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農山漁村（ふるさと）地域力発掘支援モデル事業は農林水産省が平成 20 年度から開始。

地域住民、都市住民、ＮＰＯ、企業等の多様な主体が地域づくりの

新たな担い手となり、これらの協働によって、

農山漁村の地域資源の保全・活用を通じた

地域の活性化を図るモデル的な取り組みを支援するものです。

全国約 380 のモデル地区を模範として、自立した農山漁村活性化の取り組みが

全国に広がっていくことが期待されています。

全国水土里ネット
（全国土地改良事業団体連合会）



事業の趣旨

　農山漁村は、農林漁業、伝統文化、生活、自然、景観などで成り立っています。このような有形無形の資源が存在する農山漁村空間は、農
山漁村の活力の場であり、また、これを広く開放することで国民全体に安らぎを与えるなどの利益を提供します。
　このような農山漁村の持続的な発展の基礎である農山漁村生活空間は現在、急速に活力を失いつつあります。農山漁村の活力を高め、持続
的な発展を期するためには、早急にこれらを保存し、その活用を通じて、経済活動の活性化や都市と農山漁村の交流等につなげていくことが
重要となっています。
　このため、地域住民や都市住民、ＮＰＯ、企業等の多様な主体を地域づくりの新たな担い手としてとらえ、これらの協働によって、農山漁
村の持続的な発展の基礎である農山漁村生活空間の保全・活用を図ることを通じ、持続可能で活力ある農山漁村を実現するモデル的な取り組
みを支援するものが、農山漁村（ふるさと）地域力発掘支援モデル事業です。

 　皆さんの近くに、元気いっぱいに直売所で野菜を売っているお母さんたちやムラのお祭りを守って活動している
若い人がいらっしゃいませんか？うらやましいほど生き生きキラキラ輝いている方々をご存じでしょうか。
　平成 20 年度に農林水産省はこのようなムラを元気にするために頑張る人たちを応援するモデル事業をつくりまし
た。全国で 381 カ所、この事業を通して、ムラの底力をムラの知恵へ組み立て直す。全国のお手本になるような試
行錯誤をしてもらって、最終的に地域活性化のための「ムラの知の集大成」を目指します。
　地域の元気は「地域力」から生まれます。この地域力は魅力ある地域資源と優れた人材に支えられています。
　まず、地域資源。つまり「ふるさとのお宝」を考えてみましょう。
　住んでいるムラを元気にするには、ムラをよく知ること、気づきから始めます。まず皆さんの誇れるものを確認し
てみることです。ご馳走？風景？仏像？お祭り？日常な生活の中にあるものかもしれませんし、特別な日だけのもの
かもしれません。もしかして見落としていることも。常日頃見ていると、すごさに気づかないことがありますので、地
元以外の人に聞いてみたらよいでしょう。
　身近にあるお宝を村おこしに活かさない手はありません。見つかったお宝の活かし方はさまざまです。まずお宝を
磨きましょう。ほこりをかぶっていては「誇り」を持てませんから。ただ宝を磨く時に、どのように磨くのか立ち止まっ
てよく考えてください。そのままにしておくのか、それとも全然違うものにしたてるのか。バブルが崩壊した辺りから、
世の中ものすごい勢いで変化していると思いませんか？ムラも変わらないと生き残れません。しかしだからこそ、変
わらないままでいることも大事です。変えることには覚悟が要ります。ただし、変わらないままでいることは、変え
ること以上の勇気が必要な場合があります。そのメリハリをつけてみましょう。
　皆で話し合って仲間をつくりましょう。ムラの仕事は一人ではできません。いろいろな得意技をもった方が集いた
いものです。そしてお互いの共感と協力が必要です。その上で役割分担を考えましょう。若い人は若い人の得意なこ
とを。情報技術（ＩＴ）もきっと使わなければなりません。経理だって大事です。そのときは若い人の出番です。ま
たお年寄りはお年寄りの得意なことを。たくさんの経験があります。粘り強さは筋金入りです。接客だって若い人に
負けません。
　足りないことは、すぐに学んでいくことが大事です。皆で取り組めば大丈夫です。ムラの仲間が一緒になって困難
に打ち克つ力、「協働力」を発揮させましょう。そして最後、ムラの外にも仲間をつくりましょう。
　これから５年間、全国でふるさとの宝磨きと仲間づくりを進めていきます。事業に参加した 381 カ所の方々も互
いに仲間になります。活動内容は今後逐次、報告していきますが、今回は参加しなかった皆さんもどうかご覧いた
だいて、実際にこれらのムラを訪れ、楽しんでください。そして応援をよろしくお願いします。

