
 

○○○長長長いいいももも   

最新の機械による洗浄・選別品を

周年出荷している。 
真っ白できめ細かな肉質と強い粘

り・甘さが特徴。 
厳格な種子管理の下で一元集荷し

ており、安定した品質での周年販売

が市場で評価される秘訣となってい

る。 

http:// www.jaobihirokawanisi.jp/ 

16 年度-No.01 

帯広市川西農業協同組合 

（おびひろしかわにしのうぎょうきょうどうくみあい） 

長いもの取組み構成員

男   119 名

女    3 名

平均年齢 約 50 歳

長いものブランド化と輸出促進

長いもの優良種子生産体系の整備、栽培技術の高位平準化のための指導等を関係者

一丸となって取り組んだことにより、収量・品質のレベルアップが進み、全国有数の

長いも産地として銘柄を確立している。また、実需者の声に応えて、供給量の増加と

周年供給を図るため、近隣 8JA が連携して広域的な産地形成による集荷体制を確立し

ている。台湾で薬膳料理の食材として注目されていることに着目し、輸出による新た

な販売チャンネルも確保してきた。 
平成 18 年には「地域団体商標制度」の新設を受け、販売強化・産地 PR を兼ねて商

標登録申請し、制度初回の登録認可を受けている。 
平成 19 年には、一連の取組が評価され、長いも生産組合が「日本農業賞 大賞」と

「農林水産祭 天皇杯」を受賞した。 
平成 20 年には、信頼性向上を目的に、長いも選果場で HACCP 認証も取得した。 
このように、実需者ニーズに対応した安定供給体制を整備し、長いも産地としての

持続性の向上、国内外における川西長いもブランドの地位向上、有利販売を行うこと

によって農家所得の向上を図っている。 

事業の概要

主力商品・イベント 

北海道 帯広市 
食物 

交流 

循環 

女性 

情報 

創出 

知財 

人材 

取組

分野 

輸出 

参入 
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○農協・町村地域の枠を超えた広域体

制を組み、複数の農協が「川西長い

も運営協議会」に参画して原料生産

を行うことで、一元集荷、多元販

売、通年供給体制が確立された。 
○海外市場を開拓するため、現地の市

場調査（輸出先での流通体系、消費

動向調査等）を実施するとともに、

生産現場を実需者が視察して体制強

化を図ることで、海外市場の評価を

高めた。 

○畑・自然環境 
○気候風土に適した長いも 

当地域の基幹作物は小麦・てん菜・馬鈴しょ・豆類であったが、これら作物の価格

が低迷を続けるなか、農業経営収支の改善を進める必要があった。そこで、高収益を

見込める野菜の導入について模索し、当地区の気候・風土によく適した長いもを新た

な品目として選定し、畑作と野菜の複合経営を推進してきた。 
全国の市場や量販店から品質が評価され、供給量の増加と周年出荷を求められたこ

とが、近隣 JA との連携に取り組む背景となった。

活動の背景 

活動のポイント・効果 活用している地域資源 

〒089-1182 北海道帯広市川西町西 2 線 61-1 帯広市川西農業協同組合農産部 
TEL 0155-59-2111  FAX 0155-59-2477 
E-mail なし 

○長いも年間売上 49 億 2,100 万円 
（平成 20 年産） 

○長いも年間輸出額 約 4 億 8,000 万

円（平成 20 年産） 
○イベント回数 年に 2～3 回開催

輸出量については、国内需要とのバ

ランスを考慮する必要がある。そこ

で、海外では長いものサイズに対する

嗜好が異なる事に着目し、大きなサイ

ズへの需要が高い東南アジアを一大消

費地と位置づけ、国内販売とバランス

をとりながら販路拡大を行なう。この

ことにより、作付面積の増反・新規耕

作者の育成も可能となると考えられ

る。 

連絡先

活動規模 

今後の展開 

農地

自然

景観

伝統

観光

工芸

特産

 

活用

資源
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○○○春春春のののフフフッッットトトパパパスススををを満満満喫喫喫しししよよよううう   

フットパスチョポシナイコースを歩

くイベント。5 月下旬開催。 
○○○国国国有有有林林林フフフッッットトトパパパスススイイイベベベンンントトト   

１日限定して許可された黒松内岳国

有林を歩くイベント。6 月下旬開

催。 
○○○夏夏夏のののフフフッッットトトパパパスススををを満満満喫喫喫しししよよよううう   

フットパス西沢コースを歩くイベン

ト。7 月中旬開催。 
○○○歌歌歌才才才森森森林林林公公公園園園コココーーースススををを満満満喫喫喫しししよよよううう!!!   

新規フットパス歌才森林公園コース

を歩くイベント。10 月上旬開催。 
フットパスの距離は 10～20km 程度、

いずれも参加無料   

http://www.kuromatsunai.com/

16 年度-No.02 

黒松内町 

（くろまつないちょう） 

構成員 
男  1,530 名 
女  1,704 名 
平均年齢 約 49 歳

北限のブナ林をシンボルとした里づくり 

ブナ北限の里づくりを昭和 63 年からスタートさせ、それまで有効な活用を図るこ

とが出来ていなかった、町独自の豊かな自然を地域のポテンシャルとし、この町の風

土、産業に根ざした文化性豊かな農村アメニティの創造と、国民ライフスタイルの変

化と多様性を見据えた手づくりの農村リゾートを創造してきた。 
自然や町内の歴史などの情報を展示・収集する博物館「ブナセンター」も設置され

ている。 
黒松内町を訪れる都市の方々に魅力ある交流スポットを有機的に結びつけ、一層魅

力あるものにするため、イギリスで発祥した「歩くことを楽しむための道」のフット

パスコースも整備されつつある。 

事業の概要

主力商品・イベント 

北海道 黒松内町

食物 

交流 

循環 

女性 

情報 

創出 

知財 

人材 

取組

分野 

輸出 

参入 

4



 

○ブナ北限の里づくり構想の推進によ

り、黒松内という町の名前を広く良

い意味で PR し、イメージアップが

図られた。 
○都市生活者を中心とした自然回帰志

向をうまく取り込み、大都市･札幌

から車で約 2 時間半という遠距離に

ありながら、年間約 20 万人という

交流人口を生んだ 

○北限のブナ林「歌才ブナ林」等の自

然環境 
○農業や農村風景、地域文化 
○温泉 

戦中、戦後と 2 度の伐採の危機を迎えながらも、先人の賢明な選択によって継承さ

れてきた北限のブナ林「歌才ブナ林」をシンボルとし、黒松内の優れた自然環境、そ

こで営まれる農業や農村風景、地域文化を潜在的資源と位置づけ、町民が誇りとする

農村風景の創造と、都市との交流を促進する体験型・滞在型のふるさとづくりを目指

すこととなった。 

活動の背景 

活動のポイント・効果 活用している地域資源 

〒048-0192 北海道寿都郡黒松内町字黒松内 302-1 黒松内町企画調整課 
TEL 0136-72-3376  FAX 0136-72-3316 
E-mail kikaku@town.kuromatsunai.hokkaido.jp 

○イベントを年間４回開催 
（平成 21 年度） 
○入り込み客数 140,454 人 
（平成 17 年度） 

これまで整備した施設をより有効に

活用するため、各種ソフト施策の展開

とともに、今後も自然を基調としたま

ちづくりを推進することはもちろん、

地域をより魅力あるものにするための

農村らしい牧歌的景観の維持やクリー

ン農業の推進によるイメージアップな

ど、基幹産業である農業との連携を図

ることとしている。 

連絡先

活動規模 

今後の展開 

農地

自然

景観

伝統

観光

工芸

特産

 

活用

資源
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○○○ゆゆゆりりりののの郷郷郷こここしししみみみずずず「「「リリリリリリーーーパパパーーーククク」」」   

開園期間 7 月中旬～9 月上旬 
開園時間 9:00～17:00 
料金 500 円 （中学生以上） 

団体（15 名以上）の場合 400 円 
○○○スススノノノーーーモモモーーービビビルルル体体体験験験   

期間は 12 月下旬～3 月下旬。費用は

6,000 円～で体験できる。スノーモ

ービルを 40 台保有しているので、

最盛期でも安心。 

http://www.lilypark.info/ 

16 年度-No.03 

（有）シナジーこしみず 

（しなじーこしみず） 

構成員 
男    4 名

女    4 名

平均年齢 約 58 歳

ゆり農家と地域住民の連携による地域おこし 

平成 9 年 10 年に、地元農家が主体となってゆりの郷こしみず「リリーパーク」を

開設し、農家自らが球根・切花を販売し本格的な園内体制整備を進めるとともに、テ

ナントを充実させるため、商業者や地域住民との連携も進めた。 
現在では約 13ha の丘陵地に、110 品種、700 万本のゆりが咲き誇り 7 万人を超え

る観覧者を迎えるまでになっている。 
赤・黄・オレンジなどスカシ系のゆりが見頃となる時期には、毎年「ゆりフェステ

ィバル」が開催されており、ガーデニング講座や、「青空市場」、歌謡ショーなど、

内容盛りだくさんのイベントとなっている。 
ゆりの郷こしみず「リリーパーク」は地元雇用にも貢献しており、駐車場の整理

に、高齢者勤労センター（シルバー人材）の活用を図るなど、開園期間内（7 月～9
月）で年間のべ 1,500～2,000 人日の雇用を生んでいる。 

リリーパークの開園により、ガソリン給油所、食堂等の業種においても繁忙を取り

戻すことができた。 

事業の概要

主力商品・イベント 

北海道 小清水町 
食物 

交流 

循環 

女性 

情報 

創出 

知財 

人材 

取組

分野 

輸出 

参入 
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○園内では町内から 9 店舗の売店（う

ち法人 7、個人 7）が出店するな

ど、テナント出店に当たり、地元業

者との連携を進めたことから、農業

以外の地元産業従事者も、積極的・

具体的に町おこしに参加するように

なった。 
○旅行エージェントへの積極的な働き

かけを行ったことが効果を生んでい

る。 
○園地は町有地の無償貸与であり、行

政・町民の理解が活動の基礎的条件

となっている。 

○町の花にもなっている「エゾスカシ

ユリ」などのゆり 

小清水町には原生花園があり、そこで最も目立つ花が町の花にもなっている「エゾ

スカシユリ」であることからも分かるように、「ゆり」の栽培は小清水町の気候風土

に適していると言われている。そこで、ゆり栽培農家 4 戸が中心となり、地域おこし

をめざして、平成 9 年 8 月に農地 3ha にユリ（カサブランカ）を植栽して公開したと

ころ、45 日間で約 7 万人の観覧者を集めたことから、「リリーパーク」設置の取組

が開始された。 

活動の背景 

活動のポイント・効果 活用している地域資源 

〒099-3637 北海道斜里郡小清水町小清水 189 （有）シナジーこしみず 
TEL 0152-62-2903  FAX 0152-62-3030 
E-mail lilypark.info@gmail.com 

