
 

平平成成１１８８年年度度「「立立ちち上上ががるる農農山山漁漁村村」」  

選選定定案案概概要要書書  

 資料４ 



№1

「立ち上がる農山漁村」選定案概要書

◎取 組 分 野： 】【食

北海道江別市１．都道府県、市町村
え べ つ し

江別麦の会２．事 業 者 名

｢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３．取 組 み の 名 称

４．取 組 概 要 等

◇概 要

江別麦の会は地域の麦作振興を目的とし、以下の3つを中心に活動している。

1 生産者に対する技術指導

実需者、消費者に人気が高いが、病気に弱く収量確保が不安定な春蒔き小麦｢ハルユタカ｣

の生産を振興するため、初冬（11月）に種蒔きを行う｢初冬まき栽培技術｣の普及を図ってい

。 、 。 、る 種子を雪の下で発芽 越冬させるこの方法は生育期間が長くなり収量が増加する また

生育が早まることで病害発生の回避や収穫時期を早めることが出来る。この技術の普及活動

江別市における春まき小麦の反収は全の結果、種子栽培を除く全量が初冬まき栽培となり、

ようになった。道平均反収を大きく上回る

また 他地域における｢初冬まき栽培講習会｣への協力などにより 江別市ではじまった｢初、 、

冬まき栽培技術｣が滝川市(空知)・下川町(上川)など他地域へ広がって、ハルユタカの安定

生産・供給へ向けて、大きく寄与しているところである。

2 小麦の用途開発

、 。江別産を含む道産小麦粉とその加工品の商品化を目指し ブレンドや用途を検討している

検討においては、より実用的な商品となるよう、生産者や飲食店等を集めた試食会を行い意

見を反映させている。これまでに｢ノースランド｣(パン用小麦粉：江別製粉(株))及び、各用

途向けに開発された粉を使った｢北こがね｣(そうめん：(株)共栄岡野)、｢江別小麦めん｣(中

地元消費者の意見を華めん：(株)菊水)などが開発されている。こうした商品開発を通じて

企業が取り入れ、それが生産に反映される一連の循環が地産地消の拡大につながっている。

3 小麦に関わる人々の交流

講演会を開催し、会員を始めとする生産、加工、消費の関係者が共通認識を持つよう意見

を交換している。また会員の視察や他団体の視察受け入れによって全国的な交流を図ってお

り、中京地区の生産者、実需者との結びつきを強めている。

江別産小麦の学校給食へその他、会員各自がそれぞれ立場に応じた活動を展開しており、

、 等、様々な取組みを行っている。の提供 市内小学校の食育(総合学習)への協力

◇活動の規模

項目 H13 H14 H15 H16 H17

生産量 データなし 155.1 308.8 331.7

解説 単位：㌧ ｢北こがね｣｢ノースランド｣｢江別小麦めん｣原料の小麦粉製品量

イベント 1 1 1 1

H14：菓子祭り、H15初冬まき栽培技術学習会、H16～H17：小麦サミット回数 解説 単位：回

イベント 約7,500 134 196 203

単位：人参加者 解説

◇活用している地域資源
・春まき小麦｢ハルユタカ｣

・初冬蒔による安定生産技術
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№1

・小麦関係食品加工業：江別市は大消費地である札幌と隣接しており、製粉業(江別製

粉)、製麺業(菊水)を始めとして製菓、製パン業など食品加工業が多く立地しているた

め、生産と実需・消費が直接つながりを持てる土壌がある。

・公立試験機関・指導機関：初冬まき栽培技術は道立中央農業試験場(長沼町)と石狩農

業改良センター江別分室の協力により技術体系が確立、普及された。また、そうめんな

ど食品開発においては道立食品加工研究センターによる分析結果が用いられた。江別市

ではこうした研究・指導機関からのアクセスが容易であり、恒常的な支援や情報交換が

可能となっている。

◇地域活性化のポイント
意欲的な生産への取り組み 誇りが持江別麦の会の活動による地域活性化のポイントは、 、

、 の発信である。てる地域資源 産業間連携による付加価値の高い商品

生産者は実需者との直接対話から｢売れる小麦｣を意識するようになり、ハルユタカの種子

を守るため｢江別市ハルユタカ種子生産部会｣等を発足させて生産振興に取り組んでいる。

生産・製粉・製麺の全てを市内で完結した｢江別小麦めん｣がまた、商品開発についても、

し、市内だけでなく市外においても、その優れた食味を評価されている。市内の至ると誕生

ころで「麦の里えべつ」や「江別小麦めん」といったのぼりが見られるなど、市民も江別産

、 。の良質小麦を誇りに思うようになってきており そのことが地産地消の拡大を促進している

している。市内の多くの飲食店において活動の効果は生産者や加工業者以外にも広く波及

も、ラーメンだけでなく、パスタやサラダ等、｢江別小麦めん｣をオリジナルのメニューで提

供し、好評を得ている。また、パンや菓子など、市内で江別産小麦を使った商品が増えてお

。り 生産者から加工業者 消費者に至るまで、 、 、まちをあげて｢麦の里えべつ｣のPRに取り組む

◇事業の今後の展開方向

平成18年10月14日に｢小麦フェスタ2006in江別｣を開催し、江別麦の会会員は小麦フェス

。 、 、タ実行委員会の中心的な役割を担った このイベントは テーマを｢小麦はつなぐよ！人を

地域を｣とし、北海道内の小麦産地が連携して、北海道産小麦の振興と地産地消の推進、並

びに地域振興を図ったものである。

平成10年の｢全国焼き菓子コンペ｣を機に 江別産小麦振興のための産学官ネットワーク｢江、

、 。 、別麦の会｣が発足し 江別ブランド｢江別小麦めん｣を開発した 今回の｢小麦フェスタ｣では

広域的かつ異業種のネットワークが構築されつつある。

今後は、地域・業種にとらわれず、地場の小麦に対する情熱を持った人達の広域的ネッ

トワークにより、北海道産小麦の普及・振興を図る事業を展開していく予定である。

実際、江別市で開催してきた小麦サミットを、江別麦の会の協力のもと、滝川市で開催。

来年以降も広域的な人的ネットワークを拡大するため、持ちまわり開催を予定している。滝

川市において、江別市同様、小麦を通してまちが活性化するなど、持ちまわり開催による効

果は大きい。

江別麦の会は、他の地域とお互いに切磋琢磨しながらも、栽培技術から商品開発にいた

るまで、他の地域をリードする心がけ、良質小麦の安定生産・供給の確保を目指す。
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№2

「立ち上がる農山漁村」選定案概要書

◎取 組 分 野： 食】【

北海道名寄市１．都道府県、市町村
な よ ろ し

（株）もち米の里ふうれん特産館２．事 業 者 名

地域特産「もち米」の生産から加工、販売まで３．取 組 み の 名 称

４．取 組 概 要 等

◇概 要

創業以来、現在に至るまで一貫して地元で生産される「はくち平成元年に７戸の農家で

ょうもち米」を利用した商品づくりにこだわることで、生産農家も年々もち米生産に切り替

わり、今では地域の大半の農家がもち米作りに専念し、名実ともに「もち米の里」として地

してきた。元米のＰＲにも貢献

また、大手バーガーチェーン店や大手食品メーカーへの「玄米もち 「丸もち」の提供な」

通年雇用の従業員も年々増加させ、農閑期の対策にもど、量産体制への対応も着実に実り、

一役買っている。

さらに、主力商品の「贈答用切り餅」のほか、オリジナルの１７種類の餡が楽しめる「ソ

フト大福」など、すでに地元の特産品として認知され、市内のみならず道内の多くの方々か

ら支持されている。

風連町内においては平成13年には新社屋（売店、レストラン、工場を併設）が完成し、

コミュニティー広場としての要素も兼ね備えた施設としての人気も高まり、国道沿いの好立

している。地にも恵まれて、年々集客力は増加

レストランに新たに「十割そば （自家製粉）が登場し、地域住民や出張ビジネスマンか」

らも親しまれるなど、地元素材を使用したメニューに好評を得られている。

◇活動の規模

項目 H13 H14 H15 H16 H17

生産量 4,000 3,500 4,200 4,200 4,200

解説 単位：俵

売り上げ 249,000 179,000 208,000 293,000 318,000

解説 単位：千円

来客数 22,000 36,000 40,000 42,000 53,000

解説 単位：人

雇用者数 144 109 109 106 117

解説 単位：人

◇活用している地域資源
・風連町産もち米「はくちょうもち」

・風連町産「北早生そば」

・その他風連町産農産物
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◇地域活性化のポイント
原料を地元生産し、生産農家をはじめとした地域活性化の原動会社創立以来、一貫して

また、会社創立のきっかけとして、冬期間の農業者の雇用を創出すべく立力となっている。

ち上げた経緯があり、農業者はもとより している。町内の雇用確保の面でも貢献

地元素材を活かした特産品を中心とし北海道は「農業と観光」であるという視点から、

を図ることが販路の拡大につながっている。た「もち米の里」として、町全体のＰＲ展開

◇事業の今後の展開方向

科学的根拠に基づいた高い栄養価の求められる新たな発想の商品化に向け、玄米全粒粉

を使った新商品を現在研究中である。この研究は、米粉の新しい活用法として注目される一

方で新たな特産品開発につながるものとして力を注いでいる。

現在取り組んでいる新連携事業は異分野連携による超凍結技術を利用した新たな商品開

発と新規販路の開拓をめざし、豊富な北海道の素材を活かした商品の安定供給を目的として

お互いの得意分野で連携して事業を進めている。当面は、おこわ、ぜんざい等の商品化にむ

けた努力を継続する。

「道の駅」整備事業に係る隣接地整備により、売店、レストラン出店事業は、現在最も

注目すべき事業として取り組んでいるが、道内には100件近い道の駅が存在しており、今後

独自性のある道の駅とすべく、特産品を活かした特徴のあるものを作り上げていくこととし

ている。

また、見学コースを兼ね備えた工場設備の整備や、自家製粉によるそば打ち体験施設の

設置も検討している。
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№3

「立ち上がる農山漁村」選定案概要書

◎取 組 分 野： 交流】【

北海道根室市１．都道府県、市町村
ね む ろ し

酪農家集団AB-MOBIT２．事 業 者 名

「都市と農村交流」-最東端の街から日本初のフットパスを-３．取 組 み の 名 称

４．取 組 概 要 等

◇概 要

平成13年4月に若者5名の酪農家で都市と農村の交流活動を行う目的で地域名である厚床、

別当賀、さらに会員の頭文字からなる「AB-MOBIT」を発足して以来、農村と牧場の持つ素晴

らしい自然景観を生かし、こうした安らぎの空間を都市住民と共通の財産として育み、地域

、 （ ）と都市住民の交流を推進するため 牧場や景勝地をつなぐパブリック・フットパス 散策路

構想を主な活動として推進している。

平成13年に全国の体験牧場等を視察することに始まり、農場で熱気球の体験搭乗を行う

など、地域の住民、さらには大学教授・学生とともに、地域の魅力の再発見に取り組んでき

た。また、根室産業クラスター創造研究会とともに、総延長40ｋｍにわたり点在する牧場や

単に牧場を繋ぐルートづくりではなく、景勝地を繋ぐフットパスについて共同研究を行い、

「歩く」という行為と、ルートで「つなぐ」ということを通じて、歩くスピードから入って

フくる情報、見えてくる世界観の違いを活用し、広大な草原の中にも新たな魅力を見出した

ットパスを一部整備した。

翌14年からは、地域住民によるAB-MOBITサポーターズクラブが組織され、活動の輪が大

きくなるとともに、このサポーターが中心となり、フットパスのルート上にそば農園を開設

し、種蒔きから打って食するところまでの一貫した体験を可能とするなど、自由な活動を育

んできた。

平成15年8月には全国に呼びかけて、フットパスのルートづくりをはじめとするワークシ

ョップを5日間の日程で開催し、全国各地から30名の参加者をもって、2戸の酪農家を繋ぐ、

10．5km（総延長40kmの一部）のパスを地域と都市住民とが協働で完成させた。

毎年、体験型ワークショップ等を開催し、企画段階から地域と都市住民とがこのように

現在は、ルート上に地域の開拓の歴史を体感できるキャともに参画した活動を続けている。

ンプ場や、木工・鉄鋼加工体験館、小笠原牧場には地域の食育に寄与する農産物加工体験館

と菜園、伊藤牧場は様々な酪農体験プログラムを開発・提供する酪農教育ファーム認定牧場

を開設し、既にパスとして整備された「旧標津線路跡 「旧馬鉄線路跡 「格子状防風林」な」 」

どのそれぞれのルートのネットワーク化を図り地域振興と観光振興を推進している。

◇活動の規模

項目 H13 H14 H15 H16 H17

来客者数 2,311 3,855 4,037 3,764 3,798

解説 単位：人 明郷 伊藤☆牧場

来客者数 235 451 647 870

解説 単位：人 農産物加工体験館

来客者数 100 400 600 700 500

解説 単位：人 フットパス利用者（概数）

来客者数 493

解説 単位：人 キャンプ場利用（H17年度より営業開始）
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項目 H13 H14 H15 H16 H17

イベント 1 2 3 4 4

回数 解説 単位：回 フットパスウォーク、ワークショップほか

イベント 100 350 500 600

参加者 解説 単位：人 フットパスウォーク、ワークショップほか

雇用者数 2 2 5 1

解説 単位：人 フットパスルート上の拠点整備ほか

◇活用している地域資源
広大な東北海道の「酪農景観」と「海岸景観」

根室半島の厚床、初田牛、別当賀地区は、広大な牧場の広がる地域で、昭和40年代から

の酪農近代化の流れにより、合理的かつシステム化された大量生産重視の酪農業が進められ

た結果、一戸当たりの耕地面積は全国平均の4倍、飼養頭数で全道一となり、EUをしのぐ大

型酪農地帯である。また、牧草を完全自給できる地域として生乳生産活動も盛んである。

通常、酪農地帯は使える土地は農地として徹底して利用されるが、根室半島は、丘陵の

地形が程よく入り組んでおり、水系、湿地、谷間の森林が農地化されずに残っており、牧草

地と森林、さらに風光明媚な海岸が美しい風景を育んでいる。

◇地域活性化のポイント
従来までの観光牧場に見られる一戸完結型の交流ではなく、フットパス活動を通じて、

また、フットパスを利用す多く牧場と漁村や景勝地を結んだ地域型の交流が図られている。

、 「 」「 」る旅行ツアーをJR等と共同開発するなど地域自ら企画し フットパスの 利用者 管理者

「活動を支える地域住民」との交流がますます拡大している。

歩く道づくりによって、地域の生態系を保全することを地域住民があらためてさらに、

、 、認識し 自然観察の学習拠点として活用される 周辺の建造物や集落の保全にも繋がりほか、

している。結果的に地域の「顔」となる景観を作り出すなど活性化に寄与

中でも とと都市住民との交流で得た情報を生産基盤の維持に活かし、地産地消がすすむ

もに、こうした背景をもって生産された産物として、消費者から高く評価されるなど、より

一層の地域産業の振興に寄与している。

◇事業の今後の展開方向

この活動を通じて、地域と都市住民の交流が一層活発化し、異業種間交流が進むことで、

これまで酪農業界のみで議論されてきた地域の活性化に大きな社会的効果を与えた。

今後は、より一層の波及効果を目指し、根室半島全域の牧場や漁村集落を100kmに及ぶフ

ットパスで結んでいく。ルート上のそれぞれの牧場や漁家に特色ある事業展開を促すことと

し、海岸に位置する牧場には代替エネルギーを生む技術開発をテーマに、風や土の力を利用

したクリーンエネルギーを利用する、未来の開拓の形を提案する拠点づくりを行う。また、

フットパス上の貴重な動植物や地域産業を紹介するガイドの育成を進める。

平成18年度は酪農景観の背後に位置する「海浜地」でのフットパス整備を重点的に行う

ため、農村と漁村のコラボレーションによるワークショップを開催している。

さらに、全国の農山漁村との交流を図り、この本土最東の街から始まった国内最大規模

のフットパスの輪を全国に広げる活動を展開していく。
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「立ち上がる農山漁村」選定案概要書

◎取 組 分 野： 食 【女性・若者の力】【 】

北海道江差町１．都道府県、市町村
えさしちょう

新函館農業協同組合女性部江差支部２．事 業 者 名

江差地域の伝統菓子「追分こうれん」の製造・販売３．取 組 み の 名 称

４．取 組 概 要 等

◇概 要

昭和32年の会発足当初は農家の食生活改善のための料理講習会、文化教養等講習会及び

交流会が主な活動であったが、昭和55年頃から地場農産物を使った加工食品の試作や古くか

ら江差地方に伝わる伝統料理の復活や伝承に取り組んでおり、現在では町内の祭やイベント

には欠かせない存在となっている。

地方の農家に古くから伝えられてきた手作りのお菓子「こうなかでも昭和57年に、この

してきた。れん」を地場生産のもち米を使い「追分こうれん」と名付けて製造販売

また 「こうれん」の ほか地域の特産品に、 伝承のため、小学校等の出前講座を行っている

しようと本格的な製造・販売をはじめ、現在では年間2万枚を売上げ、江差町のおみやげと

しても定着している。

、 、 「 」、「 」 、また 町内の限定販売ではあるが 地場農産物を使った 手作り味噌 漬物 のほか

ゆでた馬鈴薯を潰していももちにした「ふきんこもち鍋」や、うるち米を使った「つぼっこ

鍋」などの伝統料理の普及などを通して会員相互の連携と安全安心な地域農産物の生産を目

指して地域農業のＰＲを実践している。

また当初、ＪＡが運営していた「野菜直売所」を生産者でもある女性部が引き継ぎ、平

直売所の開設にあたっては、先進的な直売所や有名な直売所を視成13年より運営している。

ノウハウを取り入れる等の努力はしたものの、規模や集客力が自分達の直売所とかけ察し、

数字等を目標とするのではなく、開設に至った過程離れていることから、成功した直売所の

。や取組方法、やり遂げる行動力などを参考に取り組んだ

取組の初めとして、新鮮な野菜を朝一番に消費者に届けたいとの思いから、毎週1回の朝

。 、市を午前7時からに早めた これは本業の野菜の出荷作業と重なるため大変な苦労があるが

消費者からは好評で「新鮮な野菜が安く買える」との声があがっている。また、生産者でも

ある会員達は消費者の声を直接聞くことが大きな励みとなっている。

◇活動の規模

項目 H13 H14 H15 H16 H17

生産量 20,000 20,000 20,000 20,000

解説 単位：枚 追分こうれん

販売量 20,000 20,000 20,000 20,000

解説 単位：枚 毎年完売

イベント 4 4 6 9

回数 解説 単位：回

◇活用している地域資源
・古くから農村に伝わる家庭料理である「ふきんこ鍋」や「つぼっこ鍋」

・地域の農家に伝わる手作りお菓子「こうれん」

・地元産の大豆や米を使った味噌、自家生産の大根、白菜、キュウリ等を使った漬物

7
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◇地域活性化のポイント
この している。地方の農家に古くから伝わる手作りのお菓子「こうれん」を復活し伝承

作り方を子供達や地域の人に知ってもらう活動と地元産のもち米を使用し「追分こうれん」

と名付けて製造販売している。

会員が生産した新鮮な野菜を提供する「朝市」を開き、地域の人達から好評を得また、

ている。生産者にとっても消費者の生の声を聞くことは大きな励みになっている。

そのほか、町の祭りやイベントの際には、地元の食材を使い伝統郷土料理である「ふき

んこ鍋」や「つぼっこ鍋」を提供するなど催しには欠かせない存在であり、地域全体の活性

化に大きく貢献している。

◇事業の今後の展開方向

今後の会の活動は食育や安全安心な農産物の提供の視点から、地域に伝わる食文化の伝

承・普及と併せて、新たな食品開発にも挑戦していくこととしており、地元野菜を使った食

品加工に取り組んでいる。

、「 」 、 「 」また 追分こうれん の姉妹品として 地元産小麦を原料に餡を入れた こうれん大福

や黒米を利用した「玄米入りこうれん」などの試作を行っている。

「朝市」で提供する野菜についても新鮮さに加え、安全・安心の観点から低農薬栽培や

有機栽培を始めるほか、期間を通して多品目の野菜が提供できる体制づくりに取り組んで行

く予定であり、会員が気軽に楽しく参加でき、地域の活性化に貢献できる活動をめざしてい

る。
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「立ち上がる農山漁村」選定案概要書

◎取 組 分 野： 交流】【

北海道長 沼 町１．都道府県、市町村
ながぬまちょう

長沼町グリーン・ツーリズム推進協議会、２．事 業 者 名
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３．取 組 み の 名 称

４．取 組 概 要 等

◇概 要

長沼町のグリーン・ツーリズム（以下、G・T)は、町とＪＡの担当職員で構成する研究会

平成16年 「長沼町グリーン･ツーリズム特区」の認定を受け、関係が中心となり検討され、 、

9団体により「長沼町グリーン･ツーリズム推進協議会」を設立、会員数153戸で「長沼町グ

。道央都市近郊に位置する地理的優位性と11,50リーン･ツーリズム運営協議会」を設立した

、 、0haの広大な農耕地を最大限に活用し 全町的な事業展開・事業コストの低減等を基本とし

。 、国の構造改革特区制度を活用することで消防法の規制緩和を行い 事業コストを低減、 また

一般の農家住宅でもG・T事業の実施旅館業法の規制についても、地元保健所と協議を重ね、

。に限り改造すること無く 104戸もの農業者が簡易宿所としての許可を受けることが出来た、

一日の宿泊総定員は747名となっている。協議会の内容は次のとおり。

(1)長沼町グリーン・ツーリズム推進協議会

町内における、G・T活動にリーダーシップを発揮し、受入農家の募集、事業の立ち上げ、

ＰＲ他様々な支援を主に行う。委員構成は、知識経験者を含む9団体（長沼町・長沼町教育

委員会・ながぬま農業協同組合・空知農業改良普及センター空知南西部支所・長沼町商工会

・長沼町観光協会等）の代表者等14名を委員として構成されている。

(2)長沼町グリーン・ツーリズム運営協議会

推進協議会がG・T事業への参加希望農家を募ったところ、全町各集落から153戸の申込み

があり、現在はこの会員により、①農業体験・農家民宿のメニュー設定、②受入研修会、先

進地視察等の実施、③事業のPR等、④事業実施体制の整備及び集落間の受入調整を中心に事

業運営されている。

このような受入準備とセミナーの開催等を実施し、平成16年、札幌市内の中学生188名が

『長沼で学ぶ北海道の農業』をテーマに、農業体験学習を実施し、平成17年には静岡県の中

学生154名が修学旅行で農家民宿を体験した。

週末を利用して容易に再訪問できる継続性と、大規模経営による農業体験や道内の移動

時間の低減が大きなメリットであり 「長沼町での本物の農業体験は、考えていた以上に良、

。い経験になった。次年度以降の体験学習も検討したい 」など高い評価を得ている。

平成18年度は4中学・6高校の966名、平成19年度についても特に修学旅行生については、

6中学・10高校から3,005名の受入を行う予定となっており、食育のフィールドを都市の方々

。に提供する新たなG・T事業の展開が期待されている

◇活動の規模

項目 H13 H14 H15 H16 H17

来客数 188 802

解説 単位：人
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◇活用している地域資源
・北海道の空の玄関新千歳空港から車で30分、道都札幌市からも1時間と、道内外問わず良

好なアクセス環境にあり、ツーリストの負担軽減を可能にする立地環境、地理的優位性

・１戸あたり平均12haの広大な農耕地で生産される、北海道を代表する様々な農産物

・豊富な湧出量を誇り道央圏を中心に人気の高い「ながぬま温泉 、国道274号沿い「道の駅」

マオイの丘公園」を始め、農産物直売所、パークゴルフ場などを複合的に整備した公園

が各地域に点在しているなど、町内全域に広がる観光施設

・ 地産地消 「スローフード」をキャッチフレーズに展開されるファームレストラン、構「 」、

造改革特区を活かした「濁酒 、全国で注目を浴びる「ジンギスカン」など、長沼町特有」

の農産物・特産物

◇地域活性化のポイント
町内各地区で農産物直売所を整備し、ファームレストラン、観光農園、牧場なども運営

され、多くの観光客が訪れている。しかしながら、短時間・単一施設・通過型観光が主であ

り、都市の人々からは生産者と、より深い交流を望む声が強かった。

純農村地帯に都市住民を招き入れ、直接交流することで、農業経営の協議会設立以降、

。多様化、地域文化の発信、営農意欲の増進など、様々な面で地域活性化に寄与している

また、安全で安心な農産物を求める消費者に受け入れられる農業生産活動は、自然循環

型農業の推進や農村景観の維持にもつながることが期待される。

さらには、生産者であり消費者でもある女性の視点からの農作業体験や加工体験の指導、

都市住民との交流により女性と高齢高齢者の持つ熟練した技を活かした農村体験指導など、

。者のやりがいと生きがいにつながり 女性と高齢者の社会参画による町づくりが推進される、

◇事業の今後の展開方向

G・Tへのアプローチは一様ではなく、継続的で多様な検討、戦略的な事業展開が不可欠

である。地域資源を掘り起こし、地産地消の推進や濁酒の提供等、魅力的な農家民宿を核に

事業を発展させ、都市住民に向けた地域づくりを進めることが幅広い効果をもたらす。

運営協議会では、道央近郊をタ－ゲットに「都市との共生・対流事業」と銘打ち、食育

のフィールドを子ども達に提供する「総合学習受入事業 、農産物を生産・収穫する喜びを」

都市住民に味わってもらうため年数回の農作業体験を行う「ワーキング・ホリデー事業」を

中心に日帰り型ツーリズムを進め、一方、滞在型ツーリズムとして、農家民宿を拠点に既存

の温泉、ファームレストラン、観光農園・牧場等の施設を有機的に結合させ、農業体験や農

、 。産物加工体験を通じ 食と農の重要性や農村の持つ心のやすらぎの提供を目標においている

また、事業展開によって、固有文化の振興、町内在住のアーティストとの連携による芸

術活動、地域内消費活動など、総合的・複合的な地域振興効果を追求し、特に農業の六次産

業化については、農村ならではの地域振興策として重点的に検討を重ねている。
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「立ち上がる農山漁村」選定案概要書

◎取 組 分 野： 】【交流

北海道栗 山 町１．都道府県、市町村
くりやまちょう

北海道栗山町ハサンベツ里山計画実行委員会２．事 業 者 名

人と自然が共生する里山づくり20年計画３．取 組 み の 名 称

４．取 組 概 要 等

◇概 要

平成6年鳥や植物の観察、オオムラサキの昭和60年、｢国蝶オオムラサキ｣の生息を確認、

｢栗山町いきもの里づくり推進協議会｣を設保護を行う団体など7つの自然環境活動団体が、

立。平成13年、会員総数450名の｢栗山町ハサンベツ里山計画実行委員会｣を設立、｢栗山町い

きものの里づくり推進協議会｣と6つの各種団体で構成されている。

毎月第2日曜日を｢ハサンベツの日｣と定め、多くの町民が参加して、野草復元のための苗

小川づくりなどの自然復元の取組を行っている 子供た畑づくりや水生植物の移植、 。また、

ちとの体験農業や環境学習を実施するとともに、生活文化施設、センターコアハウスを設置

。し、里山的な空間作りを行っている

会員から会費を取らず、会計処理や煩わしい会議を持続的な活動と活性化のポイントは、

、募金や懸賞事業などを活用し、行政等に頼らず住民手づくりの活動に極力省力化したこと

こだわっていること、さらには、セミナー形式の学習会を活発に開催し、会員及び町民に取

組への意識醸成と浸透を図っていくことである。会員は環境に関し、専門的な知見を有する

物が多く、学識経験者などの協力を得ながら、動力物の調査などを継続的に実施し、詳細な

報告書を定期的に発行し、普及活動を図っている。

、 、｢春の小川はサラサラ｣や｢ホーホーホタルこい｣等のプロジェクトにより 遊び心を持って

参加者の希望や思いが取組に反映できるようにしているため、皆が主役と感じ、やりがいを

持って活動している。

◇活動の規模

項目 H13 H14 H15 H16 H17

来客数 24,259 30,718 23,562 23,435

解説 単位:人

イベント 58

回数 解説 単位：件 H18の現時点：32件

イベント 1,995 1,995

参加者 解説 単位：件 H18の現時点：1,062件

◇活用している地域資源

○以前水田が営まれていた里山的な土地24ha

○河川や湿地、林地等に生息・生育するウグイやイバラトミヨ、サンショウウオ、ホタル

などの生物やミズバショウなど 貴重な植物

○緩傾斜で、山林に囲まれ、雑木林などもある美しい里山景観

○子供たちやメンバーが栽培している米、そばなどの農作物

○昔の農家住宅などの施設
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◇地域活性化のポイント
、 、 、栗山町は かねてよりオオムラサキの町として知られていたが 環境をキーワードとして

町民全体が自立的な活動を行う機運が醸成されつつある そ。地域づくりは行政等に頼らず、

こに住む人たちが自ら行うことが大切である。そのような意識が浸透しつつあり、誇りとや

。子供たちの体験農業や環境学習の取組も活発であるため、教育的効りがいに繋がっている

果が得られている。

また、環境保全・再生に関する様々な試みや技術が導入され、フォローの調査が行われて

いるため、貴重な知見の蓄積が図られるとともに、他の地域での類似の取組に対する技術指

導など先導的な役割を果たしている。

さらに、地域内外からの視察者や参加者も多く、交流人口が多いため、取組の広がりとと

もに、経済的な効果も発現している。

町としても環境を重視した町として、町のカラーを明確に発信でき、住民主体の動きは環

境に限らず福祉や農業など様々な方面に自ら考え、動こうとする波及効果を与えている。

◇事業の今後の展開方向

現在、国土交通省が所管する道州制モデル事業関連調査(H17～H19年)を導入し、防災機能

。 、を確保しつつ環境の保全・再生を図るために試験施工・調査を行っている この調査を含め

里山再生に向けた人の関わりや手法・技術などを冊子としてまとめ、H19年度に発信する予

定である。

里山づくりは、20年計画と位置づけているが、環境づくりは継続して行い、水田などの農

地も利用した動植物の生態系を再生するとともに、常に人が関与することにより、床しい環

境を維持していく。

また、取組を科学的に充実させるため、学識経験者や民間のコンサルタントなどとの連携

を深め、行政との協働も積極的に進める。

住民などへの取組の浸透と意識の向上を図るため、様々なテーマを設定して、シンポジウ

ム等を開催したり、セミナー形式の研修会を継続して行う予定である。
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「立ち上がる農山漁村」選定案概要書

