
 ○   都市農村交流を通して、より多くの人に地域を知ってもらい、また地域の魅力を伝え、田舎への関心を高   
  めることに努める。 
 ○ 田舎暮らし希望者には移住のきっかけを作り、交流から移住へつなげることを目指す。 
 ○ 移住希望者が安心できる支援体制を整備する。 

活動の概要 活動の効果 

地域の伝統行事体験 
（どんど焼） 

（空き家調査） 
 空き家の実態調査を実施。 
（リフォーム塾） 
 地域資源である空き家を再生させると同時
に、移住希望者に改修技術を体験・習得させ
る取組。 
（移住希望者支援） 
 希望者を対象に、住まいの紹介から田舎暮
らしの知恵（風習）の伝授、農業支援、お試し
移住体験などを提供。 
（都市農村交流） 
 田舎暮らし体験館を拠点に、食、遊び、農業、
伝統（祭り）、里山保全、若者交流などをテー
マに、地域住民と都市住民との交流を展開。  

○平成12年の豪雨被害をきっ
かけに森林再生に取り組むと
ともに、地域の自然や暮らし
に着目した交流活動を開始。 
○過疎高齢化による様々な課
題が顕在化。（空き家の増加、
買い物・医療などの生活条件
の悪化） 
○地域を維持保全するには、
空き家の活用は不可欠と考え、
空き家対策に取り組む。 

【岐阜県恵那市】 奥矢作移住定住促進協議会 
         （みんなで築こう！生き生き暮らせる結の里） 

岐阜県恵那市 

人  口        5.4万人 
農業就業人口  3.0千人  
農家数          2.4千戸 

○経済的な効果 

 平成22年度までに若者（30代以

下）8名が移住。本年度は6名が移

住予定となっており、地域での経済

活動による効果を期待。   

○交流の効果 

 毎年延べ100名の交流人口を確

保し、新規移住者を今後３年間で２．

７倍（２２人）に拡大することを目標

に活動を展開。 

○その他地域活性化の効果 

 地域の取組を市全体に広げるた

めのネットワークの構築。 

 郷土食や特産品の研究開発を進

め、交流や就業のシンボル「結のレ

ストラン」の開設を目指す。   

地域の概要 

活動主体 

地域資源 

・自治連合会 
・市 
・NPO法人（事務局） 

農地、森林、空き家 

活動のきっかけ・経過 

山間農業地域 

 
空き家の再生と活用 

（棟梁の指導のもとリフォーム体験） 

 

地域の伝統行事体験 
（中山太鼓） 

食と地域の交流促進対策交付金 
③定住促進 



 ○ 豊かな自然環境や、渓流沿いに広がる自然環境や、時の流れを感じられる空間をステージに、田舎で 
  暮らしたい、田舎で活躍したいとする都市住民を、地域ぐるみで迎えられる地域を目指す。 
 ○ 流域の集落に点在する空き家情報をデーターベース化し、田舎暮らし物件情報として都市住民向けに発 
  信し、当地域における田舎暮らし（移住）・二地域居住を推進する。 

活動の概要 活動の効果 

空き家見学ツアー 

（受入体制の強化） 
 田舎暮らし相談員を町内39区に２人ずつ
選任し、これらの方々の研修会などを開催。
また、かみかわ田舎暮らし推進協会への
参画により、町内全体に移住者受入れへ
の機運を高めた。 
（都市住民の定住支援） 
 空き家見学ツアーや、田舎暮らし体験イ
ベント等の開催により、神河町を体験する
機会を提供し、町の主催する空き家バンク
制度と連携して、移住支援を図った。 

○ 空き家の利活用は地域の
大きな課題である。 
 
○ 近年は団塊世代のリタイ  
アを契機とする、都市住民の
田舎暮らしニーズが高まり、
町内の空き家を求める声や、
田舎暮らし・二地域居住を求
める声が増加している。 

