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20 年度-No.01 

構成員 
男   名 
女   名 
平均年齢  約歳 

「砥山農業小学校～八剣山の麓で学ぶ農業・農村」

① 砥山農業小学校の開設 
 平成 15 年から毎年（5 月～10 月、毎月１回）、クラブを構成する農家が先生とな

り、都市の学童と家族を対象に果樹や野菜の農作業等を通じた学習会を行っている。 
学習会は、りんごやさくらんぼの花摘み、摘果、収穫や野菜の植付、観察、収穫、

加工など、バラエティに富んだ内容となっている。 
② 八剣山さくらんぼ祭の開催 
 地域の果樹生産を多くの都市住民に知ってもらうため、平成 14 年から毎年、「さ

くらんぼ祭」を開催している。 
さくらんぼ狩り、農産物、加工品の直売、さくらんぼの種とばし競争などが行わ

れ、年々規模が拡大し、現在の来場者数は 4,500 人となっている。 
③ ボランティアグループ等との連携 

地域農業を支援するボランティアグループ「八剣山発見隊」（構成員の多くは非農

家である都市住民）、札幌市、北海道石狩農業改良普及センターと連携し、砥山農業

クラブのイベントに関する広報活動等を進めている。 

事業の概要
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砥山農業クラブ 

（とやまのうぎょうくらぶ） 
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砥山地区は札幌市の中心部から車で 40 分程度の八剣山の麓に開けた地域で、自然

豊かな景観を有する地域である。 
地域を一体的につなぐ「八剣山トンネル」が開通したことで地区内の農業者間の往

来が自由にできるようになったことを契機に、平成 12 年、農産物の高付加価値化や

市民を招き入れた新しい農業経営の確立を目的に 8 戸の農家で「砥山農業クラブ」を

設立した。 

活動の背景 

○果樹や野菜等の農産物 
○自然環境 

活用している地域資源 

〒061-2275 〒061-2275 札幌市南区砥山 84 番地 
TEL 011-596-2694  FAX 011-596-2694 
E-mail setosyujp@ybb.ne.jp 

連絡先

○砥山農業小学校 
 年 6 回、参加者 56 人 
○さくらんぼ祭来客者数 
 4,000 人 
※いずれも平成 19 年度 

活動規模 

菓子製造業者と連携した地場産農産

物（イチゴ）の活用を検討する組織

（イチゴクラスター）の設立や、桜の

植樹や河川の清掃等の地域の自然環境

保護や景観づくり、温泉旅館から出さ

れる生ゴミを堆肥化し、その堆肥を利

用して生産した農産物を温泉旅館に提

供するという地域内資源リサイクルを

進めている。 

また、安全・安心な農産物の生産地

を目指して地区内の農家全員がエコフ

ァーマー取得の予定になっている。 

今後の展開 

○札幌市民の本地区に対する認知度が

高まり、多くの市民が訪れるように

なったことで、地域が活性化すると

ともに、札幌市民と農家の相互理解

の関係が構築されてきている。 

○食育活動が札幌市の農業・農村や地

産地消に対する認識を高めている。 

○農業・農村の理解の促進につながる

活動に伴い、農業に対する応援団の

育成も図られている。 

活動のポイント・効果 

○○○砥砥砥山山山農農農業業業小小小学学学校校校   

○○○さささくくくらららんんんぼぼぼ祭祭祭  

主力商品・イベント 

農地

自然

景観

伝統

観光

工芸

特産

 

活用

資源
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HP なし 

20 年度-No.02 

沼田町ホタル研究会 
（ぬまたちょうほたるけんきゅうかい） 

構成員 
男   30 名 
女   20 名 
平均年齢 約 65 歳 

沼田町にホタルを呼び戻そう

① ホタルを呼び戻す活動 
 町内の河川・ダム・排水路の水質・水温・地形等のデータ収集、ホタルの幼虫の

餌となるカワニナ・タニシ・モノアラガイの調査を行い、町内で採取したヘイケホ

タル 100 匹とカワニナ・タニシを 2 年間飼育実験し、観察してきた。 
 その後、人工池・人工水路・ホタル研究室を造り、飼育管理と人工繁殖を本格的

に進め、毎年、幼虫を沼田町の幌新地区北部（「ほたるの里」）に放流し続けるこ

とで、自然繁殖に成功した。 
ホタルは年々増え続けており、夏には美しく幻想的な世界を作り出している。 

② 内外の学校の環境学習 
ホタルを観せ、ホタルは水のきれいな自然環境でしか住めない話をし、ホタルを

通して自然環境の大切さを伝えている。 
③ 内外のホタルや自然環境の活動団体への指導・講演・セミナー 

繁殖・飼育の指導はもとより、幼虫の提供も行い、指導・講演・セミナー等につ

いて積極的に出席し、自然環境との共存の重要性を訴えている。 
④ ホタル観賞会等のイベント 

毎年 7 月に札幌で行われるイベント「カルチャーナイト」に参加して「ホタル観

賞会」を開催し、都会の子どもたちにホタルを観せている。また、「ほたる祭り」

や道内外から来られるホタルの視察、夏休み期間の学童を対象とした体験学習にも

対応している。 

事業の概要
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〒078-2202 北海道雨竜郡沼田町南 1 条 4 丁目 
TEL 0164-35-2030  FAX 0164-35-2030 
E-mail なし 

連絡先

○ホタル 
○自然環境 

昭和 30 年頃から河川改修事業等が盛んに行われ、さらに化学肥料や農薬の使用も

あり、気がつくとたくさんいたホタルが全くいなくなってしまった。 
そこで、かけがえのない郷土沼田町の自然を 21 世紀に生きる子供達に残したい、

人もホタルも住める地域を作ろうと「沼田町にホタルを呼び戻す」活動が始まった。 

活動の背景 

活用している地域資源 

○幼虫等の放流：5 回 
 ホタルの幼虫やカワニナの放流 
○来訪者ガイド：20 回 
○飼育指導・講演：12 回 
○環境学習講師：4 回 
 小・中・高校における講師 
※いずれも平成 19 年度 

町内のどこの田んぼでも、ホタルが

飛び交う町にしていく活動を町民と一

緒に続けていく。 
その上で、環境教育、幼虫の繁殖、

幼虫の提供、幼虫の飼育や飼育指導な

どを進めるとともに、ホタルが飛び交

うきれいな水の田んぼや畑からホタル

ブランドとして、より安全なお米や野

菜を消費者へ届ける。 
また、人とホタルが飛び交う沼田町

から環境の大切さを、北海道はもとよ

り全国へ広げていく。 

活動規模 

今後の展開 

○○○来来来訪訪訪者者者ガガガイイイドドド   

○○○ホホホタタタルルルににに関関関すすするるる飼飼飼育育育指指指導導導・・・講講講演演演   

○○○環環環境境境学学学習習習   

○○○ほほほたたたるるる祭祭祭りりり   

○○○ホホホタタタルルル観観観賞賞賞会会会   

主力商品・イベント 

○北海道内で初めて「ホタル保護条

例」が制定され、農薬の使用低減、

より安全な農産物の提供につながっ

ている。 
○学校の環境学習の授業において、わ

かりやすい題材であると、生徒や先

生に好評である。 
○「ほたる祭り」の知名度上昇ととも

に、多くの人々が訪れ、観光地とし

ても賑わいを見せている。 
○都会での「ホタル観賞会」の開催を

通じて、「ほたる学習館」に訪れる

人が増えている。 
○ホタルの飼育室や発光模型、ビデオな

ど楽しくホタルの学習ができる「ほた

る学習館」が、子どもたちの体験学習

の場として活用されている。 

活動のポイント・効果 

農地

自然

景観

伝統

観光

工芸

特産

 

活用

資源
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○○○明明明治治治オオオーーーガガガニニニッッッククク牛牛牛乳乳乳   

   ・有機飼料を給与した、環境に配慮した完全有機牛乳 
 ・主に道内で発売されており、道外では｢幻の牛乳｣となっている 
 ・400 円/㍑ 

無農薬・無化学肥料により生産した粗飼料をもって有機牛乳の生産販売を目指し、

5 戸の酪農家で「オーガニック牛乳」の販売を開始。 
① 環境（自然）にやさしい「循環型酪農経営」を推進 
 乳牛の排泄物は、適切な処理施設で堆肥化され、農地に還元することにより、環境

にやさしい「循環型酪農経営」を行っている。 
② 自給飼料による有機栽培の取組 
 無農薬・無化学肥料による粗飼料の生産を目指し、土壌分析や研修会、試験栽培を

行い、平成 16 年に有機農産物に係る日本農林規格（JAS）のほ場認証を取得した。 
化学肥料や除草剤等を一切使用せず、堆肥や JAS 有機基準に適合した土壌改良資材

を 100％使用し、牧草とサイレージ用とうもろこしの有機栽培を行っている。 
③ 人にやさしい安全・安心な牛乳の供給 
 平成 17 年より農場 HACCP の手法を導入し、生産工程の確立と履歴の記帳を徹底

し、オーガニック牛乳を提供する際の情報開示を可能とする体制を整え、飼養管理・

衛生面においても安全・安心な牛乳の供給に向けた取組を行っている。 
④ JAS 有機牛乳の国内第 1 号として製品化 
 平成 18 年 5 月、「有機畜産物（有機飼料）生産工程管理者」として有機畜産物の

認証を取得し、9 月には津別町産の「オーガニック牛乳」が JAS 有機牛乳の国内第 1
号として製品化され、販売が実現した。 
⑤ 有機栽培による飼料作物の収量の安定化 
 飼料作物の有機栽培は、収量の減収が大きな問題であったが、土壌診断に基づく土

づくりや経年草地へのマメ科追播などに取り組み、慣行栽培に比べ遜色のない収量が

確保されるようになっている。 

HP なし 

20 年度-No.03 

津別町有機酪農研究会 

（つべつちょうゆうきらくのうけんきゅうかい） 

構成員 
男    11 名

女    18 名

平均年齢 約 45 歳

人・牛・環境にやさしいオーガニック牛乳の生産 

事業の概要

北海道 津別町 

主力商品・イベント 
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農地

自然

景観

伝統

観光

工芸

特産

 

活用

資源

〒092-0235 北海道網走郡津別町字幸町 41 津別町産業課農政グループ 
TEL 0152-76-2151  FAX 0152-76-2976 
E-mail shinohara-hiroyoshi@town.tsubetsu.lg.jp 

連絡先

○乳牛 
○堆肥（乳牛の排泄物） 

津別町は総面積の 86％が森林で、扇状に広がる河川沿いに農業集落が形成される典

型的な中山間地域で、畑作を主体とした地域である。酪農経営では土地条件から農地

の集約や規模拡大が難しく、1 戸当たりの飼養規模も北海道酪農の平均規模からみて

も小さい経営体が多く、従来から単位当たりの収量や個体乳量の向上を主眼とした経

営展開が行われてきた。このため、個体乳量は向上したものの一方では輸入飼料依存

型の経営体が増加した。 

活動の背景 

活用している地域資源 

○生乳生産量 
 1,429 トン 
○乳牛飼養頭数 
 229 頭（成牛）、178（育成牛） 
※いずれも平成 19 年度 

国の地域有機農業推進事業（モデル

タウン事業）の指定を道内 2 地区のう

ちの一つとして受け、津別町有機農業

推進協議会を耕種農家及び関係機関と

設立し、津別町の有機農業の拡大のた

めに、取組を進めている。 
さらに、廃用牛を活用した有機牛肉

を初出荷し、国内大手食肉加工業と連

携し、製品化に向けて取組を開始。 
これとあわせて、肥育牛の導入も検

討している。 

活動規模 

今後の展開 

○酪農体験塾「だいち」を開催し、地

域住民との交流、特に小学生を対象

にした乳搾り、ヨーグルト作り、乗

馬体験などを継続して行っている。 
○「ゆめの里フェスティバル in 山田

牧場」を毎年 8 月に開催。自家生産

牛肉を提供する等、地域住民との交

流の場になっている。 
○輸入飼料の価格変動に対して強い。 

活動のポイント・効果 
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20 年度-No.04 

奥松島体験ネットワーク 

（おくまつしまたいけんねっとわーく） 

構成員 
男    24 名

女    1 名

平均年齢 約 50 歳

奥松島体験ランド 海と自然の地域づくり 

宮城県奥松島の有する農林漁業や観光資源と、伝統文化を有機的に組み合わせた複

合型産業を創設し、都市等との交流人口の増大に努め、地域産業の振興を図ることを

目的とし、奥松島宮戸地区の居住者 25 名で構成されている。 
年間の主な活動時期は 5 月～11 月までであるが、宿泊客や県外からの修学旅行生を

中心に、以下のような体験活動を行う観光客が年々増加している。 
近年では、北海道、関東圏の小・中学校から教育旅行の目的地としての需要が高ま

り、取組実績も増加している。 
① 野外での体験メニュー 

操船体験、船釣り体験、磯釣り体験、こだわり船釣り体験、刺網漁体験、かご漁体

験、定置網漁体験、海苔収穫体験、地曳き網体験、潮干狩体験、ウミネコの餌付けと

洋上遊覧体験、ロープワーク体験、トレッキング体験、農業体験、マレットゴルフ体

験、シーカヤック体験 
② 屋内での体験メニュー 

料理体験、お茶会体験、座禅体験、和太鼓体験、工芸体験 
③ 奥松島縄文村歴史資料館での体験メニュー 

貝塚めぐり、火おこし、勾玉作り、アクセサリー作り、土器作り、釣針作り 

事業の概要

○○○操操操船船船体体体験験験   

 奥松島の風光明媚な景色を堪能しながら大海原を操船できる。（通年、1,500 円） 
○○○かかかごごご漁漁漁体体体験験験   

季節により、収穫できるものは様々。漁獲物は持ち帰り可能。また、バーベキュー

として昼食に提供することも可能。（通年、1,500 円） 
○○○トトトレレレッッッキキキンンングググ体体体験験験   

 奥松島にある大高森は多くのウォーキングコースがあり楽しめる。また、山頂から

眺める景色は絶景。（通年、500 円～1,000 円） 

主力商品・イベント 

宮城県 東松島市 
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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〒981-0412 宮城県東松島市宮戸字月浜 16 番地 1 
TEL 0225-88-4141  FAX 0225-88-2175 
E-mail kaminoie@rose.ocn.ne.jp 

○日本三景松島 
 奥松島地域は松島の外洋部に位置 
○嵯峨渓 
 日本三大渓の一つ 
○史跡と伝統行事 
 ・「里浜貝塚」：縄文時代前期から

弥生時代中期にかけての集落跡。

日本最大級の規模。 
・国指定重要無形文化財「えんずの

わり」：毎年小正月に行われる鳥

追行事 など 
○豊かな観光資源 
 「東北の伊豆」とも呼ばれ、漁業、

観光、農業が盛ん。 

観光構造の変化に伴い、レジャー型から体験型（グリーン・ツーリズム）に向けた

動きが加速し、奥松島宮戸地区として、その変化に対応する必要性を認識しながら検

討を重ねた結果、これまで個々に対応してきた体験型観光をブルー・ツーリズムとし

て位置づけながら対応していくためのネットワークの構築が必要だとの認識に立ち、

東松島市（当時鳴瀬町）、東松島市観光協会（当時鳴瀬町観光協会）、地域観光業者

の 3 者による体制づくりを行うこととした。 

活動の背景 

○年間売上 5,000 千円（平成 21 年 9
月末現在） 

○体験者数 
 2,256 人（平成 20 年度） 

○さらに旅行者や小・中学生の体験者

を増やしていくために、体験メニュ

ーの充実、PR 活動を推進。 
○旅行会社への誘致活動を進め、多く

の旅行者の受入を図る。 
○子ども農山漁村交流プロジェクトの

推進。 

活動規模 

今後の展開 

○奥松島の有する自然と宮戸地区の歴

史文化、観光資源を最大限に活用。 
○地域に根ざした活動を効率的に実施

することを第一に考え、行政などか

らの支援は最小限に留め、自立した

立場で活動を実施。 
○体験メニューは、旅行者に対して自

然の癒し等を提供するだけでなく、

市の魅力を県内外にアピールする場

となっている。 

活動のポイント・効果 活用している地域資源 

連絡先

農地

自然

景観

伝統

観光

工芸

特産

 

活用

資源

263



 

○○○春春春ののの山山山菜菜菜   

 4 月下旬開催「山の幸感謝祭」では山

菜汁や草餅をサービス 
○○○夏夏夏野野野菜菜菜：：：高高高原原原大大大根根根、、、ホホホウウウレレレンンンソソソウウウなななどどど   

 7 月下旬の土産センターオープン祭で

は、自慢のワサビセット特売あり 
○○○おおお盆盆盆ののの花花花セセセーーールルル   

○○○秋秋秋ののの野野野菜菜菜等等等：：：大大大根根根、、、白白白菜菜菜、、、ネネネギギギ、、、ニニニンンン

ジジジンンン、、、キキキノノノコココ各各各種種種   

 10 月下旬の収穫祭では、越冬野菜の半

額セールあり 

http://www.town.kami.miyagi.jp/yakurai-
shinkou/products/dosancenter.html 

20 年度-No.05 

農事組合法人 やくらい土産センターさんちゃん会 

（のうじくみあいほうじんやくらいどさんせんたーさんちゃんかい） 
構成員 

男   30 名

女   180 名

平均年齢 約 67 歳

女性達が切り開いた新たな経営参画

地域の女性が「町のお土産、採りたての農林産物」を販売する施設の設置を町へ要

望し、その願いが叶い、平成 6 年に直売施設「土産センター」が整備され、その利用

組織として「さんちゃん会」（平成 14 年に農事組合法人化）が結成された。 
会の名称は、かあちゃん、ばあちゃん、じいちゃんが構成員である“さんちゃん”

と、太陽の SUN（サン）をいっぱい浴びた新鮮野菜を販売する、太陽のように燦々

（さんさん）と光り輝くように、という願いが込められている。 
全国に直売所が増加し競争が激しくなる中、宮城県における先駆者として奢ること

なく前へ進むため、チャレンジを続けているだけでなく、安定的な売上の確保に向

け、仙台市内のデパートへ週一回の出張販売を実施したり、消費者の物と心の満足を

目指した手作りのイベントを実施している。 
こうした新たな取組を行いながらも「さんちゃん会」のモットーは設立当初から変

わらず「新鮮・安心・安い農林水産物の提供」であり、消費者が安心して食べられる

商品作りと管理に知恵をしぼり、「旬のもの」を中心に笑顔の絶えない楽しい直売所

づくりを目指している。 

事業の概要

主力商品・イベント 

宮城県 加美町 
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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農地