◎取 組 分 野： 交流 【知的財産権】【 】

青森県平川市１．都道府県、市町村
ひらかわし

NPO法人尾上蔵保存利活用促進会２．事 業 者 名

農家蔵の保存利活用とグリーン・ツーリズム３．取 組 み の 名 称

４．取 組 概 要 等

◇概 要

旧尾上町には３３４棟の蔵が現存し、その94％が農家所有の蔵である。農家蔵は農家の

ステータスであり、米やリンゴの貯蔵施設として建造された。農業の近代化とともに数が減

蔵を後世に少し、建てる職人がいない現在では全国的にも貴重な建造物となっている。この

残すべき文化遺産であると位置づけ、蔵の保存と利活用を推進するため、平成14年、町内外

。平成15年にNPO法人の認証を受け、法人賛同者26名で「尾上蔵保存利活用促進会」を設立

組織となる。

設立以来 「蔵保存と利活用の促進、グリーン・ツーリズム（以下、G・T）事業推進基盤、

の確立と事業の定着拡充」を指標に、

①他市町村にない農村景観（蔵・庭園・生垣）を地域のオンリーワンと位置付け、蔵保存と

。 （ ） 。利活用を推進 蔵所有者や地域住民・都市住民 消費者・学生・子供 を対象に活動を展開

②弘前大学、八戸工業大学、柏木農業高校などの教育機関や、県内外のNPO法人、G・T推進

団体、旅行会社等、多方面にわたる連携で活動を展開。

蔵の合同調査、蔵マップ・会報誌の発刊、蔵フォーラムや、蔵・農家庭園ウォッチングの③

。開催、修学旅行農作業体験ファームステイ及びセカンドスクールの受入れ等の取組を実施

④ファームステイ受入れ組織構築、地域案内人（蔵ガイド)及びスタッフ育成のため、受入

農家啓蒙及び人材育成・発掘活動の実施。

⑤有料の事業「蔵巡り・庭園巡り」の実施に、毎年3,000名の来訪者確保に貢献。

⑥中南地域で、G・T事業の推進組織「広域連携：津軽ほっとステイネットワーク」設立の発

起人となり 「心の教育・食農教育」をコンセプトに「都市と農村共生対流」構築に中心的、

役割を果たし、G・T定着拡充の原動力となる。

農家蔵ブランドの商標登録を行い、商工業者と連携でお土産品や農産物加工品等の商品開⑦

。発を行う

⑧国登録有形文化財指定で「農家蔵のまち」全国ブランドを確立。農村文化の漂う街づくり

に貢献。

◇活動の規模

項目 H13 H14 H15 H16 H17

雇用者数 10 16 22

解説 単位：人 大学生・高校生アルバイト

イベント回 10 15 15

数 解説 単位：回 蔵巡り・庭園巡りや修学旅行農作業体験ファームステイ受入等の合計

イベント参 約1,000 約2,000 約3,000

加者数 解説 単位：人 蔵巡り・庭園巡りや修学旅行農作業体験ファームステイ受入等の合計

13
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◇活用している地域資源
①農家蔵（農家住居含む ・庭園・生け垣等農村景観）

②農業と農村（農産物・技術・農村文化・食文化）

③ネブタ祭り

④雪（冬の蔵並ライトアップと寒中のイチゴ収穫体験）

⑤人材（受入れ農家・学生）

◇地域活性化のポイント
①農家蔵・庭園・生け垣などの農村景観活用：蔵・農家庭園ウォッチング及び商工会共

催「蔵巡り・庭園巡り」開催による来客数増加で地元商店街の経済波及効果。

②「農家蔵のまち」ブランド確立：蔵保存と利活用の促進（文化財指定登録調査・登録

申請や蔵並の環境整備・蔵拠点施設(H19着工)・古農具展示蔵・アート創作蔵・喫茶蔵・

左官歴史蔵など拠点づくり推進 。）

「グリーン・ツーリズムのまち」ブランド確立：G・T事業推進でファームステイ及び③

。セカンドスクールや収穫体験受入に伴う農家所得向上等、商工業界の売上増加に寄与

④心の教育・食農教育の実践： 無事故で感動のファームステイ」で生徒らの心の教育・「

食農教育を実践。

⑤「都市と農村共生対流」構築：ファームステイを媒体に保護者・学校・地域との交流

で第2のふるさとづくりを推進。

⑥農産物の直販体制の確立：G・T事業推進で農業の再構築及び受入農家の意識改革（生

産・教育・交流・販売の自立農業経営基盤の構築 。）

◇事業の今後の展開方向

①蔵利活用の拠点づくり促進②蔵の補修工事・文化財蔵並の環境整備推進③農家蔵登録

文化財指定調査推進と登録申請④受入農家民宿営業許可登録の推進⑤人材育成・更なる受入

農家の啓蒙と組織の拡充⑥修学旅行農作業体験ファームステイ及びセカンドスクールの定着

拡充⑦旅行会社との同行セールスで修学旅行農作業体験ファームステイ及びセカンドスクー

ルの誘客活動⑧収穫体験の拡充と定着で観光農業の推進⑨商工業者連携で農家蔵ブランド商

品開発及び販売

以上を基本指針とし 「農家蔵のまち、グリーン・ツーリズムのまち」ブランド確立。農、

村文化の漂うまちづくり実現が当会の社会的ミッションとし、積極的に活動を展開し、農業

・農村の活性化、ひいては地域活性化に寄与していく。
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「立ち上がる農山漁村」選定案概要書

◎取 組 分 野： 交流】【

青森県鯵ヶ沢町１．都道府県、市町村
あじがさわまち

NPO法人白神自然学校一ツ森校２．事 業 者 名

都市と農村の交流－杉並区の子供達の自然体験塾３．取 組 み の 名 称

４．取 組 概 要 等

◇概 要

白神自然学校は平成15年10月に開校し、地元の一ツ森地区から林業・農業の技術を持っ

ている人たちや山菜料理などの加工技術を持っている人を講師に招いている。

そして、白神山地の山・川・海の自然体験活動を通した授業を実施し、全国から多く白

発足から東京杉並区との交流活動を通して、神山地へ訪れる人を受け入れてきたが、特に、

。毎年杉並区の子ども達の夏休みと冬休みの自然体験塾の受け入れを行っている

特に今年は、子ども達の参加が多くなり、秋には杉並区の環境博覧会に出かけ、夏休み

の報告会を開催しており、父兄にも喜ばれている。

総合学習の一環として、白神山地の赤石川上流での植林活動を中心とした環境教育の実

習を実施してきた。全国から白神山地を訪れる人達に①白神山地の由来②青秋林道建設問題

③白神山地の自然遺産の意義④白神山地の動植物たち等の授業を行ってきた。特に白神自然

学校は杉並区の教育委員会と「すぎなみ環境博覧会」というイベントを通して交流をしてお

り、昨年より杉並区の子ども達を毎年、現場に案内している。現在では練馬区など他区にも

自然学校を訪れた首都圏の方々を中心としたリピーターで、この輪を広げている。さらに、

平成18年 「白神自然学校首都圏倶楽部」を設立した。これからは都市と農村の交流を実現、

。し、大量に発生する団塊の世代の人達の自然回帰の流れを受けいれて行きたい

平成17年 「オーライ！ニッポン大賞」を受賞し、都市と地方の交流を推進する大きなパ、

イプとして、太くするための戦略を考えている。

特に、都市住民のニーズに答えるためには、白神山地だけではなく、青森県が誇る観光

地の下北半島・十和田湖・三内丸山遺跡等との連携、他県との広域的な連携・また、県内で

「青森県内を訪れたい」という人達活動するＮＰＯとの連携も視野に入れた取組を通して、

のニーズに答える「多目的なツーリズム思考」の期待を実現するための人的ネットワークや

。相互の乗り入れを実現していく

鰺ヶ沢町の白神自然学校一ツ森校の挑戦は「世界の自然遺産を巡っている人達が、白神

山地は素晴らしい受け入れ体制だ 「白神山地を抱える地域の人達の自然遺産と接するエコ」、

ツーリズム・グリーン・ツーリズムの取組は世界一」と言われるような観光と自然保護のあ

り方を世界レベルに併せた形で実現し、鰺ヶ沢町にも貢献していく。

◇活動の規模

項目 H13 H14 H15 H16 H17

来客数 543 1642 1893

解説 単位：人 自然学校を訪れた人

雇用者数 1 3 4

解説 単位：人

イベント 28 56 64

回数 解説 単位：回 修学旅行・ガイド等の数

イベント 543 1642 1893

参加者 解説 単位：人 自然学校の授業を受けた人
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◇活用している地域資源
季節の山菜等を利用して、自然学校の授業に利用している。

・春はタケノコの白神汁。

・農家レストランしらかみのメニュー(白神膳：ぜんまい、やまうど、アイコ、鮎、かじ

か、いわな)

・ブナの苗木→植林の授業に利用

◇地域活性化のポイント

一ツ森地区は白神山地を舞台に人々と森との係わりが、またぎの文化として残っている

里である。赤石またぎは、山の知識、白神山地の生きたセンサーとして数々の伝統と文化を

持っている。また、この人達の山菜採り・川魚捕り・キノコ採り・林業や農業の技術を活か

した体験授業と特産品の開発は、これからかなり期待できる。これらの技術を都会の方々は

新鮮に受け止める。その技術を残し、都会と交流したり 「田舎暮らしを希望する人達に伝、

えていく」という広がりを持てば、地域住民の活躍の場はまだ広がる。現在、１５名の地元

のアルバイトの雇用と正社員４名を雇用し活動している。

◇事業の今後の展開方向

今後は、①修学旅行・田舎暮らしを希望する人達に都会の人達を受け入れるための「農

家民宿の輪」を広げ、②市民農園の場所を提供する人を増やし、③農家レストランのメニュ

ーを増やし、④自然体験塾の実施の首都圏の区の教育委員会の数を増やして行くことが望み

である。また、そういった交流をもった区には、地域ブランドの赤石米・特産のアスパラや

季節の野菜を届けたり、区役所の前での農産物の販売会を開催するなど、人・物・サービス

の行き来の回数を増やして行く。
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「立ち上がる農山漁村」選定案概要書

◎取 組 分 野：【食】【女性・若者の力】

１．都道府県、市町村 岩手県二戸市
に の へ し

２．事 業 者 名 雑穀茶屋 つぶっこまんま

３．取 組 み の 名 称 ちっちゃい店のでっかい夢 かあちゃんたちの食育

４．取 組 概 要 等

◇概 要

古くから冷夏による米の不作に苦しめられてきた地域にとって、寒さに強い雑穀は人々を

飢餓から救う重要な食料であった。自家生産された雑穀は、様々な技法で調理され、日常の

家庭料理はもちろん冠婚葬祭、地域行事食などの伝統的郷土料理としてこの地域に共通に受

け継がれてきたが、食文化の担い手となる農家女性の社会進出などとともに、生産も消費も

激減していった。しかしながら、近年になり、雑穀が機能性食品として価値が見直され、安

全・安心な農産物として需要が拡大してきている。消え去ろうとしている伝統的郷土料理を

保存・伝承し、かつての「雑穀王国」を復活させようと、平成10年2月に農家の主婦13人で

研究グループ「おらほの手作り倶楽部食い道楽」を立ち上げ、技術研鑽やイベントでの消費

動向調査等を行ってきた。平成14年7月、新幹線開業を契機に研究グループの有志で農家レ

ストラン「雑穀茶屋つぶっこまんま」を開業。これまでご飯に加えるだけだった雑穀を主食

から汁もの、旬の野菜・山菜等と組合わせて主菜、副菜、デザート、お茶にまで使用し、提

供する農家レストランとして現在に至っている。「つぶっこ」は雑穀のもつツブツブとした

食感を、「まんま」は方言でのご飯の呼び方と母親という意味がそれぞれ込められ、農家の

かあちゃんたちが作る料理への思いを店名にしている。店舗は駅前ＪＲバスターミナルの中

にあり、年中無休営業としているため、他地域から訪ねてくる旅行者も多く、単なる食堂の

域を超えた地域の交流の場になっている。

食事の提供のほか、空いた時間を利用して児童・生徒や学生、あるいは一般住民に雑穀談

義や調理法、食文化の講話等を行い、地域に伝承・普及・定着させようと活動している。

①組織運営：運営は女性のみで行う。早番・遅番・休暇の厨房ローテーション体制の為、

月一回運営会議を開き、意思疎通を図っている。

②オリジナル性：伝統料理として「ひっつみ」「へっちょこだんご」「串もち」等の提供

のほか、地域の資源である雑穀を活かした新たな料理として多くの商品開発を行って

きた。地産地消レストランとして推進会議の認定を受けている。

◇活動の規模

項目 H13 H14 H15 H16 H17

売り上げ 20,000 19,000 19,000 19,000

解説 単位：千円

来客者数 32,000 30,000 30,000 33,000

解説 単位：人

雇用者数 7 6 6 6

解説 単位：人

イベント回 9 24 38 59

数 解説 単位：回 地域イベントや東京開催のものなど

イベント参 1,200 3,700 6,400 11,400

加者数 解説 単位：人
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◇活用している地域資源
①昔から栽培されてきた雑穀：ひえ、あわ、きび、たかきび、アマランサス、そば

②旬の山菜・果実等：モロヘイヤ、姫たけ、たらの芽、こしあぶら、むかご、ほどいも、

りんご、さくらんぼ、ブルーベリー

③一年を通して保存している山菜・果実等：姫たけ、行者にんにく、ふき、わらび、モ

ロヘイヤ、きのこ、みずのこぶ、りんご、アンズ、梅、ブルーベリー、凍み豆腐

④①～③を活用した伝統的郷土料理

⑤土産土法の技術

⑥手間・暇かけた手づくり料理、本物の味の伝承

◇地域活性化のポイント
雑穀を含めた地域食材の活用が安全･安心な食材として価値が見直され、オｰプン以来、

テレビ・新聞・雑誌等の報道により、全国規模の視察や旅行者が来店する。

また、郷土の食文化や雑穀料理について学びたいという小・中学生や高校生、卒業論文

のテーマにと訪ねてくる大学生もいる。出前講座も積極的に受け、行政や食生活改善推進グ

ループによる雑穀料理コンクールの開催など、意欲的に地域資源を活用した食育やビジネス

化への機運の高まりとともに、雑穀の生産グループも３カ所に増え、ＪＡにも雑穀生産部会

が組織されるなど生産拡大が図られている。

◇事業の今後の展開方向

①食育はグリーン・ツーリズムで演出

食育基本法の制定により食育が叫ばれる中、生命維持に最も重要な食を供給する農林

漁業はとても大切な産業と考えている。高齢者雇用や生きがい対策、休耕田の活用によ

る景観形成や環境リサイクルまで農業には多くの可能性がある。その農業の素晴らしさ

を多くの人に知ってもらうため、直接土に触れたり食べてみたり体験してほしいと考え

ている。生産者と消費者が交流する「いわて型グリーン・ツーリズム」を掲げ、直接畑

に行けない、料理を作れない、そんな人たちに店で体験してもらい、リピーターとして

再度訪れたり、口コミで別の方を紹介してくれたりしている。小さな店だからこそ出来

る食育活動である。

②食のバリアフリー提案

この地域の郷土料理は動物性の食材を使わなくても満足いく料理が出来る。食物障害

で動物性食品を摂取できない人も安心して楽しんでもらえるように対応したメニューで

全国から来店がある。二十一世紀、必要不可欠な分野に位置するのだろう。地域ぐるみ

で取り組んで、たくさんの人に訪れてもらいたいと考えている。
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「立ち上がる農山漁村」選定案概要書

◎取 組 分 野： 輸出】【

岩手県八幡平市１．都道府県、市町村
はちまんたい し

八幡平花き振興協議会２．事 業 者 名

地域オリジナル品種を用いたリンドウ輸出の取組３．取 組 み の 名 称

４．取 組 概 要 等

◇概 要

平成3年、町、JA、生産部会等を構成員（15名）として、町のオリジナル品種の育種組織

「安代町花き振興協議会」を設立。平成14年よりリンドウ輸出事業に取り組み、平成17年9

月に市町村合併により八幡平市になってからは「八幡平市花き振興協議会」に名称を改め、

リンドウ新品種開発事業、新品種販売事業、南半球での販売事業、リンドウ輸出事業等を行

っている。リンドウ新品種の開発については、平成8年度から安代町花き開発センター（現

八幡平市花き研究開発センター）が、新品種販売事業については、有限責任中間法人安代リ

ンドウ開発が引き継いで行っている。輸出事業についても、経済ベースでの輸出が可能とな

った平成18年度からは、新岩手農業協同組合・全農いわて県本部が事業を引き継いでいる。

りんどうは国内では仏花として安定的に使用されているが、多様な用途に使用するため

には年間を通して生産される必要がある。但し、このことは現状の品種、技術、コストでは

冬場にニュージーランドで生産し、周年出荷をする事業を平成4年不可能であることから、

させた。ニュージーランドで生産･輸出されたリンドウは、日本よりもヨｰロッからスタｰト

、 、 、 、 、パやアメリカ市場で高単価の取引となっており 日本からの輸出を考え 品質 規格 品種

販売時期、販路等を検討しながら、 。輸出を始めるに当たリンドウの輸出を平成14年に開始

って、花きの輸出についてのノウハウは様々な交流のあったニュージーランドで花き輸出を

輸出先の情報、輸出に関する輸送技術、輸出行っている業者をアドバイザーとして依頼し、

。輸出先は、14年オランダ、15年オラン時に問題等が発生した時などにアドバイスを受けた

14年は5ダ、スイス、16年オランダ、アメリカ、17年オランダ、アメリカ、ドイツである。

名、15年からは20名の生産者が輸出に取り組んでいる。

輸送中の発熱による品質低下のため8万本を廃棄したことから、平成17年に輸平成16年に

、収穫時に前処理剤を使用することと、コールドチェーンを送中の品質保持対策に取り組み

日本の運送業者、通関代理店、確立することにより克服した。コールドチェーンの確立は、

航空会社、現地の通関代理店、輸入業者等の協力のもと、温度チェックや異常温度時の対応

。また、コストの大部分を占める航空運賃にマニュアル等の温度管理対策により可能とした

平成14年には1本あたりの航空運賃が135円であったのついても低減に努めることで成功し、

。に対し、平成17年には24.5円、さらには、平成18年には20円以下に低下する予定である

◇活動の規模

項目 H13 H14 H15 H16 H17

数量 26,880 25,200 24,850 24,950 26,000

解説 単位：千本 出荷本数全体（輸出数量含む）

輸出数量 100 234 280 420 450

解説 単位：千本 H16年は28万本中8万本を輸送中に廃棄

販売金額 1,121,000 884,000 889,000 1,026,000 1,120,000

解説 単位：千円 輸出金額を含む

輸出金額 -5,000 1,100 2,700 8,600 11,300

、 、 。 。解説 単位：千円 販売金額から関税 手数料 航空運賃等を差し引いた額 H14は赤字
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◇活用している地域資源
安代地区は周りを山々に囲まれた山間地域であり、年平均気温8.7℃と山岳地特有の冷涼

水稲栽培には不利な条件だが 反面 この気象条件を活かした転作田での リな気候である。 、 、 「

。ンドウ栽培」が適することに着目し、昭和47年からリンドウ栽培に取り組んでいる

同地区の農業粗生産額は約19億8,000万円で花きが半分以上を占める。その中でもリンドウ

は水稲不作時の冷害年にも強い品目で、 日本一で安代地区の生産量は全国の約4分の1を占め

あり、これを支えるのは八幡平市花き研究開発センターの育成したオリジナル品種である。

平成4年より、オリジナル品種を架け橋とした技術、人材の交流がニュージーランドと行

「 」 、われたが その際、 、 どうして日本の生産者は輸出しないのか との質問がきっかけとなり

。リンドウ輸出に向けた検討が始められ 地域オリジナルの地域資源が輸出に活用されている、

◇地域活性化のポイント
リンドウ輸出は輸送中のコールドチェーンの確立等による出荷量の増大と、航空運賃の

引き下げに成功したことから、経済事業として考えられるレベルになった。また、輸出に合

自分たちで栽培したリンドウが高評価を受けていわせ、生産者等の海外視察を行うことで、

。ることを実感し、生産意欲の向上につながった

◇事業の今後の展開方向

・海外での需要に応じた品種開発：八幡平市で生産するリンドウは仏花用が中心で、95％の

品種がブルーの花色であるが、オランダ等では、ピンクや白の花色の需要が相対的に高い。

これに対応する花色の品種を早急に開発する必要がある。また、需要の多い10月下旬には品

種が1種類しかないため、これについても早急な品種開発が必要となっている。

・輸出に対応した技術レベルの向上：輸出用の切花の収穫ステージは国内向けのものとは全

く異なり、温度管理等のポストハーベスト技術も異なることから、輸出に向けた生産者全員

の技術レベルの向上が必要となっている。

・ブランドの確立：ブルーの品種は以前よりオランダ等で生産拡大が図られており、これら

品種と競合している状況にある。年々少しずつ単価差はついてきているが、今後、更なる差

別化・ブランド化により、八幡平市産リンドウの単価の向上させるため、現地での販売促進

活動が必要となっている。
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№11

「立ち上がる農山漁村」選定案概要書

◎取 組 分 野： 交流 【バイオマス・リサイクル】【 】

岩手県住田町１．都道府県、市町村
すみたちょう

岩手県住田町２．事 業 者 名

森林・林業日本一の町づくり３．取 組 み の 名 称

４．取 組 概 要 等

◇概 要

住田町の森林面積は全体の95％を占めており、主産業は10年ほど前までは葉タバコ、イ

チゴ、キュウリ、ブロイラー、養豚等であった。しかしながら、近年では、木工団地を中心

とした林業へと移行しつつあり、町の様々な施策が中心的に投入されている。平成17年度に

は「森林林業日本一の町づくり推進協議会」を組織し、町のリーダーシップのもと、官民一

体となった取組により、さらなる発展を目指している。

低昭和60年代、町の森林面積の大部分を占めるスギは伐採の時期を迎えていた。しかし

迷する木材価格の影響から伐採には至らず 「気仙スギ」としてのブランド化も思うように、

。そこで町では、高気密・高断熱へと移行する住宅木材需要に着目 「スギの進まなかった 。

集成材」という可能性に賭け、プレカット加工施設・集成材工場、集成材の材料となる板の

官民一体となった取組は功を奏製材工場と併せ施設の整備を実施、総額50億円を投資した。

し、現在では年間約40億円、地元から170名を雇用し、林業が低迷している中にあって全国

。的な注目を集めている

平成16年には、国際的な取組である「FSC森林管理認証」を地元森林組合が取得。同COC

（加工流通）認証を木工団地・住宅会社が取得し環境に配慮した森林経営と、環境に興味が

木工団地においてはFSC認証木材は他の木材よりも高い価ある消費者へのPRも行っている。

。木工団地での製品の大半は住宅格で買い入れるなど、地域内での利益還元を目指している

建材であり、一般消費者には日常的に購入できるものではないことから、現在デザイナーと

の共同により新たな木工製品の開発を行っている。

町には年間約600名の視察が訪れているが、原則的には有料であり、町内への宿泊や食事

森林・林業を一部の関係者だけでを要請し、地元経済への波及効果も目指している。また、

なく、町内外を問わず多くの人たちに紹介しようと、森林・林業体験学習、炭焼き体験ツア

。 、ー 地元の伝統食や伝統文化を体験できるイベント等を開催している、 町外に関しては特に

リピーターを重視し、ダイレクトメール等を積極的に活用している。

◇活動の規模

項目 H13 H14 H15 H16 H17

売り上げ 1,700,000 2,100,000 3,000,000 4,200,000 3,800,000

解説 単位：千円 木工団地3事業体の売上額

雇用者数 120 150 170 170 170

解説 単位：人 木工団地3事業体の雇用者数

視察者数 110 443 482 541 605

解説 単位：人 町内林業視察受入数

イベント 4 8 10 15 17

回数 解説 単位：回 森林・林業体験教室

イベント 122 241 371 537 945

参加者数 解説 単位：人 森林・林業体験教室
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◇活用している地域資源
・平成15年、木工団地内で発生するおが屑を原料とした「ペレット」製造を開始。平成17年

度には、同じく木工団地内で発生する木屑を原料としボイラーと発電設備を建設、余剰

の蒸気は団地内の暖房・乾燥及び農業関連施設へ熱源として供給することとしている。

・森林環境教育関連では、町内全てを「フォレストミュージアム」化しようとの理念に基づ

き、森林（種山ヶ原・五葉山等）や気仙川をフィールドとしての活動を行っている。ま

プログラムやイベントの開催時には地元の自然に精通した方々を「森の案内人」とた、

命名し、自然や動植物ばかりではなく、地域の歴史や伝統文化、芸能にいたるまで幅広

。同様に、地区の女性の方々には、地域の伝統食を単に完成品く説明してもらっている

として提供するのではなく製作段階まで併せて参加者と一緒に指導してもらっている。

森の案内人を始め、女性の方々はボランティアではなく、相応の対価を支払い、なお、

。継続的な開催を目指している

これら、いずれの取組についても、その根底に流れているのは、地元の森林に対する

愛情であり、豊かな森林資源を育て上げた先人たちに対する尊敬の念である。

◇地域活性化のポイント
「森林・林業日本一の町づくり」の取組は、地域経済の活性化に最も大きく貢献したと

10年間で50億円の設備投資と、40億円の売り上げは、過疎化と地元経済の沈滞に悩いえる。

。また、人口6,000人の町において、170人の雇む地域経済に極めて大きな影響を与えている

特に若年の男性を中心に雇用していることは、地域経済はもとより高用を生み出したこと、

。齢化に悩む町において地域の担い手の育成にも極めて大きく寄与している

文化面では、希薄になりつつある森林との関わりについて、森林環境学習等のイベント

を通じ、失われつつある農山村文化の復興に寄与したものである。

◇事業の今後の展開方向

・林業分野においては、来るべき国産材時代に向けた設備の拡大と充実を図ると同時に、FS

C森林認証制度の有効活用を通じ、環境に配慮した森林経営と付加価値販売、そして地域

の森林へのさらなる利益の還元により、遅れていた林家経済の活性化を図る。

・これら安定的な経済基盤の下、より多くの方々に森林や林業に対しての興味を喚起するべ

く、林業関係者「以外」の方々への働きかけを積極的に展開していく。同時に、そこに

住む我々自身も地域の伝統や歴史・文化の再発見をしていく。

、 、 、・そのためには 情報発信や異業種・他地域との交流 マスコミや旅行代理店への営業活動

地元案内人等のスキルアップ、理論的・科学的な裏づけの確立等が重要であり、併せて

取り組んでいく。

・また、それら活動を単発・短期間で終了させることなく経済的に継続できるようなシステ

ムを作ること、そして何よりも、それらを統括し、連絡・調整できる組織隊と中核とな

る人材の確保が不可欠である。

以上により、経済的にも文化的にも豊かな農山村を創り出し、魅力ある町づくりを行って

いく。
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「立ち上がる農山漁村」選定案概要書

◎取 組 分 野： 交流】【

宮城県石巻市１．都道府県、市町村

あじ島冒険楽校２．事 業 者 名

あじ島冒険楽校(未来の大人たちへ)３．取 組 み の 名 称

４．取 組 概 要 等

◇概 要

網地島は、かつて、遠洋漁業の乗組員が多く、人口は3,000人を越えていた。しかし、著

しい人口流失により、高齢化率7割で、人口はわずか500人余りの島となっている。島民も自

ら行動を起こすことはなくなり、行政に頼った生活を送っていた。島民有志数名が、このま

まではいけないと行動を起こし、出来るところから始めようとしたのが、この｢あじ島冒険

楽校｣である。

「あじ島冒険楽校」は、平成16年2月に島民の自治組織である網地島コミュニティー推進

｢昔の子供たち｣(島のおじいちゃん、おばあち協議会を母体にスタートした。コンセプトは

ゃんたち)が先生となり、｢未来の大人たち｣(島の外から来た子供たち)と一緒に、島の伝統

ものである。開催したコ的な魚釣りや竹鉄砲作りなどを通して 『昔の夏休み体験』を行う、

ースの名前は、ウニとアワビとホヤの3コース。その中で体験したメニューは、シーカヤッ

、 、 、 、 、ク 肝だめし 流木を使ったクラフト あじ島冒険楽校のロゴ入りTシャツ作り 植物観察

磯観察、島の伝統技法による魚釣り、バクダン(米をポップコーン状に膨らませるもの。昔

の祭りでは、子ども達にとても人気があった)等、盛り沢山な内容としている。

食事には、コース名のとおり、獲れたてのウニやアワビが出され、子どもたちにはその

動く姿にとても喜ばれている。

｢いしどの浜｣での魚釣りでは、多くの子供たちにとって生まれて初めての魚釣りにも関

わらず、ほとんど全員の子供が魚を釣り上げ、中には、初めて釣った魚に感激し、最後まで

握りしめているほどで、自分で釣った魚は、骨までしゃぶるように最後まで食べる。

子供達との交流により、島の高齢者は、｢誇｣を取り戻し、また、今年も積極的に参加す

。 、る予定である。平成16年度には本活動が｢地域づくり総務大臣表彰｣を受賞 小さな交流でも

今後も大切に育んでいこうと考えている。

◇活動の規模

項目 H12 H13 H14 H15 H16

売り上げ 約500

解説 単位：千円 参加費等

来客数 約100

解説 単位：人 一回の開校ごとに約30人が参加

雇用者数 約20

解説 単位：人 郷土料理の先生、魚釣りの先生等

イベント 3

回数 解説 単位：回 平成17年度は、7月下旬に2回開校予定

イベント 約150

参加者 解説 単位：人 島の高齢者が、釣りの講師で積極的に参加
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◇活用している地域資源
宮城県石巻市網地島は、宮城県東北部の牡鹿半島先端にあり、観光地として有名な金華

山の反対側に位置している。石巻市からは、定期船で約1時間かかり、交通の便がとても不

。 、 。便な島である 観光客として訪れる人はとても少なく 夏場の海水浴客が訪れる程度である

著しい人口流失と高齢化により、人口はわずか500人余りの島となった。マツクイムシの被

害で海辺には骸骨のような松の枯れ木が佇み、寒々とした印象を訪れた人に与えている。

このように観光地としては何もない島だが、このことが島の自然を守ったため、豊かな

海や森が残っている。海にはウニやアワビ、アイナメ、クロソイ等が豊富におり、森には常

緑樹のタブの木があおすじアゲハを養い、オニヤンマが所狭しと飛び交っている。

手付かずの豊かな自然の中で過ごす夏休みを伝えたいということで始まっている。

◇地域活性化のポイント

｢昔の子供たち｣が、豊かな自然の中で過ごした夏休みを｢未来の大人たち｣に伝えたいとい

魚釣りの先生には、島の高齢者であうことで始まったのが、この｢あじ島冒険楽校｣である。

る漁師歴60数年の本物の漁師が教えている。教え方は少し厳しいが、それが子ども達を真剣

。子たちが釣った魚はその場で焼いて食べ、自分が釣った魚を愛おしく骨までにさせている

しゃぶり、島の高齢者も、普段接することのない多くの子供たちとの交流を楽しみ、生き甲

斐を見出している。また、何もないと考えていた自分たちの生まれ育った島が、子供たちに

受け入れられ、島の者は｢誇｣を取り戻したように感じている。

◇事業の今後の展開方向

網地島は、とても交通の不便なところにあり、観光資源として秀でるものは少ない。海

が荒れれば定期船が欠航になり、予定の立たないところは、観光地として自立することは難

網地島の不利な条件を補ってくれるものは、｢人と人との心のふれあい｣であしい。それらの

。事実、ボランティアスタッフとして、参加してくれた宮城教育大学及び宮ると考えている

城学院大学の学生は、卒業して就職したにも関わらず、また来てくれている。

地理的条件がとても厳しく、華々しく観光客を増やせる島ではないが、真心を込めた手

作りの｢冒険楽校｣を今後も継続的に開校していきたいと考えている。

今後とも、このような島の者の心が通じて、この島に来ていただける方が増えていくこ

とを願っている。
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№13

「立ち上がる農山漁村」選定案概要書

◎取 組 分 野： 交流】【

宮城県南 三 陸 町１．都道府県、市町村
みなみさんりくちょう

旧 林 際小学校運営事業組合２．事 業 者 名
きゅうはやしきわ

廃校を利用したグリーン・ツーリズムによる地域活性化３．取 組 み の 名 称

４．取 組 概 要 等

◇概 要

南三陸町(旧志津川町)入谷地区は、国内屈指の養蚕地域だったが、養蚕の衰退とともに

過疎化、高齢化が進んできた中山間地域である。その中、平成11年3月、127年もの歴史を重

ねてきた林際小学校が廃校となった。思い出のつまった木造校舎は地元の人々にとって心の

よりどころであリ、地域住民みんなが参加する学校行事は地元の人々の心をひとつにしてき

た。

多くの子供たちを送り出してきた校舎を何とか残し、有効に活かしていきたいと考えた

地元の人々は、グリーン･ツーリズムと体験学習の拠点施設として活用することを選び 『さ、

んさん館』として生まれ変わらせた 『さんさん館』は、農林漁業体験など各種のグリーン。

・ツーリズム体験メニューを提供する宿泊施設である。研修室や食堂も完備しているほか交

流室もあり、お茶飲み場として地域コミュニティ維持と組み合わせながら、都市の人々との

交流に活用されている。

平成13年の開業から、運営は地元の卒業生らにより結成された、旧林際小学校運営事業

入谷地区の良さを再認識し、誇りに思っている人々が集まった組織のた組合が担っている。

。め、運営等への参加意欲は強く、年間約7千人の利用を支えている

小川での魚つかみや野菜収穫など地域独特の資源を活かした体験メニューは極めて豊富

体験指導には、高齢者を名人として活用しており、地元の人材活用にで、100種類に上る。

。また、館内の食堂は地元食材を使った純朴なふるさとの味を楽しめる地産も積極的である

地消の拠点ともなっており、こちらは地元の女性たちが主役となっている。こうした活動を

通して地域コミュニティ維持を図りつつ、地域経済の活性化を目指す拠点施設としての位置

づけを強めていく。

◇活動の規模

項目 H13 H14 H15 H16 H17

来客数 8,195 8,591 6,343 7,381 6,830

解説 単位：人 宿泊、体験、食堂等利用者数

◇活用している地域資源
・築47年の木造校舎を活用した地域農産物等活用型総合交流促進施設

(定員：宿泊＝32名、食堂＝32名、研修室＝40名)

