
活力アップ重点地域の取組例 （主に中山間等） 具体例

1, 子ども農山漁村交流
小学校をはじめとする子供の農山漁村における体験教育活動等を受け入れるための取組

◆ 子ども（修学旅行生）を受け入れての農業と漁業を核とした体験型交流の
展開

2, 地域資源の活用やボランティアを取り込んだグリーン・ツーリズム
山菜料理や古民家など多様な地域資源の活用やボランティア活動の取り込みなど特色あるグリー

ン・ツーリズムの取組

◆ 特色ある農村資源を活用し、地区全体を環境の博物館にみたてたグリーン・
ツーリズムを展開

3, 自然・景観を生かした美しいむらづくり
棚田や田園空間などの農山漁村の自然や景観を生かした都市住民等と連携する美しいむらづく

りの取組

◆ 都市住民との交流を通じた棚田の保全とやすらぎの里づくりを展開

4, 集出荷などを通じた地域内外の連携
農産物の庭先集荷や加工・販売と合わせた地域内外への食材の供給・配達や配食サービス等の

取組

◆ 新鮮な農産物がつなぐ都市と農村の共生・対流の取組

5, 定住・集住等の環境整備
空き家、廃校等を活用した定住、二地域居住の環境整備や高齢者の冬期集住の取組

◆ 都市と農村の交流を展開しつつ定住条件の確保と冬期集住を推進

6, 市民と連携した農業被害の防止
都市住民等と連携して実施する豪雪対策など農業被害防止の取組

◆ 交流事業を通じたボランティア受入体制の構築（豪雪等による農業被害の
未然防止）

都市農村共生・対流総合対策交付金 取組のための参考事例

自立発展可能地域の取組例 （主に平場等） 具体例

1, 「食」を活用し観光と連携したグリーン・ツーリズム
豊かな「食」を活用する直売所、観光農園、新たな商品開発など地域経済の発展につながるグ

リーン・ツーリズムの取組

◆ 直売所を核とした都市農村交流の展開

2, 農山漁村における大学・企業等の研修
大学や企業などと連携し大学生や社会人を対象とする研修訓練・厚生活動などを受け入れるた

めの取組

◆ 農山漁村を舞台とした企業の研修受入と地域と企業が協働で行う活性化の
取組

3, 「食」の提供などを通じた学校・企業等との連携
学校給食、社員食堂等への農産物の食材提供など「食」を通じた学校・企業等との連携

◆ 学校給食や企業等への食材供給を通じた生産者と消費者の共生・対流の
取組

4, ＩＴを活用した消費者とのネットワークづくり
ＩＴを活用した集出荷・販売管理や生産者と消費者との情報交換・ネットワークづくりの取組

◆ 販売情報管理システムの導入による生産者と消費者の「顔の見える農業」
を確立

5, 「農」を活用した医療・福祉との連携
園芸療法や福祉農園など農山漁村を医療・福祉サービス等を提供する健康づくりの場として活用

する取組

◆ 難病と戦う子供たちのための医療ケア付きキャンプ場の体制整備

6, 地域提案活動
地域ぐるみで行う創意工夫にあふれた都市と農村の共生・対流を通じた地域を

活性化させる取組

◆ 農業を基盤とした暮らしと文化を保全･活用し、世界に誇れる田園空間を発
信



子ども（修学旅行生）を受け入れての農業と漁業を核とした体験型交流の展開
【●●県●●市他 一般財団法人●●公社】

○ 地域の新たな産業おこしと交流人口の拡大を目標に、地域住民や市、観光事業者が連携し、主に修学旅行生を

ターゲットとした農業と漁業の体験型観光を展開。

○ 農漁業と体験型学習を一体化した取組とすることにより、交流の拡大に寄与。

＜▲▲市＞１地区
▲▲体験振興会

＜●●市＞７地区
●●体験振興会、▲▲体験振興会、■■地区グリーン
ツーリズム研究会、◆◆体験振興会、●▲体験振興会、
▲■体験振興会、■◆体験振興会

信頼性の高いほんもの体験の提供

活動の概要活動体制 活動の効果

○交流の効果

H15 7校 1,000人

H18 58校 10,000人

H21 119校 20,500人

H24    185校 34,000人

○経済的な効果

・●●公社
(●●市、▲▲市、■■市)
直接経済効果

３億８千万円

○その他地域活性化の
効果

・平成17年度から平成24
年度までに、約500軒の農

家漁業体験民宿が開業し、
雇用を創出。

農漁業と体験型学習の一体化

○ 農業体験、漁業体験、味覚体験など約80種類の体

験プログラムを準備し、１日約1,700人の受入が可能。

活力アップ重点地域 ① 「子ども農山漁村交流」の取組イメージ

一般社団法人●●公社
(コーディネート組織)