自然

景観

伝統

観光

工芸

特産

 

活用

資源女性たちの活躍が地域に新しい風を吹き込むことになったきっかけは、昭和 50 年

代に実施した女性たちによる地域の生活環境点検であった。 
それまで美点などないと思っていた自分たちの住む地域の身近な自然の素晴らしさ

や文化の深さなどに気づき「暮らしの楽しみ方や生産活動があるともっと違う地域に

なる、将来自分たちの子どもが夢を持って暮らせるような地域づくりを自分たちの手

で出来ないだろうか」と活動が始まった。 

○「薬莱山」と地域の豊かな自然 
○農林産物直売施設「やくらい土産セ

ンター」 
○山の幸の販売施設「山の幸センタ

ー」 
○女性起業家 
○伝統野菜：小瀬菜大根 

活用している地域資源 

〒981-4375 宮城県加美郡加美町字味ヶ袋薬莱原 1-67 
TEL 0229-67-3011  FAX 0229-67-3313 
E-mail なし 

○売上：2.5 億円（平成 20 年度） 
○土産センター来客数： 

237,364 人（平成 19 年度） 
○さんちゃん会交流： 

25 回（平成 19 年度） 
 視察、講演等受入対外交流回数 
○イベント回数： 

3 回（平成 21 年度） 

後継者育成のため、会員による開放

講座の開催など地域の誰もが気軽に参

加できる講習会を計画。 
産直施設のデコレートやアレンジ等

について、大学と連携し、学生の知恵

や感性を取り入れたいと考えている。 

連絡先

活動規模 

今後の展開 

活動の背景 

○女性が主体的に生産、販売に関わ

り、経済活動を行っている。 
○視察の受入や講演を通じて、県全体

の農業振興にも大きく寄与。 
○女性起業家を生み出すとともに、野

菜や花きなどの園芸を地域に定着さ

せ、若者の就農につながっている。 
○直売施設が核となり、グリーン・ツ

ーリズムへの取組が始まり、点でし

かなかった活動が線や面でつながり

地域全体へ広がっている。 

活動のポイント・効果 

265



 

○○○リリリンンンゴゴゴオオオーーーナナナーーー（（（木木木ののの手手手入入入れれれ、、、花花花摘摘摘みみみ、、、収収収穫穫穫等等等）））   

 １組当たりリンゴ 30kg のお土産付き、15,000 円 
○○○米米米づづづくくくりりり（（（田田田植植植えええ～～～収収収穫穫穫）））   

 １回の作業は約 4 時間、昼食と季節のお土産付き、3,000 円 
○○○ピピピザザザづづづくくくりりり（（（野野野菜菜菜等等等ののの作作作付付付、、、収収収穫穫穫、、、ピピピザザザ窯窯窯でででのののピピピザザザ焼焼焼ききき）））   

１回の作業は約 5 時間、地元食材を使ったピザと季節のお土産付き 3,000 円 
○○○ブブブルルルーーーベベベリリリーーーオオオーーーナナナーーー（（（平平平成成成 222222 年年年度度度かかかららら実実実施施施予予予定定定）））  

http:// www.net1.jway.ne.jp/yumehn/ 

20 年度-No.07 

夢ひたちファームなか里 

（ゆめひたちふぁーむなかさと） 

構成員 
男    0 名

女    7 名

平均年齢 約 55 歳

農業体験から広がるつながりの輪

 会員制農家民宿「なか里」は、古民家を改修したもので、周囲の自然を生かし四季

を通じた米づくりや山菜採り、魚獲り、りんご狩り、そば打ち、ピザの窯焼き、地場

産の野菜を使った料理や加工品づくり、わら・竹細工づくりなどの体験ができる。 
日立市内外の家族や個人のほか、地域の幼稚園児、児童、生徒の農業体験学習も受

け入れて、播種から収穫までの一連の農業体験を通じて、野菜嫌いだった子どもが自

分で育てた野菜をおいしく食べられるようになる姿も見られる。 
また、後継者不足で維持できなくなった果樹園などを借り上げ、オーナー制を導入

し、リンゴの栽培を維持したり、ぶどう畑の手伝い（援農）を行うなどの耕作放棄地

対策や定住や二地域居住を希望する人たちの長期滞在受入にも取り組んでいる。 
果樹園の作業は会員が農家の指導を受けながら行っているほか、地元の福祉作業所

との連携により作業の一部を委託している。 

事業の概要

主力商品・イベント 

茨城県 日立市 
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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廃業した果樹園や、手入れが行き届

かなくなった農地が地域にまだ多くあ

るため、農作業の受託と援農をさらに

拡大していくほか、後継者組織を育成

し、新規就農の後押しを進める。 
ピザ焼きが好評であることを受け、

原料を全て地元産にこだわった米粉ピ

ザの体験・販売を行う。 
都市住民と地域の交流や二地域居

住、定住準備を支援する。 
大学生等との連携によるリンゴのド

ライフルーツやチャチャルガンのお茶

などの商品開発を検討する。 

○体験メニューの豊富さとスタッフや

地域住民の温かさが人気となり、利

用者が増加している。 
○耕作が継続できなくなった畑や果樹

園を活用し、都市住民や子供たちに

農業体験や自然体験をさせる場とし

て蘇らせ、収穫物はそのまま、ある

いは加工して付加価値を高めて販売

し、活動資金に充てている。 
○都市と農村の交流人口が増加し、地

域に賑わいをもたらしており、退職

後、活動に参加する住民も出てきて

いる。 

○地元産農産物、果樹、山菜 
○里山（自然）、里川、昆虫 
○繭玉鳥追い祭り（伝統行事） 
○漬物、みそ、ジャム、ジュース（地

元産品加工） 
○わら・竹細工、炭焼き、豆腐づく

り、手打ちそば、こんにゃくづくり

（伝統技術） 

活用している地域資源 

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町 978-6 茨城県農林水産部農村環境課 
TEL 029-301-4264  FAX 029-301-4269 
E-mail yu_sakai@pref.ibaraki.lg.jp 

○売上：834,740 円（H19） 
 リンゴオーナーや農家民宿の開始に

伴い、売上が急増 
○来客数：1,558 人（H20） 
○イベント回数：12 回（H20） 
 田植え、ドロリンピック、収穫祭等 
○イベント参加者：869 人（H20） 

連絡先

活動規模 

今後の展開 

活動のポイント・効果 

中里地区は、日本の原風景と言うべき静かな佇まいが広がる地域であるが、人口の

減少、農業従事者の高齢化に伴い、観光農園の廃業や耕作放棄地が増えている。 
その現状を打開するため、平成 9 年に地域の女性達 8 人が集まり、耕作放棄地を利

用し、市内の幼児を対象に芋掘りなどの農業体験をさせる会を発足させた。 

活動の背景 

農地

自然

景観

伝統

観光

工芸

特産

 

活用

資源
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HP なし 

20 年度-No.08 

有機アクションプラットホーム 

（ゆうきあくしょんぷらっとほーむ） 

構成員 
男    4 名

女    1 名

平均年齢 約 55 歳

今こそ 有機アクションで立ち上がろう 

平成 19 年に茨城大学農学部と立ち上げたオーガニックリサーチファームを拠点に

して、横浜市民、特に団塊の世代に参加を呼びかけるための有機型農業塾を開催し、

学習と実践をアグリツアーとして実施するほか、横浜市民を対象に、つくば市や阿見

町の風土や生活文化、農のある生活を取り込んだ癒しツアーとしても実施している。 
 発酵もみがらで多様な微生物が棲む元気な土になった田畑に触れることが、田畑の

本来の姿に触れることであり、そこから収穫される野菜こそが、昔我々が食べていた

本来の野菜である。 
この、本来の地産地消の経験、本来の食と農の気づきとなるような地域間交流の実

現に取り組んでいる。 
横浜開港 150 年祭とつくば市にある多数の研究機関とを結び、地域の特性を活かし

た商品づくりを行うための交流会や講演会を行っているほか、横浜市とつくば市のそ

れぞれのイベントに発酵もみがら入り堆肥で作った野菜を販売し、その一部を寄付し

ている。 

事業の概要

茨城県 阿見町 

○○○なななんんんちちちゃゃゃっっっててて脱脱脱穀穀穀    
稲穂から籾米を取り出し、茶碗程度

の大きさのすり鉢と硬球を使い、脱穀

体験をしてもらうイベントを開発。 
脱穀によって得られた玄米は家に持

って帰ってもらい、ご飯を炊くときに

混ぜて食べてもらう。 
参加費 0 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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○発酵もみがら生産施設 
○つくば市栗原のガラスハウス 8 棟と

直売所 
○実験圃場周辺や筑波山の景観等 
○バイオの力で 14 日間の迅速発酵を

させた「発酵もみがら」（通常の発

酵分解には 2～3 年かかる） 
○つくば市内の研究施設（200 以上） 

食料安全保障の危機から、いずれ争いにもつながるであろう農業問題について、環

境配慮となる行動（アクション）を始める必要がある。 
そこで大事になるのは有機的に繋がりあう行動であるということに賛同した、つく

ばと横浜と阿見（茨城県）のメンバーが協働活動を行うようになった。 

活動の背景 

〒305-0031 茨城県つくば市吾妻 3-7-17 SH210 
TEL 029-886-7260  FAX 029-875-4136 
E-mail fujita@tsukuba-ino.co.jp 

○イベント回数：6 回（平成 21 年度） 
 神奈川県食農ツアー、つくば 3E フォーラム、横浜開港 150 年祭ヒルサイド等 
○発酵もみがら生産量：5 トン（平成 21 年度目標） 
○売上：500 千円（平成 21 年度目標） 

連絡先

活動規模

○発酵もみがらの活用について発信、

普及を行い、アジアン農業としてつ

なげる。 
○発酵もみがらに関するアジアからの

視察や体験も受け入れる。 
○横浜で定期的に有機アクションマー

ケットを開催し、消費者へアピール

する。 

活動のポイント・効果 活用している地域資源 

・東京や他の都市における活動の展開、有機アクション塾の開催 
・有機アクション農業塾体験者の募集 
・発酵もみがら農業の普及活動の推進（特にアジアへ） 
・グリーンアグリツアーとして農業観光を企画 
・教育ファームとして学校への活用の働きかけ 
・チャリティーイベントの開催 
・ソーラーランタンプロジェクトへの参加によるカーボンニュートラルへの貢献、世

界の明かりが無い子ども達を支援するネットワーク誕生を支援 

今後の展開 

農地

自然

景観

伝統

観光

工芸

特産

技術

活用

資源
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http:// www.vill.kawaba.gunma.jp/ 

20 年度-No.09 

群馬県川場村 

（ぐんまけんかわばむら） 

構成員 
男   名 
女   名 
平均年齢  約歳 

田園理想郷をめざして－自然と農業による村づくり

① 都市との交流 
東京都世田谷区と縁組協定を締結しており、毎年区内全ての小学 5 年生が移動教室

により村内で農業体験や自然とふれあう活動を行っている。 
さらに、老人会等の各種団体との交流や区と村の住民間の個別交流も盛んであり、

世田谷区民にとって川場村は 2 番目のふるさとにもなっている。 
② 地元農産物の販売 

川場村の第三セクターである（株）田園プラザが運営する道の駅「田園プラザ」に

おいて、村内で収穫された農産物や特産品の販売、ジャム作りやそば打ち体験等を行

い地域活性化につなげている。 
③ ブランド米の推進 

村内の天然水により育まれたコシヒカリを、ブランド米「雪ほたか」として生産し

ている。「雪ほたか」は皇室献上米としても有名であり、全国のコンクールにおいて

も上位の成績を残している。 
④ 伝統的行事の継承 

村内では、「春駒まつり」や「獅子舞」など伝統的な行事を継承しており、開催時

には多くの観光客が訪れている。 

事業の概要

群馬県 川場村 
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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農地

自然

景観

伝統

観光

工芸

特産

人材

活用

資源

○豊かな自然環境 
○地元農産物 
○農村原風景、田園環境 
○温泉 
○住民の村への愛着と誇り 
○人と人とのつながり 

○村の特色を生かす 
元来、川場村には山林と農地しかな

かったが、それが、住民が村の自然や

農業へ愛着と誇りをもつ理由となっ

た。住民の共通意識が、村づくりにつ

ながっている。 
○自主自立の選択 

近隣市町村が合併を進める中、住民

は自主自立の道を選択した。 
これまで進めてきた村づくりに対す

る自信、今後の地域活性化の弾みにつ

ながっている。 
○世田谷区との交流事業 

延べ人数で、約 150 万人の交流があ

り、世田谷区の人口（約 84 万人）を

上回っている。 

〒378-0101 群馬県利根郡川場村谷地 2390-2 川場村役場田園整備課 
TEL 0278-52-2111 内線 142  FAX 0278-52-2333 
E-mail 川場村ホームページからお願いします。 

連絡先

○認定農業者数：66 人（平成 20 年） 
○観光客数：763,000 人（平成 20 年) 
○世田谷区との交流事業：65,897 人

（平成 18 年） 

活動規模 

川場村も全国的に問題となっている農家の高齢化や担い手不足による農業離れの影

響を少なからず受けてはいるが、自然と農業による村づくりは今も変わらず住民の中

に生きており、住民はこれまで通り自主自立の道を選択してきた。 
そのような中で、川場村にとっての最大の武器である自然と農業を活用した、やす

らぎ・癒し・農業や農村への回帰といった現代社会が求めているたくさんの夢や希望

をかなえることができる「田園理想郷」を目指し、村が持っている独自性を生かした

取組を行っている。 

活動の背景 

活動のポイント・効果 活用している地域資源 

より一層「自主・自立」の取組を展

開していくため、農産物のブランド化

や品質・安全性の向上、農業生産にお

けるリサイクル等が必要であり、行政

と住民が一体となって努力していく。 
豊かな自然環境に配慮し、川場村に

しかない付加価値を見出すことが、将

来の発展につながると考えている。 

今後の展開 

○○○都都都市市市（（（世世世田田田谷谷谷区区区）））とととののの交交交流流流   

○○○地地地域域域農農農産産産物物物ののの販販販売売売   

○○○伝伝伝統統統行行行事事事ののの継継継承承承   

主力商品・イベント 
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ガンコ山ツリーハウスヴィレッジは、放置された山林を活用した自然体験施設で、

ツリーハウス造り「ツリーハウスマスター」をはじめとするユニークなマスター制度

と自然体験メニューにより、森林の整備活用と自然体験事業を両立させている。 
年間 3,000 人前後の人が訪れ、日本人だけでなく外国からのインターンシップも受

け入れていることは、特別な資源特産物のない中山間部の放置山林でも、アイデアと

活用次第では事業価値を持つことの証明となっている。 
冒険と挑戦、子どもが大人になるための修行の場というコンセプトで自然の中で遊

びながらも知恵を磨く自然体験メニューの中でも、親子でツリーハウスを造るファミ

リー向けのツリーハウスマスターの体験は申し込みが殺到するヒット体験になり、メ

ディアでも広く紹介されている。 
また、マーケティングの特徴として顧客層を重層化させており、ファミリー向け以

外に学校向けのツリーハウスマスターや成人向けのツリーハウスマスタープロ、JR の

企画募集による夏休み隠れ家作り体験や大人の休日倶楽部ツリーハウスマスター、外

国人向けのツリーハウスマスターなどを幅広く通年で展開している。 
体験商品のコンセプトはターゲットごとに、ファミリー層→アウトドア自然体験市

場、成人層→DIY 市場、外国人層→エコツーリズムと色分けてしている。 
なお、ツリーハウスマスターはガンコ山以外の県民の森などでもパッケージドプロ

グラムとして広域展開されており、参加者から大きな反響を得ている。 

○○○ツツツリリリーーーハハハウウウスススマママスススタタターーー   

ツリーハウスづくり体験、子どもから

大人まで。大人 1 名 25,500 円、親子参

加 31,000 円～。 
○○○ガガガンンンコココ山山山マママスススタタターーー   

 森の遊び、生活体験をマスタープログ

ラムとして実施。8,500 円   

http:// www.dd.iij4u.or.jp/~ganko/ 

20 年度-No.10 

株式会社ガンコ山 

（かぶしきかいしゃがんこやま） 

構成員 
男    15 名

女    15 名

平均年齢 約 40 歳

ガンコ山ツリーハウスヴィレッジの 

ツリーハウスマスターツアー

事業の概要

主力商品・イベント 

千葉県 南房総市 
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

自然

景観

伝統

観光

工芸

特産

技術

活用

資源

○放置山林 
ツリーハウスの材料となる木材の利

用で自有林の間伐促進、竹によるク

ラフト、地元の杉材 
○自然エネルギー 

太陽光発電、風力発電 
○ツリーハウスづくり技術（インスト

ラクター）、DIY（大工）技術 

放置された中山間部森林の活用と整備再生を目指し、1998 年に（株）ガンコ山と

地元集落、有志により活動を開始したもので、今までと違う価値観で森林をプロデュ

ースして、ツリーハウスや自然体験を通じ、経済林として活用するに至っている。 

活動の背景 

活用している地域資源 

〒230－0052 横浜市鶴見区生麦 3－7－34－C1 
TEL 045-834-7640  FAX 045-834-7641 
E-mail ganko@dd.iij4u.or.jp 

○雇用者数：30 人（平成 21 年度末） 
○年間売上：2,000 万円 
○イベント回数：100 回 
○来客数：2,350 人（平成 19 年度） 

○パッケージドプログラムとしてのツ

リーハウスマスターの広域展開 
○「森林ツーリズム」の概念定義づけ

と取組 

連絡先

活動規模 

今後の展開 

○特別な資源に恵まれない放置された

山林森林でも、活用次第では社会に

貢献する価値を持ち得る。 
○価値の報酬として、自然体験が事業

として成立する。 
○自然体験が、森林の整備活用につな

がり、環境と経済が両立する。 
○ツリーハウスマスター参加者は継続

して自発的に森林整備活動に参加し

たいという希望が強く、新しいコミ

ュニティ形成と地域活性化が促進さ

れることが期待される。 
○ツリーハウスマスターは、冒険、挑

戦という子どもらしさを取り戻す自

然体験であるだけでなく、日本の森

林から派生した大工文化を学ぶ点

で、エコツーリズムにも対応するも

のである。 

活動のポイント・効果 
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http://www.awa.or.jp/home/hota-gk/menu.htm 