○リリーパーク面積 13ha 
○栽培品種数 110 品種 
○ゆり植栽本数 700 万本 

情報発信力を高めることが目標とな

っている。 
具体的には、観光客の誘致を目的と

して、農村景観と花の町づくりを観光

資源として活用する市町村が広域連携

した観光ネットワークの整備を、行政

と協働して進めたい。 
また、近隣地域への PR 方法を確立

し、ホームページもより積極的に活用

していきたい。 

連絡先

活動規模 

今後の展開 

農地

自然

景観

伝統

観光

工芸

特産

 

活用

資源
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○○○想想想いいいやややりりり生生生乳乳乳   

日本唯一、加熱殺菌せずに飲める自

然のままの牛乳。すべて牛たちの幸

せを基準にしているからこそ実現で

きるおいしさと安全性。720ml ビン

入り 1 本 1,050 円。180ml ビン入り

8 本セット 2,940 円。ネット販売も

行っている。 
○○○想想想いいいやややりりりソソソフフフトトト   

牧場では完全無添加のソフトクリー

ムが食べられる。4 月～11 月限定。 

http://www.omoiyari.com/ 

16 年度-No.04 

（有）想いやりファーム 

（おもいやりふぁーむ） 

構成員 
男    2 名

女    12 名

平均年齢 約 27 歳

女性による無殺菌牛乳の生産・販売 

平成 3 年に酪農家として新規就農した代表者が、平成 12 年に設立した農業生産法

人。生き物の世話という命を育む仕事には女性の方が向く、消費者の目線を持って農

業ができるのは女性である、農業での女性の自立を支援したい、といった代表者の考

えの下、スタッフは全て女性が担っている。 
また、自然に恵まれた生産現場の自然のままの風味の牛乳を、殺菌という人の手を

加えずに消費者に届ける希望を持ち、平成 15 年から、自社生産による無殺菌牛乳の

製造と販売を行っている。 
現在では日本で唯一の無殺菌牛乳の生産販売に重点を置き、代表者の息子 2 名が参

加している。消費者の目線と同時に、牛の目線・牛のペース・牛にとってのベストを

最優先にし、自然のままで、かつ究極の安全・健康を追求している。 
社名にある「想いやり」は、社是である「牛達への想いやり」「顧客への想いや

り」「環境への想いやり」「商品への想いやり」「仲間への想いやり」を表す。 

事業の概要

主力商品・イベント 

北海道 中札内村 
食物 

交流 

循環 

女性 

情報 

創出 

知財 

人材 

取組

分野 

輸出 

参入 
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○自分で農業経営に取り組むことを希

望する女性を積極的に支援し、女性

が「農家の嫁・単なる労働力」では

なく、経営者としての自立に必要な

能力、技術の取得ができる受け皿を

設けている。 
○自分で生産した牛乳を、生産した状

態のままで消費者に届ける活動を行

うことで、自然に恵まれた地域の下

で生産された自然のままの風味を、

消費者に伝えている。 

○牧草地を活用した無殺菌牛乳 

日本の農業、日本の酪農が抱えていた、後継者問題・食の安全と流通の問題・女性

問題等々多くの課題に取り組むべく、酪農業界における女性の自立、命を育む農業に

おける女性の能力の発揮、牛への愛情を最優先しながら経済社会において成立するこ

と、消費者の視線で生産することを目的に、2000 年 3 月 31 日、有限会社中札内村レ

ディースファーム（現 想いやりファーム）を設立した。 

活動の背景 

活動のポイント・効果 活用している地域資源 

〒089-1353 北海道河西郡中札内村西戸蔦東 2 線 
TEL 0155-68-3137  FAX 0155-68-3197 
E-mail seinyu@omoiyari.com 

○雇用者 14 人（H20 年度末） 
○年間売上 1 億 2 千万円（H20 年

度） 

現状では独力での女性の就農は困難

だが、今後は農業後継者との結婚では

ない女性の就農が可能となる環境が必

要という考えのもと、その環境を整え

る一歩として、完全に女性だけで経営

する会社とすることが目標であり、目

標の達成のため、女性だけで農業経営

が可能になるための成果をあげてい

く。 
また、現在生産している無殺菌牛乳

の販路を新たに開拓する。 

連絡先

活動規模 

今後の展開 

農地

自然

景観

伝統

観光

工芸

特産

 

活用

資源

9



 

○○○そそそばばば打打打ちちち、、、草草草木木木染染染めめめ、、、まままゆゆゆ細細細工工工体体体験験験   

大人 1,200 円、小人 1,000 円わかり

易く懇切ご指導、楽しくそば打ち。 

○○○四四四季季季ののの学学学校校校   

季節毎に年 4 回開校。1 泊 2 日で大

人 6,500 円、小人 4,000 円。豊かな

自然と人情にふれあい、田舎暮らし

を心ゆくまで満喫できる。 
○○○がががっっっこここそそそばばば   

板そば、とりそば、揚げそば、そば

セット、そば餃子など、メニュー豊

富。地元産そば粉の二八そば、郷愁

を誘う木造校舎、気さくなお母さん

達がおもてなし。 

HP なし 

16 年度-No.06 

NPO 法人 四季の学校・谷口 

（しきのがっこうたにぐち） 

構成員 
男    10 名

女    7 名

平均年齢 約 55 歳

廃校を活用した農業農村体験と手打ちそば屋 

平成 8 年に金山小学校谷口分校が 110 年の歴史を閉じることとなり、話し合いの

末、活用方法などを検討する場として地区内外の有志 13 名による「谷口分校運営委

員会」が設立された。しかし、土地代や校舎の維持管理費が発生するため、住民の意

見は賛否両論に分かれた。そこで、有志で結成した谷口分校運営委員会がそれら金銭

面も含めて全面的に責任を負うこととして、「四季の学校・谷口運営委員会」が平成

9 年 6 月に設立され、分校を核とした農業・農村体験による都市との交流を図るため

の農村体験学校「四季の学校・谷口」と地元産物を活用した「谷口がっこそば」を開

店することが決定された。また、谷口がっこそばでは、平成 10 年よりそば打ち体験

教室なども予約制で開校することとなった。 
四季の学校は、年 4 回開校し、毎回 40 名前後が参加している。谷口がっこそば

は、年々来客数が増えており、平成 14 年には 1 万人を超えた。 
平成 21 年 3 月には、「よみがえる廃校・全国サミット」を開催。北海道から九州

まで 70 名余の参加を得て、各地域での学校活用の事例紹介、意見交換を行った。 

事業の概要

主力商品・イベント 

山形県 金山町 
食物 

交流 

循環 

女性 

情報 

創出 

知財 

人材 

取組

分野 

輸出 

参入 
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○地区外の人とのつながりがあり、い

ろいろなヒントやアドバイスが得ら

れた。 
○温もりのある木造校舎が、誰にでも

ある学校への郷愁を思い出させ、ゆ

ったりと過ごせる。 
○スタッフの母ちゃん達の気さくな接

客が人気を呼んでいる。 

○廃校となった分校校舎 
○地元産のそば 

小学校は地域活動の拠点であり、地域のほこり、象徴、心のよりどころとなってき

た。地域住民は、多くの教育熱心な教員との出逢いを通して、子育てに、地域活動に

頑張ってきた中で、たくさんの良い思い出を作ってきたので、その思い出を忘れない

で大事にしたいと思ったことが、校舎の活用に踏み切らせた。 

活動の背景 

活動のポイント・効果 活用している地域資源 

〒999-5412 山形県最上郡金山町大字飛森 258 四季の学校・谷口 
TEL 0233-52-3481  FAX 0233-52-3481 
E-mail なし 

○雇用者数 7 人（平成 20 年度末） 
○年間売上 1,900 万円 
○イベント回数 6 回 

分校での交流により、世代を超えた

つながりをつくり、地区のまとまりを

より強くし、地区の伝統や文化を自然

に後世に継承していく。 
がっこそばで働きたいという人が増

え、徐々にスタッフも増えて若返りし

ているので、今のメンバーができる限

りがんばっていくことが、自然に後継

者の育成につながると考えている。 

連絡先

活動規模 

今後の展開 

農地

自然

景観

伝統

観光

工芸

特産

 

活用

資源
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○○○ミミミネネネラララルルル野野野菜菜菜   

旬の野菜詰合せ「ミネラル野菜詰合

せ BOX2000」（2,000 円）、と「ミ

ネ ラ ル 野 菜 詰 合 せ BOX3000 」

（3,000 円分）を「道の駅にしあい

づ 交流物産館よりっせ」で通信販

売。（いずれも送料別） 
○○○西西西会会会津津津ミミミネネネラララルルル栽栽栽培培培米米米こここしししひひひかかかりりり   

1kg あたり白米 500 円、玄米 400
円。「道の駅にしあいづ 交流物産

館よりっせ」で販売中。 

交流物産館「よりっせ」事務局 
福島県耶麻郡西会津町野沢字下條乙

1969-26 
TEL (0241)48-1512 
FAX (0241)48-1513 
E-mail : yorisse@nct.ne.jp 

http://www.town.nishiaizu.fukushima.jp/ 

16 年度-No.07 

西会津町 

（にしあいづまち） 

構成員 
男    13 名

女    51 名

平均年齢 約 65 歳

食生活改善による平均寿命の飛躍的な向上 

栄養分やミネラル成分のバランスを整えた「健康な土」から生まれる「ミネラル野

菜づくり」の取組は、平成 5 年 4 月 1 日の「健康の町」宣言から始まり、平成 12 年

度には、ミネラル野菜生産者による直売組織「にしあいづ健康ミネラル野菜普及会」

が発足し、町物産館で販売するほか、小中 6 校の給食、老人福祉 3 施設の食事メニュ

ーにもミネラル米・野菜が導入されている。また、農業者以外の人たちにも、自らミ

ネラル野菜を栽培して食べてもらうため市民農園アグリガーデン「さゆりが丘」を設

置している。 

事業の概要

主力商品・イベント 

福島県 西会津町 
食物 

交流 

循環 

女性 

情報 

創出 

知財 

人材 

取組

分野 

輸出 

参入 
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○「百歳への挑戦」をスローガンに町

民の目指すべき目標が明確に示され

ている。 
○「にしあいづ健康ミネラル野菜普及

会」は平成 12 年度に 19 人で発足し

たが、現在では 60 歳以上の女性を

中心に 60 人を超えた。 
○平均寿命が 15 年間で男性 4.5 歳、

女性 4.1 歳向上。 
○ミネラル栽培の普及促進と冬期栽培

の実現による農家所得の向上を目的

に、耐雪型パイプハウスを町が整備

して生産者にリースする事業を導

入。平成 21 年度現在、89 棟を 31
戸の農家にリースして「にしあいづ

施設園芸生産振興組合」を設立。 

○栄養分やミネラル成分のバランスを

整えた「健康な土」 

西会津町は、昭和 60 年代には平均寿命が福島県内で最下位に位置していた。その

原因を究明した結果、脳血管疾患を含めた生活習慣病が判明したことから、「百歳へ

の挑戦」をキャッチフレーズに、保健・医療・福祉を連携したトータルケアの町づく

りを推進しており、その一環として「健康な体は健康な食べ物から、そして健康な食

べ物はミネラルを含んだ土から」という考えに基づき「ミネラル野菜づくり」に町を

挙げて取り組むことになった。 

活動の背景 

活動のポイント・効果 活用している地域資源 

〒969-4495 福島県耶麻郡西会津町野沢字下小屋上乙 3261 西会津町農林振興課 
TEL 0241-45-4531（内 351）  FAX 0241-45-3974 
E-mail nourin@town.nishiaizu.fukushima.jp 

