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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 【知的財産】【 】 】

北海道根室市１．都道府県、市町村
ね む ろ し

歯舞地区マリンビジョン協議会２．事 業 者 名

歯舞地区マリンビジョン３．取 組 み の 名 称

４．取 組 概 要 等

◇概 要

将来における豊かで活気のある漁村を構築するため、水産業を核とした地域振興計画を

策定・各アクションプログラムを実行する。漁業者、漁協、地域住民、商工・観光、農業・

行政などで平成18年に協議会を設立。

①販売額や集客数を増加させるための工夫

漁業者自地区水産物のＰＲ事業については、販路開拓・消費拡大を目的とするほか、

らが宣伝隊として参加し、消費者ニーズを把握するなど、従来の魚を捕るだけでなく、

。流通を見据えた生産活動に努めることにより、漁価の向上と漁業経営の安定化を図る

②経営・運営体制の充実等の工夫

活動費については、地区のほとんどが漁家であることから、漁協の財源をもって運営

活動状況をニュースレターや漁協発行のしている。また、参加意欲の醸成については、

している。広報誌を用いて、会員はもとより地域住民に周知

③活動のオリジナル性を創出するための工夫

１漁業部特に漁協においては、ブランド化への取り組みによる漁業振興を図るため、

会１品ブランド化運動を推進しており、これまで地域商標登録として「はぼまい昆布し

ょうゆ 「一本立ち歯舞さんま 「歯舞こんぶ」などの出願に加え 「ふとっぱら （船上」 」 、 」

沖〆マダラ 「生ウニ塩水パック 「歯舞かあちゃんの浜干し （開きさんま）などのブラ） 」 」

ンド力の高い商品開発に取り組んでいる。

④活動を地域のコミュニティの活動とするための工夫

地酒「北の勝」と歯舞水産品を組み合わせた「浜の晩酌セット」の商品開発により、

地域経済を活性化 定置網漁業見学等の観光漁船運行に伴う高齢者の活用、させるほか、

地域振興運動の象徴となる「日本一遅く咲く桜並木」の整備等、異業種・他産業・地域

している。住民の連携により、広域的な活動を展開

◇活動の規模

項目 H14 H15 H16 H17 H18

取扱量 36,266 34,144 31,254 39,496 41,640

解説 単位：ｔ 歯舞漁協における漁獲量

取扱金額 7,331 10,070 8,571 8,762 10,323

解説 単位：百万円 歯舞漁協における漁獲金額

来客数 445,607 266,260 152,720 146,147 135,234

解説 単位：人 納沙布岬観光客数

イベント 16

回数 解説 単位：回 歯舞水産物ＰＲ事業回数

◇活用している地域資源

四季折々に提供される新鮮な魚介の味覚・
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・日本最東端に位置する納沙布岬及び貝殻島（コンブ）

・歯舞漁協所有の「第15はぼまい丸」

・根室水産研究所、根室市ウニ種苗センター

◇地域活性化のポイント

歯舞地区マリンビジョンは、歯舞ブランド確立に向けて多様な取り組みを展開し、この取

り組みの過程で水産業はもとより地域経済や社会の活性化を目指している。

ブランド化への取り組みを通じた漁特に歯舞水産物ブランド化を中心テーマに位置付け、

業振興と納沙布岬観光の振興とをあわせた地域の活性化に向けて、漁業者だけでなく地域の

している。様々な企業や関係者が一体となって取組を展開

具体的には 「歯舞ブランド確立に向けた多様な取り組みの展開 「ブランド化への取り組、 」

みによる漁業の振興 「漁業からの新たな取り組みによる納沙布岬観光の振興」の３本の柱」

により推進し、基幹産業である漁業の振興のみならず、多様な取り組みを通じて地域の活性

化を図っている。

１．雇用の創出と地域経済の活性化

①地元企業との連携による新商品開発・販売を通じて地域の活性化を図る。

②水産加工場の整備により、雇用機会を創出する。

２．観光の振興と地域の活性化

①「歯舞こんぶ祭り」を開催し、納沙布岬観光の振興を図る。

②「はぼまい丸」を歯舞漁港～納沙布岬間で運行し、納沙布岬観光の振興と体験漁業の

推進を図る。

③歯舞漁港において「歯舞市場食堂」を開設し、根室市民はもとより観光客の来訪によ

って地域の活性化を図る。

④「日本一遅く咲く桜並木の整備」により美しい街並み景観を形成するとともに、納沙

布岬観光の振興を図る。

◇事業の今後の展開方向

構想計画全体のフォローアップについては 「歯舞地区マリンビジョン協議会」が定期的、

に会議を開催し、各構想の推進母体となる専門部会の活動やそれぞれの構想の進捗状況を確

認・評価する。

また、本地区マリンビジョンで示した将来の目標指標については毎年、目標達成状況を検

証し、大きな相違が見られる場合にはその要因を明らかにし、必要に応じて計画や目標の見

直しについて協議を行う。

さらに、地域マリンビジョンの推進に向け、日頃から漁業振興や地域振興に関する情報を

集め、協議会・専門部会の構成メンバーの知見と意識の向上を図ると

ともに、推進体制の充実、推進部隊の組織化などについても協議会・

専門部会の中で検討を進めていく。

なお、地区別懇談会を随時開催し、地区の青年の会との意見交換を

行い、マリンビジョンの具現化に向けて検討を進めていく。
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「立ち上がる農山漁村」選定案概要書

◎取 組 分 野： 交流 【女性・若者の力】【 】

北海道根室市１．都道府県、市町村
ね む ろ し

落石地区マリンビジョン協議会２．事 業 者 名

落石地区マリンビジョン３．取 組 み の 名 称

４．取 組 概 要 等

◇概 要

将来における豊かで活気のある漁村を構築するため、水産業を核とした地域振興計画を策

定・各アクションプログラムを実行する。漁業者、漁協、地域住民、商工・観光、農業・行

政などで平成16年に協議会を設立。

①販売額や集客数を増加させるための工夫

漁業者自地区水産物のＰＲ事業については、販路開拓・消費拡大を目的とするほか、

らが宣伝隊として参加し、消費者ニーズを把握するなど、従来の魚を捕るだけでなく、

流通を見据えた生産活動に努めることにより、漁価の向上と漁業経営の安定化を図る。

②経営・運営体制の充実等の工夫

活動費については、地区のほとんどが漁家であることから、漁協の財源をもって運営

している。また、本ビジョンの理念である地域住民の自主自立の精神で各事業に取り組

んでいる。

③活動のオリジナル性を創出するための工夫

ブランド化への取り組みによる漁業振興を図るため 「活締めサ特に漁協においては、 、

」「 」「 」 、 。ンマ 沖詰めサンマ 活締めタラ などに取り組んでおり 漁価の向上に努めている

④活動を地域のコミュニティの活動とするための工夫

地区の酪農家集団「 」が整備している既存の農業フットパスと本ビジョＡＢ－ＭＯＢＩＴ

するンにおける海岸フットパスを結合させ、その相乗効果により、地域の活性化に寄与

ほか、漁港にて開催するマリンポートフェスティバルにより、地場の水産物を販売・Ｐ

手作りのイベントを実施することにより、コミュニティの活性化に努めてＲするなど、

いる。

◇活動の規模

項目 H14 H15 H16 H17 H18

取扱量 23,599 23,653 23,193 27,297 21,096

解説 単位：ｔ 落石漁協における漁獲量

取扱金額 5,791 4,063 5,361 5,793 4,950

解説 単位：百万円 落石漁協における漁獲金額

イベント 4 4 5 6 8

回数 解説 単位：回 落石水産物ＰＲ事業回数

◇活用している地域資源

・独自の自然環境・景観・地形

・水産資源とそれを支える水産基盤

・多様な人材と人的ネットワーク
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・酪農家集団によるグリーンツーリズムの取り組み

・ユルリ・モユルリ島、落石岬、浜松海岸、春国岱、風連湖、長節湖、風、霧、風車、

エゾ鹿、落石神社等

◇地域活性化のポイント

落石地区マリンビジョンは、独自の自然環境・景観と共生した漁業と暮らしの再構築をス

周辺の独特の自然環境・景観を活用しつつ、エコツーリズム等による交流を契ローガンに、

機とした「顔」の見える流通活性化や増養殖等の沿岸資源拡大により、地域の活性化を目指

している。

特に既存のフットパスと海岸フットパスの結合や、漁港を会場とした地場の水産物販売・

することにより、活気のある地域づくりを目指している。ＰＲ事業を推進

１．水産業振興

・つくり育てる漁業の推進による地域漁業の足腰の強化

・食の安全・安心要請に対応した衛生管理体制の強化

・交流を契機とした戦略的流通活性化

２．地域振興

・広域的なエコ・ツーリズムネットワークの形成

・体験漁家民宿、通販・宅配等戦略流通振興

３．暮らし・生活環境整備

・自主自立の生活・福祉・防災等の相互組織の形成

◇事業の今後の展開方向

構想計画全体のフォローアップについては 「落石地区マリンビジョン協議会」が定期的、

に会議を開催し、４つの実行グループ（ 地域振興グループ 「水産振興グループ 「衛生管「 」 」

」「 」） 。理グループ ブランド化グループ の活動やそれぞれの構想の進捗状況を確認・評価する

また、本地区マリンビジョンで示した将来の目標指標については毎年、目標達成状況を

検証し、大きな相違がみられる場合にはその要因を明らかにし、必要に応じて計画や目標の

見直しについて協議を行う。

さらに、地域マリンビジョンの推進に向け、日頃から漁業振興や地域振興に関する情報

を集め、協議会・専門部会の構成メンバーの知見と意識の向上を図るとともに、推進体制の

充実、推進部隊の組織化などについても協議会・専門部会の中で検討を進めていく。
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「立ち上がる農山漁村」選定案概要書

◎取 組 分 野： 交流】【

北海道富良野市１．都道府県、市町村
ふ ら の し

麓郷振興会２．事 業 者 名

朝望大麓 夕眺芦別 是桃源郷３．取 組 み の 名 称
（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．取 組 概 要 等

◇概 要

テレビドラマ「北の国から」で有名になった富良野麓郷地区の10の町内会が集まり、昭和

22年、町内会をまとめる組織として麓郷振興会を形成した。

富良野麓郷は、大正11年に東京大学演習林を開拓してから80数年の歴史がある。荒れ地を

一鍬ずつ開拓し、小学校や神社を建造して今日の日を迎えている。人から馬、馬からトラク

ターと畑を耕す道具は大きく変わったが、太陽と大地の恵みを受ける農村地帯である。十勝

岳連峰の南側の丘陵地帯に広がる田園風景は、住む者にとっても心奪われる美しさである。

地域内の各団体が協力して総合的な発展を図るたこうした地域の美しい自然を守りながら、

め、振興会に参加する約160戸の会員から会費を集め、住みよい郷土づくりに向けた様々な

活動を行っている。

「北の国から」関係のロケ地跡や黒板五郎の最初の家から２・３・４・５番目の家などが

あり、最近は、アンパンマン原作者やなせたかし氏の店「アンパンマンショップ」にも毎年

。30万人を超える観光客が訪れている

特に、麓郷街道の桜並木は、昭和54年に住民一人１本の桜の植樹を目指して植えられた。

以来、毎年手入れして28年が経った。併せて、麓郷街道クリーン作戦を行っている。

また、麓郷ラングラウフという歩くスキーの集いを24回開催している。日本で空気が一番

きれいなところの東大演習林に５・10・15kmのコースがあり、大会を住民手作りで続けてい

。る

盆踊りや麓郷文化祭といった地域手作りのイベントや、清掃活動、防犯、除雪このほか、

などに加え、災害など緊急時の対策や地域での工事要望のとりまとめなどを協議会で行って

おり、地域で暮らす人々が積極的に関わることによって、安心して暮らせる思いやりのある

している。地域づくりを推進

◇活動の規模

項目 H14 H15 H16 H17 H18

麓郷街道クリーン 100 100 100 100 100

作戦 解説 単位：人 小学生・中学生・老人会などが参加

集落センター花壇 20 20 20 20 20

造成 解説 単位：人 小学生・老人会

麓郷ｽﾎﾟｰﾂｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ 120 120 120 120 120

解説 単位：人 小学生・中学生・青年・成年・じさまの各世代から参加

麓郷ﾗﾝｸﾞﾗｳﾌｽｷｰの 425 425 425 425 425

集い 解説 単位：人 役員および参加者
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◇活用している地域資源

・荒れ地を一鍬ずつ開拓し、現在に至っている80年以上の歴史

・ 北の国から」関係のロケ地跡や黒板五郎の家「

・麓郷街道の桜並木（住民による植樹）や白鳥山公園

◇地域活性化のポイント

麓郷振興会の活動と地域にある多くの団体（保育所・小学校・中学校・商工会・老人会・

自然愛護少年団（中学生の組織 ・麓進クラブ（小中の保護者が主の組織 ・神社の祭典委員） ）

会・体育振興会・ラングラウフ実行委員会）が連携し、地域の活性化に向けて、知恵を出し

。合っている

◇事業の今後の展開方向

分館活動の廃止、プールの廃止、小学校ミニバスケットボール及び野球少年団の廃止、40

年の歴史を持ち、毎年リーグ戦を実施していた麓郷野球協会の廃止、さらにオールレクリエ

ーションという地域運動会の廃止など、人口の減少と高齢・少子化が進んでいる。

そんな中で、麓郷振興会の活動と地域にある多くの団体（保育所・小学校・中学校・商工

会・老人会・自然愛護少年団（中学生の組織 ・麓進クラブ（小中の保護者が主の組織 ・神） ）

社の祭典委員会・(仮称）麓郷スポーツクラブ・体育振興会・ラングラウフ実行委員会）が

連携し、地域の活性化に向けて、さらに知恵を出し合っていく。

また、少ない人数であるが、若い世代の意見が反映されるよう工夫していくことや外部から

麓郷に住んでもらえるようホームページなどで呼びかけていく。
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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】【 】

北海道当 別 町１．都道府県、市町村
とうべつちょう

当別町亜麻生産組合２．事 業 者 名

よみがえれ！亜麻の花咲く里づくり３．取 組 み の 名 称

４．取 組 概 要 等

◇概 要

亜麻は、薄紫色の可憐な花をつける50～60cm程の背丈になる植物で、冷涼な気候に適して

いたため、ピーク時の1940年代には道内で４万haを超える作付けがあり、工場も85箇所ほど

あった。当時は軍需や高級な繊維として需要があったが、60年代後半の化学繊維の台頭で、

国内の亜麻産業は消滅した。

地域の活性化と新たな産業振興への取り組みとして、2002年、亜この亜麻を復活させて、

麻の復活を目指す札幌のベンチャー企業「亜麻公社」と当別町でアイガモ農法などを実践し

。 、 、ていた大塚氏が連携し スタートした、 日本では既に消失していたため 亜麻の栽培方法は

国内外の文献を入手し手探りで始まった。当然、種子も日本には無く、外国から輸入した。

栽培は、試行錯誤の連続で、倒伏しやすい性質を補うための植え方や肥料の使い方、無農

薬がもたらす害虫や雑草の駆除方法、連作障害の回避の仕方など、毎シーズン栽培パターン

を変え、その結果を分析していった結果、栽培方法も確立されつつある。６年目の平成19年

度、亜麻の栽培普及と品質アップを図り、生産者グループの経営改善を行うとともに、町の

特産品づくりや交流を促進するなど、これまでの様々な活動をより一層進め、亜麻を活かし

た地域振興を目指すために、当別町８戸の生産者により「当別町亜麻生産組合」が設立され

現在、当別町のほか、新十津川町など石狩管内や空知管内の11軒、約6.2haまでに作付た。

。けが広がっている

栽培された亜麻は、設備などの関係で繊維事業を断念し、亜麻の種子の油「亜麻仁油」を

、 、 、 、商品化することになった。亜麻の種子には αリノレン酸が豊富に含まれ 高血圧 糖尿病

心臓病などの多くの現代病や生活習慣病の予防及び改善が期待でき、ヨーロッパなどでは、

非常に珍重されている 現在は、サプリメントとしての「亜麻仁油」の他に、亜麻仁油入り。

のドレッシングも商品化している。また当別町内で亜麻の種を用いたまんじゅうやクッキー

。の試作品づくりなどを行い、広がりを見せている

◇活動の規模

項目 H14 H15 H16 H17 H18

生産量 8 50 680 2,100 5,300

解説 単位：kg 全道での生産量

売り上げ 400 400 810 1,320 3,500

解説 単位：千円 全道での売り上げ

来客数 10 20 100

解説 単位：人 ほ場見学者

栽培農家数 1 1(3) 2(4) 3(12) 8(15)

解説 単位：軒 カッコ内は全道

イベント 1

回数 解説 単位：回 H18フォトコンテスト実施

イベント 97

参加者 解説 単位：人 フォトコンテスト応募者数

◇活用している地域資源
・国内で唯一栽培されている亜麻（亜麻は、繊維の原料だけでなく食品として種子が持つ健
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康成分の利用や、工業資材である緩衝材への茎の利用、油脂の天然塗料としての用途など多

様な可能性がある ）。

・農地、防風林などの営農に寄与する施設等

・亜麻の栽培に適した冷涼な気候

・亜麻などの栽培、加工の歴史（昔、当別町内に亜麻工場があり、栽培や工場勤務を経験し

た高齢者から亜麻にまつわる記憶や農作業、暮らしぶりなどが語り継がれている ）。

・４Ｈクラブ、食品関係者、絵本作家、大学など関係者や関係機関等

◇地域活性化のポイント
農村に当別町は水田地帯であるが、大豆や小麦、花卉などの転作作物も栽培されている。

美しい薄紫色の花が咲く亜麻は、その景観とともに周辺農家に亜麻仁油の生産など新たな産

。また、農村の歴史を検証するなど、昔の農村の状況を呼業振興の可能性をもたらしている

び起こすきっかけになっている。

、 、 、亜麻は 多くの現代病や生活習慣病の予防及び改善が期待でき 健康指向の現代において

大学等の研究機関や健康に関心のある消費者等にサプリメントや調味料、菓子類などを通し

。て大きな波及効果が表れつつある

一方で、４Ｈクラブ（農業青年クラブ）は様々な角度から亜麻を研究し、全道の研究会で

成果を発表するなど、亜麻を活用した町おこしを積極的に行い、またこの取り組みに共鳴し

た当別町の有志が、昔の亜麻工場で働いていた女性達から当時の状況を聞き取り 「亜麻の、

花咲く村」という絵本を作り、今年６月には絵本の原画や写真の展示会を催して好評を博し

た。現在、札幌市の栄養学を専門とする大学と連携し、健康に良い亜麻を活用した町づくり

の動きも進んでいるほか、関係企業と共催して、亜麻を題材としたフォトコンテストも開催

地域づくりに携わっている活動団体やリーダーたちにとって、亜麻は地域おこししている。

の格好なシンボルとして見なされ、ネットワーク化を通し、各方面に活用されていることが

。地域活性化への寄与として大きい

◇事業の今後の展開方向
亜麻種子の収量・品質の向上の栽培技術はまだ開発途上にあるが、関係機関と連携の下で

国内最高の栽培技術を確立して栽培の普及に努め、当別町を亜麻発祥の地とする。

町内の菓子店と共同で亜麻種子を利用した菓子などの商品を開発し、町の特産品としてブラ

ンド化し販売を拡大する。

また、亜麻栽培復活が知れるにつれて、北海道の原風景として懐かしむ人や初めて見る可

憐な花に感動する見学者は年々増加している。この景観を観光資源として生かし、亜麻の里

ツアーなどを企画する。さらに、４Hクラブが展開している大学を通した学生の農業体験活

動をさらに発展させて、市民・消費者との交流も深める。

亜麻の里を訪れる市民や観光客の増加によって、亜麻商品だけでなく他の農産物の販売も拡

大させ、農家の経営安定と地域の活性化を図る。
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「立ち上がる農山漁村」選定案概要書