20 年度-No.11 

鋸南町保田漁業協同組合 

（きょなんまちほたぎょぎょうきょうどうくみあい） 

構成員 
 組合員全員 

保田漁協都市と漁村のふれあい構想

 平成 7 年、組合員の福利厚生を目的に、廃材を利用した中古のコンテナハウス 2 棟

で「食堂ばんや」をオープンした。 
 平成 11 年には「魚食普及食堂第 2 ばんや」（収容人数 210 名）をオープンすると

ともに、行政と連携してプレジャーボートの受入を開始し、平成 14 年には「第 1 ば

んや（食堂ばんや：収容人数 132 名）」をリニューアルオープンした。 
この時点で来客数は 2 万人から 20 万人に増え、さらに平成 15 年に憩いの家（通

称：ばんやの湯）をオープンして来客数は 40 万人と急激に増加した。 
 さらに地域の活性化を図るため、地元と連携して観光名所である江月水仙ロードに

桃やアジサイ、ツツジなどの花木を植栽し、観光期間の延長を図ることなどにより、

来訪者は 45 万人を超えるまでになった。 
平成 20 年には地域観光資源を見直すために、観光バスの受入施設として「第 3 ば

んや」をオープンした。 
その他、観光拠点への無料循環バスの運行、東日本「海の駅」設置推進会議への登

録、観光遊覧船など家族で安心して遊べる施設づくり、地域活性化の先進地として多

くの視察の受入、地域間での意見交換を積極的に行っている。 

事業の概要

千葉県 鋸南町 

○○○新新新鮮鮮鮮ななな魚魚魚（（（刺刺刺身身身、、、煮煮煮物物物、、、焼焼焼ききき物物物等等等

111000000 点点点以以以上上上ののの料料料理理理）））   

 獲れたて鮮魚を地元料理で楽しめる 
※新鮮な魚を使っているため、品切れ

御免となる場合もあるほか、その時

の魚価によってメニューの相場が変

動する仕組みとしている。 

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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「保田漁協 都市と漁村のふれあい

計画」を構想している。 
計画は、漁村を 4 つのゾーン（①海

と幸ふれあいゾーン、②海浜レクレー

ションゾーン、③体験学習型宿泊ゾー

ン、④里山体験ゾーン）に分け、より

都市と漁村のふれあいを創出し、行

政・地域住民との連携により漁村振興

を積極的に進めるものである。 

○魚食普及食堂は「付加価値の向上」

「地域の雇用増大」「流通コストの

縮減」など漁業経営の安定化に貢献

しているほか、その利益の一部を

「資源の放流」や「燃油高対策」な

ど漁業者に還元している。 
○高齢者を抱えた漁師の世帯に配食サ

ービスを行い、漁師が安心して操業

できるように努めるなど漁業者への

福利厚生を推進している。 
○プレジャーボートのビジター利用が

増加したことで地域全体に効果を波

及させている。 

○地元に水揚げされた新鮮な魚介類 
○地元の調理方法 
 地の漁師料理が味わえるよう 5 つの

調理法を用いて提供 

〒299-2115 千葉県安房郡鋸南町下佐久間 3458 鋸南町地域振興課 
TEL 0470-55-4805  FAX 0470-55-0421 
E-mail chiikiseibi@town.kyonan.chiba.jp 

○雇用者数： 
100 人（平成 20 年度末） 

○売上： 
689,664 千円（平成 20 年度末） 

○来客数：451,546 人（平成 18 年） 
○生産量：2,190 トン（平成 19 年） 
 さば、ぶり、かつおなど 

連絡先

活動規模 

活動のポイント・効果 

漁協では、かつてヒラメの養殖を行っていたが、下請け事業のため経営に行き詰ま

った経験があった。また、漁業を取り巻く環境は高齢化、後継者不足、資源の減少、

魚価の低迷など多くの問題を抱える厳しい状況にあり、販売手数料だけでは組合の経

営はいずれ困難になるだろうということから、「自分たちは魚のことを誰よりもよく

知っている」という最大の強みを活かし、直接消費者に販売する取組として、海洋レ

クリエーションに着目した人を相手にする第 3 次産業「海業」を始めた。 

活動の背景 

活用している地域資源 

今後の展開 

農地

自然

景観

伝統

観光

工芸

特産

技術

活用

資源
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○○○アアアシシシタタタバババ＆＆＆サササルルルトトトリリリイイイバババラララゼゼゼリリリーーー

（開発・販売予定）   

○○○クククリリリスススマママスススリリリーーーススス教教教室室室（11 月予定）

http://www5.ocn.ne.jp/~ryokusan/index.html 

20 年度-No12. 

株式会社 伊豆緑産 

（かぶしきがいしゃ いずりょくさん） 

構成員 
男    5 名

女    1 名

平均年齢 約 45 歳

三宅島復興サルトリイバラ事業

 サルトリイバラは切り枝として噴火以前から出荷していたが、荒廃地に植栽して緑

化すると同時に島の産業として生かせると考え、平成 18 年度「森業・山業創出支援

事業」に優良プランとして認められたことから事業としてスタートさせ、現在、以下

の取組を行っている。 
①サルトリイバラ苗の栽培 
②サルトリイバラ苗を荒廃地に植栽（緑化） 
③自生サルトリイバラの切り枝を生花市場へ出荷 
④サルトリイバラ根茎の製品化のための研究 
⑤サルトリイバラ認知度向上のためのグッズ製作・販売 
⑥サルトリイバラの植栽や苗づくりなどのイベント実施 
⑦インターネットショップによる関連商品の販売 

 現在はビジネスとしては発展途上であるが、「緑化」「観光」「健康」の 3 つの柱

で今後の地域振興を兼ね合わせた収益性のある事業を計画している。 
・「緑化」：荒廃地の緑化用植物として公共事業で利用できるよう、関係機関との

協議を進めている 
・「観光」：三宅島観光協会や三宅村森林組合等のツアーのプログラムのひとつと

して、エコロジー意識の高い客層に対してアピール 
・「健康」：サルトリイバラ根茎に含まれる有効成分を研究中 

事業の概要

主力商品・イベント 

東京都 三宅村 
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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○サルトリイバラ自生地と植栽許可地 
○サルトリイバラ枝葉、果実 
○三宅島農協の廃棄牛乳ビンを利用し

て苗を植えた「さるびん」 

○サルトリイバラの苗作り等によっ

て、島民の雇用につながる。 
○遊休地の利用によって、地主への地

代支払いが生じ経済が循環。 
○観光イベントにおいて三宅島のコン

テンツの一つとしてサルトリイバラ

を活用。島民と観光客のふれあう機

会が観光アピールと島民の楽しみに

つながる。 
○島外出身者の多い会社だが、サルト

リイバラを通して地域に貢献し、溶

け込むきっかけとなった。 
○三宅島からサルトリイバラの生産と

販売で利益を上げ、三宅村全体に貢

献する。 

三宅島の噴火による全島避難時より、森林荒廃地の緑化や枯損木の伐採などの復旧

工事に携わっていたが、平成 17 年頃、多くの植物が枯れてしまうような濃い火山ガ

スが降りる環境でも、サルトリイバラだけは逞しく生育していることに気がついたこ

とをきっかけに事業に取り組むこととなった。 
サルトリイバラの花言葉は「元気になる」「不屈の精神」であり、まさに立ち上が

る三宅島を象徴する植物である。 

活動の背景 

〒100-1211 東京都三宅島三宅村坪田 3506 
TEL  04994-6-1510   FAX  04994-6-0550 
E-mail  izuryokusan@abelia.ocn.ne.jp 

○雇用者：6 人（他事業と掛け持ち） 
○売上：800,000 円（平成 20 年度） 
○イベント回数：2 回 

サルトリイバラ＆アシタバをコラボ

レートさせた製品を製造予定で、今後

食品（サプリメント）化にウエイトが

置かれる。 
 「緑化」「観光」「健康」の 3 つの

柱で今後の地域振興を兼ね合わせた収

益性のある事業を計画している。 

連絡先

活動規模 

今後の展開 

活動のポイント・効果 活用している地域資源 

農地

自然

景観

伝統

観光

工芸

特産

 

活用

資源
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○○○白白白藤藤藤郷郷郷（（（日日日本本本酒酒酒（（（純純純米米米））））））2,625 円   

○○○白白白藤藤藤笹笹笹ずずずししし（（（イイイベベベンンントトト用用用）））   

 200 円/80g/１個 
○○○白白白藤藤藤がががゆゆゆ（（（レレレトトトルルルトトトがががゆゆゆ）））1,000 円   

 白米 200ｇ、黒米入り 200g、赤米入

り 200g、雑穀入り 200g、各１ 
○○○白白白藤藤藤ビビビーーールルル 330ml 入り、380 円   

http:// www.rice-shirafuji.com/ 

20 年度-No.13 

幻の米「白藤」復活プロジェクト 

（まぼろしのこめしらふじふっかつぷろじぇくと）

構成員 
男  10 名 
女  30 名 
平均年齢  

農家 約 45 歳

  学生 約 21 歳

幻の米「白藤」を復活させ 

食育と商品開発で活性化

主力商品・イベント 

新潟県 長岡市 

 東京家政大学栄養学科（管理栄養士専攻）の学生が、新潟市（旧小須戸町）の田ん

ぼで幻の米「白藤」を昔ながらの方法で栽培し、手植え、手除草、手刈りと学問の栄

養学のみならず生産現場を体験している。 
収穫した「白藤」は、学生が「江戸古式仕込み」で清酒を仕込み、「白藤郷」の名

称で平成 20 年から販売を開始した。味は「芳醇うまくち」で、現在の新潟の「淡麗

辛口」の対極で、昔の新潟清酒を復元している。 
また、学生は「白藤」の玄米、白米、糠、酒粕の成分分析、新商品の開発から生産

を行っており、開発した商品には、①レトルトがゆ（白米、玄米、五穀、赤米入、黒

米入、薬膳）、②白藤味噌、③白藤甘酒、④白藤チョコなどのスウィーツ各種、⑤白

藤笹寿司、⑥江戸弁当等がある。 
これらの商品は、東京家政大学のショップ、喫茶店や、同大学のアンテナショップ

でも販売している。また、東京日本橋のイベント会場で、収穫祭、新酒お披露目会な

ど東京の消費者に PR している。 
そのほかにも白藤ビールや、「外と内から綺麗になる」をテーマに、白藤の酒かす

を利用した美容液の試作、白藤米を原料とした乳液、化粧水、シャンプー、リンスな

ど化粧品の開発を進めている。 

事業の概要
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〒954-0181 新潟県長岡市脇川新田町前 970-99 NPO 法人米ニケーションセンター 
TEL 0258-66-8184  FAX 0258-66-0447 
E-mail eco-net@nekonet.ne.jp 

○売上：20 万円 
○イベント回数：12 回 
 田植え、草取り、稲刈り、仕込み等 
○生産量：2,400kg 

連絡先

活動規模 

 温暖化による気候の著しい変化、米市場環境の変化の中、コシヒカリ系統品種のみ

の生産に頼るのでは、栽培面、販売面において大変厳しい状況と言える。 
こうした中、新潟県で従来作付けされていた「白藤」は江戸末期から昭和初期の花

形品種であったが、酒米の大型化、収量の悪さなどから廃れてしまった。 
この、新潟の地域資源である「白藤」を復活させ、さらに東京の学生の新しい感性

を加えることで新たな商品を開発し、新しい特産物として普及するため、平成 19 年

にプロジェクトを発足し、白藤の栽培技術の体系化と普及活動に取り組んでいる。 

活動の背景 

○新潟県の地米「白藤」 
○新潟清酒 
○新潟の自然と田んぼ 

活用している地域資源 

○忘れられていた「白藤」を復活さ

せ、物語をつくり、全国に発信。 
○学生の感性を取り入れ、新しい商品

開発を行うことで特産品化。 
○農村女性グループとの連携により、

「白藤弁当」「白藤笹寿司」などの

地域特産品とのコラボレート商品を

開発することで農家収入を向上。 
○白藤は収量は非常に悪いが、高付加

価値商品の開発を行うことで、生産

者手取りをコシヒカリレベルに保

ち、その栽培面積を増やすことで、

コシヒカリ以外の多様な米の栽培拡

大を図っている。 

活動のポイント・効果 

白藤の生産普及のための栽培イベン

トを行っていくほか、PR 活動とし

て、日本橋にいがた館におけるイベン

トや東京家政大学の学園祭における白

藤を使った「笹寿司」「お粥」などの

PR を行う。 
また、東京家政大学の教員による指

導の下、学生、農家婦人グループと商

品開発を進めるほか、清酒「白藤郷」

の海外輸出への展開を模索する。 
さらに、東京家政大学との連携を強

化し、管理栄養士を目指す学生達を対

象に食育体験活動を行うだけでなく、

附属幼稚園、東京都中野区の小学校 2
校で出張食育イベントに取り組む。 

今後の展開 
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○○○はははんんんぶぶぶんんん米米米   

 100g1 食、5 年保存、399 円 
 災害時に、安心安全で食べられる 

http:// www.eco-rice.jp/ 

20 年度-No.14 

有限会社 エコ・ライス新潟 

（ゆうげんがいしゃ えこ・らいすにいがた） 

構成員 
男    3 名

女    4 名

平均年齢 約 38 歳

中越大地震で生まれた非常食「はんぶん米」 

主力商品・イベント 

新潟県 長岡市 

○カリウム、リンを低減したアルファー米の開発 
 （財）にいがた産業創造機構、（独）長岡工業高等専門学校、長岡造形大学の協力

により、人が消化吸収できるタンパク質が半分である米、春陽を、無添加でカリウ

ム、リンを低減したアルファー米の非常食「はんぶん米」として商品化に成功。 
○患者団体との提携 
 新潟中越沖地震の後、NPO 東京腎臓病協議会と「災害支援協定」を締結した。同協

議会では、はんぶん米を「自助」として備蓄を推進している。 
○行政への備蓄の要請 
 NPO 東京腎臓病協議会とともに、自治体へ「災害食備蓄」の陳情を行っており、そ

の結果、平成 20 年度より各地で備蓄（東京都 6 万食ほか）が開始されている。 
○リサイクルシステム 
 はんぶん米の種子の増殖、栽培、加工を一貫して行い、自治体などで備蓄して賞味

期限が切れたものはリサイクルして豚の餌に活用し、その排泄物を田んぼに戻す「リ

サイクルシステム」を構築。 
○被災地の実態調査 

新潟病院の医師と、新潟中越沖地震の際、病態者が避難生活の中で食事制限食を食

べられなかったことによる病態変化を調査している。 

事業の概要
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種籾生産や栽培指導、情報誌の発行

等により、春陽の栽培普及に努めると

ともに、はんぶん米の普及のため、味

付けタイプと大袋による廉価タイプを

開発し、日常食としても高齢者等が手

軽に食べられるようにする。 
また、地元の食品製造業者等との連

携により研究を進め、更なる作付けの

拡大、健康ビジネスへの展開を図る。 

○新潟県で発生した 2 度の地震の経験

を生かす 
災害時に、食事制限者、高齢者など

災害時要援護者の実態を調査するこ

とで、高齢化社会への提言ができる

ほか、食事制限者が食べられる備蓄

食を開発することで、新たな特産品

としての販売につながる。 
○地域資源の新形質米の普及 
 未活用の新形質米（春陽、北陸

207、夢十色など）を栽培普及する

ことで、コシヒカリ以外の品種の作

付けが進み、結果として生産者の収

入増加につながる。 

〒954-0181 新潟県長岡市脇川新田町前島 970-100 
TEL 0258-66-0070   FAX 0258-66-0447 
E-mail eco-net@nekonet.ne.jp 

○生産量：50,000 食（平成 19 年） 
○雇用者数：5 人 
○売上：1,100 万円 
○イベント回数：7 回 

連絡先

活動規模 

今後の展開 

活動のポイント・効果 

平成 14 年より（独）農業・食品産業総合研究機構が開発した低タンパク米「春

陽」を特別栽培していたが、平成 16 年の新潟中越大地震の際、避難所で配給される

非常食を、人工透析患者、糖尿病患者、アレルギー、アトピーなど食事制限のため食

べられない大勢の人の存在を知った。 
 被災後、NPO 東京腎臓病協議会からの依頼で、食事制限の方でも安心して食べら

れるようにと、にいがた産業創造機構等の支援を受けて、春陽を使用した「5 年保存

のアルファー化米」の開発に着手することとなった。 

活動の背景 

○新形質米「春陽」 

活用している地域資源 
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○○○農農農家家家レレレススストトトララランンン   

 地元の農家にてごぼう料理ざんまい 
 2,000～3,000 円 
 ・ごぼうの葉入りうどん 

・ごぼうの葉入り菓子 等 

http:// web1.incl.ne.jp/shirai/index.html 

20 年度-No.15 

沢野ごぼう生産組合 

（さわのごぼうせいさんくみあい） 

構成員 
男    15 名

女    10 名

平均年齢 約 65 歳

献上品沢野ごぼう増産とグリーン・ツーリズム 

主力商品・イベント 

石川県 七尾市 

① グリーン・ツーリズムの推進 
 ごぼう祭りの開催、収穫体験、空き家の貸出しによる学生との交流、農家レストラ

ンでのごぼう料理提供などにより、都市住民との交流を図っている。 
 また、外国人、地元幼稚園、大学生による体験農場では、心の交流を深め、沢野ご

ぼうに愛着を深めてもらい、交流人口の拡大を図っている。 
② 沢野ごぼうの商品化 
 加工食品会社と連携し、一年中ごぼうが楽しめる商品を開発。ごぼうの葉を利用し

たうどん、クッキー、アイスクリーム、まんじゅう、焼き麩、そうめん、七日炊きご

ぼう等を商品化。 
③ 遊休農地の解消 
 ごぼう堀機の導入や外国人、大学生、企業による体験農園を通じた労働力の確保に

より、作業時間の短縮や労働の軽減が図られ作業効率が上がっている。 
④ PR 活動 
 ごぼう女神による宣伝活動やホームページの開設のほか、ロゴマークの商標（平成

