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はじめに 

 

 

 この度、（財）農村開発企画委員会では、農林水産省からの委託により、地域活性化に

取り組んでいる先駆的な事例（立ち上がる農山漁村※）について調査を行い、本事例集と

して取りまとめました。 

 

 本書は、すでに地域活性化に取り組んでいる又は取組を始めようとしている個人・団体

や行政機関で地域活性化の推進に携わっている担当者等を対象に、先駆的事例の取組を参

考としていただくことを主な目的としております。また、普段、農山漁村になじみのない

都市住民の方々や農山漁村に住んでいても特に農林漁業に関わっていない方々が、改めて、

農山漁村の価値や可能性に気づいていただくきっかけとなることも期待しています。 

 

 本書により、地域資源の活用や農山漁村の６次産業化、都市と農山漁村の交流等が促進

され、農山漁村の活性化につながれば幸いです。 

 

 最後に、本書の作成のため、「立ち上がる農山漁村」各選定事例の皆様には多大なるご

協力をいただきましたこと感謝申し上げます。 

 

 

※「立ち上がる農山漁村」： 

 農林水産業を核とした、自律的で経営感覚豊かな取組により、地域を活性化させてい

る先駆的事例の選定を行い、全国に発信・奨励することにより、農山漁村における「地

域自ら考え行動する」意欲あふれた取組を推進する制度。 

 食料・農業・農村政策推進本部（本部長：内閣総理大臣）の決定に基づいて、平成

16 年度から毎年度実施。 

・農林水産省 HP：http://www.maff.go.jp/j/nousin/soutyo/tatiagaru/index.html 

 

 

 

 

平成 22 年３月 

 

（財）農村開発企画委員会 

 



本書利用上の注意 

 

 

○ 各事例の取組内容、連絡先、商品・サービス等については、変更されている場合があ

りますのでご注意ください。 

 

○ 商品・サービス等について、時期等によっては提供されていない場合がありますので

ご注意ください。 

 

○事例概要ページの両端にある「取組分野」と「活用資源」の欄のうち、ピンク色のもの

が、当該事例の取組分野と当該事例が活用している地域資源です。 

 

○「取組分野」は以下のように区分されています。 

 食物：食 

 交流：都市農村交流 

 循環：バイオマス・リサイクル 

 女性：女性・若者の力 

 情報：IT の活用 

 創出：新産業創出 

 知財：知的財産権 

 人材：人材育成 

 輸出：農林水産物の輸出 

 参入：他産業の参入 

 

○活用している地域資源は以下のように区分されています。 

農地：農林地・水利施設 

自然：自然環境、生物・生態系 

景観：景観 

伝統：歴史遺産、伝統文化、お祭り 

観光：観光、スポーツイベント、温泉 

工芸：地場産業、伝統工芸 

特産：農林水産物等特産品、伝統料理 

人材（技能）：地域の人材や、人材が持っている技能 

その他：その他 
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