農山漁村地域力発掘支援モデル事業
ふ る さ と

ムラの知の集大成を
東京大学大学院農学生命科学研究科 准教授
地域力発掘支援中央委員会委員長

中嶋　康博



事業内容

　事業期間は２０年度から２４年度までの５カ年間。多様な主体で構成される地域協議会が地域資源を活用し、「農林漁業に関連した農山漁
村の伝統文化の保全・復活等に向けた活動」「個性的で魅力ある地域固有の風景づくり等に向けた活動」「農山漁村に存在する地域資源を活用
した村おこしに係わる活動」のうち、いずれかを新たに実施する地区を、国がモデル地区として採択します（採択は２０年度限り）。
　採択された地域協議会は、ステップ１として、自分たちの地域活性化とは何か、それを実現し、持続可能とするためには何を目標とし、地
域のどのような資源を活用し、どのような活動を行うのかを、地域に関係するさまざまな人が知恵を出し合い、ふるさとづくり計画を作成し
ます。
　ステップ２として、作成したふるさとづくり計画に基づき、地域の力を結集して実際に活動を行います。毎年度の活動終了後は、その結果
を自ら評価検証し、ふるさとづくり計画を適宜見直しながら取り組みを進めます。
　ステップ３としては、事業の最終年である５年目に、その後概ね５年間の活動計画（持続可能ふるさとづくり計画）を作成し、事業完了後も、
その活動を継続します。

地域資源の一例

自　然　資　源

気候的資源 多雨、晴天、からっかぜ、雪室・氷室、雪形
地理的資源 砂丘、鄙、静寂、暗闇
原生資源 原生植物、機能成分、薬草
二次資源 工林、里山、農地、牧草地
動植物資源 野生動植物、家畜・家禽、牡丹、アヤメなど
鉱物資源 伝統工芸品、祭事用具、機能成分
エネルギー資源 自然エネルギー
水資源 名水、湧水、自然塩、海洋深層水
空間資源 文化的景観、星空、夕陽

人　文　資　源

歴史資源 農耕遺跡、農学書、百姓一揆、篤農家
文化芸術資源 神楽、田楽、農村歌舞伎、豊作祈願、節句
人工資源 農漁村集落、疏水、棚田、クリーク
知的資源 生産・保存・加工技術、またぎ文化、伝統猟漁法
サービス資源 農家民泊、ワーキングホリデー
情報資源 おばあちゃんの知恵袋
風土資源 郷土食、地域食材、伝統食品
循環資源 バイオマス、コンポスト

資料：タップクリエートの分類を基に全国水土里ネットで作成。

地域づくりのモデルとして全国へ発信

ステップ3 地域活性化・都市と農山漁村の交流等を通じた自立的な活動の展開
活動の自立・継続化

事業のイメージ

ステップ1

ステップ2

計画策定

実践活動

自ら立案したふるさとづくり計画のもと、協働活動を実践
地域協議会 （※２０年度に採択）※

地域住民
ＮＰＯ

市町村（必須）
企　業

地域自らが目標を定め
具体的な活動を決定

ふるさとづくり計画

「農林漁業」に関連した
農山漁村の伝統文化の
保全・復活等に向けた活動

農山漁村にある
地域資源を活用した
村おこしに向けた活動

個性的で魅力ある
地域固有の風景づくり等に

向けた活動

地域のお宝
発掘調査

伝統的な
祭りの復活

屋敷林の
管理活動

茅葺き集落の
保全方策

古民家の改築に
よる宿泊受け入れ

農林水産物を活用
した体験活動

美しい農山漁村景観、伝統芸能の復活、地域ブランドの確立等
持 続 可 能 で 活 力 あ る 農 山 漁 村 の 実 現



　北海道の黒松内町は、まちの宝物である天然記念物「自生
北限の歌才ブナ林」をシンボルとして、ヨーロッパの農村の
ように都市の人々を招き入れ交流を図る体験・滞在型のまち
づくり「ブナ北限の里づくり」を平成元年にスタートしてい
ます。
　拠点となる交流施設整備、イベント開催、景観や環境に配
慮した農村の自然を保全する取り組みなどで、交流だけでな
く、移住する人々が現れ、民宿や環境雑貨店経営、木工や食

　民話のふるさと・岩手県遠野市では、本事業を契機に「旅
の産地直売」を掲げグリーン・ツーリズムの飛躍に向けて歩
み出しています。
　遠野市は、早くからグリーン・ツーリズムに取り組んでい
ます。交流人口は平成１９年で、農家泊を伴う修学旅行生
３４０人、農村体験などのワーキングホリデイ８０人、自動
車学校の合宿生３３０人、東京都武蔵野市など友好都市から
１００人など、都市との交流を着実に拡大してきています。

資源結ぶ「フットパス」
北海道・黒松内町農
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源活用地域協議会