19 年度取得）により、ブランド化を推進している。 
⑤ ごぼう堀り体験を利用した婚活 

1 回目では 1 組のカップルができ、ゴールインしている。2 回目は 2 組で、現在進

行中。3 回目はカップルはできなかったが、今後も継続していく。 

事業の概要
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学生と更につながりを深めるため、

農業体験のみならず、漁業体験、竹の

子掘りなど、地域の 1 次産業全てが体

験できるシステムの構築を図る。 
近隣の旅館、民宿での宿泊による滞

在型観光客の増加を目指す。 
 年間を通じて加工商品が供給できる

よう、杉林を畑に戻し、ごぼう生産面

積の拡大を図る等、農家所得のさらな

る向上を図る。 
また、「ごぼう掘り遠征学生隊」を

大学生で組織し労力軽減を図るほか、

企業の農業参入を図ることで双方に利

益が生まれる仕組みを構築していく。 

○グリーン・ツーリズムの推進によ

り、新たな就業の場の確保、観光地

化が期待される。 
○沢野ごぼうの高付加価値化により、

農業所得の向上につなげている。 
○観光客が増えたことにより、地元農

家の生産意欲、農地や景観保全に対

する住民の意識が向上している。 

沢野集落では昔から普通より太いごぼう（沢野ごぼう：直径 3cm 以上、長さ 70cm
以上）を生産していたが、そのごぼうが江戸時代、加賀藩前田家や幕府にも献上され

ていたことを知り、この伝統あるごぼうを継承しなければいけないと思い、平成 15
年に沢野ごぼう愛好会を、翌 16 年に沢野ごぼう生産組合を農家・非農家の 25 名で立

ち上げ、様々な活動を始めた。 

活動の背景 

〒926-0003 石川県七尾市沢野町ヲ部 9-1 
TEL 0767-53-4343  FAX 0767-53-4344 
E-mail uindomiru1@nanaonet.jp 

○生産量：232.54kg（平成 19 年） 
○生産額：326 千円（平成 19 年） 
 沢野ごぼう加工品（まんじゅう等） 
○イベント回数：11 回（平成 19 年） 
 ごぼう祭、ごぼう堀り等 

連絡先

活動規模 

今後の展開 

活動のポイント・効果 

○沢野ごぼう 
○みずぶき（山菜） 
○伊掛山大銀杏の木 
○富山湾と立山連峰が一望できる景色 
○山野草（連福草（五輪草）） 
○漁港（朝市） 

活用している地域資源 
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http:// www.shunran.info/ 

20 年度-No.17 

春蘭の里実行委員会 

（しゅんらんのさとじっこういいんかい）

構成員 
男    26 名

女    26 名

平均年齢 約 60 歳

学生達が夢見る黒い瓦と白壁でのふるさとづくり 

石川県 能登町 

「グリーンストック 水と緑を後生に引き継ごう」をテーマに、恵まれた自然を最

大限に活用した村づくり・村おこし活動を目的として、平成 8 年、異業種の面々7 名

で「春蘭の里実行委員会」を結成し、栽培ほ場、ハウスを整備し、活動を開始した。 
平成 9 年に民宿「春蘭の宿」を開設し、ロッジ 1 棟が完成、平成 14 年には菓子製

造業、農産物加工業の許可を取得したほか、第 2 ロッジが完成した。平成 15 年の石

川グリーン・ツーリズム促進特区認定から、農家民宿は増えており、平成 16 年に

は、廃校となった小学校が宮地交流宿泊施設「こぶし」として完成し、さらにこの年

に、地域作り全国大会の受入や、小型風力発電施設や親水公園の整備を行った。 
 黒い瓦に白い壁の奥能登独特の原風景の中にあって、過疎にもびくともしない春蘭

の里は、平成 19 年には修学旅行のほか、半島振興フォーラム全国大会の会場にもな

り、2,000 人以上の来客があった。 
平成 20 年、子ども農山漁村交流プロジェクトのモデル地区に選ばれ、修学旅行の

問い合わせが増えているほか、農家民宿も 15 軒増え 30 軒となる予定である。30 軒

の農家民宿群で 200 人の受入体制を整え、グリーン・ツーリズム型観光地域として農

村の再生を図っている。 

事業の概要

○○○春春春蘭蘭蘭（（（花花花・・・鉢鉢鉢植植植えええ・・・花花花ののの塩塩塩漬漬漬けけけ）））   

○○○味味味噌噌噌（（（メメメンンンバババーーーののの主主主婦婦婦手手手づづづくくくりりり）））   

 500 円/１kg 
○○○｢｢｢春春春蘭蘭蘭ののの里里里｣｣｣純純純米米米吟吟吟醸醸醸酒酒酒（（（通通通年年年）））、、、   

にににごごごりりり酒酒酒（（（限限限定定定 222000000 本本本）））   

 各 720ml、2,000 円 
○○○民民民宿宿宿（（（１１１日日日１１１客客客限限限定定定）））   

 1 泊 2 食 9,450 円 
○○○体体体験験験（（（農農農林林林業業業等等等 333000 種種種類類類以以以上上上）））   

 1,000 円～、材料費別途 

主力商品・イベント 
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○1 年を通して栽培されている春蘭、

山野草、薬草、きのこ、山菜 
○ゴリ、ヤマメなどの川魚の養殖 
○田畑での農業体験や自然学校での里

山保全 
○地元の物を活かした果実酒や竹細工 
○地域に伝わる民話・歴史等の語り部 
○黒い瓦と白い壁に、土蔵・本宅・馬

屋の 3 つからなる農家の家屋 

○若者の流出や少子高齢化で人口の減

少が止まらない奥能登地域におい

て、住民主導型の春蘭の里には、石

川県内外から多数の人が修学旅行や

各種大会、大学・専門学校のゼミ等

で訪れている。小さな集落の有志達

の熱意の広がりが、地域活性化のカ

ギを握っている。 

活用している地域資源 

〒927-0322 石川県鳳珠郡能登町宮地 16-9 
TEL 0768-76-0021  FAX 0768-76-1214 
E-mail shunran@shunran.info 

○来客者：2,732 人（平成 21 年度） 
○イベント回数：6 回 
 春蘭の花と新酒の宴、自然学校、桜

の宴、みのむし祭等 
○イベント参加者：436 人 
○売上：1,314 万円（平成 19 年） 
 民宿、米、酒、山菜、きのこ、花等 
○来客者：2,027 人 

連絡先

活動規模 

活動のポイント・効果 

集落では、「あと 10 年経てば農家が半減するのではないか」という深刻な過疎化

問題を抱えていた。 
そのような中、「山菜やキノコ採りが楽しめる」「集落の真ん中には川が流れてい

る」といったそれまで当たり前のように共生し、恩恵を受けてきた自然環境の価値に

気がついたことから取組を開始した。 

活動の背景 

修学旅行や子ども農山漁村交流プロ

ジェクト等でのさらなる受入を目標と

し、1 学年 200 人規模の受入体制を整

える。 

今後の展開 
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自然

景観

伝統

観光

工芸

特産

人材

活用

資源

285



 

○○○親親親子子子わわわんんんぱぱぱくくく体体体験験験隊隊隊（（（夏夏夏）））   

 各種自然体験（魚つかみ、竹水鉄砲

作り、エコ宣言モニュメント建立等） 
 自然体験を通した環境学習の推進 
○○○親親親子子子わわわんんんぱぱぱくくく体体体験験験隊隊隊（（（秋秋秋）））   

 間伐体験、遊歩道づくり等の森林整

備の体験 
 森林整備体験による環境学習の推進 

http:// www.nebamura.jp/ 

20 年度-No.18 

根羽村 

（ねばむら） 

構成員 
男    130 名

女    100 名

平均年齢 約 38 歳

矢作川下流住民との「親子わんぱく体験隊」協働活動

主力商品・イベント 

長野県 根羽村 

 「根羽村親子わんぱく体験隊」では、根羽村の自然環境や地域特性等を活かすよ

う、村の総合観光施設であるネバーランドや、檜原研修所、矢作川支流である檜原

川、村有林などの各フィールドを活用し、四季折々の美しい山村風景の中で夏・秋・

冬の年 3 回の体験活動を行っている。夏は檜原川での魚つかみや水遊び、秋は村有林

内での森林整備（間伐・枝打ち）作業や大径木の伐採見学と木工教室、冬は村有地な

どでの雪中体験等を実施している。 
 また、こうした活動を通じて地元住民と交流ができるようにするため、村の農林業

を活用して郷土料理や木工クラフト、ツリークライミングを企画し、村の婦人会、森

林組合や村民の協力も得て、人的交流を行ってきた。 
 活動が安定的なものとなるよう、企画・運営には環境学習の実戦経験が豊富な市民

グループや NPO からの協力を得て体制の充実を図っているが、その体制の中で、ア

イシングループスタッフの参加意欲が醸成されてきたことから、平成 20 年度からは

アイシンのスタッフによる企画・運営を行い、組織の効率化や強化を行っている。 
この活動によって、平成 19 年度から新たにアイシングループ内のアイシン高丘

(株)、アイシン加工(株)、アイシン・エーアイ(株)の 3 社と森林の里親促進事業の協定

を結び、契約企業の増加を図っている。 

事業の概要

食物 

交流 

循環 

女性 

情報 

創出 

知材 
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〒395-0701 長野県下伊那郡根羽村 1762 根羽村役場振興課 
TEL 0265-49-2111  FAX 0265-49-2277 
E-mail shinkou4102@nebamura.jp 

○イベント回数：3 回（平成 19 年） 
○イベント参加者：362 人（平成 19

年） 

連絡先

活動規模 

長野県が行っている森林の里親促進事業において、根羽村では平成 16 年度、愛知

県刈谷市に本社のあるアイシン精機(株)、アイシン・エイ・ダブリュ(株)の 2 社と森

林の里親による協定を締結した。 
矢作川の源流部に位置する根羽村と下流に住んでいる住民との交流を深め、さらに

は森林ビジネスの発展に結びつけていくことを目的として、主に契約企業で働く社員

とその家族を対象とした様々な自然・森林・林業体験を行う「根羽村親子わんぱく体

験隊」を企画し、運営することとなった。 

活動の背景 

○地理的資源 
檜原川、ネバーランド周辺の村有

林、ブランドとした根羽スギ材 
○文化資源 
 美しい山村風景、三州街道、名産五

平餅、トウモロコシなどの夏野菜 
○人的資源 
 郷土料理名人、木のクラフト名人 

○森林の里親促進事業の契約企業及び

契約額の増加が図られている。 
また、平成 19 年度から行っている

根羽村水源の郷基金への寄付に協力

してもらい、環境保全に関する各事

業に寄与している。 
○根羽村では、林業の再建による新規

雇用人口の増加、定住の促進を地域

活性化のポイントとしており、本取

組によって村の森林整備が促進さ

れ、平成 21 年度以降、年間平均で

約 500ha の間伐を予定し、林業振興

につなげたいと考えている。 

 根羽村の地理的資源や人的、文化的資源の掘り起こしを行い、これまでの活動の成

果を活かした新たな交流事業を企画していきたいと考えている。 
 こうした交流をもとに、村の基幹産業である林業の再建を図り、定住者の増加に結

びつけ、山村地域の活性化へと展開していくこととしている。 
 アイシングループ以外の都市部企業との新規契約の開拓にも取り組み、根羽村水源

の郷基金への寄付金の増加も図っていきたいと考えている。 

活動のポイント・効果 活用している地域資源 

今後の展開 

農地

自然

景観

伝統

観光

工芸

特産

人材

活用

資源
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① 広報活動 
 多くのお客さんに明宝を知ってもらい、訪れてもらえるよう広報誌「ビスターリマ

ーム通信」を発刊した。発刊に当たっては、女将達自ら地域を歩き、詳細な明宝観光

案内図の作成に力を入れるとともに、ホームページの作成も行った。 
 「ビスターリマーム通信」の発刊に伴い、次第に知名度が上がってきたが、冬はス

キー客で賑わっていても、その他のシーズンは集客に苦労していた。そこで、夏の大

きなイベントとして「大パノラマめいほう高原流しそうめん大会」を実施している。 
 ※現在、ビスターリマーム通信は休刊中。 
② 様々な体験メニュー 
 経済の停滞と郡上地域に高速道路が開通したことにより、スキー客で賑わう冬場で

も宿泊客の減少が目立ってきた。そこで、年間を通じた様々な体験メニューの開発に

力を入れ、日帰り客へのサービスも始めた。（トマトケチャップ作り体験、山菜トレ

ッキング体験、豆腐作り体験、そば打ち体験、郷土食作り体験、農業体験） 
 これらの体験メニューでは地域産の素材を使い、そして、インストラクターとして

地域の人に参加してもらうことを心がけることで、地域の活性化につなげている。 
③ オリジナル食品の開発 
 自然豊かな明宝地域であるが、その反面、鹿や猪による獣害が地域の大きな問題と

なっている。獣害駆除された鹿や猪は処分に困るものであったが、その肉を使ったオ

リジナル食品の開発に着手している。 

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

20 年度-No.20 

明宝ビスターリマーム 

（めいほうびすたーりまーむ） 

構成員 
男     0 名

女     8 名

平均年齢 約 53 歳

明宝の民宿女将による村おこし活動

岐阜県 郡上市 

事業の概要

○○○トトトマママトトトケケケチチチャャャッッップププ作作作りりり体体体験験験（（（試試試食食食＆＆＆おおお土土土産産産付付付ききき））） お一人様 1,000 円 
○○○豆豆豆腐腐腐作作作りりり体体体験験験 お一人様 1,000 円 簡単おから料理も 
○○○里里里山山山会会会席席席ととと春春春みみみつつつけけけ お一人様 5,800 円 
 春みつけ散策の後、特製里山まんまの昼食、その後、女将のプチ山菜料理教室と山

野草の押し花クラフト教室。明宝の春の息吹を、女将と歩いて探そう！ 
○○○パパパノノノラララマママ流流流しししそそそうううめめめんんん大大大会会会 お一人様 500 円 
 大自然の中で、女将手作りのそうめんつゆで、茹でたてそうめんを食べよう～！ 

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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○シーズンオフのスキー場とスキー場

近隣の自然体験センター 
○明宝で採れる野菜や山菜 
○休耕田（山菜の栽培） 
○森林組合やシルバー、ボランティア

等の人的協力 
○明宝の清流（川遊び体験、魚つかみ

体験）、綺麗な星空（星空観察） 

平成元年に明宝村（現：郡上市明宝地域）にめいほうスキー場がオープンしたこと

に伴い宿泊客が増加し、若年層が訪れるなどの変化があり、以前の体制では宿泊の対

応ができなくなった。 
それまでは個々に細々と営業していた各宿が、共通の問題を抱える結果となり、そ

の問題を共有し、解決すべく、女性同士の女将の会が発足した。 

活動の背景 

〒501-4305 岐阜県郡上市明宝小川 1112 
TEL 0575-87-2224  FAX 0575-87-2541 
E-mail vistari@dolphin.ocn.ne.jp 

○雇用者数：8 人（平成 21 年度） 
○売上：162 千円 
○イベント回数：6 回 

連絡先

活動規模 

活用している地域資源 

明宝で採れた、四季を味わえる食材

を使った食事や食体験を通じ、明宝へ

訪れる人々に食育の大切さを伝えたい

と考えている。 
食体験を通じ、家族で食べることの

大切さを理解してもらい、家に帰って

からも食育を実践してもらえるような

活動としていきたい。 
また、山菜の保全のため、高齢化・

過疎化によって増加している休耕田の

活用をさらに進めていきたい。 

○スキーシーズンオフに明宝スキー場

の知名度を生かしたイベント等を開

催することで、来客が増えた。 
○イベント等で使用する食材は極力地

元のものを使い、地域の方にもスタ

ッフとして参加してもらっている。 
○休耕田などを利用することで田畑の

荒廃を防ぎ、自然保護と里山景観の

維持に役立っている。 
○有害鳥獣を利用した料理の開発によ

り、地域の収入につなげている。 

活動のポイント・効果 

今後の展開 

農地

自然

景観

伝統

観光

工芸

特産

人材

活用

資源
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○○○べべべーーーめめめんんん   

 麺 240g、つゆ 30ml×2 袋、500 円 
 ※玄米べーめん、白川茶べーめん等

あり 
○○○米米米粉粉粉ををを使使使っっったたた講講講習習習会会会等等等ののの活活活動動動   

地元のお米を使った家庭でできる簡

単なレシピ、500 円 

http://www.kome-men.com/ 

20 年度-No.21 

（有）レイク・ルイーズ 米粉食品開発事業部 

（れいく・るいーず こめこしょくひんかいはつじぎょうぶ）

構成員 
男     3 名

女     3 名

平均年齢 約 38 歳

米 100％で作る安全・安心の麺の製造 

南濃町の特産品である「ハツシモ」の米粉の利用について検討を重ね、試行錯誤を

繰り返す中で、美濃ハツシモの特徴である“粘り”が強く“味の劣化”が比較的少な

いという特長を十分に活用し、米粉を使用した麺が完成した。 
 当初はつなぎに小麦由来品を使用するなど一般的な製法にとどまっていたが、岐阜

大学応用生物科学部の後藤清和教授の指導を受けつつ、原料・製品の改良等を行い、

小麦由来品や芋でんぷんを一切使用せず、100％米粉のみでの麺製造に成功した。 
この商品は“べーめん”と命名し、平成 18 年に商標登録されたほか、米麺の生地

製法とこれに必要な専用器具について特許を申請中である。 
また、米粉食品開発研究会を発足し、様々なフェアなどを通じて PR しながら販売

する中で、平成 20 年、有限会社レイク・ルイーズ米粉食品開発事業部として法人化

し、精米から製粉、製麺までのすべてを 1 社体制とした。小麦などを一切使用しない

製品として岐阜産業フェスタへの出展や道の駅「昭和村」等での販売を行っている。 

事業の概要

主力商品・イベント 

岐阜県 海津市 
食物 

交流 

循環 

女性 

情報 
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○美濃ハツシモ 
特性として、大粒の晩生品種で、梅

