
 

○○○昆昆昆布布布しししょょょうううゆゆゆ、、、昆昆昆布布布八八八方方方つつつゆゆゆ、、、昆昆昆布布布

ぽぽぽんんんずずず   

歯舞産の天然 1 等昆布をじっくり水

出しして、その「1 番だし」のみを

使用したことで、昆布の香りや旨み

がギュウッと濃縮され、味も昆布だ

しと本醸造しょうゆのバランスにと

ことんこだわり、まろやかな口当た

りを実現。素材の味を引き立てまろ

やかで旨みたっぷり。昆布しょうゆ

は 1 リットル×6 本入り 1 箱 2,838
円。昆布八方つゆは 1 リットル×6
本入り 1 箱 3,528 円。昆布ぽんずは

360ml×12 本入り 1 箱 5,676 円。 

http://www.jf-habomai.jp/ 

19 年度-No.01 

歯舞地区マリンビジョン協議会 

（はぼまいちくまりんびじょんきょうぎかい） 

構成員 
男    38 名

女    4 名

平均年齢 約 55 歳

歯舞地区マリンビジョン

北海道 根室市 

○○○歯歯歯舞舞舞 111 本本本立立立ちちちさささんんんままま   

最後の網で獲ったサンマのうち大型

サイズを厳選して船上で箱詰めする

ため、しっぽを持つとピンと立つほ

どの高鮮度。4kg 詰、1 尾 180g 程度

22 尾入り。 

主力商品・イベント 

魚価の向上と漁業経営の安定化を図るため、漁業者自らが宣伝隊として PR 事業に

参加し、消費者ニーズを把握するなど、流通を見据えた生産活動に努めている。 
また、漁協では、1 漁業部会 1 品ブランド化運動を推進しており、地域商標登録と

して「はぼまい昆布しょうゆ」「一本立ち歯舞さんま」「歯舞こんぶ」を出願するな

ど、ブランド力の高い商品開発に取り組んでいる。 
さらに、地酒「北の勝」と歯舞水産品を組み合わせた「浜の晩酌セット」の商品開

発、遊覧船の運航、アサリ資源を活用した漁業体験のための種苗放流と干潟整備、定

置網漁業見学等の観光漁船運行に伴う高齢者の活用、地域振興運動の象徴となる「日

本一遅く咲く桜並木」の整備等、異業種・他産業・地域住民の連携により、広域的な

活動を展開している。 

事業の概要

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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○歯舞水産物ブランド化を中心テーマ

に位置付け、ブランド化への取組を

通じた漁業振興と納沙布岬観光の振

興とをあわせた地域の活性化に向け

て、漁業者だけでなく地域の様々な

企業や関係者が一体となって取組を

展開している。 

○新鮮な魚介の味覚 
○納沙布岬及び貝殻島（コンブ） 
○歯舞漁協所有「第 15 はぼまい丸」 
○根室水産研究所、根室市ウニ種苗セ

ンター 

将来における豊かで活気のある漁村を構築するため、水産業を核とした地域振興計

画を策定・各アクションプログラムを実行するため、漁業者、漁協、地域住民、商

工・観光、農業・行政などで平成 18 年に協議会を設立した。 

活動の背景 

活動のポイント・効果 活用している地域資源 

〒087-0192 北海道根室市歯舞 4-120-1 歯舞漁業協同組合総務部 
TEL 0153-28-2121  FAX 0153-28-2320 
E-mail hoshikyou@marimo.or.jp 

○イベントでの年間売上 7,206 千円

（H21 年度） 
○イベント回数 9 回（同上） 
○歯舞こんぶ祭り 雨天のため市場内

で 1,000 人（H21 年 9 月 13 日） 
○さんま祭り 22,000 人 （H21 年 9

月 19、20 日） 

地域マリンビジョンの推進に向け、

日頃から漁業振興や地域振興に関する

情報を集め、協議会・専門部会の構成

メンバーの知見と意識の向上を図ると

ともに、推進体制の充実、推進部隊の

組織化などについても協議会・専門部

会の中で検討を進めていく。 
修学旅行生を誘致し、魚食体験、漁

業体験を行うことも検討中である。 

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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○○○落落落石石石シシシーーーサササイイイドドドウウウェェェイイイ・・・浜浜浜松松松パパパススス   

海沿いに続く断崖絶壁の上と足元に

広がる花畑の草原の中を歩いていく

全長 8 ㎞のコース。草原を抜ける

と、浜へ降りていくことができ、浜

松特有の自然景観と漁師たちの文化

に触れあうことができる。料金はマ

ップ代として 200 円。 

http://www.ochiishi.or.jp 

19 年度-No.02 

落石地区マリンビジョン協議会 

（おちいしちくまりんびじょんきょうぎかい） 

落石地区マリンビジョン

地区水産物の PR 事業については、販路開拓・消費拡大を目的とするほか、漁業者

自らが宣伝隊として参加し、消費者ニーズを把握するなど、従来の魚を捕るだけでな

く、流通を見据えた生産活動に努めることにより、漁価の向上と漁業経営の安定化を

図っている。 
特に漁協においては、ブランド化への取組による漁業振興を図るため、「活締めサ

ンマ」「沖詰めサンマ」「活締めタラ」などのブランド確立に取り組んでおり、漁価

の向上に努めている。 
また、活動を地域のコミュニティの活動とするための工夫として、地区の酪農家集

団「AB-MOBIT」が整備している既存の農業フットパスと落石地区マリンビジョンの

海岸フットパスを結合させ、その相乗効果により地域の活性化に寄与している。さら

に、落石地区マリンビジョン協議会によるフットパス大会の独自開催を目指し、海岸

フットパスを整備してコースを完璧なものにし、平成 21 年 6 月 27 日に「落石シーサ

イドウェイ・浜松パス」としてオープンした。そのほか、漁港にて開催するマリンポ

ートフェスティバルにおいて地場の水産物を販売・PR するなど、手作りのイベント

を実施することにより、コミュニティの活性化に努めている。 

事業の概要

主力商品・イベント 

北海道 根室市 
食物 

交流 

循環 

女性 
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○周辺の独特の自然環境・景観を活用

しつつ、エコツーリズム等による交

流を契機とした「顔」の見える流通

活性化や増養殖等の沿岸資源拡大に

より、地域の活性化を目指してい

る。 
○既存のフットパスと海岸フットパス

の結合や、漁港を会場とした地場の

水産物販売・PR 事業を推進するこ

とにより、活気のある地域づくりを

目指している。 

○独自の自然環境・景観・地形 
○水産資源とそれを支える水産基盤 
○多様な人材と人的ネットワーク 
○ユルリ・モユルリ島、落石岬、浜松

海岸、春国岱、風連湖、長節湖、

風、霧、風車、エゾ鹿、落石神社等 

将来における豊かで活気のある漁村を構築するため、水産業を核とした地域振興計

画を策定・各アクションプログラムを実行することを目的に、漁業者、漁協、地域住

民、商工・観光、農業・行政などで平成 16 年に協議会を設立した。 

活動の背景 

活動のポイント・効果 活用している地域資源 

〒087-1781 北海道根室市落石西 395-2 落石漁業協同組合 
TEL 0153-27-2121  FAX 0153-27-2537 
E-mail ocikanri@ruby.ocn.ne.jp 

○雇用者数 33 人（H20 年度末） 
○イベント回数 8 回（H20 年度） 

現在、根室市、根室市観光協会と連

携して、海鳥ウォッチングにターゲッ

トを絞ったクルージング調査を落石沖

で行っている。バードウォッチャーを

引き付ける魅力があるので、地域資源

と連動した滞在型観光開発を目指して

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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http://www.geocities.jp/furanorokugo/ 

19 年度-No.03 

麓郷振興会 

（ろくごうしんこうかい） 

構成員 
男女計   680 名

平均年齢  約－歳

朝望大麓 夕眺芦別 是桃源郷 
（東の大麓山，西の芦別岳を眺望する麓郷は、理想郷のまさに桃源郷である） 

十勝岳連峰の南側の丘陵地帯に広がる田園風景は、住む者にとっても心奪われる美

しさである。こうした地域の美しい自然を守りながら、地域内の各団体が協力して総

合的な発展を図るため、振興会に参加する約 160 戸の会員から会費を集め、住みよい

郷土づくりに向けた様々な活動を行っている。 
「北の国から」関係のロケ地跡や黒板五郎の最初の家から 2・3・4・5 番目の家な

どがあり、最近は、アンパンマン原作者やなせたかし氏の店「アンパンマンショッ

プ」にも毎年 30 万人を超える観光客が訪れている。 
特に、麓郷街道の桜並木は、昭和 54 年に住民一人１本の桜の植樹を目指して植え

られて以来、毎年手入れしている。併せて、麓郷街道クリーン作戦を行っている。 
また、麓郷ラングラウフという歩くスキーの集いを 26 回開催している。日本で空

気が一番きれいなところの東大演習林に５・10・15km のコースがあり、大会を住民

手作りで続けている。 
このほか、盆踊りや麓郷文化祭といった地域手作りのイベントや、清掃活動、防

犯、除雪などに加え、災害など緊急時の対策や地域での工事要望のとりまとめなどを

協議会で行っており、地域で暮らす人々が積極的に関わることによって、安心して暮

らせる思いやりのある地域づくりを推進している。 

事業の概要

北海道 富良野市 
食物 

交流 

循環 

女性 
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○麓郷振興会の活動と地域にある多く

の団体（保育所・小学校・中学校・

商工会・老人会・自然愛護少年団

（中学生の組織）・麓進クラブ（小

中の保護者が主の組織）・神社の祭

典委員会・体育振興会・ラングラウ

フ実行委員会）が連携し、地域の活

性化に向けて、知恵を出し合ってい

る。 

○荒れ地を一鍬ずつ開拓し、現在に至

っている 80 年以上の歴史 
○「北の国から」関係のロケ地跡や黒

板五郎の家 
○麓郷街道の桜並木や白鳥山公園 

富良野麓郷地区の 10 の町内会が集まり、昭和 22 年、町内会をまとめる組織として

麓郷振興会を形成した。 

活動の背景 

活動のポイント・効果 活用している地域資源 

〒096-0765 北海道富良野市字麓郷市街地二 麓郷地域振興課 目黒英治 
TEL 0167-29-2024  FAX 0167-29-2034 
E-mail rokugo@view.ocn.ne.jp 

○麓郷街道クリーン作戦 100 人

（H20 年、以下同じ） 
○集落センター花壇造成 20 人 
○麓郷スポーツソフトボール 120 人 
○麓郷ラングラウフスキーの集い

400 人 

麓郷振興会の活動と地域にある多く

の団体（保育所・小学校・中学校・商

工会・老人会・自然愛護少年団（中学

生の組織）・麓進クラブ（小中の保護

者が主の組織）・神社の祭典委員会・

麓郷スポーツクラブ・ラングラウフ実

行委員会）が連携し、地域の活性化に

向けて、知恵を出し合っていく。 
また、若い世代の意見が反映される

よう工夫し外部から麓郷に住んでもら

えるようホームページなどで呼びかけ

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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○○○魚魚魚介介介類類類   

コンブ、イカ、アワビ、ウニ、ナマ

コ、各種の魚など。コンブは北海道

の自然豊かな津軽海峡の急流の海

で、丹精こめて育てられた真昆布で

甘味が強く、おでん、昆布巻き、寄

せ鍋、煮しめなど、広く料理に利用

できる。 

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

19 年度-No.05 

北海道 福島町 

（ほっかいどう ふくしまちょう） 

構成員 
男    24 名

女    2 名

平均年齢  約－歳

福島地域マリンビジョン「海峡（うみ）の横綱を 

めざして～ステップアップ福島」

マリンビジョン実現のため、以下のような取組を進めている。 
コンブ養殖では、作業の分業化を目的に、スルメ加工業者が養殖生コンブを仕入

れ、製品化に取り組んでいる。ウニについては、付加価値向上のため、漁協が「ウニ

の塩水パック」販売に乗り出した。また、鮮度の良い前浜産スルメに「いかス海峡ス

ルメ」というネーミングでブランド化を目指している。 
「千代の山・千代の富士」という 2 人の横綱が出た町で、九重部屋による夏合宿と

あわせ、観光会社とタイアップした「ちゃんこツアー」に「イカ刺し」を組み合わせ

るなど、町外からの観光客を取り込んだ新たな消費活動も展開している。 
地域づくり活動との連携も進めており、千軒地区で活発に展開している地産地消活

動（千軒そば）、町内の日曜朝市、夏の相撲合宿等と連携した海産物の販売、紹介に

取り組んでいる。特に千軒地区との連携は、都市住民が多数参加するそばの花見会、

ブナ観察会、殿様街道ウォークなど重要な情報発信源となっている。 
大学等研究機関との連携にも熱心で、漁場調査やイカの生態、マグロのブランド

化、ウニ、アワビの放流、養殖コンブ施設の安定計算、海中林造成、魚礁効果、トレ

ーサビリティ、製品のラベル製作など多岐にわたって協力関係を築いており、町ホー

ムページに「福島町の海を研究フィールドに」という記事も掲載している。 

事業の概要

主力商品・イベント 

北海道 福島町 
食物 

交流 

循環 

女性 

情報 

創出 
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人材 

取組
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輸出 

参入 

170



 

○地域団体を横糸と縦糸で繋ぎ直し、

流通と金の流れを地域循環と地域外

から取り込むという方向付けをし

た。漁業、加工業、流通業が、必要

な機能・役割を未経験分野であって

も積極的に手掛け、これらを担う人

材や事業者が地域内にいなければ、

地域外の適任者・機関と連携すると

いうようにして、各団体の努力によ

りビジョン実現を進めている。 

○漁業と水産加工業 
○松前藩主が通った殿様街道 
○住民組織によるそば栽培と千軒そば

屋による地産地消、水産物との連携 
○「千代の山・千代の富士」という 2

人の横綱が出た町 

かつては、豊かな魚介類と水産加工場でのスルメ加工で活気に満ちた町だったが、

魚価の低迷、国民のニーズの多様化、社会経済のめまぐるしい変化といった現代にお

いては、創意工夫し、努力して、自ら明日を切り拓くことが必要だと考えた。そこ

で、漁協、水産加工業者、町役場などが中心となり、マリンビジョンを策定した。 

活動の背景 

活動のポイント・効果 活用している地域資源 

〒049-1302 北海道松前郡福島町字福島 820 福島町役場産業課水産グループ 
TEL 0139-47-3001  FAX 0139-47-4504 
E-mail suisan@town.fukushima.hokkaido.jp 

○生産額 1,093,327 千円（H20 年各

魚種計） 
○観光客数 68 千人（H20 年） 

漁業者等住民、大学・研究機関、

国・道・漁協・町が、協力と連携、切

磋琢磨しながら、北海道の漁村の先駆

けになるよう努力していく。 
また、「海の栄養源としての森林づ

くりを促進する。」という考え方に沿

った漁港利用と、畜養水域としての利

用可能性の検討など、漁港の高度利用

化を検討していく。 

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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http://www.town.otobe.lg.jp/ 

19 年度-No.06 

乙部町契約野菜生産出荷組合 ひやま南部大豆生産組合 

（おとべちょうけいやくやさいせいさんしゅっかくみあい ひやまなんぶだいずせいさんくみあい）

構成員 
男    16 名

女    0 名

平均年齢 約 58 歳

地域一丸！契約栽培で農業再生！！

農業者自らが生産組合を組織し、栽培から集荷・選別・販売を行うが、体制が確立

するまでは町が全面的に支援することとなり、町は、生産者と関連企業等との調整、

農産物等の生産計画、施設整備及び運営に必要な資金の貸付のほか指導や作業に係る

人的支援を行い、農協も出荷業務等に職員を配置し支援している。 
平成 17 年 2 月に設立した「乙部町契約野菜生産出荷組合」はベジテックとの契約

栽培により、新規作物としてブロッコリーを中心に、生食用スイートコーン、南瓜

（坊ちゃん南瓜、白い九重栗）を生産、出荷し、平成 21 年現在でも作付面積・販売

額を順調に伸ばしている。 
輪作作物として価格の安定した契約大豆の栽培も実施し、小粒で納豆用として需要

が増している大豆（黒千石）の商品用・種子用の作付にも取り組んでいる。 
組合員も町内のみならず、近隣町の生産者も加わり、大豆に至っては産地間の協力

関係を築くため「黒千石事業協同組合」が設立され全道に広がりを見せている。 
また、管内の他町でもブロッコリー栽培が始まるなど、先駆け的な取組として注目

されている。 

事業の概要

北海道 乙部町 
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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○価格が安定した契約栽培の導入によ

り、収益性の向上、適正な輪作体系

の確立、遊休農地の積極的な利用を

促し、農家経営の安定化、地域農業

の発展・地域の活性化に寄与。 
○組合員が東京の市場・スーパー等を

視察して打合せを行うなど、消費者

ニーズに対応した野菜づくり。 

○町所有の集荷施設を組合に有償で貸

付し、使用。 

農業は町の基幹産業であり、農業振興施策等に取り組んできたが、多額の負債や高

齢化・後継者不足による離農により、非常に厳しい状況となっている。 
そんな中、農業の再生を図るため協力関係を築ける企業との接点を模索し、食品業

界のコンサルティング会社、国内大手の農産物の専門卸売商社（(株)ベジテック）と

出会い、農業の再構築に向け、契約栽培に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 

〒043-0103 北海道爾志郡乙部町緑町 388 乙部町農林課 
TEL 0139-62-2311  FAX 0139-62-2939 
E-mail y-koise@town.otobe.lg.jp 

○雇用者数（選別作業等のパート）

14 人（H21 年） 
○年間売上 120,937 千円（H21 年）

○ブロッコリー等の作付面積 73.2ha
（H21 年） 

今後も企業等と協力しながら、消費

者ニーズに即した農産物の栽培、販路

の確保、在来種大豆を増殖し実需者へ

安定供給できる体制づくりに努め、生

産者・町・農協等が一体となり地域農

業の発展・活性化に取り組んでいく。 
また、農業後継者の育成は大きな課

題となっているが、新規参入、新規就

農を目指す者にとって働きがいがあ

り、魅力ある農業を目指していく。 

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

173



 

○○○とととととと花花花つつつみみみれれれ(((ホホホッッッケケケのののつつつみみみれれれ汁汁汁)))   

平成 19 年度に、寿都特産のホッケ

を活用して魚醤を開発製造、ホッケ

とホッケ魚醤の相互利用を進める考

えで、ホッケつみれ汁（商品名：と

と花つみれ）を開発製造した。魚偏

に花と書いてホッケと呼ぶことか

ら、魚＝「とと」と「花」で、「と

と花つみれ」とした。1 杯 700 円。 

http://www.town.suttu.lg.jp/ 

19 年度-No.07 

北海道 寿都町 

（ほっかいどう すっつちょう） 

構成員 
男    40 名

女    30 名

平均年齢 約 55 歳

水産業と漁村を中心とした地域振興の取組 

（寿都地域マリンビジョン）

これまで寿都町で行われてきた体験型観光のイベントなどを滞在型・通年型へと発

展させるため、新たな環境づくりを検討しようと寿都町ツーリズム産業団体連合委員

会を平成 17 年 2 月に発足。町内にある産業の全てを融合させ、魅力ある産業をつく

り出し、都市から人を呼び込むことで地域に賑わいを取り戻す事が狙いである。これ

まで交流型観光の一環として「寿かき・ふるさと祭り」や「寿都港・おさかな市」な

ど、寿都町の豊かな資源を提供したイベントを展開してきた。また、漁港施設や海岸

など都市との交流の一環として、体験学習生の受入や北海道東海大学との連携など、

学びの場としての提供も行っている。 
平成 8 年に北海道東海大学・寿都町・寿都町漁業協同組合の 3 者が、地域振興のた

めに協定を結び、体験学習や漁業体験（磯場解放）に参加する都市の人々に内容を伝

えるガイドブックの作成、住民参加による「地域の民話づくり」など、地域づくり・

人づくりの活動を地域が一体となって行っている。 
こうした産官学が連携した取組を背景に、寿都町の豊かな資源を使い寿都の良さを

都市の人々に伝え、また体感してもらうことで、まちの賑わいや定住人口の増加を図

っている。 

事業の概要

主力商品・イベント 

北海道 寿都町 
食物 

交流 

循環 

女性 

情報 

創出 

知財 

人材 

取組

分野 

輸出 
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○交流人口の増加から、定住人口の増

加や、町外の寿都町応援団のネット

ワークが創出される。 
○体験学習等のツーリズム観光は、受

け入れる漁協などの町民が、「この

ようなことで喜んでくれるのか」な

ど、地元の魅力を再認識したという

意味で重要である。 

○クリーンなエネルギーを生み出す風

力発電 
○多く漁獲されているほっけ資源 
○「生炊きしらす佃煮」などの食文化 

寿都町では、若者の流出と過疎高齢化の進行、主要産業である水産業について漁獲

物の低迷と就業者の減少、観光業の低迷など多くの課題があるため、水産業と漁村を

中心とした地域振興策である「寿都地域マリンビジョン計画」を平成 18 年 3 月に策

定した。 

活動の背景 

活動のポイント・効果 活用している地域資源 

〒048-0406 北海道寿都郡寿都町渡島町 140-1 寿都町産業振興課 
TEL 0136-62-2602  FAX 0136-62-3431 
E-mail sangyou@town.suttu.lg.jp 