○ 地域の生活に根ざした「●●ほんなもん※体験」を

提供し続けるため、民間主導のコーディネート組織と、

農家・漁家の担い手からなる13地域と1団体の受入

組織が互いに信頼のネットワークを形成し活動。
※「ほんもの」の意味

（農漁家との交流） （漁業体験） （畜産体験）

＜■■市＞５地区
■■体験振興会、◆◆観光協議会、●●体験型観

光協議会、▲▲体験振興会、■●体験振興会

●●市
行政のバックアップ

１

＜◆◆＞１団体
◆◆アウトドアスポーツクラブ



特色ある農村資源を活用し、地区全体を環境の博物館にみたてたグリーン・ツーリズムを展開
【●●県●●市 ●●地域振興協議会】

○ 全戸・全団体を構成員とした協議会を組織し、「共に考え、悩み、行動する」という自治意識を形成。

○ 廃校跡地を活用し交流拠点施設を整備、地区全体を環境の博物館にみたて、四季折々の薬膳料理を提供するな

ど、「食」をはじめ特色ある農村資源を活用したグリーン・ツーリズムを展開し、交流の拡大に寄与。

活動の概要活動体制 活動の効果

○交流の効果
・交流拠点施設の年間来
客数 H20：約3,100人

H23：約3,600人
・ほたる祭り来訪者

年間約5,000人

○経済的な効果
・交流拠点施設における
年間売上げ高

H20：約18百万円
H23：約19百万円

○その他地域活性化の
効果
・特産▲▲を活用した加工
販売 H23：約36百万円

（商品開発数約20品種）

・高齢者宅への弁当配達・
見回り 対象21人（週1回）

・担い手の確保、移住・定
住の受入環境整備により、
Ｕ・Ｉターン者は18世帯73
人（H20）にのぼる。

特色ある地域資源を活用した交流の取組

活力アップ重点地域 ② 「地域資源の活用やボランティアを取り込んだグリーン・ツーリズム」の取組イメージ

各行政嘱託員、民生委員
教育委員代表、

若者代表、女性会代表
小中保護者代表

水産代表、企業代表
商工会代表

地区農業委員代表
社会福祉協議会代表
和牛改良組合代表

特産▲▲振興協議会代表ほか

[諮問機関]市総合開発企画室 [顧問]市議会議員/学識経験者

土地改良区

営農環境委員会
農地利用改善組合

委員総会三役会 役員会

総務部
農林水畜産部

教育部
文化部

ふれあい部
体育部
開発部

部 会

○特産▲▲の生産体制の強化、野菜等
の産直市への出荷体制の整備

○農業生産活動を通じた地域産業の活
性化とｺﾐｭﾆﾃｨﾋﾞｼﾞﾈｽの展開

○地域特産の▲▲を活用した加工品
の開発・販路の拡大

○ＪＡの撤退に対応するため、住民自ら
が出資し、万屋(小売店)や油屋(ｶﾞｿﾘ
ﾝｽﾀﾝﾄﾞ)を運営

農事組合法人「▲▲」

特産▲▲振興協議会

「万屋」「油屋」運営協会

○廃校を活用した集落拠点施設の運営

○薬膳料理など四季折々の郷土料理を
提供

●●地域振興協議会

○廃校跡地を活用し交流拠点施設を整備、地区全体を環

境の博物館とみたて教育文化機能を維持した都市住民と