【兵庫県神崎郡神河町】 かみかわ田舎暮らし推進協会 
            （田舎暮らし、やってみるなら神河（かみかわ）で） 

兵庫県神崎郡
神河町 

人  口       1.2万人 
農業就業人口  0.7千人  
農家数          1.3千戸 

○経済的な効果 
 不動産取引やリフォームにか

かる地域の不動産業者、建築職

人の仕事を１５件確保。 
 
○交流の効果 
 空き家見学ツアーや田舎体験

イベントの開催により、交流人口

が７８名増加による地域活性化。 

○その他地域活性化の効果 
 空き家への移住が進む中で、

空き家を「地域の宝」としてマイ

ナスからプラスとして捉えようと

いう意識改革につながった。 

地域の概要 

活動主体 

地域資源 

・関係地域代表 
・農業者 
・土建組合 
・行政・事務局 

自然景観（渓流）、
空き家の利活用 

活動のきっかけ・経過 

田舎暮らし体験イベント 

実施体制図 

かみかわ田舎暮らし推進協会

神河町
（行政・事務局）

田舎暮らし相談員
（関係地域代表）

職人さん団体
（土建組合）

交流団体
（農業団体・地域団体）

●事務局

●空き家・空き土地バンク

の運営（都市住民向けの

情報提供）

●空き家・空き土地・空き農地等

の発掘

●移住後の生活相談

●古民家再生研修の実

施

●古民家再生事業

●都市住民向けの生活体

験・滞在メニューの提供

●農作業体験メニューの提

供

田舎暮らしを求める都市住民

●生活体験 ●滞在メニュー体験 ●農作業体験

●移住・定住へ

プロジェクト

マネージャー

中間・山間農業地域 

食と地域の交流促進対策交付金 
③定住促進 



活動のきっかけ・経過 活動の概要 活動の効果 

きんかんの里ふれあい館
と特産のしそジュース 

内之尾棚田と自然観察会
の様子 

（事業推進のための体制構築） 
  役員会等において実践研修の計画・調整、 
 交流促進や定住促進の方策を検討。 
 

（地区の現状調査） 
  集落が抱える課題や活性化に必要な人材の 
 情報を把握するための調査を実施。 
 
（実践研修） 
  都市人材を活用して農業実習、農産加工品 
 の製造・販売、グリーン・ツーリズムの企画・運 
 営、ブログ等による情報発信を実施。  
 
（事業の効果検証） 
  実践研修による地区の状況変化を検証し、 
 成果を普及。 

○ 市町村合併（H16）を契機に 
 小学校校区を単位とする地域 
 コミュニティ組織を設立。  
 

○ 地域コミュニティが中心となり、 
 休耕田等で栽培されたしそや 
 大豆を使った特産品の開発・販 
 売、自然豊かな渓谷や棚田で 
 の体験活動等を実施。 
 

○ 豊かなむらづくり全国表彰事 
 業で九州農政局長賞受賞
（H21）をきっかけに、地域コミュ
ニティによる都市農村交流の取
組の拡大に向け、都市人材の活
用を検討。 

【鹿児島県薩摩川内市】 大馬越地区交流促進集落活性化協議会  
       おおまごえ未知普請（みちぶしん）～地域の眠れる仕事発掘プロジェクト～ 

 ○ 地域コミュニティが中心となり、地元特産品の開発・販売や地域資源を活用した自然体験活動等の都市農 
  村交流の取組を展開。 
 ○  都市人材のノウハウを活用し、しそジュースの売上げを２４％伸ばすとともに、自然体験活動等を３回開催 
  するなど都市農村交流を通じた地域の活性化に貢献。 

鹿児島県 
薩摩川内市 
（大馬越地区） 

人  口            811人 
農業就業人口    112人  
農家数              95戸 

○経済的な効果 
  しそジュースの年間売上高は
185万円（H23）で、前年より24％
伸びた。 

○交流の効果 
  地域資源を活用した自然体
験活動等を3回開催し、鹿児島
県内外の都市住民を中心に64
人（H23）が参加。 

○その他地域活性化の効果 
  外部の都市人材による新た
な発見・気づきが、地域コミュニ
ティの自治活動にも好影響を与
えている。 
  清浦渓谷での研修生(左)に

よる自然体験活動の様子 

地区の概要 

活動主体 

地域資源 

大馬越地区交流促進
集落活性化協議会の
会員 

・きんかんの里ふれあ
い館（農産物直売所） 
・清浦渓谷 
・内之尾棚田（棚田百
選） 

中間農業地域 

食と地域の交流促進対策交付金 
④都市人材の活用推進 



○ ハサンベツ里山の再生を通じ、産業と自然が調和した地域ブランド力の高まり。 
○ 里山再生や体験交流プログラムの実施など、多様なノウハウを持つ各種団体の連携。 
○ 将来的な自立に向けたノウハウが蓄積され、持続的な取組となる。 