○年間売上 6,200 千円 
○イベント回数 3 回（寿かき・ふる

さと祭り、寿都港・おさかな市、ゆ

さこい秋祭り）。参加者 5.500 人。 

“磯焼け”という海の砂漠化現象が

切実な問題となっており、その原因の

一つである鉄不足を補い、動植物プラ

ンクトンや藻類の増大を促し、魚貝類

の生産増大を狙った藻場再生プロジェ

クトの展開が急がれている。 
こうした中、藻場の回復に必要な鉄

分と栄養分を人工的に供給する、藻場

再生プロジェクト“海の森づくり”に

取り組んでいる。 

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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○○○一一一味味味唐唐唐辛辛辛子子子   

色鮮やかで風味があり、適度な辛味が

あり、おいしい。20g 入り 500 円。 
○○○青青青ナナナンンンバババしししょょょうううゆゆゆ漬漬漬   

ほどよい辛みでご飯やお酒に合う。

130g 入り 350 円。 
○○○一一一升升升漬漬漬   

辛味と旨みが溶け込んでおいしい。

季節の野菜を取り混ぜて食べられ

る。200g 入り 500 円。 

http://www.aomori-shop.com/index.htm 

19 年度-No.08 

在来津軽清水森ナンバブランド確立研究会 

（ざいらいつがるしみずもりなんばぶらんどかくりつけんきゅうかい） 

構成員 
男    40 名

女    30 名

平均年齢 約 57 歳

温古創新「清水森ナンバ」 

－地域に愛されてきた唐辛子の復活－

昔から地域の人達に愛用されてきた一味唐辛子の復活に向けて「弘前在来」の特徴

である、風味の良さ、甘味、ほど良い辛さ、粒子の大きさ等を考慮しながら試作品づ

くりをした。一人でも多くの人から意見を聞くために、商品とアンケートハガキを同

封にした結果、県内あちこちで販売して欲しいという声が多かった。また、昔の懐か

しい味の復活だと喜んでもらえた。その後、生産情報、出荷についての留意点など、

会員の意識統一を図りながら、生産に励んでいる。この唐辛子を地域ブランドとして

位置付けるため、平成 20 年、「清水森ナンバ」を商標登録した。 
平成 16 年発足当初、栽培農家の参加は 5 戸だったが、平成 21 年度の栽培会員数は

53 名となった。それに伴って栽培面積も増えている。 
会員の加工業者は、青唐辛子を使った加工品作りに挑戦。「青ナンバのしょうゆ

漬」「醤油煮」「さもだしの南蛮漬」を開発し販売している。さらに「ペペロンチー

ノ」「県産ホタテ・青ナンバ入りカレーライス」、一味唐辛子入り「ドーナツ」「か

りんとう」「パイラスク」も製品化され、程良い辛味が人気で好評発売中である。 

事業の概要

主力商品・イベント 

青森県 弘前市 
食物 

交流 

循環 

女性 

情報 

創出 

知財 

人材 

取組

分野 

輸出 
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○地場産の唐辛子が地域の特産品とし

て復活することにより、農家の所得

向上、加工品開発、地産地消の活動

につながっていく。 

○弘前地域に古くから栽培されてきた

唐辛子。商品名「在来津軽清水森ナ

ンバ」、品種「弘前在来」。 

地域に愛されてきた唐辛子が衰退していくことに危機感を持ち、伝統の味を守り、

ブランド化を進めるため、普及拡大に踏み切り、平成 16 年 6 月、15 人の会員で「在

来津軽清水森ナンバブランド研究会」を立ち上げた。 

活動の背景 

活動のポイント・効果 活用している地域資源 

〒036-8332 青森県弘前市亀甲町 61 青森県特産品センター内 
TEL 0172-39-1811  FAX 0172-39-1212 
E-mail nm7@ceres.ocn.ne.jp 

○イベント回数 1 回 弘前大学公開

講座「世界のトウガラシと清水森ナ

ンバ」 参加者 100 人（H20 年度）

○弘前公園早朝散策と朝市体験 17 回

会員全員の栽培技術には個人差があ

るため、技術の統一を図るために徹底

指導を行い、良い唐辛子の生産ができ

るように努める。 
味を懐かしむ人達の要望に応えるた

めにも味の再現を進める。また、食品

ばかりではなく、果実の色や葉、茎な

どを利用して幅広い分野に唐辛子を登

場させていく。 

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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○○○家家家   

県産材がふんだんに使われた気持ち

の良い空間。 
○○○各各各種種種木木木工工工品品品   

家を建てるだけではなく、要望に応

じていろいろな物をつくっている。

たとえば、八戸市庁前あずま屋、海

の朝市屋台、新幹線八戸駅のベン

チ、門柱、保育園のイスなど。 

http://www.geocities.jp/iezukuri38/ 

19 年度-No.09 

三八地域県産材で家を建てる会 

（さんぱちちいきけんさんざいでいえをたてるかい） 

構成員 
男    19 名

女    0 名

平均年齢 約 55 歳

異業種連携による地域材利用拡大の取組 

地域の木材を住宅やまちづくりへ積極的に利用してもらうために、以下のような活

動を積極的に行っている。 
まず、地域材 PR 活動である。住宅に地域の木材を利用することが、長持ちする健

康的な家づくりにつながることや、関連産業（林業・素材生産業・製材業・住宅産業

等）の活性化に寄与するとともに、地域の森林を守ることにつながり、さらには地球

温暖化防止にも役に立っているということを、あらゆる機会を利用し PR している。 
また、メンバーの仕事の現場を訪ねる「県産材住宅見学バスツアー」を開催し、木

の伐採から家ができるまでの一連の流れを体感できるイベントを実施している。県南

地域に春を呼ぶお祭り「えんぶり」にあわせて県産材フェアや海の八戸 NPO との連

携イベント、建築設計事務所協会との連携イベントなども開催している。 
住宅のみならず、まちづくりに木材を多用してもらうために、八戸市庁舎あずま屋

制作、海の朝市活性化のための移動式屋台制作、保育園のイスやテーブルなどの制作

も行っている。そのほか、担い手育成活動にも取り組んでおり、子供たちや学校の先

生に林業や木材に対する知識を深めてもらうために中学生の林業体験学習や教員 10
年目研修（林業体験）を受け入れている。 

事業の概要

主力商品・イベント 

青森県 八戸市 
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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○地域の木材を地域で利用すること

で、地域の林業、素材生産業、製材

業、材木店、建築設計事務所、大

工・工務店、左官業、建具製造業、

内装業、板金業、住宅設備販売業

等、地域密着型の中小企業が活性化

するとともに、地域の自然環境が良

好に保たれる。 

○地域で生産されるクリ、アカマツ、

スギ、ケヤキなどの木材 
○育林技術、伐採技術、製材技術、住

宅建築技術等、職人の技術 

平成 14 年の新幹線八戸駅開業を期に、地域の林業・木材産業・工務店・塗装業・

金属加工業等が駅舎内に地域の木材を活用したベンチを設置する取組を行う組織「八

戸駅に県産材のベンチを置く会」を設立し、市民デザインによる地域産材のベンチを

32 基設置した。この活動を発展させ、地域材の住宅やまちづくりへの利用拡大を目指

す組織として「三八地域県産材で家を建てる会」を平成 15 年に設立した。 

活動の背景 

活動のポイント・効果 活用している地域資源 

〒039-1101 八戸市尻内町鴨田 7 青森県三八地域県民局地域農林水産部林業振興課 
TEL 0178-23-3595  FAX 0178-23-2801 
E-mail なし 

○イベント参加者 9,000 人（H18
年） 

○会員数 19（H21 年） 

今後も地域材利用促進のための PR
を中心に活動を続けていく。特に、伐

採現場、製材現場、建築現場を積極的

に体験してもらうことで、地域の林業

や木材利用への理解を深めてもらいた

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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○○○きききりりりせせせんんんしししょょょ   

米粉、黒砂糖、クルミ等を使った遠

野伝統のおやつ。会員が家庭の味を

持ち寄り研究を重ねた自慢の一品。 
○○○かかかねねねなななりりり   

うるち米粉を使ったクルミしょうゆ

味の郷土のおやつ。 
○○○他他他ににに、、、おおおにににぎぎぎりりり、、、おおおでででんんん、、、そそそばばば等等等  

HP なし 

19 年度-No.10 

あやおり夢を咲かせる女性の会 

（あやおりゆめをさかせるじょせいのかい） 

構成員 
男    0 名

女    30 名

平均年齢 約 58 歳

地域作りからコミュニティビジネスへ展開 

女性が生き生きと輝き魅力ある農村とするために、①夢を語ること…農産物に付加

価値をつける、②綾織らしい環境づくり…自然と共存し屋敷周りが整備され所得のあ

る経営、③次世代のために…何を残し何を伝えられるか、④女性の生き方…人生悔い

なく、という 4 つを目標に活動を始め、道の駅が綾織地区にできるという情報を得て

行政へ要望、現在の夢咲き茶屋を経営するようになった。 
店は 17 坪ほどであるが、小さくても凛とした女性の現場とする、食材は地場の物

に付加価値を付ける、経営はガラス張りにして皆が良い思いをする、ということを理

念としている。 
毎週末、茶屋前のテントでもちつき体験等を行い、賑やかさを出している他に、 
①お客さんが何を食べたいのか、郷土食は何かと考え、その場で食べられるようバ

ラ売りで提供する 
②商品のマニュアル化、講習会への参加、毎月の定例会での話し合いなど、出資者

一人一人が経営者として活動する 
③何が生産され、そこから何が作れるか考え、個々がこれぞと思う商品を持ち寄

り、その中からヒントを得てオリジナル商品を作り上げる 
ことが活動の特徴となっている。 

事業の概要

主力商品・イベント 

岩手県 遠野市 
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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○農村女性が起業し、企業組合として

法人化した例として、県内でも先駆

的な取組であり、その後多くの組合

が誕生した。 
○地元の農産物を用いることで、地域

農業の活性化に貢献。 
○冬期間小学校ではた織り指導をする

など、地元の子ども達から、綾織型

グリーン・ツーリズムの取組も進め

ている。 

○綾織地区センター 
○田んぼの中のトイレ（休憩所） 
○たかむろ水光園 
○道の駅風の丘 
○米、もち米 

平成 6 年、綾織地区に水田ほ場整備事業が導入される時、「ほ場の中にトイレが欲

しい。次世代のために悔いのない事業をしてもらいたい。」と女性の視点から要望

し、そして自分達の住む地域は自分達で住み良くしていこう、とあやおり夢を咲かせ

る女性の会を 28 人で発足した。 

活動の背景 

活動のポイント・効果 活用している地域資源 

〒028-0531 岩手県遠野市綾織町新里 8-2-1 風の丘内 
TEL 0198-62-7714  FAX 0198-62-7714 
E-mail なし 

○雇用者数 30 人（実労 15 人くら

い） 
○年間売上 4,600 万円（21 年 1 月決

算で見込み） 
○イベント回数 4～5 回 

若い世代が長く働き続けられる就労

環境を整備していく。 
また、飽食の時代に残されたつけ、

食の乱れ、生活の乱れで失われた大事

なことを見直したい。 
グリーン・ツーリズム的事業を入れ

ながら、農村でも人が羨むような生活

ができるということを実践を通して見

せていきたい。 

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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○○○一一一関関関生生生協協協イイイベベベンンントトト   

豆乳はっとう、切りもち、りんごチ

ップ、味付ごはん、妻味大根（つま

みっこ）などを販売。 
○○○餅餅餅膳膳膳   

自家産のもち米「こがねもち」を使っ

た伝統料理。えび餅やくるみ餅など、

いろいろな食べ方でもちを味わえる。

野草を使った料理もおいしい。 

HP なし 

19 年度-No.11 

農家レストラン「夢みる老止の館」 出前餅つき隊（餅、モチグループ）

（のうかれすとらん「ゆめみるおとめのやかた」 でまえもちつきたい（もちもちぐるーぷ）

構成員 
男    3 名

女    7 名

平均年齢 約 60 歳

「都市と農山漁村の交流」 

－ゆとりとやすらぎ、食育の場の提供－

お客が来るのを待つばかりではなく、自ら出向いて、伝統食である餅をアピールし

たいとの発想で、平成 6 年より全国に出向いて、「出前餅つき」を行ってきた。 
伝統食として餅料理を普及する活動を県内外、海外と広く行う一方で、町内で餅料

理を提供するため、アグリビジネス講座等を受講し、平成 12 年、築 200 年以上の屋

敷を活用して、農家のたたずまいの中で餅をゆっくり味わうことのできる農家レスト

ラン「夢みる老止の館」を開店した。 
開業当時はまだ農家レストランは少なかったため、研修の場として提供していた

が、利用者の口コミによって来場者が増加してきた。 
食器も大正時代の漆器を使い、餅料理に山菜や野草の料理を添えて、季節感のある

食卓を提供するとともに、山菜や野草の調理法についても紹介している。 
レストランの料理は美味しく、珍しいものを提供するよう心がけており、常に新し

い商品開発を考えながら運営している。また、地元食材にこだわり、地域の人たちに

生産してもらった大根や小豆、大豆等のほかにも、ナズナやスベリヒユ等の野草を地

域のお年寄りに採集してもらい購入するなど地域人材の活用と地産地消の促進による

活性化に寄与している。 

事業の概要

主力商品・イベント 

岩手県 一関市 
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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○マスメディアに取り上げられた効果

もあり、全国各地からの訪問客を得

ている。 
○加工品に必要な大根を作ってもらっ

ているほか、自分たちも 20a の農地

で大根、野菜を作り加工し、地産地

消の取り組みを行っている。 
○出前餅つき隊により花泉を長年アピ

ールしてきたことにより、地域の知

名度向上に貢献している。 

○もち米、沼エビ、りんご、もち 
○花泉の景観と施設 
○御不動様のお祭り、山の神など、伝

統行事 

岩手県一関市花泉町は、昔からの水田地帯である。地元で収穫される美味しいもち

米を使った餅料理は花泉地方の郷土食であり、今でも冠婚葬祭等で餅を食べる習慣が

残っている。しかし、臼と杵を使って餅つきをする風景は近年めっきり見られなくな

り、このままでは伝統の餅つきの姿も見られなくなるとの思いから、平成 5 年、地域

の郷土食を守り、伝統食である餅を普及させようと「出前餅つき」を開始した。 

活動の背景 

活動のポイント・効果 活用している地域資源 

〒029-3207 岩手県一関市花泉町油島字上柏木 39 
TEL 0191-82-2722  FAX 0191-82-5076 
E-mail なし 

○年間売上 400 万円 

美味しい餅米づくり、店舗経営、出

前餅つきのさらなる充実を図る。ま

た、出前餅つきをしながら食農教育、

地産地消運動の若い世代への継承や、

伝統料理等の伝承を推進する。 
畑を持っていない人、農作業の経験

のない人達の参加を促進するため、収

穫祭やイベントを実施していく。 

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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○○○すすすいいいかかか糖糖糖   粋粋粋果果果ののの雫雫雫   

糖類・着色料・保存料は一切使用せ

ず、スイカの果汁だけをじっくり煮

詰めて作った。糖度 65 度以上。60g
入り 800 円、150g 入り 2,000 円、

200g 入り 2,500 円。 
○○○さささくくくらららんんんぼぼぼジジジャャャムムム、、、トトトマママトトトジジジャャャムムム、、、

ぶぶぶどどどうううジジジャャャムムム、、、りりりんんんごごごジジジャャャムムム   

横手市産のさくらんぼ、トマト・シ

シリアンルージュ、ぶどう・スチュ

ーベン、りんご・紅玉を使用。いず

れも 150g 入り 600 円。 

HP なし 

19 年度-No.13 

おものがわ夢工房 

（おものがわゆめこうぼう） 

構成員 
男    0 名

女    6 名

平均年齢 約 59 歳

伝統の味・地元の味を子供たちへ

スイカ糖は、スイカの果汁だけを半日かけてじっくり煮詰めるもので、商品名を

「粋果の雫（すいかのしずく）」とし、商標登録している。原料となるスイカは、加

工所の近くの畑から取れたてのものを買い取ることで、鮮度と完熟度は最高のものを

使用している。さらに、生産者と栽培契約を結び、地元との連携を深めている。 
スイカ糖は 7 月から 8 月にかけての 1 ケ月間で製造するため、会員 6 人だけでは作

業が追いつかないことから地域の女性を雇用して対応している。 
また、地元小学校の授業に加工施設を公開し、製造過程を見学してもらうほか、メ

ンバーが授業の講師として出張し、昔ながらのスイカ糖の作り方を指導している。 
さらに、子供たちに地元のおいしい味を提供したいとの思いで、学校給食用の食品

の生産と開発を行い、横手市内の各学校給食センターに地元産りんごの加工品を納入

している。 
地域を活性化させるため、メディアの取材にも積極的に応じている。 

事業の概要

秋田県 横手市 

○○○すすすいいいかかか糖糖糖   飴飴飴   

原材料は、すいか糖と水飴だけ。

60g（13 個入り）150 円。 

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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○スイカ糖「粋果の雫」は、地元の青

果物を活かした商品で、横手市の特

産品、秋田県の特産品として定着し

つつある。 
○菓子加工の営業許可を持っているメ

ンバーが、スイカ糖を使った「スイ

カ糖のパウンドケーキ」や「スイカ

糖クッキー」を関連商品として販売

したことで、相乗効果により販売業

績も伸びてきている。 

○秋田県内一の生産を誇るスイカ 
○十文字和紙（包装材料） 
○リンゴやぶどうなどの地場青果物 

見渡す限り緑の野、横手市雄物川町は秋田県内一を誇るスイカの産地である。町の

特産品であるスイカの出荷規格外品に付加価値をつけようと、地元農家女性 6 人が出

資して「おものがわ夢工房」を立ち上げ、平成 18 年 8 月「スイカ糖」の製造販売を

開始した。 

活動の背景 

活動のポイント・効果 活用している地域資源 

〒013-0205 横手市雄物川町今宿字鳴田 1 横手市役所雄物川地域局産業振興課 
TEL 0182-22-2187  FAX 0182-22-3225 
E-mail sato-keiko-b@city.yokote.lg.jp 

○雇用者数 パート 2 人 
○年間売上 450 万円 

地場農産物の加工品を地元の学校や

施設に提供することで、地元の食材を

見直すきっかけとなってもらえるよ

う、新商品の開発を進めていく。 
さらに、加工施設敷地内の一部を、

地元農産物を販売できる直売コーナー

とし、生産者と消費者との交流の場づ

くりを進める。 

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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○○○おおおばばばなななざざざわわわ花花花笠笠笠まままつつつりりり   

毎年 8 月 27・28 日に行われる。初

日は神輿や囃子屋台などの伝統行

列、二日目は花笠踊り大パレードを

開催。約三千人の踊り手が、花笠お

どりの発祥地ならではの豪快華麗な

伝統踊りを披露し、街中が花笠一色

に染まる。 

http://www.city.obanazawa.yamagata.jp/ 

19 年度-No.14 

尾花沢市 

（おばなざわし） 

構成員 
男    －名

女    －名

平均年齢  約－歳

尾花沢、きれいで、おいしく、ここちよい♥ 

尾花沢市では、3 つの資源である「雪」、「スイカ」、「花笠」を軸とした田園都

市づくりを進めている。 
豪雪地帯の特徴を活かし、大量の雪を保存して雪室や冷房に利用している。「おく

のほそ道 尾花沢そば街道」では、雪室保存することで風味を保ち甘味が増した蕎麦

を使った「雪室そばまつり」を毎年 7 月に実施している。 
また、特産のスイカを使用した加工品を開発・販売し、スイカの付加価値を高めて

いる。近年では黒毛和牛の肥育にも力を入れ、肥育頭数が 8,000 頭と東北一を誇るま

でになった。「尾花沢牛」のブランド化を図り首都圏での PR 活動も展開している。

牛糞も活用しており、尾花沢型循環式農業の推進のため、堆肥センターを建設して、

尾花沢牛の堆肥を地元の農地に還元するなど「環境都市」を目指している。 
尾花沢市は「花笠音頭」発祥の地であり、市の名前にも花がつくことから、花にこ

だわったまちづくりにも市民が主体となって取り組んでいる。かつて、花笠用の菅笠

は全て市外から購入するものだったが、菅笠作りの研修を受け、菅草の栽培も手がけ

て、自前の花笠を作る企業も出てきた。 
また、銀山温泉や、奥の細道行脚での芭蕉の 10 泊 11 日逗留などの歴史を活かし、

観光案内所の設立や、奥の細道ガイドの養成も進めている。 

事業の概要

主力商品・イベント 

山形県 尾花沢市 
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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○女性や若者が積極的に活動に参加し

ている。自分たちのまちに何とかし

て活気を取り戻そう、きれいなまち

を未来に残していこうと、地道な取

組を行っており、市民の意識調査結

果を見ても、市民のどの層よりも若

年層が、尾花沢への愛着心が強い。 

○尾花沢牛 
○銀山温泉 
○徳良湖の工事の「土搗き唄」が起源

とされる花笠踊り 

尾花沢市の農業は、農業産出額が平成 6 年の 134 億 5 千万円をピークに減少を続

け、販売農家数も平成 2 年に 2,957 戸あったものが、平成 17 年には 2,150 戸と、800
戸も減少した。農業就業者の高齢化も急速に進んでいたため、深刻な担い手不足に陥

ることが予想され、耕作放棄地の増加、農村集落の人口減少及び高齢化、これらに伴

う地域社会の機能低下等が懸念される状況にあった。 

活動の背景 

活動のポイント・効果 活用している地域資源 

〒999-4292 山形県尾花沢市若葉町 1-1-3 尾花沢市役所企画課 
TEL 0237-22-1111  FAX 0237-23-3004 
E-mail kikaku@city.obanazawa.yamagata.jp 