◎取 組 分 野： 交流】【

北海道福 島 町１．都道府県、市町村
ふくしまちょう

北海道 福島町２．事 業 者 名

福島地域マリンビジョン３．取 組 み の 名 称
「海峡（うみ）の横綱を目指して～ステップアップ福島」

４．取 組 概 要 等

◇概 要

水産業を中心とした地域経済振興を目的に策定したビジョン実現のため、優先的重点事業

を設定し、以下のとおり取り組んでいる。

・何歳になってもデキル！福島のコンブ養殖

コンブ作業の分業化を目的に、スルメ加工業者が新たな挑戦として養殖生コンブを仕

。入れ、製品化試験に取り組んでいる

・いつでもどうぞ！ウニなら福島へ

ウニの付加価値向上のため、漁協が「ウニの塩水パック」販売に乗り出した。

・やっぱり旨イカ！福島産スルメ

鮮度の良い前浜産スルメを新たなブランドとするため、スルメ加工業者が町民からネ

ーミング募集するなど試作品づくりに取り組んでいる。

・浜も陸も元気！元気なまちのススメ

（ ） （ ）、 、千軒地区 山間部 で活発に展開している地産地消活動 千軒そば 町内の日曜朝市

夏の相撲合宿等と連携した海産物の販売、紹介に取り組んでいる。

特に千軒地区との連携は、都市住民が多数参加するそばの花見会、ブナ観察会、殿様

街道ウォークなど重要な情報発信地となっている。

・綱とり名人が繋ぐ！福島と明日の漁村

福島町漁業と学との関わりは、昭和40年代から現在まで、漁場調査やイカの生態、ウ

ニ、アワビの放流、養殖コンブ施設の安定計算、海中林造成、魚礁効果、トレーサビリ

。ティ、製品のラベル制作など多岐にわたっている

実施機関は、北海道大学水産学部、北海道東海大学、東北大学、九州大学、公立はこ

だて未来大学、道立工業技術センターとなっており、平成19年７月には、町ホームペー

ジに「福島町の海を研究フィールドに」という記事を掲載し、学との連携活動を展開し

ている。

◇活動の規模

項目 H14 H15 H16 H17 H18

生産量 2,732 1,907 1,663 1,227 1,591

解説 単位：㌧ 各魚種の合計

生産額 1,480,689 1,312,820 1,350,454 1,253,140 1,328,159

解説 単位：千円 各魚種の合計

漁業者数 284 268 260 247 243

解説 単位：人 漁業組合員

観光客数 89 81 70 60 92

解説 単位：千人
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◇活用している地域資源

・養殖コンブ、イカ、マグロ、ウニなどの漁業とスルメ加工業を中心とする水産業

・江戸時代から松前藩主が通った殿様街道（隣接する知内町への国道228号線）

街道沿いの千軒地区では住民組織によるそばの栽培と千軒そば屋による地産地消、水産物

との連携・融合を積極的に展開。

・２人の横綱

」 、 、「千代の山・千代の富士 という２人の横綱が出た町で 九重部屋による夏合宿とあわせ

観光会社とタイアップした「ちゃんこツアー」に「イカ刺し」を組み合わせるなど、町外か

。らの観光客を取り込んだ新たな消費活動を展開

◇地域活性化のポイント

「海峡（うみ）の横綱をめざして」決定に至る経過の中で、町内関係団体、各職業種別の

個人懇談会を積極的に実施し、平成８年３月策定のビジョンを、さらに身近に、着実なビジ

ョンとするため「高い目標を志しつつ、身の丈にあった着実な地域づくり」に転換した。

これにより、地域団体を横糸と縦糸で繋ぎ直し、流通と金の流れを地域循環と地域外から

取り込むという方向付けをした。

漁業、加工業、流通業が、必要な機能・役割を未経験分野であっても積この実現のため、

極的に手掛け、さらに、これらを担う人材や事業者が地域内にいなければ、地域外の適任者

・機関と連携するというよう活動を切り替え、各団体の努力によりビジョン実現を進めてい

。る

◇事業の今後の展開方向

平成16年のビジョン策定後、２年の時間経過の中で、海と山、交流と連携、大学等によ

りビジョン実現に努めてきた。

しかしながら、地域産業の中心を担っている水産加工業や商工業分野の連携不足との反

省から、平成18年度には、組織の再構築と充実を図り、推進協議会、地域部会、町内職業別

懇談会など、のべ18回の会議・検討会を実施し改定した。

今後の展開方向としては、５つの優先的重点事業とともに、各分野における年度別取り

組みの検証と改善等を確実に実施しながら、キャッチフレーズに込められたそれぞれの核で

ある「心（漁業者等住民 ・技（大学・研究機関 ・体（国・道・漁協・町 」が、ともに協） ） ）

力と連携、切磋琢磨しながら、北海道の漁村の先駆けになるよう努力していく。

また、林野庁と水産庁が進める「放置森林の間伐促進を進める中で、海の栄養源として

の森林づくりを促進する 」という考え方に沿った漁港利用と、畜養水域としての利用の可。

能性検討など、漁港の高度利用化を検討していく。

さらに、現役世代は現役世代への働きかけを、また、高齢者は児童等との交流のなかで、

昔の漁業や経験を次の世代へ語り継ぐ伝承者として、さらに、児童等の若年世代は、水産業

を身近に感じ、海の魅力に興味を持ち続けることができるよう、各々の世代における環境づ

くりを進める。
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「立ち上がる農山漁村」選定案概要書

◎取 組 分 野： 食】【

北海道乙部町１．都道府県、市町村
おとべちょう

乙部町契約野菜生産出荷組合、ひやま南部大豆生産組合２．事 業 者 名

地域一丸！契約栽培で農業再生！！３．取 組 み の 名 称

４．取 組 概 要 等

◇概 要

農業は町の基幹産業であり、農業振興施策等に取り組んできたが、多額の負債や高齢化・

後継者不足による離農により、非常に厳しい状況となっている。

農業の再生を図るため協力関係を築ける企業との接点を模索し、食品業界のコそんな中、

ンサルティング会社（(株)パイコーポレーション ・国内大手の農産物の専門卸売り商社）

（(株)ベジテック ・納豆製造企業（あづま食品㈱）と出会い、農業の再構築に向け、契約）

。栽培に取り組むことになった

農業者自らが生産組合を組織し、栽培から集荷・選別・販売を行うが、体制が確立するま

では町が全面的に支援することとなり、町は、生産者と関連企業等との調整、農産物等の生

産計画、施設整備及び運営に必要な資金の貸付のほか指導や作業に係る人的支援を行い、農

協も集荷施設の無償貸付、出荷業務等に職員を配置し支援している。

ベジテックとの契約栽培によ平成17年２月に設立した「乙部町契約野菜生産出荷組合」は

り、新規作物としてブロッコリー、生食用・加工用スイートコーンを始め、平成18年度には

。南瓜（坊ちゃん南瓜、白い九重栗）を加え、作付面積・販売額も順調に伸びている

また、ベジテックの協力を得て、規格外品等による加工品の販売、第３セクターの農産物

加工施設（みどり工房）による加工品の開発も行っている。

輪作作物として価格の安定した契約大豆の栽培も実施し、小粒で納豆用として需要が増し

ている大豆（黒千石）の商品用・種子用の作付も取り組んでいる。

組合員も町内のみならず、近隣町の生産者も加わり、大豆に至っては産地間の協力関係を

。築くため「北海道黒千石生産組合連合会」が設立され全道に拡がりを見せている

また、管内の他町でもブロッコリー栽培が始まるなど、先駆け的な取組として注目されて

いる。

◇活動の規模

項目 H14 H15 H16 H17 H18

生産量 33.1 51.9

解説 単位：ha ブロッコリー、スイートコーン、南瓜、大豆等の作付面積

売り上げ 59,777 103,340

解説 単位：千円 ブロッコリー、スイートコーン、南瓜、大豆等の販売額

雇用者数 9 13

解説 単位：人 ブロッコリー、スイートコーンの選別・箱詰作業のパート
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◇活用している地域資源

農協所有の集荷施設を組合に無償で貸付けし利用

◇地域活性化のポイント

過疎・高齢化、担い手不足による耕作放棄地の増加、作付品目の偏りにより適正な輪作が

価格が安定した契約栽培の導入により、収益性の向上、適正な輪組めない状況であったが、

作体系の確立、遊休農地の積極的な利用を促し、地域農業者の農産物の安定供給を図ること

している。で、農家経営の安定化、地域農業の発展・地域の活性化に寄与

組合員が東京の市場・スーパー等を視察し消費者ニーズに対応した野菜づくりを心がけ、

打合せを行うほか、ベジテックの職員が乙部町にて民泊し、ブロッコリーの収穫・選別等の

作業を体験する研修を行うなど、情報交換・連携を密にしながらお互いの信頼関係のもと、

に取り組んでいる。生産者の顔の見える安心で安全な野菜づくり

特色ある豆作りとして、北海道在来種である黒千石のほか、絶滅しかけていた在来種大豆

乙部産大豆で作った豆腐や納豆の地元スーパーでの販の増殖・加工品の開発にも取り組み、

。売や学校給食へ取り入れるなど地産地消にも取り組んでいる

◇事業の今後の展開方向

平成17年から始まった農業再生プランは着実に成果を見せ始め、契約先からも高い評価を

得て、農家の意欲向上に大きく貢献している。

経営規模や作付品目にも変化が現れ、畑作地が生き生きとした姿になり、農業再生プラン

に参加している農家の表情は豊かに変わりつつある。

今後も企業等と協力しながら、消費者ニーズに即した農産物の栽培、販路の確保、在来種

大豆を増殖し実需者へ安定供給できる体制づくりに努め、生産者・町・農協等が一体となり

地域農業の発展・活性化に取り組んでいく。

また、農業後継者の育成は大きな課題となっているが、新規参入、新規就農を目指す者に

とって働きがいがあり、魅力ある農業を目指していく。
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「立ち上がる農山漁村」選定案概要書

◎取 組 分 野： 交流】【

北海道寿都町１．都道府県、市町村
すっつちょう

北海道 寿都町２．事 業 者 名

水産業と漁村を中心とした地域振興の取組３．取 組 み の 名 称
（寿都地域マリンビジョン）

４．取 組 概 要 等

◇概 要

寿都町では、若者の流出と過疎高齢化の進行、主要産業である水産業について漁獲物の低

迷と就業者の減少、観光業の低迷など多くの課題があるため、水産業と漁村を中心とした地

域振興策である「寿都地域マリンビジョン計画」を平成18年３月策定した。

【産・官・学が連携した地域資源を活用したまちづくり】

・これまで寿都町で行われてきた体験型観光のイベントなどを滞在型・通年型へと発展させ

るため、新たな環境づくりを検討しようと寿都町ツーリズム産業団体連合委員会（略称：寿

町内にある産業の全てを融合させ、魅力ある産業都町ツーリズム）を平成17年２月に発足。

事が狙いである。これをつくり出し、都市から人を呼び込むことで地域に賑わいを取り戻す

交流型観光の一環として「寿かき・ふるさと祭り」や「寿都港・おさかな市」など、寿まで

都町の豊かな資源を提供したイベントを展開 漁港施設や海岸など都市とのしてきた。また、

交流の一環として、体験学習生の受入れや北海道東海大学との連携など、学びの場としての

。提供も行っている

・平成８年に北海道東海大学・寿都町・寿都町漁業協同組合の３者が、地域振興のために協

定を結びこれまで様々な活動を行っている。地域づくり・人づくりの一例としては 「高等、

教育臨海実習体験会」の実施や海洋実習船の体験乗船のほか、臨海実習を通じた地域交流・

寿都の海での体験学習や漁業体験（磯場解放）に参加する都市の人々に内容を伝えるガイド

地域に残る言い伝えや貴ブックの作成など地域が一体となった取組みを行っている。また、

、 「 」重なお話などのうずもれている地域の資源を再発掘し 住民参加による 地域の民話づくり

。を進めている

こうした産官学が連携した取組みを背景に、寿都町の豊かな資源を使い寿都の良さを都市

の人々に伝え、また体感させることで、まちの賑わいや定住人口の増加を図っている。

◇活動の規模

項目 H14 H15 H16 H17 H18

寿カキ 11,384 17,538 13,879 19,500 11,078

生産額 解説 単位：千円 平成18年は冬期間の時化による脱落により生産額減少

直売所売上 33,511 44,598 49,059 46,308 35,773

解説 単位：千円 漁協直営による直売。平成18年は寿カキ生産額減少による

体験学習 50 150 300 450 300

参加数 解説 単位：人 中学生自主研修・修学旅行生（道内外）

イベント 11,000 13,700 13,500 14,000 14,500

参加者数 解説 単位：人 おさかな市・かき祭り・ふれあい祭り

町外から 1 2 2 2 2

漁協組合員 解説 単位：人 年間6～7名の就業
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◇活用している地域資源

・全国的に風の強いことで有名な寿都町は、冬期の季節風の他、夏期の南南東、通称「だし

風をまちづくりに風」が強く、漁業や農業に悪影響を与える悩みの種となっていたが、その

している。生かそうと逆転の発想により、クリーンなエネルギーを生み出す風力発電に着手

・風の町「寿都町」をアピールするため、寿都町出身の漫画家、本庄敬氏によるマスコット

キャラクター「風太」が誕生し、観光振興にも大いに活躍している。

地域資源として多く漁獲されているほっけ資源を活用した新たな地域ブランド商品の開発・

の可能性など、公的試験研究機関や大学、民間などの協力を得ながら具体的な資源の活用方

。現在、地元水産会社が共通のテーマで地域に根ざす特産品（魚醤）法の検討を行っている

の開発に取組んでいる。

・水産加工業の隆盛が寿都町の産業発展に欠かせないものとなっている中で 「生炊きしら、

す佃煮」は町を概評する特産品である。その歴史は昭和初期に始まり、寿都湾から早朝に水

揚げされたばかりの新鮮なしらすを砂糖・醤油・水あめ等を加えて一気に炊き上げる現在も

変わらぬ製法で作られている。

観光資源は有限であるが「食文化」は伝承していく人々がいる限り無限であり、春夏秋冬・

。いつでも豊富な食材が揃っている

◇地域活性化のポイント

寿都町の主要産業である水産業の直接的な施策のみなら寿都地域マリンビジョン計画は、

ず、様々な施策による寿都地域の交流人口の増加から、定住人口の増加や、町外の寿都町応

している。援団のネットワークを創出することにより、地域経済の活性化効果を期待

参加した生徒特に体験学習等のツーリズム観光は、寿都を知ってもらう意味で効果的で、

がスーパーで寿都の魚を見かけて買った、漁師に興味を持ったなどのアンケート結果もある

ほか、受け入れる漁協などの町民が 「このようなことで喜んでくれるのか」など、地元の、

である。魅力を再認識したという意味で重要

このような地道な取組みから、観光客の増、就業者の増、定住者の増などに発展すること

を目標としている。

◇事業の今後の展開方向

「寿カキ」は寿都ブランドとして一定の評価がなされているが、さらなるブランド力の

強化を目指し、寿都ホッケの知名度を高めるため、北海道経済産業局の協力のもと「ホッケ

の魚醤づくり」に取り組んでいる。

地元水産会社では、この魚醤を使った水産加工品も計画されており、地元で最も水揚げさ

れているホッケの水産加工品として「ホッケの飯寿し」に続く成功のほか、この魚醤の販売

により寿都ホッケの知名度の向上とともに単価アップが期待されている。

「みなとま～れ寿都」は平成19年８月から仮オープンを行い、24時間トイレ・休憩所の供

用開始の他、様々なツーリズムの紹介や受付、物産品の展示販売など試行的イベントを先行

的に行い、平成20年４月のグランドオープン時には「道の駅」にも登録予定である。



№8

「立ち上がる農山漁村」選定案概要書

◎取 組 分 野： 知的財産 【食】【 】

青森県弘前市１．都道府県、市町村
ひろさきし

在来津軽清水森ナンバブランド確立研究会２．事 業 者 名

温故創新「清水森ナンバ」３．取 組 み の 名 称

４．取 組 概 要 等

◇概 要

地域に愛されてきた唐辛子が衰退していくことに危機感を持ち、伝統の味を守り、ブ

ランド化に向けて普及拡大に踏み切り、平成16年6月、15人の会員で「在来津軽清水森ナ

ンバブランド研究会」を立ち上げた。

①商品とアンケート等

昔から地域の人達に愛用されてきた一味唐辛子の復活に向けて「弘前在来」の特徴で

ある、風味の良さ、甘味、ほど良い辛さ、粒子の大きさ等を考慮しながら試作品づくり

テスト販売し、お客様の声を聞き、商品づくりの参考とした。一人でもをした。それを

多くの人から意見を聞くために、商品とアンケート用紙（ハガキ）を同封にした。その

結果、10代から90代と幅広い年代から回答が得られ、県内あちこちで販売して欲しいと

。いう声が多かった。また、昔の懐かしい味の復活だと喜んでもらえた

②組織の運営等

生産情報、出荷についての留意点など、指導者の支援の下に会員の意識統一を図りな

がら、食品生産に励んでいる。

③昔の特産物の復活

弘前地域に古くから栽培され愛用されてきた唐辛子を復活させ「地域ブランド」とし

である。て位置付けるために、現在商標登録申請中

④地域農家の参加意欲と地産地消

平成16年発足当初、栽培農家の参加は5戸。活動を興味深く見ていた周囲の農家の中か

ら希望者が徐々に増え、現在34名となった。それに伴って栽培面積も増えている。

昔は生果を食することは殆どなかったが、当会の活動のＰＲ（地元ＴＶ等）を機会に、

。また、昔のおふくろの味「一升漬」を懐かし食べてみたいという消費者が増えている

む人達も増えている。

会員の加工業者は 青唐辛子を使った加工品作りに挑戦 青ナンバのしょうゆ漬 醤、 。「 」「

油煮 「さもだしの南蛮漬」を研究開発し販売したところ、大変好評である。」

また、一味唐辛子をベースに三種のブレンド品を試作 「焼一味 「県産ニンニクとの。 」

ブレンド 「一味と焼一味のブレンド」をテスト販売し、消費者の声を参考に良品の開発」

に力を入れている。

◇活動の規模

項目 H14 H15 H16 H17 H18

生産量 109 308.8 331.7

赤唐辛子 109 青唐辛子 140 青唐辛子2,047

赤唐辛子 90 赤唐辛子 307

解説 単位：kg

栽培者数 2 20 23

解説 単位：戸 生産技術の向上と参加戸数の増加により収穫量が増えている

◇活用している地域資源
・弘前地域に古くから栽培されてきた唐辛子。

商品名「在来津軽清水森ナンバ 、品種「弘前在来」」
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室町時代、津軽藩主津軽為信公が京都より入手し、城下で試植。土地条件が良かったのか