活動の概要 

ハサンベツ里山の 
環境再生活動の実施 

（農村環境の保全・再生事業） 
 ・大学機関等との連携による調査・研究。 
 ・夕張川支流域の環境再生。 
 ・ハサンベツ里山再生のさらなる推進と 
  ブランド力向上 
（五感総動員の都市農村交流） 
 ・具体的なプログラムを活かした営業活 
      動。 
 ・大学機関等の受入促進。 
 ・東日本大震災被災地の青少年体験受   
      入。 
 ・その他、青少年団体、環境団体等の受 
     入。 

○昭和60年にオオムラサ
キの生息が確認されて以
来、ハサンベツの里山づく
り活動や、廃校利用によ
る交流の拠点施設整備な
ど、官民協働による多様
な事業を展開。 
 
○多様な活動主体が、個
別には優れた活動をして
いるが、一体的な活動展
開に至っていない。 

【北海道栗山町】 栗山町ふるさと交流産業推進協議会 
         （いい川・いい森・いい人づくり～五感総動員の農村交流体験～） 

北海道栗山町 

人  口        1.4万人 
農業就業人口  1.5千人  
農家数          0.6千戸 

地域の概要 

活動主体 

地域資源 

・農業者、農業団体 
・NPO、自然関係団
体等 
・栗山町（事務局） 

里山、生態系、農業 

活動のきっかけ・経過 

平地農業地域 

交流プログラム：子ども
達の川流れ体験 

活動目標 

○都市農村の交流活性化 
 
都市農村の交流活性化（人） 
環境保全講習等への参加人数 
H22    H23    H24     H25 
 0人     250人   500人   750人 
 
地域コミュニティーの強化 
里山環境の保全活動と通して、地
域の次世代の担い手を育成 
（H23田園自然再生活動コンクール
で農林水産大臣賞を受賞。） 

実施体制 

栗山町ふるさと交流
産業推進協議会 

ハサンベツ里山計画実行委員会 
（農林業者の参画団体、里山環境整備） 

特定非営利活動法人 くりやま 
（自然・農村体験交流活動指導） 

栗山町教育委員会【事務局】 
（事務・会計管理、雨煙別学校サポート） 

特定非営利活動法人 雨煙別学校 
【運営責任者：高橋慎】 
（各種交流事業の拠点） 

環境ハウスプロジェクト協議会 
（都市農村交流（営業）サポート） 

食と地域の交流促進対策交付金 
⑤農村環境の活用推進 



 
○伝統的に食されてきた野草（野
の菜）や薬草が普段の食材として
市販、流通しなくなったことにより、
伝統食材、伝統料理の衰退に危
機感を抱いた。 
○高齢者が家庭菜園として伝統
食材を栽培し、自ら食し、さらに一
般村民への普及を図ることをめざ
し、活動を展開している。 

活動のきっかけ・経過 活動の概要 活動の効果 

（里地保全活動） 
 ・ 野の菜（野草）・薬草の種苗生産の場 
  である共同・協動ほ場の整備。 
（地域資源の保全） 
 ・ 野草・薬草料理の復活・保全や新たな  
  野草・薬草料理の開発。 
（都市農村交流） 
 ・ 薬草料理や農産物加工品の伊平屋 
    祭り、ムーンライトマラソン、モニターツ 
      アーなどへの提供。  
（農村資源を活用したブランド化） 
 ・ サトウキビを活用したスタミナドリンク、  
  サトウキビ搾汁飴（琉球琥珀）加工品の 
  開発。 

【沖縄県伊平屋村】  いへや“薬草王国・野の菜女王国”物語 
       （伝統食材・未利用資源で「生きがいづくり 小遣いづくり 地域づくり」 

○ 高齢者、女性や中年層が自分の屋敷内で伝統野菜を栽培し、商品化し、子どもたちへの「知恵伝え、文化伝承意欲喚起」等、 
 人育てに取り組む。 
○ 村内の伝統野菜を使った野草・薬草料理、サトウキビなどの加工農産物を開発し、その試作品を安全でマーケットに通用する 
 商品を“希少性”と“島の物”のブランドとして特産品の開発に取り組む。 

