
1 北海道 根室市
ネムロシ

歯舞地区マリンビジョン協議会 歯舞地区マリンビジョン

2 北海道 根室市
ネムロシ

落石地区マリンビジョン協議会 落石地区マリンビジョン

3 北海道 富良野市
フラノシ

麓郷振興会 朝望大麓　夕眺芦別　是桃源郷
（東の大麓山，西の芦別岳を眺望する麓郷は，理想郷のまさに桃源郷である。）

4 北海道 当別町
トウベツチョウ

当別町亜麻生産組合 よみがえれ！亜麻の花咲く里づくり ～新たな力～有り

5 北海道 福島町
フクシマチョウ

北海道　福島町 福島地域マリンビジョン「海峡（うみ）の横綱をめざして～ステップアップ福島」

6 北海道 乙部町
オトベチョウ 乙部町契約野菜出荷組合

ひやま南部大豆生産組合 地域一丸！契約栽培で農業再生！！

7 北海道 寿都町
スッツチョウ

北海道　寿都町 水産業と漁村を中心とした地域振興の取組（寿都地域マリンビジョン）

8 青森県 弘前市
ヒロサキシ

在来津軽清水森ナンバブランド確立研究会 温故創新「清水森ナンバ」 ～新たな力～有り

9 青森県 南部町
ナンブチョウ

三八地域県産材で家を建てる会 異業種連携による地域材利用拡大の取組

10 岩手県 遠野市
トオノシ

あやおり夢を咲かせる女性の会 地域作りからコミュニティビジネスへ展開

11 岩手県 一関市
イチノセキシ 農家レストラン「夢みる老止の館」

出前餅つき隊（餅、モチグループ）
「都市と農山漁村の交流」－ゆとりとやすらぎ、食育の場の提供－

12 宮城県 石巻市
イシノマキシ

あじ朗志組 心のふるさとづくり～「網地島ふるさと楽好」等の取組～

13 秋田県 横手市
ヨコテシ

おものがわ夢工房 伝統の味・地元の味を子供たちへ

14 山形県 尾花沢市
オバナザワシ

尾花沢市 尾花沢、きれいで、おいしく、ここちよい♥

15 山形県 川西町
カワニシマチ

東沢地区協働のまちづくり推進会議 山村留学の実施と交流をベースにした米の販売提供

16 福島県 福島市
フクシマシ

ふくしま女性起業研究会 「出前教室」請けたまわります

17 茨城県 下妻市
シモツマシ

下妻食と農を考える女性の会（ウィマム） 「女性の力」－女性の知恵や力を活かした取組み ～新たな力～有り

18 群馬県 富岡市
トミオカシ

甘楽富岡蚕桑研究会 養蚕文化の継承

19 埼玉県 さいたま市
シ

見沼田んぼ福祉農園 共に学び、共に育ち、共に生きる、共生の農業の実現

20 神奈川県 南足柄市
ミナミアシガラシ

あしがら花紀行千津島地区実行委員会 四季折々に咲く花による地域おこし「あしがら花紀行」の先駆団体

21 新潟県 上越市
ジョウエツシ

ファーストファーム株式会社 農業特区を活用した農による新しい産業の創出

22 石川県 羽咋市
ハクイシ

羽咋市 自立・自活する山村集落づくり「山彦計画」

23 福井県 南
ミナミ

越前町
エチゼンチョウ

有限会社ほっと今庄 400年の歴史を持つ特産「そば」を守り、育て、拡める

24 長野県 箕輪町
ミノワマチ

中箕輪農事組合法人 赤そばによる地域おこし

25 岐阜県 恵那市
エナシ

株式会社　山岡のおばあちゃん市 都市と農山漁村の交流　ゆとりとやすらぎ・食育の提供

26 岐阜県 下呂
ゲロ

市
シ

さんまぜ工房直販組合 飛騨のごっつお「ねずし」を作る－小さな村の元気な女性たち

27 岐阜県 下呂
ゲロ

市
シ

馬瀬地方自然公園・住民憲章推進協議会 質の高い馬瀬の自然を遺して、個性ある地域を目指す

28 静岡県 松崎町
マツザキチョウ

石部地区棚田保全推進委員会 棚田復元によるグリーンツーリズムの展開

29 愛知県 豊田市
トヨタシ

三州足助屋敷 里山あすけの暮らしと手仕事　保存と継承

30 三重県 いなべ市
