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本事例集について
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○ 農山漁村発イノベーション事例集について
これまで農林水産省では、農林水産物の付加価値を高め、農林漁業者の所得向上に資する重要な

取組の１つとして、農林漁業の６次産業化の推進に取り組んでまいりました。

令和４年度からは、この６次産業化を発展させて、地域の文化・歴史や森林、景観など農林水産物
以外の多様な地域資源も活用し、農林漁業者はもちろん、地元の企業なども含めた多様な主体の参画
によって新事業や付加価値を創出していく「農山漁村発イノベーション」の取組を支援し、農山漁村におけ
る所得と雇用機会の確保を図り、農山漁村地域の活性化を目指しています。

本事例集は、「農山漁村発イノベーション」の優良事例を横展開するため、都道府県から推薦のあった
事例や様々な表彰事例の中から、多様な地域資源を他分野と組み合わせ、新たな雇用創出や所得向
上につながる取組を行っているものを取りまとめたものです。

今後、毎年度、新たな事例の追加・改定を行ってまいります。

○ 構成
農山漁村発イノベーションの取組について、活用している地域資源、地域資源を活用している事業分野、

参画している事業主体、売上や雇用等の成果等を中心に整理しました。
（選定表彰や活用した支援策等についても記載していますが、本事例には補助事業を活用していないモデルも含まれます）



＜例１＞
農産物、景観 × 加工販売、観光･旅行_

× 農林漁業者、地元企業_
＝ 竹林景観を活かした映画のロケ地や観光商品化

＜例２＞
森林 × スポーツ × ベンチャー企業_
＝ 森林サバイバルゲーム

＜例３＞
農産物 × 加工販売、観光旅行、教育_

× 農林漁業者、地元企業_
＝ 農業交流拠点を核とした６次産業化、食育体験

＜例４＞
森林 × 観光・旅行、健康医療_

× 農林漁業者、地元企業_
＝ 森林セラピー

＜例５＞
農業遺産、文化･歴史 × 加工販売、観光･旅行_

× 協議会（農林漁業者、地元企業等）
＝ 農業遺産を核とした６次産業化、観光振興
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○ 「農山漁村発イノベーション」とは、従来の６次産業化を発展させて、地域の文化・歴史や森林、景観など農林水産物以外の多様な地域
資源も活用し、農林漁業者はもちろん、地元の企業なども含めた多様な主体の参画によって新事業や付加価値の創出を図る取組です。

○ 農山漁村のあらゆる地域資源をフル活用した取組を支援
○ 他産業起点の取組など他分野との連携を一層促進

農山漁村発
イノベーション



改定履歴

版数 発行時期 改定内容
第１版 令和５年３月 初版発行
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目次

