
 

 

 

 

 

「「立立ちち上上ががるる農農山山漁漁村村  ～～新新たたなな力力～～」」  

選選  定定  案案  概概  要要  書書  

資料６ 



 

平成 18 年度「立ち上がる農山漁村 ～新たな力～」選定案概要書 

 

１． 「新たな力」候補団体等名称 

江別製粉株式会社 

 

２． 協働している取組の名称及び応募団体名 

取組の名称：「麦の里えべつ」 ～小麦でつながる産学・官民ネットワーク～ 

応募団体名：江別麦の会（事例 No.1） 

 

３． 協働している取組の概要 

江別麦の会では、実需者、消費者に人気の高い小麦「ハルユタカ」の生産を振興する

ため、本来 4月に行う播種を前年の降雪前（11 月）に行う「初冬まき栽培技術」による

安定生産の普及を図った結果、江別市では種子栽培を除く全量が初冬まき栽培となり、

春まき小麦の反収は全道平均を大きく上回ることとなった。 

  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、生産者や飲食店等を集めた

試食会を行い、意見を商品に反映させている。これまで、地元企業等と一体となった取

組により用途別に開発された粉を使った「北こがね」やパン用小麦粉の「ノースランド」、

生産から製粉・製麺までを市内で完結する「江別小麦めん」などを商品化している。 

  このほか、講演会の開催による意見交換や、他団体の視察受入など全国的な交流を図

っているほか、江市内小中学校給食への提供や、市内小学校の総合学習における食育へ

の協力など様々な取組により、市内の至るところで「麦の里えべつ」を実感できるよう

になり、地産地消の動きが拡大している。 

 

４． 取組への協力のポイント 

江別市で製粉業を営む江別製粉株式会社では、地元の小麦を育てようと農家と二人三

脚での研究を行ってきた。 

それまで、一般的な生産プラントでは原料小麦が 1度の製粉で２０～２５トン必要と

いう大量生産であり、江別産小麦だけなど、小口での受注は無理であった。 

こうした中、食への安全意識から産地限定の少量生産の要望に応えるため、同社では

従来の製粉設備を機能はそのままにスケールダウンした０．５～１トン単位の小ロット

製粉システムを開発した。 

このシステムの開発により、少量での製粉が可能となり、産地・生産者名を表示でき

る特色ある小麦粉の生産が可能となった。 

このことが、農家や企業、研究機関などが一体となって取り組んだ、生産から製粉・

加工販売までを江別市内で完結する「江別小麦めん」の開発につながり、江別市の小麦

の地産地消を拡大させる大きな要因となっている。 

また、少量加工を可能としたこのシステムは、生産者の少量他品目生産を可能とする

とともに、消費者の細かなニーズに対応したオーダーメイド感覚の小麦粉生産を可能と

しており、農家と消費者の橋渡し役として、江別産小麦のブランド化、地域の活性化に

大きく貢献している。 

 



 

平成 18 年度「立ち上がる農山漁村 ～新たな力～」選定案概要概要書 

 

１． 「新たな力」候補団体等名称 

株式会社菊水 

 

２． 協働している取組の名称及び応募団体名 

取組の名称：「麦の里えべつ」 ～小麦でつながる産学・官民ネットワーク～ 

応募団体名：江別麦の会（事例 No.１） 

 

３． 協働している取組の概要 

麦の里江別では、実需者、消費者に人気の高い小麦「ハルユタカ」の生産を振興する

ため、本来 4月に行う播種を前年の降雪前（11 月）に行う「初冬まき栽培技術」による

安定生産の普及を図った結果、江別市では種子栽培を除く全量が初冬まき栽培となり、

春まき小麦の反収は全道平均を大きく上回ることとなった。 

  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、生産者や飲食店等を集めた

試食会を行い、意見を商品に反映させている。これまで、地元企業等と一体となった取

組により、用途別に開発された粉を使った「北こがね」やパン用小麦粉の「ノースラン

ド」、生産から製粉・製麺までを市内で完結する「江別小麦めん」などを商品化している。 

  このほか、講演会の開催による意見交換や、他団体の視察受入など全国的な交流を図

っているほか、江市内小中学校給食への提供や、市内小学校の総合学習における食育へ

の協力など様々な取組により、市内の至るところで「麦の里えべつ」を実感できるよう

になり、地産地消の動きが拡大されている。 

 