・里山に囲まれた入谷築の景観

・ホタルが飛び蛙が上る川、牛のいる牧草地、田んぼ、畑、豊かな三陸の海

・地元の海・山・里からの食材

・地元のお年寄りを中心にした名人達（わら細工等）

・ 宮城の遠野」といわれるほど多く語り継がれている民話「

・地域の祭・イベント
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◇地域活性化のポイント
南三陸町(旧志津川町)では、都市と農村との交流を積極的に推進するための拠点となる

施設の整備が課題となっていた 『さんさん館』の整備は、当該施設を核としたグリーン･ツ。

ーリズムの実践を促進し、地域食材を広く都市住民に提供する場ともなり、日帰りの来訪者

や宿泊客を増加させ、地域の雇用機会の増加や農産物の販売と農林漁業体験による農家所得

施設を管理運営する組織を民間ベースで整備し、農林漁業等の体の向上に寄与した。また、

験学習受入体制を一本化したことは、地域住民に一体的な連携をもたらし、地域を活性化し

。ている

なお、廃校利用のモデル的な取組としても注目(文部科学省｢廃校リニューアル50選｣にも

選定)され、県内外からの視察が数多く来ている。

◇事業の今後の展開方向

これまで取り組んできた、受入体制の整備を基礎にしながら、今後、更に都市と農村の

交流を推進するべく、年間を通した安定的な集客と滞在型余暇活動の定着のため、新たな体

験メニューを開発・導入しており、団塊の世代などに代表される｢農のある暮らし｣や｢田舎

暮らし｣を志向する都市住民に対し、これらを体験する機会の提供も模索している。

●契約農家で1年を通した体験を提供～農家まるごと体験～

野菜の種まき、植付け、収穫を1年通して体験。日々の管理は契約農家と体験する利用者

と協同で行い、獲れた低農薬、有機栽培の作物は利用者に提供される。年間利用回数に制限

はない。また 『さんさん館』に特別割引料金で宿泊出来る。、

また、更なる質の向上と利用者の増加のため、みやぎ農林漁家民宿・レストラン連絡会、

みやぎグリーン･ツーリズム推進協議会に所属し、積極的に情報交換や各種研修等へ参加し

ているほか、県のグリーン･ツーリズムアドバイザー派遣事業を活用するなど、経営の更な

る強化を目指していく。
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「立ち上がる農山漁村」選定案概要書

◎取 組 分 野： 食 【女性・若者の力】【 】

山形県鶴岡市１．都道府県、市町村
つるおかし

羽黒・のうきょう食品加工（有）２．事 業 者 名

自然食は自然色！お漬物で村おこし３．取 組 み の 名 称

４．取 組 概 要 等

◇概 要

風害により被害を受けたグリーンアスパラを漬物にし、昭和61年、当時の羽黒町農協で

にしたことをきっかけに、地元農産物を加工した付加価値づくりが生付加価値をつける販売

産地の育成と地元の活性化につながるとして、平成元年に加工販売を専門とする会社を、漬

物問屋と合弁で設立した。

庄内地方の先人が社の登録商標でもある「自然食は自然色！」をキャッチフレーズに、

し、素材本来の風味と新鮮さを活生み出した食文化を現代のニーズにあったものにアレンジ

かした漬物づくりを行っている。

設立当初は、地域の農家や主婦が集まって漬物加工を行い、加工することで付加価値づ

くりに徹底した議論を重ねてきた。

全国のあらゆる消費者団体や小売業者などとの交加えて、マーケティングに力を入れ、

させ、商品開発に流や、新設した直売所でのエンドユーザーとのコミュニケーションを充実

活かしてきた。その結果、地元特産の「庄内柿」を加工して食酢（柿酢）を造り、どこにも

真似のできない、羽黒独自の漬物を作るという画期的なアイデアが生まれた。さらに、雪深

い地方の伝統的な「雪室」に着目し、近似した冷蔵条件での漬け方を編み出し、庄内ならで

はの味、風味、色、新鮮さをたっぷりと含んだふるさと自慢の漬物を生み出した。

こうした取組が、地域全体の生活、農業、食文化全体に大きな良い風を吹き込み、必然

的に、在来作物の見直し等農業の活性化を促している。また、新規雇用を創出するなど地域

の活性化につながっている。

◇活動の規模

項目 H13 H14 H15 H16 H17

生産量 1,146 1,113 1,102 1,060 1,070

解説 単位：ｔ 全商品計

売り上げ 897,000 894,000 917,000 900,000 900,000

解説 単位：千円 社全体

来客数 43,761 51,631 52,698 58,591 61,949

解説 単位：人 直売所

雇用者数 42 43 45 47 50

解説 単位：人 社全体

イベント 4 5 7 8 10

回数 解説 単位：回 社全体
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◇活用している地域資源
・古くから庄内地方でつくられてきた数々の伝統作物（在来作物）

・ 庄内柿」から作った「柿酢」「

・祖先から伝えられた雪室のわざを活かした冷凍冷蔵貯蔵施設の活用

・地元生産者の野菜

◇地域活性化のポイント
農業従老若男女問わず、様々な形で多数の人間が参加できる体制づくりに務めている。

事者が多い地域であることを考慮して「繁農期休暇」を制度化することで安定的に働ける場

し、40名の主婦や後継者となる世代が通年で工場に勤務しているなど、地域の賃金水を提供

準の下支え、向上、雇用の創出等、地域の活性化に大きく貢献している。

地元生産者の野菜を原料に使用することで、雇用のみに止まらない地域活性化をまた、

している。促進

【年間の地域内原料入荷状況】

（ 、 （ ）、 （ 、 （ 、 、赤カブ 790t) 茄子 144t グリーンアスパラ 9t) わらび 27t) アスパラ菜(1t)

茗荷(3t)、干ゼンマイ(1t)、枝豆(144t)、大根（248t)、白菜（59t)

◇事業の今後の展開方向

様々な方法で消費者との交流、提携を強化し、強固な信頼関係を築き、伝統的食文化や

新感覚の味の提供、地域特産の発展と発信を促進する。これには、世の中の急速な移り変わ

り 「流れ」を読み、その時代のニーズにあったものを提供するよう商品開発に努める。観、

光客への土産品販売にも力を入れ 「羽黒」だからこその商品を販売し、満足できる商品を、

提供する。
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「立ち上がる農山漁村」選定案概要書

◎取 組 分 野：【交流】

１．都道府県、市町村 山形県金 山 町
かねやまちょう

２．事 業 者 名 共生のむら すぎさわ

３．取 組 み の 名 称 都市との交流による山村の活性化

４．取 組 概 要 等

◇概 要

秋田県と山形県の県境にある金山町杉沢地区では、集落の全世帯が参加するゆるやかな

調整組織｢共生のむらすぎさわ｣と称して、地域ぐるみでグリーン・ツーリズムに熱心に取組

んでいる。

活動は、平成5年に農山村での豊かな暮らしを考える拠点として「暮らし考房」を立ち上

げたことに始まり、毎年「山里フォーラム」と称して、山村生活を実践する哲学者内山節氏

を講師に迎えての山里哲学講座を開催している。

「暮らし考房」では、このほか、本藍染め、チェーンソークラフト、メープルサップ（カ

エデの樹液）採取など、地域の自然、暮らしの技を体験することができるほか、民泊も受入

れや、森づくり、森あそび、川あそびによる環境教育、地域学習などを通じて山村の豊かさ

を発信している。

また、ツル細工や刺し子といった昔からむらにあった伝統技術や、有機栽培源流米、有

機野菜、山菜等、都市との交流によりその価値が再認識されたそれらを直販・宅配により販

売している。ほかにも、古くからの地域資源であるカエデの樹液を利用した商品として、メ

ープルドリンク、メープルビール、メープルソフトクリームなどが誕生し、「メープルの里」

づくりにつながっている。

杉沢の生活に共感を覚えた都市住民と共同でむらの空き屋を買い取り、「金山スロー村」

と名付け、より深く山村の暮らしを実践できる交流の場として活用している。

わずか13戸の小集落が、古くからの知恵と新しい試みの継続により、活動を始めて14年、

全国でも知られるグリーン・ツーリズムのむらとなった。

◇活動の規模

項目 H13 H14 H15 H16 H17

来客数 2,000 1,500 1,400 1,500 1,600

解説 単位：人 体験、宿泊者数

イベント 10 10 12 12 12

回数 解説 単位：回 山里フォーラム、メイプルフェスタ、とっておき体験、地域学習、

市民参加の森づくり 等

イベント 250 250 250 280 280

参加者 解説 単位：人

◇活用している地域資源
①山村というフィールドの活用

森林環境教育：森づくり、森あそび、川遊び等

地域学習：山里の暮らし体験、研修等

②都市よりの持つ技の活用

体験のむら：ツル細工、さし子、染め色、チェーンソーアート、食品加工、工芸販売

③自生するイタヤカエデの樹液の活用
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メープルサップ研究会の採液と商品開発、アンテナショップ｢楓｣での販売、メープルト

ラスト、メープルフェスタの開催等

④清流の活用

すぎさわ清流米、野菜・山菜の販売(宅配産直)

⑤空き家の活用(山形金山スロー村)

都市住民と共に買い取り交流の場として活用

⑥荒廃地の活用(楓の森づくり)

イタヤカエデの植栽(市民参加の森づくり)

◇地域活性化のポイント
①｢暮らし考房｣が試行し、地域に提案。やりたい人、やれる人で新しい組織を作り展開する。

②｢共生のむらすぎさわ｣として、ゆるやかな組織で全体調整を行う。

③活動はメンバーを明らかにし、一人一人の存在感とやりがい感を大事にする。

④そこにあるもの(物語)を活かし、そこにしかないものに育てる。

⑤変わらない精神と変わっていく具体物をもつ。

⑥山村は山村を活かしてこそ都市にまさる。都市に媚びない人間となる。

⑦自然とそれを活かす暮らし、活き活きする人を大事にする。

｢共生のむらすぎさわ｣は、自然と人間・山村と都市・歴史と未来の三つの共生をかかげる。

◇事業の今後の展開方向

①山村に新しい仕事を作る

・親林倶楽部森の案内人による丸太小屋、チェーンソーカービング等

・新しい樹木の試作 4年目(近々商品化の予定)

②集落の景観づくり

・楓をメインに景観ポイントを作りたい

・荒廃地の活用をはかりたい

③さけられないであろう高齢化と過疎化に対して新住民の受け入れをはかりたい
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「立ち上がる農山漁村」選定案概要書

◎取 組 分 野：【食】、【バイオマス】

１．都道府県、市町村 福島県いわき市

２．事 業 者 名 （有）とまとランドいわき

３．取 組 み の 名 称 環境保護と地域活性化を第一に考えた農業多角経営

４．取 組 概 要 等

◇概 要

平成13年10月に有限会社とまとランドいわき設立。平成15年に施設園芸の最先端であるオ

ランダの技術を導入し、有害物質を温室外に排出しない循環式養液栽培温室を建設。同年か

ら栽培及び活動を開始し、現在3期目となる（トマト栽培約2.3ha、いちじく栽培約1.5ha）。

循環式養液栽培は土を一切使わないため、最盛期には1日に100t近くの水を必要とする。

そのため、雨水貯水タンク(800t×2基)を設置、また地域の良質な地下水を利用し、雨水と

混合して使用する。また、トマトに吸収されずに残った排液は、従来の養液栽培では地下浸

透、もしくは排水溝へ全量流さざる得なかったが、ろ過･殺菌行程を踏むことで、ほぼ養液

として再利用可能となっている。

年１作の長期栽培であるために、暖房燃料についても環境に配慮している。一般的には重

油が用いられているが、燃焼時に硫黄分や有害物質が排出することから、クリーンエネルギ

ーであるＬＰＧを使用している。ＬＰＧは環境に与える影響が少なく、また、ＬＰＧ燃焼時

に出る二酸化炭素を、ハウス内に施用し、作物の光合成促進のために利用しているため大気

中への放出は無い。

2.3ヘクタールのガラス温室による年間を通したトマトの長期栽培という強みを生かし地

域の主婦を常時26名、地域の高齢者を臨時(最盛期10名ほど)で雇用している。また、コンピ

ュータで温度･湿度･灌水量などを自動制御できる温室であるために、従来の農業のように朝

早く起きて暗くなるまで仕事をする必要もなく、屋外とは隔離され、常に衛生的で従来の農

業にイメージとして持たれていた3K作業も少なく、女性や高齢者でも非常に働きやすい環境

となっている。

温室内の一画を使った直売所では年間を通してトマトや花などを販売しており、多いと

きで約500人/日の来客があり年間約6,OOO万円の売上げとなる。もともと観光地ではなく農

地中心の地域であったために、これだけの人を呼べるようになっただけでも大きな成果であ

ると実感している。

◇活動の規模

項目 H13 H14 H15 H16 H17

生産量 714 710 735

解説 単位：t 主にトマト、温室稼動から2年続けて10a当り36tを達成

売り上げ 230,000 250,000 270,000

解説 単位：千円 主に市場出荷売上げ、直売所売り上げ

来客数 200人／日 300人／日 300人／日

解説 一日あたりの平均来客数(直売のみ)

イベント 0 2 3

回数 解説 10月11周年感謝イベント(1日) GW1収穫体験イベント

イベント 3,600 4,300

参加者 解説 1回目(10月):1,300人 2回目(GW):2,300人



№16

◇活用している地域資源
年間の日照時間が全国的にもトップクラスという福島県いわき市の気候特色を活かし、そ

の環境条件にあった栽培品目･施設･方法を行っており、年間収穫量は国内でも最高の結果を

上げることができている。また、地域のやる気のある方々を雇用し、常にお客様の立場に立

った経営･サ一ビスを行っている。

◇地域活性化のポイント
今まで集客のできる施設が無かった地域に人を呼べる施設ができ、多くの人が集まるよう

になった。周囲の人間がそれを見て地域活性化の意欲が湧いてきている。第2期から栽培を
開始したいちじくについて、地域の高齢者に栽培を依頼しており、「(有)とまとランドいわ
き」が主体となり、高齢者達で構成する「長友いちじく生産組合」を設立。いちじくの産地
化を目指し日々作業を行っている。初収穫を迎えたイチジクを直売所の店頭にて試食販売を
行い、生食以外の食べ方があまり知られていないいちじくの加工を提案した。

地域に密着した経営を理念としているので、どんな事業を始めるにしても、まず地域の

方々に説明すると率先して協力が得られる。こうした傾向そのものが地域の活性化になって

いる。

◇事業の今後の展開方向

敷地内に72㎡の直売所を建設し、栽培している作物だけでなく、地域農家にスペースを

提供して栽培した作物をインショップ形式で販売してもらっている。今後、さらに生産者の

数を増やし育成までも視野にいれていく。また、現在代表取締役の個人事業である水稲の栽

培についても会社事業化し、直売所近くの田を利用したアイガモ農法を行う計画があり、今

期から取得した特別栽培米の認証、エコファーマーの認定と併せて付加価値を付けていく。

また、現状では年１回のトマト植替え時には販売する物が無いために直売所を閉鎖して

いたが、今後は来期作付け予定でいるブルーベリーの観光農園化や別の作物を販売などで年

間を通して人の集まる施設・地域にしていく。

環境面でも現在一部リサイクルできない排液中に含まれる有害物質である「硝酸態チッ

ソ」を、微生物の力を利用して除去する方法を福島県農業試験場いわき支場と協力して試験

を行っている。この試験を成功させ、完全閉鎖型農業の実現を進めていく。

また、化学農薬に頼った栽培ではなく微生物の力を利用した農薬（BT剤）や各種害虫の

天敵・忌避剤を利用し、より安心・安全な農作物の栽培を継続していく。
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「立ち上がる農山漁村」選定案概要書

◎取 組 分 野：【バイオマス・リサイクル】【交流】

１．都道府県、市町村 栃木県那須塩原市
な す し お ば ら し

２．事 業 者 名 那須野ヶ原土地改良区連合（水土里ネット那須野ヶ原）

３．取 組 み の 名 称 バイオマス等地域資源の利活用

４．取 組 概 要 等

◇概 要

那須野ヶ原は複合扇状地内地で標高差が激しい地形であるため、農業用水に落差工を設

置し、下流へと排水する仕組みを取っている。戸田調整池に流入する農業用水の遊休落差を

活用して最大340kWの小水力発電を行い、土地改良施設管内の電力をまかなう事で維持管理

費の軽減も図っている。また、水力発電メーカーに対し、農業用水を活用したエネルギーの

地産地消の取組を提案、新機種の実証実験を共同により実施した。

この結果、平成17年度に既設用水路の落差工を利用し、最大出力30kwの小水力発電シス

テムを４台設置、平成18年4月から稼働。全国からも注目を浴び、見学申込みも多い。

平成18年度から5年間、地元企業と連携し、当連合が管理する戸田調整池で太陽光発電か

ら燃料電池への活用実証実験を開始。太陽光発電システムと燃料電池等の工事を進行中。

また、乳牛の糞尿をベースとしたバイオマスの利活用については、平成15年度と16年度

にＮＥＤＯ及び関東経済産業局の事業を導入し、バイオマス利活用等調査を実施し、バイオ

ガスに着目した。この際、メタンガス発酵後の消化液を圃場還元することが一番効果的であ

ると判明し、16年度からコシヒカリ・大豆・二条大麦・菜種の実証圃を設けて栽培試験を継

続している。この調査は、扱い易い液肥散布方法を取り入れ、農家が自ら行うが、県の試験

場にも別途依頼し、専門的見地から調査を行っている。現在までの実証試験結果から、化学

肥料と比較し、天候に左右されず収量的に遜色なく品質も向上する等のメリットが多いこと

が解った。一方、長期的に使用を続けた場合の土壌影響調査も併せて行っている。

これらの活動を通して、当取組への行政の理解も深まり、県が酪農試験場にモデルプラ

ントを建設することとなった。

◇活動の規模

項目 H13 H14 H15 H16 H17

発電量 2,446 2,411 2,363 2,426 2,070

解説 単位：千kw H4から稼働の水力発電所のみで、管内の電気料・維持管理費等

に使用。H18から発電施設増設。

来客数 800 750 900 1,000 1,300

解説 単位：人 発電所等の視察者（H16,17は液肥圃場を含む）。

イベント 3 3 15 26 51

回数 解説 単位：回

イベント 430 430 940 1,230 2,000

参加者 解説 単位：人

小学生見 6,500 6,300 6,500 6,200 6,500

学者数 解説 単位：人 見学申込み小学校の見学の際に現地・パネルで説明。この他、現

地看板等で直接見学者数が約7万人。

液肥利用 430 430 940 1,230 2,000

量 解説 単位：ｔ コシヒカリ5a、大豆10a、二条麦10a、菜種5aへの散布量
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◇活用している地域資源
明治8年の開削事業によって誕生した那須疎水・蟇沼用水をはじめとする各用水を基軸に

して昭和42年に着工・平成7年に完成した歴史ある那須野ヶ原用水の水を利用して小水力発

電を行っている。

戸田調整池の堤防斜面を活用して太陽光エネルギーを採取している。

本州一の乳牛飼育頭数を誇る那須野ヶ原では、毎日1,230トンものスラリー状の糞尿が排

出されており、これに着目してバイオガスプラントを設置。また、メタン発酵後消化液を大

地還元している。

◇地域活性化のポイント
小水力発電は、土地改良施設への農家負担を軽減し、低迷する農産業の支援として役立

っている。また、更なる発電計画では、地域の公共施設や農産物直売所等への電力供給も可

能である。水力発電のライフサイクルでの二酸化炭素排出量は11.3kg/kwhと発電方式の中で

最も低く、環境貢献度が高い。

戸田調整池で行う燃料電池試験は、340kmに及ぶ那須野ヶ原用水路を活用して、将来的に

水力から燃料電池スタンドの設置を目指し、シャトルバス等への利用を考えている。

那須野ヶ原は、農業と観光が盛んで持続可能な循環型の水力エネルギーの活用による燃

料電池は、高い安全性と有害な排気ガス等の無いゼロエミッションシステムを構築できる。

人と環境に優しいクリーンな那須野ヶ原をＰＲし、多くの観光客も見込める。

牛糞尿等バイオマスの利活用は、地域の財産である那須野ヶ原の「きれいな水」を守り、

次世代に継承するとともに、環境保全型農業の推進・資源循環に大きく貢献できる。

◇事業の今後の展開方向

地球温暖化、大気汚染等の環境問題は、世界的に対応策が検討される中、日本のエネル

ギー受給率は4%程度と低く石油代替エネルギーへの転換が急務である。

農村地域は、水力・太陽光・バイオマスといった埋もれた宝が多く存在する。那須野ヶ

原では、農村の宝を活用してエネルギーの地承地産活動を展開し、地域のエネルギーは自前

で生産することを目標とする。

水力発電は、ハイドロバレー調査結果等に基づき、更なる発電所建設（最大出力300kw～

500kw）に向けて具体的検討を行っている。

戸田調整池で行う実証実験を基に、自然エネルギー（水力・太陽光等）による分散型電

源（燃料電池）の地域型配置でエコ社会形成を目指す。

バイオマス利活用は、実証実験を通して酪農・耕種農家へ活用方法が理解されてきた。

地域の豊富な糞尿を活用し、エネルギー転換と田畑への施肥利用で資源循環型農業の推進を

図る。

この実践活動を継続するため、次世代への継承、地域への啓発が重要である。「那須野ヶ

原の水文化」「地域資源を活用した自然エネルギーへの転換」「医食農同源」を構築するため、

本年7月那須野ヶ原未来プロジェクト研究会を発足し、大学・企業との連携強化を行い、地

域貢献に努める。
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「立ち上がる農山漁村」選定案概要書

◎取 組 分 野： 交流】【

栃木県茂木町１．都道府県、市町村
もてぎまち

竹原郷づくり協議会２．事 業 者 名

新やすらぎ空間｢かぐや姫の郷｣３．取 組 み の 名 称

４．取 組 概 要 等

◇概 要

少子高齢化や過疎化が進む地域を活性化することを目的に、平成15年4月に「竹原郷づく

り協議会」を設立し、地域観光スポットの掘り起こしとして、竹林に囲まれ雨の降ったとき

にしか見ることのできない「坪渕の滝」周辺の遊歩道や防護策の整備を集落全員で行った。

平成16年からは、棚田と竹林保全のためのオーナー制度をスタートし、稲作体験、ホタ

農村女性や高齢者ル鑑賞会、たけのこ掘り、竹林間伐などの体験メニューを提供することで

すると同時に、現在では登録オーナー数も22組の知識とノウハウを活用する新たな場を創出

に増え、 している。また、古くからの地域都市との活発な交流は地域の活性化に大きく寄与

資源である竹を活用し、乾燥たけのこ、竹炭、門松などの加工品づくりにも取り組み、竹灯

籠を愛知万博に出展するなど各種イベントへも積極的に参加している。

竹林の中の「坪渕の滝」での長さ７０ｍの流しそうめん、夜間の竹灯籠平成18年には、

により、多くの観光客を集めてによるライトアップなど地元の竹を活かしたイベントの開催

いる。

なお、継続的な里山保全活動、農村景観づくりが認められ、平成17年度には農林水産省

「美の里づくりコンクール」審査員特別賞を受賞した。

◇活動の規模

項目 H14 H15 H16 H17 H18

生産量 150 250 400

解説 単位：袋 乾燥たけのこ(1袋300円)

売り上げ 45,000 75,000 120,000

解説 単位：円 乾燥たけのこ(1袋300円)

生産量 100 250 300

解説 単位：個 竹炭(大500円、小300円)

売り上げ 36,000 90,000 108,000

解説 単位：円 竹炭(大500円、小300円)

イベント 2 11 21 25

回数 解説 単位：回 里山整備、オーナー制度、お祭りなど

イベント 70 600 1,470 1,660

参加者 解説 単位：人 里山整備、オーナー制度、お祭りなど

オーナー 14 17 22

数 解説 単位：組 竹林と棚田のオーナー

オーナー 490,000 595,000 805,000

会費 解説 竹林と棚田のオーナー会費(1組35,000円)

35
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◇活用している地域資源
・里山：集落の里山を活用し、竹林や檜の間伐ボランティアを募集。

・棚田：集落の棚田を活用し、棚田のオーナー制度を開始。

・坪渕の滝：集落の坪渕の滝を活用し、新名所として整備。多くの観光客が来るように

なった。

・竹：集落の竹を活用し、乾燥たけのこや竹炭などに加工販売を開始。

・空家：集落中心にある古民家を活用し、ボランティア受入態勢の強化や、宿泊しなが

ら長期的に活動ができる施設に整備中。

◇地域活性化のポイント

農村景観保全活動として、集落内の農地や水路、農道等を集落ぐるみで草刈等の管理作

加えて、都市住民を対象にしたボランティアを募集して、年5回程度、毎業を行っている。

回30名のボランティアが竹林、里山の保全活動を展開することにより、良好で美しい農村景

観が保たれている。

｢かぐや姫の郷｣の郷人(オーナー)の取組として、棚田での稲作体験をはじめ、都市農村

、交流事業としてたけのこ掘り体験や ホタル鑑賞会などを、 様々な交流事業を行うことにより

当初14組だったオー耕作放棄地の解消と新たな農村女性や高齢者の活躍の場になっている。

ナーも平成18年度は22組まで増え、会費でオーナー制度を運営できるまでになった。

地域の資源を活用したグリまた、竹とんぼ作り教室や竹ご飯体験、竹炭焼き体験など、

できるようになった。ーン・ツーリズムを、独自に展開

◇事業の今後の展開方向

ボランティアによる竹林、里山保全活動をさらに活発化させ、竹原全体が、いつまでも

美しい景観を留めるよう努めていく。

竹林と棚田のオーナー制度については、新たに耕作放棄地の復旧を行い募集拡大すると

、 、 。ともに 本町各地で行われているむらづくりとの連携により 交流人口の増加を図っていく

平成15年度に植栽した80a、1,900本のブルーベリーが、平成19年度には摘み取りができ

るようになるため、摘み取り体験農園や、ブルーベリーを利用したジャムやかき氷などの加

工品開発にも取組むことにより、新たな農村女性や高齢者の活躍の場を提供していく。

集落の中心にある古民家を、地域資源である竹を有効活用し現在修繕を行っている。こ

の施設を利用し、長期的な滞在型農業体験や直売所、農村レストランなどを行い、協議会の

活動状況やオーナー制度の募集、加工品販売も推進し、広く竹原を宣伝していく。

併せて、これからも継続的に活動を行っていくため、後継者の育成にも努めていく。

36
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「立ち上がる農山漁村」選定案概要書

◎取 組 分 野： 交流】【

埼玉県宮代町１．都道府県、市町村
みやしろまち

埼玉県宮代町２．事 業 者 名

「農」のあるまちづくり～「新しい村」の取組～３．取 組 み の 名 称

４．取 組 概 要 等

◇概 要

平成9年 「農」あるまちづくり基本計画を策定。平成10年より拠点施設として「新しい、

村」として、農産物直売所・市民農園・育苗施設・加工施設等を整備した 「新しい村」は。

東武伊勢崎線東武動物公園駅から1kmと中心市街地から近い場所にも関わらず、町の原風景

である水と土と緑の宝庫である。13haのエリア内には、さいたま緑のトラスト第5号保全地

に指定された山崎山の雑木林や、開墾当時の堀上げ田（ほっつけ）が残り、カワセミが飛来

する貴重な自然環境が残っている。

昔からある自然豊かな里山の農村風景を町の財産として維持していこうというこれらの

「農」のあるまちづくりの理念のもと、農村景観や水辺等に配慮し 「農」の息づく快適で、

。農産物直売所や農産物加工施設、市民農園等の運営管理自然豊かな空間が整備されている

は、町・町民が出資して設立した「(有)新しい村」が請負い、農産物直売所の管理、体験学

習事業の企画、農作業受託等の農業支援など幅広く実施している。職員の多くは町内在住者

が従事し、町民主体による運営が行われている。

また、13haに及ぶ農村景観の管理には多くの町民ボランティアが参画し、ハーブガーデ

ナーズクラブ、結(ゆい)の里いきいき塾、市民農業大学OB会、NPO法人水と緑のネットワー

町民ボク、竹のアート実行委員会等が「新しい村」を拠点に活動を展開している。こうした

ランティアの参画を得て 「農」の息づく風景を保全し、心の潤いのある環境と共生するラ、

。イフスタイルを宮代らしさとして創造する「農」のあるまちづくりが進められている

◇活動の規模

項目 H13 H14 H15 H16 H17

売り上げ 119,210 159,446 187,067 187,431 192,160

9,780 21,758 24,317 31,280

解説 単位：千円 上段：農産物直売所販売額

下段：農作業受委託及び遊休農地利用耕作農産物販売額

来客数 288,000 460,000 513,000 499,000 545,000

解説 単位：人

雇用者数 85 98 115 120 130

解説 単位：人 生産者組合員数

イベント 9 19

回数 解説 単位：回 H15まで統計がないため、記載無し

イベント 42,000 64,000

参加者 解説 単位：人 H15まで統計がないため、記載無し
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◇活用している地域資源
宮代町のまちづくりの理念である「農」のあるまちづくりとは、先人から継承されてき