○にしあいづ施設園芸生産振興組合構

成員 
男性 30 名 女性 1 名 
平均年齢 56 歳 

ミネラル野菜の西会津固有のブラン

ド化を推進する。また、都市 NPO や

生協等と連携し、「食の安全品質と健

康」をテーマに新たな直販マーケット

の開拓を図る。 
さらに、健康づくりの一環から一歩

進み、特定法人貸付事業、集落営農な

どにより生産量を増やし、ブランド化

して農業の振興さらには経済の振興に

つなげていく。 

連絡先

活動規模 

今後の展開 

農地

自然

景観

伝統

観光

工芸

特産

 

活用

資源
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○○○そそそばばばオオオーーーナナナーーー制制制   

そば畑 50 ㎡で、オーナー料は 1 万

円。種まき、刈り取り、収穫祭、自

分で育てたそばを使ったそば打ち体

験ができる。 
○○○鮎鮎鮎天天天ぷぷぷらららそそそばばば   

豊富なメニューの中でもおすすめの

一品。那珂川を泳ぐ鮎と季節の野菜

天ぷらのセットが 1,260 円。 

http:// www18.ocn.ne.jp/~magino/ 

16 年度-No.08 

農事組合法人 そばの里まぎの 

（のうじくみあいほうじん そばのさとまぎの） 

構成員 
男    12 名

女    11 名

平均年齢 約 62 歳

そばのオーナー制度による地域おこし 

前身は、平成 10 年に発足した「牧野地区むらづくり協議会」である。協議会が取

り組んだオーナー制度では、現在、年間約 50 組のオーナーが誕生し、地域住民との

交流を楽しんでいる。協議会では製粉機械を導入し、そば粉の販売にも取り組んだ。 
平成 13 年には、地域で採れるそばや山菜、野菜などを提供する農村レストランを

整備しようと、地区内 18 名の出資者が集い、そばの里まぎの協議会を発足させた。 
平成 15 年 3 月には、「そばの里まぎの」と茂木町北部地区交流事業の拠点となる

活性化施設「まぎのふるさと交流館」が完成した。地元産のそばはもちろん、茂木町

ならではの手づくりの季節の味が楽しめるとあって、平成 15 年 4 月のオープン以

来、20 万人を超える集客に恵まれている。レストラン営業と同時に、そば打ち体験の

受け入れも行っており、各種交流事業を展開している。 
そば作付面積は年々増加しており、平成 17 年度は約 12ha を作付けた。また、平成

17 年 5 月には「農事組合法人そばの里まぎの」を設立した。 
現在では、そばレストラン売上増加のため、そばを使った加工品（タルト、シフォ

ンケーキ、そば茶）も開発し、販売している。 
レストランの営業時間は 11:00～14:00（土日祝日は 11:00～15:00）。水曜定休。 

事業の概要

主力商品・イベント 

栃木県 茂木町 
食物 

交流 

循環 

女性 

情報 

創出 

知財 

人材 

取組

分野 

輸出 

参入 
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○牧野のそばの風味を損なわないよ

う、自家製粉の石臼挽きで、じっく

り挽いている。 
○食材には牧野や茂木町で収穫できる

新鮮で安全な野菜や米などを使用し

ている。 
○従業員も地元の女性や地域の高齢者

が中心で、雇用創出と生きがいづく

りの場としても活用されている。 

○地域で採れる良質のそばを自家製粉 
○地域で採れる野菜、米、山菜、鮎 

牧野地区は古くからタバコ栽培が盛んだったが、農業従事者の高齢化等により遊休

農地が増えてきていた。荒廃が進む地区内の農地を蘇らせようと、平成 10 年、地域

住民が牧野地区むらづくり協議会を発足し、そば畑のオーナー制度とそば作付に取り

組んだ。 

活動の背景 

活動のポイント・効果 活用している地域資源 

〒321-3704 栃木県芳賀郡茂木町大字牧野 249 そばの里まぎの 
TEL 0285-62-0333  FAX なし 
E-mail sobanosatomagino@clock.ocn.ne.jp 

○雇用者数 23 人（平成 21 年） 
○年間売上 4,050 万円（平成 21 年）

○イベント回数 4 回（平成 21 年） 
○レストラン収容人員 48 席 

スイカやトウモロコシなどの栽培を

行い、収穫体験やお店での直売を行

う。 
また、季節感あふれる新メニューの

研究も進め、リピーターが訪れる店づ

くりに取り組んでいく。 
そば打ち体験も広く PR し、町内の

都市農村交流体験メニューと連携し、

１日をゆっくりと楽しめるような交流

事業にも積極的に取り組む。 

連絡先

活動規模 

今後の展開 

農地

自然

景観

伝統

観光

工芸

特産

 

活用

資源
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○○○そそそばばば打打打ちちち体体体験験験   

4 人前で 3,200 円。自分で打ったそ

ばを食べることができる。 
○○○こここんんんにににゃゃゃくくく作作作りりり体体体験験験   

1kg のコンニャク芋から 3kg のコン

ニャクができる。料金は 2,500 円。 
○○○豆豆豆腐腐腐作作作りりり体体体験験験   

12 丁仕上がりで 5,000 円。地元産大

豆と伊豆大島産の天然にがりを使

用。予約制。 
○○○果果果物物物狩狩狩りりり   

苺、ぶどうなど、多種類があり、ほ

ぼ通年で果物狩りを楽しめる。 

http://takuminosato.or.jp/ 

16 年度-No.09 

新治農村公園公社 

（にいはるのうそんこうえんこうしゃ） 

構成員 
男    13 名

女    34 名

平均年齢 約 51 歳

リゾート型農業への挑戦

「たくみの里」には、木工や竹細工、そば打ち体験などができる 24 戸の「たくみ

の家」が点在している。観光客は「たくみの家」での体験学習を楽しみながら、のど

かな田園風景を散策している。 
昭和 60 年から始まった「たくみの里」の整備は、国や県の補助事業も活用しなが

ら、平成 7 年度の豊楽館を皮切りに、徐々に施設の拡大を図り、平成 9 年度に手作り

納豆やこんにゃく製造をする農産物加工施設、平成 14 年度にヨーグルト加工施設を

整備してきた。くだものの里のフルーツパーク桃季館は平成 12 年度に整備を終え、

年々利用者が増加している。体験型の各施設の人気は高く、「たくみの里」の入場者

は年間約 50 万人となり、フルーツパーク桃季館も 26 千人程度の入館者を数える。 
公社では豊楽館や桃季館などの施設を運営するとともに、ヨーグルトやジャムなど

の農産物加工体験を通じて、豊かでうるおいと活力のある地域づくりを進めている。 

事業の概要

主力商品・イベント 

群馬県 みなかみ町 
食物 

交流 

循環 

女性 

情報 

創出 

知財 

人材 

取組

分野 

輸出 

参入 
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○開発拠点を集中せず、農村集落に点

在させ、面的な広がりを目指した。 
○地元産大豆を使用した豆腐作りを起

業するために、女性有志が九州まで

行き、技術研修を行った。 
○町と友好関係にある都市部のイベン

トに積極的に出展した。 
○農村公園構想と同時に景観条例を施

行し、農村景観の保持向上に努めた 

○伝統工芸 
○果物や大豆などの農産物 
○温泉 

旧新治村（現みなかみ町）では有志婦人で組織する生活改善グループが、村づくり

事業に側面的な協力を行ってきた。「たくみの里」事業が計画された時点で、生活改

善グループの中から加工グループが組織され、その活動が誘引となって、旧新治村で

は、村全体を公園として位置づけ、フルーツ公園や観光型農業の推進を図る「農村公

園構想」を着実に実現するための中核として農村公園公社を設立した。 

活動の背景 

活動のポイント・効果 活用している地域資源 

〒379-1418 群馬県利根郡みなかみ町須川 847 
TEL 0278-64-2211  FAX 0278-64-2220 
E-mail info@takuminosato.or.jp 

○雇用者数 33 人（平成 21 年） 
○年間売上 417,972 千円（平成 20

年度） 
○イベント回数 7 回（平成 21 年） 

フルーツパークにおける各種イベン

トの開催や果樹のもぎ取りなど、各施

設が有機的に結びつくことにより集客

力の強化を図る。 
また、農村全体の人口減少と高齢化

が進んでいるので、地域の人材に限ら

ず、窓口を積極的に広めたい。 
常に原点に回帰し、さらに特色のあ

る農村を形成したい。 

連絡先

活動規模 

今後の展開 

農地

自然

景観

伝統

観光

工芸

特産

 

活用

資源
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○フフフェェェニニニッッックククススス・・・ロロロベベベレレレニニニーーー   

国内向け、輸出向け 
○○○八八八丈丈丈島島島産産産   あああしししたたたばばば荒荒荒茶茶茶   

70g 入り、1,050 円 
○○○八八八丈丈丈島島島のののあああしししたたた葉葉葉だだだよよよ   

明日葉青汁 粉末タイプ 
300g ガゼット袋入り 9,450 円 
120g スティックタイプ 4,830 円。 

○○○八八八丈丈丈島島島のののあああしししたたた葉葉葉だだだよよよ   

明日葉 粒 ボトルタイプ 
300g ボトル入り 10,500 円 

http://www.tokyonogyo.jp/jatyotosho/ 

16 年度-No.10 

ＪＡ東京島しょ 

（じぇいえいとうきょうとうしょ） 

伊豆諸島の特産品を活かした活性化

八丈島は、フェニックス・ロベレニーを産出できる適地で、栽培地として暑すぎず

寒すぎずの気候であるため、樹型がスマートで、コンパクトな高品質のものが生産で

きる、世界でも数少ない産地である。 
最初の輸出は平成 3 年、450 鉢で、国内市場の 1.6 倍の収入となった。その後、世

界各地の園芸博覧会に出品し、数々の賞を受賞、世界的な評価を得た。 
フェニックスは八丈島で植物検疫を受けた後、普通コンテナで東京に運ばれ、40 フ

ィートコンテナに積みかえられる。寝かせて 700 本くらい詰め込み、8～10℃に保た

れ、1 ヶ月ほどで EU に到着する。EU での用途は、ホテルや公共施設のロビー等の

装飾用である。 
八丈島特産のあした葉を活用した「あしたば茶」や「あしたば青汁」の生産・販売

にも取り組んでいる。 

事業の概要

主力商品・イベント 

東京都 八丈町 
食物 

交流 

循環 

女性 

情報 

創出 

知財 

人材 

取組

分野 

輸出 

参入 
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○フェニックス・ロベレニーの輸出

は、国内で他に例を見ない独自性の

高い取組であり、植木輸出を行って

いる産地はあるが、鉢物輸出に取り

組んでいる産地はほとんどない。 
○年間 10 万人に上る観光客を対象と

した地域特産物の新たな販売先の開

拓を意図して、平成 15 年、八丈町

初の農産物直売施設を設置し、観葉

植物の販路拡大と観光拠点づくりに

活用している。 
○JA 東京島しょ八丈島支店が農業後

継者団体に呼びかけ、輸出事業を担

う「八丈島農業振興青年会・鉢物部

会」が誕生した。 

○フェニックス・ロベレニーの栽培地

として暑すぎず寒すぎずの気候 
○地域特産のあした葉 

平成 2 年の青年研修ツアーでオランダを視察し、フェニックス（鉢物）が国内価格

の 5～10 倍で販売されていることを知ったのが輸出のきっかけとなった。 

活動の背景 

活動のポイント・効果 活用している地域資源 

〒100-1401 東京都八丈島八丈町大賀郷 1536 JA 東京島しょ八丈島支店 
TEL 04996-2-1221  FAX 04996-2-1761 
E-mail なし 