○黒毛和牛肥育頭数 8,000 頭 
○銀山温泉観光客数 年間 40 万人 

循環式農業により特産物を振興しな

がら、今ある農地を守っていくと同時

に、後継者の対策や、持続して営農し

ていけるシステムづくりにも柔軟に取

り組んでいく。何を、誰が、いつ、ど

んな方法で、を整理し、地域のあるべ

き姿をみんなで再確認していく。 

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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○○○紅紅紅大大大豆豆豆オオオーーーナナナーーー制制制   

紅大豆 2,000 ㎡播種、中耕除草、収

穫、味噌豆腐加工体験。年間 7,000
円、他会費あり。 

○○○特特特別別別栽栽栽培培培米米米   

特別栽培米（5 割減々）コシヒカ

リ。4,000 円／10kg。トレーサビリ

ティ導入、食味値 80 以上。 
○○○味味味噌噌噌漬漬漬、、、酢酢酢漬漬漬、、、醤醤醤油油油漬漬漬、、、浅浅浅漬漬漬、、、惣惣惣菜菜菜   

地元産原材料を使い、添加物を最小

限に抑えた。漬物 370 円／1 袋、惣

菜 200～500 円／1 袋。 

http://www.zawa21.com/ 

19 年度-No.15 

東沢地区協働のまちづくり推進会議 

（ひがしざわちくきょうどうのまちづくりすいしんかいぎ） 

構成員 
男   271 名

女   275 名

平均年齢 約 62 歳

山村留学の実施と交流をベースにした米の販売提供

町田市の小学生を対象に、山村留学を受け入れている。小学生の受入については、

魚釣り、山菜採りといった東沢の自然を体験してもらうだけでなく、核家族が中心の

東京の子供達に、祖父母も含めた大家族の温かさを実感してもらおうということか

ら、地区全戸に協力を働きかけ、子供達に直接農家に宿泊してもらっている。 
さらに、町田市においても東沢ファン有志による「夢里（ゆめり）の会」が創設さ

れ、留学後も定期的に同窓会を開催している他、児童の保護者も自主的に東沢地区を

訪問する等、交流はさらに広がりを見せている。 
一方、平成 17 年 9 月に「東沢地区協働のまちづくり推進会議」を創設。協議会で

は、特に販売に重点を置き、東沢産の地域資源の生産企画、販売計画を総合プロデュ

ースするシンクタンク「夢里創造研究所」を設置し、町田市及び町田市関係者をター

ゲットに、米、きゅうり、たらの芽、味噌漬、地元の米を使用した純米酒等の地域資

源の販売活動を展開している。 

事業の概要

山形県 川西町 

○○○春春春ののの山山山菜菜菜ととと秋秋秋のののきききのののこここ   

産直販売所「フレッシュ＆Fresh」
の主要商品。 

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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○町田市において、留学児童の保護者

を中心として「夢里の会」が発足

し、同会が拠点となって東沢の農産

物の販売が行われている。 
○積極的販売展開が住民にも浸透し、

農家の主婦層を中心に、毎週日曜日

に東沢小学校付近で産直販売所（フ

レッシュ＆Fresh）が開設された。 

○水田、ため池、湿原、ハッチョウト

ンボ、ギフチョウ、モウセンゴケ 
○ダリヤ園、カキツバタ園、熊野神社

のハダカ松 
○米、きゅうり、たらの芽、さや豆、

きのこ、味噌漬、山菜 

高齢化と人口流出が急激に進み、地区で打開策を議論した結果、都市との交流を行

うことで地区の活性化につなげていこうという目的の下、平成 3 年、かねてから川西

町と交流のあった東京都町田市の小学生を対象に山村留学が開始された。 

活動の背景 

活動のポイント・効果 活用している地域資源 

〒999-0151 山形県東置賜郡川西町大舟 910 川西町東沢地区交流センター内 
TEL 0238-48-2079  FAX 0238-48-2078 
E-mail yumeri@zawa21.com 

○山村留学 短期留学生 605 人（H3
年度以降累計）、長期留学生 40 人

（H4 年度以降累計） 
○同窓会参加者 47 人（H21 年度） 
○産直販売所「フレッシュ＆Fresh」

来客数 780 人、売上 130 万円（同

上） 

有機肥料を多用して減農薬で作る

「こだわりの米」の生産拡大に努めて

いく。 
また、貴重な動植物、美しい自然を

保護していくため、ギフチョウ、ヒメ

ギフチョウの食草、減少傾向にあるヒ

メサユリ等の植栽を実施していく。 

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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○○○農農農業業業体体体験験験   

果物、野菜、花木等の手入れと収

穫。料金 1,000 円～。 
○○○加加加工工工体体体験験験   

ジャム、ピューレ、アップルパイ、

しいたけの加工、焼肉のタレ作り。

会員が作った野菜や果物を使って加

工、試食、作ったものは持ち帰るこ

とができる。料金は各 1,000 円～。 
○○○郷郷郷土土土料料料理理理体体体験験験   

旬のものを使った家庭料理を作る。

料金 1,000 円～。 

HP なし 

19 年度-No.16 

ふくしま女性起業研究会 

（ふくしまじょせいきぎょうけんきゅうかい） 

構成員 
男    0 名

女    25 名

平均年齢  約－歳

「出前教室」請けたまわります

平成 14 年より「出前教室請けたまわります」の事業を展開、要請があれば出向

き、ジャム・お菓子作り、郷土料理講習、しいたけの加工、焼肉のタレ作りを始め、

農のリース作り、農作業体験も請け負う。材料等は全て会員たちが生産し、それぞれ

の得意分野の技術を活かした活動を行っている。グリーン・ツーリズムの体験も受け

入れ、培ってきたノウハウを活かしたおもてなしが旅行者にも好評である。 
かねてから食料自給率の低下や食生活の乱れを危惧し、食育事業として「子供のた

めの出前教室」を開催。食育と未来の顧客創造のために、りんごの皮むきやおにぎり

作りを行っているほか、大人向けの「一般公開講座」も開催している。ふくしま農業

体験交流推進協議会に加入し、地域の農家と共に子ども農業体験の受入も始めた。 
海外研修に参加したり、JICA からの研修生と交流するなど、グローバルな角度か

らの研鑽も重ねている。また、会員たちそれぞれの起業準備のため、異業種（温泉旅

館）との交流や、経営面や販売ルート確保にむけた研修も深めている。 

事業の概要

福島県 福島市 

○○○農農農のののリリリーーーススス   

会員が作ったワラなどを使って、し

め縄やその他飾り物をつくる。料金

1,000 円～。 

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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○農村女性が、本業の農業に携わりな

がらも自分たちの役割を認識し、現

代社会におけるさまざまな問題解決

に取り組んだり、地域の各種委員会

等の役割も担っている。 
○県内外からの交流や研修の受入や、

全国女性農業経営者会議への参加

で、情報網が広がり、会の活動や地

域の活動へも活かされている。 

○果樹類等 15 種、花卉、野菜、米か

ら椎茸、ハーブまで、自家栽培の材

料 

平成 9 年、福島市、川俣町、飯野町から集まった 35 人が、福島県福島地域農業改

良普及センター（現：県北農林事務所農業普及部）の指導の下、県事業（3 年間）を

活用し、ふくしま女性起業研究会が発足した。その後、平成 12 年に福島市内のメン

バーで新たにスタートした。 

活動の背景 

活動のポイント・効果 活用している地域資源 

〒960-8065 福島市杉妻町 5-75 福島県県北農林事務所農業振興普及部経営支援課 
TEL 024-521-7659  FAX  024-521-7998 
E-mail shinkouhukyuu.af01@pref.fukushima.jp 

○イベント回数 4 回（H21 年 10 月

現在） 
○出前教室 6 回（同上） 
○農業体験（泊） 3 回（同上） 

農村女性の持つ「生産者」と「生活

者」の視点を活かしながら起業の研究

実践を行い、農業経営の担い手として

主体的に参画し、地域農業の活性化を

めざすことを目的に、これまでの様々

な研修に加え、「食農教育の実践」

「異業種との交流」など新たな目標を

加え、現在社会の流れに沿った活動や

取組を行い、今後の会員一人ひとりの

起業へも結び付けてゆく。 

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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○○○ロロローーースススハハハムムム、、、ウウウイイインンンナナナーーー、、、ベベベーーーコココンンン   

下妻産の豚ローズポークを使用。肉

本来の味を生かして加工。手づくり

なので、安心安全。100g でロースハ

ム 400 円、ウインナー350 円、ベー

コン 300 円。 
○○○万万万能能能たたたれれれ、、、梨梨梨ドドドレレレッッッシシシンンングググ   

下妻豊水梨使用。完熟梨本来の甘

み・酸味が利いている。525 円。 
○○○クククッッッキキキーーー   

アイスボックス、アメリカン、ピー

ナツなどの愛情をたっぷり込めた手

作りクッキー。315 円。 

HP なし 

19 年度-No.17 

下妻食と農を考える女性の会（ウィマム）

（しもつましょくとのうをかんがえるじょせいのかい）

構成員 
男    0 名

女    35 名

平均年齢 約 57 歳

「女性の力」－女性の知恵や力を活かした取組 

会員数は 39 名で、「地産地消」にこだわって様々な加工食品をつくっている。 
会員は梨加工、味噌加工、食肉加工、新食材部の、４部門に分かれて、各部門でそ

れぞれが出資金を出して独立採算で経営している。 
梨加工グループは、名産の梨を使った加工品を製造している。味噌加工グループは

地場産大豆を使っており、特に黒大豆を使った味噌は好評を得ている。食肉加工グル

ープは銘柄豚「ローズポーク」の肥育農家を含めて構成され、「安全でおいしいも

の」を目指して活動している。新食材部は、アイスや飲むヨーグルトなどの乳製品、

クッキーやパン、ピザなどを製造しており、原料には積極的に地元産の食材を取り入

れている。 
また、ソーセージづくり体験、クッキーづくり体験などの都市農村交流活動の各種

受入も積極的に行っている。 

事業の概要

茨城県 下妻市 

○○○梨梨梨ジジジャャャムムム、、、米米米粉粉粉パパパンンン、、、米米米粉粉粉ピピピザザザ、、、ヨヨヨ

ーーーグググルルルトトト、、、アアアイイイスススクククリリリーーームムムもももああありりり   

○○○体体体験験験教教教室室室   

ウィマムの商品をインストラクター

の指導により、自分で作る。料金は

品目により 800～2,000 円。 

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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○元気いっぱいのお母さんたちの活動

と行政の支援（市、普及センター

等）がうまく連動している。 
○メンバーが家庭を持ちつつの活動で

ありながら、パワフルなやる気を持

って集まり、何より楽しみながら活

動を行い、周りを巻き込みながら地

域活性化に貢献している。 

○地元産農産物 
○都市農村交流施設ビアスパークしも

つま、道の駅しもつま 
○田園風景 

平成 10 年 2 月、「食」に関わる生活改善をテーマに自主活動してきた 3 つの団体

と、梨農家、養豚農家など地元・下妻のお母さんたちが集まって「下妻食と農を考え

る女性の会」が結成された。 
地場ものを加工して付加価値を付けよう、そして女性の就労の場所をつくろうと一

致団結し、食と農を考える女性の会に加工食品を製造・販売する組織として「ウィマ

ム」を立ち上げた。 

活動の背景 

活動のポイント・効果 活用している地域資源 

〒304-8555 茨城県下妻市鬼怒 230 下妻市農政課 
TEL 0296-43-2111（内 2624）  FAX 0296-43-3239 
E-mail nousei@city.shimotsuma.lg.jp 

○雇用者数 39 人（H20 年度末） 
○年間売上 17,650 千円 

加工品などの販売先として、既存の

施設だけでなく地元の弁当店や学校な

ども巻き込んできており、今後も学校

などと積極的に活動を連携させていく

方向である。 
さらに、インターネット販売なども

見据えており、生産量の確保につい

て、日々研究を重ねている。 

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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○○○素素素肌肌肌つつつるるるるるるんんんタタタオオオルルル   

オリジナル蚕品種を使ったタオル。 
250 ㎝×100 ㎝。1,050 円。 

○○○絹絹絹ロロローーーシシショョョンンン   

絹フィブロイン配合。1,075 円。 
○○○まままゆゆゆ石石石けけけんんん   

セリシン、フィブロイン配合。840
円。 

○○○まままるるるべべべりりりぃぃぃジジジャャャムムム（（（桑桑桑ののの実実実ジジジャャャムムム）））   

1 瓶 140g 入り 630 円。 

http://www.jakantomi.com/html/silk_goods/

19 年度-No.18 

甘楽富岡蚕桑研究会 

（かんらとみおかさんそうけんきゅうかい） 

構成員 
男    12 名

女    13 名

平均年齢 約 62 歳

養蚕文化の継承

旧官営富岡製糸場を核とした世界遺産登録への推進運動が活発となり、伝統ある産

業としての養蚕・製糸を存続させたいとの声の高まりを受けて、甘楽富岡蚕桑研究会

は、養蚕の維持、発展に向けた活動を展開している。 
平成 8 年、養蚕・製糸業のイメージアップと新たな絹需要の開拓を目的に、群馬オ

リジナル蚕品種「ぐんま 200」を原料に手袋、靴下、洗顔タオルなど数々のオリジナ

ル商品を県内製糸や加工業者等と連携して開発。特に洗顔タオルの「美肌つるるんタ

オル」は絹の柔らかい肌触りとシルクプロテインによる美肌効果が話題となり、人気

商品となっている。 
また、「ザ・シルクデー」等の地域イベントへ参加し、養蚕・シルクの PR 活動を

展開している。特に平成 16 年の NHK 前橋放送局・展示スペースでの「まゆ玉とシ

ルク展」の開催を機に、県内外から非常に高い関心を得ることができ、蚕の飼育等に

取り組む小学校や県外からの視察者が増えている。 
桑園も減少傾向であるため、マルベリー（桑の実）の展示ほ場を設置し、地域の特

産品づくりやシンボル・ツリーとしての活用を進めており、注目されつつある。 

事業の概要

主力商品・イベント 

群馬県 富岡市 
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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○保育園や小学校等での蚕の飼育学習

や繭クラフト教室を通して、若年層

へのイメージアップと伝統産業とし

ての認識向上につながっている。 
○地域の加工業者と連携してオリジナ

ルの製品開発・販売を行い、新たな

絹需要を開拓することで、養蚕農家

の所得確保に貢献している。 
○各イベントへの参加などを通してネ

ットワークが広がり、活動への協力

者が増えるとともに、県内外から視

察者が訪れるなど交流を通じた地域

の活性化に貢献している。 

○桑園、桑の実、繭 
○富岡製糸場を中心に培われてきた地

域伝統の養蚕文化 

甘楽富岡蚕桑研究会は、昭和 43 年に養蚕や栽桑に関する技術や経営を実地に研究

することを目的に発足した農家組織で、養蚕に関する最新技術をいち早く地域に普及

し、生産性の向上を図ることで地域の発展を図ってきた。 

活動の背景 

活動のポイント・効果 

活用している地域資源 

〒370-2333 群馬県富岡市中高瀬 660 JA 甘楽富岡営農部特産販売課 
TEL 0274-64-2551  FAX 0274-64-3357 
E-mail jaeinoub@kantomi.jagunma.net 

○雇用者数 45 人 
○年間売上 14 百万円 
○イベント回数 5 回 

マルベリーを利用し地元の地産地消

推進店の協力によりアイスを試作、ジ

ャム、ワインづくりの取組とあわせて

産地化の足掛かりとしていく。 
また、繭の PR に富岡製糸場で繭人

形キットを販売しており、クラフト指

導者による講習会を通じた会員同士の

資質向上を図っていく。 

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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○○○菜菜菜ののの花花花・・・春春春めめめきききまままつつつりりり   

3 月中旬～下旬開催。ふくざわ公園

周辺に咲く菜の花と春めき（桜）

が、3 月中旬頃から見頃になる。こ

の菜の花と春めき（桜）の開花時期

に合わせて、「菜の花・春めきまつ

り」が開催される。メイン会場のふ

くざわ公園内で農産物や特産物も販

売される。菜の花摘みもできる。 

HP なし 

19 年度-No.20 

あしがら花紀行千津島地区実行委員会 

（あしがらはなきこうせんづしまちくじっこういいんかい） 

構成員 
男    20 名

女    15 名

平均年齢 約 60 歳

四季折々に咲く花による地域おこし 

「あしがら花紀行」の先駆団体

「あしがら花紀行」は、四季折々に咲く花による地域おこしであり、年間を通して

花を見ることができるエリアづくりを推進し、そこから観光のエリア、さらには地域

振興のエリアへと発展させ、地域住民主体により、年間 400～500 万人の都市交流型

の経済圏を足柄地域に誕生させることを目的としている。 
千津島地区実行委員会では、春は菜の花・春めきまつり、夏はハナアオイまつり、

秋は酔芙蓉まつりなどを開催し、地域住民手作りの「ふくざわ公園」を中心に、地元

で取れた農産物や特産品を販売するなど、都市住民との交流を積極的に図り、花によ

る地域おこしの先駆けとして活動している。それぞれの花のイベントや花の管理は、

地域ぐるみでのボランティア活動と位置づけるとともに、次世代を担う小中学生の総

合的な学習の場として提供するなど、地域が育む人づくり教育にも貢献している。 
イベント開催時には地元住民にも参加を呼びかけ、地元の野菜や果物のほか、地元

ならではの千津島焼きソバ、千津島おでんを販売し、総合的な地域づくりを図ってい

る。また、花紀行の花をイメージした和菓子「花大福」や足柄を代表する金太郎をモ

チーフとした「まんじゅう金太郎伝説」等、地域の特性に着目した特産品の開発を手

がけ、商標登録、意匠登録しオリジナル性を出している。 

事業の概要

主力商品・イベント 

神奈川県 南足柄市 
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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○「あしがら花紀行千津島地区実行委

員会」を中心に、市内 11 団体 650
人の「あしがら花紀行ネットワー

ク」が設立され、その後も広域化が

図られている。現在 21 団体 1,037
人に拡大している。 

○千津島地区以外にも、2 団体が花の

開花する季節にイベントを開催し、

都市住民との交流が図られた地域振

興・地域活性化に寄与している。 

○観光ビール園を併設したアサヒビー

ル神奈川工場 
○曹洞宗の名刹大雄山最乗寺 
○金太郎ゆかりの「夕日の滝」 
○「春小径」「幸せ道」、丸太の森 

平成７年、水田の区画等を整備する事業を行う「千津島地区ほ場整備事業組合」

に、酔芙蓉や春めき（足柄桜）を利用した里づくりの提案があり、取組を開始した。

平成 13 年にほ場整備事業が完了した後、それまでの事業を引き継ぐ形で「あしがら

花紀行千津島地区実行委員会」が設立された。 

活動の背景 

活動のポイント・効果 活用している地域資源 

〒250-0192 神奈川県南足柄市関本 440 南足柄市農林振興課花紀行推進班 
TEL 0465-73-8029  FAX 0465-70-1077 
E-mail tomio-furuya@city.minamiashigara.kanagawa.jp 

○年間売上 100 万円 
○イベント回数 3 回 

「あしがら花紀行」の取組を拡大す

るとともに、足柄地域 1 市 5 町共通の

事業として発展させたい。そして地域

住民主体の里づくり、地域づくりによ

り、足柄地域に年間 400～500 万人の

都市交流型の経済圏を誕生させたい。 

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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○○○ふふふれれれあああいいい観観観光光光牧牧牧場場場「「「フフファァァーーーミミミーーーララランンン

ドドド」」」でででののの各各各種種種体体体験験験   

5 月～11 月開園。動物餌やり体験

500 円、ポニー乗馬体験 1,000 円、

ヤギ搾乳体験 700 円、トラクターバ

ス乗車体験 300 円。 
○○○子子子ヤヤヤギギギ・・・子子子羊羊羊貸貸貸出出出ししし   

小学校の授業の一環として、6 月～

11 月まで学校へ貸し出し。時価。 
○○○出出出張張張動動動物物物園園園開開開設設設   

各種イベントに出張。時価。 

http://www.firstfarm.com/ 

19 年度-No.21 

ファーストファーム（株） 

（ふぁーすとふぁーむ） 

構成員 
男    3 名

女    3 名

平均年齢 約 45 歳

第６次産業の創出にチャレンジ

遊休及び休耕している農地を新しいビジネスの場として活用するとともに農による

新たな産業創出の場として活用することで、農地等の荒廃防止及び農山村の景観、機

能を保全し雇用の拡大と交流による地域の活性化を目指している。 
事業の基本方針としては、①東頚城郡の自然や地理地形を利用し、自己完結環境保

全型自然農法を目標に農業経営を行うこと、②自然農法により、安全で安心で付加価

値の高い農産物を生産すること、③各地区と連携した生産基盤の形成、並びに関係企

業等と連携した付加価値の高い地域循環型農業経営を行うことを掲げている。 
具体的事業としては、①荒廃した牧場跡地と素晴らしいロケーションを活用して、

癒し効果のあるポニー、山羊、羊等小動物牧場を経営するとともに、繁殖した子ヤ

ギ、子羊を市内小学校に貸し出すことにより牧場ファン、リピーターの増加を図り、

ヤギ乳 100％使用のヤギ乳ジェラードを特産品として販売している。また、耕作放棄

水田（棚田）を活用して酒米を栽培し、同社役員の酒蔵でオリジナル吟醸酒を造り｢特

区酒｣として限定販売している。 

事業の概要

主力商品・イベント 

新潟県 上越市 
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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○農地を利用した新しい形でのビジネ