絶えることなく受け継がれてきた。昭和40年代の最盛期には、10ha程栽培されていたが、昭

和50年代には70aに減少。平成に入り一戸の農家（15a）の栽培となり、品種そのものの存続

が危ぶまれる状況にあった。

「弘前在来」は、日本国内の品種と比較して、ほど良い辛味と糖分、ビタミンＡ、Ｃ、Ｅ

の含有率が高く、独特の甘さと風味がある。形状は大ぶりで、肩が張り長いものでは20cm以

上となる。この貴重な固有品種を確保し、育苗管理を行い土壌診断をし 「弘前在来」に合、

った土づくりをし、適切な栽培指導の下に良質な唐辛子の収穫に努めている。

◇地域活性化のポイント
色、味、香りの他にビタミンＡ、Ｃ、Ｅを豊富に含んだ地場産の唐辛子が地域の特産品と

して復活することにより、

①農家の所得向上

りんごと米の地帯である本地域に、水田転作により野菜が導入されている。唐辛子の

ものと考えられる。栽培により、所得の向上につながる

②加工品開発

いくつかの加工品は開発されたが、 。素材を活かした加工品は現在も増えつつある

③地産地消の活動

昔を知る人達の懐かしい味として定昔から地域の人達が珍重してきた作物の復活は、

と思われる。着すると考えられ、新しい「おふくろの味」の誕生にもつながっていく

今、若い人達の間で「マイ唐辛子」がブームであると言われる中で、安全な管理の下で栽

培され、安全な環境の中で商品化された唐辛子は、安心して使ってもらえること請け合いで

ある。地域の特産品として位置付けられることにより、真に地産地消の活動であり、地域活

性化につながっていくものと考えられる。

◇事業の今後の展開方向
①栽培技術の向上と良品の収穫量の増大

栽培農家も増えているが、会員全員の栽培技術には個人差があるため、技術の統一を図る

ために徹底指導を行い、良い唐辛子の生産ができるように努める。

②唐辛子加工品の研究

一味唐辛子をはじめ、加工業者の会員が研究開発した商品など販売を続けているが、味を

懐かしむ人達の要望に応えるためにも味の再現を進める。また、食品ばかりではなく、果実

の色や葉、茎などを利用して幅広い分野に唐辛子を登場させていく。

③加工食品の充実整備

唐辛子の加工は、特殊である独特の臭い、辛味成分の飛散などの理由で他食品の製造とは

併用できないため、加工施設の確保と設備器具等の充実を図る。
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「立ち上がる農山漁村」選定案概要書

◎取 組 分 野： 交流】【

青森県南部町１．都道府県、市町村
なんぶちょう

三八地域県産材で家を建てる会２．事 業 者 名

異業種連携による地域材利用拡大の取組３．取 組 み の 名 称

４．取 組 概 要 等

◇概 要

平成14年の新幹線八戸駅開業を期に、地域の林業・木材産業・工務店・塗装業・金属加

工業等が駅舎内に地域の木材を活用したベンチを設置する取組を行う組織「八戸駅に県産材

のベンチを置く会」を設立し、市民デザインによる地域産材のベンチを32基設置した。この

活動を発展させ、地域材の住宅やまちづくりへの利用拡大を目指す組織として「三八地域県

産材で家を建てる会」を平成15年に設立。地域の木材を住宅やまちづくりへ積極的に利用し

てもらうために、以下のような活動を積極的に行っている。

①地域材ＰＲ活動

住宅に地域の木材を利用することが、長持ちする健康的な家づくりにつながることや、

関連産業（林業・素材生産業・製材業・住宅産業等）の活性化に寄与するとともに、地

域の森林を守ることにつながり、さらには地球温暖化防止にも役に立っているというこ

とを、あらゆる機会を利用しＰＲしている。

また、メンバーの仕事の現場を訪ねる「県産材住宅見学バスツアー」を開催し、木の

伐採から家が出来るまでの一連の流れを体感できるイベントを実施。

さらに、県南地域に春を呼ぶお祭り「えんぶり」にあわせて県産材フェアや海の八戸

ＮＰＯとの連携イベント、建築設計事務所協会との連携イベントなどを開催。

②まちづくりへの取組

住宅のみならず、まちづくりに木材を多用してもらうために、八戸市庁舎あずま屋制

作、海の朝市活性化のための移動式屋台制作、保育園のイスやテーブルなどの制作を行

っている。

③担い手育成

子供たちや学校の先生に林業や木材に対する知識を深めてもらうために中学生の林業

体験学習や教員10年目研修（林業体験）を受け入れている。

◇活動の規模

項目 H14 H15 H16 H17 H18

イベント 1 3 1

回数 解説 単位：回

イベント 20 2,000 9,000

参加者 解説 単位：人

ＰＲ活動 2 5 3

解説 単位：回

◇活用している地域資源

・地域で生産されるクリ、アカマツ、スギ、ケヤキなどの木材

・育林技術、伐採技術、製材技術、住宅建築技術等、職人の技術
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◇地域活性化のポイント

地域の木材を地域で利用する動きが広まることで、地域の木材を地域で利用する動きが広

、 、 、 、 、 、 、 、まり 地域の林業 素材生産業 製材業 材木店 建築設計事務所 大工・工務店 左官業

建具製造業、内装業、板金業、住宅設備販売業等、地域密着型の中小企業が活性化するとと

もに、地域の森林を適切に整備するための経費が山元に還元されることにより、地域の自然

環境が良好に保たれることにつながる。

その結果、地域住民の生活が守られ 「持続可能な地域社会」の形成につながる。、

◇事業の今後の展開方向

今後も地域材利用促進のためのＰＲを中心に活動を続けていくこととしている。特に、

伐採現場、製材現場、建築現場を積極的に体験してもらうことで、地域の林業や木材利用へ

の理解を深め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： 女性・若者の力 【食】【 】

岩手県遠野市１．都道府県、市町村
と お の し

あやおり夢を咲かせる女性の会２．事 業 者 名

地域づくりからコミュニティビジネスへ展開３．取 組 み の 名 称

４．取 組 概 要 等

◇概 要

平成６年、綾織地区に水田ほ場整備事業が導入される時 「ほ場の中にトイレが欲しい。、

次世代のために悔いのない事業をしてもらいたい 」と女性の視点から要望し、そして自分。

達の住む地域は自分達で住み良くしていこう、とあやおり夢を咲かせる女性の会を28人で発

足した。行政の応援を受け、日本で初めて田んぼの中にトイレを作ってもらった

会では、女性が生き生きと輝き魅力ある農村とするために、４つの活動目標を定めた。

①夢を語ること…農産物に付加価値をつける

②綾織らしい環境づくり…自然と共存、屋敷周りが整備され所得のある経営

③次世代のために…何を残し、何を伝えられるか

④女性の生き方…人生悔いなく

、 、 。その後 道の駅が綾織地区にできるという情報を得て行政へ要望 今の夢咲き茶屋がある

店は４坪ほどであるが、小さくても凛とした女性の現場として立ち上げたい、食材は地場の

、 、 。物に付加価値を付ける 経営はガラス張りにし 皆が良い思いをすることを理念としている

毎週末、茶屋前のテントでもちつき体験等を行い、賑やかさを出している他に、

①お客さんが何を食べたいのか、郷土食は何かと考え、その場で食べられるようバラ売り

で提供する

②商品のマニュアル化、講習会への参加、毎月の定例会での話し合いなど、出資者一人一

人が経営者として活動する

③何が生産され、そこから何が作れるか考え、個々がこれぞと思う商品を持ち寄り、その

中からヒントを得てオリジナル商品を作り上げる

ことをポイントとしている。

母体は地域づくり団体で、その一部として企業組合夢咲き茶屋を位置付けている。組合員

は、農産物の販売、働き場所の確保をし、個々の経営基盤を作り元気に地域活動に参加して

いる。

◇活動の規模

項目 H14 H15 H16 H17 H18

売り上げ 51,679,150 52,276,503 48,271,964 46,511,227 46,921,801

解説 単位：円

来客数 976,626 992,884 1,021,424 977,892 1,010,680

解説 単位：人 道の駅「風の丘」全体の入込数。茶屋は1日200～500人。

イベント 1～2 1～2 1～2 1～2 1～2

、 （ ）回数 解説 単位：回 北東北ナベナベサミット 岩手ナベナベサミット 鍋を夜なべして楽しむ

イベント 100 100 100 100 100

参加者 解説 単位：人

1,251 800 3,861 1,479 2,834夢咲き茶屋・

解説 単位：人 視察、講演等対外交流女性の会交流
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◇活用している地域資源

・綾織地区センター…通常の活動拠点（定例会、学習会）

・田んぼの中のトイレ（休憩所）…ＥＭぼかし作り、会議

・たかむろ水光園…北東北ナベナベサミット、岩手ナベナベサミット開催

・道の駅 風の丘…もちつき体験（グリーン・ツーリズム）

・米（おにぎり、ダンゴ類 、もち米（もち）…夢咲き茶屋で提供）

◇地域活性化のポイント

農村に住む女性達が起業し、企業組合として法人化したことは岩手県内でも先駆的な取り・

。遠野管内でも女性起業が発足し元気を発信して組みであり、その後多くの組合が誕生した

きた。

原料の面でも組合員からの仕入れでは不足な米は地元担い手グループ（男性）からまた、

、 、仕入れたり 地元の中学校の小さな畑に野菜を作ってもらう等農育の一環としての取り組み

冬期間小学校にははた織り指導をしたり、まずは地元の子ども達から、の綾織型グリーン・

。ツーリズムの取り組みも進めている

他団体との交流（ナベナベサミット等 、講演、視察受け入れ等、市・県はもとより全国・ ）

。へ元気を発信

◇事業の今後の展開方向

①「田んぼの中にトイレが欲しい」の一言から端を発し、仲間と共にささやかな夢の実現の

ために無から出発した起業、知恵と技を出し自らの経営の中で始め、自分名義の口座へ振り

、 。込まれる給料 生きがいを持って働ける職場があるだけで楽しく走り続けて早10年を迎える

若い世代が就労の場として長く続けていける環境を整備（改築・福利厚生の充実）した職

場を作っていく。

②飽食の時代に残されたつけ、食の乱れ、生活の乱れで失われた大事なことを見直したい。

夢咲き茶屋10年、女性の会15年の記念式典を平成20年に計画している。先人から学ぶ生活

の知恵、伝え残したい旬の味、郷土食等、快適な田舎ぐらしを伝えるために「あやおり食ご

よみ－田舎のおもてなし－」を綾織町全戸へ配布したいと作成中である。この暦をもとに、

子供達へ教えていきたいと思っている。

③高齢化や後継者がいないことで農地も荒れてきている。しかし、都市にはないすばらしい

景観、歴史、文化、資源がたくさんある。グリーン・ツーリズム的事業を入れながら、農村

でも人が羨むような生活ができるということを実践を通して見せていきたい。また、そのよ

、 。うな地域にするための地域活動には全面的に協力し 提言・発信して行きたいと考えている

田舎の中の垢抜けた田舎、キラッと輝くところでありたいと思っている。



№11

「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】【 】

岩手県一関市１．都道府県、市町村
いちのせきし

農家レストラン「夢みる老止の館」２．事 業 者 名
お と め

出前餅つき隊（餅、モチグループ）

「都市と農山漁村の交流」３．取 組 み の 名 称
－ゆとりとやすらぎ、食育の場の提供－

４．取 組 概 要 等

◇概 要

岩手県一関市花泉町は岩手の南の玄関口に位置し、昔からの水田地帯である。美味しいも

ち米（コガネモチ）という品種も収穫され、餅料理は花泉地方の郷土食であり、今でも冠婚

葬祭等の行事のたびに餅を食べる習慣が残っている。

しかし、臼と杵を使って餅つきをする風景は近年めっきり見られなくなり、このままでは

平成５年、村おこし事業で地域の郷土食伝統の餅つきの姿も見られなくなるとの思いから、

を守り、伝統食である餅を普及させようと提案したのが「出前餅つき」の案であった。お客

が来るのを待つばかりではなく、自ら出向いてアピールしたいとの発想で、伝統食のお餅を

。平成６年より全国にアピールしてきた

伝統食として餅料理を普及する活動を県内外、海外と広く活動する一方で、町内でまた、

餅料理を提供する方法はないものかと、アグリビジネス講座等を受講し、農家のたたずまい

した。の中でもっと餅をゆっくり味わって貰おうと平成12年に農家レストランを開店

開業当時はまだ農家レストランは少なかったため、研修の場として提供していたが、利用

築200年以上の屋敷や大正時代の漆器を活用して、者の口コミによって来場者が増加した。

餅料理に山菜や野草の料理を添えて、季節感のある食卓を提供するとともに、山菜や野草の

。調理法、効用についても紹介している

レストランの料理は美味しく、珍しいものを提供するよう心がけており、常に新しい商品

開発を考えながら運営している。また、地元食材にこだわり、地域の人達に生産してもらっ

た大根や小豆、大豆等のほかにも、ナズナやスベリヒユ等の野草を地域のお年寄りに採集し

てもらい購入するなど している。地域人材の活用と地産地消の促進による活性化に寄与

◇活動の規模

項目 H14 H15 H16 H17 H18

売り上げ 3,372 2,475 2,461 2,834 2,461

解説 単位：千円

来客数 1,540 1,271 1,206 1,270 1,080

解説 単位：人

イベント 1 1 1

回数 解説 単位：回 H15：コンサート、H17：結婚式（昔の結婚式再現）

出前餅つき 40 40 50 40 25

回数 解説 単位：回 各イベント会場から依頼され出張する回数

◇活用している地域資源

・特産品…もち米（こがねもち 、沼エビ、りんご、もち）

・花泉の景観と施設…蒲沢堤（白鳥の飛来地 、花と泉の公園、ベゴニアガーデン「れいな）
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de ふろーれす」

・伝統行事やイベント…御不動様のお祭り、山の神（女の人だけ 、日本一の餅つき大会）

◇地域活性化のポイント

農村文化に触れる事のできる農家レストランとしてマスメディアに取り上げられた効果も・

。さらに、花と泉の公園ベゴニアガーデン「れいなあり、全国各地からの訪問客を得ている

de ふろーれす」等との連携を取っているので地域活性化に役立っていると思われる。

集落では加工品（妻味大根）に必要な大根を作ってもらっているほか、自分達でも女性ビ・

。ジョンを取り入れ20aに大根、野菜を作り加工し、地産地消の取り組みを行っている

・出前餅つき隊により花泉を14年アピールしてきたことにより、地域の知名度向上に貢献し

ている。

◇事業の今後の展開方向

・これからも初心を忘れないで農家レストランを続け、美味しいお餅を提供し続けるため、

美味しい餅米（コガネモチ）づくり、店舗経営、出前餅つきのさらなる充実を図る。また、

加工品も時代に合ったものづくりを進めることとしており、現在、産直の店で切り餅、落花

生もち、豆乳はっとう、りんごチップ、妻味大根等の販売を行っている。

・出前餅つきをしながら食農食育教育、地産地消運動の若い世代への継承や、また子や孫に

残したい伝統料理等の伝承を推進していく。

・畑を持っていない人、農作業の経験のない人達の参加を促進するため、収穫祭やイベント

を実施していく。
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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】【

宮城県石巻市１．都道府県、市町村
いしのまきし

あじ朗志組２．事 業 者 名

心のふるさとづくり ～「網地島ふるさと楽好」等の取組～３．取 組 み の 名 称

４．取 組 概 要 等

◇概 要

網地島は10年ほど前までは約1,000人の人が住んでいたが、著しい人口流出により、現在

ではその半数の500人余りとなってしまった。島には小中学校があり、数年前までは多くの

生徒が勉強や運動に励んでいたが、網長小学校は平成12年３月に閉校され、網長中学校も平

。 。成12年３月に廃校となった 島では元気な子供たちの姿を見かけることは難しくなっている

地域の草刈り等の環境整備や海岸清掃等について、高齢化率約7割の高齢者ばかりでは対

処できなくなっていた。その状況を何とか打開しようと結成したのが 「あじ朗志組」であ、

る。

環境整備のほかにも、通れなくなった作業道の復旧作業や昔の通学路等を活かした遊歩道

造りに取り組んできた。特に、島民や島外からの方々のための遊歩道造りについては 「平、

成18年度みやぎ花のあるまちコンクール優秀賞（すばらしいみやぎを作る協議会主催 」を）

している。受賞

さらに、休校された網長小学校を活用しての「網地島ピアノコンサート」を開催し、島内

外から約250名を集めている。網長小学校校歌の演奏の際には、誰からともなく自然に校歌

が歌われる。

○「網地島ふるさと楽好」の取組

児童養護施設の子供たち（約35名）を島に招待して、子供たちの「心のふるさと」になっ

てあげたいと考え「網地島ふるさと楽好」を開校 ふるさと楽好では、島の伝統的な魚した。

、施釣りの「アナゴ抜き 、竹とんぼ・竹鉄砲作り、郷土料理の共同調理を楽しんでもらい」

設では味わうことのできない家庭的な雰囲気を味わってもらうことを目的としている。

子供たちが、大人になったときに懐かしんで来られる居場所や生きていく上での心いつか

と考えのもと取組を実践している。そして、の拠り所としての「心のふるさと」になりたい

網地島の人々は、子供たちが大人になって島に来たときに、いつでもあたたかく迎えてあげ

たいと考えている。

◇活動の規模

項目 H14 H15 H16 H17 H18

来客数 20 20 270

解説 単位：人

イベント 5 10 15

回数 解説 単位：回

イベント 100 200 500

参加者 解説 単位：人
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◇活用している地域資源

・島の高齢者が長年培ってきた伝統的な魚釣りの技術

「アナゴ抜き」といわれるもので、わずか15cmの糸の先に餌を付け、岩の間に竿の先端を

入れて魚を釣り上げる技法。

・高齢者が子どもの頃に楽しんだ竹とんぼづくりや弓矢づくり

・島の豊かな食材を活かした郷土料理

「やっきり」は、魚を三枚におろし、骨に付いた身を香ばしく焼き、それを刺身にした身

の部分と合わせて味付けした料理。

「トイ汁」は、鯨の肉を使った豚汁。非常にあっさりしていておいしい。

「マルコ汁」は、網地島でたくさん採れる貝を使ったみそ汁。

◇地域活性化のポイント

観光客を数多く呼ぶといった「経済的価値」の向上を目指した観光ではなく、網地島を理

網地島に来てもらうことや島民との人的な交流によって感じられる解していただきながら、

。「心のしあわせ」を尺度とする新たな観光のスタイルを見出し、島の活性化を図っている

また、網地島に来た観光客が、島の豊かな自然を十分に楽しめるように 「網地島の四季、

・花マップ の作成をかつて網長中学校で教員をしていた 長靴先生 こと高橋和吉先生 野」 「 」 （

生植物研究所）とともに取り組んでいる。

◇事業の今後の展開方向

心ない観光客によるゴミの放置や真夜中の騒音、島の現状を理解していない一方的な物

言い等で、地域の方々が傷つけられることもあり、あじ朗志組では、これまでの各イベント

や島の観光のあり方を反省し 「経済的価値」の向上を目指した観光から 「心のしあわせ」、 、

を尺度とする観光スタイルにより、島の活性化を図っていく。

心温まる小さなイベントを、島の住民の負担を考えながら実施し、これらを通じて、失

いかけている島の「誇り」を取り戻していきたい。

特に、児童養護施設の子供たちを網地島に招待する「網地島ふるさと楽好」について、

関係機関、石巻市と協力しながら継続的に続け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： 女性・若者の力 【食】【 】