の交流を推進。

○ 交流施設で四季折々の薬膳料理を提供するほか、地産

地消屋台の農家庭先めぐりの企画・運営やホタルの生育

保全活動に取り組むなど、「食」をはじめとした特色ある農

村資源を活用したグリーン・ツーリズムを展開。

●●交流施設運営協議会

農地保全活動
担い手確保

移住・定住の受入環境整備

交流活動
（ホタル祭り、交流体験）

福祉・生活支援活動
（弁当配達・訪問活動）

（廃校を活用した交流拠点施設） （来訪者へ薬膳料理を提供）

ホタルの生育環境の保全活動
を通じた交流の展開

（協議会主催の環境学習交流会）

２



都市住民との交流を通じた棚田の保全とやすらぎの里づくりを展開
【●●県●●市 ●●地域協議会】

○ 荒廃農地の増加の危機感から、住民自らが地域の将来ビジョン「やすらぎの里づくり憲章」を策定。

○ 棚田オーナー制度や農業体験を介し、都市住民を応援団に迎え入れながら、棚田とそれを取り巻く農村景観の

保全に取り組み、やすらぎの里づくりと地域の活性化に寄与。

支援

●●市
●●県●●農林事務所

▲▲の会

●●協議会

広報部、景観・環境部、文化・交流部、
営農部

都市住民との交流を通じた自然・景観の保全

活動の概要活動体制 活動の効果

○交流の効果

・棚田オーナー制度
H23：12組

・農業体験等交流参加者
H22：450人

・ＩＵＪターン者
H14～H22：5戸

○経済的な効果

・棚田米の
栽培面積、出荷量

28ha(H16)→43ha(H23)
82t(H16)→126t(H23)

売上額
3,150万円(H23)

○その他地域活性化の
効果

・▲▲の会の活動を通じ、
若手農家の生産意欲が向
上、地域は美しい景観を
保つようになっている。

棚田とそれを取り巻く景観・環境整備

○ 休耕田への花の植栽、竹藪整

備、川の清掃、環境美化看板

の設置等、住民誰もが参加でき

る活動を企画し、地域ぐるみで

景観・環境を維持。 （すり鉢状に広がる棚田）

活力アップ重点地域 ③ 「自然・景観を生かした美しいむらづくり」の取組イメージ

●●地域協議会

○ 都市住民を応援団に迎え入れるため、棚田マップや
ＨＰを作成、また、棚田フォトコンテストの開催や、特産
品の出張販売を通じ、地域の魅力を積極的に発信。

○ 県内初の棚田オーナー制度の活用や、農業体験、
地域農産物の加工体験を取り入れた都市住民との交
流を実践。

（稲刈り体験を通じた都市住民との交流） （都市部での特産品等実演販売） ３



新鮮な農産物がつなぐ都市と農村の共生・対流の取組
【●●県●●市 ●●地域推進協議会】

○ これまで出荷を諦めていた中山間地域の高齢者農家等の出荷を助け、中心市街地で新鮮な農林産物を販売す
る「森の産直カー」を導入。

○ 農村と市街地が連携し、農家の出荷機会及び市街地住民の購買機会を確保、新鮮な農産物の提供や都市部園
児給食への活用を通じ、都市と農村の交流の拡大と農家の所得向上に寄与。