シ

三重県　いなべ市 スローな公共事業の実践「いなべ市農業公園」

31 滋賀県 大津市
オオツシ

北比良グループ 女性の感性を活かした食と農を結ぶ活動
～地元産の米・大豆を使った味噌作りから食育まで～

32 滋賀県 高島
タカシマ

市
シ

里山パン工房 地元産米自家製粉　米粉パン製造販売

33 滋賀県 東
ヒガシ

近江市
オウミシ

農事組合法人　万葉の郷ぬかづか　加工部 米粉パンの万葉の郷ぬかづか

34 大阪府 田尻町
タジリチョウ

田尻漁業協同組合 田尻海洋交流センター事業－関空対岸での観光漁業、日曜朝市、マリンレジャーとの共存－

35 兵庫県 丹波
タンバ

市
シ

東芦田まちづくり協議会 田舎の力こぶプロジェクト
― 米・果物づくり・里山体験、間伐材活用、茅葺き民家の保護―

36 和歌山県 白浜町
シラハマチョウ

大好き日置川の会 体験型観光「ほんまもん体験」の振興
－農林漁業・農産加工体験、世界遺産「熊野古道」巡り－

37 鳥取県 江府町
コウフチョウ

貝田集落 米と伝統文化と景観の里

38 島根県 出雲市
イズモシ

いずも農業協同組合多伎いちじく生産部会 ”いちじく”がつくった町

39 岡山県 備前市
ビゼンシ

日生カキお好み焼き研究会 カキオコで楽しむまちづくり

40 山口県 萩市
ハギシ

うり坊の郷katamata 「元気な片俣の創出」－交流拠点が元気の源－

41 山口県 岩国市
イワクニシ

錦町林業振興会女性部会 森林の利活用による地域の活性化

42 山口県 長門市
ナガトシ

通地区発展促進協議会 「古式捕鯨の里　通（かよい）づくり」

43 高知県 土佐市
トサシ

土佐文旦ブランド化協議会 土佐文旦「てんたん」のブランド化

44 高知県 いの町
チョウ

NPO法人　土佐の森・救援隊 森林環境保全活動で地域づくりを！

45 高知県 中土佐町
ナカトサチョウ

上ノ加江漁業協同組合 体験型観光と特産物による漁村の振興

46 高知県 中土佐町
ナカトサチョウ

農事組合法人　苺倶楽部 苺農家の女性が自家産苺を使ったケーキ屋

47 高知県 三原村
ミハラムラ

三原村どぶろく組合 ”どぶろく”で村も私もリフレッシュ！！

48 福岡県 飯塚市
イイヅカシ

筑豊地域直売所連絡協議会 地域内直売所の連携による共通課題解決と地域貢献

49 佐賀県 唐津市
カラツシ

鮎の里 女性起業による地域農産物の加工・販売

50 長崎県 松浦市
マツウラシ NPO法人観光体験ネットワーク松浦党

松浦体験型旅行協議会 松浦党の里ほんなもん体験

51 熊本県 八代市
ヤツシロシ

千丁町ひのみどり会 「ひのみどり」による産地再興

52 熊本県 阿蘇
アソ

市
シ

阿蘇町食と農を考える女性の会 大阿蘇郷土料理　薬膳レストラン燦

53 熊本県 山
ヤマ

都
ト

町
チョウ

財団法人清和文楽の里協会 文楽の里づくり

54 大分県 日田市
ヒタシ

大肥郷ふるさと農業振興会 多集落１農場方式と多彩な交流・ふれあい活動

55 宮崎県 都城市
ミヤコノジョウシ

株式会社　はざま牧場 雇用拡大による地域活性化

56 宮崎県 諸塚村
モロツカソン

諸塚村産直住宅推進室 諸塚村産直住宅

57 宮崎県 高千穂町
タカチホチョウ

五ヶ村村おこしグループ 地元に伝わる神楽を活用した交流体験事業

58 鹿児島県 屋久島
ヤクシマ

町
チョウ

げじべえの里管理組合 集落で立ち上げた直売所　～観光地を生かした生産販売活動の拠点づくり～

59 沖縄県 大宜味村
オオギミソン

笑味の店 おじぃ・おばぁの智恵を生かした地域ブランドづくり
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