秋田県横手市１．都道府県、市町村
よ こ て し

おものがわ夢工房２．事 業 者 名

伝統の味・地元の味を子供たちへ３．取 組 み の 名 称

４．取 組 概 要 等

◇概 要

町の特産品見渡す限り緑の野、横手市雄物川町は秋田県内一を誇るスイカの産地である。

であるスイカの出荷規格外品に付加価値をつけようと、地元農家女性６人が出資して「おも

した。のがわ夢工房」を立ち上げ、平成17年８月「スイカ糖」の製造販売を開始

スイカ糖は、スイカの果汁だけを半日かけてじっくり煮詰めるもので、保存料、着色料、

、 「 （ ）」糖類を一切使用していない純粋なおいしさであり 商品名を 粋果の雫 すいかのしずく

とし、現在、特許庁に商標登録申請中である。

原料となるスイカは味・糖度等の面では出荷用のものに全く引けをとらないものである。

加工所の近くの畑から取れたてのものを買い取ることで、鮮度と完熟度は最高のものを使用

。している。さらに今年は、生産者と栽培契約を結び、地元との連携を深めている

スイカ糖は７月から８月にかけての１ケ月間で製造するため、会員６人だけでは作業が追

いつかないことから地域の女性を雇用して対応している。

地元小学校の総合学習の授業として、加工施設を公開しその製造過程を見学させてまた、

いるほか、総合学習の授業にメンバーが講師として出張し、昔ながらのスイカ糖の作り方を

している。ほとんどの小学生がスイカ栽培農家であるため、自宅で製造を試みたとの報指導

告があり、この活動を続けることで伝統の味を残していけると手ごたえを感じている。また

県立高校家庭部等から加工施設の見学依頼や加工方法についての問い合わせもあり、地域の

特産品として認められつつあると感じている。

今年３月から横手市内の各学校給食センターに地元産りんごの加工品を納入してさらに、

いる。加工施設が市内外にないことから他県産の加工りんごを学校給食で使っていたことを

知り、子供たちに地元のおいしい味を提供したいとの思いで、学校給食用の食品の生産と開

。発を行っている

また、新聞各紙や地元メディアからも多数取材があり、地域を活性化させるためにも今後

さらに積極的に応じていきたい。

◇活動の規模

項目 H14 H15 H16 H17 H18

生産量 682

解説 単位：kg 「粋果の雫」200g：1,498個、150g：2,477個、60g：194個

売り上げ 約350

解説 単位：千円 県物産振興会、観光物産協会、地元温泉施設 （株）イオン等での販、

売のほか、通信販売でも対応

来客数 100

解説 単位：人 県市職員、JA職員、学校給食栄養士会、小中高生ほか

雇用者数：会員６名、パート３名

コンクール参加：①秋田県優良県産品推奨認定

②第26回秋田県特産品開発コンクール 奨励賞受賞
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③第29回秋田県種苗交換会

１等賞受賞・全国農協中央会会長賞受賞・秋田県知事賞受賞

④第７回秋田県南ふるさと特産品コンクール 審査員特別賞受賞

⑤平成18年度東北農政局長食育奨励賞受賞

◇活用している地域資源

①スイカ糖

原材料：スイカ（ 秋田県内一の生産を誇る青果物である ）。

包装材料：横手市十文字町の十文字和紙

（2007年開催の秋田わかすぎ国体の表彰状用紙にも使用される ）。

②りんごやかぼちゃのコンポート・ぶどうジャム・さくらんぼジャム

原材料：すべて地場産青果物

◇地域活性化のポイント

スイカ糖「粋果の雫」は、地元の青果物を活かした商品で、横手市の特産品または秋田県

。今後は、スイカ糖「粋果の雫」の需要の増加を図り、地元の特産品として定着しつつある

農家から出荷規格外のスイカを大量に購入することで地元の活性化につなげていきたいと考

えている。

菓子加工の営業許可を持っているメンバーが、平成19年度、スイカ糖を使った「スイカ糖

のパウンドケーキ」や「スイカ糖クッキー」を関連商品として販売したことで、相乗効果に

。こうした関連商品や、市内の他の特産品とセット販売するより販売業績も伸びてきている

ことで、近隣の地域と手を組み活性化を拡大していくことを目指している。

また、施設や学校給食で必要としている地場産の青果物の加工品を広く宣伝し、販売額を

伸ばしていき、農閑期の女性の働く場の創出を目指している。

◇事業の今後の展開方向

主軸のスイカ糖「粋果の雫」が、保存料・着色料・糖類など一切使用していないものであ

ることから、子供からお年寄りまで安心して口にできること等を知ってもらえる活動を行っ

ていく予定である。平成18年度は、県内はもちろん、東京伊勢丹や青空市場、厚木市朝市、

仙台市物産市等へも出かけ、たくさんの人に試食してもらい、味を知ってもらえた思うが、

今後も各種イベント・物産展に足を運び、さらに多くの人に手にしてもらえるよう販路拡大

につとめたい。全国各地から注文があることから、現在はインターネット等での販売も行っ

ているが、スイカ糖だけでなく地域産品も併せた紹介を考えている。

また、地場農産物の加工品を地元の学校や施設に提供することで、地元のおいしい食材を

見直すきっかけとなってもらえるよう、さらに新商品の開発を進めていく。

今後は、加工施設敷地内の一部を、地元農産物を販売できる直売コーナーとし、生産者と

消費者との交流の場づくりを進め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： 食】【

山形県尾花沢市１．都道府県、市町村
おばなざわし

尾花沢市２．事 業 者 名

♥３．取 組 み の 名 称 尾花沢、きれいで、おいしく、ここちよい

４．取 組 概 要 等

◇概 要

山形県尾花沢市は、全国でも有数の豪雪地帯であると共に、夏スイカとしては日本一の生

産量を誇るスイカの名産地である。また、市の中心に位置し大正年間にかんがい用ため池と

して築堤された徳良湖（とくらこ）は、山形県民謡「花笠音頭」発祥の地である。

、 、 、しかし 尾花沢市の農業は 農業産出額が平成６年の134億5千万円をピークに減少を続け

農産物需要の低下、価格の低迷が続き、平成16年には93億7千万円にまで低下、また販売農

家数は平成２年に2,957戸あったものが、平成17年には2,150戸と、800戸（27％）も減少し

ている。農業就業者に占める65歳以上の割合を見ても、平成２年に24.3％だったものが平成

17年には58.0％と大幅に上昇し、急速に高齢化が進んでいる。今後、深刻な担い手不足に陥

ることが予想され、耕作放棄地の増加、農村集落の人口減少及び高齢化、これらに伴う地域

社会の機能低下等が懸念される状況にあった。

そこで、尾花沢市では、３つの資源である「雪 「スイカ 「花笠」を軸とした田園都」、 」、

市づくりを進めている。

①「克雪 「利雪 「親雪」による雪との共生」、 」、

これまでは、豪雪地帯であるがため、雪を克服することのみを考えてきた。しかし、近年

雪を資源と考え、生活に活用する取組みを検討 大量の雪を保存して雪室は する人が増えた。

するというものである。今後は雪を活用する取組みを広げる（天然の冷蔵庫）や冷房に利用

ことで自然環境を守っていくことにつなげ、雪と共に暮らしていける、明るい雪国生活を目

指したまちづくりが進められている。

②尾花沢型循環式農業の推進

特産のスイカを使用した加工品を開発・販売することにより、スイカの付加価値を高めて

いる。また、近年では黒毛和牛の肥育に力を入れ、肥育頭数が6,000頭と東北一を誇るまで

になった。総称「山形牛」ブランドに占める尾花沢牛の割合は６割と高く、毎年チャンピオ

ン牛が生まれ、美味しく見事な霜降りの肉を持つ尾花沢牛を全国に提供している。

しかし、スイカをはじめ畑作には連作障害がつきものであり、対策としていかに地力を上

、げるかという取組みも行っている その一つとして。 、尾花沢牛の堆肥を農地に還元していく

尾花沢型循環式農業を推進し「地球にやさしく次世代に誇れる環境のまち」の実現を目指し

。ている

③引き継がれる伝統

山形県を代表する民謡の一つ「花笠音頭」は、尾花沢の徳良湖が発祥の地とされている。

この徳良湖はかんがい用に造られたため池で、大正８年～10年の築堤の際に唄われた土搗き

（どんづき）唄が花笠音頭の元唄になったと言われている。

尾花沢は、この花笠発祥の地であり、市の名前にも花がつくことから、花にこだわったま

。ちづくりにも市民が主体となって取り組んでいる

また、室町時代には銀山が発見され、ここに銀山温泉が開け、江戸時代には紅花の豪商鈴

木清風の活躍、奥の細道行脚で芭蕉の10泊11日逗留など、その昔から歴史あるまちである。

◇活動の規模

項目 H14 H15 H16 H17 H18

生産量 18,000 15,000 18,500 18,300 18,000

解説 単位：㌧ 水稲
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項目 H14 H15 H16 H17 H18

生産量 17,700 16,200 15,100 16,800 18,100

解説 単位：㌧ すいか

飼養頭数 6,020 6,270 5,910 6,207 6,787

解説 単位：頭 肉用牛

◇活用している地域資源

・尾花沢夢ファクトリー（もとなり本舗企業組合）

尾花沢の魅力を全国に発信する情報博物館で、特産品の展示販売や観光案内のほか、パネ

ルによる尾花沢の紹介、尾花沢スイカのオリジナルグッズや加工品を開発・販売している。

・尾花沢牛

食肉の生産だけでなく、肉用牛の糞尿は、籾殻や規格外スイカの絞りカスなどと混ぜ合せ

完熟堆肥として生まれ変わり、農地に還元され役立っている。畜産業は、耕種農家とタイア

ップし、尾花沢の循環式農業には欠かせないものとなっている。

・銀山温泉

銀山川の両側に、木造三・四層の旅館が軒を連ね、風情あふれる家並みが残る温泉街であ

り、近年は地域一丸となって、景観に配慮した整備が進められている。

・徳良湖

2年余りの工事の際、作業唄として唄われた「土搗き唄」が「花笠音頭」となり、唄に合

わせてスゲ笠を回して踊ったのが「花笠おどり」の始まりと言われている。

◇地域活性化のポイント
尾花沢の美しさを創り出しているのは、メリハリのある四季と、ここに住む人々の明るさ

と地道な活動の賜だと思われる。改めて市内を巡ってみると、10年前の尾花沢とは、変わっ

ていることに気付く。

以前と違い、自分たちのまち今の尾花沢は、女性や若者が積極的に活動に参加している。

に何とかして活気を取り戻そう、きれいなまちを未来に残していこうと、地道な取組みを行

っており、市民の意識調査でも、尾花沢に愛着があると答えた20代は76％で、市民のどの層

ことがわかる。よりも若年層が、尾花沢への愛着心が強い

◇事業の今後の展開方向
ここ数年間の人口推移は、年平均約200人の減少を示し、中でも29歳以下の層が昭和35年

から平成12年までの間に66％も減少している。

近年、雪を活用する取組みが増えては来たものの、克雪という部分での雪対策は、尾花沢

永遠の課題である。冬季間生活を制約し続ける雪は厄介者であることに違いはなく、若年層

定住のためにも今後とも雪対策を取り組んでいく必要がある。冬季間の消流雪システムの研

究など、行政や企業も支援していかなければならない。

また、循環式農業により特産物を振興しながら、今ある農地を守っていくと同時に、後継

、 。者の対策や 持続して営農していけるシステムづくりにも柔軟に取り組んでいく必要がある

、「 」 、 、 、 、金のない時代 知恵と力を出し合って などと簡単に言ってしまうが 何を 誰が いつ

どんな方法で、を整理し、地域のあるべき姿をみんなで再確認していく。
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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】【

山形県川西町１．都道府県、市町村
かわにしまち

東沢地区協働のまちづくり推進会議２．事 業 者 名

山村留学の実施と交流をベースにした米の販売提供３．取 組 み の 名 称

４．取 組 概 要 等

◇概 要

川西町東沢地区は、なだらかな丘陵に囲まれた総戸数190の中山間地である。近年は高齢

化と人口流出が急激に進み、地区で打開策を議論した結果、都市との交流を行うことで地区

の活性化につなげていこうという目的の下、平成３年、かねてからダリアの花の縁で川西町

平成18年度までに短と交流のあった東京都町田市の小学生を対象に山村留学が開始された。

期留学生524名、長期留学生387名もの小学生受け入れを行っている。小学生の受け入れにつ

いては、魚釣り、山菜採りといった東沢の自然を体験してもらうだけでなく、核家族が中心

の東京の子供達に、祖父母も含めた大家族の温かさを実感してもらおうということから、地

区全戸に協力を働きかけ、子供達に直接農家に宿泊してもらっている。

町田市においても東沢ファン有志による「夢里（ゆめり）の会」が創設され、留さらに、

学後も定期的に同窓会を開催している他、児童の保護者も自主的に東沢地区を訪問する等、

。交流はさらに広がりを見せている

一方、地域資源の販売については、町でまちづくり基本条例が制定されたことを受け、東

沢地区でも平成17年９月に「東沢地区協働のまちづくり推進会議」を創設。翌18年３月には

町内で初となる地区計画をとりまとめた。

特に販売に重点を置き、東沢産の地域資源の生産企画、販売計画を総合プロデュースする

シンクタンク「夢里創造研究所」を設置し、町田市及び町田市関係者をターゲットに、米、

しきゅうり、たらの芽、味噌漬、地元の米を使用した純米酒等の地域資源の販売活動を展開

ている。これらの積極的な取り組みが実を結び、昨年10月、町田市関係者の紹介により、大

手チェーンの「おむすび権米衛」との間でおむすび用の米に東沢産の米を使用する運びとな

っている。

◇活動の規模

項目 H14 H15 H16 H17 H18

短期留学生 30 27 35 37 37

解説 単位：人

長期留学生 1 5 1 2 3

解説 単位：人

同窓会 79 81

参加者 解説 単位：人 留学生とその家族（3年に一度開催）

産直来客数 240 350

解説 単位：人 産直販売所「フレッシュ＆Fresh」

産直売上高 112 140

解説 単位：万円 産直販売所「フレッシュ＆Fresh」

新規就農者 1 1 2

解説 単位：人

農協青年部 2 3 6 4 1

新規加入者 解説 単位：人
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◇活用している地域資源

①自然資源

飯豊連邦に囲まれた水田、116箇所のため池、湿原、ハッチョウトンボ、ギフチョウ、

モウセンゴケ

②観光資源

ダリヤ園、カキツバタ園、熊野神社のハダカ松

③農林水産物

米、きゅうり、たらの芽、さや豆、きのこ、味噌漬、山菜（わらび、ぜんまい、ふき、

しめじ、松茸）

◇地域活性化のポイント

山村留学実施から17年が経過し、町田市との交流はますます深まっている。具体的には、

平成18年、大手チェーンの「おむすび権米衛」のコンサルタントが町田市出身者であったこ

、 、とから 同チェーンに東沢地区の米を納入することが実現 町田市においてもした この他。 、

留学児童の保護者を中心として「夢里の会」が発足し、同会が拠点となって東沢の農産物の

。販売が行われている

農家の主婦層を中心また、夢里創造研究所を核とした積極的販売展開が住民にも浸透し、

に、毎週日曜日に東沢小学校付近で産直販売所（フレッシュ＆Fresh）が開設され、町内は

。もとより県外からも多くのリピーターを集めている

受身一方から夢のある積極的な活動に転じたことにより、今までほとんどいなかさらに、

。った農業後継者も現れている

◇事業の今後の展開方向

米については、生産部門で「夢里十八番生産組合 、販売部門で(株)東沢米翔（ひがしざ」

わこめしょう）という組織をそれぞれ設立したところであり、これらの組織を軸に更なる生

産・販売の拡大に努めていくこととしている。具体的には、有機肥料を多用して減農薬で作

る「こだわりの米」の生産拡大に努めていくこととしている。販売についても 「おむすび、

権米衛」との取引拡大を図っていく他、こだわり米については、消費者に大きなインパクト

を与えるよう「米袋」のデザインの一般公募を行っているところである。さらに、米を含め

地元の地域資源をインターネットで販売できるよう、地区のホームページを整備している。

この他、東沢地区には多くのため池や湿地帯、さらには、ハッチョウトンボ、ギフチョ

ウ、ヒメサユリ、モウセンゴケ等希少な動植物が生息しており、これらの貴重な動植物、美

しい自然を多くの方に知ってもらうため、地権者の協力を得て東沢自然学習園を整備したと

ころである。今後は、これらの貴重な自然を保護していくため、ギフチョウ、ヒメギフチョ

ウの食草、減少傾向にあるヒメサユリ等の植栽を実施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： 食】【

福島県福島市１．都道府県、市町村
ふくしまし

ふくしま女性起業研究会２．事 業 者 名

「出前教室」請けたまわります３．取 組 み の 名 称

４．取 組 概 要 等

◇概 要

平成９年、福島市、川俣町、飯野町から集まった35人が、福島県福島地域農業改良普及セ

ンター（現：県北農林事務所農業普及部）の指導の下、県事業（３年間）を活用し、ふくし

ま女性起業研究会が発足した。その後、平成12年に福島市内のメンバーで新たにスタートし

た。平成14年より「出前教室請けたまわります」の事業を展開、チラシを作成し各学習セン

ター等に配布、ＰＲを行い、要請があれば出向いて行って季節の果物を使ったジャム・お菓

子作り、郷土料理講習、しいたけの加工、焼肉のタレ作りを始め、農のリース作り、農作業

材料等は全て会員たちが生産し、それぞれの得意な分野の技術を活かして体験も請け負う。

。の活動を行っている

グリーン・ツーリズムの体験も受け入れ、これまで培ってきたノウハウを活かしたおもて

である。なしが旅行者にも好評

、 、会員のうち６名が全国女性農業経営者会議の会員となり 全国大会・東北大会へも参加し

全国の仲間の最新情報を会員へつなげている。平成14年には海外研修（ドイツ・イタリア）

へも9名参加し、グローバルな角度からの研鑽も重ねている。平成17年6月には、JICAからの

。研修生との交流として、アジア・アフリカの女性リーダーとの交流のチャンスを得た

、 、かねてから食料自給率の低下やファーストフードの流行等 昨今の食生活の乱れを危惧し

農業者自ら動かないと日本の農業の行く先も危ういと、会員で研修を行い、東北福祉大学畠

。山教授のもとに出向いて、平成15・16年と２回の講義を受講した

（ ） 、また 平成17年には、 福島市との協働のまちづくり事業 コラボ☆ふくしま に企画応募し

を図った。まずは、子供のうちからの教育が大事と 「子供の採択され 「食育」事業の展開、 、

ための出前教室」を４回開催。食育と未来の顧客創造のために、りんごの皮むきやおにぎり

作りを行いながら、自分たちのおやつや食事について感じとってもらった。事業の中で「一

般公開講座」も開催、東北福祉大学畠山教授に「食と感性」について講演を依頼し、学校Ｐ

ＴＡをはじめ食生活改善推進委員等100名を超す参加者のもと、会員手作りの食品による交

流会も行いながら事業の成功をおさめた。

会員たちそれぞれの起業準備のため、異業種（温泉旅館）との交流や、経営面や販売ルー

ト確保にむけた研修も深めている。

◇活動の規模

項目 H14 H15 H16 H17 H18

イベント 13 4 8 3 4

回数 解説 単位：回 出前教室、H17はコラボ☆ふくしま事業「一般公開講座」等含む

イベント 2回開催 90 90 100 100

参加者 解説 単位：人 農産物ふれ愛市

イベント 3 4 4 6

回数 解説 単位：回 農業体験受け入れ

イベント 53 70 123 51

参加者 解説 単位：人 農業体験受け入れ
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◇活用している地域資源

