
№ 都道府県 市町村 事業者名 活動の名称

1
北海道 江別市

えべつし 江別麦の会 「麦の里えべつ」－小麦でつながる産学官民・広域ネット
ワーク

2 北海道 名寄市
なよろし (株)もち米の里ふうれん特産館 地域特産「もち米」の生産から加工、販売まで

3
北海道 根室市

ねむろし 酪農家集団ＡＢ－ＭＯＢＩＴ 「都市と農村交流」－最東端の街から日本初のフットパスを
-

4 北海道 江差町
えさしちょう 新函館農業協同組合女性部江差支部 江差地域の伝統菓子「追分こうれん」の製造・販売

5
北海道 長沼町

ながぬまちょう 長沼町グリーン・ツーリズム推進協議会、長沼町グ
リーン・ツーリズム運営協議会

町を挙げての長沼型グリーン・ツーリズム

6 北海道 栗山町
くりやまちょう 栗山町ハサンベツ里山計画実行委員会 人と自然が共生する里山づくり２０年計画

7 青森県 平川
ひらかわ

市
し

NPO法人尾上
お の え

蔵保存利活用促進会 農家蔵の保存利活用とグリーン・ツーリズム

8 青森県 鰺ヶ沢町
あじがさわまち NPO法人白神自然学校一ツ森校 都市と農村の交流－杉並区の子ども達の自然体験塾

9 岩手県 二戸市
にのへし 雑穀茶屋つぶっこまんま ちっちゃい店のでっかい夢　かあちゃんたちの食育

10 岩手県 八幡平市
はちまんたいし 八幡平市花き振興協議会 地域オリジナル品種を用いたリンドウ輸出の取組

11 岩手県 住田町
すみたちょう 岩手県住田町 森林・林業日本一の町づくり

12 宮城県 石巻市
いしのまきし あじ島冒険楽校 あじ島冒険楽校（未来の大人たちへ）

13 宮城県 南三陸町
みなみさんりくちょう 旧林際小学校運営事業組合 廃校を利用したグリーン・ツーリズムによる地域活性化

14 山形県 鶴岡市
つるおかし 羽黒・のうきょう食品加工(有) 自然食は自然色！お漬物で村おこし

15 山形県 金山町
かねやままち 共生のむら　すぎさわ 都市との交流による山村の活性化

16 福島県 いわき市
し (有)とまとランドいわき 環境保護と地域活性化を第一に考えた農業多角経営

17 栃木県 那須塩原市
なすしおばらし 那須野ヶ原土地改良区連合(水土里ネット那須野ヶ原) バイオマス等地域資源の利活用

18 栃木県 茂木町
もてぎまち 竹原郷づくり協議会 新やすらぎ空間「かぐや姫の郷」

19 埼玉県 宮代町
みやしろまち 埼玉県宮代町 「農」のあるまちづくり～「新しい村」の取組～

20 新潟県 上越市
じょうえつし 農事組合法人雪太郎の郷 特産の大根づくりに「女、男共同参加」で集落活性化

21 新潟県 佐渡市
さどし 南佐渡海洋公園管理組合 海の多角的活用＝交流人口増加で漁村を元気に

22 新潟県 山北町
さんぽくまち さんぽく生業の里企業組合 さんぽく生業の里

23 福井県 美浜
みはま

町
ちょう (有)なぎさ会 漁村女性のパワーで「へしこの会社」を設立

24 山梨県 北杜市
ほくとし ＮＰＯ法人えがおつなげて 都市と農村の多面的交流による農村の活性化

25 長野県 飯山市
いいやまし (財)飯山市振興公社　なべくら高原・森の家 グリーン・ツーリズムに端を発した地域資源活用の取組

26 長野県 泰阜村
やすおかむら グリーンウッド自然体験教育センター 泰阜村の自然環境を生かした体験学習事業

27 岐阜県 郡上
ぐじょう

市
し 郡上八幡・山と川の学校 小学生を対象にした自然体験・農山村体験「冒険キッズ」

28 愛知県 愛
あい

西市
さいし 立田地区生活改善実行グループ 水郷の味わい豊か「レンコン料理」で地域に活力！

29
三重県 松阪市

まつさかし うきさとむら運営協議会 “なごみ、くつろぎ、いやし”と仲間作りの心で農村づくり

30 三重県 多気町
たきちょう 水土里ネット立梅用水 心豊かな里づくりによる都市住民との交流

31 滋賀県 高島市
たかしまし アドベリー生産協議会 健康果実「アドベリー」による第６次産業の創造

32 京都府 与謝野町
よさのちょう ＮＰＯ法人丹後の自然を守る会 廃食用油回収

33
兵庫県 小野市

おのし (有)陽子の手作りヨーグルト “６０歳からの青春”起業で人生が変わった（0からの出
発）

34 兵庫県 佐用町
さようちょう (有)ふれあいの里上月 生き甲斐づくり「生涯現役」

35 奈良県 桜井市
さくらいし (有)荒神の里・笠そば 地元産そばを使ったそば処の経営

36 和歌山県 那智勝浦町
なちかつうらちょう 色川地域振興推進委員会 定住希望者に対する支援活動等

37 島根県 海士町
あまちょう ㈱ふるさと海士 「自立・挑戦・交流」～そして確かな明日へ～

38
広島県 安芸高田市

あきたかたし 住民自治組織　川根振興協議会 「住民自治」-「もやい」の心で安心して暮らせる農村をめ
ざして-

39
広島県 世羅町

せらちょう 世羅高原６次産業ネットワーク ６次産業が突破口　広域連携による「せら夢高原」の活性化

40 山口県 下関市
しものせきし (有)フレッシュしおかぜの里 夢を橋にかけた島の女性起業活動

41 山口県 山口市
やまぐちし ＮＰＯ法人学生耕作隊 若者とシニアが広げる農業・農村の活性化！！

42 徳島県 美波町
みなみちょう 伊座利の未来を考える推進協議会 都市との交流を通して学校と地域の灯火を守る

43 高知県 四万十町
しまんとちょう (株)四万十ドラマ 四万十川の天然素材を活かした商品開発で地域の活性化

44 高知県 黒潮
くろしお

町
ちょう 黒潮カツオ体験隊 カツオのタタキづくり体験

45 熊本県 小国町
おぐにまち (財)学びやの里 小国流ツーリズムの展開

46 熊本県 南阿蘇村
みなみあそむら NPO法人阿蘇エコファーマーズセンター 農業を志す人を育成・自立させ、地域活性化

47 熊本県 南阿蘇村
みなみあそむら 南阿蘇村おあしす米生産組合 「米の産直」－都市との連携“食から緑のエネルギーへ”

48 熊本県 氷川町
ひかわちょう JAやつしろ竜北果樹部会梨部 吉野梨を、海外へ

49 沖縄県 東村
ひがしそん (有)やんばる自然塾 住民主導のエコツーリズムで地域活性化

50 沖縄県 今帰仁村
なきじんそん 農業生産法人(有)今帰仁アグー 在来豚による地域興し

　「立ち上がる農山漁村」選定案一覧表
資料３