雨を越しても味が落ちることなく、季

節にかかわらず品質とおいしさが安定

している。 
また、冷めても美味しく食べられる

ことから、白飯、おにぎりはもとよ

り、中部地方、関西地方では古くから

寿司米としても重宝されている。 

〒503-0412 岐阜県海津市南濃町奥条 292-9 
TEL 0584-55-0777  FAX 0584-55-0229 
E-mail faq@kome-men.com 

○雇用者：6 人 
○売上：70,000 千円 
○イベント回数：15 回 

連絡先

活動規模 

設立以来、ベーカリーにとどまらず様々な穀物を用いて積極的な商品開発に取り組

み、地元農家から米の有効活用についての相談を受けての地元産米粉を原料としたパ

ンの製品開発も進めてきた。 
そのような中、「道の駅」の開設に伴い、地元の生産農家及び旧南濃町（現：海津

市）から特産品開発の依頼を受け、平成 16 年、自家製粉で作る米粉パンを発売し

た。その後、南濃町の特産品である「ハツシモ」の米粉の利用について検討を始める

こととなった。 

活動の背景 

活用している地域資源 

地域の農業関係者との連携により、

特産品開発を進め、農業の活性化、食

糧自給率の向上、地産地消だけでなく

地産外消にも取り組む。 
また、カステラやロールケーキなど

の商品開発も完了し、レシピを地元の

お菓子屋さんに提供しながらコラボレ

ーション販売していく予定である。 

今後の展開 

米粉の製粉過程で熱を加えない、ア

ルファ化した米粉をつなぎに活用する

といった製法上の工夫を重ね、「ごは

んのおいしさ」を風味として残したま

ま、米 100％使用の米麺として販売す

ることで、米粉を用いた新たな需要の

開拓を進めている。 

活動のポイント・効果 

農地

自然

景観

伝統

観光

工芸

特産

技術

活用

資源
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 日間賀島観光協会と共同で島内漁港で年に 6～7 回、日間賀島産の旬の魚介類を使

った無料試食会を開催し、新鮮な魚介類の美味しさを観光客にアピールしたり、伊勢

湾岸道の刈谷ハイウェイオアシスにおいて魚介類の直売を行っている。 
これらの取組は新聞に取り上げられる等、多くの人が興味を示したものの、魚を捌

くことを敬遠されたためか、切り身での販売要望が多数あった。 
 そこで、家庭における魚介類の調理方法を学んでもらう必要性を感じ、平成 17 年

に県主催で行われた「見て獲って学ぶ海の体験」事業で、県内 30 組の親子に対して

魚介類の漁獲方法や調理方法について、漁業者・観光協会が共同で指導し、参加者か

ら好評を得た。 
この経験を活かし、白ミル（ナミガイ）を漁獲している潜水業者組合は調理方法等

を記載した料理メニューのマニュアルを作成し、旅館や民宿に配布した。 
さらに、平成 18 年には他地域との差別化を図るため「日間賀島の漁師が捕った魚

介類です」というシールを作成し、鮮魚仲買人と協力して、日間賀島産魚介類にシー

ルを貼付し販売している。 
また、漁業者の高齢化対策の一環として、一人あたりの漁獲量の少ないアサリ漁業

について、漁協が集荷や共同出荷をする等の高齢漁業者に配慮した取組やれきの投入

による二枚貝の増殖施設の設置を進めている。 

HP なし 

20 年度-No.22 

日間賀島漁業協同組合 

（ひまかじまぎょぎょうきょうどうくみあい） 

構成員 
男    30 名

女    20 名

平均年齢 約 50 歳

漁業と観光業の相互扶助による明るい島づくり 

事業の概要

愛知県 南知多町 
食物 

交流 

循環 

女性 

情報 

創出 

知財 

人材 
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観光協会の試食宣伝イベントに、よ

り積極的に参加するとともに、大消費

地名古屋に隣接する地の利を活かし、

都市部の集客施設において展示即売会

を実施する。 
また、観光業と協力して、小中学生

を対象にした体験漁業の積極的な PR
を行い、漁家所得の向上、小中学生と

のふれあいによる高齢者の楽しみの場

の確保、魚介類の販売促進、将来の観

光客の増加を目指す。 

○タコやフグ等の海の恵み 
○島内からの景観 
 「たこの島」「ふぐの島」という愛

称で宣伝し、島内のマンホールにもた

ことふぐの絵を描いている。 
○イルカ 

介在療法（自閉症の子供たちを招待

し、イルカとふれ合うことでの病気治

療）も行っている。 

近年の食生活の変化による魚離れや輸入品の増加による単価の低迷により、漁獲高

は減少傾向にあった。 
このため、地元観光協会と連携し、日間賀島産魚介類の付加価値向上を図るため、

ブランド化推進と地域の魅力向上の取組を始めた。 

活動の背景 

〒470-3504 愛知県知多郡南知多町日間賀島浜側 87 
TEL 0569-68-2011  FAX 0569-68-2716 
E-mail なし 

○雇用者：30 人 
○売上：25.7 億円 
○イベント回数：７回 
○生産量（水揚げ量）：4,400 トン 
○体験漁業参加者：120 校、10,000 人

連絡先

活動規模 
今後の展開 

「漁業と観光業の相互扶助による明

るい島づくり」の取組は、離島という

ハンデがある日間賀島の島民に元気と

希望を与えている。 
 体験漁業等の実施を通して、日間賀

島産魚介類の販売促進、小中学生の体

験漁業者や観光客の確保、観光と漁業

が連携した地域活性化を図っている。 

活動のポイント・効果 活用している地域資源 

マンホールのふた 

農地

自然

景観

伝統

観光

工芸

特産

動物

活用

資源
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「とうえい宝の山づくり実行委員会」は、チェンソーアートクラブメンバーや町議

会総務経済委員長、町内の経済団体等から成り立ち、下部組織の運営委員会のメンバ

ーであるチェンソーアートクラブ員によって運営が行われている。 

平成 13、14 年には「個性ある山村地域再構築実験事業」の補助を受け、第 1 回、

第 2 回のチェンソーアート大会を開催した。その後、平成 21 年まで毎年、9 回のチェ

ンソー競技大会を開催している。（2 日間開催、国内外のチェンソーアーティスト約

50 名が選手として参加） 

 大会はチェンソーアートの技術を競うイベントであるが、同時に、都会の観客に間

伐や山の保全の重要性について知ってもらい、理解を求めることを目的としている。 

そこで、家族連れにも楽しんでもらえるよう、木工広場や木登り大会など、子供を

対象としたアトラクションを開催したり、おが粉等の無料配布などを行っている。 

また、第 2 会場を設けて作品を展示したりするなど、毎年、内容に変化をもたらす

よう工夫をしているほか、世界チャンピオンと地元の和太鼓集団「志多ら」の競演シ

ョーや地元小学生の絵画展、地元特産品の販売等を通じ、東栄町の PR の場としても

活用している。 
資金面では、県の補助金を活用しているが、大会の趣旨に賛同する企業・地元商店

などからの協賛金も得られるようになった。 

○○○東東東栄栄栄チチチェェェンンンソソソーーーアアアーーートトト世世世界界界大大大会会会   

・2010 年 5 月 29 日・30 日に開催 
・入場無料 
・海外からの選手も参加 
・日本で一番規模が大きい 

http:/ orange.zero.jp/chainsawart/index.htm 

20 年度-No.23 

とうえい宝の山づくり実行委員会 

（とうえいたからのやまづくりじっこういいんかい） 

構成員 
男    11 名

女     3 名

平均年齢 約 55 歳

チェンソーアート競技大会 IN 東栄

主力商品・イベント 

愛知県 東栄町 

事業の概要

食物 

交流 

循環 

女性 

情報 

創出 

知材 

人材 

取組

分野 

輸出 
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○三河杉（大会で間伐材を使用） 
○とうえい温泉 

観光客向けに温泉や宿泊施設等を

活用している。 
○花祭り（国の重要無形文化財） 

ウェルカムパーティで紹介するな

ど伝統文化も楽しんでもらい、町に

対する理解を深めてもらっている。 

東栄町の 2000 年記念イベントにアメリカ人のチェンソーアート世界チャンピオン

が来日し、実演を披露した。その際、日本初のチェンソーアートの講習会も開催さ

れ、そのときの受講生が中心になり、平成 13 年、「チェンソーアートクラブ マス

ターズ・オブ・ザ・チェンソー東栄」を設立した。 

活動の背景 

〒449-0215 愛知県北設楽郡東栄町奈根字加久保 56-2 林業センター内 
TEL 0536-76-1199  FAX 0536-76-1199 
E-mail chainsawartclub@hotmail.com 

○雇用者数：50 人（ﾁｪﾝｿｰｱｰﾄ開催時） 
○売上：4,131,457 円（ﾁｪﾝｿｰｱｰﾄ） 
○来客者：6,000 人 
○イベント参加者：77 人 

連絡先

活動規模 

地元産三河杉（間伐材）の利用により

林業の活性化を推進するとともに、副産

物のおが粉を無料で配布することによ

り、地域資源の再利活用を行い、自然環

境の保全を促している。 
また、海外からの選手や観光客を迎え

るにあたっては、ホームステイを実施

し、ウェルカムパーティを開催するなど

地域住民との交流の輪を生み出し、地域

の連帯感を高めている。 

活動のポイント・効果 活用している地域資源 

平成 22 年には第 2 回のチェンソーア

ート世界大会の開催を予定している。 
大会は日本における最古で最大規模

のものであり、林業関係者からも将来

性などについて注目されている。 
まだ歴史の浅い分野ではあるが、そ

れだけに可能性を秘めており、山村の

活性化に大いに役立つと考えている。 

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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１．「まちの木こり人育成講座」 
 団塊の世代を中心にした森林講座を年 20 回以上開催している。会員の技術や知識

向上と森林再生を目指す人材獲得のためのもので、年間参加総数は 200 人に上る。 
講座で使用した資料を「水源の森プログラム 光土水風」と命名し、初心者向け冊

子を作成することで、さらなる人材育成につなげている。 
２．請負林業 
 森林所有者及び森林組合や行政からの委託事業として、間伐、地拵え、植樹、枝打

ちなどの保全作業を行っている。 
３．地域の森林啓蒙活動 
 間伐材を有効利用してのイベント活動として、広葉樹の積み木、バードコール、貯

金箱づくり、体験林業などを行っている。 
４．森林再生見本林 
 主たる活動地（約 10ha）を林業の見本林として施業し、見学案内を行っている。 
５．「企業の森」の企画・運営 
 本田技研工業(株)等と契約を結び、鈴鹿製作所の森林保全活動を指導している。ま

た、三重銀行との協働活動で「みえぎん まなびの森」を運営している。 
６．間伐材の有効利用 
 薪材を販売している。 

http:// www.morinokaze.info/ 

20 年度-No.24 

森林の風 

（もりのかぜ） 

構成員 
男     18 名

女     2 名

平均年齢 約 54 歳

まちの木こり人育成講座と森林再生

三重県 四日市市 

事業の概要

○○○森森森ののの案案案内内内ととと各各各種種種イイイベベベンンントトト   

○○○森森森林林林施施施業業業調調調査査査   

 20,000 円/１ha（相談） 
○○○「「「水水水源源源ののの森森森プププロロログググラララムムム」」」講講講習習習会会会   

 20,000 円 
○○○薪薪薪材材材（ストーブ用、経費相談）   

○○○森森森林林林施施施業業業（間伐、経費相談）   

主力商品・イベント 

食物 

交流 

循環 

女性 

情報 

創出 

知財 

人材 
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分野 
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昭和 20 年代から 40 年代に植林された森林は、材木価格の低迷に林業従事者の激減

が重なり荒廃した状態になっている。 
また、森林所有者も都市部での生活が進み、森林の境界も不明となりつつある。 
この現状を打開し、自然な環境を守るため、NPO 法人「森林（もり）の風」が設

立された。 

活動の背景 

〒512-0933 三重県四日市市三滝台 4-15-7 
TEL 059-321-7719  FAX 059-321-7719 
E-mail ktaki@m3.cty-net.ne.jp 

○売上：150 万円（間伐材の販売） 
○イベント回数：20 回 
○契約山林数：10 件 
○施業山林：25ha（H21 年度） 

連絡先

活動規模 

○森林資源 

活用している地域資源 

○地元森林組合等と共同で活動。 
○水源の森を守る活動を通じて、住民

との友好、協力体制が進んでいる。 
○各地域に見本林を作成し、森林所有

者へ施業要請をしている。 
○地域デイサービスの木材ボイラー用

に間伐材を販売。 
○林業体験や講習会の修了者から 3 名

の林業従事者が生まれている。 
○林業体験等が、都市部と山村の架け

橋となっている。 

活動のポイント・効果 

○講習会で、団塊の世代やサラリーマ

ン層を育成し、自然環境及び森林再

生につなげる。 
○講習会修了者で林業の請負を進め、

定年後の安定収入を目指す。 
○山の産物（広葉樹、間伐材など）の

有効利用を提案する。 
○会員 1 名あたり年間 1 ヘクタールの

森林再生を目指す。 
○グリーンツーリズムインストラクタ

ーを増員し、都市部と山村の交流活

動を深める。 
○自然環境保全など、ボランティアの

模範となる活動に関わる者と集ま

り、情報交換のできる拠点づくりを

進める。 
○間伐材の有効利用基地、自然環境保

全の活動拠点として「まなびの森」

の活用を進める。 

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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 平成 17 年から伝統料理「箱ずし」の販売を開始したが、平成 19 年度の食アメニテ

ィコンテスト農林水産大臣賞受賞を契機に注文が増え、着実に売上を伸ばしている。 
①家庭の味を商品化 
 メンバー各自で家庭の箱ずしを作り、試食会を重ね、幅広い層に好まれるように現

代風な味、外観にアレンジしたほか、トレードマークをデザイナーに考案してもら

い、パッケージシールや POP を作成し、商品の PR に役立てている。 
② 販路拡大への取組 
 町内のイベントでの販売や、各家庭からや寺の祭事における注文を受けることで、

口コミで販路拡大を図っているほか、「三重の食 腕自慢」の商品 100 選への入選

や、マスコミで取組が記事になることにより知名度がアップしている。 
また、県域レベルのイベントにおいても積極的に販売するとともに、イベント企画

側にも PR する機会を多く作ることで、規模の大きな研修会等の昼食として活用され

るようになり、販売エリアは三重県全域に広がっている。 
③ 米消費拡大運動への貢献と米の伝統料理の文化伝承 
 箱ずし 1 食あたりの米の使用量は 1 合弱で、普段の食事 1 食あたりの米の使用量の

約 2 倍であることから、米消費拡大につながっている。 
地元小学校における箱ずし体験教室等での交流や対面販売を通じて、消費者の声を

聴く機会、郷土食の紹介の機会、食育啓発の機会をつくっている。 
また、地元の若い主婦層を対象に体験教室を開催し、親世代からの技術の伝承の役

割と、すし工房なばなの後継者育成の場としている。 

HP なし 

20 年度-No.25 

すし工房なばな 

（すしこうぼうなばな） 

構成員 
男     0 名

女     6 名

平均年齢 約 65 歳

郷土料理「箱ずし」で米消費拡大と次代への食文化の伝承

三重県 桑名市 

事業の概要

○○○箱箱箱ずずずししし（（（444000000 円円円～～～）））   

・値段の要望にあったものを販売 
・長島町内の米を使用 
・昔から伝わる製法 

主力商品・イベント 

箱ずし製造用の箱 

食物 

交流 

循環 

女性 
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○地元産農水産物 
 米、海苔、コハダ、なばな 
○施設（販売所 3 箇所、加工場 1 箇所）

○道具（昔の嫁入り道具） 
各家庭で使われず眠っているすし箱 

○箱ずしを知る地域の人 
 家庭で作られることは少なくなった

が、その味や懐かしさを知っている人、

作った経験のある人は多くいる。 

〒511-0068 三重県桑名市中央町 5-71 桑名地域農業改良普及センター 
TEL 0594-24-3641  FAX 0594-24-3693 
E-mail moriuj00@pref.mie.jp 

○雇用者数：6 人（平成 20 年度末） 
○売上：2,200 万円（平成 20 年度） 
○イベント回数：20 回（平成 20 年度）

○体験教室開催数及び参加者： 
若者向け 2 回 100 人、老人向け 2 回

40 人（平成 20 年度） 
○生産量：105 俵（平成 20 年度） 

連絡先

活動規模 

JA 女性部で米消費拡大運動を進めていく中で、子ども達に学校給食の米飯嗜好を

調査したところ、多くの子ども達から「ごはんがいい」との回答があった。 
そこで、家庭ではほとんど作られなくなった長島町の伝統料理「箱ずし」の美味し

さと食文化を一緒に伝えていくため、すし箱を持ち寄って作った箱ずしをイベントで

販売したところ、どのイベントでも販売開始早々に完売し、反応も良いことから起業

を決意するに至った。 

活動の背景 

○こだわりをきちんと説明のできる地域

の食材を使うことで、消費者の信頼に

つなげている。 
○地元米の使用により、地産地消に寄与

しており、また、箱ずし購入者が農家

から直接お米を買うことにもつながっ

ている。 
○「親戚が集まって作る」という風習の

部分を担うことによって、以前のよう

にお祝い事、法事などに箱ずしが使わ

れるようになってきている。 
○時給 1,000 円を支払える企業となり、

女性起業家や起業を志向している女性

達に目標と励みを与えている。 

活動のポイント・効果 活用している地域資源 

組織を法人化し、税金の払える経営、

地元女性の雇用の場となるようにステッ

プアップしていく。 
地元の若い女性たちへ箱ずしを作る技

術を伝承し、郷土の味を次代に伝え、い

ずれはグループ員のスムーズな世代交代

につなげていく。 
箱ずしの販売により、米の消費拡大を

図りながら、地元の担い手農家の米の販

路拡大にもつなげていく。 
小学校で箱ずしの作り方を教えなが

ら、食文化の伝承と食育活動を続ける。

今後の展開 

農地

自然

景観

伝統

観光

工芸

特産
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○○○川川川原原原白白白瀧瀧瀧鈴鈴鈴麗麗麗酒酒酒（（（酒酒酒米米米：：：うううこここんんん錦錦錦）））   