会員の９割以上が園芸農家で、うち6割以上が果樹農家であるため、果樹類等15種（いち

ご、さくらんぼ、梅、ブルーベリー、ソルダム、もも、プルーン、なし、ぶどう、りんご、

いちじく、かき、洋梨、くり、キウイフルーツ 、花卉、野菜、米から椎茸、ハーブまで栽）

培しており、自家栽培の材料を利用して活動している。

・農業体験！季節に応じた農作業

・季節の野菜・果物を使ってジャム作り

・りんごピューレ作りとアップルパイ

・しいたけの加工

・焼肉のタレ作り（りんごたっぷり）

・郷土料理作り

・農のリース

◇地域活性化のポイント

農村女性が、本業の農業に携わりながらも自分たちの役割を認識し、現代社会におけるさ

。まざまな問題解決にも取り組んだり、地域の各種委員会等の役割も担っている

また、 、口コミでその輪が広がっている。県内外からの交流や研修の受け入れも行い

全国女性農業経営者会議にも６名が会員となり、全国の関連情報をダイレクトに収集し、

会の活動や地域の活動へも活かしている。

農村女性が市内各地域でいきいきと誇りをもって活動している姿は、地域活性化の意味で

である。もお手本的存在

◇事業の今後の展開方向

農村女性の持つ「生産者」と「生活者」の視点を活かしながら起業の研究実践を行い、

農業経営の担い手として主体的に参画し、地域農業の活性化をめざすことを目的に、これま

での様々な研修に加え 「食農教育の実践 「異業種との交流」など新たな目標を加え、現在、 」

社会の流れに沿った活動や取り組みを行い、今後の会員一人ひとりの起業へも結び付けてゆ

く。

特に 「食農教育」については、農業に携わっている自分たちが、その一番の適任者であ、

るとの自覚の下、地道ではあるがこれまでの研修の成果を毎日の生活や活動の中で活かして

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】【

茨城県下妻市１．都道府県、市町村
しもつまし

下妻食と農を考える女性の会（ウィマム）２．事 業 者 名

「女性の力」－女性の知恵や力を活かした取組み３．取 組 み の 名 称

４．取 組 概 要 等

◇概 要

○地元の生産物を加工して「地産地消」！

、” ” 、 、平成10年２月 食 に関わる生活改善をテーマに自主活動してきた３つの団体と 梨農家

養豚農家など地元・下妻のお母さんたちが集まって「下妻食と農を考える女性の会」が結成さ

れた。

、 、地場ものを加工して付加価値を付けよう そして女性の就労の場所をつくろうと一致団結し

食と農を考える女性の会に加工食品を製造・販売する組織として「ウィマム」を立ち上げた。

、 、「 」会員数は現在44名で 自分たちや顔の見える相手の作った安心できる食材を使い 地産地消

にこだわって様々な加工食品をつくりだしている。

会員は５つの部門に分かれて、各部門でそれぞれが出資金を出して活動し、各部の独立採算

で経営している 「ビアスパークしもつま 「道の駅しもつま」内の農産物加工施設を利用し、。 」

手作り・手作業で生産し、ビアスパークの直売所や道の駅しもつまなどで販売している。

○個性豊かな５グループが連携しての活動が充実

①梨加工グループ

７名のメンバーの名産の梨を使ってジャムやドレッシング、万能タレを製造しており、

うち４名は梨の農家で、自分たちの育てた梨を使うだけにやる気は十分である。

②漬物加工グループ

生活改善グループが母体となったグループで、地場ものの野菜を使って漬物を製造して

いる。

10メンバーはそれぞれの経験や意見を出し合いさらなる技術向上を図っている。また、

月から３月の間の日曜日は交代で道の駅しもつまへ出向き、試食をすすめての対面販売も

行い、大変好評でリピーターが増えてきている。

③味噌加工グループ

生活改善グループが母体となったグループで、転作で作付けされた地場ものの大豆を使

特に黒大豆を使っての味噌は甘みがあり大変好評を得ている。って製造している。

④食肉加工グループ

銘柄豚「ローズポーク」の肥育農家を含めて構成され、ハムやウインナー、ベーコンを

元大手ハム製造会社社員の講師を招いて衛生面から加工技術までの知識を学び 「安製造。 、

全でおいしいもの」を目指して活動している。また、ウインナーは販売に加えビアスパー

ク内のレストランでもメニューとして提供し、利用客に好評を得ている。

⑤新食材部

アイスや飲むヨーグルトなどの乳製品、クッキーやパン、ピザなどを製造。７～８名の

アイスメンバーが週に４～５日集まり稼働し、バラエティ豊かな商品を作り出している。

クリームの材料に梨を使ったり、同じく地元のそば粉を使ってクッキーを作ったり、原料

には積極的に地元産の食材を取り入れ活動している。

また、ソーセージづくり体験、クッキーづくり体験などの都市農村交流活動の各種受け入れ

も積極的に行っている。
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◇活動の規模

項目 H14 H15 H16 H17 H18

売り上げ 19,832 22,052 22,445 22,867 23,497

解説 単位：千円 各部会合計

来客数 1,149 1,116 1,125 1,133 1,073

解説 単位：千人 ビアスパークしもつま及び道の駅しもつま

製造量 16,096 20,733 19,400 20,449 18,269

解説 単位：kg 梨ジャム、アイスなど総量

雇用者数 44 44 44 44 44

解説 単位：人 会員数

イベント 5 5 5 5 5

回数 解説 単位：回 市内等各種イベントに参加

◇活用している地域資源

・地元産農産物（特に梨、野菜、大豆、豚肉など）

・都市農村交流施設 ビアスパークしもつま（加工施設、体験施設）

・道の駅しもつま

・映画「下妻物語」にも登場する田園風景

◇地域活性化のポイント

元気いっぱいのお母さんたちの活動と行政の支援（市、普及センター等）がうまく連動して

いること。

おかあさんたちの活動を支え、地域の活力となっているのは、自分たちの生産物に対する誇

りと食と農に対する自身のやる気、愛着である。行政側は、それに対して施設整備やＰＲ、イ

ベントを一緒に行うなどの支援を行っている。

メンバーが家庭を持ちつつの活動でありながら、パワフルなやる気を持って集まり、何より

楽しみながら活動を行い、周りを巻き込みながら地域活性化に貢献している。

◇事業の今後の展開方向

今後の展開として、地元の活動者を確保し、販売先の開拓など活動のさらなる地盤固めを

行っていく方向である。

販売するものは、手作りで安全安心、誇りを持てる食品であり、漬物などは２日しかもた

ない。そのため、売れる販売量を適正に管理していくための体制が重要である。

現在、加工品などの販売先として、既存の施設だけでなく地元の弁当店や学校なども巻き

込んできており、今後も学校などと積極的に活動を連携させていく方向である。

さらに、インターネット販売なども見据えており、生産量の確保について、日々研究を重

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】【

群馬県富岡市１．都道府県、市町村
とみおかし

甘楽富岡蚕桑研究会２．事 業 者 名

養蚕文化の継承３．取 組 み の 名 称

４．取 組 概 要 等

◇概 要

甘楽富岡蚕桑研究会は、昭和43年に養蚕や栽桑に関する技術や経営を実地に研究すること

を目的に発足した農家組織で、養蚕に関する最新技術をいち早く地域に普及し、生産性の向

上を図ることで地域の発展を図ってきた。

安価な生糸や絹製品の流通により価格が低迷し、関係業者の多くが衰退するとともに、養

旧官営富岡製糸場を核とした世界遺産蚕農家も高齢化により減少の一途をたどっていた中、

登録への推進運動が活発となり、近代遺産だけでなく伝統ある産業としての養蚕・製糸を存

続させたいとの声の高まりを受けて、伝統ある組織として、地域の伝統産業である養蚕の維

している。持、発展に向けた活動を展開

群馬オリジナ平成８年、養蚕・製糸業のイメージアップと新たな絹需要の開拓を目的に、

ル蚕品種「ぐんま２００」を原料に手袋、靴下、洗顔タオルなど数々のオリジナル商品を県

。特に洗顔タオルの「美肌つるるんタオル」は絹の柔ら内製糸や加工業者等と連携して開発

かい肌触りとシルクプロテインによる美肌効果が話題となり、人気商品となっている。近年

では、富岡市の市制50周年記念式典等で記念品として採用されるなど、地元特産品としても

活用されるようになっている。

「ザ・シルクデー」等の地域イベントへ参加し、繭クラフトや座繰り（糸挽き）のまた、

してい体験、蚕の展示、オリジナル絹製品等の販売を行い、養蚕・シルクのＰＲ活動を展開

る。特に平成16年のＮＨＫ前橋放送局・展示スペースでの「まゆ玉とシルク展」の開催を機

に、県内外から非常に高い関心を得ることが出来、蚕の飼育等に取り組む小学校や県外から

の視察者が増えている。

、 （ ） 、養蚕農家とともに桑園も減少傾向であるため マルベリー 桑の実 の展示ほ場を設置し

地域の特産品づくりやシンボル・ツリーとしての活用を進めており、注目されつつある。

◇活動の規模

項目 H14 H15 H16 H17 H18

売り上げ 300,000 400,000 500,000 300,000 900,000

解説 単位：円 シルク製品取扱額

イベント 3 4 4 4 6

回数 解説 単位：回

シルクデー、富岡市産業祭、保育園・小学校での繭クラフト指導回数

イベント 150 200 300 400 800

参加者 解説 単位：人 繭人形づくり体験参加者
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◇活用している地域資源

・桑園、桑の実、繭

・富岡製糸場を中心に培われてきた地域伝統の養蚕文化

◇地域活性化のポイント

保育園や小学校等での蚕の飼育学習や繭クラフト教室の開催を通して、蚕や繭にふれる機

会を提供することで、若年層へのイメージアップと伝統産業としての認識向上につながって

いる。

地域の加工業者と連携してオリジナルの製品開発・販売を行い、新たな絹需要を開拓する

している。ことで、養蚕農家の所得確保に貢献

各イベントへの参加などを通してネットワークが広がり、会活動への協力者が増えるとと

もに、県内外から視察者が訪れるなど交流を通じた地域の活性化に貢献している。

◇事業の今後の展開方向

生産者の高齢化から、養蚕農家数は平成18年度甘楽富岡管内では45戸になった。遊休農地

が増加する中、19年の夏に桑の実展示圃場から収穫したマルベリーを利用し地元の地産地消

推進店の協力によりアイスを試作、イベント会場において来場者に試食調査を実施し好評を

得た。更に来春には面積を30アール増やす計画で苗を予約しており、ジャム、ワインづくり

の取り組みとあわせて産地化の足掛かりとしていく。

また、繭のＰＲに富岡製糸場で繭人形キットを販売しており、クラフト指導者による講習

会を通じた会員同士の資質向上を図っていく。
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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 【バイオマス・リサイクル】【 】

埼玉県さいたま市１．都道府県、市町村

見沼田んぼ福祉農園２．事 業 者 名

共に学び、共に育ち、共に生きる、共生の農業の実現３．取 組 み の 名 称

４．取 組 概 要 等

◇概 要

、 。福祉農園誕生のきっかけは ボランティア組織ぺんぎん村と見沼田んぼの出会いであった

ぺんぎん村のレク活動の一環として旧浦和市の見沼を守る運動を進めている人々との交流も

あり、春の野草摘みハイキングやゴミ拾いなど、よく見沼を訪れていた。

そんな中、見沼を生かしながら、ぺんぎん村のテーマ「誰もが共に生きる地域」の具体的

な提案の一つとして昭和63年、福祉農園構想が出された。障がい者のための農園ということ

でなく、まさに「誰もが共に」自然とふれあい、農を楽しみ、人と出会い、関係を広げてい

ける場、そして障がいを持つ人々の自立の足がかりとなりうる場というイメージであった。

その後、平成10年に埼玉県が「見沼田圃公有地化推進事業」を始め、翌11年4月、事業の

一環として見沼田んぼ福祉農園が開園した。

あらゆる人に福祉農園が開園する以前は耕作されない、雑草が生い茂る荒れ地であった。

開かれた農園で、農園周辺のプロの農家と協働の関係を築くため 「除草を徹底して行い周、

」 。 、 、辺の農家に迷惑をかけない ことを心がけた 雑草は雑草を生み 害虫のすみかとなるため

。「雑草を堆肥に、土作りは人づくり」として雑草は堆肥場に集めて堆肥にしている

もともと農業をやったことのないメンバーやボランティアスタッフたちが近隣の農家等の

アドバイスを受けながら、無農薬でおいしい野菜を作るために日々試行錯誤を重ねている。

この農法を続けたおかげで、福祉農園と周辺の動物の種類と数が著しく増えてきている。ま

た、農園内の池ではドジョウや在来種の魚が増え、絶滅が危惧されているゲンゴロウ類も棲

むようになった。福祉農園は、一度失われかけた見沼の自然の復活に大きな役割を果たして

。いる

地域との連携と豊かな自然環境を活用する福祉農園のモデルは、農業分野のみならず、福

祉や環境、教育といった分野から 「環境福祉」の先進事例として全国的に評価され、首都、

圏の研究者、教員、学生が研究対象として見沼田んぼ福祉農園の活動を取り上げている。

◇活動の規模

項目 H14 H15 H16 H17 H18

売り上げ 1,136,579 1,369,545 1,359,569 1,126,736 991,809

解説 単位：円 会員組織「デイケアわくわく 農園班」売り上げ

※会員組織ごとに取り組みが違うため全体としての生産量・売り上げは把握できない

が、農産物の自給、バザーでの販売、宅配などを行っている

イベント 12 12 12 12 12

回数 解説 単位：回

見沼の新米を食べる会・収穫祭、サバイバルキャンプ、農的若衆宿、開園記念の

集い、農園で遊ぼう、サークル農園、耕耘機講習会、100万人のキャンドルナイト

など

イベント

参加者 解説 多い時で150人程度とし、それ以上はトイレの能力が足らなくなるため大規模なイ

ベントはセーブしている
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◇活用している地域資源

・ 見沼田んぼ」東京都の千代田区より広い1,260haの、首都圏に残された貴重で広大な農的「

緑地空間

・見沼田んぼで営農を続ける農家の方々

・福祉農園の活動を支援し続けてくれる農園ボランティアの方々

、 、埼玉県がすすめる見沼田圃公有地化事業の目的は 見沼田圃内農地の荒廃化を防ぐことで

何らかの事情で耕作できなくなった私有地を県が買い上げたり借り上げたりして、その農地

が建設残土の置き場や有害物質を含むゴミの捨て場となることを防ぐことにある。県が公有

地化した農地が、見沼田んぼ福祉農園では22世紀を見据えた優良農地として、県民の憩いの

場として、自然の回復の場として活用されている。

◇地域活性化のポイント

○里山（斜面林 ・見沼代用水（水辺 ・田畑を一体のものとする福祉農園の農園作り） ）

・地域に伝わる知恵の活用

・武蔵野と呼ばれた地にふさわしい農園作り

・里山で間伐した竹を使った暗渠による排水改良

・落ち葉や雑草を使った堆肥作り（＝土作り）

・泉や小川など自然の仕組みを活かした環境整備

この５つの点を活かして、見沼田んぼ福祉農園は農園作りを進めている。

◇事業の今後の展開方向

障がい者や高齢者、子どもや若者など多くの市民が、日常的に土や作物に触れ、土作り

とそれを豊かにしていく福祉農園の活動は、見沼田んぼを保全する上で重要である。福祉農

園の活動を持続可能なものとするためには、福祉農園産の農産物をブランド化し 「見沼田、

んぼの野菜を買い・食べる」というつながりを、都市住民との間に生み育てる必要がある。

現在、同様の問題意識を持って活動をはじめようとする動きは、福祉団体を中心に各地

で起こっているが、公的な位置づけが無い現状では、組織の体制整備も人材育成も、代表を

はじめとするスタッフ、会員組織のメンバー、農園ボランティアの方々の無償の行為によっ

て行われているのが現状である。

見沼田んぼ福祉農園が公的な位置づけを得るために、研究者と共同し、そこで得られた

実践面でのノウハウや、行政との間での政策面での確認を整理し、公的な位置づけのもとに

持続可能な体制を確立するために必要な「知識」を生み出すことで将来へとつなげていく。
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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 【知的財産】【 】

神奈川県南足柄市１．都道府県、市町村
みなみあしがらし

あしがら花紀行千津島地区実行委員会２．事 業 者 名

四季折々に咲く花による地域おこし「あしがら花紀行」の３．取 組 み の 名 称
先駆団体

４．取 組 概 要 等

◇概 要

平成７年、水田の区画等を整備する事業を行う「千津島地区ほ場整備事業組合」に、酔芙

蓉や春めき（足柄桜）を利用した里づくりの提案があり、取り組みを開始した。平成13年に

ほ場整備事業が完了した後、それまでの事業を引き継ぐ形で「あしがら花紀行千津島地区実

行委員会」が設立された。

「あしがら花紀行」は、四季折々に咲く花による地域おこしであり、年間を通して花を見

ることができるエリアづくりを推進し、そこから観光のエリア、さらには地域振興のエリア

へと発展させ、地域住民主体により、年間400～500万人の都市交流型の経済圏を足柄地域に

。誕生させることを目的としている

千津島実行委員会では、春は菜の花・春めきまつり、夏はハナアオイまつり、秋は酔芙蓉

地域住民手作りの「ふくざわ公園」を中心に、地元で取れた農産物やまつりなどを開催し、

特産品を販売し、また地域ならではのイベントを開催するなど、都市住民との交流を積極的

。そして、それぞれの花のイベに図り、花による地域おこしの先駆けとして活動をしている

地域ぐるみでのボランティア活動と位置づけるとともに、次世代を担うントや花の管理は、

してい小中学生の総合的な学習の場として提供するなど、地域が育む人づくり教育にも貢献

る。

回遊コースには農産物の直売所イベント開催時には多くの地元住民にも参加を呼びかけ、

を入れることで地産地消を意識した農産物の販売を行い、総合的な地域のコミュニティを図

っている 花紀行の花をイメージした和菓子「花大福」。また、イベントの実施だけでなく、

や足柄を代表する金太郎をモチーフとした「まんじゅう金太郎伝説」等、地域の特性に着目

。した特産品の開発を手がけ、商標登録、意匠登録しオリジナル性を出している

◇活動の規模

項目 H14 H15 H16 H17 H18

売り上げ 60 180 240 300 400

解説 単位：万円 野菜・果物などの農産物、漬物などの農産加工品、花大福や金太郎

人形などの特産物を販売

来客数 2 6 8 10 12

解説 単位：万人 H15よりハナアオイまつり開催、観光ビール園開園により来客増加

イベント 2 3 3 3 3

回数 解説 単位：回 H15よりハナアオイまつり開催

イベント 300 600 600 600 600

参加者 解説 単位：人 来客数増に伴い参加者増加

◇活用している地域資源

○南足柄市内の地域資源

・平成14年に操業開始し、観光ビール園を併設したアサヒビール神奈川工場
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・曹洞宗の名刹 大雄山最乗寺