スの可能性を実践することにより、

農家等地域の注目を集め地域農業の

活性化につながっている。 
○高齢者の豊富な知恵、技術を生かす

ことにより、元気で生きがいを持っ

た高齢者が増え、地域に活力が生ま

れている。 

○関田山脈から妙高山、日本海まで見

渡せる 300 度のパノラマ 
○天水田の棚田 
○雑草、木工所の挽きヌカや、スーパ

ー等の廃棄野菜 
○高齢者などの技術・知恵 

旧東頚城郡は、農業従事者の高齢化や担い手不足による耕作放棄地の増加や山林、

農地等の荒廃が著しく、このままでは自然豊かであった農山村資源が亡失してしまう

恐れがある。このような状況を微力ながら解消すべく、平成 15 年 9 月に地元地域の

有志 5 人（建設業、旅館業、酒造業、農業、土地家屋調査士の各経営者）で法人を設

立。東頚城農業特区に参入した。 

活動の背景 

活動のポイント・効果 活用している地域資源 

〒942-0321 新潟県上越市浦川原区熊沢 932-3 
TEL 025-599-3778  FAX 025-599-3381 
E-mail info@firstfarm.com 

○雇用者数 13 人（H21 年 9 月末） 
○ファーミーランド来客数 10,000 人

（H20 年 12 月末） 
○年間売上 29,300 千円（同上） 
○小学校等子ヤギ貸出し 15 校 22 頭

（同上） 

自社栽培農産物や近隣農家等から仕

入れた新鮮で安全な食材によるレスト

ラン経営、特徴ある食の工房を目指

す。また、ヤギ乳の優れた成分を生か

したヤギ乳の加工食品を開発し販売す

る。高齢者にヤギ飼育を委託し、荒廃

地の除草や生きがい対策に役立てる。 

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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○○○棚棚棚田田田ひひひななな人人人形形形   

毎年 3 月 3 日に巨大な雛人形が棚田

にお目見え。子供連れの家族が訪

れ、賑やかな村となる。無料。 
○○○神神神子子子原原原米米米オオオーーーナナナーーー制制制度度度   

毎年、ローマ教皇に献上されるお米

のオーナとなれる。作付け、刈り取

り等に 3 回参加。「たけのこ刈り」

も楽しめる。年 3 万円。 
○○○神神神子子子ののの里里里創創創業業業祭祭祭   

昭和のレトロカーが勢ぞろいし、大

勢のファンで賑わう。無料。

http://www.city.hakui.ishikawa.jp/sypher/www/
index.jsp 

19 年度-No.22 

羽咋市 

（はくいし） 
構成員 

男    20 名

女   100 名

平均年齢 約 72 歳

自立・自活する山村集落づくり「山彦計画」 

「山彦計画」では、空き家と遊休化農地をセットにして貸し出す「空き農家・農地

を活用した情報バンク」制度を導入し、都市住民の集落への受入体制を敷いた。 
神子原地区では、棚田米「神子原米」をブランド化しようと、タレントやデザイナ

ーによる米袋デザイン、皇室献上米・英国王室献上米活動などの戦略を立て、付加価

値を付けた直売体制を作ろうとしている。能登を平定した大国様（おおくにぬし）は

農業と酒の神様であることに着目し「羽咋の御利益－お神酒特区」も策定した。 
都市交流では都市住民を農家の仮初めの子とする国内初の「烏帽子（よぼし）親農

家制度」により、1 泊 2 日の農家農業体験を誰でも気軽に楽しめるようにした。ま

た、県の認可により受入農家は増改築すること無しに、そのまま「農業体験施設」と

できるようになった。昭和のレトロ車・バイクの集落での展示会も開催し、オーナー

制度も、棚田から、しいたけ、なめこ、たけのこ、れんこんにまで拡大された。 
神子原の菅池町は、18 年ぶりの I ターンによる子供誕生によって活気づいてきた。

平成 22 年現在、菅池町の高齢化率は 47.5％に低下し限界集落から脱却した。 

事業の概要

主力商品・イベント 

石川県 羽咋市 
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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○知恵とアイデアによって農村集落活

性化策を打ち出し、行政と集落住民

が二人三脚で活動している。 
○実施することに力点を置いた実行の

ためのシステムを身につけ、実行で

きる地域戦略を立てて行動してい

る。 

○棚田と「神子原米」 
○空き農家と遊休化した農地 
○烏帽子親、お神酒などの因習 

石川県羽咋市の山間部では 10 年前に比べ 45％の人口減少率となり、離村率が高

く、また、神子原地区（千石町・菅池町・神子原町）では高齢化率が 50％となった。

そこで、平成 16 年 11 月から自立・自活できる山村・漁村づくりに動き出し、「山彦

計画」と名づけた。 

活動の背景 

活動のポイント・効果 活用している地域資源 

〒925-8501 石川県羽咋市旭町ア 200 羽咋市農林水産課 1.5 次産業振興室 
TEL 0767-22-1706  FAX 0767-22-9225 
E-mail takano@city.hakui.lg.jp 

○雇用者数 11 人（H21 年末） 
○年間売上 7,000 万円（H21 年） 
○イベント回数 4 回 

都市との交流をもっと活発化するた

めに、法政大学・早稲田大学等の学生

を山村集落で受け入れ、各種イベント

の開催を予定している。 
また、「英国王室御用達米」「ロー

マ法王御用達米」などの米のブランド

化戦略をさらに推進していく。 
一人暮らしや高齢者の農家にも対応

するよう昼食等の宅配サービスも計画

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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○○○そそそばばば   

寒暖の差が大きい風土と、雪どけ水

に育まれた地元産極上そばを、風味

を損なわぬよう、石臼で丹念に挽

き、シコシコとした麺に仕上げた。 
○○○越越越前前前陶陶陶芸芸芸まままつつつりりり   

越前町の陶芸まつりに参加。おろし

そばに次いでそばだんごを同時販売。

○○○今今今庄庄庄そそそばばば祭祭祭りりり   

今庄地区の各集落が出店。全店分の

そば粉を全て当社で挽くほか、当社

もそば店を出店。 

http://www.hotimajo.jp/ 

19 年度-No.23 

（有）ほっと今庄 

（ほっといまじょう） 

構成員 
男    0 名

女    12 名

平均年齢 約 60 歳

400 年の歴史を持つ特産「そば」を守り、育て、拡める

手作りをモットーにした今庄そば加工販売活動を展開し、生麺・乾麺の製造販売、

「おばちゃんの店」の通年営業、365 そば屋敷（スキー場内）の季節営業、菓子・味

噌・漬物等の製造、加工販売を行っている。地域特産物である「そば」を守るという

熱い意識を持ち、玄そばは旧今庄町内産のものを買い取り、無添加にこだわって、石

うすによる製粉、製麺、加工、生そば・乾麺の販売、飲食サービスに至るまで 100％
地元産にこだわった一貫経営を徹底している。 

旧今庄町産の玄そばを単価を高くして全量買い取ることにより、生産者の生産意欲

の向上が図られ、町の特産振興、活性化にも大きく貢献している。 
平成 12 年、JA よりそば加工施設と味処の運営委託をもちかけられ、有限会社を設

立。訪れたお客さんに心身ともに“ほっと”くつろいでもらう事と、そばに対する熱

い胸の内のホットとかけて『ほっと今庄「おばちゃんの店」』と命名。消費者ニーズ

に即した販売を展開するため、地域内の受注生産供給をはじめ、インターネットを通

した情報受発信や販路拡大を視野に入れた営業にも取り組んでいる。 
HACCP 取得など、安全・衛生面における認証取得にも積極的に取り組んでいる。 

事業の概要

主力商品・イベント 

福井県 南越前町 
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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○旧今庄町産の玄そばを全量高単価で

買い取ることにより、生産者の生産

意欲が向上している。 
○商品開発や PR、販路開拓に取り組

み、付加価値を高めブランド化を築

き上げるなど、町の特産振興、活性

化にも大きく貢献している。 

○昔から栽培されていたそばと、結婚

披露宴など様々な行事でそばを食べ

る習慣 

農産加工、伝承料理、手芸等にこだわり、昭和 63 年、今庄 JA 女性部「手づくりグ

ループ」を結成。平成 4 年より郷土食のそばをテーマにした料理や加工品の開発に力

を入れ、研究を進めた。平成 7 年に「そば会席」が食アメニティコンテストで国土庁

長官賞を受賞。平成 8 年、JA 合併を機に名称を「今庄 FLC」に改名、本格的に女性

起業グループとして再スタートした。 

活動の背景 

活動のポイント・効果 活用している地域資源 

〒919-0131 福井県南条郡南越前町今庄 9-13 
TEL 0778-45-1144  FAX 0778-45-1799 
E-mail soba@hotimajo.jp 

○雇用者数 26 人（H21 年度末） 
○年間売上 5,200 万円（H21 年度） 
○イベント回数 8 回（H21 年度） 

地域の特産である「そば」を守ると

いう意識を大切にして、新しい感性を

活かした製品開発や魅力ある商品づく

りをすすめるとともに、町内の若手女

性グループの加入促進を図り、女性起

業のさらなるパワーアップを目指す。

また、「おばちゃんの店」ならではの

サービスについて、メンバー全員が常

に真剣に考えていくことにしている。 

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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○○○日日日曜曜曜朝朝朝市市市   

平成 7 年から続いている日曜朝市。

おじいちゃん・おばあちゃんが育て

た新鮮な野菜、山菜などを求めて訪

れる都市部の人々との交流の場とな

っている。5 月～12 月の日曜開催。

○○○凍凍凍てててののの華華華   

山岡町特産の寒天で作られた干し菓

子。寒天の爽やかな食感が口いっぱ

いに広がる。180g 入り 525 円。 

http://www.oba-chan.enat.jp/ 

19 年度-No.25 

（株）山岡のおばあちゃん市 

（やまおかのおばあちゃんいち） 

構成員 
男    5 名

女    40 名

平均年齢 約 68 歳

都市と農山漁村の交流 ゆとりとやすらぎ・食育の提供

朝市から始まった「山岡のおばあちゃん市」は、平成 12 年、空き店舗を利用し

て、「山岡のおばあちゃんの手づくりの店」を常設で開店。「手づくり品」や山岡町

特産品である寒天商品の販売にこだわり、「他では手に入らないものを売る店」とし

て差別化も図ることで評判を得ている。また、常設の販売所を設けることで生産者が

個人の加工所を持つ等、起業する会員も増加している。 
平成 16 年、朝市会場付近に、「道の駅おばあちゃん市・山岡」が開駅し、「七夕

会」、「縁日」等、田舎ならではのイベントの他、地元高齢者により、昔遊びを伝承

する講座が子供に向けて開催され、都市住民との交流と地元高齢者の就労機会の増加

に貢献している。 
「おばあちゃんの手づくりの店」、「道の駅おばあちゃん市・山岡」の両店では寒

天商品特別ブースを設け、また、細寒天を使用したお菓子や料理の研究に取り組み、

消費拡大に貢献している。最近ではマスコミに取り上げられ、売上が急激に上昇し、

平成 17 年度には道の駅における寒天の年間総売上は全体の 20％となり、以後も売上

を伸ばしている。地産地消にこだわった店作りで、野菜等の出荷額も伸びている 

事業の概要

主力商品・イベント 

岐阜県 恵那市 
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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○商品の 9 割を地元農産物及び農産加

工品が占めており、地元生産者の意

識を高め、かつ「生産者の顔が見え

る商品づくり」として消費者からも

支持されている。 
○食事の一部に山岡町の特産品「天然

細寒天」を使用した一品を入れ、山

岡町らしさを表現している。 

○地域住民による技術や文化の伝承 
○新鮮野菜、山岡細寒天 
○自然豊かな里山 
○日本一の木製水車 
○山岡の陶土を利用した手づくり陶器 

山岡町では昭和初期より細寒天の生産が始まり、現在では日本一の生産量を誇って

いる。平成７年、「高齢者の生きがいの場づくり」を目的に、町内の高齢者 13 名に

より、生産者と消費者が対面する朝市、「山岡のおばあちゃん市」が始まった。消費

者が求める「生産者の顔の見える市場」として近隣の市町村から遠隔地の都市部まで

広い客層を持つようになり、それと同時におばあちゃん市会員も増加した。 

活動の背景 

活動のポイント・効果 活用している地域資源 

〒509-7606 岐阜県恵那市山岡町田代 1565-169 
TEL 0573-59-0051  FAX 0573-59-0053 
E-mail michieki@oba-chan.enat.jp 

○雇用者数 45 人（H20 年度末） 
○年間売上 211,387 千円（H20 年

度） 
○大イベント 5 回（H20 年度） 
○小イベント 4 回（H20 年度） 

町内の若い世代等、次世代を巻き込

み、活躍しやすい組織づくりをする。 
年間を通して野菜提供ができる直売

所として活躍できるよう、冬季野菜栽

培に向けた取組を行う。 
また、食育に取り組み、子育て中の

お母さんに参加を呼びかけ、層の厚い

組織づくりを目指す。 

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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○○○飛飛飛騨騨騨のののごごごっっっつつつおおお「「「ねねねずずずししし」」」   

冬期間限定の伝統料理。お正月の

「ごっつお」（ご馳走）として古く

から伝えられた家庭の味。ご飯と鱒

の切り身、大根、人参を麹に漬けこ

んだもの。500g 入り 950 円、240g
入り 500 円 

○○○朴朴朴葉葉葉すすすししし   

飛騨地方の夏期限定の伝統料理。1
個 150 円。 

http://www.mazegawa.com/sanmaze/ 

19 年度-No.26 

有限責任事業組合 さんまぜ工房 

（ゆうげんせきにんじぎょうくみあい さんまぜこうぼう） 

構成員 
男    0 名

女    8 名

平均年齢 約 50 歳

飛騨のごっつお「ねずし」を作る 

－小さな村の元気な女性たち

土産物などの一般的商品は取り扱わず、農産物、漬物等の農産加工品、手作りパン

など販売品の 9 割以上が地元馬瀬産のものである。主に女性、高齢者が生産する野菜

は、売上の約 4 割を超えている。 
平成 14 年の道の駅「美輝の里」での新店舗オープンを契機に、地域農産物を利用

した新しい特徴ある特産品を開発したいと模索し、2 年の時間をかけ塩鱒、麹、馬瀬

産の米、大根、人参を使った冬季限定商品「飛騨のねずし冬やわい」を特産品として

開発した。「馬瀬地域住民はもとより、飛騨地域、ゆかりのある人々からの注文が増

えている。 
また、他のグループが実施してきた味噌醤油づくりを引き継ぎ、その加工技術を継

承するため、平成 20 年度より、味噌醤油の加工販売を開始した。 
人口 1,600 人弱の小さな地域で、また国道から離れ地形的に不利な条件にあり、収

益も多く見込めない中、体験教室、地元産のヨモギ、カボチャ、黒米、大豆等を利用

した餅や菓子作りも手がけて収益を伸ばし、さらに地域に根ざした食材、伝統食を伝

え、利用していくことに大きな手応えを感じている。 

事業の概要

主力商品・イベント 

岐阜県 下呂市 
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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○「ねずし」を「商品にしたい」とい

う思いを情報発信し続けているうち

に、支援・協力者が現れ完成させる

ことができた。 
○地域の伝統食を大切にし、それを活

かし伝えることで、次世代が地元食

材・食品を見直すこととなり地産地

消の促進につながっている。 

○飛騨の伝統食「ねずし」 
○山村風景、清流馬瀬川の景観 
○南飛騨馬瀬川温泉「美輝の里」 
○釣り情報発信施設「水辺の館」 

農業女性部グループが、自ら作った野菜や農産加工品を販売し、収入を得たい、地

域を元気にしたいと平成 8 年に活動を開始した。 
「飛騨のねずし」は、昔はどこの家庭でも正月のご馳走として作られていたもので

あるが、近年作る家庭も少なくなり、飛騨の伝統食を伝えていきたい、商品にして若

い人たちにも食べてもらいたいという女性たちの強い思いがあった。 

活動の背景 

活動のポイント・効果 活用している地域資源 

〒509-2612 岐阜県下呂市馬瀬名丸 406 下呂市役所馬瀬振興事務所馬瀬地域振興課 
TEL 0576-47-2111  FAX 0576-47-2621 
E-mail kazuki-hs @city.gero.lg.jp 

○構成員 8 人 
○年間売上 約 14,000 千円 
イベント回数 6 回 
ねずし生産量 250kg（冬期間のみ） 
○朴葉すし生産量 約 5,000 個（夏期

間のみ） 

「ねずし」を冬季限定の商品として

宅配便を中心に PR をすすめる。 
新鮮な地元野菜のセット、自慢のパ

ンの詰め合わせなどの宅配を企画して

いく。また、地元の料理を紹介し味わ

っていただけるような場所としたい。 

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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○○○啓啓啓発発発活活活動動動・・・情情情報報報発発発信信信   

当委員会の主な任務は、調査研究、

提案、啓発活動、情報発信が主で、

個々の商品開発、サービス等は、委

員会の活動の趣旨を受けて実施して

いる。「さんまぜ工房」は、当委員

会の委員でもあり、具体的な生産、

販売、サービス活動を行っている。 

http://www.maze-shizenkouen.jp/ 

19 年度-No.27 

馬瀬地方自然公園づくり委員会 

（まぜちほうしぜんこうえんづくりいいんかい） 

構成員 
男    19 名

女    7 名

平均年齢 約 43 歳

質の高い馬瀬の自然を遺して、個性ある地域を目指す

平成 6 年に行政と住民で構成する「馬瀬村森林活性化研究会」を結成し、自然生態

系を保全しつつ人と自然が共生した地域づくりを目指した事業を展開してきた。ま

た、平成 9 年から 5 年間、住民自らが住民憲章を定めて地域の自然や景観、伝統文化

の保全と観光、農林業など地域の経済を両立させ山村の活性化に効果を発揮している

フランスの「地方自然公園制度」を学んできた。そして、平成 16 年 2 月に町村合併

後の馬瀬地域の独自性ある地域づくりを進めるため、「馬瀬地方自然公園」を設立し

た。平成 17 年 8 月に発足した住民憲章推進協議会は、「住民憲章」の啓蒙、地方自

然公園づくりプランの作成、それに基づく事業の計画、実施に住民の声を反映する地

道な取組を行ってきた。 
さらに、住民憲章推進協議会の活動について、より多くの住民の理解と協力を得て

活動を強化するため、平成 20 年 5 月、馬瀬地域の観光協会、商工会など 9 団体にも

参加を呼びかけ、横の連携を強化した「馬瀬地方自然公園づくり委員会」を発足さ

せ、1 年間かけて、地域に「人の賑わいと新たな経済循環を産み出す」ことを目的と

する「馬瀬地方自然公園づくり 5 ヶ年計画」を策定した。平成 21 年度からは、計画

の具体化を図るため「特産品ブランド化部会」「ウォーキング部会」「情報発信部

会」に分かれ、調査研究、具体的施策の検討に取り組んでいる。 

事業の概要

主力商品・イベント 

岐阜県 下呂市 
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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○馬瀬地域独自の地域づくりのため、

フランスの地方自然公園制度を取り

入れ、地域資源を保全・活用して

「馬瀬地方自然公園」を設立し、住

民の意見の反映・参加を図るため

「馬瀬地方自然公園・住民憲章推進

協議会」を設立した。この取組への

参画範囲が広がり、「自然公園づく

り委員会」へと発展した。 

○美しい景観と豊かな自然 

下呂市馬瀬地域（旧馬瀬村）では、早くから清流の保全や花壇づくり、河川等の清

掃など地域の美化を意識した全村を挙げた地域づくりが進められてきた。 
平成に入り、都市に住む人々が農山村に憩いを求める傾向が高まる中で、新たに温

泉開発などが推進され、観光客が急増し、環境問題なども提起されるようになった。

そこで平成 6 年に行政と住民で構成する「馬瀬村森林活性化研究会」を結成した。 

活動の背景 

活動のポイント・効果 活用している地域資源 

〒509-2612 下呂市馬瀬名丸 406 馬瀬振興事務所馬瀬地域振興課（馬瀬自然公園づくり委員会事務局） 
TEL 0576-47-2111  FAX 0576-47-2621 
E-mail なし 

○委員会の開催 15 回（H21 年度） 
○現地調査（ウォーキング） 4 回 
○先進地視察 1 回 
○発表会 2 回（事業報告、講演会） 

地域独自の取組について、どのよう

にして住民側の知恵や行動力を喚起す

るか、行政の財政的支援のあり方な

ど、行政と住民の協働のあり方につい

て委員会が積極的に PR・提案してゆ

く。今後の馬瀬地方自然公園は、交流

人口の増加など目に見える形で地域の

経済的発展に寄与する段階への移行が

期待されているので、早期にその体制

づくりを行いたい。 

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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○○○稲稲稲作作作オオオーーーナナナーーー   