た田畑や屋敷林、雑木林等の「農」の風景やそれに関わる知恵や営みを、宮代町の個性、資

源として捉え、これを維持修復するとともに、環境、福祉、教育、産業などあらゆるまちづ

くりに生かしていこうとする考え方である。

宮代町特産物の巨峰の時期には「巨峰市」を開催していき、農村文化を代々に「さなぶ

り市 「宮代かかしまつり 「そば打ち教室」等や、農村景観を活用して竹のオブジェを」、 」、

「 」 。 、 「 」制作・展示する 竹アート を行っている その他 開墾当時の堀上げ田が残る 新しい村

の「ほっつけ」では、田んぼの学校を開催し、町内小学生や近隣非農家の体験学習の場とし

て活用されている。

また 「新しい村」内にある里山で、さいたま緑のトラスト保全地に指定された山崎山周、

辺では、自然や環境を学習する場となっている。これらの事業については、(有)新しい村の

ほか、多くの町民団体、町民の参加により運営されている。

◇地域活性化のポイント
「新しい村」を拠点として 「農」のあるまちづくりを町民相互理解、町民参画のもとに、

推進していくため、①地域内自給を目指し農業サービス施設や機械化施設を充実させて生産

活動を応援することで農地の保全を図る、②特産品開発等の創造、③加工体験等の食育のふ

れあい、④土に親しみながら農作物を育て、農業をより身近なものとして理解するため、都

市と農村の交流について「(有)新しい村」を中心として事業の充実、⑤ほっつけ水田や雑木

、 。 、林等の資源を活用した町民活動 と(有)新しい村の事業を有機的に結びつけている そして

より多くの町民に「新しい村」に残された自然豊かな景観に親しんでもらい、町民みんなで

宮代の「農」の息づく景観を守っている。

◇事業の今後の展開方向

町内に「新しい村」という種がまかれ、農地や人に発芽し、育み、実らせてきた。そし

て、豊かな大地を目指して、次のような種を育んでいく。

まず 「新しい村」の農業サービス事業として、現在、遊休農地を活用した農産物の栽培、

を行い 「村育ち」とネーミングして販売を行っている。今後は、この「村育ち」の生産販、

売の拡充を行うとともに、農地の保全を図る。

次に、学校給食の地域内農産物の供給について 「新しい村」オープン前は、町特産物の、

巨峰の提供だけにとどまっていたが、現在は農産物全体の3割弱までになっている。町の子

供の体は町の田畑で作ろうと、今後も「新しい村」を核として、顔の見える安心な農産物の

提供と、より一層の供給率の拡大を図る。また、生産者組合員数は、年々増加しているが、

高齢化しているのも現状である。現在活躍している新規就農者（ルーキー農業塾）やNPO法

人等、農業への新規参入者への支援を図っていく。
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「立ち上がる農山漁村」選定案概要書

◎取 組 分 野： 【交流 【知的財産権】【 】 】食

新潟県上越市１．都道府県、市町村
じょうえつし

農事組合法人 雪太郎の郷２．事 業 者 名

特産の大根づくりに「女、男共同参加」で集落活性化３．取 組 み の 名 称

４．取 組 概 要 等

◇概 要

昭和63年、宇津俣生産組合を設立。高齢農家・不在地主の農地管理・農作業受託等によ

る耕作放棄地の発生防止に努め、集落の減反を一手に引き受け、個々の農家だけでは難しい

園芸に共同で取り組むことで収益を生み出している。この地域の農業分野で初の時給制を採

り、家庭の事情で短い時間やごく短期間しか参加できない女性や高齢者が働きやすい雇用体

制を確立。特に主力品目の大根は女性の力に依る部分が大きく、農家の女性の収入の増加が

女性の地位向上に追い風となっている。

平成3年より加工場を開設。生産だけでなく地元の農産物の加工場を活用して加工・販売

にも力を入れ、 。日本で初の『大根ジャム』も生み出すなどの、特産品開発を進める

地域に伝わる民話｢雪太郎伝説｣から主力品目の大根を｢雪太郎大根｣と名付け、また大根

料理集を作成したり、雪太郎のキャラクターを募集して作成して商標登録をおこなった。

県内の他地域のイベント、東京でのイベント等にも地元で行われるイベントだけでなく

積極的に参加し消費者交流に力を入れ、女性を主力にPR活動を行い、雪太郎大根の知名度向

。 、 、 。上を図っている その際 必ず生の大根を食べてもらい おいしさを実感してもらっている

田舎体験・農業体験(｢越後田舎体験｣、｢雪国いって見体験｣など)の受け入れを行い、他

の地域では少ない稲作以外の体験メニューを多く用意、また多くの家庭が宿泊の受け入れに

協力している。東京のデパートや地元のホテル、スーパーなど独自の販売先を開拓し有利販

売に努め、また、地域での越冬用の大根の宅配も行う。

｢雪太郎大根｣を核とした多種多品目の栽培と、リスク低減や作業時期が集中しないよう

。ほほえみ荘や地域の温泉施設などと連携し配慮し、加工品作りと合わせ周年の作業を確保

て、経済的な波及効果を生み出し、平成14年には 「豊かなむらづくり全国表彰」で農林水、

産大臣賞を受賞するほか、平成17年には「新潟県農村振興アメニティーコンクール」優秀賞

を受賞。平成18年、宇津俣生産組合を母体として、農事組合法人雪太郎の郷を設立する。

◇活動の規模

項目 H13 H14 H15 H16 H17

生産量 60 60 60 60 70

解説 単位：ｔ 特産の雪太郎大根の生産量

売り上げ 7,200 10,080 9,730 10,070 9,800

解説 単位：千円 宇津俣生産組合

来客数 350 400 400 630 600

解説 単位：人 農家民宿 ほほえみ荘

イベント 4 4 4 4 4

回数 解説 単位：回 大根小学校(年3回)、雪太郎大根いっぺごと祭

耕作面積 5.58 5.7 5.7 5.7 5.7

解説 宇津俣生産組合(借地)(単位：ha)

作業受託 10.1 10.8 11.5 11.5 11.5

解説 単位：ha 宇津俣生産組合(田、田植え・稲刈り等)
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◇活用している地域資源
・人材(地域の女性・高齢者の活用)

・地域に伝わる民話の『雪太郎伝説』

・雪太郎大根という特産品

・白峯山菜加工場という施設

・信越トレイルなどの景観

・農家民宿ほほえみ荘と『どぶろく』

・市直営『湯の里深山荘』と鷹羽鉱泉の温泉施設

◇地域活性化のポイント
・地域の女性の参画

女性及び高齢者の働きやすい雇用体制づくり・

・大根小学校、大根いっペごと祭といったイベントの開催

・｢越後田舎体験｣等の体験事業(民宿、農作業、食体験)の受け入れや都市の交流事業の実施

・県内外から農業研修の受け入れ

・生産から加工・販売まで行い、周年の作業を確保による農業所得の増加

・どぶろく特区による集客数の増加

県外から若者の新規就農・

◇事業の今後の展開方向

1.農事組合法人設立による農地及び資源の有効活用

2.担い手育成(若者、団塊世代)

3.加工品目の拡大、販路の更なる開拓

4.農業・農村体験、研修の受け入れ推進

5.経営の安定化
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「立ち上がる農山漁村」選定案概要書

◎取 組 分 野：【交流】

１．都道府県、市町村 新潟県佐渡市

２．事 業 者 名 南佐渡海洋公園管理組合

３．取 組 み の 名 称 海の多角的活用＝交流人口増加で漁村を元気に

４．取 組 概 要 等

◇概 要

1980年代の佐渡島の漁村では、沿岸漁業資源の枯渇から、漁村経済では海への依存度が

低下したことにより、新しい海の活用が模索されていた。加えて、沿岸には無法ダイバーが

横行し、地元漁民とのトラブルが続出して大きな社会問題となっていた。

平成元年、旧小木町では、地域活性化を図るために、町立｢小木ダイビングセンター｣を

設立。その管理運営を地元集落に管理委託する事となった。

琴浦地区では、36戸の全漁家が出資する｢南佐渡海洋管理組合｣を設立し(一戸当たり10万

円)、地元漁民による運営が始まった。その後、豊かな海の自然を求める都市住民が多数訪

れ、漁村に活気が戻り、｢交流人口の増加｣は周辺区域にも波及した。

現在は、年間3千人余の都市住民が訪れ、延べ3万人のダイバーが訪れている。

平成15年、近隣の漁村に呼びかけ、佐渡の海を楽しんでもらうための情報発信組織であ

る｢佐渡島・海の体験学習協会｣を立ち上げる。平成17年、NPO法人の認可を受けて、海の自

然体験学習事業を展開し、同年、佐渡市指定管理者の受託組織として指定を受けている。

都市生活者との交流

人口200人未満の琴浦集落へ、毎年3千人余の都市住民が訪れ、交流が生まれている。

★長野県豊野町(現在、長野市)町民が大謀網体験や釣り体験で、旧小木町と豊野町の｢友好

都市締結｣の契機が生まれ、平成15年締結。

★平成7年、漁師とダイバーの交流から、ダイバーによる海中ボランティア清掃を毎年実施。

★ダイバーの交流から、長野県水辺環境保全研究会との定期的な交流に発展。地元住民の海

の環境保全意識を大きく変化させ、周辺地域の保全計画(マスタープラン)作成の機運が発生。

バリアフリーダイビングの拡充

近年、障害者のダイビング体験希望者が増加しているが、日本では、本格的な受入場所

は少ない。毎年｢新潟障害者交流センター｣の主催により障害者の人達が小木ダイビングセン

ターでダイビング体験事業を楽しむことが恒例となってきている。これを契機に平成13年、

｢ふるさと応援隊(農水省事業)｣を受け入れ、バリアフリーダイビングセンターの受入プログ

ラムづくりと体験学習の安全対策づくりについて検討を進めた。その結果、実現可能なとこ

ろから計画的にバリアフリーの施設改善に取り組んでいる(新潟県補助事業の活用)。

佐渡島・海の体験学習協会

近年、小中学校の総合学習の導入や、平成14年に学校の週休二日制が導入され、｢海の体

験学習｣が増加している。しかし、農山村スタイルとは異なり、天候や危険な岩礁地帯での

体験学習の安全性や情報不足が学校関係者から指摘されてきた。

漁村活性化の一翼を担う海の体験学習事業は、今後も増加していくので｢体験学習情報の

一元化｣や｢多様な要望にも対応できる連絡組織｣の必要性が高まってきている。

平成15年、既に体験学習事業を展開している｢千石船の里 宿根木｣、｢ダイビング基地琴

浦｣、｢たらい舟の里 元小木｣の3集落で、漁村の活性化を図るために｢海の体験学習事業の一

元化｣により多様な要望にも対応できる連絡組織｢佐渡島・海の体験学習協会｣を立ち上げる。

この活動をより一層充実するために、平成17年にNPO法人の設立認定を受けた。
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項目 H13 H14 H15 H16 H17

売り上げ 37,231 39,876 34,670 34,160 35,084

解説 単位：千円 南佐渡海洋公園管理組合の年間売上

参加者 1,731 1,853 1,722 1,575 1,682

710 716 900 885 896

解説 (上段)単位：人 ダイバー人数

(下段)単位：人 ダイバー宿泊数

雇用者数 3 3 4 4 4

解説 単位：人 直営レストランミルクホール来客数

イベント 1,631 2,470 1,548 2,272 1,645

参加者 解説 単位：人 平成15年に野外体験施設、周辺で落石防止工事のため、利用者制限により減少

◇活用している地域資源
活用している資源は海であり、利用している海岸並びに海域は次の通りである。

体験学習に利用している海岸･････天然記念物及び名勝｢佐渡小木海岸｣の指定地区

(昭和9年5月1日指定)

ダイビングスポット･････････････佐渡弥彦国定公園区域の海水公園指定地区

◇地域活性化のポイント
海は、昔から漁村に大きな恵みを与えている。現在は、佐渡の漁村では過疎・高齢化が

進み、ムラ組織の維持にも深刻な状況である。目の前の豊かな海をどのように活用するのか

は、そこに住む漁村民の英知にかかっている。他力本願では漁村の活性化は望めない。地域

力が試されていると理解している。

豊かな自然環境と地域資源等、漁村の魅力を都市住民に提供し、漁村の新たな可能性を

漁民自らが拓くことが重要である。このため、南佐渡海洋公園管理組合では、既に体験学習

を展開している近隣3集落を｢佐渡島・海の体験学習協会｣としてまとめ、体験学習の安全性

向上や情報発信の一元化のため、NPO法人化を進め、活動の中心的役割を担っている。

このように、海の多角的活用への取組として、多様な事業の情報発信を効果的に行うた

め、CD-ROM｢佐渡島・海への誘い｣を制作し、新潟県や長野県教育委員会に無料配布している

又は、海の情報を詳しく知りたい方向けにHPを立ち上げ、情報提供を行っている。

◇事業の今後の展開方向

17年間の取組で、地元漁民は｢海の多角的活用が地域活性化に繋がる｣ことを学んだ。海

を親しむことは、年齢や性別を超えて様々な楽しみ方があるが、ダイビングを楽しむ高齢者

や障害者も確実に増えている。これからの高度福祉社会では、｢海での安心、安全の親水方

策｣が重要になってくると予想される。

当組織は、海を知り尽くした地元漁師・漁民が中心となり、沿岸域で障害者、高齢者、

児童生徒が｢安心・安全｣で楽しめるバリアフリーの｢体験学習事業 施設整備計画｣(マスタ

ープラン)を制定し、具体的な事業導入(小木漁港漁村活性化対策事業)を検討している。

佐渡の海を楽しんでもらう『安心・安全の受入プログラムづくり』にも取り込む。
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「立ち上がる農山漁村」選定案概要書

◎取 組 分 野：【食】【女性・若者の力】

１．都道府県、市町村 新潟県山北町
さんぽくまち

２．事 業 者 名 さんぽく生業の里企業組合

３．取 組 み の 名 称 さんぽく生業の里

４．取 組 概 要 等

◇概 要

「さんぽく生業の里」は、山北町で最も山深い「山熊田」集落にある。人口71人、世帯数22

戸の小さな集落で、地元の女性4名が中心となり、特産品の製造販売、郷土料理の提供、生

業体験等を行っている。小さいならではのまとまりと団結力がある集落で、古くから受け継

がれてきた国の伝統工芸品「しな織り」や、伝統的なマタギの暮らしなどが今も生活の中に

息づいている。

このような、地域の伝統文化などの”生業”にこだわり、山菜、餅加工品の提供や加工

品の製造体験、そして「しな織り」の製造販売を実施している。

地域産品にこだわった提供方法で、都市部での物産展参加や産物の宅配サービスなどを

実施している。消費者に対し製造者である自分たちの顔が見えるように、写真入りのパッケ

ージで商品の販売や対面販売を積極的に行ない、商品の卸売りをしないようにし、消費ニー

ズの把握に努めている。また、地域伝統農法「焼畑」で栽培する「赤かぶ」を活かし、焼畑

作業から種まき、そして摘み取りから漬け込みまで体験できるイベントをはじめとした生業

イベントを、他団体とタイアップして開催している。その様な集落の魅力をアピールする取

組で、年間6,000人が訪れている。

直売、イベントなどで自らが製造した商品が売れること、そして、集落の伝統産物によ

る売上等により、組合員に地域に対する自信と誇りが醸成されてきている。また、しな布原

材料、食の材料も地元から仕入れることにより集落に対する経済効果はもとより、住民全体

が集落に対し改めて誇りを持ち始めている。

商品に対し、あくまでも素朴さと伝統を大切にし、そして作り手の顔が見える販売方法

にこだわり各産物を提供することで昨年では約2,000万円の売上げがあり、地域経済に対す

る大きな効果を上げている。

◇活動の規模

項目 H13 H14 H15 H16 H17

売り上げ 18,680 23,473 20,689

解説 単位：千円 しな布販売が売上の7割を占め、その他加工品、郷土料理等

来客数 1,676 3,794 6,642 3,437 4,374

解説 単位：人 9～11月が最も多く、中高年層が中心

イベント 15 15 15 15 16

回数 解説 単位：回 赤かぶ摘み体験ツアーを中心に、山北町体験メニューを開催。

イベント 204 419 597 373 533

参加者 解説 単位：人 赤かぶ摘み体験ツアー参加者

体験者数 179 105 403 117 92

解説 単位：人 しな織り、アク笹巻き体験など(赤かぶ摘み体験以外）

郷土料理 849 1,170 1,488 656 893

提供者数 解説 単位：人 春の山菜時期、秋のキノコ山菜時期に集中する
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◇活用している地域資源
衣食文化

・日本三大古代織りのひとつである「しなの木」の皮からできる糸で織り上げる織物で、国

の伝統工芸品に指定された「羽越しな布」

・灰の文化として代々受け継がれてきた「焼畑」技術と焼畑で栽培した「赤かぶ」

・木灰を活かして作るチマキ「アク笹巻き」

伝統行事、風習

・神楽

・マタギの生活

◇地域活性化のポイント
地域の資源を活かし、地元産にこだわった産物の提供、来訪者の受入を実践している。

地域独自の伝統文化を崩さぬように、来訪者に媚びるのではなく、当地の生活文化に共鳴し

た方々を迎え入れ、等身大の付き合いをしている。

また、地元産にこだわり、産品を提供していることで、集落で産出する山菜、野菜、し

な布原料などを一手に受け入れている。そのことによる集落に対する経済効果はかなり大き

い。さらに、当組合と集落住民とのつながりが、産物を介したつながりから、地域行事など

でも集いの場として施設が活用されるなど、中心的な存在となってきている。

このような活動による地域に対する精神的、経済的な効果は非常に大きなものである。

◇事業の今後の展開方向

昨年9月にしな布が「羽越しな布」として国の伝統工芸品に指定され、知名度が高まり、

全国的に広く知られる所となった。今後、新たな販路拡大、ニーズへの対応が見込まれる。

しかし、現状として作り手の後継者不足に問題がある。「しな布」を織る「織り手」は、

現在平均年齢60歳以上で、唯一30歳代の女性が一人いるものの、後継者問題の解消にはなっ

ていない。

数年前、しな織り後継者育成を目的に「しな織り織姫」の募集を、町外の人を対象に町

とタイアップして実施したが、予算等の関係で現在継続はされていない。過疎化が進行した

町、集落で、地元にこだわらず、集落の魅力を常に発信し、外からも後継者を呼び込む手段

を講じていきたい。

また、町内の地域づくりグループとの連携により、町全体として来訪者を呼び込む仕組

みを確立していき、地域のファンづくりを進めていく。
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「立ち上がる農山漁村」選定案概要書

◎取 組 分 野：【食】【女性・若者の力】【知的財産権】

１．都道府県、市町村 福井県美浜町
みはまちょう

２．事 業 者 名 (有)なぎさ会

３．取 組 み の 名 称 漁村女性のパワーで「へしこの会社」を設立

４．取 組 概 要 等

◇概 要

美浜町日向は若狭湾に面した嶺南地方の小さな漁村で、昔から新鮮な海の幸に恵まれて

きた若狭の人々が様々な工夫によって美味しい料理や加工品を生んできた。鯖などで作る「へ

しこ」もその一つであり、若狭地方の冬の重要な保存食となる魚の糖漬けである。

平成元年に漁村女性グループで地元魚の利用についての検討会を結成し、平成9年には農

山漁村女性活性化事業により本格的に「へしこ」ぬか漬けの商品開発に取り組むようになっ

た。平成12年に漁家の主婦女性だけで有限会社なぎさ会を設立し、時間をやりくりしながら、

昔から伝承されてきた「へしこ」を現代の食に合った味にし、より一層美味しく食べるため

の研究努力を重ねてきた。

その結果、昔は塩と糖（ぬか）だけの塩辛いへしこが今では「なぎさ会のへしこでなけ

れば」と評価されるようになり、口コミで地元をはじめ全国にまで広がり、宅配の対応に追

われるようにまでなった。また、平成12年に受賞した「全国食アメニティコンテスト」国土

庁長官賞は、主婦業と漁業の手伝いの合間をぬっての大変な作業の大きな励みとなった。

これまでの18年間の地道な活動と努力が実を結び、「へしこ」は今では美浜町の特産品と

なり、美浜町が「へしこの町」として商標登録するまでになった。

◇活動の規模

項目 H13 H14 H15 H16 H17

生産量 34,600 35,700 42,000 49,000 43,000

解説 単位：尾

雇用者数 5 5 5 5 5

解説 単位：人

◇活用している地域資源
・地元で水揚げされた新鮮な魚・・・・ふぐ、鯖、いわし、はまち

・米糠・・・・・・・・・・・・・・・地元こしひかりの糠を使用

・唐辛子・・・・・・・・・・・・・・減農薬栽培の地元農家産を使用

・醤油・・・・・・・・・・・・・・・醸造元に依頼し「なぎさ会のへしこ」用に配合調整

・三方五湖、レインボーライン、水晶浜等有名観光地、地元日向水中綱引（国選択無形民族

文化財）などの観光資源
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◇地域活性化のポイント
「へしこ」の特産品化に伴い、美浜町が「へしこの町」として商標登録することで、新

たなへしこづくりのメンバーが誕生し、産業としての活気が生まれてきている。

また、地元小学校へ「へしこづくり」体験学習の指導を通じて、伝統保存食の見直しと、

食文化を考える機会を与えており、食育を推進する役割を担っている。

「へしこ」は若狭地方独特の珍品であり、知名度も低かったため、観光客のPR推進と併

せて、外都市方面へのイベントにも積極的に参加し、試食、チラシ、パンフレットの配布を

するなど、消費者ニーズの調査を行い、都市嗜好にあった商品開発等を行ってきた。その結

果、地元産の新鮮な魚を使用したへしこや魚の干物が観光客の土産や、県内外への贈答品と

して多く使用されるようになった。

◇事業の今後の展開方向

「鯖のへしこ」糠漬けは1年間の熟成期間が必要なため、需要に対応するには生産施設の

増設が急務であり、商品の回転率や資金面で問題を解消すべく検討を行う。

へしこは、伝統保存食なので、若い人達への技術の伝承と、魚嗜好時代に向けて後継者

育成問題に取り組んでいく。
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「立ち上がる農山漁村」選定案概要書

◎取 組 分 野： 交流】【

山梨県北杜市１．都道府県、市町村
ほ く と し

NPO法人 えがおつなげて２．事 業 者 名

都市と農村の多面的交流による農村の活性化３．取 組 み の 名 称

４．取 組 概 要 等

◇概 要

山梨県北杜市須玉町の北端に位置する増富地域は、平成2年に132戸であった農家戸数が10

年間で27戸に減少し、高齢化が進行する中（58.4%：平成15年）で耕作放棄率が6割を超えるなど

農業の衰退という範囲を超え、集落そのものの維持が困難になりつつある状況であった。

多平成15年4月、須玉町増富地域は、構造改革特区「増富地域交流振興特区」の認定を受け、

面的な都市との交流の中で、地域資源を有効に活用して持続可能な農村地域社会を再生し、地

が始まり、このような活動コンセプトのもと、以下のような活動域活性化につなげていこうとする活動

が、それ以来約３年半継続実践されている。

地域に広がる遊休農地約3haをNPO法人えがおつなげてが賃貸し、全国の都特区認定以来、

市から集まった延べ約500人／日の農村ボランティアたちによって人力で開墾を行い、農地に復

されている。例えば年活させ、多様な都市農村交流型の各種体験プログラムがダイナミックに展開

間約25～30回（参加者総数約2500人／3年半）にも及ぶ多様なグリーン・ツーリズム運営である。

地域の昔からの農事暦や生活様式をイベント化し、この地域の自然や風土、生活する住民たちと

ふれあいながら、農村の生活技術を学べる機会を提供している。

また、継続的な活動とするための工夫として、一般を対象とした交流だけでなく、企業や大学な

どとの繋がりを重視している。一般消費者だけに頼るのは一過性のところがあり、持続的な農村地

企業とのパートナーシップを積極的に作り出し、産域開発を考えた時に不安要素が残る。そこで、

業としての基盤を安定させることや、大学と交流して将来農村を担う人材の育成や、知的財産資源

している。の農村移転といった活動を、重要なポイントとして展開

都市との交流人口が、約6000人規模／3年半これらの活動によって、かつてはほとんどなかった

となり、過疎の山里に活気が蘇ってきている。

◇活動の規模

項目 H14 H15 H16 H17 H18

生産量(農 約0.3 約1.5 約3

場規模） 解説 単位：ha 遊休農地の開墾から始め、大豆、トウモロコシ、さつまいもなど

を企業との契約で栽培

売り上げ 13,000 17,000 23,000 28,000 38,000

解説 単位：千円 ＮＰＯ法人総収入

来客数 950 2,800 3,300 3,500 3,800

解説 単位：人

雇用者数 ０ １ ２ ４ ５

解説 単位：人 非常勤込み

イベント 33 33 35 36

回数 解説 単位：回 フォーラム、シンポジウム、ワークショップなど。

イベント 950 1,050 1,100 1,180 1,350

参加者 解説 単位：人 フォーラム、シンポジウム、ワークショップなど。
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◇活用している地域資源
・北杜市須玉町増富地域→増富地域交流振興特区にて地域全体の活性化を続行中

・北杜市営鉱泉施設みずがきランド（高齢化のため遊休化していた施設）

・北杜市増富地域の遊休農地３ha→えがおファーム農場活用（この農場では担い手が不足し、特産

品の継続が危ぶまれる「花豆」という当地区の特産物も栽培している。）

・北杜市増富地区の山林約１haと遊歩道、林道約２km

（ボランティア活動にて間伐作業、遊歩道等復活）

・北杜市内の江戸時代築２００年の古民家

・北杜市須玉町増富地区の約40haの遊休牧場（現在、活用方法をワークショップにて検討中）

・山梨県大月市鳥沢の１０haの遊休農林地→大月エコの里特区にて活用支援

◇地域活性化のポイント

高齢化、過疎化が止まらず、担い手不足等による遊休農地の増大、山林の荒廃、また地域コミュ

都市と農村の多面的な交流によるニティの危機がせまる等の我が国農村の深刻な状況を踏まえ、

担い手の減少や高農村再生に向けた事業モデルを開発普及するため日々活動を実践している。

構齢化に歯止めがかからず、集落崩壊の危機が迫っている山梨県北杜市須玉町増富地域で、

造改革特区認定のもと、NPOと地域、その他多様な組織が連携して都市農村交流プログラム

を展開することにより交流人口を増大させ、集落機能の維持と持続可能な農村地域の開発に

活動である。特区認定 年半経過した今では、活動に賛同した農村ボランティア等つなげる 3
都市部から数千人以上の人が訪れ、耕作放棄地３ の復活、これまでに無かったも含めて ha

など、多くの成果流通ルートの開拓、大学との連携による今後必要とされる農村人材の育成

が実ってきている。

◇事業の今後の展開方向

都市と農村、両者が抱える問題とニーズを効果的に解決していくことが今後の課題である。農村

では拡大する遊休農地や過疎化による人口減により地域全体が疲弊し農村自体が現状を維持して

いくことが困難となっている。一方で都市住民は田舎暮らし志向、エコロジカル志向などの流行に乗

り農村への関心を高めている。こういった社会動向の中で当NPOでは、さらに拡大する都市農村間

のこれら問題とニーズを満たすため、以下2つの事業展開を計画している。

１．持続可能な農村地域開発のための人材育成事業

都市と農村の多面的な学習交流による持続可能な農村地域開発の手法を、農、食、山、住、エ

ネルギー、ライフスタイル等、幅広いテーマで設定し、それを新たな農村開発における人材育成の

教育手法へと確立し、普及していく。

２．関東ツーリズム大学設立事業

さらにこの人材育成手法を活用しながら、1都10県、関東圏内における学習型ネットワーク組織を

産官学NPO連携によって設立、運営していく予定である。すなわち、関東ツーリズム大学の設立で

ある。これによって、さらに幅広いエリア、幅広い分野における都市農村間の課題、ニーズに対応可

能な事業体制を構築させる計画である。
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「立ち上がる農山漁村」選定案概要書

◎取 組 分 野： 交流】【

長野県飯山市１．都道府県、市町村
いいやまし

(財)飯山市振興公社 なべくら高原・森の家２．事 業 者 名

グリーン・ツーリズムに端を発した地域資源活用の取組３．取 組 み の 名 称

４．取 組 概 要 等

◇概 要

「なべくら高原・森の家」は飯山市のグリーン・ツーリズムを柱とした交流事業として、

都市住民・地域住民・県内外の児童・生徒の体験学習・地元宿泊業者などを対象に、四季を

通じて自然体験プログラムの提供を行ってきた。それらのプログラムは企画運営する常駐ス

地域の人材活用という視点から「市民インストラクター」制度を導入。約24タッフの他に、

。0名の登録者により実施されている

常駐スタッフは半数以上が県外出身者であり ”外者”の視点から地域で埋もれかねまた 、

、特記ない歴史・文化・風習や自然景観等を発掘し、都会へ情報発信する役割を担っており

すべき事項であるといえる。

「 」平成13年3月に地域資源たるブナの森の保全・再生活動を行う いいやまブナの森倶楽部

地元住民・有職者・市・県・国等の行政機関や観光を立ち上げ、施設内に事務局をおいた。

関係者、そして都市住民が協働し、地域の宝の里山をどのように活用すべきかを協議し、森

。その活動はブナの森にとどまらず山里の林内での保全活動や巨木の保護活動を行ってきた

景観維持活動に広がり、平成14年から里山再生活動、平成18年より空き寺再生プロジェクト

ヘと発展、空洞化しがちな農村に再度目を向ける取組に至っている。

平成15年に長野・新潟両県境に約80㎞のロングトレイルを設置し、管理運営を行うNPO法

「 」 、 。人 信越トレイルクラブ を設立(NPO法人認定は平成16年2月)し 施設内に事務局をおいた

9市町村が接することから、施設周辺の農村内における活動にとどまらず、林当トレイルは

。業分野とのつながりも強化し 自治体の枠を越えた地域活性化を図るきっかけを生み出した、

また信越トレイルクラブの活動は、各地に存在するボランティア団体との連携や交流を生み

だした。

260haに及ぶ国営農地、市を縦断する国内最長の千曲川、春遅くまである残雪などの地域

資源を活用する企画であり、市だけでなく県や国の機関と横断的な連携を構築し、多岐にわ

たる活動を推進することで地域活性化の創出を実現している。

◇活動の規模

項目 H13 H14 H15 H16 H17

売り上げ 62,000 62,000 67,000 62,000 62,000

解説 単位：千円 体験収入・補助金収入・宿泊収入など

来客数 24,130 25,290 30,180 20,690 21,350

解説 単位：人 体験参加者・視察・団体利用の人数

雇用者数 8 8 9 8 8

解説 単位：人 常駐スタッフ数

イベント 740 780 810 680 920

回数 解説 単位：回 体験各種企画数

イベント 11,540 10,960 12,400 8,780 9,730

参加者 解説 単位：人 宿泊、体験、食堂等利用者数
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◇活用している地域資源
飯山市 柄山・土倉集落内:田・畑・古民家、温井集落内の空き寺「大応寺 、飯山市無形民」