4

事例No. 団体名 地域資源 事業分野 事業主体 所在地 ページ

01-01 特定非営利活動法人
美しい村・鶴居村観光協会 農林水産物、景観 加工・販売、観光・旅行 農林漁業者、地元企業 北海道鶴居村 7

02-01 社会福祉法人 誠友会
工房あぐりの里 農林水産物 食品、観光・旅行、福祉、教育 生産者、高校、NPO法人 青森県おいらせ町 8

02-02 有限会社金子ファーム 農林水産物、牧場、南部曲屋育成
厩舎 畜産、加工・販売、観光・旅行 農林漁業者、地元協議会 青森県七戸町 9

04-01 気仙沼水産資源活用研究会 農林水産物 食品、健康・医療 市、地元企業、地域おこし協力隊 宮城県気仙沼市 10

04-02 蔵王農泊振興協議会 文化・歴史、観光地、農林水産
物、空き家、荒廃農地

食品、観光・旅行、福祉、エネル
ギー、情報通信 地域協議会 宮城県蔵王町 11

04-03 有限会社伊豆沼農産 農畜産物、ラムサール条約湿地 食品、観光・旅行、福祉、教育 生産者、地域協議会、大学 宮城県登米市 12

08-01 株式会社なめがたしろはとファーム 農林水産物、景観 食品、観光・旅行、アウトドア 農林漁業者、地元企業 茨城県行方市 13

09-01 稲作本店 農林水産物、田んぼ 食品、観光・旅行、教育 生産者、商工業者、観光事業者、
NPO 栃木県那須町 14

09-02 株式会社いちごの里ファーム 農林水産物 食品、観光・旅行、福祉 生産者、社会福祉法人 栃木県小山市 15

09-03 株式会社ワカヤマファーム 農林水産物、竹林 食品、観光・旅行、アウトドア、イベン
ト 生産者、地元企業 栃木県宇都宮市 16

09-04 さかがわ協議会 農林水産物、景観 食品、観光・旅行、アウトドア、イベン
ト 協議会 栃木県茂木町 17

09-05 Zutto きよはら 農林水産物、生産圃場 加工・販売、福祉、観光 農林漁業者、地元企業、福祉団体 栃木県宇都宮市 18

12-01 特定非営利活動法人
大山千枚田保存会 農林水産物、景観 食品、観光・旅行、教育 地域住民、JA、観光協会、商工会

等 千葉県鴨川市 19

15-01 SNOW SAFARI 株式会社
SOUQ 株式会社 文化・歴史、自然、森林 観光・旅行、アウトドア、イベント IT企業、観光DMO、観光協会 新潟県湯沢町 20

16-01 株式会社森の環 農林水産物、森林資源 加工・販売、福祉、エネルギー 地元企業、スーパー、大学 富山県高岡市 21

17-01 春蘭の里・里山ステイ推進協議会 文化・歴史、景観、農林水産物 観光・旅行、食品、芸術、イベント 農家民宿、農林漁業者、旅行会社 石川県能登町 22
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		事例No. ジレイ		団体名 ダンタイメイ		地域資源 チイキシゲン		事業分野 ジギョウブンヤ		事業主体 ジギョウシュタイ		所在地 ショザイチ		ページ		掲載時期 ケイサイジキ		掲載版数 ケイサイ ハンスウ

		01-01		特定非営利活動法人
美しい村・鶴居村観光協会		農林水産物、景観		加工・販売、観光・旅行		農林漁業者、地元企業		北海道鶴居村		7		R5.3		1

		02-01		社会福祉法人 誠友会 
工房あぐりの里		農林水産物		食品、観光・旅行、福祉、教育		生産者、高校、NPO法人		青森県おいらせ町		8		R5.3		1

		02-02		有限会社金子ファーム		農林水産物、牧場、南部曲屋育成厩舎		畜産、加工・販売、観光・旅行 チクサン		農林漁業者、地元協議会		青森県七戸町		9		R5.3		1

		04-01		気仙沼⽔産資源活⽤研究会		農林水産物		食品、健康・医療		市、地元企業、地域おこし協力隊		宮城県気仙沼市		10		R5.3		1

		04-02		蔵王農泊振興協議会		文化・歴史、観光地、農林水産物、空き家、荒廃農地		食品、観光・旅行、福祉、エネルギー、情報通信		地域協議会		宮城県蔵王町		11		R5.3		1

		04-03		有限会社伊豆沼農産		農畜産物、ラムサール条約湿地		食品、観光・旅行、福祉、教育		生産者、地域協議会、大学		宮城県登米市		12		R5.3		1

		08-01		株式会社なめがたしろはとファーム		農林水産物、景観		食品、観光・旅行、アウトドア		農林漁業者、地元企業		茨城県行方市		13		R5.3		1

		09-01		稲作本店		農林水産物、田んぼ		食品、観光・旅行、教育		生産者、商工業者、観光事業者、NPO		栃木県那須町		14		R5.3		1

		09-02		株式会社いちごの里ファーム		農林水産物		食品、観光・旅行、福祉		生産者、社会福祉法人		栃木県小山市		15		R5.3		1

		09-03		株式会社ワカヤマファーム		農林水産物、竹林		食品、観光・旅行、アウトドア、イベント		生産者、地元企業		栃木県宇都宮市		16		R5.3		1