田んぼ 1 区画約 100 ㎡。富士山・南

アルプスを望む棚田で田植え、稲刈

りなどの体験を行う。その道のプロ

が指導してくれる。棚田での田植祭

や収穫祭、その他のイベントを逐次

ご案内。収量の多少に関わらず 20
㎏の棚田米を送付。オーナー料 3.5
万円。 

http://www.wbs.ne.jp/bt/matsuzaki/tanada/ 

19 年度-No.28 

石部地区棚田保全推進委員会 

（いしぶちくたなだほぜんすいしんいいんかい） 

構成員 
男    8 名

女    0 名

平均年齢 約 68 歳

棚田復元によるグリーンツーリズムの展開 

地域の棚田を復元し、地域の活力を取り戻す目的で、地区の有志により「石部地区

棚田保全推進委員会」を発足し、棚田の保全活動を行っている「しずおか棚田くら

ぶ」（現 しずおか棚田・里地くらぶ）との合同による棚田保全活動が平成 12 年か

ら始まった。 
棚田地区の草刈りや、石垣の補修等が行われ、同年 5 月には両団体合同による田植

えを実施、十数年ぶりに棚田がよみがえった。活動を通して、地域住民も棚田を貴重

な地域資源としてあらためて見直し、棚田の保全活動に対する理解と積極的な協力が

得られるようになった。 
現在では、「棚田オーナー制度」も導入されるなど、この活動が引き金となり、地

区住民、町、県等が一体となった地域活性化事業が実施されるようになり、農業、加

工業、観光業、文化活動、都市農村交流などの展開により、町全体が「まるごとグリ

ーンツーリズム」の拠点として活力を取り戻しつつあり、棚田保全の気運もより高ま

っている。 
棚田米（黒米・赤米）を使った黒米うどん、黒米パン、黒米饅頭、黒米・赤米焼酎

などの特産品も開発され、棚田ブランドとして販売されている。 

事業の概要

主力商品・イベント 

静岡県 松崎町 
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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○田植えには、2 日間で述べ 700 人余

の交流があり、民宿も全館満室とな

るなど地域に潤いを与えている。 
○地域のイベントへの参加者、海水浴

客も増え、交流の輪が着実に広がっ

ている。 

○棚田、農村景観 

松崎町は伊豆半島南西部に位置し、三方を天城山稜に囲まれ、西に駿河湾を臨む町

である。町の中心部から 5 ㎞ほど南下した場所に石部地区の集落が広がり、この石部

地区に枚数で千枚、面積 10ha と静岡県内でも 1、2 の規模を持つ棚田が存在してい

る。平成 11 年には県の「棚田等十選」にも選定されたこの棚田は、高齢化や過疎化

等により、耕作放棄が進み荒れ放題となっていた。 

活動の背景 

活動のポイント・効果 活用している地域資源 

〒410-3696 静岡県賀茂郡松崎町宮内 301-1 松崎町役場企画観光課商工観光係 
TEL 0558-42-3964  FAX 0558-42-3183 
E-mail kankou@town.matsuzaki.shizuoka.jp 

○雇用者数 延べ 400 人（H20 年度

末） 
○年間売上 1,145 千円（会員発送後

余剰米 H20 年度） 
○イベント回数 2 回（H20 年度） 

棚田保全事業を通じて、異業種の相

互理解のもとに一次から三次産業が潤

える地域作りをめざしている。 
また、案山子コンテストやホタルウ

ォッチングツアー、観月会、昆虫の

森・昆虫狩体験、正月飾り作り・つる

篭作り、味噌づくり体験など、棚田エ

リアを活用した地域の活性化を目指し

た事業展開も検討している。 

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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○○○番番番傘傘傘   

足助屋敷で漉いた森下紙を用いて作

られた番傘。雨や雪の音が魅力的。

雨の日も楽しくなる！ 9,450 円。 
○○○布布布ぞぞぞうううりりり   

布とわら両方使っているから、とて

も丈夫！  男性用、女性用あり。

1,100 円。 
○○○藍藍藍染染染体体体験験験   

ハンカチ、ショール、T シャツな

ど。持ち込みも可。世界に１枚だけ

のオリジナルハンカチを作れる！

600 円～。

http://www.asuke.aitai.ne.jp/~yashiki/ 

19 年度-No.29 

三州足助屋敷 

（さんしゅうあすけやしき） 

構成員 
男    19 名

女    28 名

平均年齢 約 57 歳

里山あすけの暮らしと手仕事 保存と継承 

三州足助屋敷は、明治時代の豪農の家をイメージし、地元材を使い昔ながらの工法

で建てられ、地元大工の技術継承の場にもなった。「自分に必要なものは自分でつく

る」ことを理想に掲げ、手仕事を実践する場として、体験観光施設として、現在まで

の取組を続けている。 
竹を割ってザルや籠を編む。ワラ草履を編む。家族の衣類に三河縞を機織り。燃料

は地元山の木を焼いた炭。紙すきは農家の冬の内職仕事であり、その紙で番傘を作

る。牛は農耕用に飼い、鶏の卵と肉はハレの日のご馳走になる。いろりの火は絶える

ことなく、年末の大掃除は家具から畳まですべて外に出して煤払い。様々な年中行事

や、地域の高齢者の知恵と技術を積極的に取り入れている。 
三州足助屋敷は、かつての農家の暮らしと手仕事の風景を再現し、それを体感でき

る場として、地域内外から人を呼び込むことで地域の活性化に貢献している。 

事業の概要

愛知県 豊田市 

○○○炭炭炭   

火持ちがよい堅炭。12kg 入り 2,500
円。 

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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○地域の高齢者の熟練した技術と知恵

を生かし、この地に残る「手仕事」

や昔ながらの農家の普通の暮らしを

忠実に伝承しており、この様子が地

域の個性的な体験型の観光資源とし

て経済効果を生んでいる。 

○地域につながる農家の知恵と技術 

旧足助町は、塩の道「中馬街道」の宿場町・商業町として栄えた古い町並み地域

と、山間に散在する小集落からなっている。かつて山間部の集落では、林業の他はほ

ぼ自給自足に近い生活をしてきた。昭和 30 年頃からの過疎化とともに生活スタイル

も否応なく変化した。このままでは、それまで育まれてきた「農ある」「手仕事」の

暮らしが消えてしまうことから、昔ながらの生活の価値を見直して残していこうと

「生きた民俗資料館」として、昭和 55 年に「三州足助屋敷」が誕生した。 

活動の背景 

活動のポイント・効果 活用している地域資源 

〒444-2424 愛知県豊田市足助飯盛 36 三州足助屋敷 
TEL 0565-62-1188  FAX 0565-62-1782 
E-mail yashiki@asuke.aitai.ne.jp 

○雇用者数 51 人（H21 年度） 
○年間売上（飲食店含む）357,987 千

円（H20 年度） 
○イベント回数 7 回（H20 年度） 

今後も、地域で育まれてきた「農あ

る」「手仕事」の暮らしといった昔な

がらの生活の価値を見直して次世代に

残していくため、「生きた民俗資料

館」として農村文化を発信していく。 

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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○○○梅梅梅まままつつつりりり   

東海地区最大級 100 種類 4,500 本の

梅。梅などの苗木販売、産直野菜や

飲食店などのバザーもあり。3 月の

約 3 週間開催。大人 500 円、小学生

以下無料。 
○○○梅梅梅加加加工工工品品品   

農業公園内で収穫した梅を使った、

おばあちゃんたちの手作り商品。梅

ジュース（500ml）1,000 円、梅ジ

ャム 500 円、梅エキス 2,500 円。 

http://www.city.inabe.mie.jp/nougyo/nougyo
_top.htm 

19 年度-No.30 

三重県 いなべ市 

（みえけん いなべし） 
構成員 

男    27 名

女    15 名

平均年齢 約 71 歳

スローな公共事業の実践「いなべ市農業公園」 

「農業の振興、都市住民との交流、観光の振興、高齢者の生きがいづくり、福祉の

向上、自然との共生、循環型社会の構築、景観の形成等」のさまざまな機能を有する

新しい形の農業公園を、地域の高齢者が主体となって「スローなまちづくり」を合言

葉に、ゆっくり整備、維持管理している。 
荒廃地を活用した公園整備では、高齢者の知識・経験を生かし、設計・施工を行っ

てきた。公園整備工事、花卉の植栽及び剪定、イベント運営なども住民自らが行って

いる。梅加工品を開発、販売することで地域活性化も図っている。大学と連携して学

生の発想も取り入れ、梅ジュースのラベルデザイン等の刷新にも取り組んでいる。 
公道や河川敷の刈草等も堆肥化して再利用し、廃食用油を回収して BDF として再

利用するなど、循環型社会を実現するための取組も積極的に進めている。 
地元野菜や園内の産物を使ったレストランも運営、梅まつりやもぎ取り体験、ぼた

ん祭り、ブルーベリー狩り体験、パークゴルフ大会も開催しているほか、敷地内にク

ラインガルテンを整備し、都市と農村の交流を通じた地域の活性化も図っている。 

事業の概要

主力商品・イベント 

三重県 いなべ市 
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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○地域住民が施設の整備運営に参加す

ることによって、参加意識が芽生え

ており、公園が都市農村の相互理解

の促進、就業機会の確保、産品の生

産、地域住民の生きがい発揮といっ

た活性化のシンボルとなっている。 

○自然豊かな環境 
○花木 
○高齢者の知識・知恵 
○廃食用油、生ごみ、公共用道路や河

川の草など 

高齢化の進むいなべ市では、高齢者が生きがいを持って生活できるようにする元気

高齢者対策と、水源地として景観や農業の多面的機能を重視し地域農業を守る対策が

緊急に必要とされていた。そこで、特に高齢化の著しい旧藤原町鼎地区の荒廃農地を

有効に活用して、都市農村交流拠点（農業公園）を整備し、都市農村の相互理解の促

進、就業機会の確保、農地の新たな活用による特産品の生産、高齢者・女性等地域住

民の生きがい発揮による地域の活性化を図ることとした。

活動の背景 

活動のポイント・効果 活用している地域資源 

〒511-0592 いなべ市藤原町市場 115 いなべ市役所農業振興課農業公園係 
TEL 0594-46-8377  FAX 0594-46-8385 
E-mail h-ito05@city.inabe.mie.jp 

○年間売上 ぼたんまつり入園料

12,808 千 円 、 梅 ま つ り 入 園 料

13,644 千円（H20 年度） 
○雇用者数 のべ 5,276 人（同上） 
○イベント 梅まつり、梅の実もぎと

り・梅ジュースづくり体験、ぼたん

まつり、ミニイベント 9 回、パーク

ゴルフ大会公式戦 35 回他（同上） 

農業公園という観光集客施設の利点

を活かし、農業公園のファン層の拡大

を図り、一般参加型の事業の展開を目

指す。 
また、地産地消の取組や特産品の振

興に寄与し、地域の活性化に資するこ

とを目指す。 

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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○○○米米米味味味噌噌噌   

麹と大豆が同量の普通味噌は 800ｇ
で 600 円。麹が大豆の 1.5 倍入った

まろやか風味の特選味噌は 800ｇで

800 円。麹が大豆の倍量入った倍麹

白味噌は 800ｇで 800 円。大葉味

噌、ゆず味噌もある。 
○○○さささつつつままま芋芋芋ちちちっっっぷぷぷ   

自家栽培の揚げさつま芋に砂糖･シナ

モン･ごまをトッピング。ついつい手

が出る味なおやつ。90ｇで 300 円。 

http://www16.ocn.ne.jp/~kitahira/ 

19 年度-No.31 

北比良グループ 

（きたひらぐるーぷ） 

構成員 
男    0 名

女    14 名

平均年齢 約 55 歳

女性の感性を活かした食と農を結ぶ活動～地元産の米・

大豆を使った味噌作りから食育まで～ 

味噌の加工販売を中心に活動してきたが、平成 14 年、後継者 9 名が加わり、活動

の方向性が多岐に広がった。大葉みそ・野菜を使った菓子・米粉パンなど地元食材を

使った特産品づくりや手作り弁当を開発したほか、「手作り工房比良の里」を活動拠

点として加工技術の伝承と向上を目指している。 
さつま芋・落花生の収穫体験農園や、四季折々の自然野遊びなど消費者交流イベン

トも企画し実施している。平成 16 年には、JR 湖西線比良駅前にアンテナショップ

「ほっとすていしょん比良」をオープンし、農産加工品の販売と併せ、住民との交流

と発表の場、情報発信の場として活用している。地域農産物を使った軽食・喫茶や、

地元高齢者への惣菜・弁当の宅配も好評を得ている。 
平成 17 年から地元住民の協力を得て、地域の歴史的遺産散策イベントを実施し、

住民と共に地域おこし活動にも取り組んでいる。 
また、「比良の里」の名称が継続して使用できるよう、味噌、惣菜、漬物、菓子、

弁当の分野で商標登録手続きを行い、平成 18 年より使用している。 

事業の概要

滋賀県 大津市 

○○○ひひひらららかかかりりりんんん   

滋賀県産の小麦粉使用。味噌を始め

7 つの味のミックスかりんとう。サ

クサクのクッキーのような食感がた

まらない。120ｇで 300 円。 
○○○マママーーーマママレレレーーードドド・・・ジジジャャャムムム   

夏みかんマーマレードは地元産の甘

夏みかんと砂糖だけを使用。甘さ控

えめでジューシーな人気商品。ゆず

マーマレード、ルバーブジャムもあ

り。いずれも 150g で 400 円。 

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 
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○地域住民を巻き込んだイベント企画

は、地元民が地元の良さを再発見す

るきっかけとなっている。 
○地域活動にも積極的に参加し、連携

を密にしていくことで地域との信頼

関係が確立され、地域住民が一丸と

なって活気あるまちづくりに取り組

む体制が再構築されつつある。 

○地元産の米、大豆、野菜、甘夏等 
○山、琵琶湖、美しい田園などの風景 
○豊富でおいしい湧き水 
○壇陀坊遺跡、比良天満宮、お寺など

歴史的な遺産 
○高齢者の技 

昭和 42 年、農協主催の主婦農業学校がきっかけで生活改善グループを結成し、昭

和 56 年には地元産米と転作大豆を活用し、味噌の加工販売を開始した。平成 18 年の

市町村合併までの 28 年間、町内小中学校に学校給食用野菜と味噌を供給し、小学生

の味噌加工体験学習など食育活動の分野に早くから取り組んできた。 

活動の背景 

活動のポイント・効果 活用している地域資源 

〒520-0503 滋賀県大津市北比良 643 
TEL 077-596-0458  FAX 077-596-0458 
E-mail k.chato@alpha.ocn.ne.jp 

○雇用者数 14 人（H20 年度末） 
○年間売上 1 千万円（H20 年度） 
○イベント回数 2 回（同上） 

食と農を結ぶ活動を推進し、北比良

の自然や農業を守っていく。そのため

には、まず集落や農業組合と連携を密

にし、地域住民が一丸となった地域お

こし活動の中で、今後も女性パワーを

全開にさせていく。 

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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○○○米米米粉粉粉パパパンンン体体体験験験教教教室室室   

ピックランドで米粉パン作り。米粉

からしっかりこねあがるまで説明し

てくれる。11 月～2 月開講。受講料

1,000 円。 
○○○米米米粉粉粉パパパンンン各各各種種種   

地元で取れた米を使ったパン。お米

のパンは、しっとり、もちもち、一

味違う食感。 

http://www.eonet.ne.jp/~ossaka/ 

19 年度-No.32 

里山パン工房 

（さとやまぱんこうぼう） 

構成員 
男    0 名

女    13 名

平均年齢 約 40 歳

地元産米を使用した米粉パン製造販売 

地元産食材を使用した米粉パンを製造・販売することにより、地元農産物の販売促

進と地産地消を推進している。 
米粉パンは白米の粉と小麦グルテンを主原料として使うため、くせのない味と香り

でもちもちとした独特の食感があり、腹持ちが良いと好評を得ている。平日は 1 日

200～300 個、休日には 700～800 個を販売している。 
市内の商工会や観光協会などのイベントや、他府県で開催される高島市の物産展にも

積極的に参加し、米粉パンの PR に努めている。また、米粉パンを素材に食育や地産

地消の普及にも取り組んでいる。共同作業所との連携にも取り組んでおり、米粉をは

じめ、地元の食材を使って、地域の作業所で作られた食品を販売している。 
口コミで知名度が高くなり、百貨店からの出展要請や遠方からの注文もあり、米粉

パン製造研修や視察の依頼も多くなった。 
平成 17 年 2 月からは市内 2 ヶ所の保育園で給食とおやつに米粉パンが取り入れら

れ、現在では市内の学校給食にも提供している。また、同年 10 月からは高島市内の

ホテルと彦根市のイタリアンレストランでもここの米粉パンが使用されている。食パ

ンを使った道の駅レストランのモーニングセットは遠方から食べに来る人もいる人気

メニューとなっている。 

事業の概要

主力商品・イベント 

滋賀県 高島市 
食物 

交流 

循環 

女性 

情報 

創出 
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○スタッフは全員地元に住むパン教室

の仲間たちであり、地域の女性の雇

用を創出している。 
○地元産食材を加工・販売することで

地元農産物の販売促進と地産地消に

よる地域活性化に貢献している。 

○地元産の米、野菜等 
○リンケージファーム（地元農産加工業） 
○マキノピックランド（農業公園） 

もっちりとした食感で臭みのない米粉パンは、ご飯に慣れた日本人の味覚にも合

う。また、パンの原料となる小麦粉を米粉に置き換え、米粉パンを PR することによ

り、地産地消や食料自給率の向上にも貢献したいと考えた。そこで、パン教室の仲間

たちが中心になり、平成 16 年 10 月に高島市マキノ町に設置された道の駅「マキノ追

坂峠」内にて「里山パン工房」を開業した。 

活動の背景 

活動のポイント・効果 活用している地域資源 

〒520-1811 滋賀県高島市マキノ町海津 897-27 
TEL 0740-28-8128  FAX 0740-28-8121 
E-mail t-kiyomi@leto.eonet.ne.jp 

○雇用者数 13 人 
○年間売上 2 千万円 
○イベント回数 15 回 

地元の特性を生かした、地域性の高

い新商品を開発・販売することで、地

域の PR を進める。 
手作りパン教室を拡大し、米粉パン

の PR と普及に取り組む。同時にパン

教室のための講師やパン工房スタッフ

育成を進め、将来へ向けての基盤を作

っていく。 

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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○○○日日日曜曜曜朝朝朝市市市   

毎週日曜日午前 7 時～正午まで開

催。新鮮な魚介類が早朝から並ぶ。 
○○○日日日曜曜曜朝朝朝市市市おおおすすすすすすめめめ品品品   

泉だこの柔らか煮（90g 入り真空パ

ック 1 袋 300 円）･･･たこ本来の

味を引き出し、柔らかく煮た品 
あなごの天ぷら（1 本 100 円）･･･

大阪湾で育つ油がのった穴子を１本

まるまる天ぷらに揚げている 
いかなごくぎ煮（150g 入り 1 パッ

ク 500 円）･･･大阪湾に春の訪れを

告げるいかなごを佃煮にした品 

http://www.tajiriport.com/ 

19 年度-No.34 

田尻漁業協同組合 

（たじりぎょぎょうきょうどうくみあい） 

構成員 
男    36 名

女    ０名

平均年齢 約 51 歳

田尻海洋交流センター事業－関空対岸での観光漁業、 

日曜朝市、マリンレジャーとの共存－

日曜朝市は、当初 6 店舗（うち漁業者 2 店舗）から開始したが、人が集まってくる

につれ、他の漁業者も参加し、今ではほとんどの組合員が毎週日曜日に店を構えてい

る。漁業体験事業では、漁業体験に加え、空港周辺のクルージングを漁船で行い、見

せる漁業を始めた。離着陸する飛行機を間近に見学できるため、親子連れに好評を得

ている。また、荒天時の代替と船に弱い利用者も楽しめる事業として漁港内に釣堀を

設置し、今では都市住民に気軽に漁港に来てもらえる事業として発展している。 
マリンレジャー船との共存も図っており、漁港の一部をマリーナ施設として開放す

るとともに、安全講習会や意見交換会を年 1 回共同で開催している。 
地域への取組としては、いかなごのくぎ煮教室を開催するほか、地元の小学生を年

1 回漁業体験に招待している。また、環境への取組として、藻場の育成や川の浄化に

力を入れており、藻場の育成では実績も出てきている。 

事業の概要

大阪府 田尻町 

○○○漁漁漁業業業体体体験験験   

目の前を飛行機が飛んでいく関空ク

ルーズ、獲れたての魚介類をその場

で食べるバーベキューもセットで楽

しめる。4 月～11 月実施。大人

6,300 円～。 

主力商品・イベント 

食物 

交流 

循環 

女性 
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創出 
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○地域との共存や都市住民との交流に

力を注ぎ、来訪者が田尻町の住民と

交流することで、漁業のみならず地

域の活性化につながる。 
○漁業体験に地元の小学生を招待する

ことや、田尻川の清掃活動などの取

組は、地域の子供達の勉強の場とし

ても有効な手段になっている。 

○海岸や田園、関西国際空港の景色 
○地元でとれた魚介類、農産物 

田尻漁業協同組合は、田尻町周辺の大阪湾で漁業を行ってきたが、平成 6 年に開港

した関西国際空港の埋め立て等に伴い漁場が極端に減少し、漁獲高の激減など、漁場

への重大な影響が発生した。また、漁業者の高齢化も進み、このまま 10 年も経て

ば、組合存亡と漁業での生計維持が危機に瀕する可能性があったため、漁協として新

たに観光漁業を取り入れることになった。 

活動の背景 

活動のポイント・効果 活用している地域資源 

〒598-0093 大阪府泉南郡田尻町 りんくうポート北１番地 田尻漁業協同組合 海洋交流センター 
TEL 072-465-0099  FAX 072-465-1944 
E-mail webmaster@tajiriport.com 