俗文化財「桑名川神社祭礼」

飯山国営農地：そばのオーナー制度・野菜の宅配便

鍋倉山一帯ブナの天然林(国有林・民有林)、千曲川の川下り

紫米・スノーキャロット・炭俵等特産物販売

いいやま湯滝温泉・戸狩温泉などの温泉施設

関田山脈 長野・新潟県境

人的資源:240名の市民インストラクター等

◇地域活性化のポイント
スキー産業の低迷と豪雪地故の生活難や雇用機会の減少、過疎高齢化が進む飯山市にお

いて、四季を通じた誘客の強化、豪雪や山林等の地域資源を再認職できる施設および人材が

求められていた。スタッフの移住や都市部から複数の定住者(体験メニュー参加がきっかけ

で移住してきた人等)もおり、農村部の疲弊していた空気を刷新し可能性を広げた役割は非

常に大きい。特にスキー産業に支えられた宿泊業は、生き残りをかけてグリーンシーズンの

誘客を模索したが、当施設の活動が体験プログラムの展開や地域資源へ目を向ける原動力と

なった。スキー場単位で観光協会がある飯山市において、地区を越えて全市的な取り組みと

してロングトレイルや森林セラピー事業にも着手した。

今後の観光業は１ヶ所・１点でなく、面としての取組が必要なことから、市内全域にち

。りばめられた点をつなぐ役割を果たすことが活性化のポイントと考え 実践が始まっている、

◇事業の今後の展開方向

開業当初は宿泊業者対象に体験ノウハウを伝える講座を設けて市のグリーン・ツーリズ

ム事業のボトムアップを計り、また四季を通じて地域資源を活用し開発した体験プログラム

は数えきれない。集大成として平成17年に書籍「365日信州の遊び宣言」を出版するに至っ

たが、今後は体験プログラムにとどまらず、多岐にわたる10年間の活動を礎に、行政と民間

の協働をとりつつ一層の地域資源活用化システム構築につとめる。平成16年には中部森林管

理局と共著による環境教育の絵本「なべくら山の森太郎」も出版した。

現在飯山市は、平成18年4月に森林セラピー基地に認定されたことから、森と健康をキー

ワードとした新しい旅産業を生み出そうとしており、当施設がセラピー基地メインセンター

として既存の機関・施設・システムをいかにつなげていくかがポイントであると考える。

日本の農山漁村を守るためには、そこで人々が暮らさなければならない。開業以来存在

するIターン就職者の実績をもとに、新たな移住者を受け入れ、過疎高齢化をくい止め、活

力ある人材の受け皿づくりも必須である。

農山漁村に人が暮らすには 誇り がキーワードである 誇りを持ってそこで暮らし 手「 」 。 、「

つかずの自然」ではない、日本の農村景観ならではの「人々が手をかけた自然」を育み日本

文化の継承へと展開していくこととしている。
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「立ち上がる農山漁村」選定案概要書

◎取 組 分 野： 交流】【

長野県泰阜村１．都道府県、市町村
やすおかむら

NPO法人 グリーンウッド自然体験教育センター２．事 業 者 名

泰阜村の自然環境を生かした体験学習事業３．取 組 み の 名 称

４．取 組 概 要 等

◇概 要

南信州・泰阜村の豊かな「地域の教育力」を生かし、主に小・中学生を対象とした、体

験活動を中心とする教育活動を行う。子供達が人間性を広げ未来を切り開く土台としての豊

かな原体験を形成すること、同時に泰阜村ならではの「地域の資源」を生かし、より豊かに

する大人達のネットワークの形成を通じ、豊かな地域づくりを目指している。具体的には以

下の各種活動を展開している。

○山村留学事業「暮らしの学校 だいだらぼっち」

関東、中京圏を中心に小学3年生から中学3年生までの子供たちが、1年間共同生活を行う

。 、山村留学事業を実施している 子供たちの主体的参画を重視したフリープログラムが中心で

宿舎では薪ストーブ、五右衛門風呂に熱源として村内の間伐材を利用している。近隣の農家

から農地を借りて、耕作を行うほか、食材の提供なども受けている。子供たちと地元住民と

の交流も日常的で、地元猟師から猪や鹿肉の差し入れをうけることもしばしばある。

○「信州こども山賊キャンプ」

、2泊から14泊程度の短期キャンププログラムを実施 泰阜村の素朴な自然の中でしている。

登山、カヌー、沢登り、野営など各種体験活動を行い、提携農家の野菜を食材として使用、

している。農家訪問などの交流プログラムや食育プログラムなども実施

○「伊那谷あんじゃね自然学校」

管理運営を受託して、地域の子供向けの体験プログラムを月2回程度実施している。地域

住民が講師として地域文化を伝える場となっている。

そのほか、救命救護法講座を中心とした安全教育や、キャンプボランティアリーダーの

養成講座、教員志望者を対象とした体験活動指導者養成講座などを実施している。

◇活動の規模

項目 H13 H14 H15 H16 H17

売り上げ 44,260 59,575 78,774 95,326 101,688

解説 単位：千円 団体総収入

来客数 10,782 10,674 12,392 12,832 13,200

解説 単位：人 事業参加者、視察・来訪者合計の交流人口。訪問者実数×滞在日数。

雇用者数 10 11 16 16 16

解説 単位：人

イベント回 40 45 50 65 80

「 」、「 」 。数 解説 単位：回 暮らしの学校だいだらぼっち 信州子ども山賊キャンプ 等回数

イベント参 9,024 8,932 10,444 10,388 10,950

加者 解説 単位：人 イベント参加者実数×滞在日数。
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◇活用している地域資源
・自然資源

泰阜村左京川キャンプ場、二軒屋キャンプ場、左京川、犬戻りの滝、万古渓谷、天竜川、

大峰山、黒見地区泰阜北小学校旧学校林等、村内一円の環境を活用

・農林水産資源の地産・地消

地域農家からの農作物の提供・購買（きゅうり、なす、トマト、米、他 、里山林の間伐）

材を山村留学事業宿舎の薪ストーブ、五右衛門風呂で通年活用。

・文化資源、人材

村内の協力者を登録講師（30名以上）として登録。イベントや体験活動の際に講師（山

菜・野草、郷土食、星の観察、猟、木工、炭焼き、わら細工等）として活躍している。

・村内施設の活用

村立伊那谷あんじゃね自然学校、村営宿舎やまびこ館、村営福祉施設あさぎり館など。

◇地域活性化のポイント
、卒業生やその保護者はいつでも訪れ山村留学事業は、のべ315名の卒業生を生んでおり

「第2のることができ、スタッフはいつでも「お帰りなさい」と言って迎える。名実ともに

している。ふるさと」を創出

地域の高齢者が有給の講師として地域の農家と提携した野菜や米などを購入するほか、

活躍 交流人口増加に伴い宿泊費をはじめとする地域経済への波及効果も大している。また、

している。きく、年間約７，０００万円を地元で消費

講師等で協力する事で、子供とのふれあいを通じて地域の価値を見直し、これがきっか

けとなりエコツアー等、村の価値観を発信する新たな取組も始まっている。

10年以上滞在して家庭を持つスタッフも多く、スタッフ15名は全員村外からの移住者で、

している。また、スタッフは地元消防団や、集落の役過疎地域における若年層の定住に貢献

員、青年団への参加等を通じて地域活性化の役割も担っている。

◇事業の今後の展開方向

・泰阜村の資源を、さらに掘り起こして活用し、活動の質、量ともに向上させていく。

・現在は、泰阜村左京地区を中心にキャンプ活動を行っているが、村内に拠点を複数箇所設

け、交流人口をさらに創出する（13,000～15,000人 。）

・現在は、森林作業体験などが林野庁から高い評価を受けているが、田畑での作業など地域

と協力した農作業体験をさらに充実させる。

・僻地農山村において自然環境を活用したコミュニティビジネスとして成立しつつあるが、

依然人件費の水準が低く、今後は上記活動による地域活性化と合わせて人件費水準の向

上を目指すと共に、地域への波及効果を高め、産業（僻地農山村のビジネスモデル）と

して確立することを目指す。

・NPOの20年間の活動実績と広いネットワークを生かして、泰阜村をふるさとと慕うファン

を広く巻き込むとともに、村民の意識変化を図りながら、共に「合併しない村」宣言の

泰阜村を支え、地域活性化の一翼を担っていく。
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「立ち上がる農山漁村」選定案概要書

◎取 組 分 野： 交流 【他産業の参入 【女性・若者の力】【 】 】

岐阜県郡上市１．都道府県、市町村
ぐじょうし

郡上八幡・山と川の学校２．事 業 者 名

小学生を対象にした自然体験・農山村体験「冒険キッズ」３．取 組 み の 名 称

４．取 組 概 要 等

◇概 要

自然・農山村体験を都市の方平成8年、電機関連会社パブリックシステム(株)の社員が「

々に提供する」という自らのライフワークを事業化することを提案し、一事業部として開始

。平成10年から始められた｢ ｣で、都市のされた 子どもだけで行く自然体験旅行冒険キッズ

子ども達(主に小学1～6年生を対象、障害を持つ子どもの受け入れも行っている)に岐阜県郡

上市八幡町周辺で四季折々の自然・農山村の魅力を体験出来るイベントツアーを提供してい

、 、る。都市の生協を中心に参加申し込みを募集し 事前の説明会や体験入学も行っているため

参加者の口コミで人気が広がり、年間延べ一万人近い子ども達が参加するほどの大きな支持

。を得て現在に至っている

冒険キッズは通常、日帰り又は一泊コースを選択し、子ども達だけで四季折々の自然・

農山村体験を行う。長期休暇では農山村留学や冒険島ツアーもあり、さらに家族で自然体験

を中心に田舎を満喫する｢カントリーライフ｣ツアーも取扱っている。

冒険キッズを運営する際、バス送迎時の引率や安全・健康管理を担当し、冒険キッズへ

の取っ掛かりを作るスタッフを｢バスナビ｣と呼び、子ども達を自然フィールドへ誘導し自然

や田舎の面白さを伝えたり、地域農産加工組合と協力して地元産の新鮮な食材にこだわった

季節のごはんを提供し、民宿女将の会と連携しながら子ども達の生活全般に渡ってフォロー

する役目を果たしている。その他、地元の高校生から高齢者までの幅広い年齢層の方々や大

学生等が教育・研修を受けて登録スタッフとして参加し、冒険キッズの活動をサポートして

若いスタッフは冒険キッズの自然や田舎のおもしろさを、子供と近い距離で伝え、自いる。

。然の中へいざなう大きな役割を果たしている

◇活動の規模

項目 H13 H14 H15 H16 H17

売り上げ 40,000 55,900 79,800 98,800 96,000

解説 単位：千円 年々参加者が増え、現在は一定の売り上げを確保している

雇用者数 5 7 8 9 9

解説 単位：人 初期は組織的体制が不十分であったが、近年事業が安定してきた

イベント 100 130 180 220 210

回数 解説 単位：回 冒険キッズの実施回数。1日あたり3～5チーム実施することもある

イベント 3,888 5,350 7,631 9,454 9,192

参加者 解説 単位：人 H13年を基準に見ると約2倍で、年間延べ1万人の来客数を集めている

◇活用している地域資源

子ども達が遊ぶフィールドとなる (吉田川周辺)岐阜県郡上市の四季折々の大自然

地域公民館、集会所等公共施設(着替えや昼食、オリエンテーションの場として)

地域で栽培した米・野菜等食材、農産加工品(地元のおいしい食事の提供)

地域の人的サポート地域農産加工組合の主婦、民宿の女将、高校生から農業従事者まで
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◇地域活性化のポイント
冒険キッズでは、地域農産加工組合から米・野菜を調達し、民宿へ調理を委託し公共施

、 。設を積極的に利用する等 地域を活用して地元へ経済的な還元が出来るように配慮している

都市から大勢の子ども達を受け入れ、町中に元気な声を響か上記の端的な経済効果以上に、

。せることで 地域の人々 特に高齢者層に精神的活力や潤いを与えるきっかけとなっている、 、

同志また、冒険キッズの活動に自主的に参加してる日本福祉大学の｢冒険キッズサークル｣や

社大学からのインターンシップの受け入れ 都市から農山村へ毎年3～5人程度も行い、さらに

、 。の若者が移住・就職を希望している等 若者の農山村と都市の双方向の交流が広がっている

◇事業の今後の展開方向

冒険キッズの運営から地域とのつながりが深まるにつれて、農村従事者の高齢化や減少が

進行している現状に気づいた。そこで、豊かな自然とあたたかい人間関係のある農山村の魅

力と実情をより多くの人々に伝え興味を持ってもらうために 『季刊 里山の袋』の発行を、

始めた。同誌の中で、耕作放棄地や放置林の増大に歯止めをかけ、里山の営みをつなぎなが

ら農山村の機能を回復するため、田畑の再生に協力してくれるオーナーを募集する｢里山再

生トラスト｣のプロジェクトの募集をかける等、力を入れている。

今後も里山の暮らしの豊かさと伝統を継承していけるよう、グリーン・ツーリズムを利用

して都市住民の方々に協力を仰ぎ、地域に役立ち還元ができる農山村と都市との本質的な繋

がりの構築を目指していく。
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「立ち上がる農山漁村」選定案概要書

◎取 組 分 野： 食 【女性・若者の力】【 】、

愛知県愛西市１．都道府県、市町村
あいさいし

立田地区生活改善実行グループ２．事 業 者 名
た つ た ち く

水郷の味わい豊か「レンコン料理」で地域に活力！３．取 組 み の 名 称

４．取 組 概 要 等

◇概 要

１ 生活改善実行グループ発足

昭和44年、地域婦人会の料理講習会で普及員に指導を受けたのをきっかけに、生活改善実

レンコンを始め、地場野菜を利用した料理の工夫を行グループが発足。家族の健康を考え、

しながら、生活改善活動を進めた。

２ ｢レンコンが売れない!?｣から看板メニューを発案

。 、｢レンコンは固くて食べにくい｣や｢季節食材｣との理由で消費低迷の時代があった そこで

グループ会員が家族に食べさせるため、レンコンをすりおろして調理する方法を考案し、そ

こから、レンコンの蒲焼きや一口揚げなどの看板メニューとなる品々が誕生した。地域内で

レンコン出荷箱に考案したレシピが入れられたり 「レンコンフェ除々に活動が認められ、 、

ア」やデパートでの料理実演会などに依頼されるようになり、ＰＲの機会が増えてきた。

３ ｢レンコンおばさん｣ここにあり！

学校、地域婦人会、農協女性部、生協役員会、村行事｢レンコン掘り大会｣での親子料理教

室など、レンコン料理を教える機会が増えた。レンコンチップスは学校給食で取り上げられ

るようになり、子供たちに好評とのことである。

４ ｢私たちが起業！｣

平成16年12月『立田ふれあいの里』のオープンに伴い、その一角でレンコン料理を提供す

ることとなった。 レンコン料理の店また、レンコンの蒲焼き丼やレンコンチップスなどの、

｢はす工房｣を起業した。

◇活動の規模

項目 H13 H14 H15 H16 H17

生産量 5,531 5,153 3,636 3,960

解説 単位：ｔ レンコン収穫量 （海部地域）

雇用者数 9 12

解説 単位：人 はす工房（正社員５名・他パート）

イベント 2,000 2,000 2,500 3,000 未実施

参加者 解説 単位：人 立田村農産物フェア参加者

その他 5 6 4 4 4

解説 単位：回 講演会回数・佐屋高校、地域婦人会（佐屋町・東郷町 、）

JA海部女性部、名勤生協役員、一般親子教室等

その他 5(190) 230 170 180 150

解説 単位：人 講演会参加者数
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◇活用している地域資源
・レンコン：愛西市旧立田村、旧八開村のレンコン栽培は、低湿地帯を活かした特産品

として、県内生産量の95%を占め、 である。全国第３位の産地

・水郷地帯ならではの食材と郷土料理：コイ、もろこ、しじみ等の川魚料理、米、トマ

ト、イチゴ、フキ、水耕葉菜などが古くから食され 「箱ずし」など多くの郷土料理が、

生まれた。

32種類の蓮を一堂に集め、先人達が作り上げた芸術的な品種の数々・赤花ハス保存田：

毎年７月には「ハスを区分し、開発・改良を繰り返して、栽培・保存に努めている。

見の会」の行事が行われ、水郷のイメージを満喫する多くの人で賑わっている。

・地域交流拠点施設｢立田ふれあいの里｣：水車をイメージした和風造りの建物には 『は、

す工房』を始め、120戸の農家が出荷している農産物直売所、土産ショップ、旧立田村

の農業・歴史・観光スポット・道路情報がわかるスペースや焼きたてパン屋などが入

り、周辺にはハス保存田もある。

・立田村農産物フェア：昭和63年から始まった村行事で “レンコンの蒲焼き”など毎年、

何点かの 参レンコン料理の無料配布を続け、消費者ニーズの把握の場になっている。

加者の反応により、作り方や味に工夫を重ね、現在のレシピに定着してきた。

◇地域活性化のポイント

、 、グループ活動を続けて36年。レンコン料理にひたすらこだわり 新メニューの考案と工夫

。 「 （ ）」、伝承を続けてきた 平成４年 食アメニティ・コンテスト国土庁長官賞 水郷の幸味わい賞

平成８年「岩槻賞」などを受賞するなど大きな成果を上げた。

｢立田ふれあいの里｣はオープン以来、来客数が除々に増加し、土日の来客数は一日1,500

レンコン料理を作らなか人に近づく勢いである。｢はす工房｣も売上げが月300万円を超え、

った人やレンコン料理を敬遠していた人達まで、レンコン消費の枠を広げた。

◇事業の今後の展開方向

平成17年４月、海部郡の４町村が合併して愛西市が誕生した。市内の他地域にも生活改善

女性起業の波及とネットワークづくグループが点在し、特産物を活かす活動を続けており、

りを行い、地域をリードする活動を展開していく。

農業・農村の多面的機能、この10月には｢立田ふれあいの里｣が道の駅として認定を受け、

地域の良さを伝える情報発信の拠点となるように｢はす工房｣の活動を通して積極的に協力し

ていく。

会員の中には、普及課主催の「海部地方郷土料理研究会」で更に郷土料理を勉強してい

る者や 「農村輝きネット・あいち」の会長より「輝きネットあいちの技人」の認定を受け、

た者もいる。これからも『はす工房』の活動だけでなく、レンコン料理の普及を通し地域活

性化の一躍を担っていく。
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「立ち上がる農山漁村」選定案概要書

◎取 組 分 野： 交流 【食 【女性・若者の力】【 】、 】、

三重県松阪市１．都道府県、市町村
まつさかし

うきさとむら運営協議会２．事 業 者 名

“なごみ、くつろぎ、いやし”と仲間作りの心で農村づくり３．取 組 み の 名 称

４．取 組 概 要 等

◇概 要

昭和54年に、高齢化・過疎を食い止め、地域を明るい元気な所にすることを目標に、女

「 」 「 」 。性15人で生活改善グループ ささゆり会 の前身である 山菜クラブ を作り活動を始めた

昭和62年には 「うきさとクラフト宿 （簡易宿泊工房）の運営委託を受けたことをきっかけ、 」

に、会員4名が調理師免許を取得して、観光事業の推進に携わった。

平成4年、この施設が地域に移管されたのを機に「うきさとむら」と施設名称を変更し、

「うきさとむら運営協議会」を発足させ、ささゆり会も運営の中心的な役割を担って活動し

ている。

平成9年には、市・県・地元住民の協力を得て、中山間地域活性化リフレッシュ事業によ

り、多目的交流施設「お休み処」と「加工施設」をオープンさせ、都市部の人たちの安らぎ

の場として、また地域の人たちの楽しみの場として、少しずつ仲間の輪を広げている。

そのような環境の中で 「ものを売るだけでなく仲間作りができる朝市」を目指して毎月、

違う朝粥を無料で振る舞う「早起き市」や 「寝坊朝市」の朝市を開催し、安心して食べら、

れる無農薬野菜や手作り自然食品の加工販売を行っており、高齢者の野菜づくりの楽しみを

増やしている。

また、多目的施設「お休み処」で、地域の特産であるモロヘイヤ、自然薯、鶏肉、薬草

などの食材を使い、素朴な田舎の味にこだわった食堂と農産物・加工品の販売、ジャンボ羽

釜で焚いた七草がゆを振る舞う「ジャンボ七草粥まつり」等のイベントの開催、藍染めやこ

んにゃくづくり、薬草・野草の観察などの体験教室の開催などを通じて、様々な交流活動を

展開している。

、 「 」平成16年4月には 伊勢自動車道松阪IC近くにオープンした 松阪農業公園ベルファーム

に田舎の味処「うきさとむら」を出展し、ぐるたけ（ハタケシメジ）の加工品等新たな特産

品の販売や、食事の提供を行っている。店舗運営はうきさと地区の3名の女性が行うことで

後継者の育成につなげている。

◇活動の規模

項目 H13 H14 H15 H16 H17

売り上げ 12,459 13,979 12,643 40,474 39,088

解説 単位：千円 （H16ベルファーム開設）

来客者数 12,000 13,000 14,000 15,000 17,000

解説 単位：人

雇用者数 8 8 8 11 11

解説 単位：人

イベント回 4 3 3 2 2

数 解説 単位：人

イベント参 2,550 4,000 3,050 3,000 3,000

加者 解説 単位：人
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◇活用している地域資源
・中山間地域の自然（美しい緑、水、空気、空）

・人とふれあう素朴な心

・ぐるたけ、モロヘイヤ、自然薯、こんにゃく、薬草などの地域食材

・昔ながらの素朴な加工品「ふところもち」

◇地域活性化のポイント
イベントなどを仲間作りを通じて、自分農地の保全、植林等森林の管理、道路の草刈、

達スタッフが楽しみ、協力者が楽しみ、参加者も楽しむことで、活力ある地域作りを進めて

いる。

手作りの心のこもった「もてなし」を継続する中で、若い太鼓グループ「響座」との交

流が始まり、夏祭り「太鼓ライブ響」が生まれた。うきさとむらがビアガーデン、夜店を出

展し、響座がライブを行い、音響装置・照明等設営を行う企業や地元交通機関の他70名もの

ボランティアが交流する夏祭りでは毎年約1,500名の参加者を集めている。

うきさとむらでのふれあいを契機とした「仲間づくり」の輪は様々な都市・職業の人た

自治会の草刈りに都市からのボランティアが参加 野菜畑・茶園ちに広がっており、 したり、

を地域外の住民が管理 うきさとむらに愛着をもった12戸の世帯する例が増えている。また、

している。が都市から移住

◇事業の今後の展開方向

・宇気郷地区は高齢化が進み（高齢化率５２．９％ 、山林、農地などの管理が今後出来な）

くなることから、都市の人達の力を借りて地域を守り、また、地域住民、都市住民の協

働で集落を流れる水路を復活させ、人々がなごみ、くつろぎ、心癒され、笑い声の響き

合う農村空間を作っていく。
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「立ち上がる農山漁村」選定案概要書

◎取 組 分 野： 交流】【

三重県多気町１．都道府県、市町村
たきちょう

水土里ネット立梅用水２．事 業 者 名
たちばい

心豊かな里づくりによる都市住民との交流３．取 組 み の 名 称

４．取 組 概 要 等

◇概 要

旧勢和村には、祖先の残した水や土（農業用水や農地 、それを育んだ歴史や文化といっ）

た大切な資源が多くあるが、昭和60年代には農業の近代化の中で変容を遂げ、人々の関心も

薄らいでいた。そのような状況を憂えた村の人達による地域資源の良さを再認識させるため

の活動が平成5年頃に村内各所で始まった。

現在も「ふるさとの水と土を大切に」を合言葉に地域の人々と水土里ネット、行政が協

働し、地域資源の「保全 ・ 増進 ・ 活用」というさまざまな活動を行い「心豊かな里づ」「 」「

くり」を進めている。

用水路と水田とアジサイを一つの風景としてとらえてほしいとの思い平成5年に始まった

(平から 1万本を目標に用水路沿いや水田の周りにアジサイを植える あじさい1万本 運動、 「 」

、 。 。） 、 「 」成13年 目標達成 その後も植栽を継続 や 平成9年から ふるさとの水と土に感謝して

をうたい文句に、休耕田や用水をイベントの舞台として活用した「大師の里 彦左衛門のあ

じさいまつり」の開催等の「あじさいいっぱい運動」による交流は様々な情報交換や地域間

協力の場となっている。

また、 を進め、絶滅危惧種休耕田を活用した「農村のビオトープ（ メダカ池 ）づくり「 」

のメダカやタガメなど水性生物を繁殖させる活動を実施、平成13年からは「ヘイケボタルの

里」の名で休耕田を活用したビオトープをもう一つ作り、ヘイケボタルの生態研究を実施し

ている。

そのほか、平成10年から、長くかんがい用水として維持活用してきた立梅用水を地域全

農家と地域社会とが調和を保ちながら施設や農地を多面体の大きな資源としてとらえ直し、

を開始し、里山ウォーキ的活用していくことを目的とした「あぜ道とせせらぎづくり」活動

ングや環境教育等により農業用水・農業・農村に対する理解を深める活動が進められてい

る。

活動の推進には、可能な限り多くの人の協力を得ることが重要であると考え、土地所有

者や地域住民はもとより、民間企業等の協力を得ることにも努力し、多様な参加主体による

活発な活動が行われている。

◇活動の規模

項目 H13 H14 H15 H16 H17

イベント 30 30 40 40

回数 解説 単位：回

イベント 15,000 15,000 20,000 20,000

参加者 解説 単位：人
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◇活用している地域資源
・立梅用水

・勢和村内の水や土（農業用水、農地）

・アジサイ

・農村のビオトープ

・丹生大師の里（水銀文化）

・元丈の里（薬草・薬樹）

・地域ボランティア

・集落営農組合

◇地域活性化のポイント
村内外の人々が水環境への関心を持ち始めただけでなく、先祖が大切に守り伝えてきた

。その結果、大手企業や郷土の水や土、歴史や文化といったものに目を向けるようになった

多様な主体の参加・支援を得ることができ大半を都市住民で構成する「ふるさと応援団」等

るようになった。

地域間の交流また、村から持ち帰ったメダカで「めだかの学校」を開校する町があり、

の輪が確実に広がりつつある。

村の中では、様々な活動に触発され、ハーブづくり、花づくり、味噌づくり、伝統文化

新たに様々な活動を行うグループが誕生し、地域の活性化に取り組んでいる。継承など

また、自らの地域を見直す取組は、それまで何気なく食べていた地元産の米の品質の高

村の潜在的な魅力を再発さを再発見し「彦左衛門のうまい米」としてブランド化するなど、

見することにもつながっている。

◇事業の今後の展開方向

「都市住民との交流＝資源保全と地域の活性化」を目的に、これまで連携して地域資源

の「保全・増進・活用」を進めてきた様々な主体の参加による地域資源保全・活用協議会を

設立し、近年の農業・農村が食料生産の場としての役割に止まらず、国民の社会的共通資本

としての新たな役割が求められている現状を踏まえ、あらためて地域の課題を整理し、地域

資源の保全・活用を行うためのネットワークづくりを進めている。
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「立ち上がる農山漁村」選定案概要書

◎取 組 分 野： 食 【知的財産権】【 】、

滋賀県高島市１．都道府県、市町村

アドベリー生産協議会２．事 業 者 名

健康果実｢アドベリー｣による第6次産業の創造３．取 組 み の 名 称

４．取 組 概 要 等

◇概 要

平成18年6月の地域活性化の起爆剤・道の駅のオープンに備え、魅力ある道の駅には特徴

のある特産品が必須であることから、平成15年度に商工会特産品開発塾を開校。その研究の

中で平成15年6月にボイズンベリーという新果実に出会った。

この新果実は抗酸化能力が高く健康に良いが日本では家庭菜園用のみの栽培であること、

ニュージーランドが主な生産国であること等がわかり、高島市のオンリーワンの特産品とす

るため、会員を募集し、商工会、行政と一体となって勉強会を開始。H15年10月に生産協議

会を立ち上げた。

地域の農業者、加工業者、流通業者等で組織するアドベリー生産協議会を行政・商工会の

支援により立ち上げ(事務局：商工会、会員数43名)、協議会のもとに10軒の農家で組織する

生産部会、19社の加工業者で組織する加工部会、3社の流通業者で組織する流通部会を組織

農産部会では栽培指導・栽培履歴・栽培苗の数量管理をおこない果実の販売先もしている。

。流通・加工業者も熱心に商品開発に取り組んでおり、道の駅で共同で一括して行っている

はアドベリーコーナーを運営し、集客・売上に大きく貢献している。

また、協議会の中にアドベリー商品認定委員会を設置し、商品の認定を行うとともに、商

品のレベルアップを図っている。

平成15年11月に家庭菜園用のボイズンベリーの苗を購入し、試験栽培をスタートさせると

ともに、愛称をアドベリー(安曇川（あどがわ）町のアドをとる)と名付ける。果実の収穫後

の商品の試作を行っていては、時間がかかることから、栽培と同時にニュージーランドの冷

凍果実・濃縮果実を購入して、商品の試作をスタートさせた。平成16年2月にはアドベリー

ミニフォーラムを開催、翌3月にはアドベリー特産品発表会を開催し、地域の方々に広くア

ドベリーの効能・果実の味等々のPRをおこなった。また、会員2名と近畿経済産業局の職員1

名がニュージーランドのベリーフルーツエクスポートNZを訪問し、協力依頼を行った。

本事業は国の地域再生計画の認定を受けるとともに、平成16年、17年の2年間、日本貿易

、 、 、振興機構(ジェトロ)のLL事業の採択を受け 2回のミッション派遣 3回の有識者招聘により

。ニュージーランドから苗の提供、栽培指導の確約を取り付けた

平成16年度には小規模事業経営支援事業にも採択され、各種の講演会、研究会を開催する

とともに、ニュージーランドから苗の無償提供を受け、ミッションの派遣も行なった。

平成17年6月には初の収穫祭を地元で行うとともに、大津市の百貨店・地元のスーパーで

も行いアドベリーの生果実を日本で始めて販売し、好評となった。平成18年度も引き続き収

穫祭を道の駅のオープンイベントとして開催し、大津市の百貨店でも昨年に引き続き開催し

た。また、これに併せてニュージーランドから有識者を招聘し、栽培指導等を受け、8月に

はニュージーランドから早生の苗の提供、現在植物防疫所で隔離栽培中である。10月には女

性加工業者4名をニュージーランドにミッション派遣している。

。まアドベリー栽培は生産部会員以外に栽培を認めておらず、オンリーワンの果実である

た果実も生産協議会会員に優先的に供給し、価格も会員価格で提供している。
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◇活動の規模

項目 H14 H15 H16 H17 H18

生産量 1 2

解説 単位：ｔ アドベリー

売り上げ 5,000 12,000

解説 単位：千円 アドベリー関連商品の販売

雇用者数 5 7

解説 単位：人 収穫時等の臨時、パート他

イベント 4 5

回数 解説 単位：回 収穫祭他

イベント 10,000 15,000

参加者 解説 単位：人 収穫祭他

◇活用している地域資源

アドベリーという健康果実

道の駅｢藤樹の里あどがわ｣という販売拠点

◇地域活性化のポイント

1.ボイズンベリー(愛称： )は、アントシアニンがブルーベアドベリー 商工会で商標登録済

、 、 。リーの6倍といわれ 葉酸が特に多く含まれている 甘酸っぱくて美味しい健康果実である

2.ボイズンベリーを産地化し、栽培するのは日本で始めてである。

3.産・官・学に加えニュージーランドから外国の栽培指導・加工指導・交流を行っている。

4.農業と商工業を組み合わせた第6次産業として地域で栽培・加工・販売することで雇用を

増やし、定住促進を図ることを目標としている。

5.生産農家、商品加工業者とも市内を代表する向上心のある会員。

6.商工会・行政の支援。

7.道の駅という最大の販売拠点。

◇事業の今後の展開方向

全国に通用する果実・加工品を製造するためには、栽培農家は果実の高品質化と併せて絶

対量(収穫量)の確保が必要である。また、収穫期間を少しでも長くするために平成18年8月

に早世の苗をニュージーランドから113株無償提供を受け、現在、隔離栽培中である。

将来的には全てニュージーランド産の苗に切り替え、高品質な果実を生産する。加工業者

は、商品の高品質化の継続的な研究が必要であり、そのため、大学教授等によるアドベリー

商品認定委員会を設け、認定を行うとともに品質の向上のための助言を続けて、地域ブラン

ド化を図っていく。アドベリーの果実・加工品だけでは雇用の増加が少ないため、本年、新

たな果実(桑・ラズベリー・ブックベリー・カシス等の健康果実)の試験栽培をスタートさせ

るとともに市内の他の果実とも併せて高島市全体をベリーフルーツの里として観光とも結び

つけ、地域の雇用・定住を図る。
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「立ち上がる農山漁村」選定案概要書