中間農業地域 

○経済的な効果 
 試供品である野草・薬草や農

産物加工品を将来的には伊平

屋ブランドとして展開。  
○交流の効果 
 「食料・農業・農村」体験プログ

ラムのモニターツアーを実施し、

将来的には体験ツアーとして交

流人口の増加を期待。   

 
 
○その他地域活性化の効果 
 高齢者家庭の生き甲斐として

の野草・薬草栽培（家庭菜園）を

推進し、さらに地域の次世代の

担い手を育成。   
 
  

実施体制図 

沖縄県伊平屋村 

人  口        0.2万人 
農業就業人口  0.3千人  
農家数          0.1千戸 

地域の概要 

活動主体 

地域資源 

・ｸﾞﾙｰﾌﾟｴｺﾗｲﾌ(事務局) 
・前泊区老人会・婦人会 
・なかゆくいの会 
・伊平屋村役場 
・JA 

農地、里地、里山 

会長・プロジェクトマネージャー 

幹事会 

事務局長 

事務局 

役職 事務分掌・機能 

会長・プロジェ
クトマネージャ 

事業の総括運営・財務責任 

事務局長 事務調整・経理責任・事務管理 

幹事会 事業方針決定 

伊平屋祭りでの野草・ 
薬草料理の提供 野草、薬草の植付け 

食と地域の交流促進対策交付金 
⑥集落型産地振興 



 ○ ビルの屋上での養蜂をきっかけに、屋上農園（ビーガーデン）で蜜源植物や野菜を進めており、日頃、土 
  や植物に触れる機会の少ない都市の人々が、環境問題、食と農に関心を向けるための場となっている。 
 ○ 連携している各地の生産者から苗の提供を受け、銀座のビル屋上で栽培している。地域の隠れた農産物 
  を銀座で栽培することでPRを行い、生産者と消費者の交流の場としても活用する。 

活動の概要 活動目標 

養蜂体験講座の様子 

（ビーガーデンPR・管理業務） 
 ビーガーデンを拡充すべくPR活動を行い、
土づくり、土壌管理等を行う。 
 
（ビーガーデンの講座の開催） 
 養蜂体験講座や屋上農園講座を実施し、
ミツバチやその蜜源となる植物、そして屋上
農園について、実習を含めた講座開催。 
 
（都市農村・銀座地域内交流の場） 
交流のある新潟の茶豆、福島の菜の花等各
地の特産をビーガーデンで栽培し、苗植え
や収穫時に交流イベントを開催する。 
   

○中央区では屋上緑化が推
進されている。 
 
○都市生活者が土や植物、
農業や食に接する機会を増
やしたい。 
 
○ミツバチが花蜜を集めてく
る蜜源を増やす一環として、ミ
ツバチが遊びに来る花を植え
て緑を増やす取組み。 

【東京都中央区】 銀座ビーガーデン推進協議会 
         （銀座地域の屋上農園（ビーガーデン）活用・管理） 

東京都中央区 

人  口    12.7万人 
農業就業人口 不明  
農家数          不明 

地域の概要 

活動主体 

地域資源 

・協議会 
・生産者 
・地域住民 
・飲食店組合 
・社会福祉法人 

街路樹、公園、ビル
の屋上農園等 

活動のきっかけ・経過 

都市商業地域 

屋上農園講座の見学 養蜂状況 

実施体制 

 
農業体験への取組 
 

① 農園・養蜂体験講座の開催 
            （単年度） 
H22年  H23年  H24年  H25年 
  ― 35人以上 40人以上  40人以上 
 

②連携･交流の場づくり参加者数      

                             （単年度） 
H22年  H23年   H24年    H25年 
   －  30人以上  35人以上 35人以上  

代表 養蜂家 田中淳夫 

事務局 
農業生産法人株式
会社銀座ミツバチ 

プロジェクト 
マネージャー 
大越貴之 

農業従事者 
（新潟市） 
諸橋弥須衛 

農業従事者
（福島市） 
難波憲吾 

銀座社交
料飲協会 

食と地域の交流促進対策交付金 
⑦都市農業の振興 



 ○ 地域資源である自然林を活用した森林セラピーを活用した精神衛生予防、復職支援を事業化。そのため
の森林セラピーガイド養成や森林セラピープログラムの検討を行う。 
 ○ 森林セラピーを活用したメンタルヘルス事業により企業研修等を誘致し、交流人口を増やし、森の持つ癒 
  し効果の普及と地域農林業が元気になることを目指す。 