○雇用者数 3 人（事務員として） 
○年間漁獲売上 43,463 千円（H20）
○イベント回数 51 回（朝市開催数）

○漁業体験参加者数 3,513 人 
○釣り堀参加者数 19,365 人 

朝市では、魚のほか地元の農作物等

も販売するなど地域一丸となって市を

盛り上げる。また、マリンレジャー利

用者との共存策として、ヨット等の係

留施設や、食事休憩施設の設置なども

視野に入れている。 
漁業体験は、次代を担う子供達や学

生により多く利用してもらえるよう、

色々な事業に取り組んでいく。 

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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○○○ブブブドドドウウウ   

ブドウ各種 1 千円／kg 
○○○桃桃桃オオオーーーナナナーーー制制制度度度   

桃の「花まつり」イベントを利用し

てオーナーを募集。完熟の桃を直接

桃園のなかで収穫し、持ち帰ること

ができる。オーナー料は桃の木 1 本

で 6 千円～1 万円 
○○○ブブブドドドウウウのののオオオーーーナナナーーー制制制度度度もももああありりり  

http://www.higashiashida.com/ 

19 年度-No.35 

東芦田まちづくり協議会 

（ひがしあしだまちづくりきょうぎかい） 

構成員 
男    65 名

女    65 名

平均年齢 約 56 歳

田舎の力こぶプロジェクト―米・果物づくり・里山

体験、間伐材活用、茅葺き民家の保護―

東芦田まちづくり協議会では、「集落の自律・自立と『日本一の田舎作り』」を活

動テーマに、①自然との関わりを持つ、②農林業の営みに関心を持つ、③人情でつな

がるコミュニティーがある、④子ども・女性が元気である、⑤夢を共有する仲間がい

る、という「田舎 5 ヵ条」を掲げ、集落の魅力を再認識・再発見するための取組とし

て、集落遠足や農村レストランによる地産地消・旬産旬消を行っている。 
また、農村あかり展、節分草祭り、はす祭りなど、地域イメージを発信するイベン

トを展開するとともに、都市農村交流プログラムや、桃やブドウなどのオーナー制

度、茅葺き民家の利活用など新たなビジネスモデルづくり、間伐材を利用した炭・木

酢液、丹波栗やコシヒカリ、丹波大納言小豆、丹波黒豆など「丹波ブランド」を活用

した売れる産品づくりなど、地域活性化に向けた様々な活動に取り組んでいる。 
このほか、地域の植生を活用した氷上回廊での交流や地区内ビオトープ地図の作成

などの地区別農村環境計画、兵庫県緑条例に基づく「地区整備計画」策定など個性あ

る長期ビジョンづくりに取り組むとともに、集落のカントリーイメージを確立するた

め、シンボルマーク・ロゴの作成やホームページを作成し、デザイン性の高い情報発

信に取り組んでいる。 

事業の概要

主力商品・イベント 

兵庫県 丹波市 
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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○長期的なビジョンをつくりながら、

一方ですぐに目に見える形で還元す

ることにより、住民に分かりやすい

形で定着させている。 
○地域内及び周辺地域のみならず、都

市住民との人的ネットワークを大切

にし、多様な主体の参画と協働を促

進している。 

○里山や茅葺き民家等の農村景観 
○丹波氷上米、丹波栗等の特産品 
○城山元日登山、祭り、浦安の舞など

の伝統文化 

平成 2 年、「東芦田村おこしの会」が組織された。会の発足とあわせて、メンバー

が共同出資し、大工や左官などの職人のメンバー達の手で、手作りログハウス集会所

「ごりんかん」を建設した。平成 3 年からは、「ごりんかん」を一般開放し、兵庫県

キャンプ協会の「丹波自然塾」をはじめとする様々な団体との交流が始まった。平成

16 年、会メンバーの村おこしへの力強い熱意に共感した様々な団体が参画した「東芦

田まちづくり協議会」が発足した。

活動の背景 

活動のポイント・効果 活用している地域資源 

〒669-3801 兵庫県丹波市青垣町東芦田 928-2 長井克己 
TEL 0795-87-0103  FAX 0795-87-0103 
E-mail nagai-k@amber.plala.or.jp 

○雇用者数 延べ 150 人（H20 年度）

○年間売上 500 万円（H20 年度） 
○イベント回数 5 回（H20 年度） 

農地保全を中心とした土地利用計画

と住民で共有できる将来像づくりを進

める。また、農産物の安心－安全のイ

メージを高める地域づくりを進める。

併せて、ふるさと産品パックや、農作

業体験、新規就農支援などのプログラ

ム開発を行うなど、東芦田ならではの

収益事業の検討を進める。 

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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○○○子子子どどどももも農農農山山山漁漁漁村村村交交交流流流プププロロロジジジェェェクククトトト   

民泊を含む 2 泊 3 日の農山漁村での

農林水産業体験や海山川の自然体

験。磯観察、リバーカヌー、川エビ

漁などができる。料金 3 万円。 
○○○各各各種種種体体体験験験   

農業、漁業、農産加工、伝統工芸、

歴史散策など、体験メニュー多数。 

http://www.daisuki-hikigawa.com/ 

19 年度-No.36 

大好き日置川の会 

（だいすきひきがわのかい） 

構成員 
男    50 名

女    51 名

平均年齢 約 65 歳

体験型観光「ほんまもん体験」の振興－農林漁業・農産

加工体験、世界遺産「熊野古道」巡り－

「大好き日置川の会」では、体験型観光の誘致に取り組んでいる。体験型観光が始

まった頃は、「紀州備長炭の作業」や「藍染め」など 20 種類のメニューでのスター

トだったが、より多くの人に地域の豊かな自然、歴史、伝統、産業に触れてもらえる

よう、会員が連携し新たな体験メニューの開発に取り組み、現在では「和歌山ほんま

もん体験」のメッカとして、60 種類のメニューを用意して誘致に取り組んでいる。 
平成 20 年度から始まった「子ども農山漁村交流プロジェクト」の体制整備型協議

会としても選定され、平成 20 年度は 6 校 204 名、21 年度は 17 校 457 名の小学生の

農家民泊を含む長期宿泊体験を実施している。 
PR 面では、町のホームページを利用して、日置川地域で取り組んでいる体験型観

光をはじめ、見どころ、特産品、宿泊施設などの地域情報を発信している。また、

「日置川観光協会」と連携してパンフレットを制作し、首都圏や関西圏の旅行代理店

へ出向いての誘致活動を行っている。 
体験型観光への参加者は、年齢層も広く、それぞれに合った進め方で体験型観光の

魅力を伝えていく必要がある。そのため、各体験メニューのインストラクターの養成

を進めている。実際に経験を重ねることで習得できる技術や手法も多いため、研修が

終了するとすぐに、インストラクターとして現場に入って活躍している。 

事業の概要

主力商品・イベント 

和歌山県 白浜町 
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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○体験を通して地域のあるがままの生

活に溶け込み、地域住民と体験者が

互いに理解を深める中で、地域のフ

ァンを獲得しつつある。地域のファ

ンができることで、何気ない普段の

生活に地域住民が「自信」や「誇

り」を持てるようになり、それが体

験型観光の更なる振興と地域活性化

につながっている。 

○地域の自然環境 
○地域の農林水産業 
○地域の農林水産物、伝統料理 
○熊野古道 

平成 11 年に和歌山県で開催された「南紀熊野体験博」をきっかけに、白浜町日置

川地域では体験型観光が進められるようになった。地域の産業として定着させ、地域

の活性化を図ることを目的に、平成 16 年 10 月、地域づくり協議会として「大好き日

置川の会」を設置した。 

活動の背景 

活動のポイント・効果 活用している地域資源 

〒649-2511 和歌山県西婁郡白浜町日置 980-1 白浜町役場日置川事務所 
TEL 0739-52-2302  FAX 0739-52-2186 
E-mail daisuki-hikigawa@town.shirahama.wakayama.jp 

○雇用者数 1 人（H20 年度末） 
○年間売上 7,009 千円（H20 年度） 
○イベント回数 8 回（H20 年度） 

学校の体験学習カリキュラムの受入

をさらに進める。また、民宿と連携

し、宿泊と体験をセットにしたメニュ

ーづくりの検討なども進める。 
移住希望者がスムーズに地域へ移り

住めるように、お試し的に地域へ短期

滞在する仕組みづくりなども進めてい

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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○○○大大大飯飯飯喰喰喰いいいフフフェェェススステテティィィバババルルル   

新米おにぎり大食い競争。新米食べ

て神楽も見れる大収穫祭。参加料

1,000 円。参加料を払うと、もれな

く新米コシヒカリ 1kg プレゼント。

貝田米が当たる抽選会、神楽、傘踊

り郷土芸能、特産品販売などもあ

り。 

HP なし 

19 年度-No.37 

貝田集落 

（かいだしゅうらく） 

構成員 
男    －名

女    －名

平均年齢  約－歳

米と伝統文化と景観の里

貝田地区は優良米産地として知られているため、米を基本とした活性化に取り組ん

でおり、貝田産の米に付加価値をつけて消費拡大を図っている。また、共同での維持

管理作業による作業労力の軽減化と、遊休農地の解消を図るため、景観植物や集団転

作によるそばの栽培を行っている。集落内に自立化委員会も立ち上げ、所得向上、農

作業労力の省力化、他集落との交流文化活動推進に取り組んでいる。 
生活環境を良くするため、集落内全体に花を植え、集落内の水路は石積み等で整備

し、環境にやさしく自然豊かな農村の風情を醸し出す集落の環境整備を図っている。 
伝統文化に対する意識も高く、夏祭り「貝田十五夜」が夏季の集落伝統行事として

定着するなど、地域文化が次世代へと継承されている。祭りの主要行事である「こだ

いぢ踊り」「貝田の傘踊り」や、冬期の伝統行事である「荒神神楽」は地域の誇る生

活文化として生活の中に溶け込んでいる。 
集落に古くから伝わる伝統行事「大飯喰い」を活かし、平成 11 年度から開催した

「大飯喰いフェスティバル」は京阪神等から多数の参加者を迎え、コシヒカリ、地元

産野菜、漬物等の販売を行い、地域の活性化、農家所得の向上を図るとともに、「傘

踊り」「荒神神楽」等の披露により参加者との交流を深め、米粉食品の PR も行って

好評を博している。 

事業の概要

主力商品・イベント 

鳥取県 江府町 
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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○恵まれた文化や歴史、そして自然を

活用し、集落共同で様々な活動に取

り組むことによって励みと共通の話

題づくりとし、集落の活性化を図っ

ている。 
○都市住民との交流を行いながら、進

んでいく高齢化、少子化、過疎化の

問題に取り組み、若い人たちが我が

ふるさとに自信と誇りを持ち、ふる

さとに残れるような活力とうるおい

のあるむらづくりを集落が一体とな

って進めている。 

○優れた景観 
○貝田の水稲 
○集落伝統行事 

貝田集落を始めとする中山間地域は過疎化・高齢化と米価の低迷により、農家経営

の困難と後継者不足による農地の荒廃が進んでおり、耕地の保全管理体制を整え、農

家経営を安定させ集落の活性化を図る必要がある。そこで平成 10 年に貝田ふるさと

づくり委員会と一緒になり集落を活性化させるための検討会を行い、景観の保全・形

成について意識をして取り組んだのが始まりである。 

活動の背景 

活動のポイント・効果 活用している地域資源 

〒689-4435 鳥取県日野郡江府町貝田 483 貝田集落 区長 
TEL 0859-75-3222  FAX 0859-75-3455 
E-mail なし 

○イベント回数 10 回 

特別栽培により貝田産の米に付加価

値をつけ、より高い価格で販売ができ

るよう消費拡大を図る。 
また、伝統行事の振興・継承を図る

ため、講習会の開催等を行い、集落を

あげての取組体制の整備を図る。 
山、川、田んぼの自然を活かした都

市農村交流を図り、貝田産米コシヒカ

リの PR と販売、加工品等特産品の提

供を始めとする収入の場を創出する。 

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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○○○カカカキキキオオオコココ   

備前市日生町特産の新鮮なカキがい

っぱい入ったカキ入りお好み焼き。

焼き方は、関西風でも広島風でもな

い、日生風。漁師町らしい元気なお

好み焼き店のおねえさん（女主人の

こと。日生では女性はいくつになっ

てもおねえさんという）と天然迷路

の町並みも魅力。歩いて回れる範囲

に、お好み焼き店がたくさんある。 

http://www.geocities.jp/kakiokonomi/kakioko
nomi_1.html 

19 年度-No.39 

日生カキお好み焼き研究会 

（ひなせかきおこのみやきけんきゅうかい） 
構成員 

男    32 名

女    28 名

平均年齢 約 41 歳

カキオコで楽しむまちづくり

日生カキお好み焼きマップの作成がきっかけとなって、日生の新名物としてブレイ

クした牡蠣入りのお好み焼き「カキオコ」を一過性のブームで終わらせないよう、研

究会では夏期お好み焼き（カキ氷＋エビオコ）マップ、カキオコのぼり旗、カキオコ

バッジ、ホームページの開設、イベントでのカキオコ屋台、カキオコ合唱団によるカ

キオコソング等々、自分達も楽しみながら全て手作りの PR 活動を展開した。 
これらを通じて、一冬ごとに人気は拡大し、現在では一冬に数万人の人が押し寄せ

る「カキオコのまち・日生」となった。 
平成 20 年 4 月から、全国各地の B 級グルメの連携組織である「愛 B リーグ（B 級

ご当地グルメでまちおこし団体連絡協議会）」に加盟し、周辺地域のご当地グルメと

連携を図りながら、カキオコブームの継続と広域的な地域振興に取り組んでいる。 
また、平成 20 年 8 月に、当研究会と地元の備前東商工会との連携により、「カキ

オコ」が特許庁で商標登録された。これにより、「カキオコ」の名称が備前市日生地

区の地域ブランドとして確立されるとともに、商標使用許諾契約に基づき「カキオ

コ」メニューを提供する他地域のお好み焼き店が誕生している。 

事業の概要

主力商品・イベント 

岡山県 備前市 
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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○「目の前の海で獲れた新鮮なカキが

山盛り入ったお好み焼き」という日

生にしかない魅力を核として、よそ

者と地域在住の研究会メンバーのコ

ラボレーションにより、「おいし

く、楽しく」をテーマに、ボランテ

ィアで PR 活動を展開している。 

○日生産のカキ 
○お好み焼き店と日生風お好み焼き 
○店のおねえさん（女主人）と日生弁 

日生町は、カキの生産量が全国第 3 位の岡山県において、その 5 割以上を占めるカ

キの産地である。研究会では、このまちに昔からあったカキ入りのお好み焼き（カキ

オコ）に着目し、「特産のカキをふんだんに使ったお好み焼きと漁村の町並みと人情

を楽しめるまちとして、日生を全国さらには全世界に発信しよう」と、平成 14 年 2
月に手作りの日生カキお好み焼きマップを作成した。これがきっかけとなりカキオコ

が日生の新名物としてブレイクした。

活動の背景 

活動のポイント・効果 活用している地域資源 

〒701-3202 岡山県備前市日生町寒河 2570-31 日生町観光協会 
TEL 0869-72-1919  FAX 0869-72-0066 
E-mail hinase-kanko-kyo@isis.ocn.ne.jp 

○雇用者数 約 30 人（H20 年度末） 
○イベント回数 2 回(H20 年度) 
○カキオコ提供店舗数（日生地区）

15 店程度（H20 年度） 
○カキオコ HP 年間アクセス 約 7 万

5 千件（H20 年） 
○マスコミ掲載 約 35 件（H20 年） 

カキオコを核にした地域の活性化や

まちづくりを進めるため、お好み焼き

店としては、接客マナー、長時間待ち

のお客さんへの対応、食品衛生等の課

題がある。一方で、町全体としては、

新鮮でおいしいカキの供給、駐車場、

トイレ、案内看板等の整備、関連特産

品・おみやげ商品等の開発、おもてな

し意識の向上等を継続的に進める。 

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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○○○猪猪猪肉肉肉   

焼肉用、鍋用の猪肉を年中販売。

100g 当り 500 円～。量目は 2,000
円程度分以上より。 

○○○トトトマママトトトソソソフフフトトトクククリリリーーームムム   

地元のトマトを使ったトマトソフト

クリーム。地域の特産品のトマトで

作ったジャムは甘みも酸味もあり、

ソフトクリームとの相性は抜群！

250 円。 

HP なし 

19 年度-No.40 

うり坊の郷 katamata 

（うりぼうのさと かたまた） 

構成員 
男    30 名

女    26 名

平均年齢 約 60 歳

「元気な片俣の創出」－交流拠点が元気の源－ 

「高齢者に見合った生産活動がしたい」、「生産物を認められる喜びを」等の要望

を集約し、平成 13 年、「片俣農産物等交流販売施設」が完成。片俣地区住民による

新組織「うり坊の郷 katamata」を発足し、営業を開始した。組織にかかわる片俣地

区正会員と農事組合法人小国ファームが技術と能力を活かし、農産物部会、加工部

会、イノシシ肉を加工出荷するイノシシ部会、イノシシ料理を提供する食堂部会の 4
部体制のもと「元気な片俣の創出」にむけ交流拠点の運営が始められた。 

そもそも片俣地区は、イノシシによる農作物被害が多く悩みの種であったが、それ

を逆手にとり、イノシシを地元の振興に一役買わせた。また中山間地域等直接支払制

度を活用し、小国集落において「いのしし牧場」を整備し、今では 50 頭のイノシシ

を放牧して、目で楽しませ集客効果の上がる施策へと展開している。 
また近年では、猪肉定食に用いる食材のうち地区内で賄いきれないものも山口県産

のものを使い、食器も萩焼を用いるなど、こだわりの地産・地消定食を提供してい

る。平成 15 年には、片俣地区住民の強い要望により本施設が「道の駅」に指定さ

れ、平成 16 年に、案内所を広く設けて、リニューアルオープンした。 

事業の概要

主力商品・イベント 

山口県 萩市 
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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○地域住民が気軽に立ち寄れる場所で

あることが大前提であり、そのため

の雰囲気づくりや配慮は忘れずに手

掛けている。 
○販売するイノシシ肉や農産物も農事

組合法人小国ファームとの連携・協

力により、安定供給を可能とし、生

産力・販売力向上といった相乗効果

をもたらした。 

○片俣農産物等交流販売施設 
○いのしし牧場（イノシシ肉） 
○トマト 
○農事組合法人や営農生産組合 

片俣地区は、平成 12 年当時、70 世帯、人口 185 人、高齢化率は 30％であり後継

者問題や担い手不足にあえいでいた。しかし、旧村としての地理や人間関係にまとま

りが深く、2 つの営農組織や地区の特徴である「いのしし牧場」等、社会的資源は豊

富であった。そこで、この資源を活かした副収入の確保、仲間づくり、都市農村交

流、案内拠点、女性や高齢者の生きがいの創出等、生涯現役を唱える一部住民の声に

この地域は奮起した。

活動の背景 

活動のポイント・効果 活用している地域資源 

〒758-0304 山口県萩市吉部上 3191-1 萩市むつみ総合事務所 
TEL 08388-6-0211  FAX 08388-6-0760 
E-mail 4120@city.hagi.lg.jp 

○雇用者数 3 人（H20 年度） 
○年間売上 56,942 千円（同上） 
○イベント回数 2 回（同上） 

こどもの目線や感覚、地域外の視

点、常連客の視点からの指導・助言を

今まで以上に真摯に受け止めるととも

に、交流拠点は「みんな」でつくりあ

げるものであると再認識したうえで、

片俣地区住民と来客者によるアイディ

アと協力をもって、地域づくりと交流

拠点づくりを目指していく。 

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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○○○草草草木木木染染染めめめ体体体験験験   

ハンカチの草木染め体験。地元岩国

市錦町の樹木や植物を使用した染液

での草木染め。季節によって、また

材料によって、そして素材の煮方に

よって発色は様々。いろいろな色が

楽しめる。通年実施。体験料は 600
円。 

HP なし 

19 年度-No.41 

錦町林業振興会女性部会 

（にしきまちりんぎょうしんこうかいじょせいぶかい） 

構成員 
男    0 名

女    18 名

平均年齢 約 69 歳

森林の利活用による地域の活性化

錦町林業振興会女性部会では、森林内の未利用資源を活用した特産品の開発と整備

の推進、都市住民との交流促進などを通じて地域の活性化を図っている。 
材価の低迷とともに、山へ足を運ぶ人が減り始め、会の活動も停滞し始めた昭和 63

年、つるきり作業で切り捨てていた「つる」を活用し、「つるかごづくり」を開始し

た。これまで阻害物として扱われてきた未利用資源を女性ならではの視点で商品化・

販売することで、つる採取による森林整備の促進、作品制作及び販売によるグループ

活動の活性化や収益の増加に成功した。併せて、県内外から「つる細工」の指導依頼

が殺到し、様々な場所に出向いて、都市住民と「つる細工」を通じた交流を図ってき

た。 
平成 6 年、枝打ちや下刈りの際に捨てられる枝葉や林内植物を活用した「草木染

め」に着手し、試行錯誤の末、その技術を確立して、町の特産品に位置づけられるま

でとなった。こうした活動の成果が行政を動かし、平成 10 年には町の協力により、

旧商工会館を一部改装し、活動拠点「草木染め工房なないろ」を建設した。 
これにより、県内外から年間 1,000 名を超える草木染めやつる細工の体験交流希望

者が工房を訪れるようになった。体験交流の受入により、都市と山村との交流がさら

に推進されるとともに、地域の活性化にも大きく貢献している。 

事業の概要

主力商品・イベント 

山口県 岩国市 
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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○森林内の未利用資源を活用すること

