大きな原動力となっている優良事例

・プロデュース賞（第２回選定～）
斬新な発想に基づき6次産業化の推進に取り組んでいる優良事例

・アクティブ賞（第３回選定～）

女性や高齢者、障がい者の活躍がその活動の大きな原動力となっている優良事例

・フレンドシップ賞（第３回選定～）

インバウンドに対応した農山漁村滞在型旅行（農泊）に取り組んでいる優良事例

・チャレンジ賞（第３回選定～）
農林水産物やその加工品の輸出に取り組んでいる優良事例

・ジビエグルメ賞（第４回選定）

捕獲鳥獣を地域の資源として有効活用（ジビエ）に取り組んでいる優良事例

〇特別賞（第２回選定～）
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都道府県・市町村 地　　区 都道府県・市町村 地　　区

1 北海道 別海町
株式会社 べつかい乳業興社

☆【グランプリ】
1 北海道 伊達市  観光物産館農産物販売協議会

2 北海道 芽室町
株式会社 九神ファームめむろ

○【アクティブ賞】
2 北海道 中川町  中川町商工会

3 北海道 鶴居村 特定非営利活動法人 美しい村・鶴居村観光協会 3 北海道 中標津町  なかしべつ菌床栽培協同組合

4 青森県 弘前市 在来津軽「清水森ナンバ」 ブランド確立研究会 4 岩手県 釜石市
 釜石地方森林組合

　〇【プロデュース賞】

5 秋田県 仙北市
仙北市農山村体験推進協議会

○【フレンドシップ賞】
5 山形県 南陽市  おりはた環境保全協議会

6 山形県 川西町 東沢地区協働のまちづくり推進会議 6 福島県 泉崎村
 社会福祉法人こころん

　〇【アクティブ賞】

7 群馬県 渋川市 農業生産法人 株式会社赤城深山ファーム 7 千葉県 木更津市  木更津市観光ブルーベリー園協議会

8 神奈川県 伊勢原市 株式会社 めぐり 8 長野県 生坂村  （公財）生坂村農業公社

9 長野県 飯山市 一般社団法人 信州いいやま観光局 9 長野県 長野市  信州ジビエ研究会

10  新潟県十日町市・津南町 大地の芸術祭実行委員会 10 静岡県 伊東市
 いとう漁業協同組合 富戸支所ダイビングサービ

ス

11 新潟県 糸魚川市 シーフードカンパニー 能水商店 11 新潟県 南魚沼市  特定非営利活動法人 南魚沼もてなしの郷

12 富山県 魚津市 魚津漁業協同組合 12 富山県 富山市  特定非営利活動法人 愛和報恩会

13 福井県 越前市 ロハス越前 13 石川県 川北町  農業法人 有限会社わくわく手づくりファーム川北

14 岐阜県 恵那市 奥矢作移住定住促進協議会 14 石川県 七尾市  農業生産法人 株式会社スギヨファーム

15 愛知県 豊根村 茶臼の里合同会社 15 福井県 あわら市  特定非営利活動法人 ピアファーム

16 三重県 鳥羽市 鳥羽マルシェ有限責任事業組合 16 岐阜県 高山市
 （有）飛騨山椒

　〇【チャレンジ賞】

17 兵庫県 養父市 畑特産物生産出荷組合 17 愛知県 安城市  明治用水土地改良区

18 奈良県 山添村
山添村波多野地区 活性化協議会「かすががーで

ん」
18 三重県 南伊勢町  農事組合法人 土実樹

19 和歌山県 有田川町 株式会社 ふみこ農園 19 京都府 南丹市  美山ふるさと株式会社美山町自然文化村

20 和歌山県 紀の川市 紀の里農業協同組合 20 京都府 和束町  一般社団法人 えん－TRANCEわづか

21 岡山県 美作市 特定非営利活動法人 英田上山棚田団 21 和歌山県 古座川町
 古座川ジビエ振興協議会

　〇【ジビエグルメ賞】

22 広島県 安芸太田町 津浪振興会 22 鳥取県 若桜町  わかさ29工房

23 山口県 山口市 山口とくぢ和紙振興会 結の香 23 島根県 飯南町  飯南町注連縄企業組合

24 徳島県 那賀町
木頭ゆずクラスター協議会

○【チャレンジ賞】
24 山口県 山口市  株式会社Archis

25 高知県 南国市 CLT建築推進協議会 25 徳島県 美波町  「四国の右下・魅力倍増」推進会議

26 高知県 越知町 株式会社 岡林農園 26 徳島県 三好市
 大歩危・祖谷いってみる会

　〇【フレンドシップ賞】

27 福岡県 久留米市 城島町土地改良区 27 高知県 日高村  日高村オムライス街道推進プロジェクト

28 大分県 宇佐市 NPO法人 安心院町 グリーンツーリズム研究会 28 福岡県 八女市  八女地域連携協議会

29 宮崎県 高千穂町
高千穂ムラたび協議会

○【プロデュース賞】
29 佐賀県 多久市  ひらの棚田米振興協議会

30 沖縄県 伊江村 有限会社タマレンタ企画 30 熊本県 阿蘇市
 NPO法人ASO田園空間博物館

　☆【グランプリ】

31 沖縄県 糸満市  糸満市観光まちづくり協議会

第３回選定（平成28年度） 第４回選定（平成29年度）

「ディスカバ―農山漁村の宝」全国選定地区一覧
む ら
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平成29年度北陸農政局「ディスカバー農山漁村の宝」
選定事例集

平成30年３月発行
【お問合せ先】
北陸農政局 農村振興部 農村計画課 農村計画推進班
〒920-8566 石川県金沢市広坂2丁目2番60号 金沢広坂合同庁舎
電話（直通）：076-232-4531 FAX：076-263-0256

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
【北陸農政局「ディスカバー農山漁村の宝」ホームページ】
URL：http://www.maff.go.jp/hokuriku/rural/kasseika/index.html#discover
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