目指すは「旅の産直」
岩手県・遠野ふるさと体験協議会

料品製造などといった経済活動が行われるようになりました。
　平成２０年６月、町フットパスボランティア、白井川地区農村資源保全隊、町の３者で設立された協議会は、町内全域に存する優
れた農村景観を潜在的資源ととらえ、その活用を図るべく、点在する移住者の活動や交流施設をフットパス（自然や景観を楽しみな
がら歩く英国発祥の遊歩道）で結び、点から線へ、そして面への広がりを目指しています。必要なフットパス本来の思想や歴史、楽
しみ方、地域の自然・景観・文化・食などについても豊富な知識を持った指導者を、５年間で１５人育成する目標を掲げています。
　協議会の新川幸夫会長は「健康促進や観光面での経済効果といった歩くことの本当の価値を理解していただき、農家や商店街と連
携して、魅力あるフットパス事業に取り組み、都市と農村の交流を促進していきたい」と、意欲を燃やしています。

しかし、一般的な都会の人などが、ふと農村を訪れ、宿泊し、農村の暮らしを楽しむ環境づくりはまだ不十分な面があります。
　設立された遠野ふるさと体験協議会は、ＮＰＯ法人遠野山・里・暮らしネットワーク、遠野民泊協会、宮守ツーリズム協議会、市
観光協会、遠野ふるさと公社、市畜産振興公社、市、市教育委員会と、関係８団体を網羅しています。
　協議会の目標は、活動１年目の集客数は６２０人ですが、５年目には２２００人、売り上げは約４割増を掲げています。
　協議会事務局を受け持つネットワークの菊池新一マネジャーは「業として成り立つ農家民宿を拡充したい。隣接する市町村を含め
企画・主催旅行が組める着地型の旅行業者となり、ヨーロッパ型のグリーン・ツーリズムを根付かせたい」と、きめ細かなニーズに
対応した着地型観光産業への拡充を目指しています。

曲り家など日本のふるさとを育む遠野

モデル地区の取組み事例

素朴な農村風景を楽しめる黒松内のフットパス



　山梨県の芦川地域は渓谷沿いに４つの集落があり、５２１人
が暮らす純山村です。６５歳以上の高齢者が半数以上を占めま
す。旧芦川村が平成１８年、笛吹市と合併し、市は平成２０年
に芦川地域の「活性化推進担当」として農林振興課内に２人の
専任職員を配置しました。
　本事業は「施設や催事先行ではなく、自ら知恵を出し、地域
ぐるみで取り組む」という活性化担当職員の思いと一致しました。
　住民に行政、ＪＡも加わり協議会を設立し、まず「地域のい

　三重県大紀町は、伊勢皇大神宮（内宮）の別宮の滝原宮が
あることで有名ですが、同町野原地区は、過疎化が進み、この
ままでは限界集落になるとの危機感を持ち、その対策を模索し
ていました。
　平成１８年１０月に「野原地元学」の研修会が開催されました。
そこで地元に学ぼうということで、地域の資源、生活、伝統、
文化、自然を活用して野原の活性化を図るため「野原村元気づ
くり協議会」が発足しました。

知恵出し総ぐるみで
山梨県笛吹市・芦川地域協議会

元気創出し生涯現役
三重県大紀町・野原村元気づくり協議会

いもの探し」のアンケートを行いました。道祖神祭り、清流、石積みの畑や民家、野菜、そして人情――住民は、豊富な地域資源に気づきま
した。早速、特産品開発の実習、試作品づくりに取り組み、初の収穫祭も開きました。それが新品目の作付け拡大に結びついています。
　平成２２年３月、笛吹市と富士河口湖町を結ぶ若彦路トンネルが開通します。芦川地域はその玄関口という地の利を生かして、農産物直売所、
特産加工所、体験交流施設を建設します。また、中心市街地から車で３０分の近さにあり、笛吹市民、子供たちの農業体験や憩いの場としても、
にぎわいが期待できます。
　活性化担当の飯田修さんは「モデル事業のおかげで早くスタート台に立てた」と言います。専任職員が伴走しながら、５年で地域住民の
自主活動に移行します。

　その後、区民がワークショップ（話し合い）を重ね、野原を元気にする３８件のアイデアを５つのグループに分類し、実行計画をまとめました。
　これまでの取り組みは①とうもろこし収穫祭と案山子コンテスト②川釣り体験と猪・鹿肉のバーべキュー③野原朝市、木工塾、滝原宮秋季
大祭へのブースの出店④元気づくり大運動会の開催――を行ってきました。
　野原の将来を考えるワークショップには区民６１７人（平成２０年）のうち１００人程度が参加し、個々の取り組みついては、約３０〜５０人
が集まり話し合っています。
　これからは、米・野菜の販売をはじめ、野原の特産物として猪・鹿肉料理とその加工品の開発、七保牛牛肉（松阪牛）の太巻き、体験・
交流の充実に力を入れていく方針。
　同協議会の鳥田陽史会長は「将来、特産品の売り上げの一部を区にバックして区費ゼロ円を目指したい」と話しています。