		09-04		さかがわ協議会		農林水産物、景観		食品、観光・旅行、アウトドア、イベント		協議会		栃木県茂木町		17		R5.3		1

		09-05		Zutto きよはら		農林水産物、生産圃場		加工・販売、福祉、観光		農林漁業者、地元企業、福祉団体 ノウリン ギョギョウ ダンタイ		栃木県宇都宮市		18		R5.3		1

		12-01		特定非営利活動法人
大山千枚田保存会		農林水産物、景観		食品、観光・旅行、教育		地域住民、JA、観光協会、商工会等		千葉県鴨川市		19		R5.3		1

		15-01		SNOW SAFARI 株式会社
SOUQ 株式会社		文化・歴史、自然、森林		観光・旅行、アウトドア、イベント		IT企業、観光DMO、観光協会		新潟県湯沢町		20		R5.3		1

		16-01		株式会社森の環		農林水産物、森林資源		加工・販売、福祉、エネルギー		地元企業、スーパー、大学		富山県高岡市		21		R5.3		1

		17-01		春蘭の里・里山ステイ推進協議会		文化・歴史、景観、農林水産物		観光・旅行、食品、芸術、イベント		農家民宿、農林漁業者、旅行会社		石川県能登町		22		R5.3		1

		18-01		伊自良の里・食と農推進協議会		農林水産物、間伐材、空き家		食品、観光・旅行、教育、エネルギー		協議会、森林組合、大学		福井県福井市		23		R5.3		1

		18-02		特定非営利活動法人ピアファーム		農林水産物		食品、観光・旅行、福祉		就労支援事業所、農林漁業者		福井県あわら市		24		R5.3		1

		20-01		SAKU酒蔵アグリツーリズム推進協議会		農林水産物、酒蔵、日本酒文化		食品、観光・旅行、教育、イベント		宿泊施設、食事施設、体験施設、生産者、酒蔵		長野県佐久市		25		R5.3		1

		21-01		世界農業遺産 清流長良川の鮎		農林水産物、自然、文化、景観		食品、観光・旅行、教育		協議会等		岐阜県長良川上中流域（岐阜市、関市、美濃市、郡上市）		26		R5.3		1

		21-02		有限会社萬里		農林水産物		食品、観光・旅行、福祉		加工事業者、宿泊事業者、農林漁業者、NPO法人ほか		岐阜県高山市		27		R5.3		1

		23-01		株式会社
田原観光情報サービスセンター		農林水産物、農業、自然		加工・販売、観光・旅行		民間業者、民間法人、市町村		愛知県田原市		28		R5.3		1

		26-01		上世屋定住促進協議会		上世屋のヒト、モノ全て		農林業、狩猟、工芸、加工		地域住民		京都府宮津市		29		R5.3		1

		26-02		京都おぶぶ茶苑合同会社		農林水産物、景観、日本茶文化		食品、観光・旅行、教育、情報通信、イベント		町、生産者、茶畑オーナー、国際日本茶協会		京都府和束町		30		R5.3		1

		26-03		社会福祉法人 京都聴覚言語障害者福祉協会 さんさん山城		農林水産物、文化		食品、福祉、教育		社会福祉法人、府、協議会等		京都府京田辺市		31		R5.3		1

		29-01		空中の村		農林水産物、木材、景観		食品、観光・旅行、情報通信、アウトドア		村、飲食事業者、観光事業者		奈良県十津川村		32		R5.3		1

		31-01		一般財団法人境港市農業公社		和綿「伯州綿」、栽培サポーター		地域活性化、加工・販売ほか		市、市農業公社		鳥取県境港市		33		R5.3		1

		31-02		NPO法人bankup
（旧学生人材バンク）		学生人材、農林水産物		食品、地域振興、人材育成企画ほか		NPO、大学、銀行、自治体		鳥取県鳥取市		34		R5.3		1

		32-01		社会医療法人正光会さんさん牧場		馬事文化、農林水産物		食品、観光・旅行、福祉、医療		就労継続支援事業所、流通企業		島根県益田市		35		R5.3		1

		33-01		株式会社エーゼログループ		森林、ジビエ、うなぎ、多様な人材		農林水産業、移住・起業支援、福祉		総合地域商社、起業家、地方自治体		岡山県西粟倉村		36		R5.3		1