で、都市部を主として年間 1,000 名

を超える体験交流希望者が訪れてお

り、地域の活性化に大きく寄与して

いる。 
○女性の視点を活かした活動が周囲に

認められたことにより、会員の活動

に対する意識が向上、地域女性の社

会活動への参加促進につながってい

る。 

○林野率 91%の錦町の自然豊かで恵み

の多い森林資源をつる細工と草木染

めに活用 

昭和 59 年に、育林技術の習得を目的として、18 名の女性で錦町林業振興会女性部

会を結成した。 

活動の背景 

活動のポイント・効果 活用している地域資源 

〒753-8501 山口市滝町 1-1 山口県農林水産政策課農山漁村・むらおこし推進班 
TEL 083-933-3370  FAX 083-933-3339 
E-mail a17100@pref.yamaguchi.lg.jp 

○会員数 18 名（H21 年） 
○草木染販売枚数 2,700 枚（同上） 

山口県内の 4 つの林業女性グループ

が連携し、「森の恵みネットワーク」

を設立、HP「里と森からの贈り物」

を開設し、販売を開始した。その中心

的役割を当会が担っており、将来的に

は農業や漁業の女性グループ等とも連

携して一大ネット販売を目指す。 
また、都市住民の体験交流の受入及

び出張者指導の継続、森林教育指導へ

の協力、新商品開発等の展開を目指

す。 

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

233



 

○○○通通通くくくじじじららら祭祭祭りりり   

最大の見せ場は、江戸時代の捕鯨方

法をそのまま再現する「古式捕鯨の

実演」。全長 13.5ｍのナガス鯨の模

型を用い、赤ふんどし姿の男衆が当

時の勇壮な鯨捕りの様子を再現す

る。イベント実演スタッフを全国公

募しており、全国でも類をみない古

式捕鯨体験イベントとなっている。 

http://member.hot-cha.tv/~htc09819/ 

19 年度-No.42 

通地区発展促進協議会 

（かよいちくはってんそくしんきょうぎかい） 

構成員 
男    25 名

女    8 名

平均年齢 約 60 歳

「古式捕鯨の里 通（かよい）づくり」 

平成 4 年より実施開催している「通くじら祭り」では、18 年より「古式捕鯨の再

現」の演技者を地区外から募集し、県内外から 20 名の参加があり、19 年には数名の

リピーターもあった。また、ボランティアスタッフとして下関市立大学生や日韓交流

学生も参加している。19 年度には、参加学生 30 数名が地元の 15 軒でホームステイ

を行った。 
ホームページ「古式捕鯨の里通（かよい）」を立ち上げ、コースマップ「くじら文

化通りマップ」も 6,000 部印刷したほか、コース内の下水マンホール蓋の鯨イラスト

塗装を、地元中学生と一緒に実施した。 
また、ボランティアガイドを公民館だより等で公募し、養成講座を開催、「くじら

ボランティアガイドの会」を設立し、各種のガイド要請に応えている。 
さらに、地元産の魚介類及び水産加工品などの水産資源を中心にした販売会を中心

に、「通なんでも市」を開催。魚のつかみどりや、魚の食べ方コンテスト、遊漁船に

よる体験航海など、漁村の特徴を活かした企画を取り入れている。各企画において、

地区民の有している能力や地区の特性を図り、また、それぞれの企画を連動させ、

「古式捕鯨の里通（かよい）」を PR している。 

事業の概要

主力商品・イベント 

山口県 長門市 
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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○ホームページのアクセスを通して、

「通くじら祭り」で地区外参加者の

獲得などに貢献できた。 
○「ボランティアガイド会」や「通な

んでも市」により、地区の漁業関係

者等が多数参加するなど、新たな人

材が発掘された。水産資源を活用し

た新しい取組も生まれ、水産のまち

通（かよい）をアピールすることも

できた。 

○青海島鯨墓 
○くじら資料館 
○早川家住宅（元鯨組頭の家） 
○向岸寺の鯨位牌および鯨鯢過去帖 
○通鯨唄 

通地区発展促進協議会では、江戸時代から明治時代にかけて行われてきた捕鯨文化

を活用した「まちづくり」に取り組んでいる。くじら祭りは、青海島鯨墓建立 300 年

を記念して平成 4 年（1992 年）から山口県漁協通支店青壮年部「橘会」が主催して

行われるようになった。 

活動の背景 

活動のポイント・効果 活用している地域資源 

〒759-4107 山口県長門市通 671-2 長門市役所通出張所内 
TEL 0837-28-0244  FAX 0837-28-0266 
E-mail yamada.kohei@city.nagato.lg.jp 

○イベント回数 3 回（H18 年） 
○イベント参加者 500 名（H18 年）

古式捕鯨の里通（かよい）のまちづ

くりをさらに展開する。また、水産資

源を活用した取組を進める。 
生月・呼子など、他の古式捕鯨伝承

地との交流、長門市と下関市との鯨文

化交流事業への参加（捕鯨史探訪ツア

ーや鯨鍋コンテスト）など、新たな取

組も研究する。 

連絡先

活動規模 

今後の展開 

 

通
かよい

  番地
ば ん ち

 
 

農地

自然

景観

伝統

観光

工芸

特産

 

活用

資源
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○○○てててんんんたたたんんん   

本当に美味しい土佐文旦。文旦ソム

リエが自ら一つ一つ丁寧に選び抜い

た、本当に美しい文旦だけが「てん

たん」として世に出る。販売期間 2
月～3 月。10kg 入り 5,000 円。 

http://www.tentan-tosabuntan.com/ 

19 年度-No.43 

土佐文旦ブランド化協議会 

（とさぶんたんぶらんどかきょうぎかい） 

構成員 
男   140 名

女    0 名

平均年齢 約 55 歳

土佐文旦「てんたん」のブランド化

土佐文旦ブランド化協議会は、消費者に信頼される「本当に美味しい土佐文旦」の

ブランドを確立し、土佐文旦の消費拡大を目指して、新商品の開発を行ってきた。コ

ンセプトは、取扱量は少なくとも、土佐文旦のイメージを牽引できるものとした。圃

場条件を満たし、土佐文旦ソムリエ（土佐市長認定）と呼ばれる目利き人が納得した

果実を、土佐文旦の知名度が低い首都圏で、平成 18 年 2 月から販売を始めた。 
新商品は、従来の土佐文旦のイメージ（大きい・剥きづらい）を払拭し、消費者に

親しみを感じてもらえるよう「てんたん」と名付けた。また、段ボールをはじめとす

る資材も、店頭でのコーナーづくりに活用できるよう工夫を凝らした。 
さらに、生産者による試食宣伝を行うなど、積極的な PR 活動をした結果、売れ行

きは大変良く、納品が追いつかないほどの反響があった。「てんたん」の名が浸透

し、多くのリピーターを得ることができた。 
協議会は、生産者にとってもメリットがある仕組みづくりを目指した。以前は価格

が外観に大きく左右されたが、傷があっても「てんたん」であれば有利な価格を設定

し、価格の底上げを図った。また、生産者に向けて、地区毎に開かれる会合で、企画

の説明、実績の報告、今後の計画の説明を行い、企画への参加を呼びかけている。こ

うした取組により、産地の組織力・結束力も強まった。協議会では、効率的な選果シ

ステムや活動費の捻出方法などを話し合い、将来を見据えた議論を重ねている。 

事業の概要

主力商品・イベント 

高知県 土佐市 
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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○一次産品に明確なコンセプトや商品

をイメージさせるネーミングを付加

することで、消費者にとって魅力的

な商品開発に成功。 
○消費者を引きつける商品づくりと、

産地研修などを通じた販売店舗との

関係づくりが功を奏し、「てんた

ん」は通常の 2 割高で販売できた。 
○魅力的な商品が開発できたことと、

「てんたん」の単価向上・PR 効果

によって、生産者の意欲が格段に向

上した。 

○土佐文旦 
○美味しい土佐文旦が収穫できる優良

圃場 
○栽培歴 30 年以上の篤農家 

土佐文旦は、昭和 16 年に土佐市戸波で栽培が始まり、土佐市は栽培面積 224ha、
生産量 5,150 トンを誇る全国一の産地となっている。しかし、外観のみで等級が決ま

るため、味にバラツキがみられ、消費者からの信頼が得られず、消費量の伸び悩みや

価格低迷を招いていることや、県外での知名度が低いといった課題があったことか

ら、平成 17 年に土佐文旦ブランド化協議会を設立した。 

活動の背景 

活動のポイント・効果 活用している地域資源 

〒781-1105 高知県土佐市蓮池 1008-1 JA とさし販売課内 
TEL 088-850-2583  FAX 088-854-0263 
E-mail hanbai@tosashi.ja-kochi.or.jp 

○年間売上 1 億円（H20 年度） 

出荷・選果体制をさらに強化し、数

年後の目標を 100ｔに置いている。 
「てんたん」の販売を通じて、土佐

文旦の知名度が低い首都圏や関西の消

費者に、美味しい土佐文旦を味わって

もらい、「てんたん」をきっかけとし

て土佐文旦の認知を高め、土佐文旦全

体の消費拡大を目指している。 

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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○○○副副副業業業型型型自自自伐伐伐林林林家家家養養養成成成塾塾塾   

自伐林家的森業（作業道づくり、間

伐、搬出、運搬、製材等）の理論及

び現場研修。参加無料。小規模林業

の技術の習得を目指す。 
○○○土土土佐佐佐ののの森森森方方方式式式ののの全全全国国国展展展開開開   

土佐の森方式による山村再生技術の

コンサルティング。有料。講演会、

実地研修、システム構築等。 

http://mori100s.exblog.jp/i0/ 

19 年度-No.44 

NPO 法人 土佐の森・救援隊 

（とさのもり・きゅうえんたい） 

構成員 
男    75 名

女    15 名

平均年齢 約 45 歳

放置林は宝の山！自伐林家的森業（小規模林業）の

復活で森林と山村の再生を

平成 15 年の設立以後、各地域の森林ボランティア団体に所属するボランティアリ

ーダーの養成、森林の整備保全活動、グリーンツーリズム活動、その他森林・林業関

係のイベントを実践してきた。 
また、森林証券制度を導入して、独自の地域通貨券「モリ（森）券」（地場産品と

の交換券）を発行している。この制度は、森林ボランティアの活性化と継続性に効果

をもたらすとともに、地域産業の振興、地場産品の消費に寄与している。 
さらに、木質バイオマス利用のための林地残材収集運搬システムを構築し、全国初

の成功事例に発展中。その合い言葉は「C 材で晩酌を！」。地域に残る自伐林家や副

業林家を支援し、増やす仕組みとして構築し、稼働後 3 年目で 70 人を超える人たち

が参画している。新たに林業を始める人が続発し、地域の雇用と林業のセーフティネ

ットとなっている。また、このシステムに新たに参画しようとする人々に「副業型自

伐林家養成塾」を提供し、小規模林業を活用した山村再生システムを構築中である。 
広報活動にも力を注ぎ、週刊で情報誌（機関誌）として、独自の「メルマガ」「ブ

ログ」（土佐の森・救援隊）を発行。森林ボランティア関係の情報はもとより、森

林・林業・山村・自然・環境等に関する様々な情報の発信を精力的に行っている。 

事業の概要

主力商品・イベント 

高知県 いの町 
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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○都市部の住民を対象に、森林ボラン

ティア、もしくは団塊世代のセカン

ドワークとして育成、森林活動に取

り組むシステムやマンパワーの集団

を作り上げている。これにより、都

市住民を地域に呼び寄せ、人的交流

を促進することで、山村地域への元

気の源を作り上げるとともに、地域

活性化に貢献している。 

○山村地域の森林、自然、農山村文

化、その他有形無形の伝統文化 
○林地残材 

山村の過疎化、高齢化によって、手入れの行き届かない、不健全な森林が増加し、

森林は救援の手を待ち望んでいる。その担い手として森林ボランティアの役割が期待

されている。そこで、県下各地の森林ボランティア組織、団体へのより専門的な林業

技術指導、財政的支援、森林ボランティア活動のノウハウの伝承等を行うことができ

うる、全県的な NPO 森林ボランティア組織として、平成 15 年 4 月に土佐の森・救

援隊が設立された。 

活動の背景 

活動のポイント・効果 活用している地域資源 

〒781-2122 高知県いの町天王北 4-6-4 
TEL 090-8973-5752  FAX 088-891-6639 
E-mail ken_naka@kcb-net.ne.jp 

○副業提供 10 人（H21 年 9 月） 
○イベント回数 週 4 回（同上） 

森林ボランティアからアルバイト及

び副業までを範疇とし、小規模林業を

中心とした農山村地域の副業の開発及

び研究をおこなう。この副業型小規模

林業と木質バイオマス利用システム及

び地域通貨券を組み合わせた、農山村

再生ツールとしてのシステムづくりを

進展させる。またこのシステムモデル

の全国展開を図る。 

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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○○○漁漁漁業業業体体体験験験   

ロープワークや養殖魚のエサやり、

籠網漁など季節に合わせた漁業体験

が可能。現役の漁師さんが、インス

トラクターとなり、体験で捕った魚

は、すべて料理してくれる（持ち帰

り可）。昼食または夕食付き。

7,000 円。 

http://www4.ocn.ne.jp/%7Ek_gyokyo/ 

19 年度-No.45 

上ノ加江漁業協同組合 

（かみのかえぎょぎょうきょうどうくみあい） 

構成員 
男    10 名

女    15 名

平均年齢 約 60 歳

体験型観光と特産物による漁村の振興 

平成 15 年に高知県の体験型観光推進のモデル地域として指定を受け、高知県及び

中土佐町の行政の支援も得ながら経験を重ね、平成 16 年度末に上ノ加江漁業協同組

合内に体験漁業係を設立した。 
体験指導者となる組合員は、開始当初は戸惑い、何をどう話していいのか分からず

に無口であったが、ガイド講習やモニターツアーと回を重ねる毎に自信を深め、今で

は指導者としての自信と誇りが感じられる。 
体験内容として、漁師独特の係船結びや浮き玉づくりのロープワーク、季節に応じ

た釣りや網、籠漁などを行っており、漁業体験者に魚介類をとるまでの喜び・苦労な

どに関心を持ってもらうとともに、体験交流で、過疎地域にも活気を取り戻すことを

目的に活動を続けている。 
また、釣れた魚を用いた干物づくりや料理体験も好評で、19 年 4 月には漁業体験館

「わかしや」が開業し、女性グループによるレストランの運営がされている。メニュ

ーは地元のとれたての食材を使い、漁業体験のない日に開店する喫茶部門は、観光客

だけでなく地域の憩いの場としても活用されている。 
19 年 4 月には「わかしや」との連携で組合員の中から 4 軒の漁家民宿が開業するな

ど、漁業基盤を活かした新たな地域づくりの取組として、注目を集めている。 

事業の概要

主力商品・イベント 

高知県 中土佐町 
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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○一部の者だけでなく地域づくりとし

て子供から高齢者まで住民の幅広い

意識の向上、連帯を目指す。 
○経験・知恵と技、もてなしの心を持

っている高齢者を地域の貴重な資源

として、積極的な参加を促す。 
○日常生活や地域にあるものを活かし

た取組によって交流人口を増やし、

継続的な地域経済振興につなげる。 

○地域のもてなしの心と住民力 
○上ノ加江の魚介類や海草、野菜 
○魚つき保安林や漁村の風景 

鰹乃國、土佐の一本釣りの町として知られる中土佐町では、漁業不振、少子・高齢

化などによる組合員の減少など漁業を取り巻く環境が厳しくなる中、豊かな自然の中

での体験を通じて身につけてきた知識や能力を伝えることで、地域や漁業、さらには

自分に自信を持つことができるのではないかと考え、漁協組合員及び女性部員 10 名

の有志グループで地域活性化のための体験型観光の取組を始めた。 

活動の背景 

活動のポイント・効果 活用している地域資源 

〒789-1301 高知県高岡郡中土佐町上ノ加江 2574 上ノ加江漁業協同組合 
TEL 0889-54-0111  FAX 0889-54-0112 
E-mail なし 

○漁業体験の年間売上 約 100 万円

（H20 年度） 
○イベント回数 2 回（同上） 

漁業体験でしか食べることのできな

い漁村ならではの料理を提供したい。

食事の提供は現在「わかしや」のみで

行っているが、漁家民宿でもそれぞれ

が特徴のある食事を提供できるような

体制づくりを進める。 
また、漁家民宿の数を増やし、受入

体制の拡充、サービス向上を目指す。

漁協全体としても修学旅行生等、団体

客誘致に積極的な取組を進めたい。 

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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○○○苺苺苺ををを使使使っっったたたスススイイイーーーツツツ   

地元産の苺を使ったスイーツの

数々。愛情を込めて育てた苺でつく

る「苺のケーキ」は一番のおすす

め。ショーケースの中には色とりど

りのケーキが並ぶ。230 円～。 
苺を使った焼き菓子、苺ジャムなど

もあり。一部商品はネットでのお取

り寄せもできる。  

http://www.kazekoubou.net 

19 年度-No.46 

農事組合法人 苺倶楽部 

（のうじくみあいほうじん いちごくらぶ） 

構成員 
男    0 名

女    6 名

平均年齢 約 55 歳

苺農家の女性が自家産苺を使ったケーキ屋 

ケーキ作りをしたことのない苺農家の女性 8 名が専門の先生の指導のもと一年間練

習をしてケーキ作りを覚え、ケーキ屋「風工房」を構えることとなった。 
店舗は町が補助事業で建設し、それを賃貸する形式をとっており、運営は農家女性

が自ら行っている。当時は、農家の女性が経営するケーキ屋は珍しく、朝採れ苺を使

用しているということで開店以来大盛況で、平成 11 年には法人として新たに出発す

ることとなった。 
法人設立の際には、社会保険事務所や労働基準監督署といった、今まで関わったこ

とのない役所との関わりも出てきたが、その都度「手探り」で対処してきた。 
ケーキ屋開店以降、「赤字を出したらいかん」を合い言葉に、そして農業との両立

のために、それぞれが会社と家の間で大変な思いをしながらも 10 年間赤字を出すこ

とがなく運営できたのは一人一人が経営者としての自覚を持って参加していたことに

よるものである。その結果、中土佐町の風工房は県下に知れ、中土佐町の観光の一端

を担っており、最近では、県下大手量販店からもケーキ販売の依頼を受けている。 
店を支える苺農家の女性達は、今も農業と店を両立しながら、まだある地域の材料

を使った商品開発を進めている。 

事業の概要

主力商品・イベント 

高知県 中土佐町 
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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○この店の成功によって、町の交流人

口も増え、店を通じて中土佐町の良

いところ、おいしい食べ物をより多

くの人に発信できるようになった。 
○漁業者でも食事提供、体験学習がで

きる場所づくりなどの活動を始める

グループも出てきており、地域の活

性化にむけた取組の牽引役となって

いる。 

○店で使用する苺（100％自家産） 
○温泉宿泊施設と漁師おかみさん達が

開く大正市場 

昭和 60 年頃より、苺生産組合の女性部として地域のイベント等で苺をジャムやゼ

リーとして加工して販売してきた。当時より、「春先に出る規格外の苺を何とか利用

できないだろうか」と思っていたところ、平成 7 年に行政と一緒にジャム・ゼリーを

商品化しようということになり、話し合いの中で、「せっかくの苺を加工するばかり

でなく、生で食べてもらうようにしてはどうか」との意見があり、「ケーキ屋」を始

めることとなった。 

活動の背景 

活動のポイント・効果 活用している地域資源 

〒789-1301 高知県高岡郡中土佐町久礼 6782-1 
TEL 0889-52-3395  FAX 0889-52-3395 
E-mail なし 

○雇用者数（パート含む） 12 人

（H20 年度決算時） 
○年間売上 8,600 万円（H20 年度） 

生苺のない夏場の商品としてシャー

ベットの開発に取り組む。 
地元産の野菜・果物にこだわり食材

を集めることと、店がほしい野菜・果

物を作ってくれる農家のさらなる発掘

を今後も続けていく。 
町内の他の店と連携しながら町外へ

の PR を進め、地域活性化の拡大を図

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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○○○新新新鮮鮮鮮・・・安安安全全全ななな農農農産産産物物物   

新鮮で安全な農産物を生産者から消

費者へ直接販売。味噌やお菓子など

の農産加工品、「食の安全」「健

康」にこだわり、有機農産物を活用

して栄養バランスのとれた飲食メニ

ューを提供。 

HP なし 

19 年度-No.49 

鮎の里 

（あゆのさと） 

構成員 
男    1 名

女    5 名

平均年齢 約 39 歳

女性起業による地域農産物の加工・販売 

「鮎の里」には、唐津・東松浦地域の生産者が育てた新鮮な農産物をはじめ、花卉・

漬物や味噌・手づくり饅頭・お茶など様々な品目が出荷されている。生産者の登録は

400 名で、休日には 100 名の生産者が新鮮な農産物を出荷販売している。 
「地球にやさしく、体にやさしい」をテーマに活動しており、品物を売るだけでな

く、美味しい料理法を提供したり、利用者とのコミュニケーションづくりなど人と人と

のつながりを持てるようにと、飲食店の経営も手がけるようになった。 
生産者が出荷した新鮮な農産物を使った料理が自慢で、徹底して無添加にこだわり、

旬の食材を使い、季節や自然を満喫してもらえるように、手をかけ心を込めて料理やお

菓子を作るように心がけている。 
以前には、七山小学校の学級農園の取組を応援し、有機・無農薬での野菜栽培指導、

「鮎の里」の小学校コーナーでの収穫物の販売、スーパーに販売してある野菜との味の

比較、収穫した野菜を使った調理実習など、七山の野菜の美味しさや作物を育てる喜

び、収穫する喜びを体験させ、環境保全型農業を次世代に継承してきた。 
また、小学校教師、保護者で作る「語ろう会」

は、鮎の里が率先して定期的に学習会を開き、七山

の自然の中で育つ子供達ならではの知恵と感性を育

てていこうと取り組んでいる。 

事業の概要

主力商品・イベント 

佐賀県 唐津市 
食物 

交流 

循環 

女性 

情報 

創出 

知財 

人材 

取組

分野 

輸出 

参入 

244



 