４． 取組への協力のポイント 

江別市で家庭用生麺などを製造する「株式会社菊水」は、年 1億 3 千万食の麺を製造

するが、大半は輸入小麦を原料とする大量生産であった。テレビ番組で江別産小麦の麺

を使った札幌のラーメン店が高い評価を得たのをきっかけに農家や企業、研究機関が一

体となっての「江別ブランド」のラーメン作りが始まった。 

麺を担当した同社では、江別小麦めん専用の工房を建設し、職人の手打ち・包丁切り

動作を再現した機械を導入した手揉み製法で製麺するなど、地元素材の長所を活かすこ

とにこだわり何度も試作を繰り返し、小麦の生産から、製粉、製麺の全てを市内で完全

パッケージ化する顔の見える産地麺である「江別小麦めん」が誕生した。通常の大量生

産では、１ラインあたり 1日 3 万食を生産するが、工房では手作り感にこだわり、通常

より長い加工工程を必要とするため 1日 1 千食のみの生産となる。 

こうして創られた「江別小麦めん」は、江別市内のみで販売され、平成 17 年には 15

万食を販売した。また、同じ小麦粉を使用する量産品は 16 年度は全国で 100 万食、17

年度は 150 万食を販売した。「顔の見える産地麺」の全国展開は、「麦の里」の知名度

アップに大きく貢献している。 

また、地元密着方の商品開発を行った結果、まちの至る所で「麦の里えべつ」「江別

小麦麺」といったのぼりが見られるようになった。また、市内限定品には地元小学生の

描いた絵を採用するなど「麦の里えべつ」を市民が深く実感できるような取組により、

地産地消を促進する大きな力となっている。 



「立ち上がる農山漁村 ～新たな力～」選定案概要書 

 

１． 「新たな力」候補団体等名称 

弘前大学農学生命科学部地域環境科学科 

 

２． 協働している取組の名称及び応募団体名 

取組の名称：農家蔵の保存利活用とグリーン・ツーリズム 

応募団体名：NPO 法人尾上蔵保存利活用促進会（事例 No.7） 

 

３． 協働している取組の概要 

旧尾上町には 334 の蔵が現存し、その 94%が農家所有の蔵である。ＮＰＯ法人尾上

蔵保存利活用促進会では、今では建造主、建てる職人もいない農家蔵を文化遺産で

あると位置づけながら、蔵保存と利活用を推進している。 

「農家蔵のまち」全国ブランドの確立のため、大学等教育機関との連携により町

内の蔵の調査を行い、国登録有形文化財への登録申請を行い、平成 17 年には 22 棟

の農家蔵が全国で初めて登録された。 

また、県内外のＮＰＯ法人やグリーン・ツーリズム推進団体、旅行会社等との連

携により、「蔵マップ」「蔵ジャーナル」の発刊、蔵・農家庭園ウォッチングの開

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け入れなど農村

文化と蔵の魅力を全国に発信している。町商工会との共催事業である「蔵巡り・庭

園巡り」は有料であるが、毎年約 3，000 人の来訪者を確保し、地域経済の活性化に

貢献している。 

活動の実施に当たっては、地域案内人（蔵ガイド）育成とスタッフ発掘、グリー

ン・ツーリズムインストラクター、コーディネータースクール養成講座を開設する

など、地域の人材発掘と育成を合わせて行っている。 

そのほか、農家蔵ブランドの商標登録により、商工業者との連携で土産品、はが

き、Ｔシャツ、農産物加工品等の商品開発を行うなど多様な方法で「蔵文化」を発

信している。 

 

４． 取組への協力のポイント 

弘前大学農学生命科学部地域環境科学科では、同学科谷口建教授が活動主体である「尾

上蔵保存利活用促進会」設立前の平成 13 年に、現事務局長の佐藤正彦氏から尾上町の蔵

調査の依頼を受けたのをきっかけに、地域環境科学の専門的知見を基に、尾上町全地域

の蔵の数、屋根・壁の色、腰模様などの調査を行ってきた。 

調査を通じて、これまで、特別なものとして意識されることのなかった農家蔵という

地域の文化的資源の保存・利活用を意識するようになり、平成 14 年の尾上蔵保存利活用

促進会の設立に際して、谷口教授も同会の理事として参加し、同研究室生とともに尾上

町全地域の蔵データを収集した蔵マップを作成した。 

このほか、蔵・農家庭園ウォッチング時のガイド派遣、修学旅行農作業体験やファー

ムステイ受入時の現地対応スタッフとしての学生派遣や、国登録有形文化財蔵・蔵並み

通りライトアップ事業等イベント時の企画・運営に際しての助言及び人的協力など応募

団体の活動を全面的に支援している。 

また、毎年、スタッフとして参加した学生は卒業論文で「蔵文化」をはじめとする農

村景観を取り上げるなど、会との結びつきを強めている。 



 