町に活気を呼び込んだ元気づくり大運動会

芦川は自然と人情豊かな「すずらんの里」

地域資源と人材を発掘  ふるさと生き生き



　岡山県の美咲町境地域は農地の大半が急傾斜地にあり、
農家戸数４８戸のうち第一種兼業農家が６割を占め、高齢
化率は５０％に迫るなど地域力の後退が懸念されていまし
た。これにストップを掛けようと、立ち上がったのが地区
農業生産者組合です。
　地域の資源の掘り起こしを行い、ソバ作りと、県の無形

　熊本県の人吉球磨グリーンツーリズム協議会は、地域
に伝わる食文化の伝承を掲げ、郷土の家庭料理のガイド
ブックやビデオの作成に乗り出しています。
　同協議会は平成１８年５月に設立。１０市町村の自治
体・関係団体が広域連携して、グリーン・ツーリズムを
推進しています。本事業を契機に「伝統文化を発掘、保

ソバと伝統芸能軸に
岡山県・美咲町境地域協議会

伝統の食を情報発信
熊本県・人吉球磨グリーンツーリズム協議会

民俗文化財「境神社の獅子舞」や古武道の棒術の流れをくむ「宮棒」の伝承に取り組んでいます。
　生産者組合を核とした境地域協議会を設立し、「地域の伝統 一人でも多くに 伝えたい」「丹精こめた こだわりの味を 広めたい」
と、本事業で弾みをつけます。
　境地域は分水界に位置し、地域の中心は峠で棚田が広がります。峠の近辺に、赤ソバ「高嶺ルビー」を栽培したところ、多くの
見学者がやってきました。ソバ作りに活気が出てきました。遊休農地が姿を消し、白ソバを合わせ計８ha に拡大しています。
　生産者組合運営のそば屋「紅（あか）そば亭」も順調です。そばまつりや近隣の棚田まつりにも出店、今では年間約１万人が訪れ、
棚田やソバ畑の景観を楽しんでいます。
　協議会の石坂徹泰会長は「地域のまとまりは抜群。地域の宝を再認識し、地域の和で生き生きしたむらにしたい」といいます。
今後はソバ等の特産品の開発を進めると共に、来訪者の目標を２万人とし、地域住民との交流の積極化を計画しています。

全し、情報発信してツーリズムを拡充する」（事務局担当の県球磨地域振興局総務振興課の宗像克彦さん）ことを期しています。
　平成２１年１月に人吉市、２月には湯前町で農家民宿、農家レストランなどを対象に料理講習会を開きました。食のプロジェ
クトチームの女性も参加し、単なる講習だけではなく、調理手順などをビデオに保存。毎月１回程度、１０市町村で開くこ
とにしています。
　２月下旬には、あさぎり町で春の食の文化祭・１日限定の農村レストランも開催。１０市町村から計５８品の料理が持ち
込まれ、県内外の３５０人が堪能しました。出品料理はレシピ集として冊子にし、参加者に情報として発信されました。
　同協議会は、１年に１冊ずつ人吉球磨の料理ガイドブックを作り、全国に情報発信するほか、歴史、伝統文化を生かした
体験メニュー、癒しスポットを各市町村から１０カ所、１００選を選定する計画です。これらを受け、農家民宿も質量とも
に拡充していきます。