		35-01		株式会社瀬戸内ジャムズガーデン		農林水産物		食品、観光・旅行、教育		地元企業、生産者、観光事業者、教育機関		山口県周防大島町		37		R5.3		1

		36-01		家賀再生プロジェクト		世界農業遺産、農林水産物		食品、観光・旅行、福祉、芸術		各種団体、農林漁業者、集落、学校、地元企業		徳島県つるぎ町		38		R5.3		1

		38-01		地域協同組合無茶々園		農林水産物、廃校		食品、コスメ		農林漁業者、福祉事業者		愛媛県西予市		39		R5.3		1

		38-02		遊子川地域活性化プロジェクトチーム 遊子川もりあげ隊		農林水産物		食品、観光・旅行		地域住民、地域おこし協力隊、トマトオーナー等		愛媛県西予市		40		R5.3		1

		39-01		一般社団法人
三原村集落活動センターやまびこ		農林水産物、文化・風習		食品、観光、福祉、健康ほか		村内の各種団体や地域の代表者		高知県三原村		41		R5.3		1

		41-01		株式会社クラベル・ジャパン
（平田花園）		農林水産物		加工・販売、教育		農林漁業者、地元企業、福祉		佐賀県唐津市		42		R5.3		1

		42-01		有限会社シュシュ		農林水産物		食品、観光・旅行		地元企業、生産者		長崎県大村市		43		R5.3		1

		47-01		しろう農園株式会社		農林水産物、家畜		食品、観光・旅行、健康・医療		生産者、大学、学校・保育園、市、県		沖縄県宮古島市		44		R5.3		1
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事例No. 団体名 地域資源 事業分野 事業主体 所在地 ページ