○八丈島農業振興青年会 
41 名（平成 17 年度） 

○農産物直売施設来客数 
15,000 人（平成 17 年度） 

平成 3 年より輸出を開始し、輸出量

を増加させてきた。 
主要作物である花卉園芸の国内外で

の販路拡大により地区農業者の安定収

入を確保し、担い手の確保を進めてい

く。 

連絡先

活動規模 

今後の展開 

農地

自然

景観

伝統

観光

工芸

特産

 

活用

資源
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○○○食食食肉肉肉・・・卵卵卵   

割烹やレストランに卸している。ヘ

ルシーメニューとして人気。 
○○○植植植物物物ののの寄寄寄せせせ植植植えええ   

ダチョウの卵の殻をプランターに利

用した植物の寄せ植え。2,500 円。 
○○○レレレタタターーーセセセッッットトト   

ダチョウの羽を使ったレターセッ

ト。600 円～。 
○○○牧牧牧場場場見見見学学学   

日曜日は AM10：00～日没まで、平

日は要予約、雨天休園。入場料は 1
人目 500 円、2 人目以降 200 円（3
歳未満のお子様は無料） 

http://smileostrich.seesaa.net/

16 年度-No.11 

（有）スマイル オーストリッチ 

（すまいる・おーすとりっち） 

構成員 
男     1 名

女     2 名

平均年齢 約 40 歳

特区によるダチョウの食肉生産

平成 15 年から「新都市農業創出特区」制度を利用し、農地を借り、食肉ダチョウ

の飼育と飼料作物の栽培を行っており、同年 9 月から食肉として出荷している。平成

18 年には卵の出荷にも着手し、159 個を販売した。 
餌は専用飼料と野菜くず・桑の葉などで、ヒナから出荷するまで 12 カ月間を要し

ている。 
ダチョウ肉は、カロリーが低く、鉄分が多いことからヘルシー指向の食肉として注

目を集めている。 
牧場は一般にも開放しており、牧場に放し飼いされているダチョウもいて、牧場見

学では餌を与えたり触ったりすることもできる。 

事業の概要

主力商品・イベント 

神奈川県 相模原市 
食物 

交流 

循環 

女性 

情報 

創出 

知財 

人材 

取組

分野 

輸出 

参入 
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○耕作放棄地を活用。 
○できるだけおいしい食肉の提供をし

ようと、肉質にこだわり、自家配合

して乳酸菌を入れた飼料を与え肉質

の向上を図っている。 
○牧場近くの女子美術大学でダチョウ

の卵を用いたアート活動をするサー

クル「オストリッチーズ」など、地

域の教育機関との連携を進めてい

る。 

○遊休農地 
○野菜くず 
○ダチョウの卵の殻やダチョウの羽な

ども活用 

経営主は、新聞で「ダチョウが第 4 の肉となる」というコラムを読み、ダチョウ飼

育に関心を持った。当時は広島の会社に出向中であったが、その後、相模原市に戻っ

てきたときに、市内にダチョウ牧場があると聞いて見学に行き、会社の休みの日に飼

育を手伝う、という話がまとまった。 
ダチョウの飼育は難しいが面白く、手伝い始めてから 2 年半後には会社を辞めてダ

チョウ牧場に雇ってもらうことになった。そしてその 2 年後の平成 21 年 2 月、牧場

主から会社を譲り受けた。 

活動の背景 

活動のポイント・効果 活用している地域資源 

〒252-5277 相模原市中央区中央 2 丁目 11 番 15 号 相模原市環境経済局経済部農政課 
TEL 042-769-9233  FAX 042-754-1064 
E-mail nousei@city.sagamihara.kanagawa.jp 

○牧場面積 1,800 ㎡（2009 年） 
○飼育羽数 約 40 羽（2009 年） 

「スマイルオーストリッチのダチョ

ウの肉」とブランド化を図る。 
また、食肉、卵の販売を安定させ、

さらにダチョウを活用して多角的にビ

ジネス展開する。 

連絡先

活動規模 

今後の展開 

農地

自然

景観

伝統

観光

工芸

特産

 

活用

資源
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○○○クククララライイインンンガガガルルルテテテンンン   

1 区画 300 ㎡。1 区画にラウベ 1
棟、畑 100～120 ㎡。坊主山クライ

ンガルテンにはクラブハウス、資材

置き場、ガラス温室がある。緑ヶ丘

クラインガルテンには管理棟、交流

促進センターがある。年間利用料は

10 万円～39 万円。田舎の親戚制

度、有機農業研修会（有機無農薬農

業の徹底）、各種交流イベントも実

施している。 

http://www.city.matsumoto.nagano.jp/buka/
soumubu/siga/garuten/ 

16 年度-No.12 

松本市（旧四賀村） 

（まつもとし きゅう しがむら） 
構成員（利用者） 

男    －名

女    －名

平均年齢  60 歳代

全国に先駆けたクラインガルデン

平成 6 年度に全国に先駆けて「坊主山クラインガルテン」（滞在型市民農園）を開

設し、これを核とした都市農村交流を展開、地域の活性化を推進。村民と都市住民の

交流の一環として「田舎の親戚制度」を創設し、利用者と村民の１対１の関係を構

築。視察者も含めた地域利用による経済効果、施設管理等の地域雇用の促進が図られ

た。 
また、平成 12 年度より「緑ケ丘クラインガルテン」を建設し、平成 16 年度 131 区

画全て開園をした。 
旧四賀村は無農薬有機栽培が盛んで、クラインガルテンでも有機農法で行うのがル

ールになっている。また、クラインガルテンでは、地域住民が「田舎の親戚」という

ボランティアとして活動に参加している。田舎の親戚はクラインガルテン利用者に野

菜作りや収穫の時期などのアドバイスもしている。 
運営については主に施設利用料によりまかなっており、更新及び修繕のための基金

も計画的に積み立てている。 

事業の概要

主力商品・イベント 

長野県 松本市 
食物 

交流 

循環 

女性 

情報 

創出 

知財 

人材 

取組

分野 

輸出 

参入 
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○市民農園区域内は借地のため、所有

農家へ毎年市から定額の料金が支払

われる。 
○畑作業や田舎暮らしの初心者でも気

軽に利用できるよう、クラインガル

テン利用者には、栽培講習会などを

実施している。 

○遊休農地 
○地域農家の農業技術 

四賀村では、高齢化により地域農業者のみでは地域内の農地の耕作維持管理が不可

能な状態になり、遊休荒廃農地の増加、地域農業や集落機能の衰退が危惧されてい

た。これらの問題解決のため平成 6 年度に全国に先駆けてクラインガルテンを開設し

た。 

活動の背景 

活動のポイント・効果 活用している地域資源 

〒399-7402 長野県松本市大字会田 1001-1 松本市役所四賀支所 ゆうきの里づくり課 
TEL 0263-64-4447  FAX 0263-64-2933 
E-mail なし 

○年間売上 45,783 千円（Ｈ21 年

度） 
○イベント回数 6 回（Ｈ21 年度） 

施設の管理運営は、21 年度より「四

賀むらづくり株式会社」に委託してお

り、ここで新たな雇用が生まれると思

われる。 
また、クラインガルテン入園者によ

る地区内商店の利用によって、地域活

性化が見込まれる。 

連絡先

活動規模 

今後の展開 

農地

自然

景観

伝統

観光

工芸

特産

 

活用

資源
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○○○修修修学学学旅旅旅行行行生生生ののの受受受入入入   

漁業体験や魚の加工体験ができる修

学旅行。申込は妻良観光協会まで。 
○○○海海海上上上アアアスススレレレチチチッッッククク   

丸太を組んで作った大すべり台か

ら、新素材のミニすべり台や飛び込

み台、フロート、まるでしょっぱい

プールみたい。 

http://www8.ocn.ne.jp/~merakan/

16 年度-No.13 

妻良観光協会 

（めらかんこうきょうかい） 

構成員 
男    －名

女    －名

平均年齢  約－歳

漁家民宿での漁業体験学習旅行

妻良地区の民宿は昭和 40 年代に盛んになったもので、以後、海水浴や釣り、サイ

クリングやドライブなど、妻良にやってくる人々の宿として利用されている昔ながら

の民宿である。最近では、ヨットで海から来る人も増えている。 
妻良地区の民宿等 23 軒が加入している妻良観光協会では、宿泊希望者の民宿への

配客や観光案内を行うほか、昭和 56 年から全国にさきがけて、修学旅行生を対象に

した漁村体験学習旅行を行っている。自然とのふれあいや漁業体験を通じての、主体

性、創造性、協調性の育成を目的として、民宿に分宿しながら、かご網漁、アジの開

き作り、サザエキャンドル作り等を行っている。 
受入主体は、妻良観光協会と会員である民宿であり、修学旅行の企画立案や学校・

旅行会社との連絡調整、受入民宿の割り振り等は、実質的に妻良観光協会が行ってい

る。また、協会は民宿料理（夕食で 7 品提供）や修学旅行生との手紙での交流等を指

導し、協会自らも修学旅行生の卒業時に各生徒の名前を入れた色紙を送るなど事後の

交流に心がけている。 
こうした活動には、補助金等は一切使われておらず、すべて地元負担で取組を進め

ている。 

事業の概要

主力商品・イベント 

静岡県 南伊豆町 
食物 

交流 

循環 

女性 

情報 

創出 

知財 

人材 

取組

分野 

輸出 

参入 
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○漁家にとって夏前の収入の低下する

時期が 4、5、6 月である。この時期

に修学旅行生の受入をすることで、

1 軒当り約 100 万円、地区全体で約

1,700 万円の収入を得ることがで

き、同時に一時的ではあるが雇用の

創出にもつながっている。 

○海の自然、新鮮な魚介類 
○漁法、魚の加工技術 
○民宿 

民宿業が地区の重要な産業になり、新鮮な魚介類以外に観光の目玉がないため、民

宿の集客を図ることが主要な課題であった。昭和 56 年に岐阜県中学校の修学旅行の

生徒が町内に宿泊した際、頼まれて妻良で定置網体験を行ったことが契機となり、修

学旅行生の受入事業を本格的に展開することになった。 

活動の背景 

活動のポイント・効果 活用している地域資源 

〒415-0533 静岡県賀茂郡南伊豆町妻良 564-2 妻良観光協会 
TEL  0558-67-0852  FAX 0558-67-0409 
E-mail なし 