郷土料理を発信した「農家レストラン」

岡山県の無形民俗文化財「境神社の獅子舞」
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北海道
　旭川市 西神楽地域振興協議会
　留萌市、増毛町、小平町 オロロン菜の花協議会
　三笠市 三笠クラスター協議会
　根室市 根室インバウンドグリーンツーリズム推進協議会
　滝川市 滝川地産地消ふるさとづくり協議会
　富良野市 ふらの麓郷地域協議会
　登別市 登別・農-漁-場・結節点協議会
　当別町 当別町田園文化創造協議会
　松前町 松前町ツーリズム推進協議会
　江差町 古き良き江差の郷土づくり協議会
　黒松内町  黒松内町農山村資源活用地域協議会
　泊村 盃活性化地域協議会
　奈井江町  奈井江町地域力発掘支援協議会
　栗山町 栗山町ふるさと交流産業推進協議会
　東川町 東川町地域協議会
　美瑛町 農畜産物商品開発美瑛地域協議会
　占冠村 しむかっぷふるさとふっつくふくらむ協議会
　中頓別町  敏音知ふるさと地域力再生協議会
　興部町 食を考える協議会
　大空町 大空町の食と農を考える協議会
　豊浦町 豊浦町ふるさとづくり地域協議会
　むかわ町  むかわ町田園教育力再生協議会
　日高町 日高町ふるさと活性化協議会
　平取町 平取町地域資源活用再生協議会
　えりも町  えりも地域力発掘協議会
　鹿追町 鹿追町地域資源活用ふるさとづくり協議会
　新得町 新得町林地資源有効活用地域協議会
　足寄町 足寄町ふるさとづくり地域協議会
　浦幌町 うらほろスタイル推進地域協議会
　浜中町 はまなか故郷えん協議会
　標茶町 標茶ふるさといきいき協議会
　弟子屈町  てしかがえこまち推進協議会
　別海町 みどり故郷づくり別海地域協議会
　標津町 標津町地域協議会
青森県
　青森市 りんごの里（くに）活性協議会
　青森市 ういむい未来の里地域協議会
　黒石市 黒石児童自然体験協議会「まほろば学校」
　むつ市、大間町、東通村、風間浦村、佐井村、横浜町
 下北半島ふるさと交流推進協議会
　外ヶ浜町  そとがはま米粉利活用地域協議会
　東通村、むつ市  下北ふるさと活性協議会
岩手県
　盛岡市、花巻市、平泉町など
 いわて民俗観光プロジェクト
　盛岡市 永井地区ふるさとづくり協議会
　花巻市 高松第三行政区ふるさと地域協議会
　花巻市 浮田・崎浜地域振興協議会
　北上市 あすの黒岩を築く地域協議会
　北上市 故郷くちない地域協議会
　遠野市 遠野ふるさと体験協議会
　一関市 骨寺村２１世紀フォーラム
　奥州市 獅子・ほたるの舞う里梁川地域協議会
　二戸市 足沢ふるさとづくり協議会
　八幡平市  雲上の楽園再生地域協議会
　雫石町 南畑地域協議会
　紫波町 志和地域ふるさと協議会
　西和賀町  湯川地域活性化協議会
　藤沢町 ふじさわ元気再生推進協議会
　岩泉町 おおかわむら交流促進協議会
　軽米町 円子地区創造地域協議会
宮城県
　石巻市 石巻ふるさとづくり協議会
　気仙沼市  唐桑半島まちおこし協議会大漁満船資源○
　気仙沼市  気仙沼大島ヘルスツーリズム推進協議会
　登米市 伊豆沼から全国へ超元気を発信する協議会
　栗原市 くりはら田園都市協議会
　東松島市  東松島ふるさとづくり協議会
　大崎市 大崎松山地域振興協議会
　富谷町 富谷町ふるさとづくり協議会
　大衡村 産業交流協議会
秋田県
　大仙市 大曲農都協議会
　大仙市 みずほの里いきいきネット協議会
　五城目町  杉沢地区活力再生地域協議会
山形県
　鶴岡市 鼠ヶ関地域協議会「蓬莱塾」
　鶴岡市 由良地域協議会「ゆらまちっく戦略会議」
　新庄市 泉田むらおこし協議会

　寒河江市  さがえ・結いの里づくり地域協議会
　村山市 山の内地域づくり協議会
　最上町 大堀地域活性化協議会
　白鷹町 深山郷地域協議会
　白鷹町 山口地域協議会
福島県
　福島市 あづまの里「荒井」づくり地域協議会
　いわき市  川前地域協議会
　喜多方市  スローライフ黒岩地域協議会
　喜多方市  喜多方市山都町地域協議会
　喜多方市  喜多方市岩月町地域協議会
　二本松市  二本松地域ふるさとづくり協議会
　天栄村 ＥＩＭＹ湯本地域協議会
　下郷町 加藤谷川流域活性化協議会
　西会津町  出戸集落活性化推進協議会
　川内村 川内村地域力活性化協議会
茨城県 
　石岡市 朝日里山学校地域協議会
　下妻市 下妻地域ふるさと交流推進協議会
　常陸太田市  常陸太田市金砂地区ふるさと協議会
　取手市 下高井地域振興協議会
　つくば市  つくばふるさと地域力協議会
　常陸大宮市  塩田ふるさと協議会
　桜川市 桜川北部ふるさとづくり協議会
　つくばみらい市  つくばみらい市都市農村交流協議会
栃木県
　宇都宮市  かわち故郷づくり協議会
　茂木町 須藤地域活性化協議会
　塩谷町 船生地域づくり推進委員会
　高根沢町  台新田地域力発掘支援協議会
　那珂川町  那珂川町里山学校協議会
群馬県
　前橋市 大室ＫＡＺＥの里協議会
　上野村 上野村自立活動推進協議会
　嬬恋村 嬬恋村今井地区活性化協議会
埼玉県
　秩父市 秩父市子ども農山村交流協議会
　秩父市 秩父カエデ地域協議会
　秩父市 栃谷ふるさとづくりの会
　鶴ヶ島市  高倉ふるさと協議会
千葉県
　船橋市 金杉谷津田アーバングリーンツーリズム協議会
　茂原市 茂原ふるさと活性化協議会
　南房総市  花のふるさと千倉協議会
　南房総市  和田地域ふるさとづくり協議会
東京都
　檜原村 東京ひのはら地域協議会
神奈川県
　相模原市  藤野里山ふるさとづくり協議会
　伊勢原市  日向ふるさとづくり協議会
山梨県
　山梨市 やまなし地域協議会
　韮崎市 穂坂町ふるさと協議会
　南アルプス市  南アルプスふるさとづくり地域協議会
　北杜市 台ヶ原ふるさとづくり協議会
　北杜市 増富地域再生協議会
　笛吹市 芦川地域協議会
　増穂町 穂積活性化地域協議会
　早川町 早川体験型観光推進協議会
　道志村 道志村子ども農山漁村地域協議会
長野県
　飯田市 ふるさと南信州飯田創生地域協議会
　小諸市 小諸市西部グリーンツーリズム協議会
　伊那市 中尾歌舞伎ふるさとおこし協議会
　大町市 大町温泉郷周辺地域団体連携協議会
　大町市 美し村開拓協議会
　高森町 大島山瑠璃の里づくり協議会
　小布施町  信州おぶせ『はよんば隊』推進協議会
静岡県
　三島市 ふるさと三島・農と街中連携協議会
　伊豆市 伊豆月ヶ瀬梅の里づくり協議会
　御前崎市  御前崎地区活性化地域協議会
新潟県 
　長岡市 長岡伝統野菜づくり協議会
　柏崎市 別俣きららの里づくり協議会
　柏崎市 荻ノ島地域協議会
　十日町市  越後松之山里山保全協議会
　村上市 さんぽくごっつぉ物語協議会
　村上市 大須戸地区村づくり協議会