720m（1,500 円）、1.8ℓ（2,500 円）

棚田で収穫し、ハサ掛けした酒米を

オーナーが自ら酒造会社へ出向き作業

を手伝い製品にしたお酒。 

HP なし 

20 年度-No.26 

川原白瀧棚田保存会 

（かわはらしらたきたなだほぞんかい） 

構成員 
男    20 名

女    10 名

平均年齢 約 55 歳

オーナーが荒れ果てた棚田を再生

主力商品・イベント 

三重県 いなべ市 

集落の農業者だけでは棚田の復活や維持管理は困難であるため、棚田参観日など、

棚田の現状を観てもらう機会を設けるなどして広くオーナー募集を行い、15 組のオー

ナーからスタートした。 
 オーナーは、お客様ではなく、主体的に活動方針を決め、役員も規約もない自由な

雰囲気の中で色々なアイデアを出し合い、荒れた水田を少しずつ切り開き、田植えや

収穫などの作業をしており、地元役員や市がそれを支援している。 
やりがいのある農業を提供するこのシステムにより、多い人で年間 100 日以上、ほ

とんどのオーナーが 40 日以上この棚田を訪れ、作業を行っている。 
 また、農家で使われなくなった耕耘機やコンバインなどの農機具を集めて使えるよ

う整備したり、休憩小屋や農機具庫などを廃材で作ったり、活動は一年を通じて行な

われている。 
作目も、オーナーがアイデアを出し合って色々な品種に挑戦し、古代米や酒米、レ

ンコン、マコモなどを減農薬・無農薬で栽培しており、酒米はオーナー自ら酒造会社

と交渉し、酒造りの作業に関わりながら、「川原白瀧鈴麗酒」を造り販売している。 
 平成 16 年度末には地道な努力が実り、東海美の里 100 選に認定され、棚田を復元

することにより小学校の自然学習や企業の社会貢献活動の場所として提供することが

できたほか、棚田米のオリジナル米袋もでき、地域の活性化につながっている。 
また、平成 19 年 8 月には、川原白瀧棚田オーナー制度の取組と活動が高く評価さ

れ棚田学会賞を受賞した。 

事業の概要
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○棚田オーナー制度が、地元農産物の消

費拡大につながっている。 
○オーナーを通じ、その親戚・友達等へ

地元農産物の販売網が拡大している。

○特にお米の申込は年々増え、川原白瀧

棚田米としてオリジナル袋を作り、ブ

ランド化を進めており、棚田ファンの

輪が広がっている。 
○オーナーと地域との交流が少しずつ広

まり、地域行事への積極的な参加や、

棚田に関わるお年寄りが元気になって

きている。 

○棚田 
○自然環境 
○地域住民（人柄） 

平成 12 年、中山間地域等直接支払制度事業に取り組むこととなり、地区が市や県

と協議を重ねる中で、先祖が苦労して切り拓いた田をつぶしてしまいたくない、地域

の資産である棚田を復活させたいとの思いから地元有志が棚田保存会を発足させた。 

活動の背景 

活用している地域資源 

〒511-0511 三重県いなべ市藤原町市場 115 いなべ市役所農林商工部 
TEL 0594-46-6306  FAX 0594-46-6319 
E-mail m-ito01@city.inabe.mie.jp  

○イベント回数：5 回（平成 20 年） 
○イベント参加者： 

300 人（平成 19 年） 
○復元面積累計：2.8ha（平成 19 年） 
○オーナー数：20 組（平成 19 年） 

連絡先

活動規模 

活動のポイント・効果 

里山整備も含め、農業体験や自然教

室、癒しの場として棚田を提供し、福祉

とタイアップし、元気がもらえる新しい

ふるさとづくりを行っていく。 
また、過疎と高齢化が進む中で、これ

からは地域の農業にオーナーがお手伝い

できるよう、オーナーのネットワークを

フルに活用し、都市との交流をさらに深

めることで、消費拡大と地域ブランドを

確立させたい。 

今後の展開 
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 地域には田畑や山里、高齢者の持つ技術など資源はたくさんあるが、高齢化と後継

者不足で廃れていくという危機感から、地域で農産加工やボランティア活動、農業を

行っている人に出資を呼びかけ、平成 15 年「有限会社せいわの里」を設立し、平成

17 年には加工品の製造販売・農村料理レストラン「まめや」を開店。 
約 30 名の従業員は 30 代～70 代と幅広い年代で、互いに長所を引き出し合いなが

ら朗らかに仕事をしており、農家の女性が多いことから農繁期休業を設定している。 
 「まめや」では、ランチタイムに“旬の野菜と魚や肉のタンパク源を豆類からお採

りいただく農村料理”をコンセプトに地元で採れた大豆「ふくゆたか」や旬の農産物

を使った農村料理バイキングを提供し、農産物加工所では味噌、漬物、豆腐、油揚

げ、豆乳やおからを使った菓子類を製造している。 
また、大豆加工品づくりの体験講座や竹水鉄砲、わら細工づくり等農村の知恵を活

かした様々な体験を企画・実施したり、おからと草で作った「おから堆肥」により、

店の横の畑で「豆が育てる野菜」シリーズとして、ゴマや大豆などを栽培している。 
料理・加工品ともに地産地消による安全安心な食材を使い、地域のお年寄りや子供

達等にも活躍してもらうため、つくし等の買い取りを行っている。 
 製品は店内や隣町の直売所で販売する他、町内給食センターへも週 2 回、600 食分

の食材を提供している。 
 地元「勢和の語り部会」や農村応援隊等と連携して、地域全体の活性化を目標に活

動を展開し、農村の高齢者の持つ技術、知恵を次の世代に伝承するため、地域の子供

達との関わりをつくり、ふるさとの良さを心に刻んでもらう取組を進めている。 

http:// www.ma.mctv.ne.jp/~mameya/ 

20 年度-No.27 

有限会社 せいわの里 

（ゆうげんがいしゃ せいわのさと） 

構成員 
男    20 名

女     26 名

平均年齢 約 58 歳

お年寄りの知恵袋と豊かな資源を次世代につなぐ「まめや」

三重県 多気町 

事業の概要

○○○豆豆豆腐腐腐、、、ひひひりりりょょょうううずずず（（（がががんんんもももどどどききき）））、、、おおおかかからららどどどうううなななつつつ：：：   

地元産大豆のみ使用、順番に 200 円/丁、100 円/個、200 円/袋 
○○○味味味噌噌噌：：：豆こうじ、味噌こうじ、800 円/kg 
○○○農農農村村村料料料理理理バババイイイキキキンンングググ：：：野菜だけの料理、大人 1,000 円、子供 500 円 
○○○農農農村村村体体体験験験：：：豆腐づくり、農村料理など、１人 500 円、

主力商品・イベント 
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○地域を愛する心、人、その連携 

○地元の農産物（大豆ふくゆたか等） 

○お年寄りの知恵（昔から伝わる農産物

加工・保存技術など） 

○農村風景 

○農産加工やレストランで使う原材料を

地元で調達しており、地元の農業生産

の振興につながっている。 

○「せいわの里」の活動の中で、地域住

民が地域の歴史文化や自然、農産物等

を活用した技術を発揮し合っている。

○「まめや」には平日約 100 人、休日

約 170 人が来店している。お客様と

料理方法や地元の自然等の話をした

り、コミュニケーションを大切にして

いる。雇用の場になっているだけでな

く、交流を通じ、地域住民による地元

の価値の再発見の場にもなっている。

平成 6 年、農協に置かれた食味計で、地元勢和産の米が新潟県魚沼産コシヒカリと

変わらぬ味と知り、普段当たり前と思って見過ごしているものの中に大切な資源があ

ることに気づき、おいしい米に合う特産物を作ろうと、十数名で味噌づくりグループ

を始めたことから活動が始まった。 

活動の背景 

〒519-2211 三重県多気郡多気町丹生 5643 
TEL 0598-49-4300  FAX 0598-49-4300 
E-mail mameya@ma.mctv.ne.jp 

○雇用者数：46 人（平成 21 年 10 月） 
○売上：7,400 万円（平成 20 年末） 
○イベント回数：3 回 
○地元還元金額：4,500 万円 
○地元大豆消費量：24 トン 
○地元野菜買い上げ重量：48 トン 
○来客数：48,000 人 

連絡先

活動規模 

活動のポイント・効果 活用している地域資源 

農村文化の継承、農業振興、地域活性

化のため、都市と農村をつなぐ農村応援

ショップを都市部に展開する。 
内にあっては、農村応援隊との連携・

協力をより充実させる。 

また、「せいわの里」の安定的経営の

ため、販路拡大や味噌に加え、ごまのオ

ーナー制の導入にも取り組む。 

今後の展開 
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http://izumisouth-rc.jp/michinoeki/ 
izuminosato.html 

20 年度-No.28 

有限会社 いずみの里 

（ゆうげんがいしゃ いずみのさと） 
構成員 

男     0 名

女    47 名

平均年齢 約 65 歳

農家女性による地域農産物を活用した魅力ある地域づくり

大阪府 和泉市 

○○○米米米粉粉粉パパパンンン：：：菓子パン、調理パン、食パン、デニッシュなど 40 種類、130 円～ 
 地元の米や農産物を使った種類豊富な米粉パンを毎日手作り。 
○○○みみみそそそ：：：白味噌、金山寺味噌など、350 円～ 
 白みそは塩分控えめのマイルドな甘さでお正月用に人気の高い商品。 

金山寺みそは夏野菜をたっぷり使った甘辛いみそでご飯のおともにぴったり。 
○○○ジジジャャャムムム類類類：：：夏みかんマーマレード、いちじくジャムなど、450 円 
  地元の果物を甘さ控えめに炊きあげたもの。 
○○○食食食育育育講講講座座座：：：白みそ、米粉パン、季節の郷土料理の講座など 

主力商品・イベント 

 地域農産物の夏みかんやたけのこなどを活用し、加工品の開発や販売を行っている

が、朝市や直売所における顧客のほか、最近は、地産地消に関心がある量販店に商品

が注目され、販路が拡大している。平成 20 年には「道の駅いずみ山愛の里」がオー

プンし、併設の加工場で製造した米粉パン、もち、惣菜等を毎日直売所で販売してお

り、喫茶コーナーでは、地元農産物や手作りみそを使ったメニューを提供している。 
また、イベントへの参加依頼も多く、大阪府や和泉市のイベントに加え、多くの機

会で地域農業の PR を行うなど、地域の農業振興に貢献している。 
 同時に、次世代に本物の味、豊かな暮らしを伝えるため、学校給食への加工品の供

給、みそやマーマレードづくりの体験指導など食育にも取り組んでいる。 
社員の年齢は 30～70 代と幅が大きいが、高齢者を大切にし、また、若手社員にと

っても安心して働き続けることのできる職場となっている。米粉パンや菓子部門で

は、地域の若い女性を雇用し、将来の社員育成も進めている。 
いずみの里の活動は、農家女性や地域の農家に収入をもたらしているだけでなく、

様々な情報や人のネットワークをつくり、何よりも農家女性を元気にしている。ま

た、都市と農村の物の流通だけでなく、都市生活者にとっては農村を味わう、農業者

にとっては、都市からの風を感じる新たなライフスタイルの創造へつながっている。 

事業の概要
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○地元和泉産の農作物 
 マーマレードの商品化により、原材

料の夏みかんやレモンが見直され、朝

市等で売れるようになっている。 
米、大豆、たけのこ、野菜等が安定

的に加工原材料となっており、いちじ

く等の規格外品も商品化され、有効活

用されている。 

平成 9 年、大阪府で開催された国体の際、生活改善グループのマーマレード、小梅

干し、たけのこ煮の 3 点セットを全国から集まった人たちへお土産として提供したと

ころ、大変好評でグループ員の大きな自信となるとともに、グループの知名度も上が

り、市民から地域振興の担い手として期待されるようになっていった。 
先進地視察、朝市や加工経営の検討会等を行い、3 年間の検討の末、平成 13 年、

農家女性 50 人が出資し、有限会社「いずみの里」を設立した。 

活動の背景 

〒594-1136 大阪府和泉市仏並町 398-1 
TEL 0725-92-3877  FAX 0725-92-3870 
E-mail なし 

○雇用者数：5 人、平成 21 年 10 月 
○売上：5,000 万円（平成 20 年度） 
○食育講座（白みそづくり等）：19 回 
 平成 20 年度 

連絡先

活動規模 

○農業のほか、教育、商工観光行政等

の様々な検討会に参画し、農業や農

村地域の暮らしの担い手の立場から

発言、提案を行っている。 
○学校や保育園の給食へ地域農産物や

加工品を導入している。 
○「道の駅」を地域農産物や資源を活

用した消費者との交流・加工体験の

拠点、地域住民の能力活用の場とし

て活用している。 

活動のポイント・効果 活用している地域資源 

環境保全を踏まえた経営が必要と考

え、ジャム等の瓶の有料回収、包装デ

ザインの見直しや朝市等での専用の通

い袋の検討を行っている。 
また、地元農芸高校と連携し、地域

特産品を使った加工品開発を検討中。 

今後の展開 
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http:// www.city.sumoto.hyogo.jp/ 

20 年度-No.29 

兵庫県洲本市 

（ひょうごけんすもとし） 

構成員 
男  23,279 名

女  25,677 名

平均年齢 約 47 歳

菜の花エコプロジェクトによる地域活性化 

 平成 18 年の市町村合併により洲本市になったことを機に、旧五色町のプロジェク

トを「洲本市バイオマスタウン構想」等に位置づけるとともに、菜の花収穫用コンバ

インや菜種搾油施設を導入することにより、取組を洲本市全域に広げた。 
 菜の花エコプロジェクトは、廃食用油から BDF を精製し、ディーゼル車の燃料と

して利用するほか、休耕田等を利用して菜の花を栽培し、収穫した菜種から食用油を

生産する取組で、資源循環型社会形成のモデルとして市内全域で展開しており、必要

な施設や住民の協力体制が整っており、一連のサイクルが地域内で完結している。 
廃食用油の回収は家庭ゴミ回収の一環であり、各家庭から拠点施設に持ち込まれた

ものを、洲本市が回収している。回収された廃食用油は BDF 精製プラントで軽油代

替燃料に変換し、トラックやバスなど市の公用車の燃料として利用している。 
一方、菜の花は、農家が休耕田等を活用して栽培している。諸制度を活用し、 大

18,000 円／10ａを栽培農家に助成するなど栽培を推進した結果、近年栽培面積が急激

に拡大している。 
菜種は搾油施設で食用菜種油に加工し、地域特産品として市内外向けに販売され、

副産物の菜種油粕は、家畜の飼料又は肥料として有効に使われている。 
また、菜の花エコプロジェクトを教材として小中学生を対象とした環境学習（種ま

き、花見、収穫等）や施設見学・視察受け入れ等も積極的に実施しているところであ

り、今後も地域の良さや菜の花の様々な利用法を知ってもらう取組を継続していく。 

事業の概要

兵庫県 洲本市 

○○○純純純淡淡淡路路路島島島産産産無無無添添添加加加なななたたたねねね油油油   

「「「菜菜菜ののの花花花ののの恵恵恵みみみ」」」   

200ｍｌ、500ｍｌ、900ｍｌ瓶入り 
それぞれ 500 円、780 円、1,200 円 
遺伝子組換え原料は一切使用しな

い、完全無添加、一番搾り油のみを使

用したエクストラバージンオイル 
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農地

自然

景観

伝統

観光

工芸

特産

人材

活用

資源

○菜の花（遊休農地の活用） 
○廃食用油 
○地域住民のマンパワー 

旧五色町では、郷土の偉人を顕彰するため高田屋嘉兵衛公園を平成 7 年に開設した

のに合わせ、嘉兵衛翁が好んだとされる菜の花の栽培を公園周辺で始めた。 
これがきっかけとなり、「五色町地域新エネルギービジョン」に菜の花エコプロジ

ェクトの推進を掲げ、油用菜の花の栽培、廃食用油の分別回収、BDF 精製プラント

の整備と廃食用油の BDF 化に取り組み始めた 

活動の背景 

〒656-1301 兵庫県洲本市五色町都志 203 洲本市役所農林水産部農政課 
TEL 0799-33-1924  FAX 0799-33-1144 
E-mail Hajime_Takahashi@city.sumoto.hyogo.jp 