活動の概要 活動の効果 

メンタルヘルスガイドの養成 

（森林セラピーメンタルヘルス事業化） 
 メンタルヘルスガイドの養成。精神疾患
により休職中の社員や復職準備中の社員
等を抱える企業や組織との提携に向けた
協議。精神衛生予防プログラムの作成。 
（メンタルヘルスプランの試験的実施） 
 森林セラピーの普及を図るため、企業の
人事担当、復職者を招きメンタルタフネス
セラピープログラムを検討。 
（空き施設を活用した福祉サービスの検
討） 
 福祉サービスがない山形地域において、
廃校を活用したデイサービスを検討。 

○森林へのトレッキング誘客
等を進めていた折、森林の人
体に及ぼす癒し効果立証の
ニュースに触れ森林セラピー
の検討を開始。 
○一般客を対象とした森林セ
ラピーを実施している。 
 
○森の癒し効果を普及して行
くためのガイドを組織化した。 

【鳥取県智頭町】 山形地域協議会 
         （智頭の森で心も体もリフレッシュ！） 

鳥取県智頭町 

人  口          0.8万人 
農業就業人口  0.8千人  
農家数          0.9千戸 

○経済的な効果 
 3年目の本格実施により、森林

セラピー10企業50人以上の受入

れを目標に活動。   

○交流の効果 
 交流人口を増やし森林の持つ

癒し効果の普及と地域農林業が

元気になることを目指す。 

○その他地域活性化の効果 
 3年目の福祉サービスの本格
稼働により、地域の高齢者40名
程度受入れを目標に活動。 

地域の概要 

活動主体 

地域資源 

・山形地区振興協議
会 
・智頭町森林ｾﾗﾋﾟｰ
推進協議会 
・智頭町 

自然林、昔ながらの
生活文化 

活動のきっかけ・経過 

山間農業地域 

モニターの実施 

食と地域の交流促進対策交付金 
⑧医療介護の場としての活用推進 



活動のきっかけ・経過 活動の概要 活動目標 

農産品市場の通年運営 
に向けた取組（イメージ） 

（地域農業の魅力化・活性化） 

  出荷量に満たない高齢農家等の農産品の 

 通年販売の場を確保、無農薬野菜の生産維 

 持と付加価値の向上に寄与。  

（冬期集住・二地域居住） 

  高齢者の冬期生活支援と都市住民の二地 

 域居住受入支援の事業化に向けた体制を整 

 備し、定住と移住を促進。 

（貸し農園付き週末住宅の運営） 
  空き家を活用した貸し農園付き週末住宅を 

 運営、市街地住民へ農作業の場を提供。 
（地域の歴史・文化の継承） 
  郷土資料の収集整備や小学生を中心に伝 
 統芸能等の継承活動を実施。 

○ H６年、農業後継者や耕 
 作放棄地等の問題を懸念す 
 る地元の農業青年が集まり、 
 西神楽地域づくり研究会準 
 備会を発足、Ｈ13年にＮＰＯ 
 法人グラウンドワーク西神 
 楽として組織化。 
  

○ Ｈ20年に、ＮＰＯ法人ほか 
 各々の分野で活動してきた 
 住民団体が西神楽地域協 
 議会を組織し、地域の課題 
 解決に取り組む。 

【北海道旭川市】 西神楽地域振興協議会 
         （都市と農村の交流を展開しつつ定住条件の確保と二地域居住を推進） 

 ○ 高齢者の冬期生活支援と都市住民の夏期滞在受入支援の事業化に向けた体制の整備や貸し農園付き 
   週末住宅を運営。都市と農村の交流を展開しつつ、定住条件の確保と二地域居住を推進。 

 ○ 新たな地域共同体の創造を図りつつ、地域の活性化を目指す。 

北海道旭川市 

地域高齢者の冬期生活
の支援（冬期集住） 

地域の概要 

活動主体 

地域資源 

人 口         35.2万人 
農業就業人口  6.5千人  
農家数       1.6千戸 

農業者、ＮＰＯ、自治
会、地方公共団体 

豊かな自然環境、水田
風景はじめ農村景観、農
村資源、ホタル、神楽獅
子舞 

○都市農村の交流活性化(単位：人) 
 都市農村交流人口（人） 
   H22  H23   H24   H25 
  26,000 38,000 50,000 55,000 
 