○体験受入漁家民宿数 16 軒 
○体験学習受入人数 2,645 人 
○体験学習売上額 約 1,700 万円 

（いずれも平成 18 年） 

ホームページ等も活用して、海の資

源を活かした妻良地区の魅力をさらに

アピールしていく。 
漁家の高齢化に伴い、体験受入に伴

う負担を軽減する方策を検討する。 

連絡先

活 動 規

今後の展開 

昼食バーベキュー 

農地

自然

景観

伝統

観光

工芸

特産

 

活用

資源
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○○○立立立山山山権権権現現現かかかんんんもももちちち   

450g パック（甘・塩）1,000 円、20
枚編み（同）950 円。 

○○○かかかんんんもももちちち紙紙紙風風風船船船   

（3 個入り）420 円。紙風船に寒も

ちが入っている。電子レンジで加熱

するとそれぞれが膨らむ人気商品。 
○○○そそそののの他他他   

焼寒もち、立山雷鳥漬、かあちゃん

の「んまいもん」（酒粕漬）、のし

もち、祝いもち・赤飯、手焼きかん

もち、大福などあり。 

HP なし 

16 年度-No.14 

農事組合法人 食彩工房たてやま 

（のうじくみあいほうじん しょくさいこうぼうたてやま） 

構成員 
男    0 名

女    15 名

平均年齢 約 55 歳

女性起業で地域特産物の加工・販売

平成元年に女性グループの起業活動として始まり、平成 11 年には、女性起業とし

て県下初の法人となる「農事組合法人食彩工房たてやま」を設立した。「手づくり、

ほんもの、無添加」と「純粋で安全」な加工品づくりにこだわり、ふるさとの暖かさ

や素朴さを大切に加工販売を進めてきた。特産品である「立山権現かきもち」は立山

山麓から吹き下ろす自然の風で乾燥させた一枚一枚手作りのかき餅で、色と香りづけ

には、古代米、昆布、海苔等自然材料を使用して評価を受けている。この「立山権現

かきもち」は富山県ふるさと認証食品として認証を受けている。現在は、このかき餅

の他にのし餅、大福餅、赤飯、漬け物等の商品を販売している。 
地元生産組合や農業者等と契約し、良質な原材料を安定的に確保し、商品性の高い

産品づくりと新商品の開発に取り組み、販路を拡大し、売上を伸ばしている。 
平成 16 年には、第 3 回日本おみやげアカデミー賞、平成 18 年には富山県優良観光

土産品推奨制度菓子部門にて富山県知事賞を受賞した。 

事業の概要

主力商品・イベント 

富山県 立山町 
食物 

交流 

循環 

女性 

情報 

創出 

知財 

人材 

取組

分野 

輸出 

参入 
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○もち米は地元営農組合との契約栽培

で、漬物材料や副材料は地元の女

性・高齢者と契約により調達するな

ど、地元と密着した経営を展開して

いる。 
○消費者交流にも力を入れ、消費者と

の対話により商品改良や新商品開発

に努めている。 
○県内外の物産展等に積極的に参加

し、富山の美味しい米を使った特産

品の PR 活動を展開している。 

○立山山麓のイメージと吹き下ろしの

風 
○地域に古くから伝承されてきた漬物

と寒餅 
○おいしい米 

米の消費拡大と特産品開発を進めようと、平成元年、意欲的な仲間 30 人で「立山

町農村女性グループ加工部会」を組織して「寒餅」「雷鳥漬」で起業活動を行い、

年々販売額を伸ばしてきた。平成 9 年、手狭になった施設に補助事業を導入し、加工

施設を新築すると同時に組織名を「食彩工房たてやま」と改称した。 

活動の背景 

活動のポイント・効果 活用している地域資源 

〒930-0232 富山県中新川郡立山町金剛寺 270 
TEL 076-463-5700  FAX 076-463-5700 
E-mail なし 

○雇用者数 15 人（平成 21 年度） 
○年間売上 3,600 万円（同） 
○イベント回数 25 回（同） 

法人として各種社会保険、税金の適

切な対応、資金管理等の経営改善を目

指している。 
また、販路拡大等のマーケティング

を常に課題としており、台湾での PR
も構想している。 

消費者ニーズに対応した商品開発も

さらに追求していく。 

連絡先

活動規模 

今後の展開 

農地

自然

景観

伝統

観光

工芸

特産

 

活用

資源
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○○○じじじねねねんんんじじじょょょそそそばばば   

じねんじょ入りそば、1 袋 2 食入り

（200g）420 円。山間部の自然で育

った自然薯と小麦を生地に練り込ん

だ、栄養たっぷりのそば。 
○○○名名名田田田庄庄庄漬漬漬   

1 袋 173 円。地場産のきゅうり、大

根を使った安心・安全な漬物。 
○○○そそそばばばクククッッッキキキーーー   

70g 入り 210 円。おおい町産のそば

粉使用。1 口サイズで食べやすい。 
○○○きききゃゃゃらららぶぶぶききき   

160g 入り 630 円。若狭地区で採れ

たやまぶきを醤油・ミリンなどで長

時間煮込み美味しく仕上げた。 

http://www.natasho.co.jp/ 

16 年度-No.15 

第三セクター （株）名田庄商会 

（だいさんせくたー なたしょうしょうかい） 

構成員 
男    13 名

女    19 名

平均年齢 約 40 歳

特産品の販売による村おこし

昭和 59 年に設立された当社では、①特産品や観光開発のための企画・調査・研究

及び農家等への生産支援、②特産品の加工・販売（宅配事業を含む）及び各地で開催

される物産展への出展参加による開発した商品及び名田庄村の PR、③道の駅及び物

産館の管理運営、④宿泊施設「ホテル流星館」の管理運営等を実施している。 
ホテル流星館では、季節ならではの地域食材を開発及び提供し、宿泊客の確保を図

っている。 
また、商品の納入先に対し、アンケート調査を随時実施しているほか、北陸、京阪

神地域等の生協を 2 ｹ月に 1 回度程回り、その際、商品の評判やニーズ等の把握に努

めている。 

事業の概要

主力商品・イベント 

福井県 おおい町 
食物 

交流 

循環 

女性 

情報 

創出 

知財 

人材 

取組

分野 

輸出 

参入 
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○設立後 2 年目に管理・営業経験豊富

な人材を営業部長として採用 
○名田庄商会が借りた畑を自然薯生産

組合に無償貸与。 
○村はひとつの会社と考え「地域複合

型」で観光と物産、農業と林業など

を含めて連携させた。 
○「道の駅」の青空市では、農家との

連携によって農林水産物の販売額が

毎年増加している。 

○地域特産品の漬物、自然薯など、地

域の食材、規格外の野菜、そば 

旧名田庄村の基幹産業である農林業の衰退、過疎化・高齢化の進行から、村の将来

への危機感が高まるなか、昭和 55 年の第 2 次名田庄村総合振興計画において、「ひ

と・もの・環境づくり」による地域活性化を目指すこととなった。そこで、「ものづ

くり」については、消費者ニーズに呼応した農産物や加工品等の地域特産物の販売戦

略を重視し、昭和 58 年に第三セクター設立準備会を立ち上げ、昭和 59 年に村、農

協、森林組合及び商工会の出資による「（株）名田庄商会」を設立した。 

活動の背景 

活動のポイント・効果 活用している地域資源 

〒917-0375 福井県大飯郡おおい町名田庄小倉 
TEL 0770-67-2272  FAX 0770-67-2282 
E-mail shokai@natasho.co.jp 

○雇用者数 32 人（H20 年度末） 
○年間売上 238,000 千円（H20 年度）

○イベント回数 2 回 

海を有する大飯町と合併したので、

海と山の資源を活用した観光・物産事

業をさらに拡大し、農業振興と地域の

活性化に取り組む。 
今後も商品開発から流通販売まで民

間主導型で、なおかつ地域全体を考え

た「総合的・複合的」戦略で推進す

る。 

連絡先

活動規模 

今後の展開 

農地

自然

景観

伝統

観光

工芸

特産

 

活用

資源
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○○○三三三河河河ののの米米米粉粉粉入入入りりりパパパンンン   

地元産の米粉 55％のパン。1 個 125
円。 JA あいち中央、黒柳製粉

（株）、山崎製パン（株）安城工

場、水土里ネット明治用水による共

同企画製品。企画に参加したのは、

すべて安城市内の業者。 

http://midorinet-meiji.jp/ 

16 年度-No.17 

水土里ネット明治用水 

（みどりねっとめいじようすい） 

構成員 
男    65 名

女    35 名

平均年齢 約 50 歳

農業水利施設を活用した地域住民との交流 

水土里ネット明治用水では、用水路のパイプライン化と併せて用水路敷地に自転車

道を整備、また、農村公園や水辺環境施設の整備を行い、地域住民の憩いの場を提供

するとともに、都市農村の交流に貢献してきた。 
約 525ha の水源涵養林を保有・管理し、ここに下流域の漁協女性部と中流域の小学

生を招待し、流域間交流を実施している。また、水環境の大切さを学ぶため、地域の

小学校と連携して農業水利を環境学習に活用する「せせらぎサミット」も開催してき

た。実習田「水の駅(21 枚の棚田)」では、地域の小学生が、田植え、稲刈り、餅つき

など、昔ながらの手法で農作業体験し、農業（食料生産）について考える機会を提供

している。 
平成 16 年度に「立ち上がる農山漁村」に選定され、その頃からイベント会場や小

学校の出前授業で食料自給率向上のための活動（食育）を行ってきた。同時に行った

アンケート調査で約 3 割の家庭が朝食にパンを食べていることに着眼、朝食を米粉パ

ンにすることで米需要の拡大を図ろうと考えた。平成 20 年 7 月には、地元で米を生

産する JA あいち中央、米粉にする黒柳製粉(株)、パンとして製造販売する山崎製パン

(株)安城工場らと開発した「三河の米粉入りパン」を発売し、これまでに約 15 万個を

売り上げた。この農商工連携による取組は、すべて安城市内の参画者で行われ、低フ

ードマイレージを実現、安全安心でエコな取組として注目を浴びた。 

事業の概要

主力商品・イベント 

愛知県 安城市 
食物 

交流 

循環 

女性 

情報 

創出 

知財 

人材 

取組

分野 

輸出 

参入 
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○農業用水を地域の財産としてとらえ

住民参加の事業を展開。 
○学校と連携して、学校ビオトープ

「わくわくビオ」を設置。 
○地域の小学校と連携として「せせら

ぎサミット」を開催。 
○JA や地域の企業と連携して米粉パ

ンを開発。 

○農業水利施設とそこを流れる水 
○水源涵養林 
○地域で生産された米 

土地改良区がこれらの活動をする最大の目的は、農業生産の選択的拡大と安定的な

農業（農家）経営による農地の確保である。 

活動の背景 

活動のポイント・効果 活用している地域資源 

〒446-0065 愛知県安城市大東町 22-16 水土里ネット明治用水総務課 地域活動室 
TEL 0566-76-4922  FAX 0566-75-7944 
E-mail tiiki@midorinet-meiji.jp 