・金太郎が産湯をつかったとされる「夕日の滝」

・富士フイルム神奈川工場近くにある「春小径 「幸せ道」」

・丸太の森

◇地域活性化のポイント

花による地域おこし「あしがら花紀行」の先駆けである「あしがら花紀行千津島地区実行

委員会」を中心に足柄地域でそのネットワーク化が図られ、平成17年11月に市内11団体650

人の「あしがら花紀行ネットワーク」が設立された。さらに平成18年には、南足柄市内２団

体、開成町２団体が加わり、その広域化が図られている。

都市住民との交千津島地区以外にも、２団体が花の開花する季節にはイベントを開催し、

。流が図られた地域振興・地域活性化に寄与している

◇事業の今後の展開方向

今後もさらに「あしがら花紀行」の取組を拡大するとともに、足柄地域１市５町（南足

柄市、開成町、山北町、松田町、大井町、中井町）共通の事業として発展させたい。

平成19年からは、遊休農地を利用した地域おこし「ユートピア構想」をスタートさせ、

農地を開放し、都市住民を呼び入れた土地利用（農地の社会化）をキーワードにした都市型

農業を目指していく。

また、地元企業により平成18年10月から箱根外輪山である大雄山最乗寺近くの山林で温

泉の掘削が開始され、四季折々に咲く花のエリアと連携した、新たな観光資源の創設が期待

されている。

そして、これらの地域資源との有機的な連携を図り、持続可能な活動とし、地域住民主

体の里づくり、地域づくりにより、足柄地域に年間400～500万人の都市交流型の経済圏を誕

生させたいと考えている。

「きれいな花を見て怒る人は誰もいない」この言葉が「あしがら花紀行」を今後も推進

する源泉とし、農業をはじめとする地域経済の活性化や地域雇用の創造を形あるものにする

足柄ならではの取り組みを進めていく。



№21

「立ち上がる農山漁村」選定案概要書

◎取 組 分 野： 他産業の農業参入】【

新潟県上越市１．都道府県、市町村
じょうえつし

ファーストファーム株式会社２．事 業 者 名

農業特区を活用した農による新しい産業の創出３．取 組 み の 名 称

４．取 組 概 要 等

◇概 要

旧東頚城郡は、農業従事者の高齢化や担い手不足による耕作放棄地の増加や山林、農地等

の荒廃が著しく、このままでは自然豊かであった農山村資源が亡失してしまう恐れがある。

平成15年９月に地元地域の有志５人(建設業、旅このような状況を微力ながら解消すべく、

、 、 、 。 、館業 酒造業 農業 土地家屋調査士の各経営者)で法人を設立 東頚城農業特区に参入し

するとともに農による新たな産遊休及び休耕している農地を新しいビジネスの場として活用

業創出の場として活用することで、農地等の荒廃防止及び農山村の景観、機能を保全し雇用

の拡大と交流による地域の活性化を目指している。

事業の基本方針

○東頚城郡の自然や地理地形を利用し、 を目標に農業経営を行自己完結環境保全型自然農法

う。

○自然農法により、 する。安全で安心な食材として付加価値の高い農産物を生産

○各地区及び集落と連携した生産基盤の形成、並びに関係企業等と連携した付加価値の高い

を行う。地域循環型農業経営

具体的事業概要

①ポニー、山羊、羊等小動物牧場(観光ふれあい)の経営

荒廃した牧場跡地を活用して、素晴らしいロケーションの地域資源を生かし、癒し効・

している。果のある小動物牧場を経営

・ ことにより牧場ファン、リピーターの繁殖した子ヤギ、子羊を市内小学校に貸し出す

増加を図り、ヤギ乳100%使用のヤギ乳ジェラードを特産品として販売している。

②有機減農薬による稲作経営

高齢化による耕作放棄水田(棚田)を活用して酒米を栽培し、同社役員の酒蔵でオリジ・

を造り｢特区酒｣として限定販売している。ナル吟醸酒

◇活動の規模

項目 H14 H15 H16 H17 H18

生産量 3,600 8,100 11,000

解説 単位：kg 酒米（五百万石、越淡麗）

売り上げ 1,300 7,188 8,283

解説 単位：千円 ヤギさんのジェラート（生ヤギ乳100％アイスクリーム 、）

H16.7～ヤギさんのバター、オリジナル吟醸特区酒ほか

来客数 5,000 6,300 8,100

解説 単位：人 ファーミーランド（観光牧場）入場者 H16.7～

雇用者数 18 16 14

解説 単位：人 社員および高齢者パート

子ヤギ貸出 4 10 12

解説 単位：校 春～秋まで小学校へ貸出 H16.7～
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◇活用している地域資源

・ した関田山脈から妙高山、日本海まで見渡せる300度のパノラマロケーションを商品に

観光牧場経営

棚田を活用した酒米栽培・荒廃が進んでいる天水田の

・棚田の畦畔管理のため している。刈り取った雑草を動物飼料として有効活用

高・地域で活動している多様な人材をアドバイザー、協力者として活用している。特に

。齢者はパート従業員として技術・知恵を活用

・木工所における挽きヌカ→牧舎の敷料として活用、スーパーや小売店の廃棄野菜→動

地域内企業間の連携協力物の飼料として活用など

・隣接する観光ぶどう園との相乗効果

◇地域活性化のポイント

体力の続く限り耕作をして、その後は特・耕作断念を考えていた農家の高齢従事者は、

で、元気を出して耕作を継続してい区参入企業が引き続き耕作してくれるとの安心感

る農家も出始め、地域の活性化につながっている。

パート採用した高齢者からは、事業に従事できたことにより老夫婦の話題が増え家庭・

になったと喜んでもらい、同社に出資して仲間入りをしたいとの希望者も出てが円満

いる。

農家等地域の・農地を利用した新しい形でのビジネスの可能性を実践することにより、

につながっている。注目を集め地域農業の活性化

高齢者の豊富な知恵、技術を生かすことにより、元気で生きがいを持った高齢者が増・

、地域に活力が生まれる。え

◇事業の今後の展開方向

・農家レストランの経営：自社栽培農産物や、近隣農家等から仕入れた新鮮で安全な食

材によるレストラン経営。市内でとれる海･山の幸を生かした特徴ある食の工房を目指

す。

・ヤギ乳加工食品等開発：アイスクリームだけでなく、牛乳に比較しヤギ乳のすぐれた

成分を生かした今までにないヤギ乳の加工食品を開発し販売する。ヤギ乳消費増加に

伴い、高齢者にヤギの飼育委託をし、ヤギ乳の確保をするとともに、荒廃地の除草や

生きがい対策に役立てる。

・未知の発展要素を秘めた事業展開

・地域に密着した地道な事業の展開

・消費者ニーズに即応する産業の連携

・コミュニティビジネスに拠点機能を持たせ、新しい地場産業の創出

・環境に配慮した地域循環システムの構築
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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】【

石川県羽咋市１．都道府県、市町村
は く い し

羽咋市２．事 業 者 名

自立・自活する山村集落づくり「山彦計画」３．取 組 み の 名 称

４．取 組 概 要 等

◇概 要

石川県羽咋市は、海と山に囲まれた人口25,000人の小さな市で、山間部では10年前に比べ

45％の人口減少率と高い離村率、そして神子原地区（千石町・菅池町・神子原町）は現在50

％の高齢化率を抱えている。

、「 」 、平成16年11月から自立・自活できる山村・漁村づくりに動き出し 山彦計画 と名づけ

空き家になった農家と遊休化した農地をセットにして貸し出す「空き農家・農地過疎化し、

。都市住を活用した情報バンク」制度を導入し、都市住民の集落への受け入れ体制を敷いた

民が農村集落に定住し農地保全対策と新規就農を行う制度として注目を浴び、全国農業会議

所で「羽咋方式」として全国展開されるきっかけを作った。

、 「 」 、神子原地区では 生活排水の入らないおいしい棚田米 神子原米 をブランド化しようと

タレントやエルメススカーフのデザイナーによる米袋デザイン、皇室献上米・英国王室献上

する体制を作ろうとしている。さ米活動などの戦略を立て、農産物に付加価値を付けて直売

らに、能登を平定した大国様（おおくにぬし）は農業と酒の神様であることに着目し「羽咋

の御利益－お神酒特区」を策定した。

国内にこれまでにない「神子原米」のブランド化に取り組み、羽咋市では農林漁業産物で

ある一次産物の二次産業化という1.5次産業化や、特産品開発と農家による直売所設置計画

に乗りだし、平成17年４月に日本で初めてとなる「1.5次産業振興室」を設置した。

都市交流では棚田オーナー制度をはじめとし、平成17年度から、首都圏の大学生など都市

住民を農家の仮初めの子とする国内初の「烏帽子（よぼし）親農家制度」により、１泊２日

。また、県の認可により受入農家は増改の農家農業体験を誰でも気軽に楽しめるようにした

築すること無しに、そのまま「農業体験施設」とできるようになった。

18年ぶりのＩターンによそして、限界農村集落とレッテルを貼られた神子原の菅池町は、

とＵターンした若者によって活気づいてきた。る子供誕生

◇活動の規模

項目 H15 H16 H17 H18 H19

売り上げ 14,500 14,500 14,500 42,000 42,000

解説 単位：円 神子原米の一等米一俵（60kg）あたりの価格

雇用者数 0 0 0 0 4

解説 単位：人 直売所の雇用者数

イベント 1

回数 解説 単位：回 棚田ひな人形まつり H19.3.3～3.5

イベント 1,500

参加者 解説 単位：人 棚田ひな人形まつりの見学者数

烏帽子子客 7 25 82

解説 単位：人 農家の子となった都市住民数 H17年度～

空き農家 2 2 2 2

入居家族 解説 単位：家族 県外からの移住 H19.8.1現在、8家族25名
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◇活用している地域資源

①「神子原米（みこはらまい 」棚田で作られたお米）

平成16年までJAで217円／kgであった買取価格が、直売制度で700円／kgとなった。

②「空き農家と遊休化した農地」を活用し都市住民に貸出

③「棚田」神子原地区の急峻な棚田をひな壇に見立てて活用（棚田ひな人形まつり）

④「歴史・伝統的な因習・制度」烏帽子親、お神酒特区など

⑤限界集落といわれる山村農家集落（羽咋市で最も高齢化が高い村）

携帯電話はつながらないけど心つながる村として大学生の宿舎に活用。

⑥「人工衛星データの解析結果」

平成18年度より「人工衛星による食味判定」を開始した。

◇地域活性化のポイント

財源がなくても、知恵とアイディア、つまり「思源」によって農村集落活性化策を打ち出

している。平成17年度は事業費予算60万円で全てやりし、行政と集落住民が二人三脚で活動

くりし、平成18年度は45万円、平成19年度は42万円となっている。

「印刷した計画書では村は変わらない」を合言葉に、実施することに力点を置いた実行の

している。ためのシステムを身につけ、実行できる地域戦略を立てて行動

◇事業の今後の展開方向

平成18年度から19年度には、直売所・加工所・集荷所を設置し、山間部への集中的な支

援策を行った。

平成19年７月７日の直売所オープン以来、神子原地区農家の出資による（株）神子の里

では、地域雇用に４名、うちＵターンの若者１名、Ｉターンの若者１名となり、７月末現在

で470万円の売上げとなっている。

都市との交流をもっと活発化するために、法政大学・早稲田大学等の学生を山村集落で

受け入れ、平成18年度年から開催している「棚田ひな人形まつり」等の各種イベントの開催

を予定している。

また 「英国王室御用達米 「ローマ法王御用達米」などの米のブランド化戦略をさらに、 」

推進していく。
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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】【 】

福井県南 越 前 町１．都道府県、市町村
みなみえちぜんちょう

有限会社ほっと今庄２．事 業 者 名

400年の歴史を持つ特産「そば」を守り、育て、拡める。３．取 組 み の 名 称

４．取 組 概 要 等

◇概 要

農産加工、伝承料理、手芸等にこだわり、昭和63年、今庄JA女性部「手づくりグループ」

を結成。平成４年より郷土食のそばをテーマにした料理や加工品の開発にカを入れ、研究を

進める。 。平成８平成7年に「そば会席」が食アメニティコンテストで国土庁長官賞を受賞

年、JA合併を機に名称を「今庄FLC」に改名、本格的に女性起業グループとして再スタート

する。

地域特産物である「そば」を守るという熱い意識を常に持っており、玄そばは旧今庄町

内産のものを買い取り、無添加にこだわって、石うすによる製粉、製麺、加工、生そば・乾

。麺の販売、飲食サービスに至るまで1OO％地元産にこだわった一貫経営を徹底している

手作りをモットーにした今庄そば加工販売活動を展開し、生麺・乾麺の製造販売、販売

直営店「おばちゃんの店」の通年営業(そば、山菜等季節の郷土料理、弁当の販売)、365そ

ば屋敷(スキー場内)の季節営業、お菓子・味噌・漬物等の製造、加工販売を行って、消費者

ニーズに即応できる経営につとめている。

旧今庄町産の玄そばを単価を高くして全量買い取ることにより、生産者の生産意欲の向

。上が図られ、町の特産振興、活性化にも大きく貢献している

平成12年、JAよりそば加工施設と味処の運営委託をもちかけられ、将来に向けたレスト

ラン、加工施設、直売所等の拠点施設の整備を考慮し、有限会社を設立。訪れたお客さんに

心身ともに ほっと くつろいでもらう事と そばに対する熱い胸の内のホットとかけて ほ” ” 、 『

っと今庄「おばちゃんの店 』と命名。消費者ニーズに即した販売を展開するため、ゆうパ」

ックや地域内の受注生産供給をはじめ、平成14年にはホームページを作成、公開し、インタ

ーネットを通した情報受発信や販路拡大を視野に入れた営業にも取り組んでいる。

最近、40歳代の社員を3名、50歳代の社員有限会社設立当初の構成員の平均年齢は64歳。

。を2名採用し、次代の担い手として育成を図っている

◇活動の規模

H17 H18項目 H14 H15 H16

77,000 72,000生産量 67,000 71,000 79,000

解説 単位：食 生そば（手打ちそば、発送用そば）

59,000 52,000売り上げ 51,000 54,000 60,000

解説 単位：千円

22,000 23,500来客数 19,500 20,800 23,200

解説 単位：人 そば飲食店

3,400 3,300雇用者数 3,900 3,600 3,500

解説 単位：人 年間延べ労働人数

14 17イベント 12 15 15

回数 解説 単位：回 年間そばイベント出店回数

98 102イベント 84 110 105

参加者 解説 単位：人 イベント従事者数
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◇活用している地域資源
旧今庄町では、昔から山の斜面等でそばが栽培され、山祭り、報恩講、結婚披露宴、年

越し等の祝い食としてそばを食べる習慣があり、町民の生活に溶け込んだ郷土食として継承

されてきている。そばの生産は地域特産物として位置づけられ、集団栽培されている。収穫

後は、ほっと今庄が全量買い上げ、加工販売を担っている。

◇地域活性化のポイント
旧今庄町産の玄そばを全量高単価で買い取ることにより、生産者の生産意欲の向上。

付加価値を高めブランド化を築き上げるなど、商品開発やＰＲ、販売開拓に取り組み、

。町の特産振興、活性化にも大きく貢献している

◇事業の今後の展開方向

地域の特産である「そば」を守るという意識を大切にして、新しい感性を活かした製品

、 、開発や魅力ある商品づくりをすすめるとともに 町内の若手女性グループの加入促進を図り

女性起業のさらなるパワーアップを目指す。また 「おばちゃんの店」ならではのサービス、

について、メンバー全員が常に真剣に考えていくことにしている。
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「立ち上がる農山漁村」選定案概要書

◎取 組 分 野： 食】【

長野県箕輪町１．都道府県、市町村
みのわまち

中箕輪農事組合法人２．事 業 者 名

赤そばによる地域おこし３．取 組 み の 名 称

４．取 組 概 要 等

◇概 要

平成５年、農業従事者の減少と高齢化等による遊休荒廃農地を減らすため、地元農家５名

でそばの栽培を始めた。しかし、米の生産調整により減反が進み、全国的にそばの栽培が増

え、価格の暴落を招いていた。

何か景観に良い作物がないかと暗中模索する中で赤そばの話を聞き、早速種を購入し、平

成８年８月、道路沿いの25ａに播いた。赤そばの花が咲く９月上旬より初霜が降りるまでの

、 、 「 」間 畑は薄いピンクから徐々に色を濃くし 畑は 真っ赤なじゅうたんを敷きつめたような

色になり、珍しさも手伝い道行く人たちから大変な反響を得た 「これはいける」と意気込。

平成９年から、最も荒廃が進んでいる山の中の畑を開墾するようにして３年がかりでみ、翌

してきた。赤そばの面積を拡大

現在では、箕輪町町内に13haと日本最大の栽培面積となっている。赤そばを使って農家の

所得向上を図るため、そば処留美庵（るびあん）を平成10年４月に開店し、そばの提供を始

めた。これが地産地消の始まりである。

赤そば焼酎を醸造・販売するそばだけでは物足りず、赤そばを使った加工品に着手した。

ために酒類販売許可を取得し、その後ラスク、クッキー、乾麺等の加工品、さらにニホンミ

している。また、そばの花が咲く時期には、ツバチから採取した赤そば蜂蜜を開発し、販売

マスコミへの情報発信や、旅行会社との連携で観光ツアーを設定、さらにホームページの公

。開や物産展の開催などで集客を図っている

◇活動の規模

項目 H14 H15 H16 H17 H18

生産量 40,000 38,000 49,000 51,000 50,000

解説 単位：kg 赤そば収穫量

売り上げ 27,997,793 31,470,976 29,470,976 27,862,773 28,087,002

解説 単位：円 留美庵売り上げ

来客数 24,247 25,912 24,863 24,588 30,400

解説 単位：人 留美庵来客数（観光バス除く）

雇用者数 4 4 5 5 17

解説 単位：人

イベント 3 2 2 3 3

回数 解説 単位：回

イベント 5 5 4 6 7

参加者 解説 単位：人 イベントスタッフ
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◇活用している地域資源

・大出地区の農地

・景観作物でもある「赤そば」

・愛来里農産物直売所

◇地域活性化のポイント

、 「 」 。箕輪町にはこれまで特産品 観光資源がなく 知られていない 存在であったと思われる

赤そばがテレビに取り上げられ、徐々に箕輪町の知名度が上がってそんな中、平成８年より

。きた

赤そばの花を見られて、そして食べマスコミへの情報発信や観光ツアーの実施によって、

場所として知られるようになり、観光客との交流による地域活性化が図られている。られる

◇事業の今後の展開方向

「箕輪町のそば屋に行けば赤そばが食べられる」よう、赤そばの栽培面積を拡大し、荒

廃農地の解消、景観維持とともに農業の楽しさも伝えていきたい。

普通のそばとは全く違った赤そばの食べ方を提案したり、赤そばの加工品をさらに開発

していきたい。
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「立ち上がる農山漁村」選定案概要書

◎取 組 分 野： 交流 【女性・若者の力】【 】

岐阜県恵那市１．都道府県、市町村
え な し

株式会社山岡のおばあちゃん市２．事 業 者 名

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３．取 組 み の 名 称

４．取 組 概 要 等

◇概 要

平成７年 「高齢者の生きがいの場づくり」を目的に、町内の高齢者13名により、生産者、

消費者が求める「生産者と消費者が対面する朝市 「山岡のおばあちゃん市」が始まった。、

」 、の顔の見える市場 として近隣の市町村から遠隔地の都市部まで広い客層を持つようになり

した。それと同時におばあちゃん市会員も増加

平成12年、町内の空き店舗を利用して 「山岡のおばあちゃんの手づくりの店」を常設で、

開店。地元農産物を利用した「おふくろ定食」や野菜、農産加工品等「手づくり品」や山岡

町特産品である寒天商品の販売にこだわり 「他では手に入らないものを売る店」としてオ、

常設の販売所リジナルキャラクター等を用いて差別化も図ることで評判を得ている。また、

。を設けることで生産者が個人の加工所を持つ等、起業する会員も増加している

平成16年、朝市会場付近に 「道の駅おばあちゃん市・山岡」が開駅し 「七夕会 「縁、 、 」、

日」等 ”田舎ならでは”のイベントの他、地元高齢者により、昔遊びを伝承する講座が子、

供に向けて開催され、都市住民との交流と地元高齢者の就労機会の増加に貢献している。

お山岡町は昭和初期より細寒天の生産が始まり 現在では日本一の生産量を誇っている、 。「

ばあちゃんの手づくりの店 「道の駅おばあちゃん市・山岡」の両店で天然細寒天・寒天商」、

品特別ブースを設け、また、細寒天を使用したお菓子や料理の研究に取り組み、消費拡大に

貢献している。 し、平成17年度には道最近ではマスコミに取り上げられ、売上が急激に上昇

の駅における寒天の年間総売上は全体の20％となり、今年度も売上を伸ばしている。

◇活動の規模

項目 H14 H15 H16 H17 H18

売り上げ 54,000 60,000 36,676 37,888 37,116

154,525 186,110 187,913

解説 単位：千円 上段：手づくりの店、下段：道の駅

品目別売り上げ 48,000 50,000

50,072 52,402

51,631 60,647

解説 単位：千円 上段：野菜、中段：加工品、下段：定食

来客数 50 55 38 36 34

308 415 487

解説 単位：千人 上段：手づくりの店、下段：道の駅

雇用者数 30 30 30 30 30

40 40 42

解説 単位：人 上段：手づくりの店、下段：道の駅

イベント 2 2 10 10 14

回数 解説 単位：回 朝市初日、七夕茶会、縁日、高齢者による遊びの伝承等

イベント 1,000 1,000 4,000 5,000 5,000

参加者 解説 単位：人 朝市初日、七夕茶会、縁日、高齢者による遊びの伝承等
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◇活用している地域資源
①高齢者を中心とした地域住民による技術の伝承、味の伝承、文化の伝承、遊びの伝承