○森の産直カー
・●●直売施設管理運営組合
・㈱●● ほか

○ これまで出荷を諦めてい

た高齢農家のいる中山間

地域を軽トラックで巡回し

て集荷

森の産直カーによる食のアクセス改善

活動の概要活動体制 活動の効果

○交流の効果
・中心市街地の商店街等
19箇所で週４日販売・交
流。

・市内保育園へ産直カー
の食材を使った「森のめぐ
み給食」を提供、子どもと
生産者の交流のきっかけ
をつくる。

○経済的な効果
・出荷経験のない生産農
家約60名が新たに参加し
会員193名が販売活動に
参加。

・所得向上、加工生産拡
大への意欲向上。

○その他地域活性化の
効果
・市街地では、高齢者世

帯や主婦を中心に高い評
価を得、産直カーを応援す
る町内会もできた。

活力アップ重点地域 ④ 「集出荷などを通じた地域内外の連携」の取組イメージ

森の産直カー

（農村）
中山間地域

中心市街地
（都市）

○ 商店街の衰退した市街

地を、新鮮な農林産物を

載せた軽トラックが巡回し

て販売

地場産農林産物

を市街地へ提供

中山間地域の所得

向上と高齢農家の

生き甲斐創出

●●協議会
（協議会代表 鶴岡市）

○在来作物の加工品開発と活用研究
・■■在来作物研究会
・■■大学農学部■■研究室
・◆◆大学先端生命科学研究所

○交流体験プログラム開発
・ＮＰＯ法人●●
・●●研究会

○環境整備と森の案内人育成
・ＮＰＯ法人●●
・▲▲研究会
・■■自然休養林保護管理協議会

○美しい都市スタイル実験調査
・●●大学●●研究所
・▲▲大学公益総合研究所

○商店街産直ネットワーク
・▲▲商店街振興組合

４



都市と農村の交流を展開しつつ定住条件の確保と冬期集住を推進
【●●道●●市 ●●地域振興協議会】

○ 貸し農園付き週末住宅の運営や都市住民の夏期滞在型農業体験受入と高齢者の冬期生活の確保に向けた体

制と環境を一体的に整備。

○ 移住者等外部人材との新たな地域共同体の創造を図り、地域コミュニティの再生と定住を促進。

（冬期集住のため、空き家を集合住宅化）

オブザーバー ●●市立■■小学校

■■地区■■市民委員会
（空家調査・改修）

農業生産法人(有)▲▲
（産直販売、週末住宅、市民農園、夏期滞在型農業

体験指導）

NPO法人●●
（事務・会計処理、乗合交通、高齢者人材活用、夏期滞在
型農業体験、冬期集住）

冬期集住・夏期滞在型農業体験

活動の概要活動体制 活動の効果

○交流の効果
・地域入込客数

H23：約39,000千人
・夏期滞在参加者

H23：242人
・冬期集住世帯数

H23：8世帯

○経済的な効果
・冬期集住・二地域居住及
び直売所における年間売
上げ目標

H25目標：約1,500万円
H25目標：新規雇用5名

○その他地域活性化の
効果
・出荷量に満たない高齢
農家の農産品の通年販売
の場（農産品市場）を確保、
高齢者の活躍の場と生き
甲斐を創出、また、高齢者
の知識・経験・技術の活用
と継承に寄与。

貸し農園付き週末住宅の運営

○ 空き家と遊休農地を有効活用

した貸し農園付き週末住宅を整

備し、市街地住民へ農業体験の

場を提供。
（空き家を活用した貸し農園付き週末住宅）

活力アップ重点地域 ⑤ 「定住・集住等の環境整備」の取組イメージ

●●地域振興協議会

夏

秋冬

春

夏期滞在（5～10月）

都市住民を受け入れ、

農業体験や周辺観光

の情報発信・手配、簡

単な職の紹介など、

長期滞在を支援。

冬期集住（12～3月）

独り暮らしの高齢者

を受け入れ、食事や

健康サポートなど、

冬期の安全な住環

境を提供し、定住を

促進。

◆◆郷土資料館
（郷土資料の保存・継承）

●●保存振興会
（獅子舞の保存・継承）

▲▲ホタルの会
（ホタル祭り運営）

■■小学校を存続させる会

●●市総合政策部、農政部
（事務・会計補助、監修）

５（注）写真は、取組をイメージしたもので、他地域の写真を一部借用しています。



交流事業を通じたボランティア受入体制の構築（豪雪等による農業被害の未然防止）
【●●県●●市 NPO法人●●】

○ 地域外から除雪ボランティアを募り雪かき道場を開催、豪雪時の人材確保と地域の受入体制を構築。

○ 雪かき道場では、農家民宿等に宿泊し、地元住民との体験交流を通じながら除雪技術を伝承。

○ 交流で深めた絆から、緊急的なボランティア対応が可能となり、豪雪被害の未然防止に寄与。

活動の概要活動体制 活動の効果

○交流の効果

・ボランティア雪かき道場
修了者
約630人(H19～H23)