「立ち上がる農山漁村 ～新たな力～」選定案概要書 

 

１．「新たな力」候補団体等名称 

八戸工業大学工学部建築工学科 

 

２．協働している取組の名称及び応募団体名 

取組の名称：農家蔵の保存利活用とグリーン・ツーリズム 

応募団体名：NPO 法人尾上蔵保存利活用促進会（事例 No.7） 

 

３．協働している取組の概要 

旧尾上町には 334 の蔵が現存し、その 94%が農家所有の蔵である。ＮＰＯ法

人尾上蔵保存利活用促進会では、今では建造主、建てる職人もいない農家蔵を

文化遺産であると位置づけながら、蔵保存と利活用を推進している。 

「農家蔵のまち」全国ブランドの確立のため、大学等教育機関との連携によ

り町内の蔵の調査を行い、国登録有形文化財への登録申請を行い、平成 17 年

には 22 棟の農家蔵が全国で初めて登録された。 

また、県内外のＮＰＯ法人やグリーン・ツーリズム推進団体、旅行会社等と

の連携により、「蔵マップ」「蔵ジャーナル」の発刊、蔵・農家庭園ウォッチ

ングの開催、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け

入れなど農村文化と蔵の魅力を全国に発信している。町商工会との共催事業で

ある「蔵巡り・庭園巡り」は有料であるが、毎年約 3，000 人の来訪者を確保

し、地域経済の活性化に貢献している。 

活動の実施に当たっては、地域案内人（蔵ガイド）育成とスタッフ発掘、グ

リーン・ツーリズムインストラクター、コーディネータースクール養成講座を

開設するなど、地域の人材発掘と育成を合わせて行っている。 

そのほか、農家蔵ブランドの商標登録により、商工業者との連携で土産品、

はがき、Ｔシャツ、農産物加工品等の商品開発を行うなど多様な方法で「蔵文

化」を発信している。 

 

４．取組への協力のポイント 

国登録有形文化財への登録申請には、専門機関の調査が必要としており、八戸

工業大学工学部建築工学科の月舘敏栄教授及び研究室生は、活動の実施主体であ

る「尾上町蔵保存利活用促進会」からの依頼を受けて、平成 16 年度から金屋地区

農家蔵（７８棟）の母屋と蔵の位置関係や内部の間取りの計測、蔵の歴史に関す

る聞き取り調査などを実施した。 

この結果、国土の歴史的景観に寄与しているものとして、平成 17 年 12 月に全

22 棟の蔵が国重要有形文化財登録され、「蔵」という地域資源を活用した地域の活

性化を促進することとなった。 

その後も引き続き調査に際して全面的に協力しており、平成 18 年度実施した調

査結果を受けて 18 棟を追加申請、平成 19 年度も引き続き調査を行うこととして

おり、蔵保存活動に向けて応募団体との強いパートナーシップが構築されている。 

 



「立ち上がる農山漁村 ～新たな力～」選定案概要書 

 

１． 「新たな力」候補団体等名称 

岩手大学農学部 

 

２． 協働している取組の名称及び応募団体名 

取組の名称：森林・林業日本一の町づくり 

応募団体名：岩手県住田町(事例 No.11) 

 

３． 協働している取組の概要 

岩手県住田町では、高気密・高断熱へと移行する住宅木材需要に着目し、「杉の集成

材」としての可能性に賭け、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。官民一体となった取組は

功を奏し、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

沈滞に悩む地域経済にきわめて大きな影響を与えている。また、人口 6,000 人の町にお

いて、170 人の雇用を生み出したこと、特に若年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齢化に悩む町において地域の担い手育成にも大きく寄与している。 

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

興味がある消費者への PR も行っている。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。木工団地での製

品の大半は住宅建材であり、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。 

また、森林・林業を一部の関係者だけでなく、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。 

 