　上越市  上杉謙信公を慕う「青苧の会」の地域活性
化への挑戦とそれを支援する地域協議会

　上越市 かみえちご地域研究会
　佐渡市 越の松原・夕日の森整備地域協議会
　佐渡市 小木三崎百年プロジェクト協議会
　津南町 上段地域推進協議会
　関川村 関川元気わく湧く協議会
富山県
　富山市 越中八尾ふるさとづくり協議会
　魚津市 松倉むらおこし協議会
　氷見市 氷見食とまつりの協議会
　黒部市 布施谷活性化推進協議会
　南砺市 利賀地域ふるさとづくり協議会
　南砺市 麦屋の里づくり協議会
　南砺市 南砺「まち・里・山を結ぶ」協議会
石川県
　七尾市 どぼんこ・さるたひこ地域協議会
　七尾市 七尾市棚田ネットワーク
　珠洲市 すず山海郷再生地域協議会
　珠洲市 珠洲西海地域協議会
　加賀市 加賀ひがしたに地域協議会
　加賀市 錦城東地域協議会
　羽咋市 海彦・山彦地域協議会
　白山市 白峰雪だるまの里協議会
　白山市 白山ろくぼたん鍋プロジェクト協議会
　津幡町 河北潟ふるさとづくり協議会
　宝達志水町  所司原　夢づくり推進協議会
　穴水町 上中ふるさとづくり地域協議会
　能登町 小木壮青年とも旗協議会
　能登町 春蘭の里広域ふるさとづくり地域協議会
福井県
　福井市 花山地域協議会
　福井市 槙山城下せせらぎ協議会
　福井市 川西自然共生型農業推進協議会
　鯖江市 鯖江継体の会
　越前市 いまだて・農と手わざの郷づくり協議会
　越前市 さかのくち活性化協議会
岐阜県  
　高山市 荒城郷まほろば文化村推進協議会
　関市 関田原ふる里づくり協議会
　恵那市 農村景観日本一を守る会
　恵那市 上矢作空き家活用推進地域協議会
　郡上市 ふるさと郡上白鳥地域協議会
　揖斐川町  揖斐回廊の里づくり協議会
　白川町 美濃しらかわ地域協議会
愛知県
　西尾市 ふるさとづくり福地地域協議会
　幡豆町 幡豆町農山漁村地域協議会
　東栄町 山村と都市の協働協議会
三重県
　尾鷲市 おわせ輪内地区まるごと振興協議会
　熊野市 花の窟活性化地域協議会
　伊賀市 伊賀市ふるさとづくり協議会
　大紀町 野原村元気づくり協議会
　紀北町 きほく里山体験笑楽校
　御浜町 阪本ふるさと創生協議会
滋賀県  
　近江八幡市  水茎夢の郷委員会
　近江八幡市  人なごむ奥嶋地域協議会
　野洲市 おいで野洲まるかじり協議会
　高島市 針畑郷地域協議会
　高島市 椋川地域振興協議会
　東近江市  愛の田園活性化協議会
　東近江市  東近江ハンドシェーク協議会
　米原市 あがいえけぇよ協議会
　日野町 日野菜プロジェクト委員会
　日野町 三方よし！近江日野田舎体験推進協議会
　多賀町 多賀そば地域協議会
京都府
　京都市 右京区京北・水尾・宕陰地域協議会
　福知山市     福知山市坂浦地区・キキョウ（帰郷）の 

　里づくり協議会
　綾部市 七不思議伝説の里・志賀郷地域振興協議会
　京丹後市  京丹後市農山漁村体験型旅行協議会
　和束町 宇治茶の郷和束地域力発掘推進協議会
大阪府
　河内長野市  農楽里食楽部ながの