◎取 組 分 野：【バイオマス・リサイクル】

１．都道府県、市町村 京都府与謝野町
よ さ の ち ょ う

２．事 業 者 名 NPO法人丹後の自然を守る会

３．取 組 み の 名 称 廃食用油回収

４．取 組 概 要 等

◇概 要

丹後地域と天橋立周辺の阿蘇海浄化の一助として、家庭や飲食店などから出る地域の廃

食用油の回収を行い、一般家庭ゴミとして廃棄される廃油を削減、また、回収廃食用油は軽

油代替燃料の原料として再資源化。バイオディーゼル燃料(以下、BDF)として再利用するこ

とで循環型社会を目指す。バイオマスの利用普及を主に京都府北部地域で啓発活動を行う。

①京都北部の5市(舞鶴市、福知山市、京丹後市、宮津市、綾部市)と2町で家庭から出る廃食

用油回収活動と飲食店・公共施設(幼稚園・保育所・ケアホーム等)で回収の啓発。

②廃食用油を再利用して精製されたBDFの使用普及活動

③各地方自治体等での、活動内容及び環境保全についての説明

④各地域主催(市町村)のイベントへ、廃食用油の回収・PR活動のために参加

⑤菜の花プロジェクトの推進。(菜の花育成→菜種油採取→菜種油の廃食用油回収→軽油代

替燃料への変換→軽油代替燃料の公用車使用という一連の循環型社会の推進計画）

行政主導の活動ではなく、住民主体の協力で廃食用油回収を行う。この環境保全活動を

通して地球環境に対する意識を子供から老人までのあらゆる世代にわたって高めている。

主な事業活動としては、以下の通り。

・平成15年度｢京のふるさと交流推進協議会｣(京都府〕に【菜の花プロジェクト(花・花エコ

プロジェクト)】として採択され都市農村交流活動を企画

・平成16年度「地域協同実施排出抑制対策推進モデル事業」(環境省)に【廃食用油再生活用

プロジェクト】として採択

平成16年度【岩滝町菜の花エコプロジェクト】として岩滝町共同事業を完了

平成18年3月第４回世界水フォーラムにおいて「京都水づくり賞」を受賞

◇活動の規模

項目 H13 H14 H15 H16 H17

生産量 2,000 5,500 9,100 46,500 59,500

解説 単位：ℓ BDF原料である廃食用油回収量

売り上げ 0 0 4,800 5,800 60,000

解説 単位：ℓ 北部地域でのBDF使用量

BDF使用実施件数 0 0 4 4 15

解説 単位：件 BDFの使用を実施する件数

雇用者数 20 40 70 245 710

解説 単位：件 廃食用油回収ポリ容器設置件数

イベント 3 8 11 19 32

回数 解説 単位：回 イベント・フォーラム・講演会・説明会等の参加回数

イベント 4,200 7,000 8,500 10,500 37,500

参加者 解説 単位：人 各地域イベントの出展依頼が多い
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◇活用している地域資源
地域活性化のために特別活用している地域資源というものはないが、地域における住民の協

力と廃食用油回収が行える公共施設等の幅広い回収拠点を資源とみなし、廃食用油回収の活

動が行えるあらゆる場所と住民の意識を資源と考える。この活動は行政主導ではなく住民主

体の活動であることが特色で、この成熟度の高さは全国的にみても珍しいケースであると考

える。

◇地域活性化のポイント

廃食用油を資源と考え、京都府北部全域から回収することにより、地域住民の環境への

意識改革を促す。収集した廃食用油は軽油の代替燃料としてBDF化し、地域の公用車(コミュ

ニティバス・ごみ収集車等）に使用。身近に循環型社会が形成されることで、一層の地域住

民の意識向上につなげる。

この活動が広まるにつれ、地域の学校で環境学習題材として取り入れられ、独自の温暖

化防止・環境保全活動の理解につなげていく。また、丹後地域から近隣にある兵庫県豊岡市

のコウノトリの里公園地域のエコファーマーズとも相互協力し、農機具にBDFを使用するこ

とで、コウノトリと農作物への環境保全対策に貢献。

◇事業の今後の展開方向

京都北部地域においての廃食用油回収をさらに浸透させ、同時に北部地域で回収した廃

食用油を北部地域でBDFとして精製・活用する。この燃料を農業・水産業等様々な分野で活

用しBDF事業の普及及び地球温暖化防止・環境保全活動への意識拡大を目指し、さらにこの

事業を全国へ展開していく。また、過去4年間、菜の花プロジェクトを実施してきたが、今

後使用する資源作物に、菜の花ではなく、ひまわりを中心とした「ひまわり夢プロジェクト」

を計画し、京都北部地域で休耕田・家庭栽培用にプランタを活用して、ひまわり種子から焙

煎方式により搾油・精製し、食用油に使用、この廃食用油がBDF原料となり地域で利用され

る循環型社会を目指す。このプランには当会の所在地である与謝野町の町花がひまわりであ

ることも含め、現在、15万本のひまわりが開花する既存の地域(現在、開花後の花は埋めて

堆肥化)も有効活用する。
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「立ち上がる農山漁村」選定案概要書

◎取 組 分 野：【食】、【女性・若者の力】

１．都道府県、市町村 兵庫県小野市
お の し

２．事 業 者 名 (有)陽子の手作りヨーグルト

３．取 組 み の 名 称 “60歳からの青春”起業で人生が変わった！（0からの出発）

４．取 組 概 要 等

◇概 要

酪農業を営む傍ら、平成2年、小野市で開かれた朝市に試験的にヨーグルトを出品したと

ころ、20個が1時間で売り切れた。そのときの感動は牛の世話に追われる日々とは全く違う、

心の充実感と手応えがあった。

当初は食品衛生の知識も乏しく、保健所からは「止めたほうがよい」といわれたが、2年

半にわたりヨーグルトの商品化に向けて先進地研修、営業許可申請、資金の調達、機械の特

注、工房の建設などに奔走し、試行錯誤し、3年がかりで県知事に直訴までして、平成5年4

月に乳製品製造許可を取得し生産販売活動を開始した(現在69歳)。

・「売りたい」が起業のきかっけ。四苦八苦の奮闘から、商品化にこぎつけた。

・“生乳100％、おいしさ200％”をキャッチフレーズに、添加物なしの本物の味、安心の

味を売物として、どこへ行くにも手製のパンフレットを片手にあの手この手でPRして

いる。市内宅配を主として販売している。

・保健所から容器不適合の指導を受け、その変更に50円値上げを余儀なくされ、全く売

れなくなった時期があったが、テレビ番組で「ヨーグルトは健康に良い」との内容の

放送があり、売上が回復した。

・独自の事業展開がマスコミから注目を受け、14回のテレビ出演の効果もあり、百貨店

や量販店と契約することになり共通取引先コードを登録、現在も使用している。

・マスコミによる無料宣伝効果を狙い、生産者のテレビ出演予告や記事をコピーし、ヨ

ーグルトと一緒に配布するなど、絶えず情報を流した。

・近年の売れ具合の頭打ち感から、新商品開発に取り組み、のむヨーグルトを1年がかり

で研究した。起業12年目にして新商品を開発し、売上げの低下を食い止めた。

・店内にもエアコンを付け、牛乳サービスで雑談することもある。駐車場兼用のガーデ

ンは人気であり。なにはともあれお客第1をモットーとしている。

◇活動の規模

項目 H13 H14 H15 H16 H17

売り上げ 30,050 33,770 28,220 24,060 26,720

9,780 8,550 7,670 6,580 7,450

解説 上段：年間売上金額(千円)

下段：年間自家売り金額（マスコミ効果により増売）(千円）

雇用者数 5 4 4 5 5

7,850 6,110 5,700 5,390 5,790

解説 上段：人数

下段：年間賃金(千円)
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◇活用している地域資源
①我家の原乳（他人の牛乳は抗生物質のため安心して使えない）

②我家のまわりの景観

（緑が多い、広い、山、田園、静か、空気がきれい）

③子牛（動物とのふれあい）

④絞りたて牛乳の試飲（楽しみに来る客が多い）

⑤駐車場を兼ねたイングリッシュガーデン（パーゴラの下で休憩、ヨーグルトを飲食）

⑥直売所 サンパティオ（ファーマーズマーケット）

温泉ゆぴか（市うまいもんブランド商品のみ販売が可能）

量販店

◇地域活性化のポイント

・昭和54年に「西脇町家庭菜園グループ」を結成。野菜作りの勉強会を行いつつ、小野

市の朝市第1号として農協の広場で野菜売りをしていた。その後、活動に触発された他

のグループが市内各地に出来、平成2年、市一本化の朝市が誕生した。

・県下に前例のない事業展開が、テレビ等のマスコミに注目され、年々売上が伸び、平

成14年に（有）「陽子の手作りヨーグルト」を設立した。

・宅配・自家売りと顔の見える販売方法を重視している。また、交流ガーデンを作り、「農

村の良さ、農家女性の心を伝える交流活動」では、女性起業に先駆的存在と評価され

た。平成14年に市農産物開発委員会発足。これまでの取組の実績が他の団体や個人の

商品開発や、女性農業者の起業や育成に大きく刺激を与えている。

◇事業の今後の展開方向

・6年前、県から海外研修としドイツ、イギリス10日間滞在し、本場のグリーン・ツーリ

ズムを体験し、理解を深めた。我家の周囲の景観の良さが地域の交流に活かされてい

る。ヨーグルトを使用した喫茶店や里山ハイキング、森林浴、オフロードのマウンテ

ンバイクの拠点を作る夢がある。

・５０代からの起業体験談を県内外で多数発表したところ、「元気をもらった」、「勇気が

湧いた」と好評を得ており、今後、農村女性の自立、男女共同参画実現の意識改革普

及のため努力していく。

加工場 週1回の消費者との交流
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「立ち上がる農山漁村」選定案概要書

◎取 組 分 野： 食】【

兵庫県佐用町１．都道府県、市町村
さようちょう

(有)ふれあいの里上月２．事 業 者 名

生き甲斐づくり「生涯現役」３．取 組 み の 名 称

４．取 組 概 要 等

◇概 要

昭和45年、地元の特産品開発を目的として、有志による生活改善グループが発足。野菜

、 、 。 、や花の共同育苗を始め 地域の特産物の栽培や加工への挑戦 試行錯誤が続いた 平成3年

地上月町による加工施設が建設され、その運営を生活改善グループが受諾する。平成4年、

元にわずかに残っていたもち大豆を利用し、もち大豆みそが誕生。他に8種類の特産加工品

。を開発し、上月町の特産品として年間800万円の販売に成功する

もち大豆の持つ本来の特性が良質の味噌作りに大きく貢献し、平成5年には味噌の生産量

。 、が18tと大幅に拡大 地元特産品づくりに向けた町の呼びかけに呼応した生産農家の対応で

もち大豆の生産も順調に拡大した。

各方面から味噌や豆腐に最も適した大豆との評価を受け、豆腐作りを研究。平成7年に加

工施設の建設により、もち大豆豆腐の製造を開始する。昔ながらの生芋こんにゃく等新しい

加工品も加え、年間2,700万円までに成長した。

平成8年に念願の直売所が完成。生産・加工・販売の一貫したシステムが完成する。平成

9年、町と従業員の共同出資による有限会社ふれあいの里上月を設立。現在、もち大豆味噌

もち大豆製品が14種類、全種で42種類の製品を開発し、契約生産者の野菜やおもを筆頭に、

。てなしコーナーのうどん等を含め、年商1億1,000万円に達するまでになっている

◇活動の規模

項目 H13 H14 H15 H16 H17

売り上げ 98,836 104,665 108,597 111,176 110,416

解説 単位：千円

来客数 65,003 68,945 72,284 75,366 79,552

解説 単位：人

雇用者数 22 22 20 20 19

解説 単位：人

イベント 20 21 30 31 39

回数 解説 単位：回

イベント 50 52 75 77 97

参加者 解説 単位：人

◇活用している地域資源
主役のもち大豆はもちろん地元の特産であり、麹用の米も地元農業グループとの契約栽

培による日本晴れの一等米を使用し、こんにゃく・柚子・イチゴ等加工品の材料はすべて地

元農家の生産品を使用。直売所での野菜販売についても地元農家200件と契約し、安価で新

鮮・安心な野菜の品揃えを徹底している。竹炭グループ・陶芸グループ等の作品販売の場を

販売・加工の人材全て地元住人を起用するなど雇用の機会を創出。農産物直売所で提供し、

。生産従事者やグループ参加者といった多数の人々に生きがいづくりの場を提供している
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◇地域活性化のポイント

大きな産業の無い過疎の町であり、高齢者の生きがいづくりが地域活性化の大きな要因

「生きがい」を考える上で最も大切なことは、ただ何事も無く平々凡々とであると考える。

過ごす毎日ではなく、何かに取り組み達成する気力も持ち続ける生活があることであろう。

契約農家や各グループに販売機械を提供することにより、その生きがいづくりに幾分か

の貢献を果たしているものと信じている。

まだ規模も小さく、ややもすれば加工所で働く人達や材料を供給する生産者に、まるで

利益を無視した無理をお願いすることもある。今後販売機械の提供とともに、さらに金銭面

でのやる気起こしに貢献できればと苦心している。

合言葉は「生涯現役」である 「元気なうちはいつまでも現役」を最も大切なモットーと。

。している

◇事業の今後の展開方向

現在、もち大豆製品に対する取組は、大豆の年間契約・米の年間契約等、生産者からも

支持を得て順調に推移している。

今後の課題は、もち大豆製品以外にももう一本核となる製品の開発を進め、企業のパワ

ーアップを計ること。

新商品については、現在模索中であるが、ブルーベリーのような作物の栽培、収穫から

加工・販売に至るまで、すべて地元の高齢者で取り組む事の出来る製品の開発が急務である

と考えている。
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「立ち上がる農山漁村」選定案概要書

◎取 組 分 野： 食 【女性・若者の力】【 】、

奈良県桜井市１．都道府県、市町村
さくらいし

(有)荒神の里・笠そば２．事 業 者 名
こうじん

地元産そばを使ったそば処の経営３．取 組 み の 名 称

４．取 組 概 要 等

◇概 要

昭和53年に始まった国営総合農地開発事業を契機として、造成農地の有効利用を図るた

。 。めに地域特産物としてそばを導入 栽培から加工・販売まで一貫して地元で取り組んでいる

笠の気候風土に適し、平成16年から、笠そば栽培促進協議会が国営総合農地開発事業により

ソバの栽培だけでは利益造成された優良農地の約24％、15haの畑地でそばを栽培している。

、平成6年に結成された同協が少なく、収穫したソバを自分たちで加工販売することを考え

議会女性部（48名）が、加工、販売、そば打ち体験教室を始めた。

当地にある日本三大荒神の一つである日本第一笠山荒神社にあやかり “荒神の里”笠そ、

平成6年より打ちたての生そばを提供するばのブランド名で笠山荒神社の門前の駐車場に、

『笠そば処』は好評で、平成14年度の農林水産省の補助事業により、『笠そば処』を開店。

有限会社荒神の里・直売所・多目的室・そば打ち体験教室を建設するとともに、同年7月に

、 『 』 。笠そば 笠集落全71戸が社員(社員数71名) を設立（ ） 平成15年9月に そば処 を開店した

造成畑で栽培した玄そばを石臼を使って製粉した後、９種類の生そばメニ『そば処』では、

ューとして提供し、100％地元産「挽きたて、打ちたて、ゆでたて」は好評で年々客足が伸

。びている

農産物直売所では、登録した農家の農産物や農産物加工品等を委託販売し、現在、約50

戸の農家が出荷、登録をしており、少量多品目の出荷形態により、年間50品目以上が出荷さ

れている。そば打ち体験は専用の研修室で平日と土曜の午前中に完全予約制で行っている。

そばピクニックは平成6年より毎年そばの花が咲く9月にJA等との連携で行っている。そばの

試食やそばドーナツ等「笠そば」のPRと共に、都市住民との交流を深める重要なイベントに

なっている。

◇活動の規模

項目 H13 H14 H15 H16 H17

生産量 8 7 7 4.6 11.5

解説 単位：ｔ 「玄そば」天候に左右される作柄。獣害(猪等)が年々増大。

売り上げ 54,619 54,402 68,376 81,395 88,584

解説 単位：千円 平成15年9月新そば処オープン。売上は順調に伸びている。

来客数 47,412 46,925 59,369 72,884 77,451

解説 単位：人 売上同様順調に伸びている（そば食数）

イベント回数 1 1 1 1 3

9月:そば開花時に「そばピクニック 。H17:みそ作り、こんにゃく作り。解説 単位：回 」

イベント参加者 10,000 5,000 4,000 4,000 4,000

解説 単位：人 客足は天候に左右される
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◇活用している地域資源
・笠地区の造成畑でのそばの栽培風景

・そばの生産

・造成畑（笠地区の農地）で収穫された農産物及び加工品

・笠地区の自然とその景観（山間ならではの道中の森林・田や畑の風景）

・笠山荒神社・竹林寺

◇地域活性化のポイント

・ そば処』における、笠地区の女性の雇用の拡大と、それにともなう収入の増大。『

・直売所における農産物の販売による笠地区の農業所得の増大が図られていること。

特に兼業や小規模農家の生産、収入の増が図られていること。

・ 、そば栽培の生産費用を会社が補償すそば処を集落全員が出資した有限会社が運営し

ることで、造成畑での耕作放棄地の拡大抑制と有効利用につながっていること。

・地域内の人々の交流が活発化し、また、都市住民等との交流で地域が活性化している

こと。

◇事業の今後の展開方向

・生産から加工・販売まで一貫して地元で担う体制による、地域特産物としてのそばの

高付加価値化を目指す（このそばの味はここでしか味わえない）

・農産物直売所での消費者の声が生産者にすぐに届くよう、顔の見える販売を充実させ、

地場産物の有効活用と共に農家の生産意欲の向上を目指す。

・そば打ち体験をもっと活用して、そばや農業、食育につながる場を提供する。

・そばピクニックの大イベント・みそ作りやこんにゃく作り教室の小イベントにより地

域内から都市・農村交流の活発化を図る。

・農村女性等に地元の雇用創出により地域経済の高揚を図り、研修や視察等を通して、

会社や従業員の質の向上を図る。

高原野菜直売所

そば打ち体験
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「立ち上がる農山漁村」選定事例概要書 (訂正版)

◎取 組 分 野：【交流】

１．都道府県、市町村 和歌山県那智勝浦町
なちかつうらちょう

２．事 業 者 名 色川地域振興推進委員会

３．取 組 み の 名 称 定住希望者に対する支援活動等

４．取 組 概 要 等

◇概 要

昭和52年、色川地区に5名の都市からの移住希望者が現れ、地区住民は過疎・高齢化の進

展による集落社会の崩壊を避けるために移住を受け入れた。この5名の移住者は「耕人舎」

という有機農業に取り組む団体を組織しており、地域の意向を汲んで、集落社会を維持する

ため独力で全国から農業実習生の受入を行った。

さらに、「豊かな村づくり」の実現に向けて、地域の区長会が中心となり、平成３年に「色

川地域振興推進委員会」を組織し、地区の活性化のためには、定住の促進が必要と考え、実

習生の受入体制を拡充した。

実習生の受け入れ先として、色川有機同友会、色川無農薬野菜出荷協同組合及び個人を

加えた全域的な規模で実施している。

色川地域振興推進委員会では、町に要請し、平成７年度に旧小学校校舎を改修し、町立

「籠ふるさと塾」を開設した。当施設は、地域社会の中核となる意欲的な人材の確保を目的

に設置された施設で、山村生活体験や農業実習のための拠点となるものと位置付けている。

「籠ふるさと塾」を開設後、色川地域振興推進委員会の中に、新規定住促進班、実習班、

ふるさと塾運営班を設けて新規定住者への支援を行っている。籠ふるさと塾では、定住促進

のためのプログラムとして、定住型、実習型、体験型のコース別に受け皿を整備している。

定住型では、移住してやっていけるかを考えるための５日間の生活体験メニューを用意

している。農林業への従事・永住希望者は、ふるさと定住促進住宅に入居可能となる。

実習型では、思い通りの実習ができそうか３日間の仮体験を可能としている。その後、

１週間～１年間の実習を受講でき、実習費は無料である。体験型では、毎月１回、田舎暮ら

しに興味のある者を対象に３日間程度の体験メニューを用意している。

平成３年度以降は、色川地域振興推進委員会がＩターン者の住宅・農地の確保のため、

仲介・斡旋をしている。

平成３年創刊の地域住民、地域外の色川関係者のための情報誌「色川だより」に「農地

・空き家登録制度」を掲載し、農地等の確保に努めている。

◇活動の規模

項目 H12 H13 H14 H15 H16

来客数 3,033 2,046 3,003 2,936 3,689

解説 単位：人 「籠ふるさと塾」利用者数

Ｉターン 2世帯7人 0 3世帯5人 5世帯22人 5世帯5人

解説 定住者数

◇活用している地域資源
・廃校になった旧小学校校舎を改修、Ｉターン希望者の農林業実習の宿泊施設として整備。

・空き屋や耕作放棄地となった農地をＩターン者に提供。

・地区にはＩターン者を受け入れる素地があり、良好な人間関係が受入を可能とした。

・その他、無農薬野菜・減肥野菜で特産品となったお茶「色川茶」や、４グループの女性達
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がつくるケーキ・クッキー等。

◇地域活性化のポイント
色川地区では、農地を守り、そしてそれらを守りながら地域を支えてくれる人を増やす

ことを目指して、地区全体の取組としてＩターン受入を積極的に行っている。

昭和52年当初のＩターン人口は5世帯、17人だったが、平成17年3月時点において、新規

定住者人口は、50世帯、135人（地区住民に占める割合は約25%)にまで増えた。

林業中心で成り立ってきた地域だが、Ｉターン者の中には水稲栽培を主として農業に従

事し、有機野菜や茶、梅、卵等の直販により生計を立てている者も出てきた。また、４グル

ープの女性達がケーキ、クッキー、パンを製造し生計を立てている。

また、茶の栽培は、昭和50年頃から軌道に乗り、無農薬、減肥栽培が定着し、「色川茶」

として直販や宅急便での販売を行っている。

併せて中山間地域直接支払いへの取組については、地元民とＩターン者が一体となって

活動しており、その範囲も全地域に広がりつつある。

◇事業の今後の展開方向

高齢化率が50%を超える現状では、新規定住者が集落の区長、各団体の責任者としての重

要な役割を担うようになってきている。

最近では、新規定住者の増加に伴い、農地、空き家、生活用水が不足しており、このま

までは新規定住者を受け入れることが困難となることから、過去に長期間耕作されずに山林

化した農地の復元や簡易水道の整備が必要と考えている。

財政的な面から、整備については制約を受けている状況にはあるが、今後ともＩターン

者を積極的に受け入れていく。
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「立ち上がる農山漁村」選定案概要書

◎取 組 分 野： 食 【交流】【 】、

島根県海士町１．都道府県、市町村
あまちょう

(株)ふるさと海士２．事 業 者 名

「自立・挑戦・交流」～そして確かな明日へ～３．取 組 み の 名 称

４．取 組 概 要 等

◇概 要

離島という特殊事情から過疎・少子高齢化が進行、今では人口2,500人に減少し、子供の

出生数はわずか10人前後となっている。また、離島がゆえに合併も困難であり、国の財政支

援は削減の一途を辿り、雇用情勢も徐々に悪化するなど、地域の産業や経済の脆弱化が顕著

に現れていた。しかしながら、このような厳しい状況の中でも、島ならではの地域資源の活

いかにして「外貨の獲得 （＝島外か用が不可欠との認識に立ち、自立の道を探ってきた。 」

らの資金の流入）をするかに重点をおき、サザエカレーの開発や岩がき「春香」を中心とし

。そうした中、官民の垣根を取り払い、農林水産物を核とした産業た商品開発を行ってきた

の活力と雇用の創出を図るため 平成17年 その母体となる官民共同による第3セクター 株、 、 「

式会社ふるさと海士」が設立された。

・キンニャモニャ事業部

人（交流 、モノ（地域資源 、金（外貨獲得 、情報（ネットワーク）を集中させること） ） ）

で、需要と意欲を誘発させ、農林水産業と観光業を組み合わせた交流事業を展開するため、

外航船（フェリー・高速艇）と内航船が発着する菱浦港に「承久海道キンニャモニャセンタ

待合機能と農林水産物の直売機能を兼ね備えた情報発ー」を開設。ターミナルと一体化し、

。信・交流施設で、島内での地産地消と交流人口の拡大による地域活性化の場となっている

・CAS事業部

海士町では、白いか等の新鮮な魚介類が採れるが、離島であるが故に、市場に着くまで

このハンディを克服するため、CAS(Cellに時間と費用がかかり、商品価値が落ちてしまう。

s Alive System：磁場を用いて細胞を振動させたまま凍結し、細胞組織を破壊することなく

。解凍後も鮮度を保つことが出来る凍結技術 を導入した農林水産物加工施設の整備を行った）

付加価値を付けて、旬の味と鮮度を保ったまま東京などの大消費地に出荷が可これにより、

。また、この施設では、特産品の白いか、いわがき「春香 、真鯛などの水産加能となった 」

工と 「いわがきごはん 「さざえごはん」などの農産加工が行われており、官民を挙げて、 」、

自ら販路開拓を進めている。

・塩事業（海士御塩司所）

竹を利用した濃縮法による海水からの塩づくりが終戦前後まで続いていた。離島の良さ

を活かすため、格好の商品である天然塩づくりに本格的に取り組み、商品化と技術の伝承を

目指し 「海士御 塩 司 所」を建設 「海士ノ塩」という名でパッケージし、梅干や近海で、 。
あ ま おんしおつかさどころ

採れた真いかを使った塩辛等の加工品など、自社製加工商品づくりにも積極的に取り組む。

伝統文化、食文化の復活（伝統製法・自然食品・加工品）及び女こうした取組により、

性や高齢者を中心とした島内地域のコミュニティの再生も図られており、本物の味で島国ら

。しい商品開発を行っている
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◇活動の規模

項目 H13 H14 H15 H16 H17

生産量 0 24

解説 単位：ｔ CAS凍結センター処理量

売り上げ 73,000 98,642

解説 単位：千円 (株)ふるさと海士全体売上

雇用者数 22 21

解説 単位：人 (株)ふるさと海士全体

◇活用している地域資源
、 「 」、 、 。 、・水産物：白いか いわがき 春香 サザエ 真鯛等 CAS凍結システムにより鮮度の維持

。流通コストの削減による漁業者所得向上

・海水から塩づくり：清浄海域から作り出された天然塩「海士の塩 。」

あまり流通の無かった島内で直売所の設置。家庭菜園から野菜生産・農産加・地域農産物：

。工品販売へ結びつけた

・地域高齢者の労働力・技術力

◇地域活性化のポイント
自然環境と地域資源を活かし 「海 「潮風 「塩」の３つをキーワードに 「島まるご、 」、 」、 、

するためには、第一次産業の再生がポとブランド化」するという究極のふるさと振興を実現

イントだった。農産物については、島内で流通しなかった地元野菜等を、直売所の設置によ

地産地消の動きを明確に示すり、生産者に示しながら販売する形態を整えた。そのことで、

ことが出来、消費者の意識も高まった 生産意欲の向上や。また、生産者グループを設立し、

。水産物については、主力商品の白いか、いわがき等の高齢者の生きがいづくりにも繋げた

、 。 、販路の広がりにより 若手漁師等の生産者所得の安定化とともに生産意欲が向上した また

U・Iターン者を中心に雇用の場の創出や、地域の住民等を多数パートとして雇い、地域の定

住対策等に大きく貢献している。

◇事業の今後の展開方向

離島という特殊事情から、依然として極端な少子高齢化、第一次産業の後継者不足とい

った深刻な問題を抱え、非常に厳しい現状にあるが、官民の垣根を取り払い、島ならではの

地域資源を活用した産業振興を積極的に展開していく。

CAS事業部においては、新たな商品開発に力を注ぐ他、行政機関との連携強化により、試

。 、 。 、食会・商談会等積極的に展開し販路拡大を図る 現在 海外輸出の準備も進めている また

塩事業部においては、食の原点を追及しながら、海士の塩からの特産品づくりを目指してい

る。キンニャモニャ事業部では、農産物直売所を中心に地産地消の動きを明確にし、地場産

品の消費拡大を図る。また、島の玄関口フェリーターミナル内施設の機能を十分発揮させ、

特産品を全国に情報発信させていく。

町再生の切り札として地域振興を目的として設立された「株式会社ふるさと海士」は、

市場原理やこれまで取り組んできたまちづくりのノウハウとを連動させながら、高い志をも

って産業の活力と雇用の創出を推進していくこととしている。そして、この取組が町内の産

業や地域へ様々な連鎖となり、真の自立に繋がることを期待している。
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「立ち上がる農山漁村」選定案概要書