○売上：2,578 千円（H20 年） 
○イベント回数：5 回（H20 年度） 
○なたね油販売実績：3,245 ㍑（H20 年

度） 
○廃食用油回収実績：13,380 ㍑（H20） 
○BDF 生産実績：12,065 ㍑（H20 年度）

連絡先

活動規模 

身近な花を使った地球環境にやさしい

取組であるため、住民の関心が非常に高

く、各町内会が自発的に廃食用油の回収

や菜の花栽培などに取り組んでいる。 
 栽培が、良好な景観形成や遊休農地の

有効利用に寄与しており、花見等のイベ

ント開催や菜種油のブランド販売などの

取組が地域活性化につながっている。 
プロジェクトを教材とした環境学習、

農業体験等が、子供たちの地球環境に対

する意識啓発や、多くの人々が市を訪れ

るきっかけとなっている。 

活用している地域資源 

○単収の増加（JA 等の指導による栽

培技術の向上）。 
○美しい農村風景の形成（遊休農地を

活用した栽培面積の拡大） 
○搾油技術と搾油率の向上 
○商品の販路拡大。 
○廃食用油の回収拡大（普及啓発運動

の展開） 
○プロジェクトを通した地域活性化と

関連イベントの開催による観光客数

の増加 
○菜の花・ひまわりの輪作体系の構築

と「ひまわり油」の製造販売 
○オーナー制等により、菜の花やひま

わりの栽培等を行ってくれる都市部

住民の受け入れ、都市農村交流によ

る地域活性化 

活動のポイント・効果 

今後の展開 
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http://kishu-u.me/ 

20 年度-No.32 

株式会社 紀州ほそ川 

（かぶしきがいしゃ きしゅうほそかわ） 

紀州うめどり・うめた

まごブランド化推進協

議会構成員 
男    11 名

女     3 名

平均年齢 約 45 歳

梅酢による紀州うめどり・うめたまごの

ブランド化

和歌山県 みなべ町 

梅干しと同じくらい有効成分を含んでいる梅酢に着目し、「梅酢を飲ませると鶏が

夏バテしない」という言い伝えから、平成 11 年より和歌山県農林水産総合技術セン

ター養鶏研究所の協力で梅酢を鶏に与える研究を行った。 
その間の平成 16 年に飼料製造業者として届け出を行い、飼料原材料として「梅

BX70」の製造販売を開始するとともに、液体の「梅 BX70」の粉体化にも取り組ん

だ。 
研究では塩分含有の有無や与える量を変化させて効果を観ていく中で、平成 17

年、「梅 BX70」を飼料に 0.1％混ぜる養鶏飼養法を確立させた。 
 また、鶏に有効であることを聞いた真鯛養殖業者へ「梅 BX70」を提供したとこ

ろ、真鯛の色合いが良くなる等の品質向上が見られた。 
平成 19 年の和歌山県水産試験場での研究では、過酸化脂肪が極めて少ない、質の

高い脂肪がのり、美味しくなるなど、真鯛でも肉質が改善されることがわかってき

た。 
 養鶏の飼養法が確立した平成 17 年、紀州の梅の知名度を活かしたブランド鶏・卵

の普及と養鶏業者の収益性向上を目的とし、紀州うめどり・うめたまごブランド化推

進協議会を県の協力のもと、養鶏業者や鶏肉加工業者など 11 業者で発足させた。 
発足後は、「紀州うめどり・うめたまご」の商標登録、ロゴマークの制定、ホーム

ページ・パンフレットの作成、商談会、展示会に参加し、PR に努め、現在では地元

スーパーや小売店で販売されている。 

事業の概要

○雇用者数：48 人 
○売上（全社計）：810,000 千円 
○イベント回数：7 回 
○協議会会員：14 社 

○○○紀紀紀州州州うううめめめどどどりりり：：：鶏鶏鶏肉肉肉（（（もももももも）））   

400 円/250g 
○○○紀紀紀州州州うううめめめたたたまままごごご：：：鶏鶏鶏卵卵卵   

 葉酸等のビタミンが普通卵より 30％
増、300 円/10 個 

主力商品・イベント 活動規模 
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○梅干し製造過程でできる副産物の梅

酢の有効利用が進み、資源として有

料で取引されるようになった。 
○県養鶏研究所の研究が、県内での養

鶏現場に活かされ、鶏肉・鶏卵の品

質向上につながった。 
○紀州うめどり・うめたまごブランド

化推進協議会の設立により、PR が効

果的に行われるようになり、スーパ

ー等での「紀州うめどり・うめたま

ご」の販売が広がった。 
○水産養殖業（真鯛）分野でも県水産

試験場、梅加工業者との連携で「梅

BX70」の活用が進んでいる。 

昭和 55 年頃より梅干しの調味技術が進歩して食べやすくなったことと、紀州南高

梅の産直通販が普及したことで需要が伸び、梅干し生産量の増大に伴い、副産物の梅

酢（梅を塩漬けしたときに出る酸味の強い果汁）の生産量も増え、既存の漬物需要だ

けでは消費しきれなくなったことから新規用途開発が急務となった。 

活動の背景 

〒645-0022 和歌山県日高郡みなべ町晩稲 889 
TEL 0739-74-2739  FAX 0739-74-2793 
E-mail s-hosokawa@kisyuhosokawa.com 

引き続き、「梅 BX70」を養鶏業者や

飼料会社には養鶏用飼料原材料として、

県外には鶏肉・鶏卵の品質改善用として

PR する。 
紀州うめどり・うめたまごブランド化

推進協議会は、商談会や展示会への参加

やリーフレットの作成・配布でさらに

PR に努める。 
 また、紀州うめたまごを使ったケーキ

や菓子、たまごどうふ等の商品開発、紀

州うめたまご用廃鶏のブランド化にも取

り組むほか、真鯛での効果も実証されて

きたので、水産養殖用飼料原材料として

も普及を進めていく。 
さらに、犬や猫に対してどのような効

果があるのか研究し、ペットフードの品

質改良、さらに人の健康食品として商品

開発を目指していく。 

連絡先

今後の展開 

活動のポイント・効果 

○梅酢 
 紀州梅干しの代表品種「南高梅」を塩

漬けにしたときに出る 

活用している地域資源 

農地

自然

景観

伝統

観光

工芸

特産

 

活用

資源
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○○○しししまままべべべんんん   

笠岡諸島 6 島でそれぞれ島のものを

使い、島の人が島で作った弁当。要

注文 5 つくらい～。千円前後。 
○○○椿椿椿油油油   

飛島に自生している藪椿の純粋椿

油。スキンケアにも。30cc 入り 600
円、100cc 入り 1,700 円。 

○○○こここりりりこここりりりひひひじじじききき   

笠岡諸島でとれるひじき。こりこり

歯ごたえがあってひと味違う。30g
入り 350 円。 

http://www.shimazukuri.gr.jp/ 

20 年度-No.34 

NPO 法人 かさおか島づくり海社 

（かさおかしまづくりかいしゃ） 

構成員 
男    43 名

女    34 名

平均年齢 約 60 歳

いつまでも輝き続ける島をめざして

平成 18 年「特定非営利活動法人かさおか島づくり海社」を発足し、事業を展開す

る中で雇用を創出し、地域づくりを仕事とできる仕組みづくりを進めている。 
たとえば、高齢者の移動手段を確保するための過疎地有償運送や、通所介護事業の

開設・運営、幼児育成事業を実施、各島の特産品を陸側で販売するアンテナショップ

の運営、別会社を組織しての灰干しの製造販売などを行っている。 
また、有人 6 島で行われる伝統行事等への観光ツアーを実施し、地域間交流を進め

ている。ツアーや視察の際には、「島のモノを使った、島の住民で、島でつくる」6
島それぞれの個性を生かした弁当“しまべん”を提供している。 

また、島の住民が集まって心をひとつにする島の大運動会では、陸地部の公民館に

も声をかけるようになり、これまで以上に盛り上がるようになった。さらに、中学校

の夏期研修を受け入れたり、島の空き家対策と後継者対策、人材確保に一度に対処す

る移住対策事業を実施するなど、地域の課題に広く対応する活動を行っている。 

事業の概要

岡山県 笠岡市 

○○○瀬瀬瀬戸戸戸ののののののりりり   

笠岡諸島周辺の養殖のりを両面味付

けしたちょっと大きめの味付けの

り。おにぎりに、お酒のおつまみに

も。12 枚入り 5 袋 500 円、10 袋

1,000 円。 

主力商品・イベント 
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○島の良さや、住民のあたたかさを最

大限に活かした交流をすすめ、島に

ある空き家への移住者を増やした

り、笠岡諸島での各種ツアー参加者

の中から笠岡諸島応援団の隊員を募

集するなどして島おこしの人材確保

につなげている。 
○特色ある特産品開発を行い、少量で

も価値のある製品を考えている。 

○国指定重要無形民俗文化財白石踊、

高島遺跡、巨石群、北木石切丁場 
○真鍋島中学校の木造校舎 
○海産物、真鍋島のゴーヤ製品、飛島

の椿油 
○六島灯台、スイセン、瀬戸内の景観 
○住民力 

島という地理的特殊性により、他の地域より急速に過疎化・高齢化が進み、島の危

機感は大きかった。こうした中、笠岡諸島の有人 6 島が連携し、いつまでも島に住み

続けたいという住民の切実な思いを実現するために、自分たちの力で様々な地域課題

に対応するため「島をゲンキにする会」が発足した。さらに、平成 13 年、笠岡諸島

の島おこしを専属に行う行政職員「海援隊」を笠岡市が 3 名配置し、協働による離島

振興事業が始まった。

活動の背景 

活用している地域資源 

〒714-0301 岡山県笠岡市北木島町 3802-53 
TEL 0865-68-3741  FAX 0865-68-3150 
E-mail fuziwara@shimazukuri.gr.jp 

○雇用者数 28 人 
○年間売上 51,982 千円 
○イベント回数 22 回 

消費者のアイデアを取り入れたり、

全国の離島と連携して、他にはない製

品の開発を進める 
起業によって住民へのサービスの提

供と同時に働く場を創出し、いつまで

も輝く島にしていく。 

連絡先

活動規模 

今後の展開 

活動のポイント・効果 

農地

自然

景観

伝統

観光

工芸

特産

 

活用

資源
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＜住民団体が古民家再生＞ 
  旧菊川町が管理していた茅葺きの古民家（明治初期・伝承施設）を住民団体

が引き継ぎ再生し、里山に伝わる農法、伝統、景観、自然の保存を通じて、失

われつつある農業文化を広く後世に伝えている。 
  会員をはじめ 4 0 0 名程のボランティアにより修復され、活動拠点とな

っている茅葺古民家は平成 17 年度に文化庁登録有形文化財に指定された。 
交流イベント事業では文化庁、教育委員会の後援を受け、新聞テレビ等の報

道により、参加者は市内外を越えて広がり増加している。 
また、古民家の保存啓蒙に供することを目的に、施設等を利用して幅広い年

代に学習の場を提供し、農業体験、貸農園、農産物加工、自然とのふれあい、

里山保存等の活動を通じ、世代を超えた都市と農村の交流を図っている。 
＜やまぐち食彩店に認定＞ 

 古民家を再生した施設では、蕎麦うち体験や地域食材を使用した飲食店「歌

野清流庵」を運営しており、平成 18 年「やまぐち食彩店」に認定された。 
これら、各種活動は過去の取組に捉われないオリジナル性が非常に高いもの

で、繰り返しの活動にとどまらないチャレンジ的でアクティブな活動が多い。 
平成 17 年度には農林水産省の「オーライ！ニッポン大賞」ライフスタイル賞受

賞にともない、地元テレビ局のみならず全国的に報道されている。 

http://www.urban.kde.yamaguchi-u.ac.jp/ 
project/fureau_kai/top/top.htm.htm 

20 年度-No.35 

歌野の自然とふれあう会 

（うたののしぜんとふれあうかい） 

構成員 
男   名 
女   名 
平均年齢  約歳 

歌野の自然とふれあう会

山口県 下関市 

事業の概要

○○○歌歌歌野野野清清清流流流農農農園園園（（（貸貸貸農農農園園園）））   

「そば処」清流庵、キャンプ場、釣

りぼり、登山道等に接しており、自然

とのふれあいを楽しむことができる。 
1 区画 28 ㎡（4 月～翌年 3 月末ま

で）、年会費 5 千円。 

主力商品・イベント 
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○茅葺き古民家 
○歌野川ダム周辺の自然 
○歌野自然活用村（キャンプ場） 
○地域食材（米・ヤマメ・ソバ粉等）

平成 12 年度から歌野川ダム上流域に位置する水田で、村おこしの会と銘打って田

植え、稲刈り、収穫と農業体験を通じて小学生からお年寄りまで幅広い世代の交流を

行っていたところ、3 年目に水田所有者の古民家解体の話が持ち上がった。 
その際、「この文化遺産を後世に残したい」との思いが高まり、当時旧菊川町が管

理していたことから、現在の会代表が有志で保存していくことを申し出て、その翌年

に「歌野の自然とふれあう会」を立ち上げた。 

活動の背景 

〒750-0313 山口県下関市菊川町田部 581-4 
TEL 083-294-4325  FAX 083-294-4323 
E-mail forester-k@jcom.home.ne.jp 

○来客数：400 人 
○イベント回数：4 回 
○イベント参加者：500 人 

連絡先

活動規模 

○住民団体により、古民家を優良な状

態で維持管理している数少ない事例

となっている。 
○建築当時（明治初期）とほぼ変わら

ない環境を残しながら、古民家を再

生し、それだけにとどまらず、蕎麦

を中心に地域食材を使用した飲食店

の運営も行っている。 
○農法・伝統・自然の保存を通じて失

われつつある文化を後世に伝える活

動を地道に行っている。 
○世代を超えた都市農村交流を図るこ

とによる「人間関係の調和」、自然

とふれあいながら農業文化を体験す

ることによる「食文化・食教育の見

直し」に積極的に取り組んでいる。 

活動のポイント・効果 活用している地域資源 

茅葺き屋根の修復作業を予定してい

るが、その際には専門家をはじめ、広

く一般市民にも参加してもらうことで

伝統技術の習得や、日本の貴重な伝統

技術の理解につなげたい。 
集落の消滅に伴い、遊休地になって

いる歌野地区の複合的な再開発を行

い、古き農村文化を経験できるような

地域開発を継続していく。 

今後の展開 

農地

自然

景観

伝統

観光

工芸

特産

建物

活用

資源
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○○○カカカツツツオオオのののわわわららら焼焼焼きききタタタタタタキキキ体体体験験験   

・小学校の要望に応じて適宜開催 
・2 万円程度（人数等により変動） 

都市部の子どもたちとの交流、地

域の子どもたちとのふれあいを通じ

て、海や魚、漁村に親しみを覚え、

漁業に対する関心を深めてもらう。。。  

http://www.pref.kochi.lg.jp 

20 年度-No.36 

高知県漁協女性部連合協議会 

（こうちけんぎょきょうじょせいぶれんごうきょうぎかい） 

指導員 
男    0 名 
女    15 名 
平均年齢 約－歳 

都市と漁村の交流学習 in 高知

主力商品・イベント 

高知県 高知市 

高知県漁協女性部連合協議会は漁協の組合員又はその家族である女性を中心に構成

され、漁協女性の地位の向上と、明るく住み良い豊かな漁村を目指すことを目的に、

漁協を中心に活動する組織である。 
 具体的には、県の水産試験場の担当者から教室で授業を受けてカツオの生態を学

び、その後に魚のプロである女性部のレクチャーを受けながら実際にカツオを捌き、

藁で焼いて皿鉢への盛りつけまでを行い、給食と一緒に食べている。 
 開催当初は、なかなか学校側に浸透せず開催場所に苦慮していたが、年々開催要請

が増え、今では日程調整に苦慮しながらも年間 6 校程度開催し、また、体験者数につ

いても平成 15 年度の 95 名から平成 20 年度は 441 名と順調に伸びている。 
また、その他の若い世代に地元で獲れた魚を使った浜料理（金目鯛の炊き込みご

飯、煮付け、鯛めし、カルパッチョ、あら汁など）の技術を伝えるとともに、体験を

通じて魚に対する関心を高めるため、女性部が講師となり小中学生、高校生、一般の

方に魚料理講習会を開催するなど積極的に活動している。 

事業の概要
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○カツオ 
土佐を代表とする魚として県民に親し

まれており、昭和 63 年に高知県の「県

の魚」にも指定された。 
全国 5 位の生産量、全国 3 位の生産額

であり、高知市における消費量は日本一

を誇っている。 
このことから、各漁港で上がる新鮮な

カツオを使った「カツオのタタキづくり

体験」では、昔ながらのタタキづくりを

通して、黒潮に育まれた高知県の漁師文

化を体験することができる。 

近年、子供達の魚離れが言われているが、未来を託された子供達が、机の上での勉

強ではなかなか感じることのできない様々な体験を通じて、漁業や魚のことを少しで

も考えるきっかけにしてもらいたい。また、高知県の漁業やカツオの生態、海と山の

つながりを学習し、郷土料理としても有名なカツオのタタキづくりを実際に自分達で

体験してもらおうと平成 15 年度からカツオタタキ体験事業に取り組んでいる。 

活動の背景 

〒780-0850 高知県高知市丸ノ内 1-7-52 
TEL 088-821-4615  FAX 088-821-4529 
E-mail 040501@ken.pref.kochi.lg.jp 

○カツオタタキ体験：6 校 
○カツオタタキ体験参加者：441 人 
○魚料理講習会：4 校 
○魚料理講習会参加者：138 人 

食育活動について、今までは小学生の

み対象であったが、PTA を巻き込んだ

「家族ぐるみの交流」へと発展させるこ

とも必要ではないかと考えている。 
活動を通じて、カツオに限らず、地魚

のおいしさをアピールし、漁業を取り巻

く厳しい状況を理解してもらい、魚食文

化の普及、地域の地魚の消費拡大につな

げていきたい。 

連絡先

活動規模 

今後の展開 

子どもたちの魚離れが言われている

が、この活動を通じて「本当においし

い魚を提供すれば子どもたちは喜んで

食べる」ということを実際に感じるこ

とができたとともに、魚食を PR すれ

ば消費拡大につながると意識の高揚に

もつながっている。 

活用している地域資源 活動のポイント・効果 

農地

自然

景観

伝統

観光

工芸

特産

 

活用

資源
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http://www.minamatacity.jp/related_group/
muramaru_group/index.htm 

20 年度-No.39 

村丸ごと生活博物館頭石地区 

（むらまるごとせいかつはくぶつかんかぐめいしちく）
構成員 

男     13 名

女     9 名

平均年齢 約 66 歳

村丸ごと生活博物館

熊本県 水俣市 

頭石地区では固有の生活文化をさらに磨き後世に残そうと、平成 14 年「村丸ごと

生活博物館」の地区指定を受け活動を開始した。 
集落内で、自らの生活文化に誇りを持って説明、案内できる「生活学芸員」8 名と

漬物づくりや石積みなど生活技術の熟練者である「生活職人」16 名が元気な村づくり

に取り組んでいる。（いずれも水俣市が認定している） 
この取組は「地域にあるものを探す」ことから始め、集落全体を「生活の博物館」

と見たて、訪問者に普段の生活（地域の案内、食事、各種体験）を提供している。 
地域の案内は「生活学芸員」、食事は「生活職人」のうち女性が中心となり、仕事

と両立させながら地区でそれぞれ役割分担し受け入れている。 
地元住民の素朴で温かいもてなしと熱意が評価され、全国各地からたくさんの人々

が訪れ、その数は年々増加し、生きた農村生活を学ぶ場としても注目されている。 
訪問者からの謝礼は、住民にとって楽しみながら活動を継続するための大切な原動

力となっており、一部は共同資金として積み立て、活動資金に充てている。 
また、訪問者から感想をもらったり、訪問者が地区内で迷わないための看板設置や

グリーン・ツーリズムの先進地等への視察を行い、取組の質の向上を図っている。 

事業の概要

○○○村村村めめめぐぐぐりりり：：：1,000 円 
集落の散策案内（1～2 時間） 

○○○食食食めめめぐぐぐりりり：：：1,500 円 
 家庭料理体験 
○○○わわわざざざめめめぐぐぐりりり：：：1,000 円＋材料費 

ものづくり等の体験（1～2 時間） 
竹箸づくり、わらじづくり、村仕事

などの体験を楽しむことができる。 

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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○住民は自身の案内に驚く訪問者の姿を