 農産品市場の延べ来場者数（人） 
   H22   H23   H24   H25 
   2,400   3,600   5,000   6,500 
 
○地域コミュニティーの強化 
 冬期集住の入居世帯数（世帯数） 
   H22   H23   H24   H25 
     4     8     12     15 

実施体制 

オブザーバー 
旭川市立聖和小学校 

西神楽地域振興協議会 

西神楽地区聖和市民員会 （空家改修・調査） 

農業生産法人㈲西神楽夢民村 （産直販売、週末住宅、市民農園） 

神楽獅子舞保存振興会（獅子舞の保存・継承） 

西神楽ホタルの会 （ホタル祭り運営） 

旭川市総合政策部、農政部 （事務・会計補助、監修） 

西神楽郷土資料館（郷土資料の保存・継承） 

聖和小学校を存続させる会 

NPO法人グランドワーク西神楽 （事務・会計処理、乗合交通、高齢者人材活用、冬季集住） 

都市的地域 

食と地域の交流促進対策交付金 
⑨生活条件確保 



石川県白山市 

○次代を担う人材育成と集落
に残るふるさと文化の保全継
承が大きな課題  
 
○この課題を解決するため、
「地域の住民が関わり、地域
でしかできないことを伝承す
る」を基本コンセプトとして地
域活性化の取り組みを開始 

活動のきっかけ・経過 活動の概要 活動の効果 

住民手づくりの雪だるま 

（人材育成） 
  地域に伝わる特有の文化（炭焼き、蚕
飼育、五郎祝い、初午繭玉など）を守り育
てる地域の人材を育成 
（地域資源を活用したイベントの開催） 
 白峰地域の象徴である雪と伝統的街並
みを活かしたイベントを開催 
（新しい要素を加えた形で実施） 

 ・雪だるままつり 
 ・伝統的街並みライトアップ  など 
（情報発信） 
   地域特有の資源の存在を地域住民に再
認識させるとともに、地域資源を活用した
事業が活発に行われていることを地域内
外に広く伝える。 

 
 
 
 
 
 

【石川県白山市】 白峰雪だるまの里協議会 
          （地域の象徴である雪、伝統的街並み及び伝承文化を活用したイベントの開催） 

○ 地域住民参画のまちづくり活動を基本コンセプトとして、地域特有の資源（雪・伝統的街並み・伝承文化等）を活用 
  した多様なイベントを開催（雪だるままつり、伝統的街並みライトアップ・五郎祝いなど） 

人  口  １１２千人 
農業就業人口 １．８千人  
農家数     ０．６千戸 

○ 経済的な効果 
地域の生活食の商品化を進め、地

域内の観光施設や営業施設で提供

することで農産物販売チャンネルの

増加に寄与。 

○ 交流の効果 
地域資源を活用した魅力あるイベ

ントの開催により、新たな入り込み

者数を今後３年間で５，６００人増加

させることを目標に活動に取り組む。 
 ２３年度の交流人口は、１０，６９５

人で対前年１，６９５人の増加となっ

ている。 

○その他 
平成22年度美の里づくりコンクール審

査会特別賞受賞 

伝統的街並みをライト
アップ 

地域の概要 

実施体制図 
活動主体 

白峰区、桑島区、金
沢工業大学谷研究
室、白峰観光協会 

地域資源 

 ・雪 
 ・伝統文化 
 ・街並み 

事業の実施体制 

白峰雪だるまの里協議会 

金沢工業大学 
 「情報発信・ＨＰ管理」 

老人クラブ連合会、青年団 
 「方言の里づくり」 

女性連絡協議会、観光協会 
 「永久グルメの里づくり」 

白峰区、桑島区、雪だるま倶楽
部「雪だるまの里づくり」 

白山市、雪だるま倶楽部 
 「事務局（事務会計処理）」 

雪だるま倶楽部、伝承者 
 「出作りの里づくり」 

食と地域の交流促進対策交付金 
⑩地域提案型活動 

山間農業地域 
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