◎取 組 分 野： 交流 【女性・若者の力】【 】、

広島県安芸高田市１．都道府県、市町村
あ き た か た し

住民自治組織 川根振興協議会２．事 業 者 名

「住民自治」３．取 組 み の 名 称
－「もやい」の心で安心して暮らせる農村をめざして－

４．取 組 概 要 等

◇概 要

昭和40年代からの高度成長期における人口流出が加速していく中、昭和47年7月、未曾有

の大洪水により川根地域は破滅的な災害を受け、陸の孤島と化し、過疎に一層の拍車がかか

った。そのような状況下、同年の2月に結成された「川根振興協議会」は、振興会援助班を

編成し、被災家屋の片付けや消毒作業など災害復旧活動に活躍した。

被災を契機とした災害復興への強い意志と、過疎化・高齢化による地域の将来への危機

感から、地域発展のための広範な活動を開始した。

現在、旧川根村全戸加入（264世帯 ・区域内全団体を構成員として組織し、川根に気持）

ちよく住み続けるため、誇りと自信を持てるふるさとづくりを進めている。

企画段階から振興会が関わり、郷土料理を提供廃校となった中学校の跡地活用の際に、

する交流宿泊施設として整備された「エコミュージアム川根」の運営は振興会が行い、県内

また 群舞するホタルの生育環境を守るとともに 人外から年間4,000人余の利用者がある。 、 「

」 「 」 「 」 、の流れ から 小さな経済 に繋ぐことを目的に開催している ほたるまつりin川根 には

ほたる鑑賞とともに散策する道沿いの地産地消屋台の「農家庭先味めぐり 、神楽など伝統」

芸能の披露等により、一日で5,000人余が訪れている。

ＪＡの撤退により廃止された小売店及びガソリン地域の生活を守るための取組として、

スタンド施設を譲り受け、住民出資による「ふれあいマーケット 「ふれあいスタンド」と」

している。また、安心して住める地域づくりのために、1人1日1円募金を実施してして運営

いる。

この募金を財源に1人暮らし高齢者の訪問活動を続けている。他にも、サテライト型デイ

サービスや小学生と高齢者の文通等、地域に包まれて生活できる環境が整備されつつある。

地域の担い手の確保のため、設計に入居者が参加でき、月3万円の家賃を20年納め、また、

した。地域活百数十万円の土地代などを払えば持ち家となる仕組みの「お好み住宅」を提案

16世帯73人がU・Iタ動への参加や義務教育の子供がいること等を条件に募集を行った結果、

している。ーンで入居

その他、個人や集落だけでの農地の維持管理が困難となったため、19集落全体の農地の

荒廃を防ぎ、農のある空間を維持するため「営農環境委員会」を設置し、地域全体で農地を

守るなど、地域の課題解決のために皆で取り組む活動を続けている。

◇活動の規模

項目 H13 H14 H15 H16 H17

売り上げ 24,884 21,968 26,312 22,161 20,758

解説 単位：千円 エコ・ミュージアム川根

来客数 4,485 4,429 5,469 4,434 4,539

解説 単位：人 エコ・ミュージアム川根

雇用者数 18 18 18 17 14

解説 単位：人 エコ・ミュージアム川根
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No.38

項目 H13 H14 H15 H16 H17

イベント 3 3 3 3 3

回数 解説 単位：回 ほたるまつり、せいりゅう祭、はやし田植え

イベント 4,000 6,000 8,000 6,000 8,000

参加者 解説 単位：人 ほたるまつり、せいりゅう祭、はやし田植え

◇活用している地域資源

豊かな田園環境、農のある生活空間の保全を基とした「自然と人の共生」を地域の理念

としている。

・オオサンショウウオが棲み、ホタルが舞う水環境

・水田に生える赤瓦に白壁の農家住宅等の農村景観

・神楽、棒術などの伝統芸能

◇地域活性化のポイント
川根振興協議会の活動は、生活を支える店舗の運営や福祉活動、担い手の確保や農地の

維持に止まらず、道路改良や河川改修などの公共事業用地の確保についても、地域理念をも

とに地域の景観保全を考慮しながら、振興会が事業提案を行い、そのために必要な用地の調

整を行っている。

自ら提案し、責任を持って行動する活動が、地域内の多くの住民の参加によって支えら

れている。

川根に気持ちよく住み続けるため「共に考え、悩み、行動する」という自治意識が育ま

。 、 「 」 。れている 活動の基底にあるのは おたがいさま・おかげさまとした もやい の心である

地理的条件は必ずしも恵まれていないが、山あいの農村での、田園、自然、伝統文化を

守り、活かしつつ、支え合う地域活動の展開により、将来にわたって安心な川根の暮らしを

目指す。

◇事業の今後の展開方向

地域を支えてきた農用地や伝統文化等の保全、利活用を図り、もやい（農・魚をとおし

て支え合う）の精神により、誰もが出番のある地域活動の展開と集落間の連携を高めるとと

もに、支え合う福祉活動充実と継続を図り、一層の安全・安心の確保を図る。

経済活動では、特産の「ゆず」製品の拡販と生産の強化を図り、産直市への出荷体制の

整備と地域に見合ったコミュニティビジネスの展開等を行うとともに、エコミュージアム川

根を核とした交流活動を引き続き推進していく。

また、団塊世代の活動の場の確保とその受け皿の確保対策を推進し 「二地域居住」等の、

新たな居住形態への対応も進める。

これらの総合的な「地域力」により、住み続けるための安心と自信と誇りを創りあげて

いく。
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「立ち上がる農山漁村」選定案概要書

◎取 組 分 野： 交流】【

広島県世羅町１．都道府県、市町村
せらちょう

世羅高原６次産業ネットワーク２．事 業 者 名

６次産業が突破口 広域連携による「せら夢高原」の活性化３．取 組 み の 名 称

４．取 組 概 要 等

◇概 要

世羅町は稲作中心の地帯ではあるが、昭和53年からは21年間で、357haの農地が国営農地

開発事業によって造成され38農園が誕生、県中部の食糧基地として位置付けられている｡

開発農地では最近になり観光農園や直販農園が急速に増加した。しかし一般のレクリエー

ション施設のようなグレード感に乏しく、リピーターは少なかった。また、加工グループは

商品開発をしても売り場がなく、一方で産直市場は商品不足などの課題を抱えていた｡

世羅高原6次産業ネットワーク 町を超平成11年に結成した は(当時32団体、現在53団体)、

えた広域の範囲(当時3町)から農園･産直市場･女性起業等で組織を結成 地域のイメージし、

インパクトを｢フルーツとフラワー｣として、地域全体が豊かでゆとりと夢のある一つの農業

。 、公園となるよう活動をはじめた 経営方法や消費者ニーズにこたえるための研修を重ねたり

産直市場の充実のため栽培研修や加工品開発により、栽培面積や加工品目が増え、携わる人

も増えている｡

活動当初8億円だった売上は14億円に 42万人だった入連携によるイベントやPR活動で、 、

など成果を上げることができた。会員はそれぞれが地域に根をりこみ客は､120万人を超える

下ろした活動をしながら、広域な連携活動により多種の交流活動も作り上げた。

ネットワークの主な活動として｢フルーツ王国夢まつり｣｢花園結婚式｣等の手作りのイベン

トをつくり定着させた。

広島市にあるアンテナショップ｢ひろしま夢ぷらざ｣への出展･産品試食会･ファンクまた、

などを行い、地域のイメージをつくり交流活動の強化を図っている。ラブとの交流･研修

平成18年4月には拠点となる「夢高原市場」を設立し、ネットワーク会員の特産品・販売

、 。 、・情報提供・体験交流など 今までの活動の集大成とし活動をしている 高校も会員となり

青年農業者の参加も増えて高校生とネットワーク会員の交流によるPR看板づくりも行った。

。いる。地域ボランティアによる応援団もでき、地域への広がりを見せている

◇活動の規模

項目 H13 H14 H15 H16 H17

交流施設の増改築 2 1 3 2 15

解説 単位：箇所 ネットワーク会員内での取組み(直売所・加工所・レストラン）

売り上げ 1,316,000 1,354,000 1,351,000 1,312,000 1,399,000

解説 単位：千円 ネットワーク会員の交流関係の売上。平成16年度は台風によ

り、梨を中心に災害を受けた。

来客数 952 1,073 1,092 1,119 1,214

解説 単位：千人 ネットワーク会員の交流関係の来客数

イベント回数 5 6 6 6 6

解説 単位：回 ひろしま夢プラザ2回＋フルーツ王国せら高原夢まつり＋産品試

食会＋花園結婚式

イベント参加者 3,000 30,000 20,000 28,000 30,000

解説 単位：人 フルーツ王国せら高原夢まつり参加者数

77
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◇活用している地域資源
花観光農園(6農園)･･広大な農地に花を植えて観光を行っている農園を活用し、花園結婚式

や金婚式を実施、年間2～3の挙式がある。

梨農園(2農園)･･9月に｢フルーツ王国せら高原夢まつり｣を会員全員で行い2～3万人の参加

者がある。

直売施設･･4ヶ所の産直市場のほか農園が持っている直売所(9箇所)でも会員が出店をし、

店の充実と売り上げの増大を図っている。平成18年度からはアンテナショップを運営。

加工施設･･3箇所の町の施設を利用し味噌･惣菜･菓子･仕出しを行なっている。

、種子･･地元や広島ジーンバンクから取り寄せた在来種をこだわり研究会で種子取りを行い

特産化を目指している。(枝豆･大田無･青大きゅうり･マコモタケなど)

人材･･イベント・体験交流などでの協力(ボランティアグループそよかぜSUN・世羅高原自

然派工房・郷土料理研究会・廣島もみじ連など）

◇地域活性化のポイント
① し、人材･資源･施町を超え広域にわたる産直市場や観光農園､加工グループなどの生産者が連携

足りないものを補完しあって、PRやイベント、研修などを一丸となって進めて設などを活用し、

いる。

｢6次産業｣というキーワードに集まってきた個人や集団が、様々な活動をしながら、最終的には②

という新しい手法である。地域の活性化が図られる

、 、 、③ 今まで交流の少なかった 地元農業者と開発団地農園 女性農業者と男性経営者 高齢者と若者

多くの交流が持ちつ持たれつの良農業者と住民、都市住民と地元住民、行政担当者と住民などの

。い関係を生んだ

④ 足らないものを補完し連携することで生まれる相乗効果をうまく生かしている。

⑤ 農業公園内の(協)夢高原市場を拠点に町内全体を一つの農業公園として消費者の満足

度をアップさせ交流活動を盛んにした。

◇事業の今後の展開方向

① 平成18年4月に町内に完成した農業公園を拠点として、さらにグリーン・ツーリズム

の強化された地域をつくり、消費者に世羅高原を回遊し、ゆとりと安らぎを感じ、ふる

さとを共有してもらえるよう企画している。

② こだわり研究会で試験栽培を重ねた枝豆･大田蕪･青大きゅうり・マコモタケなど、栽

培拡大をし、特産化していく。

③ 韓国女性農業者ファームステイを受け入れた経験を生かし、農泊や農作業支媛の受け

入れなどグリーン・ツーリズムの強化を検討している。

④ より多くの住民が参加できるよう、全町民を対象に野菜栽培講座の開設を始めた。こ

の講座では減農薬や土作りを進め、産直市場の参加者を増やすと共に、エコファーマー

の認定者を拡大する予定である。

⑤ レストランや学校給食の食材提供ができるよう体制を整え、食の安全と地産地消のさ

らなる推進を計画している。

⑥ 地元ボランティア組織も結成され、地域をあげての取組が展開され始めている。
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№40

「立ち上がる農山漁村」選定案概要書

◎取 組 分 野： 食 【女性・若者の力】【 】、

山口県下関市１．都道府県、市町村
しものせきし

(有)フレッシュしおかぜの里２．事 業 者 名

夢を橋にかけた島の女性起業活動３．取 組 み の 名 称

４．取 組 概 要 等

◇概 要

平成11年、地域特産開発に意欲的な有志15人で「角島しおかぜグループ」を発足。採算

性のある加工活動をするために加工品製造のみならず、直売と食堂にも挑戦。平成12年、食

、 「 」 。堂・直売・加工場の一体的施設として 角島大橋開通に併せて しおかぜの里角島 を開店

平成13年に豊北町が新たに交流施設を建設したことにより、テナントとして出店。平成17年

1月に法人格を取得する。

①地域産物を活用した商品づくり

新鮮な魚介類が食べたいとの消費者のニーズから刺身定食、しおかぜ御膳などを商品

化。メニュー開発に向けて、試食会「角島の味食べよう会」を主催し、地元関係者を交

えて意見交換を行う。また、店内アンケートの結果をもとに味や盛り付け等を改良・改

使用する食材は出来るだけ地元調達を心がけ、地元朝市やJAと食材供善するとともに、

。給体制を連携して行っている

②責任ある運営体制づくり

営業を開始して問題になった出役体制については、グループを3班に分け、各班の責任

法人化した現在も3部門体制をとり、定期的な者が出勤希望や連絡等を行うこととした。

。役員会を開催。各部の連携を取りながら会社運営を行っている

③法人化をめざした経営管理能力の向上

会員が経営状況を理解できるよう複式簿記の研修を実施。また、法人化する際にも、

会社の形態や税務、社会保険等について、税理士等を招いた研修会を実施。その後アン

ケートやKJ法を活用した協議を行い、各人の意見を反映する体制づくりに心がけた。

④就業条件の整備と島内女性の就業の場づくり

農漁業従事者が多く、起業活動と両立させるためには、家族の理解と協力が不可欠で

あることを認識し、平成14年、メンバー内の7戸が家族経営協定を締結した。また、夏場

等の忙しい時期は、過重労務となるため、島内で新規メンバーを募集。この他、多忙な

時期は島内からパートを雇用するなど、就業の場づくりと労働環境の改善に務めている。

◇活動の規模

項目 H13 H14 H15 H16 H17

売り上げ 33,587 66,622 67,182 71,218 85,295

解説 単位：千円 食堂・加工部門の売上

来客数 27,504 73,863 75,129 63,147 71,314

解説 単位：人 食堂利用者数

雇用者数 10(4) 13(10) 13(10) 14(10) 15(3)

。 。 、 。解説 単位：人 正グループ員 ()内は準グループ員 H17法人化後は正社員 ()はパート

イベント 2 4 4

回数 解説 単位：回 「つのしま新鮮食の市」を四季毎に土日開催

イベント 1,680 1,610 2,430

参加者 解説 単位：人 「つのしま新鮮食の市」利用者数。２日間の延べ人数。
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◇活用している地域資源
・角島の自然と景色

周辺一帯は北長門海岸国定公園に指定され、白い灯台の沖に沈む夕陽、コバルトブルー

の海、白い橋のコントラストが美しいと評判で、島全体に手付かずの自然を残している。

・地元の新鮮な魚介類と野菜

食堂で出されるほとんどの食材が角島産を使用、地産地消を推進している。

・地域女性の能力活用

長年の加工活動の実績と技術、食材へのこだわりがメニュー開発にも活かされており、

地元のワカメを使ったソフトクリームやワカメを練りこんだ「うどん磯みどり」を開発。

◇地域活性化のポイント
①地域食材の有効活用による活性化

地元食材にこだわった活動により農林JAや地元朝市とも連携した食材供給体制が整い、

。水産物の付加価値づくりと地元還元に寄与している

②女性の就業の場の確保と生活技術の伝承の場づくり

働き農漁業や子育てと両立しながら働きたいと考える島内の女性に積極的に呼びかけ、

やすい勤務体制等を整備したことにより、島内の若い女性が新規に加入。現在は20代から70

、 。代まで平均的にメンバーが分散しており 世代間の交流や生活技術伝承の場にもなっている

③架橋後の来島者増を想定した起業活動の開始とホスピタリティーの充実

、 、 、架橋前 島を訪れる観光客は夏季を中心に年間約1万人程度であったが 大橋開通以降は

地域産物を使った新鮮な料理を提供通年型となり年間50万人が訪れている。その観光客へ、

。することで、新鮮な島の食文化と魅力発信に繋がっている

◇事業の今後の展開方向

①安定した会社経営

安定した経営を目指すには、通年性の特産加工品や新規メニュー開発の他、冬場の来島

者に向けた交流イベントや限定メニュー等、消費者ニーズを意識して展開する必要がある。

②来島者に向けた、幅広い仲間づくりとネットワークによるホスピタリティーの充実

来島者への満足ゆくサービス提供等、努力はさらに必要であるが、今後もリピーターと

して多くの来島者に足を運んでもらうためには、食堂を含む施設全体の連携に加え、島内に

点在する観光施設等、地域内外の各種関係団体との連携・協力が不可欠である。島を訪れる

観光客が何を求めて訪れるのか、どうしたらまた来たくなるのかなど、これらの団体と協力

して消費者ニーズを把握するとともに、島の美しい自然や暮らしなど、島の魅力を発信し、

理解してもらう取組も必要である。

③島全体のさらなる活性化

角島大橋開通以降、たくさんの来島者が訪れたと同時に、ごみの増加や海産物等の盗難

も増加した。今まで手つかずで残されていた角島の自然が危機にさらされている。このよう

な問題にも目を向け、地域一丸となって島の魅力である美しい自然と風景を守り育てていく

活動へと展開していくことも必要である。
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「立ち上がる農山漁村」選定案概要書

◎取 組 分 野： 交流 【女性・若者の力】【 】

山口県山口市１．都道府県、市町村
やまぐちし

NPO法人学生耕作隊２．事 業 者 名

若者とシニアが広げる農業・農村の活性化！！３．取 組 み の 名 称

４．取 組 概 要 等

◇概 要

山口大学の学生にアンケートを行ったところ、３人に２人が農業に関心があるというデ

ータが得られた。低い食料自給率や増える荒廃農地を抱える日本の農業・農村の衰退という

農業に関心があり、農業・農村の活性化に向け集まった約30名の学生有現状を打破すべく、

。人手不足の農家に学生を志とともに、平成13年1月、任意サークル「学生耕作隊」を結成

派遣するとともに、耕作放棄地を守る活動が始まった。同年9月にはNPO法人化を行う。

農業に関心のあるすべての人々に対して、援農に関する事業や、農業体験の場づくりに

関する事業を行い、農業・農村の活性化を目的として、以下の5つを主に行っている。

①農家の人材不足の解消に関する事業

②農地荒廃の防止に関する事業

③農業体験の場づくりに関する事業

④農業・農村の活性化に関する学習、啓発事業

⑤農業・農村の活性化に関する広報事業

当初メンバーは約30名の学生だったが、現在は50名のシニアと150名の学生が登録し、3

名の山口大学学生を中心に学生事務局を組織し、運営する。

人材不足に悩む農家に隊員を有償で派遣し、農家は報酬として1時間当たり500円程度、

。活動がシニア層にあるいは農産物の有償活動費を隊員に支払い、事務局に運営費を支払う

も拡大し、4年間でのべ6,000人の大学生・シニアの人々が援農に出向いている。

援農だけでなく、農地と景観の保全を目的に、山口県宇部市小野の茶園の生産管理も行

プロである農家にアドバイスを受けながら、定い、耕作放棄される予定だった荒れ茶園を、

。期的に管理作業を素人である学生たちが行い、農地と景観の保全に寄与している

本隊から大学院修了後に学生が農業生産法人に就業し、シニアも１人就農している。

その他、商品価値のないお茶っぱを茶風呂用に旅館に売り込んだり、過疎高齢化でもが

れずに腐るのを待っていた夏みかんをパン屋に売り込み、夏みかんをまるごと使ったパンと

して活用してもらうなど、もったいない農産物の様々なマッチングを行っている。

今年度は、中国四国農政局と協働で農村コミュニティ再生・活性化支援事業にも取り組

み、E-learningシステムを活用して、農業講座をインターネットで発信。都市にいながら農

、 、 、 。業を学び 農村で実習を行うなど 都市との循環を促し 定住や就農に結びつく取組を行う

現在では、活動を山口県内にとどめず広域に展開し、島根県東出雲町野呂地区で、島根大学

の学生を中心にNOLO耕作隊が設立。食と農のビジネスインキュベーションのろNOLOを立ち上

げ、ブルーベリーの栽培や農作業研修講座などを行っている。

◇活動の規模

項目 H13 H14 H15 H16 H17

売り上げ 2,800 5,500 5,700 5,900

解説 単位：千円 隊員に支払われる有償ボランティア料は除く

雇用人数 1,000 1,000 2,000 2,000

解説 単位：人 有償ボランティア数（年間延べ人数）
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◇活用している地域資源
・若者のパワー（大学生、社会人）

農業に関心のある若者は多い。物覚えがよく、指示に素直に従い、機動力のある若者を、人

手不足の農家に送り込んでいる。

・シニアのパワー（定年退職者、主婦、退職予備軍）

学生と違い、平日も定期的に農作業ができ、豊富な社会経験から、自分で考え、農家の役に

立つために行動しようとするシニアを、人手不足の農家に送り込んでいる。

・農家の知恵（山口市、宇部市、秋芳町など山口県全域）

知恵の宝庫である農家より指導を受け、若者やシニアや就農希望者が農業への理解を深め、

技術を身につけていくことができる。

・荒廃予定農地（宇部市の茶園６７ａなど）

過疎高齢化で増える荒廃を余儀なくされる農地で生産活動を行い、地域の農村景観を守り、

農業を体験する学習の場として、生産の場として活用している。

・もったいない農産物（宇部市の茶、秋芳町の梨、萩市の夏みかんなど）

捨てられていたもったいない農産物の商品価値を見出し、地域に還元されるよう商品開発と

流通の手助けを行っている。

◇地域活性化のポイント
農業に関心のある若者が、農家を元気づけ、意欲の向上させる。また、シニアは年間を

通じて農家と共に農作業を行うことで、自分の力で作物を育てている気分を味わい、生産活

動に貢献するだけでなく、やりがい・生きがいの創出につながっている。また、農作業の体

験を通じて、実際に就農・就業に結びついた例も出てきている。

地域の仕事づくり年間2,000ものボランティア雇用と農家と消費者・都市住民の交流は、

。と、農業に対する理解促進と地元農産物への愛着につながり、地産地消を促している

。もったいない農産物の活用と商品開発は、農産物の魅力の再発見につながっている

E-learningシステムによる農業講座は、地方から農村のよさを発信し、都会にいながら

現地の受入れ先に足を運ぶきっかけづくりとなり、都市と農にして農業を学ぶだけでなく、

。村の循環を促し、就農・定住につながっている

◇事業の今後の展開方向

より豊かなライフスタイルの提案を目指し、農村地域における就農・就業並びにボラン

ティア雇用の機会創出に貢献するとともに、本隊の援農先農家をネットワークでつなぐこと

で、E-learningシステムによる都市からの農業体験希望者の受入農家を増やし、農村への就

農や定住を促進していく。さらに、本隊が管理している農地も、体験交流型の場として位置

づけ、受入を積極的に行う。

もったいない農産物の加工は地元企業と連携して商品開発を行い、自らも地元の食材を

活用した農村レストランを展開し、地産地消を進めながら、都市をマーケットに農村のよさ

を発信していく。

このように、生産から加工・流通・体験・観光にまたがる多角的展開を進めることとし

ている。
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「立ち上がる農山漁村」選定案概要書

◎取 組 分 野： 交流】【

徳島県美波町１．都道府県、市町村
みなみちょう

伊座利の未来を考える推進協議会２．事 業 者 名

都市との交流を通して学校と地域の灯火を守る３．取 組 み の 名 称

４．取 組 概 要 等

◇概 要

かつて陸の孤島と称されていた時代に400人が住んでいた伊座利も、過疎・少子・高齢化

が進展し人口は100人ほどに減少した。人口の減少とともに子供の数は激減し、いつしか小

学校と中学校分校の併設校（通称：伊座利校）の統廃合が話題とされるようになった。学校

が無くなってしまうと集落の存亡に関わると危機感を持ち、伊座利存続のシンボルとして学

伊座利校への児童・生徒やその保校の存続を掲げ 「学校の灯火よ永遠に！」を合言葉に、、

護者の転入を呼びかける「おいでよ海の学校へ」という交流促進イベントを住民手づくりで

した。開催

これは、伝統漁法の大敷網漁やクルージング体験、磯遊びやカヌー体験、テナガエビと

り体験などを通して伊座利を体と心で体感してもらう海の学校１日留学体験などを行うもの

で、これまでに12回開催した。

この活動を通して、地域内での産業や環境、そして住宅問題などの課題を地域全体で考

、 、え 総合的な地域づくりを行う必要を感じ、 、子供からお年寄りまで全住民で構成し 町内会

する地域づくり活動団体「伊座利の未漁協、学校、婦人会など地域内のあらゆる団体を融合

来を考える推進協議会」を平成12年4月に結成した。

協議会では、地域の持続を図っていくためには、内部努力のみならず、外部からの協力

多彩な交流活動を地域内外で展開。関西・関東・徳島市や知恵などの反映が不可欠と考え、

内などを中心に「伊座利の未来を考える応援団 （団員約600名）を有している。」

また、自然の恵みにより成り立ってきた伊座利の環境を守っていくため、定期的な海岸

や河川・道路などのクリーンアップや植樹活動を行っている。ほかにも「ゴミ・タバコなど

のポイ捨てはやめよう」規定を独自に設け、違反すると公衆トイレの清掃という罰則を設け

るなど、アイデアを活かした美化活動が展開されている。

このほか、伊座利漁協では地域資源である海藻に着目し、加工品生産を行う「アラメ加

工場」を設置し、新たな雇用機会の創出にも取り組んでいる。

◇活動の規模

項目 H13 H14 H15 H16 H17

イベント 120 120 120 150 250

参加者 解説 単位：人 「おいでよ海の学校へ」参加者数

人口数 104 113 112 129 123

解説 単位：人 Iターンによる人口増

高齢化率 38.46 31.86 31.25 29.45 27.64

解説 単位：％ 若年層の定住により大幅に改善
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◇活用している地域資源
・山、川、海などの自然景観

・地域の産業である漁業や水産物

・伊座利地区に根付く風土、気質や郷土愛

・地区外に居住する応援団

◇地域活性化のポイント
全国からのＩターン者や若者の定住化などにより、人口増、児童・生徒数の増加、高齢

した。化率の低下（H13年：38.46%→H17年27.64%)を実現

それに併せて、秋祭りの太鼓の復活や親密な応援団員やファンの増加、交流人口の拡大

などの現象がみられ、地域に賑わいが戻りつつある。

また、水産資源を活用した新たな特産品づくりや、雇用機会の創出に取り組むなど活発

な活動が展開され、そのことが地区出身者の郷土愛をますます強めることとなっている。

◇事業の今後の展開方向

伊座利地区が小さくともコミュニティのある地域として将来にわたって存続していくた

めには、

①地域の成立の基礎でもある漁業の低迷を踏まえた水産振興のあり方

②活動に応じて徐々に増えてきている若者定住人口Ｉターン人口の増加に対応した就業所得

機会の創出

③地域の今を担う中核メンバーの意識を次の世代にどのように受け継いでいくか

という点に要約される。

こうした課題を解決していくため、

○継続は力なりの諺に違わず、環境・交流をキーワードとするこれまでの活動の継続

○時代潮流に即した新たな取組

○地域力、住民力のさらなる向上

などにより、時代変化に対応しうる自立した地区へと進化していかなければならない。その

ためには、従来型の地縁や血縁のコミュニティのみならず、広く地域の外の志を共有する都

市住民等との共生や協働の関係づくりをさらに進める必要があり、その上で、漁業をはじめ

とする、地域の生活文化、産物、自然、といったあらゆる地域資源を経済効果に結びつけて

いく。
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「立ち上がる農山漁村」選定案概要書

◎取 組 分 野：【食】【交流】

１．都道府県、市町村 高知県四万十町
しまんとちょう

２．事 業 者 名 (株)四万十ドラマ

３．取 組 み の 名 称 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

４．取 組 概 要 等

◇概 要

平成6年から四万十川流域の天然素材を活かした商品開発を基本に、山の恵み、川の恵み

を存分に受け四万十川の成分が詰まった約30種類の独自商品の開発・販売に取り組んでい

る。

平成9年に発売した風呂用檜芳香剤は、企業の販売促進用景品に採用されて話題となり、

20万枚の販売となった。

平成14年に四万十川でとれたお茶にこだわり、他のメーカーのお茶にはできない100%四

万十茶葉で作ったペットボトル入り「しまんと緑茶」を地元の茶葉組合と共同開発し、年間

25万本もの販売をあげている。平成16年には「しまんとほうじ茶」も開発、好評な販売とな

っている。

また、平成13年から菓子メーカーに原料提供している栗は、県内だけでなく全国の菓子

メーカー5社とのタイアップにより、現在50tを超え、今後も広がりを見せることが予測され

る。その他にもシイタケや鮎等、山の幸、川の幸を全国に届けている。

さらに、商品販売だけでなく、会員制度「RIVER」を立ち上げ、四万十川をテーマに本当

の豊かさとは何かを考えるネットワーク会員制度を運営している。年4回、四万十川の季節

の話題や地域の人の話、田舎暮らしや農林業、川での漁業、環境問題などの話題を掲載した

情報誌「RIVER」を届けるとともに、四万十川で会員と地元住民が年1回川を肴に交流会を開

催し、情報交換や交流を深めている。

また、地元の人が先生となって、四万十川を体験し、技術や知恵を習得する自然体験が、

「自然の学校」と銘打って行われている。これらの活動が都市住民と地域住民との相互交流

となり、地域の人には地域の良さの再発見につながり、会員は四万十川との関わりを深める

とともに、積極的に商品開発や活動へのアイデアや意見を出せることにつながっている。

◇活動の規模

項目 H13 H14 H15 H16 H17

イベント 30 30 30 30 50

参加者 解説 単位：人

◇活用している地域資源
・四万十川流域で収穫された農林水産物・・・・・・・・シイタケ、鮎、栗

・四万十川の自然環境・・・・・・・・・・・・・・・・自然体験
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◇地域活性化のポイント
で業績も伸び、平成17年4月には民営化（株式会社化）し、地場産品を活かした商品開発

好業績は全国に現在約1,000人い行政の支援がなくても運営できるようになってきた。この

る「RIVER」の会員に商品モニターになってもらい、消費者ニーズにあった商品開発を心が

となっている。けていることが要因の一つ

地域の資源・農産物を するととも通信販売システムと卸販売をミックスさせ販路を拡大

に、 することで、地域の豊かさを掘り起こし、地域活四万十川という付加価値をつけて販売

性化の源となっている。

◇事業の今後の展開方向

この取組を軸に地域の人達の意識が変わってきたため、今後も様々な視点から他にはな

、 、 、 、 、い地元の良さを掘り起こし 商品開発を行うととともに 柱となる茶 椎茸 栗については

茶の通信販売、栗は現在以上の販売強化を目指し、菓子メーカー数社との協賛で、四万十ブ

ランドの栗を使った菓子を全国に展開することを予定している。これは、栗園そのものをメ

、 、ーカーが面積当たりいくらという形で契約栽培し 栽培管理を地元住民が行うというもので

栗園自体の再生を図ることにもつながり、四万十ブランドの栗が全国デビューすることにな

、 。 、 “ 「 」 ” 、り 宣伝効果も見込まれている また シイタケは ESGS 緑の循環 認証制度 を申請中

認証林産物として信頼と安心の商品として付加価値をつけ、販路の拡大を目指している。

今後も地域に根付いた会社として運営していくとともに、インターネット等を利用して、

今以上の販路拡大を図ることとしている。
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「立ち上がる農山漁村」選定案概要書

◎取 組 分 野： 食 【交流】【 】、

高知県黒 潮 町１．都道府県、市町村
くろしおちょう

黒潮カツオ体験隊２．事 業 者 名

カツオのタタキづくり体験３．取 組 み の 名 称

４．取 組 概 要 等

◇概 要

本取組は、平成12年、高知県の県民参加の予算づくり事業に旧佐賀町（現黒潮町）漁協

女性部は漁女性部が「カツオのタタキづくり体験」の企画を提案したことに始まる。同年、

協や観光協会、商工会等地域全体を巻き込み、ホテルのオーナーや旅行会社等、40人を募集

。事業化へし、カツオのタタキづくり体験のモニターツアーを実施したところ大好評を得た

の手応えを確信した女性部は 平成13年に農協や商工会の女性部らを含む住民グループ 黒、 、「

潮カツオ体験隊」を組織し、修学旅行生や一般の受け入れを開始した。行政からの資金的な

援助は受けずに、自力での営業を行っている。

当初の活動は漁港内の仮設テントで行われていたが、平成15年に交流施設としてカツオ

ふれあいセンター黒潮一番館が完成し、天候や衛生面の心配が解消され、250人程度までの

受け入れが可能となった。平成16年には活動の一環として喫茶部の営業も始めている。

カツオのタタキづくり体験は、地元のカツオの普及と、県内外の人との交流による地域

。活性化を目的として始められた

体験では、魚のプロである漁業者ら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、その後、タタキに加えスタッフが用意したアラの塩