４． 取組への協力のポイント 

岩手大学農学部船越昭治教授と同学部生は、昭和 50 年代に、それまで地域で伝統的に

行われていた林業を体系的に整理し、町の進むべき林業の方向性を明確にした「住田町

林業振興計画」を策定し、これまで３次の計画策定を行っている。特に第１次計画は単

独の市町村としては全国に例を見ない広範囲かつ細部にわたる調査に基づく地域に根付

ざした林業振興の方向性を示したもので、これが現在の林業振興の出発点となっている。 

また、平成 12 年に同学部澤部攻教授が中心となり、木質バイオエネルギーの利用を図

るため、残材等の経済性調査を行い、林地残材の不採算性を指摘、経済性を重視した「お

が屑」を原料とした「住田型木質ペレット」の製造を提唱した。乾燥した木材から出る

おが屑を使用することにより化石燃料の使用が抑えられ、採算に合致した生産が行われ

ることとなった。 

平成 15 年からは、同学部岡田秀二教授を中心とした国際的な取組である「FSC 森林管

理認証」の指導及び知見の提供により、地元林業者の取得に貢献するとともに、森林認

証制度を一部の林業関係者ばかりでなく一般町民にまで普及する施策を講じる取組のき

っかけとなった。また、同教授の働きかけにより、「岩手大学ミュージアム」内に、住

田町との連携による森林管理・木材加工事業等を「林業開発と木工製品」と題して、県

内町村としては唯一の常設展示を行っている。 



 

「立ち上がる農山漁村 ～新たな力～」選定案概要書 

 

１． 「新たな力」候補団体等名称 

NPO 法人地球緑化センター自主活動グループ「かぐや姫」なごみの里竹原 

 

２． 協働している取組の名称及び応募団体名 

取組の名称：新やすらぎ空間「かぐや姫の郷」 

応募団体名：竹原郷づくり協議会（事例 No.18） 

 

３． 協働している取組の概要 

栃木県茂木町竹原地区では、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農村

女性や高齢者の知識とノウハウを活用する新たな場を創出すると同時に、現在では

登録オーナー数も 22 組に増え、都市との活発な交流は地域の活性化に大きく寄与し

ている。 

また、古くからの地域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。 

平成 18 年には、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により、多くの

観光客を集めている。 

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「美の郷づくりコンクール」審査員特別賞を受賞した。 

 

４． 取組への協力のポイント 

NPO 法人地球緑化センター会員で栃木県真岡市在住の鈴木茂氏が、もともとボランテ

ィアとして竹原地区の竹林間伐に参加したことをきっかけに、2004 年から、同法人の自

主活動グループ「『かぐや姫』なごみの里竹原」として、年間を通じて竹原地区の竹林

や檜の間伐、下草刈りなどの山林保全活動、ゴミ拾いや散策路整備などの河川整備活動

を実施し、一般ボランティアが参加する里山保全活動の際には、森林・竹林管理の専門

的知識やノウハウに基づいた助言・指導を行っている。 

2 年余りの活動で高齢化が進み、手入れが行き届かなかった民有の竹林など約 3 ヘク

タールの間伐を行った。継続的な活動により「坪渕の滝」周辺は、子供たちの遊び場、

地域住民の散策路として蘇り、今では重要な観光スポットとなっている。また、間伐し

た竹の一部は土砂崩れ防止に使用され、地域の安全に役立っている。 

そのほか、スタッフの一部が竹原地区に常駐し、地域資源である「竹」の加工品開発

や応募団体である「竹原郷づくり協議会」との共催イベントの企画・運営に携わってお

り、これまで外部との交流のあまりなかった竹原に、都市住民との活発な交流をもたら

している。 



 

「立ち上がる農山漁村 ～新たな力～」選定案概要書 

 

１． 「新たな力」候補団体等名称 

作新学院大学総合政策学部 

 

２． 協働している取組の名称及び応募団体名 

取組の名称：新やすらぎ空間「かぐや姫の郷」 

応募団体名：竹原郷づくり協議会（事例 No.18） 

 

３． 協働している取組の概要 

栃木県茂木町竹原地区では、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農村

女性や高齢者の知識とノウハウを活用する新たな場を創出すると同時に、現在では

登録オーナー数も 22 組に増え、都市との活発な交流は地域の活性化に大きく寄与し

ている。 

また、古くからの地域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。 

平成 18 年には、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により、多くの

観光客を集めている。 

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「美の郷づくりコンクール」審査員特別賞を受賞した。 

 