○雇用者数 36 人（平成 22 年 4 月見

込み） 
○イベント回数 50 回（平成 21 年） 
○せせらぎサミット参加者数 教諭・

児童 50 名、傍聴者 100 名、ボラン

ティア 30 名（平成 21 年） 

平成 22 年度に通水 130 周年記念事

業を敢行する。これを機に大池公園

（安城市内の都市公園）内に「水のか

んきょう学習館」を建設し、都市と農

村の交流・農業（農村）の活性化を図

る。 

連絡先

活動規模 

今後の展開 

農地

自然

景観

伝統

観光

工芸

特産

 

活用

資源
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○○○虫虫虫送送送りりり   

参加無料。昭和 28 年頃までに実際

に行われていた「虫おくり」を復

活。現在では千枚田の夏の風物詩と

なってきている。21 年度は、千枚田

に 1,000 個の松明を設置した。 
○○○畦畦畦そそそりりり体体体験験験   

参加無料。田植え、稲刈り以外の作

業体験による交流を図るために実

施。近年では珍しい昔ながらの農作

業を体験できる。作業後は保存会員

と食事しながら交流できる。 

http://www.kiwa-furusato.com 

16 年度-No.18 

丸山千枚田保存会 

（まるやませんまいだほぞんかい） 

構成員 
男    43 名

女    27 名

平均年齢 約 72 歳

千枚田保全活動を通じた都市農村交流 

平成 5 年 8 月に丸山地区住民 31 戸で結成された「丸山千枚田保存会」では、各種

イベントを開催している他、都市住民を対象に「千枚田オーナー制度」を設け、田植

え、稲刈り以外の維持管理を、保存会がサポートしている。 
水田はすべて畦塗りを行うことで幾何学的な美しさを強調するとともに、畦畔等に

彼岸花を植栽するなど新しい千枚田風景を創造している。また、千枚田の水源地であ

る共有林の間伐を共同作業として行っており、里山の保全、里山・農山村集落・棚田

の一体的な美しい景観の保全の取組を実施している。 
平成 21 年度には、それまで労働力不足により草刈り程度の管理をしていた水田で

も、熊野地鶏用の飼料米の生産を行った。また、脱穀後のワラを松阪牛生産農家に提

供するなど、農畜連携事業を行っている。 
なお、保存会の構成員は丸山区に限定されていたが、平成 20 年度に旧紀和町内に

拡大して構成員を募集したところ、20 名の新規会員確保を行うことができた。 

事業の概要

主力商品・イベント 

三重県 熊野市 
食物 

交流 

循環 

女性 

情報 

創出 

知財 

人材 

取組

分野 

輸出 

参入 
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○高齢者が多い本地区においては、こ

の保存活動や都市住民との交流活動

を通じて地区が活気に満ちてきてい

る。 
○訪れる都市住民に新鮮な農産物等を

販売することによって本来の農業生

産への意欲も向上している。 
○旧紀和町が設立した公益法人「紀和

町ふるさと公社」が棚田米「丸山千

枚田」の販売等、保存会の活動をバ

ックアップしている。 

○市のシンボル的文化遺産である「丸

山千枚田」とその景観、そこで生産

される農産物 
○水源地である共有林等里山の景観 

熊野市丸山地区にある「千枚田」は、丸山地区の南西斜面に段々につくられた棚田

の総称で、海抜 90～250 メートル地点に千枚にも及ぶ幾何学的な模様が四季の変化を

映し出し、美しい景観を形成している。 
昭和 30 年以降、日本経済の高度成長に伴う地区の過疎化と、高齢化や機械による

省力化に限界があることから、休耕地や荒廃地が急増し、平成 5 年時点では 570 枚程

度まで減少していた。そこで、先祖から受け継いだ地域の貴重な資源である千枚田を

復元したいとの地元住民の熱意と観光等で地域活性化の活路を開きたいとする旧紀和

町の思いが一致し、「丸山千枚田保存会」が組織されることになった。 

活動の背景 

活動のポイント・効果 活用している地域資源 

〒519-5413 三重県熊野市紀和町板屋 78 熊野市役所紀和総合支所 地域振興課 
TEL 0597-97-1115  FAX 0597-97-1003 
E-mail chiikishinkou@city.kumano.mie.jp 

○イベント回数 6 回（H21 年度） 
○オーナー数 139 組（H21 年度） 

都市住民との交流による新たな担い

手や応援団の支援を受けながら、「丸

山千枚田」を守り続けていきたい。 
オーナーが増えたため、イベント時

にくつろげるスペースが不足してい

る。休憩場所を広げたい。 

連絡先

活動規模 

今後の展開 

農地

自然

景観

伝統

観光

工芸

特産

 

活用

資源
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○○○菜菜菜種種種油油油   

500ml 入り 750 円、1,000ml 入り

1,400 円。添加物のない安心安全で

栄養豊富な食用油。 
○○○油油油粕粕粕   

3kg 入り 300 円、6kg 入り 550 円、

20kg 入り 1,600 円。一番搾りの油

粕。養分豊富な有機肥料。 
○○○体体体験験験学学学習習習   

廃食油からの BDF 精製体験やキャ

ンドルづくり体験、菜の花プロジェ

クトの学習。価格はコースにより異

なる。菜の花プロジェクト発祥の地

で、そのノウハウを学べる。 

http://www.city.higashiomi.shiga.jp/
nanohanakan/ 

16 年度-No.19 

東近江市(旧愛東町) 

（ひがしおうみし（きゅう あいとうちょう）） 
構成員 

男    －名

女    －名

平均年齢  約－歳

菜の花による資源循環型地域づくり

旧愛東町では 1995 年から廃食用油の BDF 燃料化（バイオディーゼルフューエル）

の取組がなされてきている。1996 年には廃食油燃料化プラントが稼動し、現在、町の

公用車やトラクター、発電機が BDF を燃料としている。 
平成 10 年には、地域内循環を進めるため、菜種栽培に取り組み、「菜の花エコプ

ロジェクト」をスタートした。転作田に菜種を植え、収穫、搾油した油を食用に使

い、廃食油から BDF を精製し活用することで資源循環の地域モデルを作り出した。 
この取組は、滋賀県環境生活協同組合の提案を受け、地域の営農組合の協力と県の

支援、子ども会、活動団体の応援を得ながら広がってきている。 
菜の花を栽培、食用として利用した廃油をリサイクルへ、という「菜の花エコプロ

ジェクト」は愛東町が「本家」で、その活動が全国各地でみられるようになった。 

事業の概要

主力商品・イベント 

滋賀県 東近江市 
食物 

交流 

循環 

女性 

情報 

創出 

知財 

人材 

取組

分野 

輸出 

参入 
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○合併により、これまでの廃食油の回

収量 4,000ℓが 32,000ℓ に拡大し、そ

れに伴い BDF の利用もコミュニテ

ィバスや農耕機、企業との連携利用

などへ広がってきた。 
○菜の花館のオープンと同時に NPO

法人が設立され、施設の運営の一翼

を担うと共に、菜の花エコプロジェ

クトの循環の一翼（収穫、乾燥、搾

油、販売、学習）を担うことで、コ

ミュニティビジネスが生まれてき

た。 

○生活系から発生する資源ゴミ（廃食

油、びん、かん、ペットボトル等） 
○農業系から発生する木質バイオマス

（剪定枝、もみ殻等） 
○転作田と菜の花の咲く景観、菜種油 

琵琶湖の赤潮発生（1977 年）をきっかけとして、廃食油の回収と石鹸へのリサイ

クルが行われてきたが、石鹸使用率の低下から、廃食油の新しい利用の道として滋賀

県環境生活協同組合と連携し、BDF 化の取組を進めることになった。住民の自治会

のリサイクルに対する協力体制、集落をまちづくりの基盤として施策を進めてきたこ

とが取組の基盤となった。また、農業を基盤として地域の営農組織を育成してきたこ

とで、菜種栽培の受け手があった。

活動の背景 

活動のポイント・効果 活用している地域資源 

〒527-0162 滋賀県東近江市妹町 70 あいとうエコプラザ菜の花館 
TEL 0749-46-8100  FAX 0749-46-8288 
E-mail nanohana@city.higashiomi.shiga.jp 

○雇用者数 3 人(平成 21 年 9 月末) 
○イベント回数 5 回 

廃食油の回収範囲の拡大は合併によ

り広がった。また、汎用コンバインの

導入もされた。 
そこで、新たな展開方法として、

BDF の品質向上と利用拡大を図る。

また、菜の花エコプロジェクトによる

波及効果を高め、自立した循環システ

ムを作る。さらに、菜種後のひまわり

栽培などにより、農地の高度利用も図

りたい。 

連絡先

活動規模 

今後の展開 

農地

自然

景観

伝統

観光

工芸

特産

 

活用

資源
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○○○かかかやややぶぶぶききき民民民家家家へへへののの宿宿宿泊泊泊   