焼きや天ぷら、吸い物等で食事をする。体験ができるのは3月から11月で、所要時間は1回2

時間、料金は1人3,150円である。カツオは市場から購入し、スタッフとなっている女性部員

や漁業を引退した漁業者は、体験の人数により招集される。

雑誌等の取材は積極的に受入れ、ＰＲに努めるとともに、町や観光協会とも連携を図り

インターネットによる受入れ窓口の設置等の体制づくりを行っている。集客範囲は関西、広

体験者数は平成13年度487名、14年度800名、15年度1,779島、岡山、関東等広域にわたり、

。名、16年度2,097名、17年度3,001名と順調に伸びている

◇活動の規模

項目 H13 H14 H15 H16 H17

売り上げ 1,260 2,520 5,603 6,605 9,453

解説 単位：千円

来客数 400 800 1,779 2,097 3,001

解説 単位：人 平成15年10月に施設完成

イベント 4 4 5 5 5

回数 解説 単位：回 大きなイベントのみ記述

イベント 5,700 7,000 8,000 9,000 5,000

参加者 解説 単位：人 H17年度については、天候不順のため中止イベントあり
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◇活用している地域資源
黒潮町（旧佐賀町）の主な産業は「カツオ一本釣り漁」を中心とした漁業である。カツ

オ船は19トン～50トンが10隻、79トン以上が10隻あり、なかには日本一の水揚を誇る船もあ

る。また、毎日漁港に戻る日戻り漁も盛んで、釣ったカツオがその日のうちに水揚げされ、

とびきり新鮮なカツオが佐賀漁港をにぎわせている。

新鮮なカツオを使った「カツオのタタキづくり体験」では、黒潮町に伝わる昔ながらの

タタキづくりを通して、黒潮に育まれた私たちの漁師文化を体験することができ、また、第

1・第3土曜日に開催している「土曜びんび市」ではその日に釣ったとびきり新鮮な魚を安価

で提供している。

◇地域活性化のポイント
カツオのタタキづくり体験は、地元のカツオの普及と、県内外の人との交流による地域

活性化を目的として開催している。また、活動を通して、来訪者と地域住民との交流はもち

漁ろんのこと、世代や性別を越えたスタッフ間の地域内交流も活発になっている。さらに、

業を引退した方々が、来訪者に魚の捌き方を教えることで「先生、先生」と慕われ、活動を

。生き甲斐と感じ出番を心待ちにする状況も生れてきている

◇事業の今後の展開方向

高知県西南・幡多地域６市町村（四万十市（旧中村市・旧西土佐村 ・土佐清水市・宿毛）

（ ） ） 、 、市・黒潮町 旧佐賀町・旧大方町 ・大月町・三原村 では 幡多広域観光協議会を設置し

足摺岬周辺海域でのクジラウォッチング、四万十川のカヌー、カツオのタタキづくり体験、

天日塩作り等の様々なメニューを連携させ、幡多地区をセットで売り込むための観光ルート

を構想している。
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「立ち上がる農山漁村」選定案概要書

◎取 組 分 野：【交流】

１．都道府県、市町村 熊本県小国町
おぐにまち

２．事 業 者 名 （財）学びやの里

３．取 組 み の 名 称 小国流ツーリズムの展開

４．取 組 概 要 等

◇概 要

小国町は、昭和62年新しい地域づくり構想「悠木の里づくり」を策定し、この構想の中で、

医学者北里柴三郎博士の出身地―大字北里地区を、北里博士の意思（学習と交流の精神）を

継いで、「学びやの里」と位置付け、各種施設の整備や、様々な交流事業や文化活動、地域振

興の取組を展開してきた。

こうした活動をさらに広げていくために、平成8年に町民の寄付金などを基金として、「財

団法人学びやの里」が設立され、以下のような事業を展開している。

①九州ツーリズム大学の開講

平成 8 年 12 月、「学びやの里」の中心施設である「木魂館」でシンポジウムが開催された際に、

「実際にグリーン・ツーリズムに興味があってもノウハウや実践を学ぶ場がない」ということが課

題としてあがったことを受けて、平成 9 年 9 月に（財）学びやの里が事務局となり、全国初のツー

リズム大学―「九州ツーリズム大学」を立ち上げ、グリーン・ツーリズムを実践する担い手の育成、ツ

ーリズム関係情報の受発信、ネットワークづくり等が行われている。

②おぐに自然学校

子どもたちが体験を通して人と自然の関係や自然の大切さを実感できる場所として、平成

12 年に「おぐに自然学校」を開校した。木魂館を拠点に、町内の至るところを教室にしたこ

の学校は、毎年10回以上開催され、毎回町内外から多くの子どもたちの参加を受け入れてい

る。

③農業体験受入

都市部の学校での「生徒たちに農林業を体験させたい」とのニーズの高まりを受けて、平

成17年度から北九州方面の中学校の農業体験受入を始めた。町内のおよそ90件の農家の協力

の下、２泊３日で一戸あたり３～４人の生徒を受け入れ、農家の暮らし体験を実施している。

そのほか、木魂館内施設を利用した町内外の多くの人たちと協働での文化的イベントの開

催や、町外の多彩な人達との交流の結果、Ｉターンによる移住者もみられる。

◇活動の規模

項目 H13 H14 H15 H16 H17

施設利用 52,334 51,004 44,136 38,578 38,402

者 解説 単位：人 会議室・宿泊施設・グランド等利用者数

施設利用 55,028 51,492 50,566 50,651 36,044

者 解説 単位：人 レストラン・温泉施設等利用者数

イベント 197 175 177 184 308

参加者 解説 単位：人 九州ツーリズム大学受講者数

イベント 488 466 511 385 386

参加者 解説 単位：人 おぐに自然学校参加者数
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◇活用している地域資源
九州ツーリズム大学開講時には、大学教授などの地域づくりの専門家を講師として招い

ているが、座学と同時に地元の人材を活かした実践的なプログラムも行っている。

ツーリズム大学や自然学校のフィールドとして、国鉄宮原線の跡地や、町東部に広がる

採草放牧地、小国杉林など、多彩な地域資源とそれらを維持してきている人々から協力を

受け活用している。

また、（財）学びやの里の運営するレストラン「北里バラン」では、小国黒豚をはじめ

地元食材にこだわったメニューづくりに努めている。

◇地域活性化のポイント
小国のような小さな町が、経済的な活力はもとより、社会的、文化的な活力を維持していくた

めには、町に出入りする「交流人口」を増やすことが必要と考えており、（財）学びやの里は、様

々な交流活動を行い、地域の中にそういった交流活動が生まれる仕掛けを行ってきた。

その結果、これまで、九州ツーリズム大学では 200 名以上の卒業生、延べ 1,000 人以上の聴講生

が学び、農業体験の受入では、平成17年は2校370名、平成18年は3校470名を受け入れた。平

成19年は、すでに1,000名を越える申し込みがあるなど、活発な交流活動が行われている。

今後、特に重要となるのは、小国に新しいビジネスを起こし、発展させる原動力となる専門的

な技能と知識を持った人材との交流であり、ツーリズム大学等の活動の中で、各方面の優れた人材

を惹きつけながら、交流ビジネスの振興と発展を図っていく。

また、交流人口がＩターンを始めとする定住人口の増加につながることも期待される。

これらの交流活動の中に収益を上げるビジネスを創り出す必要があり、住民が交流活動のどこ

に、ビジネスチャンスがあるかを鋭く見つけ出す企業センスを磨くことが大切である。

◇事業の今後の展開方向

都市と農村、両者が抱える問題とニーズを効果的に解決していくことが今後の課題である。農村

では拡大する遊休農地や過疎化による人口減により地域全体が疲弊し農村自体が現状を維持して

いくことが困難となっている。一方で都市住民は田舎暮らし志向、エコロジカル志向などの流行に乗

り農村への関心を高めている。こういった社会動向の中で、さらに拡大する都市農村間のこれらの

問題とニーズを満たすため、以下2つの事業展開を計画している。

１．持続可能な農村地域開発のための人材育成事業

都市と農村の多面的な学習交流による持続可能な農村地域開発の手法を、農、食、山、住、エ

ネルギー、ライフスタイル等、幅広いテーマで設定し、それを新たな農村開発における人材育成の

教育手法へと確立し、普及していく。

２．関東ツーリズム大学設立事業

さらにこの人材育成手法を活用しながら、1都10県、関東圏内における学習型ネットワーク組織を

産官学NPO連携によって設立、運営していく予定である。すなわち、関東ツーリズム大学の設立で

ある。これによって、さらに幅広いエリア、幅広い分野における都市農村間の課題、ニーズに対応可

能な事業体制を構築させる計画である。
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「立ち上がる農山漁村」選定案概要書

◎取 組 分 野： 食 【交流】【 】

熊本県南阿蘇村１．都道府県、市町村
みなみあそむら

NPO法人阿蘇エコファーマーズセンター２．事 業 者 名

農業を志す人を育成・自立させ、地域活性化３．取 組 み の 名 称

４．取 組 概 要 等

◇概 要

昭和63年、(有)木之内農園が農業の知識を持たない非農家出身者を対象に就農の道にチ

。 、 、 、ャレンジできる 就農研修制度 をスタート「 」 同時に 田植えや稲刈り等の農作業体験 鶏

農業を産業として確立するた牛、カブト虫等の生き物ふれあい体験を開始する。平成4年、

めには、農業界自らが農業をしようと夢を持っている人材を育成することが必要だと思い立

。ち 「農業新規参入研修者」の本格的な受入を開始する、

平成13年、阿蘇グリーンツーリズム協会を設立し、持続的農業セミナー、農村文化交流

を開始。平成15年、NPO法人として認証され、現役農業経営者が立ち上がり、NPOとして農業

平成18年、阿蘇市波野地区の活性化のため人材育成、食農教育、環境保全活動を開始する。

に「阿蘇東部高冷地域担い手育成」の取組を開始。地区内の高齢者、中高年者の人材を活用

して地域外から農業にチャレンジしようとする定年退職者の受け入れ、ニート・フリーター

。をはじめとする新規就農希望者等の人材を活用し、地域を挙げて活性化に取り組んでいる

農業の知識や技術は無くても、これからの新しい職業として始めたいという強い希望や

夢を持っている人や 「農」的生活に関心を持ち、ふるさとで農業に携わった生活をしたい、

と思っている人などを自立・育成するため、現役農業経営者が中心となって取り組む、全国

でも数少ない実践的な非営利支援組織である。

平成15年、(有)木之内農園が母体となり、NPO法人を設立。農業新規参入者の人材育成歴

、 、 、 、約20年の豊富な経験と知識で 多くの農業新規参入者の期待に応えられるよう 果樹 水稲

露地野菜、工芸作物、酪農などの専業農業経営者との連携を行い組織している。

活動の実績としては、NPO法人を構成する各団体での農業人材育成蓄積が17年。NPO法人

独自の農業人材育成蓄積年数としても4年を数えている。

この結果、1年以上の長期農業研修生受入人数総数は350名以上を超え、この研修修了者

のうち、独立農業経営者36名、農業法人就職者56名と、地域の活性化の一助になっている。

◇活動の規模

項目 H13 H14 H15 H16 H17

事業収入 2,931 9,803 11,321

解説 単位：千円

来客数 4 11 20

解説 単位：人 新規就農者育成研修生数

イベント 15 25

回数 解説 単位：回 農業講座の実施回数

イベント 30 40

参加者 85 350

16 15 15

解説 単位：人 上段：セミナー参加人数

中段：食農教育体験者数

下段：農業体験者数
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◇活用している地域資源
・阿蘇の広大な草原を背景にした独自の豊かな自然と素晴らしい景観

・地域の現役の農業者が持つ技術、知識、経営感覚を有効に活用

・地域でさまざまな伝統的文化の伝承技術を持っている年配者

・阿蘇の高冷地を活かした特色ある農産物つくり(職員数：２名)

・古い農家、遊休農地

◇地域活性化のポイント
高齢化、少子化が極端に進んでいる農村となって農地の遊休地化が進んでいる。このま

までは農村が荒廃し、豊かな阿蘇の自然が維持できなくなってしまう。この荒廃化する農村

農村の中心である農業を再生できるかがポイントであり、農業の再を活性化するためには、

。生はその農業を担う人材育成が鍵を握っている

今、農村において、新しい価値観を求め、農業をしたいと考えている20代、30代の若者

既存の農村における人材や、団塊の世代を中心にした中高年およびシルバーの世代がいる。

の有効な活用だけでなく、これらの農村外、都市からの新しいパワーを農村に活かすことが

。地域を活性化するポイントを握っているといえる

また、農村における価値は、自然と人とが共存する素晴らしさである。特に、豊かな自

然がある阿蘇の特長を活かし、都市と農村をより強固に結びつける活動の実現が地域を活性

化させる。

◇事業の今後の展開方向

農業を始めたいと熱望しても、農業に関する知識も技術も持っていない新規就農希望の

若者が、農村地域で農業で自立できるように、多くの現役農業経営者の力を借りて、プロ農

家に育てていく人材育成プログラムを、強化・発展させいく。

農村外の人が、就農するためには、農地を賃借するか、購入することが必要となるが、

農村外の人に取っては、農地の賃借や購入の知識もなく困難である。このため、農村外の人

が農村にスムーズに定住し、就農できるよう受入組織、受入システムを整備していくことが

必要である。

組織で培ってきた新規就農者独立の実践的ノウハウを活かし、阿蘇市とともに阿蘇市波

野地区の担い手育成を計画、実行中である。第一に、阿蘇市波野地区の中高年、シルバーの

人材を農業の担い手として活用し、第二に農外の団塊世代の定年帰農希望者の定住促進、第

三に新規就農希望者の就農促進、同時に、波野地区における受け皿整備（受入農家の整備、

新しい農業形態の取組、空き家、借家、空き農地情報の収集等）を行い、農村活性化モデル

が実現できるように取り組んでいる。
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「立ち上がる農山漁村」選定案概要書

◎取 組 分 野： IT 【知的財産権】【 】、

熊本県南阿蘇村１．都道府県、市町村
みなみあそむら

南阿蘇村おあしす米生産組合２．事 業 者 名

「米の産直」－都市との連携“食から緑のエネルギーへ”３．取 組 み の 名 称

４．取 組 概 要 等

◇概 要

平成元年、JA青壮年部7名で、米の無農薬栽培を試験的に開始。平成3年、産直に取り組

むため白水村おあしす米生産組合を設立（ おあしす」はおいしい・あんぜん・しんせん・「

）。 、 。すてきの頭文字 平成17年 市町村合併により南阿蘇村おあしす米生産組合へ名称を変更

米袋に農家おあしす米は店頭では販売せず、直接届けることで信頼関係を築いている。

。注文は予約制が基本で、毎月一名を明記、消費者の口に入るまでが農家の責任としている

モットーは「顔のみえるおつきあい 。その回、農家ごとに精米直後の米を発送している。 」

、季節毎に手づくり農産物も同梱している。また、遠隔ために「おあしす便り」を毎月発行

地の消費者にはホームページを活用、農家ごとに経営の様子や家族の素顔を知らせ、心理的

新規顧客の獲得はインターネットが主体で、試食用として初回に限り5k距離を近めている。

。平成3年にゼロからのスタートであったが、現在では約900名の顧gを半額で提供している

客に82トンを直送している。平成11年には「おあしす米」の名称を商標登録している。

消費者との交流は「アイガモ田見学ツアー」と称して、水田の見学やバーベキュー大会

を実施、毎年約150名の参加がある。遠方の顧客へはこちらから出向き、直接対話すること

で信頼関係を深めている。

組織の運営は、精米施設・資材類・事務機器等は共同で購入、運営費は米袋の使用量に

応じて構成員から徴収している。全員パソコンが使え、顧客管理や伝票の印刷なども個々の

農家で行い、顧客とのやり取りや組織内の連絡はメールで行っている。顧客管理システムや

ホームページは自作し、事務経費の軽減を行っている。

米産直のノウハウを活用し、米以外に施設果物や野菜などの産直も手がけ、オリジナル

地酒「一心行」を製造販売、また、規格外のホームランメロンを「場外ホームランメロン」

と名付けるなど、独自ブランドを築いている。婦人部による手づくり石鹸配布も定期的に行

っている。

◇活動の規模

項目 H13 H14 H15 H16 H17

生産量 68,997 73,699 76,641 79,562 81,325

解説 単位：ｔ

売り上げ 45,187 48,225 50,258 52,355 54,106

解説 単位：千円 米のみの販売額

来客数 676 721 766 811 897

解説 単位：人 年間契約の顧客数

イベント 2 2 1 1 1

回数 解説 単位：回 消費者との交流会

イベント 約270 約165 約150 約150 約150

参加者 解説 単位：人 延べ人数
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◇活用している地域資源
標高500m前後の高冷地、冷涼な気候や昼夜の寒暖の差が安全でおいしい農産物を生産で

きる要因となっている。また、村内には全国名水百選の白川水源や、県名水百選に8つの水

源が指定されるなど、豊富で清らかな地下水が無農薬栽培を可能にしている。

組合で製造している地酒「一心行」の名称は樹齢400余年になる大桜より名付けている。

。「 」 、 、開花時期には約30万人が訪れている 阿蘇は雄大で自然豊か という知名度があり また

町村合併後の名称を「村」としたために 「南阿蘇村産」と表示できることは貴重な財産と、

考えている。

◇地域活性化のポイント

安全な米づくりへの関心が高まり、平成9年にJAに減農薬米部会が設立された。また、構

成員の働きかけにより学校給食に地元の米を使うようになった。

、産直のノウハウを蓄積することが出おあしす米の影響で直売に取り組む農家が増加し

当組合のホームページを参考に、観光農園やJA部会などのホームページ開設が来た。また、

。急増した

構成農家を中心に「パソコンクラブ」を発会、講習会等の普及活動を展開している。ま

た、ネット利用者増により、村内に阿蘇テレワークセンター南阿蘇支局（プロバイダー）が

開局された。構成員間での合併浄化槽率の高まりはもとより、集落排水事業や合併浄化槽助

成事業が実施されるなど、水環境の整備が進んでいる。当組合は南阿蘇観光協会の一員であ

り、提案で第3セクター南阿蘇鉄道の沿線にナタネ種まきが実現している。

◇事業の今後の展開方向

技術水準を高めながら産直展開を進展させることで、構成員個々の農家経営の安定を図

る。これまで行ってきた環境保全型農業を広範囲に広げ、自然環境を地域ぐるみで守るよう

な活動を実践する。阿蘇の草原や田園風景は多くの地域住民で守るような活動を実践する。

阿蘇の草原や田園風景は多くの地域住民の人力により維持されてきた。この景観を継承する

ことが重要な課題と考えている。

農業農村は食料生産の場であるとともに、都市住民の癒しの空間でもある。食の交流や

イベントを通じてこの機能が果たせるように、さらに充実した活動を展開する。

また、これからの農村はエネルギー生産の場でもあると考える。これまで食を通して都

、 。市と連携してきたが 今後はエネルギーをキーワードにした連携が出来ないかを模索したい

例えば、農村で菜の花を栽培、菜種油を都市部で使い、その廃食油をトラクターの燃料にす

るといった試みである。バイオマスの利活用にも活動の輪を広げたい。

幸いにして阿蘇は活動展開を可能にする要素を十分に備えている。地の利を活かした農

業を展開し、夢と希望に満ちた地域づくりに邁進する。
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「立ち上がる農山漁村」選定案概要書

◎取 組 分 野： 輸出】【

熊本県氷川町１．都道府県、市町村
ひかわちょう

ＪＡやつしろ竜北果樹部会梨部２．事 業 者 名

吉野梨を、海外へ３．取 組 み の 名 称

４．取 組 概 要 等

◇概 要

国内経済の低迷が続く中で、贈答用に売り出していた大玉梨の売れ行きが悪く、販売単

価の下落が続いていた。

新たな販売拡大を模索していた時 「日本産ブランド輸出促進事業」の話が町よりあり、、

海外輸出への取組が始まった。

「日本産ブランド輸出促進事業」に取り組んだ平成16年度には、台風18号で大きな被害

を受けた中、ジャンボ梨「新高」760ケース（3,800kg)を台湾へ試験的に輸出した。輸出に

伴い、梨部会員やＪＡやつしろ、町等の関係者により、宣伝販売隊を結成し、台湾の大型量

台湾では秋の収穫を祝う「中秋節」に贈り物を贈る習慣が販店等で販売促進活動を行った。

また、現あり、この贈答需要を狙ったことで、高価格で販売されたにも関わらず完売した。

地での評価も高く、手応えを得るテスト輸出となった。

翌年の平成17年度には、前年の好評を受け、12,000ケース(60t)を輸出した。平成18年度

毎年、宣伝販売隊を送り込み、販売促進活動をには、15,360ケース(76t)を輸出している。

行うことで、年を追うごとに、台北でも「吉野梨」が知られるようになり、徐々にブランド

。化しつつある

また、この事業を通じて、梨だけではなく、八代地域の特産物である晩白柚やいちご、

トマト等の品目を海外へ輸出できるよう取り組んでいる。

◇活動の規模

項目 H13 H14 H15 H16 H17

生産量 122.8 94.0 129.7

解説 単位：ｔ

出荷額 255,000 237,000 254,000

解説 単位：千円

輸出量 3.8 60.0

解説 単位：ｔ H16年度より輸出。

◇活用している地域資源
・氷川町特産の梨、いちご

特に、梨は熊本県で最初に植栽され、植栽から100年以上栽培され続けている歴史ある農

産物である。旧吉野村地域で主に栽培されていることから 「吉野梨」として販売されて、

いる。

・八代地域特産の晩白柚

晩白柚は、八代地域の特産品であり、ポメロ種で世界一の大きさを誇る柑橘である。香り

も良く、正月用の贈答品として多く栽培されている。
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◇地域活性化のポイント

輸出初年度（平成16年度）のテストでは、台湾の秋の収穫を祝う「中秋節」の贈答需要

現地での評価も高く、平成17年度には12,000ケを狙ったことで、海外でも受け入れられた。

ース(60t)、平成18年度には、15,360ケース(76t)と輸出を拡大しており、生産者のやりがい

。につながっている

海外輸出以外でも、氷川町での梨の生産は4月上旬の満開期の景観の美しさ、農用地の利

活用、今や氷川町を代表するイベントとなった梨マラソン大会等、自然環境の保全、水源の

かん養、地域文化の継承などの多方面機能を発揮している。さらに 「道の駅りゅうほく」、

にある氷川町竜北物産館では青果はもちろん、梨を利用した多くの加工品が販売され、地域

経済への波及効果も大きい。

◇事業の今後の展開方向

現在、韓国産梨が台湾へ多く輸出されている。日本産梨は品質も良く、台湾では高級品

として受け入れられているが、韓国産梨の高品質化に伴い、品質差は縮まっている。他産地

との品質差を付けるためにも、より一層の品質向上が求められている。また、長時間の輸送

に伴い、果実のキズ、痛みが発生してくるが、この対応策も今後検討していく必要がある。

このように、輸出を始めて3年が経過したが、課題は多く残っている。この課題をクリア

しながら、国内及び海外へさらなる「吉野梨」ブランドの定着を図っていく。

さらには、梨だけでなく、氷川町及び八代地域の他農産物を、海外輸出を視野に入れた

販路開拓に繋げていきたいと考えている。
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「立ち上がる農山漁村」選定案概要書

◎取 組 分 野： 交流】【

沖縄県東 村１．都道府県、市町村
ひがしそん

(有)やんばる自然塾２．事 業 者 名

住民主導のエコツーリズムで地域活性化３．取 組 み の 名 称

４．取 組 概 要 等

◇概 要

東村の主要産品のパインアップルが自由化などの影響で低迷し、高齢化、後継者離れな

、 、 『 』ど過疎化が進むなか 平成7年 東村慶佐次地区に地域活性化を考える 夢つくり21委員会

が設立。国指定天然記念物のマングローブ林など地域資源の利活用など活性化の方策が語ら

れ、ワークショップの開催、モニターツアー等の事業化プロセスに住民を参画させ事業構想

村の自然、文化、歴史などを具体化させていく。その中で誕生した「やんばる自然塾」は、

の地域資源を都市住民に触れてもらい、地域の人々との交流を促進するため、16種類の体験

。プログラムを用意している

少人数対応のエコツアーは6コースあり、代表的な『慶佐次川カヌー体験』は、8名まで

の人数制限で自然に逆らわず、環境の負荷を考え満潮時にツアーを実施している。

修学旅行プログラムは全10コースあり 『慶佐次川マングローブカヌー＆自然観察 、亜、 』

熱帯の原生林が広がる森を体験する『やんばるの森トレッキング 、地域の人とふれあいが』

『 』、 （ ） 『 』多い 農業体験とパインジャム作り 地域のオバー おばあさん と作る 沖縄料理体験

等がある。

現在、参加者の70％は小中高校の修学旅行で、残りはエコツアーなどの個人客である。

活動における工夫として、ツアーのメニュー紹介、宣伝活動等はホームページやパンフ

レットを活用している。ホームページではメニュー紹介の他、質問等も受け付けており、よ

り詳細な内容の問い合わせを気軽に出来るようにしている。

また、修学旅行生が多いため、修学旅行体験プログラムパンフレットを作成し、各体験

プログラムの実際の行程を詳しく掲載している。さらに、事故が発生した場合の救急連絡体

制についても掲載し、安心して参加できるような体制も示している。

団体客のプログラムを実施する際には、自然環境に負荷をかけないよう、実施回数の調

整を行っている。また、一人あたり200円の環境協力金(料金に含む）を設定し、その協力金

。 、 、で自然保護のための活動も行う 体験メニューを通して 単なるレジャー体験だけではなく

やんばるの自然環境、食文化、自然環境保護の大切さ等も学習してもらい、より意義のある

ものとなるように工夫を行っている。

そして、農業体験やジャム作りなど、地域住民も指導者として参加できるような体験メ

、 、ニューを作成し やんばる自然塾の常勤・非常勤スタッフも全て村内の住民を採用するなど

地域ぐるみ、地域主導で地域活性化に向けた取組になるように取り組んでいる。

◇活動の規模

項目 H13 H14 H15 H16 H17

来客数 6,000 9,000 18,000 18,000 20,000

解説 単位：人 ツアー体験者の人数を記入

雇用者数 6 8 8 105

解説 単位：人 常勤スタッフ
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◇活用している地域資源
・慶佐次川ヒルギ林及び慶佐次川河口周辺 → カヌー体験等で活用

・福地川 → カヌー体験・自然観察ツアーで活用

・玉辻山 → トレッキングで活用

・地域住民 → パイン収穫とジャム作り体験、ウチナー家庭料理体験で活用

◇地域活性化のポイント
飲食店のこれまで村内の観光産業はほとんどなかった。(有)やんばる自然塾の設立後、

開業やガイド業、観光農園、バンガローや民宿等の宿泊業が増え、さらに農産物販売が拡大

。されるなど地域経済へ大きく貢献している

平成11年以前は県外の旅行者がほとんどいなかった当地区に、補助事業で整備した「ふ

れあいひるぎ公園｣や、(有)やんばる自然塾のエコツアーなどが相乗効果となり、平成15年

スタッフは全て地域採用とし、常勤・非常勤を含めると15には推計で10万人が訪れている。

。人になるなど雇用にも貢献している

◇事業の今後の展開方向

ツアー実施前には発生しな今後も観光客、体験客が増加することが見込まれているが、

かったゴミ問題や自然環境への負荷などが問題となりつつある。このため、村行政、地域住

。民とも連携して豊かな自然が損なわれることがないような対応を検討している

・各種ガイドラインの設定

活用している自然環境に負荷をかけることがないように、今後は、ツアー受け入れ人数

の制限、立ち入り地域の制限などのガイドラインを設定して、持続可能なエコツーリズムを

目指している。

・人材育成

ツアーガイドのさらなるレベルアップを図り、安全で楽しく、ためになるツアーの提供

を目指している。
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「立ち上がる農山漁村」選定案概要書

◎取 組 分 野： 食】【

沖縄県今帰仁村１．都道府県、市町村
な き じ ん そ ん

農業生産法人(有)今帰仁アグー２．事 業 者 名

在来豚による地域興し３．取 組 み の 名 称

４．取 組 概 要 等

◇概 要

在来豚の純粋種の保存と頭数拡大、農業生産法人(有)今帰仁アグーは、平成15年に沖縄

民俗文化、食文化を伝統習慣、食育を兼ねて伝達する事、雇用と生きがいを創出し産業化を

。図る事を目標に代表者を含む10名の出資者により設立した

厳しい飼育管理の下、優れた在来豚を厳選し繁殖豚と肥育豚の頭数が拡大しつつある。

加工、販売は、他社に委託しているが、経営革新計画を立て、事業活動の促進に邁進し、

沖縄県の承認申請を行っている。

沖縄県及び北部の産業祭り、地域のイベントを中心に出店、出展を行い、歯科医師会で

の食育シンポジウム、北部市町村長会議、北部商工会長会、沖縄県商工会連合会「若い経営

者の主張発表会」などでの講演会をはじめ、多くのマスコミの取材に対応している。

琉球在来豚アグー保存会での活動。

沖縄県で行われている、琉球在来豚「アグー」の遺伝的資源の確保・安定供給体制支援

。事業での活動

◇活動の規模

項目 H13 H14 H15 H16 H17

生産量 5 70 150

解説 単位：頭 生産頭数

売り上げ 173 3815 8844

解説 単位：千円

来客数 50 200 300

解説 単位：人 見学者、取材、取引業者

雇用者数 1 1 2

解説 単位：人

イベント 5 20 25

回数 解説 単位：回

イベント 25 100 125

参加者 解説 単位：人

◇活用している地域資源
・琉球在来豚アグー、琉球在来豚アヨー（家畜）

、 、 、 、 （ ）・オリオンビールのビール粕 泡盛のモロミ粕 茶殻 豆腐粕 梅干エキス及び梅干屑 餌

・海草（ナチョーラ （餌、駆虫））

・古豚舎（畜舎）

・古老の知恵（食生活、伝統儀礼、家畜の飼養管理方法 等）

・沖縄北部の概念（沖縄北部地区は本島の中でもっとも自然が残り、昔の伝統、行事が色濃

く残り、沖縄らしさを持っている。その沖縄らしさが、人と地球が持続可能で健康的な関係

を共有し、より豊かで快適な空間をつくっているという大まかなとらえ方 。）
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◇地域活性化のポイント

・民族的に確立されたアイデンティティーは、使い方によっては宝になり、武器になり、道

具になりうる事を認識する。

・信念、意思、情熱、想い入れ、こだわりなどの心理的な事柄と技術、知識、知恵などの科

学的な事柄とのバランスが必要になる。

・情報と人的繋がりを持って戦略、戦術を組み立て、軌道修正などを判断し、革新性、独自

性、協調性、社会運動性、人の持つ概念の理解と利用などの調整が重要である。

・世の中で生き残る事は、強い事だけではなく、適応する事、変異する事が重要である。

・独自性と独創性、完成度を兼ね備えブランド化を測る。

・意思と科学と情報を持って機動力、主張力に繋げる。

◇事業の今後の展開方向

・アグーによる種の保存、系統造成。

・民族文化・食文化の伝統習慣の継承による村興し。産業化を測るため価値の制御と生産の

調整管理をし、商品開発、市場開拓を行い生産効率の充実を測る。

・体験学習、生態博物館の実践により、遺伝資源としての重要性、民俗文化資源としての重

要性、社会運動性として重要性を今後、具体的に主張するために具現化し、農村起業家の育

成組織としても役割を果たす。

・小型化のアグーを造成し、医療関係に使用する方向性とアニマル・セラピーとしての活用

を考える。

・認定農業者の認定取得と事業導入による生産基盤の充実。

・経営革新計画に係わる承認と加工、流通部門の充実。

100