②安心・安全な新鮮野菜（クリーン農業に取り組む）

③生産量日本一の地域ブランド山岡細寒天（昭和初期より山岡町で生産活動）

④地域に開かれた小里川ダムと周辺に広がる自然豊かな里山

⑤日本一の木製水車（陶土用砕石製造の動力として利用され、産業遺産として展示）

⑥山岡の陶土を利用した手づくり陶器（陶業文化センター登り窯）

⑦イワクラの森及びイワクラ公園（縄文時代の山岳参祀遺跡が町内に点在）

⑧爪切地蔵尊及び飯高観音

◇地域活性化のポイント
商品の9割を地元農「山岡のおばあちゃん市」は、町内生産者の手作り商品にこだわり、

産物及び農産加工品が占めている。このことは地元生産者の意識を高め、かつ「生産者の顔

。が見える商品づくり」として消費者からも支持されている

旬の山菜・地元産の安全安心野菜・お米を使用し、真心を込めて作るおふくろの味定食

食事の一部は、味はもとより量も豊富で安価、味を求めて遠方からのお客さんも多い。また

。に山岡町の特産品「天然細寒天」を使用した一品を入れ、山岡町らしさを表現している

町内外からの弁当の注文も多く、店で働く女性高齢者たちは、ますます向上心をもち意

欲的に活動している。子ども連れのお客さんも多く、若いお母さんからも味の伝承を求めら

れ、食育にも貢献している 「山岡に行かないと手に入らない商品」を提供することで、交。

流人口も増加し、また珍品野菜等はレストランで調理して提供することで販売拡大にもつな

がり、農業振興への貢献度も高い。

さらに、恒例の「昔の遊びを教えます」のイベントは、竹馬・竹とんぼ・水鉄砲・お手

玉など地元の高齢者を巻き込み、子供たちとふれあい感動を与える場づくりをしている。豊

富な知恵、技術を持つ高齢者たちが各分野で主役となり活躍するおばあちゃん市の活動は山

岡町を元気にし、地域の活性化に貢献している。

◇事業の今後の展開方向

会員生産者たちの努力により、おばあちゃん市における野菜売上高も年々増加している

が、町内には大規模な農業経営者が少ない。個人における農地所有率は高いが、農業従事者

の高齢化が進む今日では、野菜生産量の減少が懸念されている。

そこで、町内の若い世代の農業従事者や現在活躍中のお母さんの畑の開会員、団塊の世

代を巻き込み、活躍しやすい組織づくりをする。

現在、冬季の野菜栽培への挑戦を始めた。山岡町は寒冷地で、かつ一日の寒暖差が激し

く寒天生産は盛んであるが、冬季は野菜の栽培をしていない。年間を通して野菜提供ができ

る直売所として活躍できるよう、冬季野菜栽培に向けた取り組みを行う。

また、町の特産品である山岡細寒天を利用したお菓子など新商品を開発するほか、食育

、「 」 」 、 、に取り組み 子育て中の お母さんのおやつコーナー など 生産活動に参加を呼びかけ

層の厚い組織づくりを目指す。
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「立ち上がる農山漁村」選定案概要書

◎取 組 分 野： 女性・若者の力 【食】【 】

岐阜県下呂市１．都道府県、市町村
げ ろ し

さんまぜ工房直販組合２．事 業 者 名

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３．取 組 み の 名 称

４．取 組 概 要 等

◇概 要

自ら作った野菜や農産加工物を販売し、収入を得たい、地域を元気にしたいと平成８年に

始まった農業女性部グループで、土産物などの一般的商品は取り扱わず、野菜等の農産物、

主に女性、高齢者が生産する手作りパンなど販売品の９割以上が地元馬瀬産のものである。

。野菜は、売り上げの約４割を超えている

野菜の他にも、農業女性グループが生産している味噌、醤油、漬物などの農産加工品、民

芸品の販売、また温泉宿泊施設の温泉客や釣り客などが多く訪れることから、平成13年に体

験教室を、平成15年にラーメン（飲食）販売を始めた。

地域農産物を利用した新し平成14年の道の駅「美輝の里」での新店舗オープンを契機に、

。い特徴ある特産品を開発したいと模索し 地域の伝統食 ねずし を特産品として開発、 「 」 した

「飛騨のねずし」は、昔はどこの家庭でも正月のご馳走として作られていたものであるが、

近年作る家庭も少なくなり、飛騨の伝統食を伝えていきたい、商品にして若い人たちにも食

べてもらいたいという女性たちの強い思いがあった。

魚を使った発酵食品は匂いが強く、商品化が難しいと言われていたが、旧馬瀬村、岐阜県

の支援のもと、２年の時間をかけ塩鱒、麹、馬瀬産の米、大根、人参を使った冬季限定商品

「飛騨のねずし 冬やわい」が完成した。冬の保存食、栄養補給を考えた昔の人の知恵に感

謝しながら販売を続け、馬瀬地域住民はもとより、飛騨地域、ゆかりのある人々からの注文

が増えている。

人口1,600人弱の小さな地域で、また国道から離れ地形的に不利な条件にあり、収益も多

く見込めない中、体験教室、地元産のヨモギ、カボチャ、黒米、大豆等を利用した餅や菓子

、さらに地域に根ざした食材、伝統食を伝え、利用していくこ作りも手がけて収益を伸ばし

とに大きな手応えを感じている。

◇活動の規模

項目 H14 H15 H16 H17 H18

生産量 63 109 335 591

解説 単位：kg ねずし生産量

売り上げ 11,034 14,191 15,016 14,754 15,695

解説 単位：千円

来客数 116,000 112,000 94,000 104,300 105,200

解説 単位：人

イベント 1 1 1 1 1

回数 解説 単位：回

イベント 500 500 500 500 500

参加者 解説 単位：人 道の駅を訪れる観光客や地域住民が参加

体験教室 42 48 279 350 380

参加者 解説 単位：人 H13～豆腐手作り体験、H14～こんにゃく手作り体験、

H16～そば打ち体験
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◇活用している地域資源

・飛騨の伝統食「ねずし」

・馬瀬西村地区の山村風景、清流馬瀬川の景観

・南飛騨馬瀬川温泉「美輝の里」

・釣り情報発信施設「水辺の館」

◇地域活性化のポイント

若い行動力・アイディアと高齢者の経験・知恵を合わせることで、新しい発想を生み出す

。力となっている

発酵食品は、製品として一定した商品を作ることができないと言われていたが 「商品に、

したい」という思いを情報発信し続けているうちに、支援・協力者が現れ完成させることが

地域の伝統食を大切にし、それを活かし伝えることで、次世代が地元食材・できた。また、

。食品を見直すこととなり、地産地消の促進につながっている

ねずしも、若い世代では食べたこともない人も多く、匂いや食味に特徴があることから敬

遠されていたが、ほんの少し手を加えて食べやすくすることで、多くの人に食べてもらえる

伝統食づくりに成功した。

地域の自慢できる伝統食を、まずは広く地域の人に親しんでもらい、育てていくことで、

地域の活性化につなげている。

◇事業の今後の展開方向

「ねずし」を冬季限定の商品として宅配便を中心にＰＲをすすめる。ホームページの活

用、イベントでの紹介、地域住民ゆかりの人からの口コミで存在を広げていきたい。また、

温泉施設や宿泊施設で食事の一品に使用してもらい、ＰＲしていく。

施設は地理的に国道から離れているなど不利な条件に位置しているため、これ以上の大

幅な収益は見込めないことから、今後は新鮮な地元野菜のセット、自慢のパンの詰め合わせ

。 、 、などの宅配を企画していくこととしている また 多くの人が自然そのままの中山間の農村

馬瀬地域を体験できるようホテル美輝と連携し、地元の料理の腕自慢の高齢者の方による郷

土食の料理教室を企画している。
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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】【

岐阜県下呂市１．都道府県、市町村
げ ろ し

馬瀬地方自然公園・住民憲章推進協議会２．事 業 者 名

質の高い馬瀬の自然を遺して、個性ある地域を目指す３．取 組 み の 名 称

４．取 組 概 要 等

◇概 要

下呂市馬瀬地域（旧馬瀬村）は、人口1,545人、地域の95％が森林で占められる典型的な

過疎山村である。村を流れる清流・馬瀬川は鮎釣りのメッカとして昭和30年代より釣り客が

全国から訪れ、早くから清流の保全や花壇づくり、河川等の清掃など地域の美化を意識した

全村を挙げた地域づくりが進められてきた。

平成に入り、都市に住む人々が農山村に憩いを求める傾向が高まる中で、新たに温泉開発

などが推進され、観光客は釣りの４万人から30万人に急増し、環境問題なども提起されるよ

うになった。そこで平成6年に行政と住民で構成する「馬瀬村森林活性化研究会」を結成し

た。馬瀬川－森林－農地－人が形成する自然生態系を保全しつつ人と自然が共生した地域づ

くりを目指し、平成８年には「馬瀬川エコリバーシステムによる清流文化創造の村づくり構

想」を策定し 「山村景観」や「自然環境」の保全を重点とする６つのプロジェクト事業を、

展開してきた。

住民自らが住民憲章を定めて地域の自然や景観、伝統文化のまた、平成９年から５年間、

保全と観光、農林業など地域の経済を両立させ山村の活性化に効果を発揮しているフランス

してきた。の「地方自然公園制度」を学ぶ住民の「フランス山村調査隊」を派遣

一方で旧益田郡５町村の合併の動きが浮上し、平成16年２月に町村合併後の馬瀬地域の独

自性ある地域づくりを進めるため、全国で初の取り組みである「馬瀬地方自然公園」を設立

した。町村合併後の平成17年８月に発足した住民憲章推進協議会は、馬瀬地方自然公園の理

「 」 、 、 、念である 住民憲章 の啓蒙 地方自然公園づくりプランの作成 それに基づく事業の計画

実施に住民の声を反映する地道な取り組みを行っている。

◇活動の規模

項目 H14 H15 H16 H17 H18

調査活動 - - - 4 7

解説 単位：回 現地調査、先進地調査、部会

イベント - - 1 - 3

回数 解説 単位：イベントの企画・参加

ＰＲ活動 - - - 4 10

解説 単位：回 情報誌発行 他にポスター・見どころマップの刊行、看板設置など

ボランティア - - - - 1

活動 解説 単位：回
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項目 H14 H15 H16 H17 H18

視察受け入れ - - - － 1

解説 単位：回

新聞報道件数 - 2 4 3 7

解説 単位：件

◇活用している地域資源

美しい景観と豊かな自然

◇地域活性化のポイント

馬瀬地域独自の地域づくりのため、フランスの地方自然公園制度を取り入れ町村合併後の

ことにし、平成１６年２月に村の全域を対象に住民が村の宝と考えている①ふるさとの景る

観②清流と水、③自然生態系④観光⑤農地の保全⑥馬瀬の美味・美食⑦静寂⑧山里文化の８

つの地域資源を保全・活用の指針を住民憲章に掲げた「馬瀬地方自然公園」を設立した。

住民憲章の啓蒙普及と馬瀬川エコリバー構想の各プロジェクトの実施に住民の意見の反

映、参加を図るため 「馬瀬地方自然公園・住民憲章推進協議会」が発足した。、

◇事業の今後の展開方向

地域に住み続けていると美しい景観の価値や豊かな自然環境がもたらしている恩恵を見過

ごしがちで、その保全や地域づくりへの活用も消極的である。協議会の最大の課題は、地域

住民に、馬瀬地域の景観、自然環境の価値に一人でも多く気づいてもらい、その素晴しさを

、 。 、誇りに思い地域に愛着心をもって 自然公園づくりに参加してもらうことである このため

今後協議会は「住民憲章」の啓蒙普及活動を一層強化する必要がある。

これからの地域づくりは住民が自立して資金の確保や行動をすることが望まれるが、過疎

山村では人材や予算面で厳しいものがある。このような地域独自の取り組みについて、どの

ようにして住民側の知恵や行動力を喚起するか、行政の財政的支援の在り方など行政と住民

の協働のあり方について協議会が積極的にＰＲ・提案してゆく必要がある。そして、今後の

馬瀬地方自然公園は、交流人口の増加など目に見える形で地域の経済的発展に寄与する段階

への以降が期待されており、住民憲章推進協議会は早期にその体制づくりを行いたいと考え

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： 交流】【

静岡県松 崎 町１．都道府県、市町村
まつざきちょう

石部地区棚田保全推進委員会２．事 業 者 名
いしぶ

棚田復元によるグリーンツーリズムの展開３．取 組 み の 名 称

４．取 組 概 要 等

◇概 要

松崎町は伊豆半島南西部に位置し、三方を天城山稜に囲まれ、西に駿河湾を臨む人口9,0

00人の町である。町の中心部から５㎞ほど南下した場所に石部地区の集落が広がり、この石

部地区に枚数で千枚、面積10haと静岡県内でも１、２の規模を持つ棚田が存在している。

平成11年には県の「棚田等10選」にも選定されたこの棚田は、高齢化や過疎化等により、

耕作放棄が進み荒れ放題となっていた。

地域の棚田を復元し、地域の活力を取り戻す目的で、地区の有志により「石部地区棚田

保全推進委員会」を発足し、棚田の保全活動を行っている「しずおか棚田クラブ」との合同

による棚田保全活動が平成12年から始まった。

棚田地区の草刈りや、石垣の補修等が行われ、同年５月には両団体合同による田植えを

実施、十数年ぶりに棚田がよみがえった。活動を通して、地域住民も棚田を貴重な地域資源

としてあらためて見直し、棚田の保全活動に対する理解と積極的な協力が得られるようにな

った。

、 、現在では 棚田オーナー制度 も導入されるなど、「 」 、この活動が引き金となり 地区住民

、農業、加工業、観光業、町、県等が一体となった地域活性化事業が実施されるようになり

町全体が「まるごとグリーンツーリズム」の拠文化活動、都市農村交流などの展開により、

点として活力を取り戻しつつあり、棚田保全の気運もより高まっている。

◇活動の規模

項目 H14 H15 H16 H17 H18

生産量 4,000 5,000 6,000 5,500 6,200

解説 単位：kg

売り上げ 400,000 700,000 550,000 500,000 1,070,000

解説 単位：円 会員発送後余剰米販売

イベント参 500 500 580 550 550

加者 解説 単位：人 田植え、稲刈り

◇活用している地域資源

棚田、農村景観

◇地域活性化のポイント

平成14年度、オーナー・トラスト会員制度導入以降、会員数を増やしてきており、リピ

ーター率も５割を超え、年々顔見知りが増えている。

田植えには、２日間で述べ700人余の交流があり、民宿も全館満室となるなど地域に潤い

を与えている。
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代掻き、畦付、草刈り体験や生育状況を見るために棚田を訪ねるオーナーはもちろん、

地域のイベントへの参加者、海水浴客も増え、交流の輪が着実に広がっている。

復田していく過程で環境の変化も起き、たくさんの生物がよみがえり、ホタル、カワニ

ナも共生し、飛び交うホタルも年々増加し、素晴らしい環境空間を演出している。

◇事業の今後の展開方向

石部地区では、半農・半漁・半観と様々な関わりの中で生活が営まれているが、棚田保

全事業を通じて、異業種の相互理解のもとに一次から三次産業が潤える地域作りをめざして

いる。

また、案山子コンテストやホタルウォッチングツアー、観月会、昆虫の森・昆虫狩体験、

正月飾り作り・つる篭作り、味噌づくり体験など、棚田エリアを活用した地域の活性化を目

指した事業展開も検討している。
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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】【

愛知県豊田市１．都道府県、市町村
と よ た し

三州足助屋敷２．事 業 者 名

里山あすけの暮らしと手仕事 保存と継承３．取 組 み の 名 称

４．取 組 概 要 等

◇概 要

旧足助町は愛知県の東北に位置する中山間部にある。塩の道「中馬街道」の宿場町・商

業町として栄えた古い町並み地域と、山間の谷や小盆地に散在する多くの小集落からなって

いる。山間部の集落では、林業の他は食べる分だけの田畑をつくり、蚕を飼い、ほぼ自給自

足に近い生活をしてきた。戦後一時、林業がにぎわった時期もあったが、昭和30年頃からは

隣接する豊田市等へ労働力が流出し、それによる過疎化とともに生活スタイルも否応なく変

化した。

このままでは、これまで育まれてきた「農ある 「手仕事」の暮らしが消えてしまうこと」

昔ながらの生活の価値を見直して残していこうと「生きた民俗資料館」として、昭和から、

した。明治時代の豪農の家をイメージし、地元材を使い昔な55年に「三州足助屋敷」が誕生

がらの工法で建てられ、地元大工の技術継承の場にもなった。

「自分に必要なものは自分でつくる」ことを理想に掲げ、昔ながらの毎日のくらしと、

生活に必要なものをつくる手仕事を実践する場として、体験観光施設として、現在までの取

組を続けている。

竹を割って、ザルや籠を編む。ワラ草履を編む。家族の衣類に三河縞を機織り。燃料は

竹を焼いた炭。紙すきは農家の冬の内職仕事であり、その紙で番傘を作る。

牛は農耕用に飼い、鶏の卵と肉はハレの日のご馳走になる。いろりの火は絶えることな

く、その煙で内部から建物を丈夫にする。年末の大掃除は一家総出で家具から畳まですべて

外に出して煤払い、正月をはじめひな祭、彼岸などの年中行事を地域の高齢者の知恵と技術

を積極的に取り入れて、かつての農家の暮らしを再現している。

地元の農家が竹籠づくりや、紙すき、わら細工などの体験教室を開三州足助屋敷では、

催するほか、手作り味噌や梅干しづくり、施設内の畑での有機野菜づくりなど、かつての農

家の暮らしと手仕事の風景が実際に再現される場となっており、農家の手仕事を体験できる

している。場として、地域内外から人を呼び込むことで地域の活性化に貢献

◇活動の規模

項目 H14 H15 H16 H17 H18

生産量

解説 職人の生産品や梅干しやみそ、漬物など多岐に渡り生産している

売り上げ 435,132 418,209 402,560 375,242 344,710

解説 単位：千円

来客数 106,861 113,113 91,442 87,534 90,771

解説 単位：人

雇用者数 43 48 48 48 47

解説 単位：人
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項目 H14 H15 H16 H17 H18