○志を同じくする農家が出資して設立

し、会員農家との連携のもとに運営

され、地域の農産物の販路拡大等に

より地域農業の振興に寄与。 
○技術改良の取組は、七山村南高梅部

会と連携しており、七山村全域での

農産加工の拡大による農産物の高付

加価値化や地域農業の活性化に寄与

している。 

○旧七山村の自然景観とそれを活用し

た地域のイベント、滞在型施設、観

光農園付き宿泊施設 

農業後継者であった徳田代表が大病を経験、身をもって健康の大切さを痛感し、自

家菜園において、たい肥作りや有機栽培を行っていた。また、地区の基幹作物である

みかん価格の低迷や輸入農産物の増加など厳しい農業生産環境の中で、生産者が希望

価格を付けられない矛盾や食べ物への不安を感じていたことから、「安全でおいしい

農産物を届けたい」、「生産者がつくった作物に自らの販売価格を付けて販売する場

所を提供したい」と委託直売所「鮎の里」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 

〒847-1105 佐賀県唐津市七山仁部 1259-1 
TEL 0955-58-2526  FAX 0955-58-3158 
E-mail ayunosato@hhc.ne.jp 

○雇用者数 5 人（H21 年度） 
○年間売上 90,000 千円 
○イベント回数 2 回 

農産物の販売、食堂を通じ、地域の

農産物の販路拡大、農産物加工の拡大

による農産物の高付加価値や地域農業

の振興、活性化に繋げていく。 
また、若い女性生産者と連携し、新

品種の栽培と活用にも取り組む。 
他の女性起業グループとの交流や、

地域住民や学校等との連携もすすめ、

地域の子供達への食育活動や自然保護

活動にも積極的に取り組んでいく。 

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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○○○体体体験験験旅旅旅行行行プププロロログググラララムムム「「「松松松浦浦浦党党党ののの里里里ほほほ

んんんなななもももんんん体体体験験験」」」   

漁業体験、農林業体験、味覚体験な

ど、90 種類のプログラム。出会い、

発見、感動体験が満載。1 日最大

2,000 名の受入能力。通年実施。 

http://www.honmono-taiken.jp 

19 年度-No.50 

一般社団法人 まつうら党交流公社 

（まつうらとうこうりゅうこうしゃ） 

構成員 
男  約 400 名

女  約 400 名

平均年齢  約－歳

松浦党の里ほんなもん体験

修学旅行生の農家・漁家への民泊受入による自然環境や農林漁業等の生業に根ざす

生活文化そのものを活かした体験型観光「松浦党の里ほんなもん体験」を展開し、交

流人口の拡大による地域経済活性化に取り組んでいる。年間を通して体験受入活動を

展開するため、修学旅行に加え、個人グループ旅行の誘客活動も開始した。 
ある修学旅行のアンケートでは、ホテルではなく民家宿泊先の夕食が圧倒的に美味

しかったという結果が出ており、生徒達は「宿泊先の魚や野菜がとても美味しかっ

た」「帰りたくない」と口々に語り、保護者からは「普段会話のなかった子供が、修

学旅行の思い出を楽しそうに語ってくれ、旅先で教わった刺身を作ってくれた」など

の喜びの声がたくさん届いている。また、教師からも「たった一晩で生徒とあれほど

親しくなれるとは。」と体験民泊の高い効果に驚きの声があがっている。 
地域の生活に根ざした「ほんなもん」＝「ほんもの」の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 の受入組織が互

いに信頼のネットワークを形成し、全国に類をみない組織体制を確立している。この

ような信頼関係の中、農家や漁家を中心とした多くの女性や高齢者が参加しており、

農家・漁家ならではの経験やノウハウを活用する機会の創出につながった本取組を高

く評価している。 
人口 280 名の青島では、年間 1,000 名を超える修学旅行生が訪れ、島の活性化に大

きく寄与しており、その効果はエリア内の農山漁村地域全体に及んでいる。 

事業の概要

主力商品・イベント 

長崎県 松浦市、平戸市、佐世保市、鹿町町、江迎町 
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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○青少年の健全育成に役立っていると

いう実感、生きがいを持つことがで

き、社会貢献の喜びと誇りを得た。 
○農家・漁家である担い手が、体験型

観光で自らの経験・ノウハウを伝授

することを通じて、自信や誇りを取

り戻した。 
○収入面での効果も大きく、地元農漁

業が体験型観光と同化しつつあるほ

ど根付いてきている。 

○島や半島ならではの変化に富んだ自

然や多様な生業に根ざす生活文化 
○長崎県でも屈指の漁場と漁村 
○昔ながらの農村の営み 

私たちは、急速な経済発展によりわずか数十年の間に豊かな生活を手に入れること

ができた反面、多くの大切なものを失った。長い時間をかけて受け継がれてきた言い

伝えや食文化、農漁業における自然との共生の考え方、家族や地域社会などの人間関

係等々は、どれもが大切な宝であり、私たちの人間性を取り戻し癒してくれる。そこ

で、人間性回復の「ほんもの」の体験を提供する活動に取り組み始めた。 

活動の背景 

活動のポイント・効果 活用している地域資源 

〒859-4501 長崎県松浦市志佐町浦免 1808-1 一般社団法人まつうら党交流公社 
TEL 0956-27-9333  FAX 0956-27-9334 
E-mail www.honmono-taiken.jp 

○受入学校数 91 校（H20 年度） 
○受入人数 15,700 人（同上） 

信頼性の高い体験を提供し続けるた

め、関係者に安全・衛生・防火講習を

義務づけ、保健所や消防署の協力を得

て指導を徹底していく。また、担い手

に対して、民泊や体験学習の理念、手

法、技術などについての指導の徹底を

図る。 
当面年間 3 万人の受入を目標に、日

本一の体験観光地を目指す。 

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

247



 

○○○大大大肥肥肥ののの庄庄庄みみみそそそ   

１kg 入り 675 円、650g 入り 530
円、500g 入り 400 円。 

○○○みみみそそそ及及及びびびとととうううふふふづづづくくくりりり体体体験験験   

みそづくり体験 2 時間、とうふづく

り体験 1 時間程度のセット。月当た

り 3 回程度開催。3,000 円。 
○○○農農農業業業体体体験験験塾塾塾   

稲刈りやサツマイモ掘り等の農作業

体験等。年 5 回開催、60 人程度。5
回で 3,000 円（1 回のみ参加の場合

1,000 円）。 

HP なし 

19 年度-No.54 

大肥郷ふるさと農業振興会 

（おおひごうふるさとのうぎょうしんこうかい） 

構成員 
男    15 名

女    2 名

平均年齢 約 63 歳

多集落１農場方式と多彩な交流・ふれあい活動 

大肥郷ふるさと農業振興会は、農事組合法人大肥郷ふるさと農業振興会、農産加工部

会の「ももは工房」、乾燥調整部会の「夜明ライスセンター」を統括している。地域農

家、非農家、都市住民に参加を呼びかけ、「麦踏み大会」「農業体験塾」「小学校農業

体験学習」等の各種交流事業を開催している。参加者は年々増加し、平成 18 年度の麦

踏み大会では県内外から 600 人を超える参加者があった。参加者は地域との交流を持つ

ことで、大肥郷の産品に愛着を持ち、密接なつながりを持った顧客となっている。 
（農）大肥郷ふるさと農業振興会は、水稲、転作大豆、麦、飼料稲を作付け、収穫

物の一部は「ももは工房」、地区内にある老松酒造、学校給食向で利用されている。 
「ももは工房」は、地域で収穫された農産物を利用した味噌、きなこ、餅、とうふ

セットなどの加工品を製造している。 
乾燥調整部会は、米・麦・大豆の乾燥調整を行っており、品質の均一化、高品質

化、乾燥調整の低コスト化を図っている。 

事業の概要

大分県 日田市 

○○○麦麦麦踏踏踏みみみ大大大会会会   

2 月中旬の休日開催。麦踏み作業を

皆で実施。団子汁等の無料サービス

あり。4 時間程度。参加無料。 

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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○「ももは工房」、「老松酒造」で地

元農産物を加工し、高付加価値化と

産地ブランド化、地産地消を推進。 
○農業体験塾、麦踏み大会や加工体験

教室の開催により、都市住民との交

流を行い、大肥郷産品の顧客を増や

し、地域の活性化にも貢献。 

○農業体験塾で大肥川河川敷の川遊び 
○地域内の水田及びそこから生産され

た米・麦・大豆 

平成 7 年に「中山間地域活力創造モデル事業」を活用し、地域ビジョンを作成、平

成 9 年度から圃場整備事業に着手した。平成 10 年 9 月に地域水田農業の担い手とし

て「共同営農部会」、平成 12 年には農産加工部会として「ももは工房」、平成 13 年

には乾燥調整部会「夜明ライスセンター」が活動を開始した。このような活動を続け

る中、より永続的な集落の担い手が必要として、共同営農部会を柱に平成 15 年 9 月

に「農事組合法人大肥郷ふるさと農業振興会」が設立された。

活動の背景 

活動のポイント・効果 活用している地域資源 

〒877-0004 大分県日田市城町 1-1-10 大分県西部振興局農山村振興部 
TEL 0973-22-2585  FAX 0973-23-2219 
E-mail arikado-rieko@pref.oita.lg.jp 

○常時雇用者数 3 人（H20 年度末） 
○年間売上 34,500 千円（H20 年

度、補助金等は除く） 
○イベント回数 6 回（H20 年度） 
○味噌・豆腐づくり体験 月 3 回

（H20 年度） 

農事組合法人としては、日田市全域

を視野に入れた広域的な事業を展開

し、農作業時期のずれを利用した効率

的運営と受益地の所得向上を図る。 
また、ふるさと農業振興会として

も、将来的に農家民泊等を含めたグリ

ーンツーリズム活動、野外教育活動を

ますます進めていく。 

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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○○○木木木材材材産産産地地地ツツツアアアーーー   

諸塚の木材生産現場の見学だけでな

く、村内での行事（夜神楽、村民文

化祭、地元の祭り）を組み合わせ、

山村文化を楽しみつつ、都市と山村

に住む住民同士の交流を楽しむツア

ー。 

http://www.vill.morotsuka.miyazaki.jp/ 
01home_f.htm 

19 年度-No.56 

諸塚村産直住宅推進室 

（もろつかそんさんちょくじゅうたくすいしんしつ）～ 
構成員 

男    15 名

女    0 名

平均年齢 約 45 歳

諸塚村産直住宅

木材などの森林資源や自然、都市と山村との交流を通じた山村文化の再評価によっ

て、山村の人々が自信を持って生活して行く基盤を作るエコビレッジ諸塚プロジェク

トをベースに活動を行い、自然素材を使った家づくりの提案や、体験交流ツアーなど

地域資源、地場の素材を活用したエコビレッジイベントを企画し、人にも、地球にも

優しい生活提案型の交流運動の展開を図っている。 
諸塚村役場内に設置されている「産直住宅モデルルーム」は、山村から発信する環

境共生型自然派住宅。地元木材を中心に、ほんものの自然素材を使った本来の家づく

りを提案している。 
「森林と住まいのセミナー」は、福岡、熊本、宮崎で実施。都市と山との交流事業

のひとつで、これからの家づくりと環境保全をメインテーマとして、自然を生かした

諸塚村の村づくりを通して、山村から都市に情報発信することを狙いとしている。 
「木材産地ツアー」は、諸塚の木材生産現場の見学はもちろん、都市と山村との交

流によって、夜神楽、文化祭、地元の祭り等の山村文化も楽しむツアーである。九州

各地の都市住民に呼びかけて、平成 17 年度末までで通算 40 回実施し、述べ 1,000 人

以上の参加者を得ている。 
これらの活動の積み重ねによって、地域の人々が自らの地域社会を研究し、自らの

未来を自ら創造することを最終目的としている。 

事業の概要

主力商品・イベント 

宮崎県 諸塚村 
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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○需要にあったものを適正な価格で生

産する生産者の原点に戻るととも

に、建主は、優良な素材が確実に手

に入ることにより、小さくても自立

した地域経済が成立する。 
○都市と交流し意見交換することで山

村文化の再評価が得られ、外部から

評価されることで自信を持って仕事

や生活、祭りなどに取り組める。 

○木材、木材加工センター、モデルハ

ウス、シイタケ生産施設など 
○夜神楽、文化祭、春祭り、秋祭り 
○ログハウス、民宿、温泉施設など 

「諸塚村」、「耳川広域森林組合諸塚木材センター」、森林作業の第三セクター

「ウッドピア諸塚」の共同プロジェクトで、平成 8 年度から産直住宅への活動をスタ

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 

〒883-1301 宮崎県東臼杵郡諸塚村家代 2683 
TEL 0982-65-1116  FAX 0982-65-0032 
E-mail t.yabusa@morotsuka.jp 

○イベント回数 2 回（H20 年度） 
○木材産地ツアー 6 回（同上） 
○家づくりセミナー 2 回（同上） 
○視察受入 3 回（同上） 
○産直住宅見学会 2 件（同上） 

山村の環境に優しい森と都会の人に

優しい家づくりを積極的に繋げ、グロ

ーバルスタンダードに則った自立した

小さな経済評価システムを山村から情

報発信していく。 
また、諸塚村の森林のほとんどが森

林認証制度のもとで環境保全とトレイ

サビリティーを確立していることを活

かし、カーボンオフセット制度を利用

した家づくりシステムを構築する。 

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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http://www.gejibe.com 

19 年度-No.58 

げじべえの里管理組合 

（げじべえのさとかんりくみあい） 

構成員 
男    7 名

女    4 名

平均年齢 約 52 歳

集落で立ち上げた直売所 ～観光地を生かした 

生産販売活動の拠点づくり～

「げじべえの里千尋販売所」は集落全戸の代表を組合員とする「げじべえの里管理

組合」により運営されており、補助金に頼らず建設から運営まで全て自力で行われて

いる。この販売所は地区内に新たな雇用を生みだし、その運営に多くの意見を取り入

れるため、管理組合の理事には女性や I ターン者を積極的に登用している。 
商品の中でもかごしまブランドに指定された「屋久島たんかん」は特に好評だった

ことから通信販売を始め、販売量は年々増加している。若手後継者を中心に開発され

たオリジナル商品も販売されており、規格外の完熟たんかんで作ったジュースはたん

かんの濃厚な甘みと酸味が味わえると好評である。また、集落を訪れた人々が、屋久

島の山の神々に願いを託せるように、地区にあるフクの木を使った「岳参り祈願の絵

馬」の作成・販売も行っており、願い事が書かれた絵馬が数多く奉納されている。 
地域住民向けの直売所として集落の中心部に「はらの里やまんこ売店」も設立し

た。この売店を運営する協働会社「原の里」は、「げじべえの里」管理組合の通販業

務も受託しており、「げじべえの里」との連携を図っている。 
県の伝統野菜として「かわひこ」を登録し、その普及と販売にも取り組んでいる。 
販売所や通信販売を通して、消費者の声を身近で聞くことができるだけでなく、屋

久島の魅力を発信するアンテナショップとしての機能も備えるようになってきた。 

事業の概要

鹿児島県 屋久島町 

○○○ぽぽぽんんんかかかんんん、、、たたたんんんかかかんんん   

ぽんかんは 12 月、たんかんは 2～3
月。贈答用 5kg 化粧箱入り L サイズ

でいずれも 2,700 円。贈答用 5kg 化

粧箱入り M サイズは 2,000 円。家庭

用 10kg 段ボール入り L サイズは

3,400 円。家庭用 10kg 段ボール入

り M サイズは 2,600 円。 

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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○増加する島外からの移住者が地域に

とけ込み、移住者も含め地区民全員

がむらづくり活動に積極的に参加し

てもらえるよう集落便り「げじべえ

の里」を発行して、情報の共有化を

図ったり、話し合い活動や様々な行

事を通じて、地区民が一人でも多く

参加できるよう創意工夫しながら、

むらづくり活動が進められてきた。 

○千尋の滝 
○屋久島特産のぽんかん、たんかん、

パッションフルーツ 
○U・I ターン者 

平成 5 年、屋久島の世界遺産登録をきっかけに観光客が増え、原地区内にある美し

い景観の「千尋の滝」を訪れる人も増加していた。地区では「観光客が記念写真を撮

って帰ってしまうだけではもったいない、地の利を生かそう」と声があがり、平成 8
年に「千尋開発建設委員会」を立ち上げ、検討を重ねた結果、平成 15 年に観光客を

顧客にした地区の核となる販売所「げじべえの里千尋販売所」を設置した。 

活動の背景 

活動のポイント・効果 活用している地域資源 

〒891-4403 鹿児島県熊毛郡屋久島町原 367-1 
TEL 0997-47-3836  FAX 0997-47-3836 
E-mail info＠gejibe.com 

○雇用者数 5 人 
○年間売上 24,853 千円 
○集落産業振興等の広報活動 1 回 
○売上のうち通販売上 3,390 千円 

女性や若手後継者、I ターン者等の

意見を取り入れて、新たな商品の開発

を行って販売していく。また、農家・

非農家の枠を超えた地域一体の自立し

たむらづくりを今後も継続し、げじべ

えの里千尋販売所の活性化、そして集

落の活性化へとつなげていく。 

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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○○○各各各種種種講講講演演演、、、体体体験験験活活活動動動   

中学校職場体験、高校インターンシ

ップ、小学校総合学習、農林高校体

験、母親と女教師の会講演と体験、

北部農業士会講演、九州地区学校、

栄養士沖縄料理体験と講演、生活研

究会体験。食育、グリーン・ツーリ

ズムを兼ねている。食育ボランティ

ア推進委員でもある。 

http://www.eminomise.com/ 

19 年度-No.59 

笑味の店 

（えみのみせ） 

構成員 
男    3 名

女    6 名

平均年齢 約 42 歳

おじぃ・おばぁの智恵を生かした地域ブランドづくり

店の看板メニューである「長寿膳」には、強い個性を放つ島野菜の魅力を味わえる

15 種類以上の料理を詰めている。店の経営に際しては、村内の高齢者や若い女性を雇

用しているほか、WWOOF 制度に登録し、全国、外国からも研修生を受け入れてい

る。長寿の村に若い人材が入ることは、店、高齢者、村民、研修生それぞれの刺激と

なっている。外国のお客さんも増えてきたので、英語の資料も作っている。 
また、村の特産品であるシークヮーサーに早くから着目し、村民がもっとその価値

を認識するようにと、新商品開発に取り組んだ。絞ったエキスで伝統菓子・アガラサ

ーを作ろうと試み、試行錯誤を重ねる中で搾汁残さ物を用いる方法を発見し、これに

よりアガラサーの他、シークヮーサーの爽やかな香りと色を生かした多くの製品が生

まれた。この製法は平成 19 年度に特許を取得している。 
最近ではシークヮーサー果汁やウコン、ニンニクなどをブレンドした調味タレ「笑

味タレ」（平成 18 年に商標登録）が全国に流通するようになった。これは口コミで

評判が広がったもので、全国にファンが広がりつつある。 
食育とグリーン・ツーリズムも積極的に推進しており、店舗隣に体験施設を整備

し、県内外、老若男女を問わず、収穫や料理の体験教室を実施している。 

事業の概要

主力商品・イベント 

沖縄県 大宜味村 
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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○ツアー旅行者と村の高齢者が長寿弁

当を一緒に食べ、ふれあう機会を設

けている。食後には、地元高齢者が

ガイド、司会、接客を担当し、畑や

集落の散策を行うなど、地元住民な

らではのもてなしがツアー客に好評

を得ているとともに、高齢者の雇用

創出、生きがいにもなっている。 

○シークヮーサー、島野菜などの農産

物 
○店のまわりでとれる魚介類、海草や

山菜 

元々は名護出身で学校管理栄養士をしていた店主が、世界有数の長寿の村である大

宜味村に移住し、地元の元気な「おばぁ」たちと交流を深める中、地域で守られてき

た島野菜、郷土料理の良さを伝え残したいという強い思いから平成 2 年に「笑味の

店」を開店した。 

活動の背景 

活動のポイント・効果 活用している地域資源 

〒905-1305 沖縄県国頭郡大宜味村大兼久 61 
TEL 0980-44-3220  FAX 0980-44-3220 
E-mail emi-mese@mco.ne.jp 

○雇用者数 4 人（H20 年） 
○年間売上 19,530 千円（同上） 
○イベント回数 7 回（H21 年） 
○メディアへの登場 テレビ数回、雑

誌数回、新聞数回（同上） 

島野菜を使った加工品など、医食同

源を生活の中で力強く実践してきた村

の「おばぁ」たちの暮らしと智恵を伝

える商品開発を目指している。長寿と

いう財産を、次の世代につなげていく

ことを目指して活動を続けていく。 
また、商品の内容量を少なくし、新

しい容器なども検討していく。 

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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