いろりを囲んで美山の伝統的な暮ら

しぶりを体験できる。美山地区内に

複数の宿泊施設あり。 
○○○イイイベベベンンントトトののの開開開催催催等等等   

都市交流と地域振興推進のため、自

然景観を生かしたイベントを開催し

ている。このほか、地域振興と地域

課題の解決、農地等の保全、各種講

座の開設、体育・健康増進活動、人

権教育の推進などを実施している。 

http://www.city.nantan.kyoto.jp/ 

16 年度-No.20 

美山町振興会 

（みやまちょうしんこうかい） 

構成員 
男    －名

女    －名

平均年齢  約－歳

茅葺き民家を活用した日本一の田舎づくり 

茅葺き民家集落等を活用した「日本一の田舎づくり」を進めている。茅葺き民家な

どの地域資源は、「美しい町づくり条例」や「美山町伝統的建造物群保存地区保存条

例」などによる保全対策が講じられているだけでなく、平成元年に開設した「美山町

自然文化村」を拠点に観光資源として活用されており、各種体験メニューの企画、直

売所及び民宿等の開業と相まって多くの観光客を呼び込んでいる。 
平成 13 年 4 月、各地域に新たに住民と行政を結ぶ組織である「振興会」を設立、

地域住民と行政がより身近になるよう町職員（事務局長）を派遣し、事業展開を支援

する一方、行政窓口サービスを開始した。 
「振興会」は、地域の将来計画を樹立するため、①住民の利便性を高め、②地域課

題を掘り起こし、③人材を発掘及び育成することを理念として、住民要望の実現、地

域振興・環境保全・保健福祉に関する住民生活向上及び住民の教養の向上と健康増進

を図る住民自治組織であり、個性ある山村の再構築をめざしている。 

事業の概要

主力商品・イベント 

京都府 南丹市 
食物 

交流 

循環 

女性 

情報 

創出 

知財 

人材 

取組

分野 

輸出 

参入 
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○旧村単位の地域振興会は、行政と住

民の距離を縮め、自律的な地域づく

り、人づくりを推進するため平成 13
年に組織され、地域住民の自律的な

地域振興計画を策定するだけでな

く、役場との連携のもと、行政の住

民サービス機能等を担っている。 
○まだ埋もれた文化的な資源が数多く

あり、それらを住民自身でじっくり

と発掘しながら価値を認識し、守り

続け伝承している。 

○茅葺き民家集落とその景観 
○原生林などの自然と景観 
○とれたて農産物 

旧美山町は、重要伝統的建造物群保存地区に選定された茅葺き民家集落や、原生林

など豊かな自然と景観を有している。そこで、これらを活用した都市農村交流の多彩

な活動や特産品の販売促進などを各地域の振興会が企画立案し、行政や民間がその活

動の支援を行うことにより、個性ある農村の再構築を図ることとなった。 

活動の背景 

活動のポイント・効果 活用している地域資源 

〒601-0751 京都府南丹市美山町島島台 51 番地 南丹市役所美山支所地域総務課 
TEL 0771-68-0040  FAX 0771-75-0801 
E-mail ohata060@city.nantan.kyoto.jp 

○雇用者数 5 人（H21 年度） 
○各種イベントへの参加人数 あゆ祭

り：約 3,500 人、ふるさと祭：約

2,000 人、さくら・もみじ祭り：約

5,200 人など。 

少子高齢化が進み、地域の活力の低

下が懸念される中で、高い水準にある

まちづくりの維持と重要性は高まりつ

つあり、既存の活動をベースにさらな

る発展を目指す。高齢者支援対策や地

域振興・農地保全対策等の具現化を図

るため企業や大学等との連携をさらに

進めていきたい。 

連絡先

活動規模 

今後の展開 

農地

自然

景観

伝統

観光

工芸

特産

 

活用

資源
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http://www.o-forest.org/ 

16 年度-No.21 

大阪府森林組合 

（おおさかふしんりんくみあい） 

構成員 
男    27 名

女    4 名

平均年齢 約 40 歳

木質ペレットの製造とその活用

大阪府森林組合では、木質バイオマス燃料である「ペレット」（粉砕した木を小円

筒型に圧縮した燃料）を製造する工場を高槻市内に建設。間伐材や開発に伴う伐採材

などをリサイクルし、「ペレット」を製造。製造されたペレットは、森林組合が経営

する高槻森林観光センターの温泉ボイラーやペレットストーブの燃料として使用して

いる。 
このペレットは、単位重量当たりの熱量が高く、貯蔵や運搬が容易であることに加

え、燃焼後の灰は元の重量の 1％程度と少なく、かつ農業用の土壌改良材としても有

効活用が可能であるため、家庭用ストーブの燃料としても普及が期待されている。ペ

レットストーブの普及とともに、ペレットの取扱量も増加している。 
さらに、地域森林の整備や森林資源（間伐材等）の有効活用を市民レベルで普及す

るため、高槻市と大阪府森林組合の共催により、「市民林業士養成講座」を開催し、

森林・林業の知識・技術を有する森林ボランティアを育成しており、講座の修了生

が、森林整備や木製品づくりと、その普及啓発に取り組んでいる。 

事業の概要

大阪府 高槻市 

○○○ペペペレレレッッットトト   

10kg 入り 440 円。大阪府森林組合

三島支店で直接販売、もしくは宅配

での販売。当組合の生産するペレッ

トは、『大阪府リサイクル製品の認

定』を受けている。 
○○○ペペペレレレッッットトトススストトトーーーブブブ   

ペレットの利用促進のため、ペレッ

トストーブの販売も手がけている。

日本製ストーブのデザインや使い勝

手も向上している。 

主力商品・イベント 

食物 

交流 

循環 

女性 

情報 

創出 

知財 

人材 

取組

分野 

輸出 

参入 
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○高槻森林観光センターは昭和 54 年

の開園以来、毎年 10 万人を超える

市民に親しまれている。この温泉施

設の熱源を、木質バイオマス燃料

「エコペレット」を使用するボイラ

ーに更新し、ペレットを PR した。 
○一般家庭でも使用出来るペレットス

トーブを販売。ペレットストーブ導

入・利用のノウハウも蓄積し、スト

ーブ販売後もペレットの供給を通じ

てアフターサービスを充実。 

○間伐材などの木質資源 
○森林の自然や景観 

大阪府森林組合では、植林や間伐、枝打ちといった森林造成事業や木材の素材生産

事業、シイタケや薪・炭といった林産物販売という従来の林業はもちろんのこと、環

境林業 都市型林業を目標に掲げている。その一環として、利用されず放置されてい

た間伐材や開発に伴う伐採材などを有効利用することとした。 

活動の背景 

活動のポイント・効果 活用している地域資源 

〒569-1051 大阪府高槻市原 1052-1 大阪府森林組合三島支店 
TEL 072-698-1121  FAX 072-689-4610 
E-mail shinrin-mishima@giga.ocn.ne.jp 

○年間売上げ 9,093 千円 

木材が生産者からユーザーに届くま

でに通る何重もの中間流通コストを省

き、良質な木材を安価で提供するとと

もに、地域産材を使うことで地域の森

林を守り育てることにつなげていく。 
この他、間伐の推進を中核に据え

て、土木資材や環境資材への木材の利

用促進、森林ボランティア活動や森林

体験学習への支援、木造住宅建築やガ

ーデニング等に対するアドバイス等を

通じて、森林と地域と市民の新しい関

係構築に取り組んでいく。 

連絡先

活動規模 

今後の展開 

農地

自然

景観

伝統

観光

工芸

特産

 

活用

資源
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○○○ヘヘヘルルルシシシーーー元元元氣氣氣米米米（（（好好好吃吃吃的的的元元元氣氣氣米米米）））   

米 2kg 袋、通年販売。1 袋 420 元

（現地販売価格）。島根県の指針よ

り農薬成分・化学肥料を半分以下に

した、特別栽培米。 

http://nishi-iwami.ja-shimane.gr.jp/ 

16 年度-No.22 

西いわみ農業協同組合 

（にしいわみのうぎょうきょうどうくみあい） 

構成員 
男    5 名

女    0 名

平均年齢 約 45 歳

西いわみヘルシー元氣米の輸出

島根県では、農産物の台湾への販路拡大の可能性を探るため、平成 15 年 2 月に台

湾で事前調査を実施し、実際に「西いわみヘルシー元氣米」を現地スーパー、輸入業

者などを訪問し、試食してもらった。その後、台湾屈指の食品売り場といわれている

「微風廣場」の了解を取り付けて、現地への輸出、試験販売の話が具体化した。 
平成 15 年 10 月 10 日から 12 日までの 3 日間、台北市の百貨店「微風廣場」で「西

いわみヘルシー元氣米」の試食販売会を行い、用意した 1 トンの新米は完売した。 
2 キログラム入り 1 袋が当時 380 元（約 1,300 円）と台湾の一般米と比べると約 6

倍、現地の高級米と比べても約 2 倍の価格での販売であったが、島根県特産のわさび

しょうゆ漬けとともに試食した来客の評判は上々であった。 
試食販売に加えて、さらなるアピールをして集客力を高めるため、微風広場から依

頼を受け、平成 18 年より、試食宣伝会時に試食販売と並行してヘルシー元氣米を使

用したむすびを販売している。 

事業の概要

主力商品・イベント 

島根県 益田市 
食物 

交流 

循環 

女性 

情報 

創出 

知財 

人材 

取組

分野 

輸出 

参入 
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○台湾の WTO 加盟を契機に、海外に

目を向けた販路開拓の試みにより、

海外での需要を掘り起こし、今後の

本格輸出に向けた道筋を着けるもの

となった。 
○JA、生産者をはじめ、県、ジェトロ

（松江貿易情報センター）、しまね

産業振興財団等が一体となって取り

組んだ。 

○西いわみ産のコシヒカリ「西いわみ

ヘルシー元氣米」を中心とする農産

物。 

平成 14 年 12 月、台湾への販路拡大の可能性を探るため、県と JA 西いわみが中心

となって「西いわみ農産物の翼協議会」を設立した。15 年 2 月に台湾で事前調査を

実施し、現地スーパーマーケットや輸入業者等を訪問して試食活動等を展開し、その

後、台北市内の高級百貨店との間で試験販売の話が具体化した。同年 9 月に新米 1 ト

ンが台湾へ輸出され、10 月に百貨店での店頭販売促進活動が行われ、以後継続して定

番商品として輸出されている。 

活動の背景 

活動のポイント・効果 活用している地域資源 

〒698-0024 島根県益田市駅前町 15 番 1 号 西いわみ農業協同組合販売流通課 
TEL 0856-23-1911  FAX 0856-24-0453 
E-mail hanbairyutuu.niw@ja-shimane.gr.jp 

○イベント回数 2 回（H20 年度） 
○作付面積 208ha（H20 年度） 

栽培農家、栽培面積とも増えている

ことから、今まで以上にしっかりした

生産管理をしていく。おいしいお米の

基本である土づくりも牛糞堆肥と稲わ

らをしっかり使い、安心・安全にこだ

わった「環境と人にやさしい、安心・

安全なおいしいお米」を、今後も台湾

に届け続ける。 

連絡先

活動規模 

今後の展開 

農地

自然

景観

伝統

観光

工芸

特産

 

活用

資源
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○○○季季季節節節ののの妻妻妻物物物（（（つつつまままもももののの）））   