（次頁へ）
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兵庫県
　篠山市 草山ふるさと協議会
　三木市 里脇地域協議会
　加西市 万願寺地域協議会
　養父市 葛畑農村歌舞伎伝承会
　丹波市 上久下恐竜の里づくり協議会
　南あわじ市  伊加利ふるさと地域協議会
　朝来市 よふど百笑村
　朝来市 大蔵ふるさとネットワーク
　朝来市 多々良木地域協議会
　淡路市 淡路市久野々地域協議会
　宍粟市 斉木ええむらつくろ～協議会
　たつの市  ほんまにええとこ・新宮
　多可町 大河丘陵地域協議会
　市川町 いちかわ地域協議会
　神河町 神河サロン地域協議会
　神河町 越知川田舎暮らし推進協議会
　佐用町 佐用町ふるさとづくり協議会
　香美町 小代自然学校受入協議会
奈良県
　葛城市 竹ノ内街道保存会
　御杖村 みつえ街道プロジェクト協議会
　天川村 ふるさと天川の会運営協議会
　十津川村  十津川村森林を活かした村づくりの会
和歌山県
　有田市 有田みかんの里づくり協議会
　田辺市 みらい龍神
　由良町 「元気なゆら」町づくり協議会
　印南町 印南町農業振興協議会
　白浜町 椿地区住みよいふるさとづくり研究会
　すさみ町  すさみ町海来づくり協議会
　那智勝浦町  色川地域協議会
　北山村 北山村再生推進協議会
鳥取県  
　鳥取市 五しの里さじ地域協議会
　岩美町 岩美ふるさと体験協議会
　智頭町 智頭林業の明日を考える若手の会
　琴浦町 農村地域力発掘森藤地域協議会
　大山町 逢坂八幡神社保全地域協議会
　南部町 法勝寺地区地域振興協議会
　伯耆町 岸本地区地域活性協議会
島根県  
　松江市 美保関地区活性化協議会
　松江市 八雲町「交流の里」づくり協議会
　大田市 石見銀山モウモウフルーツの会
　安来市 さぎの湯温泉根っこの会
　雲南市 菅谷たたらツーリズム地域協議会
　雲南市 鉄の歴史村地域協議会
　雲南市 稲わらの里づくり協議会
　雲南市 ふるさと雲南 自然の幸協議会
　飯南町 飯南町集落活性化協議会
　斐川町 ひかわじげおこし協議会
　美郷町 君谷地域協議会
　美郷町 都賀・長藤地域協議会
　邑南町 自然放牧推進協議会
　津和野町  津和野町農業担い手育成総合支援協議会
　海士町 島のハーブ地域協議会
　海士町 海士町ふるさとづくり地域協議会
　隠岐の島町   「幸」の島協議会
岡山県
　岡山市 児島湖周辺地域協議会
　倉敷市 倉敷伝統農産物活性化協議会
　和気町 ふるさと佐伯地域協議会
　矢掛町 矢掛町下高末棚田地域協議会

　鏡野町 白賀川地域協議会
　美咲町 美咲町境地域協議会
広島県
　広島市 峠たけのこ協議会
　竹原市 忠海地域文化伝承協議会
　三原市 元気さぎしま協議会
　三次市 まめな川西いつわの里づくり協議会
　庄原市 三河内地域協議会
　庄原市 備北シンフォニー事業推進協議会
　東広島市  乃美西北地域振興協議会
　廿日市市  はつかいち中山間地域力育成協議会
　安芸高田市  中国山地やまなみ大学協議会
　安芸高田市  三矢の訓え地域協議会
　江田島市  えたじま芋の里づくり協議会
　北広島町  苅尾山麓活性協議会
　大崎上島町  大崎上島地域協議会
山口県
　下関市 貴和の里活性化協議会
　下関市 農山漁村「ゆたかなしものせき」地域協議会
　山口市 仁保むらづくり推進協議会
　山口市 串ふるさとづくり協議会
　山口市 山口市宮野岩杖地区ふるさとづくり協議会
　萩市 萩市旭農山村協議会
　萩市 三見ふるさとづくり協議会
　萩市 萩・夏みかん再生地域協議会
　下松市 下松市久保来巻農山村空間協議会
　岩国市 やましろ地域協議会
　長門市 みんなに誇れる青海島づくり推進協議会
　美祢市 赤郷地域ふるさとづくり協議会
　周南市 ふるさと周南交流定住促進協議会
　上関町 地域協議会「祝島丸」
徳島県
　徳島市 南阿波観光振興協議会
　徳島市 夢・ロマンの町国府協議会
　美馬市 四国三郎自然保全協議会
　三好市 四国の秘境山城・大歩危妖怪村
　神山町 神山ふるさと地域活性化協議会
　那賀町 那賀町農村舞台再生協議会
　美波町 カイフ農商工連携交流会議「がけっぷち隊」
香川県
　東かがわ市  福栄里づくり協議会
　土庄町 大ヌデみんなでワッショイ協議会
愛媛県
　上島町 豊かな食の島 岩城農村塾協議会
　上島町 しまＣａｆｅプロジェクト協議会
　内子町 石畳地域協議会
　内子町 上川世直し協議会
　愛南町 外泊地域協議会
高知県
　高知市 高知ふるさとづくり地域協議会
　南国市 高知県民俗芸能地域協議会
　いの町 中央地区活性化協議会
　仁淀川町  別枝地域協議会
　仁淀川町  長者地域協議会
　四万十町  興津地域伝統文化保存協議会
　黒潮町 黒潮町佐賀北部地域協議会
福岡県  
　八女市 爺婆でガンバル協議会
　宗像市 元気な島づくり事業推進協議会
　宗像市 宗像よしたけ　食育の郷づくり協議会
　宗像市 元気な地島づくり協議会
　うきは市  うきは市持木地域協議会
　朝倉市 秋月地域協議会
　矢部村 矢部村再生協議会
　川崎町 以心田心川崎地域力活性化協議会
　築上町 上城井ふれあい協議会