○経済的な効果

・農業被害の未然防止

農業用パイプハウスの倒壊防
止、りんご等果樹被害防止

○その他地域活性化の
効果

・ 地元農家にとって、
冬期生活に対する不
安の解消

・ ボランティ体験を通じ、
雪のある暮らしに親し
み、雪国の人々の想い
を共有、コミュニティの
形成

雪かき道場の取組

活力アップ重点地域 ⑥ 「市民と連携した農業被害の防止」の取組イメージ

○ 過疎・高齢化の進行により、豪雪時のみならず、平常

時においても、地元の力だけで除雪の対応が困難にな

りつつある状況。

○ 地域外からのボランティアニーズと、除雪時の安全性

を確保するため、地元農家等

と連携しながら、交流を通じた

広域的なボランティアの受入

体制の構築と除雪技術の伝承

に取り組む。

（ボランティアを活用した除雪作業）

（りんご農家の被害の様子） （ハウス農家の除雪作業の様子）

NPO法人●● 関係団体
県・市町村

社会福祉協議会
等

連携

協力

広報参加募集
応募

雪かき道場
参加・交流
除雪技術の

習得

地 元

雪かき道場開催地

・ボランティアの受入
（宿泊、食事等）

・雪かき指導

ボランティア参加者
（都市部の若者 等）

・雪かき道場の運営、
コーディネート

道
場
開
催
の
オ
フ
ァ
ー

道
場
開
催
の
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
ト

豪雪時

民家、農業施設
の除雪活動

豪雪時の
緊急的な

ボランティア派遣

６

（ボランティアを活用した除雪作業）

（注）写真は、取組をイメージしたもので、他地域の写真を借用しています。



直売所を核とした都市農村交流の展開
【●●県●●市 ●●直売所】

○ 農村と都市の住民の絆をつなぐコミュニケーションセンターとして、多機能型直売所を開設。

○ 農産物の販売のみならず、特産品の開発や農業体験・農家ホームスティを結び付けるなど、食を活用した幅広い

グリーン・ツーリズムを展開し、地域の活性化に寄与。

ＪＡ

生産者

活動の概要活動体制 活動の効果

○交流の効果
・直売所利用者

102千人（H23）
・農家レストラン等を活用
したイベントを年約60回開
催。

○経済的な効果
・農産物等売上高は、
年間250種

H15： 56百万円(建設時)
H23：130百万円

・直売所における販売員
として５名を雇用。

○その他地域活性化の
効果
・学校給食への食材の納
入（4,200食/日）。

生産者からのメッセージ
が子どもたちに伝えられ、
また子どもたちからもお礼
や感想が生産者に届く等、
絆を深める効果も。

農産物販売

○ 店頭販売にととまらず、

●●市内や●●県内での

インショップをはじめ、イベ

ントでの出張販売や宅配

活動を展開。

自立発展可能地域 ⑦ 「「食」を活用し観光と連携したグリーン・ツーリズム」の取組イメージ

●●直売所
（田舎の情報発信基地）

○学校、給食センター、病院、

飲食店等へ食材を納入。

○ 会員200名の内、60歳以

上の会員が約７割、女性の

会員が約５割。

グリーン・ツーリズムの拡大

○ 会員が新たに農家民宿や農

家レストランを開業、農産物加

工等の新たな産業も創出。

（●●直売所） （直売所の棚には
納入者のメッセージも）

（農家民宿での交流）

＜支援＞
●●市役所、●●農業改良普及センター、JA●●支部
●●支所、JA▲▲支部▲▲支所生産組合協議会

＜協力＞
●●ふれ愛ネット、スローライフ●●の会、●●市食農

教育推進協議会、●●生産組合、●●農産営農組合

学校・給食センター

（地場産赤貝を使った
「赤貝コロッケ」）

７

農家レストラン

市内他直売所

加工グループ

病院

飲食店

スーパー（インショップ）



農山漁村を舞台とした企業の研修受入と地域と企業が協働で行う活性化の取組
【●●県●●市 NPO法人●●】

○ 農山漁村を研修の場に提供し、企業ではCSR活動の一環として農業体験や間伐体験など地域資源を活

かした多様なプログラムを実施。

○ 地域と企業が協働で地域食材を使った新商品を開発する等、幅広く地域活性化に寄与。

（冬期集住のため、空き家を集合住宅化）

地域ブランドづくりと販路拡大

活動の概要活動体制 活動の効果

○交流の効果
・参加人数：1,000名
交流人口：3,000名

・遊休農地の再生
棚田：5,600m2

畑 ：1,400m2

○経済的な効果
・地域、企業、地元醸造会
社が協働で純米酒「●●」
を開発し、都内のレストラ
ン等で販売。その他、地域
食材を使った新メニュー開
発や販路拡大等。

○その他地域活性化の
効果
・●●県産材認証センター、
県外加工業者、販売に関
わる●●株式会社が協定
を結び、県外加工製品が
●●県産材と名乗れる新
認証制度を創設。