４． 取組への協力のポイント 

平成 15 年、竹原地区での村おこしの機運の高まりを受け、栃木県の「ふれあいの郷づ

くり事業」により、作新学院大学地域発展学部（活動当時：現総合政策学部）橋立達夫

教授が中心となり「竹原かぐや姫の郷づくり」構想を取りまとめた 

地域活性化策の専門的知見から、地域の問題と活用可能な資源、可能な取組などの分

析を行ったこの構想により、現在の活動主体であり、竹原地区全戸加入により運営され

る「竹原郷づくり協議会」が発足し、それまで山林を浸食する厄介者であった「竹」を

地域資源とみなし、地域活性化の中心とする現在の活動の基本方針となった。 

また、それまでの「竹原に住む人だけで地区を変えていく」という自前型の考え方の

転換を図り、外部との交流によって竹原地区外の人材を村おこしのスタッフに取り込む

という新たな視点を地域に与えた。「農と集落の環境保全」を交流の素材として活用し、

むらおこしの過程から都市をはじめとする外部の人間に参加させることで、参加者の愛

着と思い入れにつながるこの方法は、高齢化の進む竹原地区で地域住民達が無理のない

継続的な活動を行うための大きなヒントとなった。 



 

「立ち上がる農山漁村 ～新たな力～」選定案概要書 

 

１． 「新たな力」候補団体等名称 

九州東海大学農学部応用植物科学科作物学研究室 

 

２． 協働している取組の名称及び応募団体名 

取組の名称：「米の産直」 都市との連携“食から緑のエネルギーへ” 

応募団体名：南阿蘇おあしす米生産組合（事例 No.47） 

 

３． 協働している取組の概要 

平成元年熊本県旧白水村のＪＡ青壮年部７名は、米の無農薬栽培を試験的に開始

し、平成３年に産直に取り組むため現活動団体の前身である「白水村おあしす米生

産組合」を設立した。 

「おあしす米」は店頭での販売は行わず、農家名を記載した商品を顧客に直接届

けることで信頼関係を築いている。注文は予約制を基本とし、毎月１回農家毎に精

米直後の米を発送している。平成１１年には「おあしす米」の名称を商標登録する

など、安心・安全な米のブランド化を進める取り組みも行っている。安全な米づく

りへの関心の高まりにより、地元小学校の給食に地元産の米が使われるようになっ

た。 

また、商品に月刊誌や季節毎の農産物を同梱するなどのサービスや、ホームペー

ジを活用した農家毎の経営や家族の様子の報告、「アイガモ田見学ツアー」と称し

た水田見学・バーベキュー大会の実施や、他地域に出向き、東京・大阪などの顧客

と対話する機会を設けることで信頼関係を深め、心理的距離を縮める努力をしてい

る。 

平成３年にゼロから始まった取り組みは、現在では年間９００組の顧客に８２ト

ンを直送するまでに成長した。 

米の産直のノウハウを活用し、現在では米以外にもオリジナル地酒「一心行」の

製造販売、規格外メロンを「場外ホームランメロン」と名付け販売するなど独自ブ

ランド構築に向けた新たな取組にも挑戦している。 

    

４． 取組への協力のポイント 

南阿蘇おあしす米生産組合が活動を始めた平成元年当初、それまで九州地方では米の

無農薬栽培はあまり活発ではなく、十分な知識やノウハウが得られない状況であった。 

そのような中、九州東海大学農学部応用食物科学科の片野學教授が中心となり、新た

に無農薬栽培に挑戦する農家への指導・助言を行い、長年にわたって農家毎の生育調査・

収量調査を実施し、調査結果を各農家の栽培方法に反映していくことで、現在の「おあ

しす米」の安定生産が可能となった。 

現在では、収量アップのための分析に加え、栽培方法と食味の関係を調査することに

よりモニターとして参加する農家と共に、より美味しい米作りのための研究を行ってい

る。この研究成果が「おあしす米」生産農家の栽培方法に還元され、商品としての品質

を高め、販売の拡大に寄与している。 

なお、平成１８年１１月３日には、村と大学との総合交流協定が締結され、研究の担

い手と生産の担い手の、より強力なパートナーシップが確立されることとなった。 