佐賀県
　佐賀市 高遊外売茶翁佐賀地域協議会
　唐津市 風のふるさと厳木活性化協議会
　多久市 南渓いきいき協議会
　鹿島市 ふるさと鹿島活性化協議会
　有田町 有田町棚田保全協議会
長崎県
　佐世保市  ふるさと宇久島地域づくり協議会
　平戸市 根獅子集落機能再編協議会
　対馬市 対馬島まるごと暮らし博物館協議会
　五島市 半泊地域協議会
　西海市 さいかい元気村協議会
　波佐見町  はさみ地域協議会
　小値賀町  おぢか観光まちづくり協議会
熊本県
　熊本市 河内きらめく協議会
　熊本市 天明文化保存協議会
　人吉市他  人吉球磨グリーンツーリズム推進協議会
　菊池市 菊池ふるさと食と農連絡協議会
　上天草市   上天草ハートフルふるさと住民登録

　推進協議会
　阿蘇市 阿蘇市湯浦・西湯浦地域協議会
　天草市 天草市五和ツーリズムネットワーク
　大津町 肥後瀬田地域活性化推進協議会
　芦北町 あしきた地域づくり協議会
　水上村 みずかみ　養生の郷づくり協議会
大分県
　国東市 くにさき魅力発掘協議会
　杵築市 やまが活き域ドリーム協議会
　杵築市 小野の里活性化協議会
　日田市 大鶴まちづくり協議会
　豊後高田市  田染ふるさと協議会
　宇佐市 宇佐両院地域資源活用協議会「一輝（かがやき）」
宮崎県
　高原町 きりしま山里づくり協議会
　川南町 川南の良いイメージを創る会「やっど！川南」
　椎葉村 平家さくらの森づくり委員会
　高千穂町  岩戸地域協議会
　日之影町  日之影町１２地区連絡協議会
　五ヶ瀬町  鞍岡地域づくり協議会
鹿児島県
　鹿屋市 やねだん地域づくり協議会
　出水市 上場天の花舎プロジェクト協議会
　伊佐市 きばっど村協議会
　西之表市  よかとこ安納自立協議会
　薩摩川内市  草道地域資源活用推進協議会
　日置市 皆田の郷づくり地域協議会
　日置市 吉利地域活性化せっぺとべ推進協議会
　霧島市 清水ふれあい協議会
　霧島市 比曽木野ふるさと協議会
　南さつま市  南さつまにかもん協議会
　さつま町  なかっこ協議会
　さつま町  船木地域協議会
　錦江町 錦江やまんなか協議会
　屋久島町  屋久島・吉田地区「まんてん・平家の里」協議会
　徳之島町  徳之島食文化再生協議会
　伊仙町 伊仙町東部伝統文化育成会
沖縄県  
　石垣市 星野人魚の里地域協議会
　うるま市  あがいびすく協議会
　国頭村 楚洲区ふるさと未来再生協議会
　大宜味村  おおぎみ・まるごとツーリズム地域協議会
　本部町 田空地域協議会
　伊江村 伊江村元気な村づくり協議会
　南大東村  ふるさと南大東開拓魂復活協議会
　伊平屋村  いへや“薬草王国・野の菜女王国”物語
　与那国町  比川村地域づくり協議会

農林水産省　農村振興局　農村政策部　都市農村交流課
〒 100-8950　東京都千代田区霞ヶ関 1-2-1　TEL.03-3502-5946（ダイヤルイン）
http://www.maff.go.jp/i/nousin/soutyo/sien_model/

事業に関する問い合わせ

発　　　行 〒 102-0093　東京都千代田区平河町 2-7-4　砂防会館別館 2 階　TEL.03-3234-5480
http://www.inakajin.or.jp/furusato/

全国水土里ネット（全国土地改良事業団体連合会）