多様な体験活動の展開

○ 地域では、企業のほか、住宅事業のお客様、都市

部の就業者を対象に、農業体験や間伐体験など地域

資源を活かした多様なプログラムが年間約10回開催

され、広範かつ密度の高い活動が展開されている。

（棚田での田植え）

自立発展可能地域 ⑧ 「農山漁村における大学・企業等の研修」の取組イメージ

空と土プロジェクト

＜体験参加者＞
グループ社員、住宅事業のお客様、都
市部の就業者

○ 活動当初より地域と企業が一緒に行ってきたワーク

ショップでは、新商品のアイデア等も生まれ、地域食

材をPRするイベントの開催や、地域食材を使った新メ

ニューを開発するなど、地域ブランドづくりと販路拡大

につなげている。

（間伐体験） （協働で開発した純米酒）

NPO法人●●
（地域と企業のコーディネーター役）

●●株式会社

＜協働＞
地元企業、●●県商工会連合会、都内
シェフズクラブ（食育活動推進団体）

８



学校給食や企業等への食材供給を通じた生産者と消費者の共生・対流の取組

（学校との連携事例：●●県●●市）

○ 学校給食への食材供給を契機に、生産者と小中学生・保護者の交流に発展。
（企業との連携事例：●●県●●町）

○ 社員食堂への食材供給を契機に、食材供給農家と連携し、田植え・稲刈り体験等を実施するなど、都市と
農村の交流に発展。

生産農家

活動の概要活動体制 活動の効果

○交流の効果

・生産者と消費者の交流
機会の創出・増大

○経済的な効果

・農林漁業者の所得増大
・雇用の増大

○その他地域活性化の
効果

・献立に合わせた計画的
な周年生産

・安全・安心な農産物の需
要と供給
・遊休農地の解消

・農業・農村に対する消費
者の理解醸成

学校との連携

自立発展可能地域 ⑨ 「「食」の提供などを通じた学校・企業等との連携」の取組イメージ

集落連合体
○ 給食食材の納入を契機に生産者と小中学生が交流、

学校と連携し、耕作放棄地を活用した給食用野菜づくり

を展開。

○ 児童が収穫した野菜を家族で食することにより、保護

者を巻き込んだ都市と農村の交流へと発展。

生産者、児童、保護者が一体となった
給食用野菜づくり

学校、ＰＴＡ
給食センター
学校給食栄養士
等

市町村
県農業改良普及センター 等

（児童と栄養士の意見交換会）

企業との連携

企業
社員食堂運営会社
関連会社
等

連携 ○ 食材供給農家と連携し、田植え、稲刈り体験等を実施。

○ 水田を利用した地下水かん養など環境保全の取組も実施。

（社員食堂） （田植え体験）

ＪA

加工グループ等

協力

９



販売情報管理システムの導入による生産者と消費者の「顔の見える農業」を確立
【●●県●●町】 (株)●●（直売所運営・管理主体）他

○ 農産物の付加価値の向上を目指し、特産物直売所「●●」を整備（H8年）。

○ 販売情報管理システム（ＰＯＳ）を導入し、生産者と消費者の情報を受発信、「顔の見える農業」の確立に

より、交流の拡大に寄与。

支援

●●町
●●農協
●●森林組合
●●商工会

●●運営協議会
（●●亭（飲食店）、製麺部会、製菓部会、加工部

会）

直売所運営協議会
（イベント企画委員会、情報誌編集委員会、店舗レイ

アうち委員会、加工品開発部会、花部会、等）

農業情報センター
（●●町の農産物や加工品を一堂に集中し展示・販売、か
らりネット（FAX＋POSシステム）の運営・管理）

活動の概要活動体制 活動の効果

○交流の効果

・直売所の来客数

15万人（H8）

→44万人（H23）

○経済的な効果

・直売所の売上げ

1.2億円（H8）

→6.0億円（H23）

○その他地域活性化の
効果

・地域農業振興に大きく貢
献しているほか、女性の経
済的・社会的自立、高齢
者の生き甲斐の創出に寄
与。

農業情報システムと販売管理システム（POS）
の運営

○ 農家を対象として、顧客管理・農業簿記・ビラ作

成・ホームページ作成などのパソコン講座の開催。

○ 農産物に栽培方法、レシピを添付し、消費者に農

産物や生産者の情報を伝達。

自立発展可能地域 ⑩ 「ＩＴを活用した消費者とのネットワークづくり」の取組イメージ

(株)●●（直売所運営・管理主体）