18-01 伊自良の里・食と農推進協議会 農林水産物、間伐材、空き家 食品、観光・旅行、教育、エネル
ギー 協議会、森林組合、大学 福井県福井市 23

18-02 特定非営利活動法人ピアファーム 農林水産物 食品、観光・旅行、福祉 就労支援事業所、農林漁業者 福井県あわら市 24

20-01 SAKU酒蔵アグリツーリズム推進協議
会 農林水産物、酒蔵、日本酒文化 食品、観光・旅行、教育、イベント 宿泊施設、食事施設、体験施設、

生産者、酒蔵 長野県佐久市 25

21-01 世界農業遺産 清流長良川の鮎 農林水産物、自然、文化、景観 食品、観光・旅行、教育 協議会等

岐阜県長良川上中
流域（岐阜市、関
市、美濃市、郡上
市）

26

21-02 有限会社萬里 農林水産物 食品、観光・旅行、福祉 加工事業者、宿泊事業者、農林漁
業者、NPO法人ほか 岐阜県高山市 27

23-01 株式会社
田原観光情報サービスセンター 農林水産物、農業、自然 加工・販売、観光・旅行 民間業者、民間法人、市町村 愛知県田原市 28

26-01 上世屋定住促進協議会 上世屋のヒト、モノ全て 農林業、狩猟、工芸、加工 地域住民 京都府宮津市 29

26-02 京都おぶぶ茶苑合同会社 農林水産物、景観、日本茶文化 食品、観光・旅行、教育、情報通
信、イベント

町、生産者、茶畑オーナー、国際日
本茶協会 京都府和束町 30

26-03 社会福祉法人 京都聴覚言語障害
者福祉協会 さんさん山城 農林水産物、文化 食品、福祉、教育 社会福祉法人、府、協議会等 京都府京田辺市 31

29-01 空中の村 農林水産物、木材、景観 食品、観光・旅行、情報通信、アウ
トドア 村、飲食事業者、観光事業者 奈良県十津川村 32

31-01 一般財団法人境港市農業公社 和綿「伯州綿」、栽培サポーター 地域活性化、加工・販売ほか 市、市農業公社 鳥取県境港市 33

31-02 NPO法人bankup
（旧学生人材バンク） 学生人材、農林水産物 食品、地域振興、人材育成企画ほ

か NPO、大学、銀行、自治体 鳥取県鳥取市 34

32-01 社会医療法人正光会さんさん牧場 馬事文化、農林水産物 食品、観光・旅行、福祉、医療 就労継続支援事業所、流通企業 島根県益田市 35

33-01 株式会社エーゼログループ 森林、ジビエ、うなぎ、多様な人材 農林水産業、移住・起業支援、福
祉

総合地域商社、起業家、地方自治
体 岡山県西粟倉村 36

35-01 株式会社瀬戸内ジャムズガーデン 農林水産物 食品、観光・旅行、教育 地元企業、生産者、観光事業者、
教育機関 山口県周防大島町 37
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		18-01		伊自良の里・食と農推進協議会		農林水産物、間伐材、空き家		食品、観光・旅行、教育、エネルギー		協議会、森林組合、大学		福井県福井市		23		R5.3		1

		18-02		特定非営利活動法人ピアファーム		農林水産物		食品、観光・旅行、福祉		就労支援事業所、農林漁業者		福井県あわら市		24		R5.3		1

		20-01		SAKU酒蔵アグリツーリズム推進協議会		農林水産物、酒蔵、日本酒文化		食品、観光・旅行、教育、イベント		宿泊施設、食事施設、体験施設、生産者、酒蔵		長野県佐久市		25		R5.3		1

		21-01		世界農業遺産 清流長良川の鮎		農林水産物、自然、文化、景観		食品、観光・旅行、教育		協議会等		岐阜県長良川上中流域（岐阜市、関市、美濃市、郡上市）		26		R5.3		1

		21-02		有限会社萬里		農林水産物		食品、観光・旅行、福祉		加工事業者、宿泊事業者、農林漁業者、NPO法人ほか		岐阜県高山市		27		R5.3		1

		23-01		株式会社
田原観光情報サービスセンター		農林水産物、農業、自然		加工・販売、観光・旅行		民間業者、民間法人、市町村		愛知県田原市		28		R5.3		1

		26-01		上世屋定住促進協議会		上世屋のヒト、モノ全て		農林業、狩猟、工芸、加工		地域住民		京都府宮津市		29		R5.3		1

		26-02		京都おぶぶ茶苑合同会社		農林水産物、景観、日本茶文化		食品、観光・旅行、教育、情報通信、イベント		町、生産者、茶畑オーナー、国際日本茶協会		京都府和束町		30		R5.3		1

		26-03		社会福祉法人 京都聴覚言語障害者福祉協会 さんさん山城		農林水産物、文化		食品、福祉、教育		社会福祉法人、府、協議会等		京都府京田辺市		31		R5.3		1

		29-01		空中の村		農林水産物、木材、景観		食品、観光・旅行、情報通信、アウトドア		村、飲食事業者、観光事業者		奈良県十津川村		32		R5.3		1

		31-01		一般財団法人境港市農業公社		和綿「伯州綿」、栽培サポーター		地域活性化、加工・販売ほか		市、市農業公社		鳥取県境港市		33		R5.3		1

		31-02		NPO法人bankup
（旧学生人材バンク）		学生人材、農林水産物		食品、地域振興、人材育成企画ほか		NPO、大学、銀行、自治体		鳥取県鳥取市		34		R5.3		1

		32-01		社会医療法人正光会さんさん牧場		馬事文化、農林水産物		食品、観光・旅行、福祉、医療		就労継続支援事業所、流通企業		島根県益田市		35		R5.3		1

		33-01		株式会社エーゼログループ		森林、ジビエ、うなぎ、多様な人材		農林水産業、移住・起業支援、福祉		総合地域商社、起業家、地方自治体		岡山県西粟倉村		36		R5.3		1

		35-01		株式会社瀬戸内ジャムズガーデン		農林水産物		食品、観光・旅行、教育		地元企業、生産者、観光事業者、教育機関		山口県周防大島町		37		R5.3		1

		36-01		家賀再生プロジェクト		世界農業遺産、農林水産物		食品、観光・旅行、福祉、芸術		各種団体、農林漁業者、集落、学校、地元企業		徳島県つるぎ町		38		R5.3		1