見て、「当たり前」と思っていた地元

の生活・文化の価値に改めて気づくこ

とができ、地域に自信と誇りが持てる

ようになってきた。 
○地元の家庭料理が訪問者においしいと

喜ばれることがきっかけで、女性たち

で農産加工所を立ち上げた。 
○振る舞うだけだった手作りのかごや自

家野菜を販売するようになるなど、も

のづくりが進んでいる。 
○地元食材でもてなそうと、野菜づくり

の講習会や作付けを増やすなど、農業

振興への効果も見られる。 
○地域外の人々が訪れるようになったこ

とで、清掃活動や道端の植栽など集落

の景観美化が進んでいる。 

○自然（山、川、棚田など） 
○生活文化（百姓仕事、自然神など） 

水俣市では、農山漁村地域に対し、住民と地域が元気になる生活の支援を行おうと

平成 13 年に「水俣市元気村づくり条例」を制定した。条例に基づき地域の自然・産

業・生活文化を守り育てる地区を「村丸ごと生活博物館」として指定している。 

活動の背景 

活用している地域資源 

〒867-0011 水俣市陣内 1-1-1 水俣市産業建設部農林水産振興室元気村推進係 
TEL 0966-61-1652  FAX 0966-62-0611 
E-mail norin@City.minamata.lg.jp 

○来客数：668 人 

取組を充実させていくとともに、農

家レストランや足もとにあるものを活

かしたものづくりを進めていきたい。 

連絡先

活動規模 

今後の展開 

活動のポイント・効果 

農地

自然

景観

伝統

観光

工芸

特産

 

活用

資源
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http://www.fukimura.com/ 

20 年度-No.40 

ふき活性化協議会 

（ふきかっせいかきょうぎかい） 

構成員 
男    98 名

女   131 名

平均年齢 約 58 歳

「農業と観光が調和した地域づくり」を目指して 

大分県 豊後高田市 

 協議会は全住民参加のコミュニティ組織であり、農業振興面では農事組合法人「ふ

き村」が中心となり、生活・環境面では自治会の協力や小中学校、体験宿泊交流施設

等と連携し、多彩なむらづくりを進めている。 
① 農業振興の面 

   農事組合法人「ふき村」が 3 集落 1 農場方式の生産体制を確立するとともに、

ぶんご合鴨肉の「ゆうパック」や農産加工直売所「蓮華」に代表される 6 次産業

化を図った農業経営が効率的に行われている。 
② 生活・環境の面 

国宝「富貴寺」を中心とした伝統行事の継承や子どもたちへの食農教育・体験

学習を推進し、また、都市住民に対してはふれあいウォーク、景観づくり、郷土

料理などの体験を通じたグリーンツーリズムを実践している。 
過疎化・高齢化、谷沿いの狭小な農地など、中山間地域の条件不利地でありな

がらも、ほ場整備を機に集落営農体制を確立し、特産品の加工販売など農業の 6
次産業化への発展とともに、世代間の交流や都市住民との交流を活発化させ豊か

で住みよいむらを実現している。 

事業の概要

食物 
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循環 
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若い担い手
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○国宝の富貴寺を中心とした地域に伝

わる様々な伝統行事 
○椎茸、茶、ぶんご合鴨等を生かした

郷土料理 
○農村レストランも兼ねた体験交流宿

泊施設「旅庵蕗薹（ふきのとう）」

や農山加工直売所「蓮華」等 

平成 7 年に、ほ場整備後の集落農業のあり方や地区の将来像について検討する組織

として「蕗（ふき）地区地域デザイン協議会」が設立された。 
地域住民や関係機関で構成されており、「農業と観光が調和した地域づくり」をス

ローガンに営農体制、地域環境、都市農村交流、地域コミュニティ等について検討を

行い、平成 9 年に地域デザインを完成させ、名称を「ふき活性化協議会」とし、現在

はむらづくりの調整役を担っている。 

活動の背景 

〒879-0605 大分県豊後高田市御玉 114 豊後高田市農林振興課 
TEL 0978-22-3100  FAX 0978-22-3795 
E-mail soumu＠city.bungotakada.oita.jp 

○作付面積（水稲）：157,590 ㎡ 
○作付面積（麦）：208,580 ㎡ 
○作付面積（大豆）：64,180 ㎡ 
○作付面積（そば）：55,260 ㎡ 
○イベント回数：7 回 

ふれあいウォーク、盆踊り、国宝「富

貴寺」ライトアップ

連絡先

活動規模 

○蕗地区の良さに惚れ込んで移住するす

る人が増え、若い人が増えたことで集

落に活力が生まれている。 
○シンボルづくりとして、地区名に由来

のあるツワブキを河川敷に植栽すると

ともに、ナバナ、レンゲ、茶、そば等

の栽培による四季折々の景観づくりを

行っている。 
○体験交流宿泊施設における郷土料理の

提供や体験交流プログラム等で都市住

民に向け発信している。 

○○○ふふふれれれあああいいいウウウォォォーーーククク    
○○○国国国宝宝宝「「「富富富貴貴貴寺寺寺」」」ララライイイトトトアアアッッップププ    

主力商品・イベント 

活動のポイント・効果 活用している地域資源 

① 儲かる農業への挑戦 
 更なる所得向上のため、集落営農や

経理の一元化等の取組のほか、近隣の

地区に出作を行い規模拡大を図る。 
② 子供たちに農業の大切さを伝える 
 「子供はむらの宝」の考え方の下、

農業体験等を実施してきたが、今後も

活動を継続し、「食や農業の大切さ」

や「農業の魅力」を子供達に伝える。 
③ 戻ってきたいと思えるむらづくり 

今後も定年退職者等を中心に受け入

れが必要と考えており、都会並の生活

ができるような体制整備を進める。 

今後の展開 

農地
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景観
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http://www.gokase.org/ 

20 年度-No.43 

特定非営利活動法人 五ヶ瀬自然学校 

（とくていひえいりかつどうほうじん ごかせしぜんがっこう） 

構成員 
男     4 名

女     5 名

平均年齢 約 36 歳

過疎化を止める！コミュニティと環境教育 

宮崎県 五ヶ瀬町 

○○○クククラララオオオカカカンンンロロログググハハハウウウススス：：：3 坪の角ログハウス（71 万円）ほか 
宮崎県産の杉を 100％使用のキット型ハウス、自分で組み立てられる。 

○○○４４４億億億年年年ののの大大大地地地米米米：：：5kg 白米（2,800 円）ほか 
 五ヶ瀬町鞍岡の標高 600m 付近の湧水が入る棚田で作られた限定米。 
○○○カカカヌヌヌーーー体体体験験験：：：蘇陽峡半日コース（大人 5,500 円、子ども 3,500 円） 
 五ヶ瀬川の大峡谷「蘇陽峡」をカヌーで巡る秘境探検ツアー。 
○○○カカカヌヌヌーーーツツツアアアーーー：：：小川 1 日コース（ランチ付、大人 9,500 円、子ども 7,500 円） 
 奇跡の清流「小川」をカヌーでツーリング。透明な流れは日本一とも称される。 

主力商品・イベント 

① クラオカンログハウスの開発・販売 
 五ヶ瀬川上流の杉材を第三セクターの製材所で一次加工し、地元ログビルダーの指

導により、林業家等が 2 次加工する。それを自然学校会員が販売している。 
② 都市と農村の交流事業 
 ログビルダーが教える本格的ログスクールを開催し、カヌーによる五ヶ瀬川のゴミ

拾い、釜炒り茶の手作り体験、五ヶ瀬ハイランドスキースクール等を実施している。 
③ 五ヶ瀬「山の自然学校」やまぶし探検隊（子どもが対象） 
 五ヶ瀬周辺の山と川を季節に合わせ活用した子ども探検キャンプを実施している。 
④ コミュニティビジネスおよび農村活性化事業 
 空き家情報整備、鞍岡産米のブランド化、釜炒り茶・杉製品・椎茸製品の開発、地

域育成マネージャーの育成、田舎暮らし情報の発信などを実施している。 
⑤ 五ヶ瀬風の子自然学校 

将来の五ヶ瀬町を支える子どもたちへの社会教育の場として、子ども農園づくり

（教育ファーム）、釣り教室、昔遊び教室などについて、放課後毎日開催している。 
⑥ 鞍岡地域づくり協議会の事務局 

伝統芸能の継承、祭りの盛り上げ、特産品開発・加工グループの企画・運営、彼岸

花の植栽による棚田の景観づくり、「四億年の大地米」の販売 

事業の概要
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農地

自然

景観

伝統

観光

工芸

特産

人材

活用

資源

○自然（五ヶ瀬川、町周辺の山） 
○特産物（杉、お茶、お米、椎茸） 
○休耕畑、田園 
○空き家 
○地域の名人・達人 

五ヶ瀬町は、農林業の衰退、仕事不足、ライフスタイルの変化などが原因で、過疎

化、高齢化、少子化が進んでいる。 
全国の中山間地域が同じような状況にあるが、何かを始めなければ変わらない！そ

こで、地域の有志で結成された NPO 法人である五ヶ瀬自然学校が核となり、五ヶ瀬

ならではの村おこしとして、様々な過疎を止める取り組みが始まった。 

活動の背景 

活用している地域資源 

〒882-1201 宮崎県西臼杵郡五ヶ瀬町鞍岡 2840 
TEL 0982-73-6366  FAX 0982-73-6366 
E-mail ag1967@gray.plala.or.jp 

○雇用者数：50 人（常勤 6 人） 
○売上：26,490 千円 
○イベント回数：80 回 
○放課後子ども教室：228 日 

連絡先

活動規模 

○五ヶ瀬川流域市町だけでなく、旧高千

穂郷町村や阿蘇地域等との連携を進め

ている。 
○五ヶ瀬の里キャンプ村の管理代行をし

ており、体験活動等と合わせて五ヶ瀬

自然学校の基地として活用している。 

活動のポイント・効果 

現在放課後子ども教室に来ている子

ども達に事業を引き継いで行きたい。 
五ヶ瀬自然学校が描くビジョンを広

く地域住民に伝えながら、意識改革を

行い、地域住民が自ら発想、行動し、

それを継続できるようにしたい。 
小水力、小風力、太陽光、薪、植物

などのバイオマス利用によるエネルギ

ー開発、自然農法、体験農園、地産地

消、民泊、エコツアー、山村留学、生

活体験など、新しい田舎暮らしの手法

（ネオ・田舎暮らし）を実行しなが

ら、町出身の子どもたちの定住と、若

い世代の移住者を増やして行く。 

今後の展開 
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○○○マママグググロロロ解解解体体体シシショョョーーー：：：   

1,000 円/１柵約 100g 
30k～50k の生のクロマグロを目の

前で解体しながら販売 

HP なし 

20 年度-No.44 

野間池マグロ養殖協業体 

（のまいけまぐろようしょくきょうぎょうたい） 

構成員 
男    17 名

女      3 名

平均年齢  約 55 歳

マグロ種苗採捕と養殖による経営の改善 

主力商品・イベント 

鹿児島県 南さつま市 

漁船漁業の閑漁期である 8 月から 9 月に来遊する 300g～500g のヨコワ（クロマグ

ロの稚魚）を養殖用種苗として付加価値を高め、さらに養殖技術や鮮度保持技術を駆

使し、良質な刺身マグロをリーズナブルな価格で供給することで、資源に優しく高収

益な漁業になると考え活動に取り組んでいる。 
 種苗採捕部門においては、マグロ種苗の生存率を高めるために漁具の改良や特殊水

槽の設置を行うことで、活力ある種苗が確保され、漁船漁業者の収入増が図られた。 
一方、養殖部門では、網への激突防止を図るために生簀改良を行うとともに、餌に

植物由来の粉末等を添加する他、出荷前の一定期間、脂質の少ない餌を与えることに

より、「赤身とトロが明瞭に分かれた」天然に近い肉質への改良が可能となった。 
 養殖マグロは生マグロとして出荷されるため、消費地までの商品管理が重要である

が、取り上げから消費地に着くまでの温度管理を徹底的に行い高鮮度・高品質のマグ

ロを都会に届けることが可能となった。 
地域の食材としての活用も行い、地元の食堂では「マグロどんぶり」が新しいメニ

ューとなり評判となっており、道の駅を始め、スーパー、イベント会場など県内外を

問わずマグロ解体ショーを絡めた即売も行っている。 
 また、2 名の若者がマグロ養殖に参加し新規就業者の雇用にもつながっている。 

このような活動により、地元野間池は「マグロの町」として脚光を浴び、地域の活

性化につながっている。 

事業の概要
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〒897-1301 鹿児島県南さつま市笠沙町片浦 15605-イ 
TEL 0993-64-2815  FAX 0993-64-2815 
E-mail miyomaru@agate.plala.or.jp 

○生産量：14,300kg 
○売上：47,000 千円 
○来客数（視察等）：50 人 
○雇用者数：6 人 

○観光資源としての活用 
 マグロの見学や餌やり体験など、観

光資源としての活用を図る。 
○地域食材としての利用 
 「マグロどんぶり」の提供、地元や

都市部の販売店・飲食店などと連携し

て新製品の開発により、「地産地消」

活動を行っていきたい。 
○地元、県内での販売体制の確立 

現在の出荷先は東京が主体である

が、出荷経費等の高騰や地域食材の提

供を考慮し、県内向け等の販売にも積

極的に取り組むことを検討したい。 

連絡先

活動規模 

今後の展開 

環境に恵まれ安価なクロマグロ種苗が確保できる地元野間池において、マグロの養

殖を通じた特産品づくりと地域活性化を目指し、平成 12 年から 15 年まで、鹿児島県

や笠沙町（現南さつま市）の試験養殖に参加し、養殖技術を共同開発するとともに、

試験出荷により消費者ニーズを調査した。 
平成 15 年には起業化の目処が立ち、参加者自らがマグロ養殖に取り組むため、種

苗採捕部門を担う漁船漁業者と養殖業者が一体となり、鹿児島県に認定された中核的

な漁業者協業体「野間池マグロ養殖協業体」を立ち上げた。 

活動の背景 

○漁船漁業の経営向上 
 夏場は漁船漁業の収入が少なかった

が、夏場に漁獲されるマグロ稚魚が 1
尾 3,500 円で販売できるようになり漁

家の収入増に貢献している。 
○若い就業者の確保 
 就業の場が少ない漁村地域におい

て、若者が新規参入し、地域の活性化

につながっている。 
○宣伝効果 
 マグロ養殖がテレビ、新聞等で紹介

されることで、野間池地区の宣伝が図

られ、地域住民の励みになっており、

また、各地からの視察等により地域が

賑わっている。 

活動のポイント・効果 

○地域の自然・環境 
 「野間池」の美しい景観、黒潮に洗

われる美しい海、釣りのメッカ、天然

の入り江。 
○マグロ稚魚の活用（ヨコワ資源） 

活用している地域資源 

農地

自然

景観

伝統

観光

工芸

特産

 

活用

資源
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HP なし 

20 年度-No.47 

農業生産法人 与那国薬草園株式会社 

（のうぎょうせいさんほうじんよなぐにやくそうえんかぶしきがいしゃ）

構成員 
男     3 名

女     0 名

平均年齢 約 44 歳

地域資源（ボタンボウフウ：長命草）を活かした島おこし 

沖縄県 与那国町 

 平成 15 年に乾燥機を１台設置し、乾燥技術を習得するのと併せて長命草の作付け

を開始し、乾燥葉の試験出荷を始めた。 
平成 16 年度からは生産農家 9 戸で生産組織を立ち上げて、生葉 16.3 トンを買い上

げ、乾燥葉 1.63 トンを初出荷した。 
その後、平成 20 年に農業生産法人を設立。現在では製品開発会社と提携し、粉末

を利用した、青汁、お茶、素麺、あめ玉、ちんすこう、こんにゃく等の製品を開発し

て販売も行っており、販売の際には製品のラベル等に与那国島の位置図や「与那国

島」、「与那国島産長命草使用」を必ず明記し、与那国島のアピールの一役を担って

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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〒907-1801 沖縄県八重山郡与那国町与那国 129 与那国町産業振興課 
TEL 0980-87-2241  FAX 0980-87-3202 
E-mail sugimoto.beach@rhythm.ocn.ne.jp  

○雇用者：5 名（平成 21 年度末） 
○売上：37,500 千円（平成 20 年度末）

連絡先

活動規模 

長命草は、セリ科の植物で和名をボタンボウフウと言い、海岸の断崖や岩場に多く

自生している。古くより、「滋養強壮・高血圧・動脈硬化・リュウマチ・神経痛・風

邪」等に効くと言われており、現在でも食されている。 
長命草は、子どもの健康祈願のため、神に捧げられた植物でもあり、琉球三大祭の一

つマチリでの神への供え物として、住民は健康や長寿につながるものと体感してきた。

この長命草を、付加価値の高い特産品としての可能性を見出し、新たな産業と製品

開発により町おこしの起爆剤とすることとした。 

活動の背景 

○特産品にこだわり、地元産の良さを

PR するとともに、地域資源を有効活

用し、生産農家との連携を図り、安定

生産体制づくりを行ったことで、製品

開発会社との信頼関係を強化すること

ができた。 
○地元産の食材に自信と誇りを持ち続け

ること、先人たちの知恵や工夫を真似

てみて、それを工夫して活かしていく

努力が大切である。 

○地元産の薬用作物 
（ボタンボウフウ：長命草） 

現在の加工施設では、洗浄を手作業

で行っており、作業の効率が悪く、作

業効率・安定生産向上のため新たな加

工施設の建設を計画している。 
また、需要拡大に伴い、生産農家と

連携し、栽培面積の拡大や安定供給を

図ることで「与那国島ブランド」とし

ての定着を目指すと同時に、全国販売

を行っていく。 

活動のポイント・効果 

活用している地域資源 

今後の展開 

農地

自然

景観

伝統

観光

工芸
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活用

資源
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