○ 生産者と消費者の直接取引や交流が可能

・ 消費者からのクレームは全て生産者に返し、生産者が責

任をもって対応。こうした対応により、ファンを獲得した農家

やクレームを寄せた消費者が固定客となった事象も発生。

バーコードをはった商品店内の様子 バーコードシールの印刷

10



○ 農業を通じた地元農業者と医療・自然療法等の専門家が協働し、豊かな自然環境や基幹産業である農業を活用
する農業体験プログラムを策定。

○ 地元農業者等のための研修や体験実践を行う環境、体制を整備しつつ、農業体験プログラムやレクリエーション
療法を積極的に展開、交流人口の増加や就労機会の創出に寄与。

活動の概要活動体制 活動の効果

難病と戦う子供たちのための医療ケア付きキャンプ場の体制整備
【●●道●●市 公益財団法人●●】

○交流の効果

医療・福祉キャンプ場に

参加する難病の子ども達
を、今後３年間で６倍

（２００人）に拡大すること
を目標に活動を発展。

公益財団法人●●

▲▲ファーマーズ（農家団体）

■■商工会

◆◆（ボランティア団体）

・ 農業体験プログラムの策定、レクリエーション療法を

サポートする市民ボランティア向けの研修会を開催。
・ 市民ボランティアに参画してもらい、車いすでも利用
可能な農園及び森林内園路を整備。

体験プログラム策定・研修会の開催
農園・園路等の整備

農業体験プログラム
レクリエーション療法の実践

・ 研修を受けたボランティアの協力のもと、難病の
子どもたちの農業体験プログラム、地域の福祉施設
利用者のレクリエーション療法を実践。

農業者から参加者への
作業内容説明

農業者の指導のもと
収穫体験

○その他地域活性化の
効果
体験活動をサポートする

ために参加する農業者や
市民ボランティアの参加数
を今後３年間で７０人から
４００人に増大。

○経済的な効果
当該施設は、アジア初

の医療ケア付きキャンプ
施設で宿泊棟を備えて
おり、介護者や家族も宿
泊することから地域経済
に貢献。

自立発展可能地域 ⑪ 「「農」を活用した医療・福祉との連携」の取組イメージ

11



農業を基盤とした暮らしと文化を保全・活用し、世界に誇れる田園空間を発信
【●●県●●市 NPO法人●●の会】

○ 「農業を基盤とした暮らしと文化の継承」に向け、農産物の直売や農業体験、自然観察体験等の地域資源を活かした活

動と地域の歴史・風土を伝える活動を展開し、都市住民等との交流、地域経済の増大に大きく寄与。

○ 歴史的・文化的視点から世界に誇れる田園空間を発信し、更なる交流の拡大を目指す。

地域の暮らしと文化の保全

活動の概要活動体制 活動の効果

○交流の効果

・イベント回数

年間100回以上

・●●施設利用者

年間８万人

○経済的な効果
・朝採り市の売上額

年間4,000万円
・地域ブランド品の開発・

販売を通して地域経済の
活性化に寄与

○その他地域活性化の
効果
・体験活動の受講者や関

わる地域住民の間に世
代を超えた農村コミュニ
ティが醸成

・朝市は、生産者がマー

ケティングや商品開発の
技術を研鑽する場にも
なっている

地域の歴史・風土、農業を伝える活動

自立発展可能地域 ⑫ 「地域提案活動」の取組イメージ

○ 地域全体を「屋根のない博物館」とし、地域の有形無形

の資源を、人を仲立ちにして伝えていこうと田園空間整備

事業で整備した●●施設を拠点に活動。

NPO法人 ●●の会

「食」を通じた都市住民等との交流

○ 「●●の会」の呼びかけに賛同した農家が出荷する朝

採り市の他、地域の特産を活かしたブランド品の開発・販

売、学校給食への食材提供を行っている。

○ 農業の面白さを伝える体験活動、地域の歴史、文化、食

を伝えるイベントなどを年間100回以上開催。地域の子ど

も達を対象に自然体験活動や文化を継承する活動も展開。

農業者、水産業者

自然活動グループ

商店

まちづくりグループ

連携

農業体験部

食体験部

総務部

自然観察部

消費者

学校

旅行業者

料理人
（稲刈り体験） （朝採り市）（とうもんが広がる田園風景）
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