パック入り。料理に添える季節の

彩りを周年出荷。南天葉、桃の花、

もみじなど種類多数。収穫されたつ

まものは、農家が一つ一つ丁寧に葉

落ちが無いか傷みは無いか厳選した

上で、トレーに詰められている。 
ふきのとう・ゆきのした等、そのま

ま天ぷらにしていただける商品も出荷

している。いろいろな食を楽しむグル

メ志向の方には是非オススメ。 

http://www.irodori.co.jp/ 

16 年度-No.25 

（株）いろどり、上勝町、上勝彩部会、ＪＡ東とくしま他 

（いろどり、かみかつちょう、かみかついろどりぶかい、じぇいえいひがしとくしま） 

構成員 
男    34 名

女   157 名

平均年齢 約 70 歳

野山の枝葉の商品化による地域産業おこし 

上勝町は以前から花木の産地であり、簡易なハウスで枝物を早く開花させ市場出荷

していたが、地元農協職員が高級料亭の盛りつけに野山の枝葉が珍重されていること

に着目し、昭和 61 年から野山の花や枝葉を料理の「つまもの」として商品化した。

「つまもの」は軽量なため付加価値が高く、作業が容易なことから、地域に残った女

性や高齢者で対応でき、大きな設備投資を行うことなく生産が拡大した。平成 4 年か

ら役場の防災無線 FAX による農家への販売情報の一斉送信等の情報化に取り組み、さ

らに平成 11 年からは高齢者でも容易に使えるよう入力方法を改良したパソコンを使

い、生産者、営業組織、物流拠点、市場をイントラネットで結び、集出荷ケースをバ

ーコード管理して、多品種少量出荷の「つまもの」の生産・出荷をきめ細かく管理す

ることで有利販売を実現している。約 200 名の生産者で 340 種類ほどのつまものを生

産しており、昭和 61 年に 100 万円であった年間販売額は現在では 2 億円を超えてい

るほか、高齢者も自らパソコンで情報を分析して商品を出荷するなど、高齢者や女性

のやる気を引き出し地域活性化を実現している。 

事業の概要

主力商品・イベント 

徳島県 上勝町 
食物 

交流 

循環 

女性 

情報 

創出 

知財 

人材 

取組

分野 

輸出 

参入 
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○軽作業で稼げることが楽しみになり

高齢者や女性の生産意欲向上、地域

就業に大きく貢献。 
○情報化に積極的に取り組み、きめ細

かい生産出荷管理を行って有利販売

を実現。 
○IT（パソコン）を活用して自ら情報

を分析し、マーケティングを行うこ

とで、高齢者の生きがいにつながっ

ている。 

○野山の花や枝葉 

1981 年に局地的な異常寒波が上勝町を襲い、主要産物であった温州みかんのほん

どが枯死した。一年間でみかんの売上は約半分となり、農業は大打撃を受けた。 
この歴史的大災害を乗り切るため、軽量野菜を中心に栽培品目を増やし（1981 年 8

品目⇒82 年 14 品目⇒83 年 24 品目）、農業再編成に成功。続いて季節的要因の少な

い椎茸に注目し、現在の年間売上約 5 億円と、成功を収めた。 
そして町の半数近くを占めるお年寄りが活躍できるビジネスはないかと模索したと

ころ、「つまものビジネス」＝「葉っぱビジネス」が 1987 年にスタートした。 

活動の背景 

活動のポイント・効果 活用している地域資源 

〒771-4501 徳島県勝浦郡上勝町大字福原字平間 71-5 （株）いろどり 
TEL 0885-46-0166  FAX 0885-46-0577 
E-mail info@irodori.co.jp 

○生産者数 約 200 名 
○販売額 2 億 6,000 万円 

各家庭からパソコンを通じた情報化

が進められているが、今後はほ場の状

況を提供できる仕組みが必要と考えて

いる。また、現在は市場を通じた取引

が主な流通ルートになっているが、今

後はホテルや料亭との直接取引やホー

ムページを活用したネット販売も充実

させていく。 

連絡先

活動規模 

今後の展開 

農地

自然

景観

伝統

観光

工芸

特産

 

活用

資源
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○○○農農農産産産物物物   

内子産農産物のみを販売。栽培履歴

情報は店頭端末とインターネットで

開示。「内子町特別栽培農産物等認

証制度」も創設、認証を受けた完熟

トマトを活用したケチャップ等も販売。

http://www.karari.jp/ 

16 年度-No.26 

（株）内子フレッシュパークからり 他 

（うちこふれっしゅぱーくからり） 

構成員 
男   150 名

女   260 名

平均年齢 約 60 歳

販売情報管理システムによる効率的な出荷・販売 

町内産の野菜・果物・鶏卵、その他豚肉加工品等の地域農産物販売、レストラン、

農産加工場とそれらの事業を支える農業情報センターがあり、平成 8 年のオープン以

来、販売額は右肩上がりで、出荷者は平成 6 年の 100 人から平成 20 年度には 430 人

に拡大、利用者は 74 万人、売上高は 7 億 2 千万円。年間売上高が 1 千万円に達する

農家もある。 
ここの売上増加には「からりネット」と呼ばれる FAX＋POS システム導入が大き

く貢献しており、商品にバーコードを貼り、直売所内の POS（販売時点情報管理）

と、生産者の FAX をネットワークで結び、販売情報を生産者と運営会社双方が随時に

手に入れることで、農産物の出荷・販売を効率的に行うことが可能となっている。平

成 15 年には、新システムによる生産者へのモバイルサービスを開始し、更なる消費

拡大を行った。 
内子町は「エコロジータウン内子」をキャッチフレーズに環境保全型農業を進めて

おり、その中心である直売所では徹底して内子産にこだわり内子産のみの農産物を販

売している。利用者は 7 割がリーピターであり所在の明確な農産物を求めている。平

成 17 年 1 月から全ての出荷青果物に栽培履歴記帳を義務づけた。栽培履歴情報は店

頭の端末とインターネットで開示しており消費者は安心して青果物を購入でき、生産

者は履歴記帳により適正な肥料農薬使用を再確認でき、過度の使用を制限することで

コスト削減を図ることができた。 

事業の概要

主力商品・イベント 

愛媛県 内子町 
食物 

交流 

循環 

女性 

情報 

創出 

知財 

人材 

取組

分野 

輸出 

参入 
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○直売施設設置の計画段階から町民が

参加し、直売所設置後の課題も出品

者全員が一致団結して解決するとい

った協働と学習が行われており、町

民の強い熱意がみられること。 
○直売所では珍しい POS システムを導

入し、販売や精算の情報を生産者と

運営会社双方がリアルタイムで入手

できることから、生産者がデータを

元に販売状況に合わせた農産物の効

率的な販売方法を各自工夫できる。 
○女性の経済的・社会的自立・高齢者

の生きがい創出、新規就農者の増加

にもつながっている。 

○町内産の野菜、果物、鶏卵、豚肉加

工品等。 

観光農園の取組が年々盛んになり、農産物の付加価値の向上が課題となっていたこ

とを背景に、平成 5 年から 6 年にかけて農産物の直売、農業関連ビジネスの創出に向

けた集落座談会を 50 回以上開催し、平成 7 年に実験市場を開設する等の準備期間を

経て、年間 70 万人を超える来訪者の交流拠点として、また農業者が生産・流通など

あらゆる分野に係わり、農業者の経営感覚の醸成を目的として内子町役場と町内の団

体、町民の合同出資による第 3 セクターにより、特産物直売所「内子フレッシュパー

クからり」を、平成 8 年に整備した。 

活動の背景 

活動のポイント・効果 活用している地域資源 

〒791-3301 愛媛県喜多郡内子町内子 2452 （株）内子フレッシュパークからり 
TEL 0893-43-1122  FAX 0893-44-5838 
E-mail karari@cnw.ne.jp 

○雇用者数 53 人（H20 年度末） 
○年間売上 7 億 2,300 万円（H20 年

度） 
○イベント回数 15 回（H20 年度） 

内子町起業による農林水産省処理加

工場施設（元気な地域づくり交付金事

業）の完成にともない「内子町特別栽

培農産物等」の販路の拡大を進め、新

規農産物による商品開発をおこなうと

ともに高付加価値を付け、内子町の新

たな「からりブランド」を全国に発信

する。 

連絡先

活動規模 

今後の展開 

農地

自然

景観

伝統

観光

工芸

特産

 

活用

資源
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○○○本本本格格格芋芋芋焼焼焼酎酎酎やややねねねだだだんんん   

有機堆肥でとれた「コガネセンガ

ン」と国見山系の清らかな水を使い

醸した焼酎。1 升瓶 2,900 円～、4
合瓶 6 本入り 8,700 円～。 

○○○山山山いいいもももクククッッッキキキーーー   

やまいもをたっぷり練りこんだクッ

キー。やまいもは柳谷産の自然薯。

国産小麦粉使用。60g 入り 480 円。 
○○○とととみみみこここさささんんんののの豚豚豚みみみそそそ   

味噌、各種調味料、豚肉を使った佃

煮。豚肉ははざま牧場のきなこ豚を

使用。ご飯の供、生野菜、焼きナス

揚げナスなどに幅広く使える。 

http://www.yanedan.com/ 

16 年度-No.29 

柳谷自治公民館 

（やなぎだにじちこうみんかん） 

構成員 
男   142 名

女   172 名

平均年齢 約 59 歳

住民活動による公共サービスの提供

自治公民館区が全て自力で、土着菌を活用した畜産ふん尿の悪臭除去などの環境対

策や独居老人宅への緊急通報装置の設置、集落民の労働奉仕による自前の運動遊園や

歴史資料館の建設、自主財源確保のためのサツマイモ生産など集落民全員が活躍でき

る場を数多く設け、行政に極力頼らない独自の集落づくりを進めている。 
土着菌（微生物）を活用して地力回復を図り、無農薬・無化学肥料で栽培したさつ

まいも（コガネセンガン）で柳谷の PB 商品「やねだん」の焼酎も開発し、商品化に

成功。集落の主婦達のソバ屋「未来館」もオープンした。空き家を迎賓館に改修し、

芸術家 7 人が移住、活動中。 
2009 年 9 月には、韓国のテグ市内の J's ホテルに居酒屋やねだんがオープン、10

月には 20 人がテグ市に訪問した。 

事業の概要

主力商品・イベント 

鹿児島県 鹿屋市 
食物 

交流 

循環 

女性 

情報 

創出 

知財 

人材 

取組

分野 

輸出 

参入 
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○行政に頼らず「安心して暮らせる地

域を自分たちの力でつくろう」と、

小学生から高齢者まで年齢を問わず

幅広い層の地域住民が計画立案・協

議し、その実現に向けて積極的に行

動している。 
○とくに高齢者の出番をいくつもセッ

トし、かつて培った技術を再活用す

ることで、活動意欲を引き出した。 
○サツマイモ生産等で得た自主財源を

地域おこしや教育、福祉等に役立て

ている。 

○遊休農地 
○土着菌 
○サツマイモや自然薯 

柳谷集落では、20 年後には高齢化率 55％程度になると予想されたことから、将来

自治活動が困難になる時期が到来するとの危機感が高まり、自治公民館長を中心に、

集落民の経済的負担がなく安心して暮らすことのできる地域づくりを目指して、地域

住民総出で各種事業に取り組み、収益事業により行政や補助金に頼らずに環境や福祉

など幅広い分野にわたって総合的な視点で「むら」興しを行うこととなった。 

活動の背景 

活動のポイント・効果 活用している地域資源 

〒893-1605 鹿児島県鹿屋市串良町上小原 4694-2 
TEL 0994-63-1731  FAX 0994-63-1732 
E-mail toyoshige@mail.yanedan.com 

○年間売上 8,000,000 円 

集落住民が参加した農業生産法人を

設立し、消費者の安心・安全な農産物

へのニーズに対応して、土着菌の製

造・販売や土着菌を用いた農産物と焼

酎の生産・販売を積極的に展開してい

く。 
また、子ども達の韓国との交流をす

すめる。 

連絡先

活動規模 

今後の展開 

農地

自然

景観

伝統

観光

工芸

特産

 

活用

資源
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