		38-01		地域協同組合無茶々園		農林水産物、廃校		食品、コスメ		農林漁業者、福祉事業者		愛媛県西予市		39		R5.3		1

		38-02		遊子川地域活性化プロジェクトチーム 遊子川もりあげ隊		農林水産物		食品、観光・旅行		地域住民、地域おこし協力隊、トマトオーナー等		愛媛県西予市		40		R5.3		1

		39-01		一般社団法人
三原村集落活動センターやまびこ		農林水産物、文化・風習		食品、観光、福祉、健康ほか		村内の各種団体や地域の代表者		高知県三原村		41		R5.3		1

		41-01		株式会社クラベル・ジャパン
（平田花園）		農林水産物		加工・販売、教育		農林漁業者、地元企業、福祉		佐賀県唐津市		42		R5.3		1

		42-01		有限会社シュシュ		農林水産物		食品、観光・旅行		地元企業、生産者		長崎県大村市		43		R5.3		1

		47-01		しろう農園株式会社		農林水産物、家畜		食品、観光・旅行、健康・医療		生産者、大学、学校・保育園、市、県		沖縄県宮古島市		44		R5.3		1
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36-01 家賀再生プロジェクト 世界農業遺産、農林水産物 食品、観光・旅行、福祉、芸術 各種団体、農林漁業者、集落、学
校、地元企業 徳島県つるぎ町 38

38-01 地域協同組合無茶々園 農林水産物、廃校 食品、コスメ 農林漁業者、福祉事業者 愛媛県西予市 39

38-02 遊子川地域活性化プロジェクトチーム
遊子川もりあげ隊 農林水産物 食品、観光・旅行 地域住民、地域おこし協力隊、トマ

トオーナー等 愛媛県西予市 40

39-01 一般社団法人
三原村集落活動センターやまびこ 農林水産物、文化・風習 食品、観光、福祉、健康ほか 村内の各種団体や地域の代表者 高知県三原村 41

41-01 株式会社クラベル・ジャパン
（平田花園） 農林水産物 加工・販売、教育 農林漁業者、地元企業、福祉 佐賀県唐津市 42

42-01 有限会社シュシュ 農林水産物 食品、観光・旅行 地元企業、生産者 長崎県大村市 43

47-01 しろう農園株式会社 農林水産物、家畜 食品、観光・旅行、健康・医療 生産者、大学、学校・保育園、市、
県 沖縄県宮古島市 44
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		事例No. ジレイ		団体名 ダンタイメイ		地域資源 チイキシゲン		事業分野 ジギョウブンヤ		事業主体 ジギョウシュタイ		所在地 ショザイチ		ページ		掲載時期 ケイサイジキ		掲載版数 ケイサイ ハンスウ

		36-01		家賀再生プロジェクト		世界農業遺産、農林水産物		食品、観光・旅行、福祉、芸術		各種団体、農林漁業者、集落、学校、地元企業		徳島県つるぎ町		38		R5.3		1

		38-01		地域協同組合無茶々園		農林水産物、廃校		食品、コスメ		農林漁業者、福祉事業者		愛媛県西予市		39		R5.3		1

		38-02		遊子川地域活性化プロジェクトチーム 遊子川もりあげ隊		農林水産物		食品、観光・旅行		地域住民、地域おこし協力隊、トマトオーナー等		愛媛県西予市		40		R5.3		1

		39-01		一般社団法人
三原村集落活動センターやまびこ		農林水産物、文化・風習		食品、観光、福祉、健康ほか		村内の各種団体や地域の代表者		高知県三原村		41		R5.3		1

		41-01		株式会社クラベル・ジャパン
（平田花園）		農林水産物		加工・販売、教育		農林漁業者、地元企業、福祉		佐賀県唐津市		42		R5.3		1

		42-01		有限会社シュシュ		農林水産物		食品、観光・旅行		地元企業、生産者		長崎県大村市		43		R5.3		1

		47-01		しろう農園株式会社		農林水産物、家畜		食品、観光・旅行、健康・医療		生産者、大学、学校・保育園、市、県		沖縄県宮古島市		44		R5.3		1
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