イベント開

催回数 解説 年間5～10回程度開催

◇活用している地域資源

・地域につながる農家の知恵と技術

◇地域活性化のポイント

三州足助屋敷が誕生して２５年間、地域の高齢者の熟練した技術と知恵を生かし、この地

に残る「手仕事」や昔ながら農家の普通の暮らしを忠実に伝承しており、この様子が地域の

個性的な体験型の観光資源として経済効果を生んでいる。

豊田市との合併という中でも、里山の生き様を残していくという努力をしており、旧足助

町に残る里山の風景、昔ながらの農家の手仕事のある暮らしが継承されている。

◇事業の今後の展開方向

今後も、地域で育まれてきた「農ある 「手仕事」の暮らしといった昔ながらの生活の価」

値を見直して次世代に残していくため 「生きた民俗資料館」として多くの人達へ農村文化、

を発信していく。
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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 【バイオマス・リサイクル 【食】【 】 】

三重県いなべ市１．都道府県、市町村

三重県 いなべ市２．事 業 者 名

スローな公共事業の実践「いなべ市農業公園」３．取 組 み の 名 称

４．取 組 概 要 等

◇概 要

いなべ市藤原町鼎地区は、昭和46年～56年にかけて畑地造成された地区であるが、農産物

の価格低迷、兼業化の進行、若年労働者の不足、猿害等により生産意欲が減退し、農地の荒

廃の進展に加え、一部では廃棄物の不法投棄の恐れがある等、環境保全の面からも憂慮すべ

き事態が生じてきた。そこで旧藤原町では平成２年に工業団地としての造成計画を策定した

が、社会状況の変化や工業用水の不足等により企業進出が見込めなかったため計画を断念し

平成８年12月に、新たに農業公園として開発する土地利用構想を策定した。

高齢化の進むいなべ市では、高齢者が生きがいを持って生活できるようにする元気高齢者

対策と水源地として、景観や農業の多面的機能を重視し地域農業を守る対策が緊急に必要と

されている。そこで、特に高齢化の著しい旧藤原町（高齢化率27％）鼎地区の荒廃農地を有

効に活用して、都市農村交流拠点（農業公園）を整備し、都市農村の相互理解の促進、就業

機会の確保、農地の新たな活用による特産品の生産、高齢者・女性等地域住民の生きがい発

揮による地域の活性化を図ることとした。

従来の「公園」という機能を超えて 「農業の振興、都市住民との交流、観光の振興、高、

齢者の生きがいづくり、福祉の向上、自然との共生、循環型社会の構築、景観の形成等」の

さまざまな機能を有する新しい形の農業公園を、地域の高齢者が主体となって「スローなま

しており、全国から注目されている。ちづくり」を合言葉に、ゆっくり整備、維持管理

○高齢者の生きがいづくり（高齢者の活躍の場を創出）

従来、行政が行う公園整備では、設計・施工をコンサルや建設業者に発注していたが、

を行ってきた。その他、高齢者の知識・経験を生かし、自らが計画を立て設計し、施工

公園整備土木工事、花卉の植栽及び剪定、草刈、パークゴルフ場の受付・管理・運営、

梅の収穫・加工品の製造、刈草堆肥・BDFの管理、イベントの運営なども住民自らが行っ

ている。

また、農業の持つ福祉的機能に着目して、園芸作業や梅等公園内産物を使った加工、

仲間たちとのコミュニケーションや土や植物に触れることで、工芸などのメニューの中で

し、また を図って要介護状態となることを予防 公園整備への参画による生きがいの創出

いる。

○農業の振興

荒廃化し不法投棄の恐れもあった農地を、梅やぼたん等を植栽し「農」をベース一時

とした、観光集客できる公園として活用 公園で収穫した梅を使って、梅ジュしており、

することで地域の活性化を図っている。ース・ジャム・エキスの梅加工品の開発、販売

○循環型社会の実現

焼却処分されていた公道や河川敷の刈草や剪定枝を有価で農業公園に受け入れ従前は

を行っている。堆肥化し、梅・ぼたん等の肥料やマルチング材として再利用

家庭からの廃食用油を回収・精製し、公園内で動く重機やごみ回収車の燃料（Bまた、

や、ごみの減量化を図り環境に優しく安全安心な有機肥料とするたDF）としての再利用

め生ごみの堆肥化を行うなど、循環型社会を実現するための取組も積極的に進めている。

○農村と都市の交流

では、３月の梅の開花地域の高齢者の手によって手作りで整備された梅林やぼたん園

時に梅まつりを、６月には梅のもぎ取り体験を行っている。また、ゴールデンウィーク

にはぼたんが豪華絢爛に咲き乱れ、市内外、県外からも観光客が訪れている。

また、国際パークゴルフ協会認定コースで、年間74回の大会を開催しているほか、名
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古屋、桑名、四日市などの市街から1時間程度という便の良さを活かし、敷地内にクライ

、「 」 、 、 、ンガルテンを整備し いなか に来ての農作業体験を通じ 作業の厳しさ 収穫の喜び

安らぎの場の提供するとともに、地域住民との交流を深めるなど、都市と農村の交流を

通じた地域の活性化が図られている。

◇活動の規模

項目 H14 H15 H16 H17 H18
生産量 3.5 7 10 15 20

解説 単位：㌧ 梅の生産量
生産量 700 3,160 3,300 1,000 1,500

解説 単位：本 梅ジュース
来客数 5,000 17,000 26,000 27,000

3,000 10,000 20,000 20,000
解説 単位：人 上段：梅まつり入園者、下段：ぼたんまつり入園者

イベント １ 7 18 42 74
回数 解説 単位：回 パークゴルフの大会
雇用者数 7,600 7,800 8,000 6,300 5,100

解説 単位：人 市内高齢者就労実績
利用者数 722 1,039 1,290 1,895 1,884

解説 単位：人 青空デイサービス利用者

◇活用している地域資源
・鈴鹿国定公園の一角である藤原岳を一望でき、自然豊かな環境

・梅、ぼたん、ブルーベリーなどの花木

・経験豊富で知識・知恵の宝庫である市内高齢者

・青空デイサービスに従事する地域ボランティア

・廃食用油、生ごみ、公共用道路や河川の草など未利用であった資源

◇地域活性化のポイント

、農業公園の整備にあたって 役所はあくまでもサポート役に徹し、 、高齢者を含む利用者が

。自ら考え行動する、小さな総合行政の実践の場となっている

地域住民が施設の整備運営に参加することによって、自分達が主催者であるという参加意

都市農村の相互理解の識が芽生えており、住民手作りの公園が都市農村の交流拠点として、

促進、就業機会の確保、農地の新たな活用による特産品の生産、高齢者・女性等地域住民の

。生きがい発揮といった活性化のシンボルとなっている

◇事業の今後の展開方向

平成18年度でハード的整備はほぼ終了し、徐々にではあるが知名度も上がっている。農

業公園という観光集客施設の利点を活かし、農業公園のファン層の拡大を図り、一般参加型

の事業の展開を目指す。

また今後さらなる自然環境との調和を図りながら地域資源の再確認を行い、都市との交

流に努めるとともに、近々にはブルーベリーの収穫も可能になり、また飼育実証試験中の地

鶏からコミュニティビジネスへの発展も考案中である。地産地消の取り組みや特産品の振興

に寄与し、地域の活性化に資することを目指している。
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「立ち上がる農山漁村」選定案概要書

◎取 組 分 野： 食 【女性・若者の力 【知的財産】【 】 】

滋賀県大津市１．都道府県、市町村
お お つ し

北比良グループ２．事 業 者 名

女性の感性を活かした食と農を結ぶ活動３．取 組 み の 名 称
～地元産の米・大豆を使った味噌作りから食育まで～

４．取 組 概 要 等

◇概 要
１．農産加工活動と食育

昭和42年、農協主催の主婦農業学校がきっかけで生活改善グループを結成し、昭和56年に

平成18年の市町村合併までのは地元産米と転作大豆を活用し、味噌の加工販売を開始した。

し、小学生の味噌加工体験学習など食26年間、町内小中学校に学校給食用野菜と味噌を供給

育活動の分野に早くから取り組んできた。

２．後継者加入と新分野への挑戦

平成14年、後継者9名が加わり、活動の方向性が多岐に広がった。

①活動の拠点となる施設の設置と新規加工品開発

大葉みそ・野菜を使った菓子・米粉パンなど地元食材を使った特産品づくりや手作り

した。また、平成18年1月からは、中山間活性化施設「手作り工房比良の里」弁当を開発

を活動拠点として加工技術の伝承と向上を目指している。

②食と農を結ぶ農業イベント企画と実施

さつま芋・落花生の収穫体験農園や、自然も全てが特産品ととらえた四季折々の自然

している。野遊び・畑でお茶・食事会・コンサートなど消費者交流イベントを企画し実施

③「ほっとすていしょん比良」の営業、ホームページの活用

JR湖西線比良駅前にアンテナショップ「ほっとすていしょん比良」をオー平成16年、

プンし 農産加工品の販売と併せ、住、水・土・日曜日の10時～17時の週3回営業を行い、

している。また 「四季の自然・食事・民との交流と発表の場、情報発信の場として活用 、

人の輪（和）みんながごちそう」ととらえ、地域農産物を使った軽食・喫茶も行ってい

る。最近では、 を得ている。地元高齢者への惣菜や弁当の宅配が好評

④地域おこし活動

地元住民の協力（区・農業組合・集落古老等）を得て、地域の歴史的遺平成17年から

し、住民と共に地域おこし活動にも取り組んでいる。産散策イベントを実施

⑤商標登録

「比良の里」名称が今後も継続して使用できるよう、従来農産加工品に使用してきた

を行い、平成18年より使用して味噌、惣菜、漬物、菓子、弁当の分野で商標登録手続き

いる。

◇活動の規模

項目 H14 H15 H16 H17 H18

生産量 約3 約3 約3 約3 約3

解説 単位：㌧ 味噌のみ、他に惣菜・漬物・菓子・弁当等を製造

売り上げ 250 370 480 680 800

解説 単位：万円 全ての部門の売り上げ額合計

来客数 1,000 1,500 2,000

解説 単位：人 「ほっとすていしょん比良」のおおよその来客数

雇用者数 16 16 16 16 16

解説 単位：人 グループ員

イベント 2 2 2 2

単位：回 菜の花畑やコスモス畑でのコンサート、地元古老を講師とした地元再発見イベント回数 解説
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項目 H14 H15 H16 H17 H18

イベント 約60 約80 約180 約70

参加者 解説 単位：人

◇活用している地域資源
①地域を取り巻く自然景観とそこから収穫する農産物

・地元産のおいしいお米、大豆、野菜、甘夏等の産物

・景観の良い田んぼや畑（掘り取り農園、加工用野菜の栽培、菜の花畑、コスモス畑）

・豊富でおいしい湧き水

・比良山系の山脈、琵琶湖、美しい田園風景や用水路の山水が一望できる北比良の景観

②地域に眠る歴史的な遺産

壇陀坊遺跡、常夜燈、港、公園、比良天満宮、お寺など

③地域に眠る高齢者の技

伝統食、集落歴史の語り部、案内人、道標作成など

④地域内の施設

・アンテナショップ「ほっとすていしょん比良」

・活動の拠点となる「手づくり工房比良の里」

⑤地域に居住する消費者や、都会から移り住んできた人々の技や声

◇地域活性化のポイント
「 」①地域で栽培された食材を原料とした農産加工品の販売と併せて ほっとすていしょん比良

で提供する美味しい「ご飯」は、地元産の米の美味しさを広める良い機会となるため、ＰＲ

に努めている。

地域住民を巻き込んだイベント企画は、地元民②地域の特性を活かした消費者交流会など、

となっている。が地元の良さを再発見するきっかけ

地域活動にも積極的に参加し、連携を密にしていくことで地域との信頼関係が確立また、

。され、地域住民が一丸となって活気あるまちづくりに取り組む体制が再構築されつつある

③地域内にある温泉施設や風光明媚な立地を活かし 「びわこ成蹊スポーツ大学」の協力で、

専門知識や若いパワーも得ることで、散策道の美化や食育と健康のまちなど、特徴あるまち

づくりが期待できる。

◇事業の今後の展開方向

消費者に北比良の自然や農作業、料理や加工を体験してもらう食と農を結ぶ活動を推進

、 。 、 、し 北比良の自然や農業を守っていく そのためには まず集落や農業組合と連携を密にし

地域住民が一丸となった地域おこし活動の中で、今後も女性パワーを全開にさせていく。

具体的には、

①中山間活性化施設「手づくり工房比良の里」を拠点とした活動の展開

②季節感のある喫茶部門のメニュー開発と収益性の向上

③体験農場やコンサート等、景観を利用したイベント企画の工夫

④新規商品開発や活動のアピールをして地元のお客さんを増やす工夫

⑤地域住民と連携を密にし、活気あふれるまちづくりの努力

⑥活動の継続や発展のための企業センスを磨く努力

⑦買い物に出られない高齢者向けのサービスや内容の充実などの分野での地域貢献
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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】【 】

滋賀県高島市１．都道府県、市町村
たかしまし

里山パン工房２．事 業 者 名

地元産米自家製粉 米粉パン製造販売３．取 組 み の 名 称

４．取 組 概 要 等

◇概 要

平成16年10月に高島市マキノ町に設置された道の駅「マキノ追坂峠」内にて「里山パン工

地元産食材を使用した米粉パンを製造・販売することにより、地元農産物房」を開業した。

している。の販売促進と地産地消を推進

、 、 。売り場には 原料の米の生産者を明示し 生産者の顔が見えることで安心感を与えている

また、米粉パンは白米の粉と小麦グルテンを主原料として使うため、くせのない味と香りで

、 。 、もちもちとした独特の食感があり 腹持ちが良いと好評を得ている 平日は１日200～300個

休日には700～800個を販売している。

また、市内の商工会や観光協会などのイベントや、他府県で開催される高島市の物産展に

も積極的に参加し、米粉パンのＰＲに努めている。また、米粉パンを素材に食育や地産地消

の普及にも取り組んでいる。口コミで知名度が高くなり、百貨店からの出店要請や遠方から

の注文、米粉パン製造研修や視察の依頼も多くなった。

平成17年２月からは市内２ヶ所の保育園で給食とおやつに米粉パンが取り入れられ、現在

では4ヶ所に増えている 高島市内のホテルと長浜市のイタリアンレ。また、同年10月からは

ストランでも工房の米粉パンが使用され、平成18年春からは地元の特別養護老人ホームのお

。やつとしても取り入れられている

◇活動の規模

項目 H14 H15 H16 H17 H18

生産量 930 2,520 1,500

解説 単位：kg 地元産米使用量（H16.10開業）

売り上げ 400 2,023 1,630

解説 単位：万円 道の駅での販売売り上げ

来客数 － 34,400 28,500

解説 単位：人 パン購入者数

雇用者数 8 10 10

解説 単位：人

イベント － 15 15

回数 解説 単位：回 米粉パン教室

イベント － 100 150

参加者 解説 単位：人 一般公募による教室参加者数

◇活用している地域資源

・地元に設置された道の駅「マキノ追坂峠」の加工施設

・地域の女性を雇用

・地元の共同作業所へ製粉やクッキー製造等を委託

・米は地域の専業農家が生産したものを、野菜等は道の駅に納入されたものを購入して使用

・道の駅で販売させる旬の野菜を乾燥、粉末にしてパン・クッキー等に活用
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・隣接地にある発芽玄米工場（マキノドーマー）で二次加工されている発芽玄米

・マキノピックランド（農業公園施設）

特産品である栗やりんご、ブルーベリー、サクランボ、ブドウなどを使用したメニューの

開発・販売のほかに、米粉パン教室の開催により、ピックランドの冬場の客足を確保。

◇地域活性化のポイント

開業にあたっては、滋賀県の産業支援プラザによるコミュニティビジネス振興のための起

スタッフは全員地元に住むパン教室の仲間たちであり、地域の女性の雇業支援も活用した。

ことも事業の大きな成果である。用を創出している

米粉パンの原料である米は地元の農家から仕入れ、自家製粉している。惣菜パンの原料と

なる野菜のほとんどは道の駅に設置されている直売所から購入し、地域内の農産物を活用し

ている。また、道の駅に隣接する発芽玄米工場からは、マキノ産米を使った発芽玄米を仕入

れ、発芽玄米パンも作っている。

さらに、製粉時に出る粗米粉を利用してクッキーや煎餅も製造し、特にペット用の米粉ク

ッキーは動物病院からも大量注文が入っている。

地元農産物の販売促進と地産地消による地域こうした地元産食材を加工・販売することで

している。活性化に貢献

◇事業の今後の展開方向

地元労働力の雇用を継続させることを第一に、地元の特性を生かした、地域性の高い新

商品を開発・販売することで、地域のＰＲを進める。

現在のスタッフや設備では限界があるため、より付加価値の高い商品作りを進めるほか、

新たな人材育成や施設の確保にも意欲的に取り組んでいく。

新たに公民館をはじめとする公共施設や、隣接する発芽玄米工場（マキノドーマー）な

どを活用した手作りパン教室を拡大し、米粉パンのＰＲと普及に取り組む。同時にパン教室

のための講師の育成も進める。

パン工房においても、スタッフ育成を進め、将来へ向けての基盤を作っていく。
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「立ち上がる農山漁村」選定案概要書

◎取 組 分 野： 食】【

滋賀県東近江市１．都道府県、市町村
ひがしおうみし

農事組合法人 万葉の郷ぬかづか 加工部２．事 業 者 名

米粉パンの万葉の郷ぬかづか３．取 組 み の 名 称

４．取 組 概 要 等

◇概 要

糠塚町では平成４年度から県事業である「集落営農ビジョン」に取り組み、将来の集落営

農の方向について検討を始めた。その後、平成９年～11年の「担い手育成ほ場整備事業」で

のほ場整備を契機に、平成10年より集落一農場方式による集落営農に取り組んでいる。

平成11年には集落で「地域農業経営確立支援対策事業」等に取り組み、集落営農の拠点施

設や大型農業機械等の整備の充実を図り、稲作の協業化により余剰となった女性や高齢者の

労力を活かし、所得が確保されるように農産物加工施設、直売施設も併せて整備した。

平成12年６月には、糠塚町生産組合女性部として加工部13名で農産物加工施設「万葉の郷

させた。米の消費拡大と安全な食材を安心して食べていただきたいとぬかづか」をスタート

集落で生産された農畜産物を原料とし、ソフトクリーム、牛いう思いで加工所を立ち上げ、

乳せんべい、米せんべい、お米のラスク、お米のクッキー、パウンドケーキや草だんご、も

している。ち類の製品を加工

とりわけ好評なのが「米粉パン」で、集落で生産した「環境こだわり認証米コシヒカリ」

を精米・製粉し、心を込めてこね、焼成している。

地元産のかぼちゃや紫いも等を練り込んだ食パン、本来の味の玄米パン、万葉コッペ等30

種類あまりのパンを焼成している。また、米粉パンづくりやバターづくり体験などにも取り

組んでいる。

視察の対応や小学校の校外学習、中学校の職場体験の受け入れ、市内保育園のおやつに米

している。粉パンを納入するなど、農業のすばらしさ、地産地消を地域に発信

◇活動の規模

項目 H14 H15 H16 H17 H18

売り上げ 約1,000

解説 単位：万円 H17.6法人化「農事組合法人 万葉の郷ぬかづか」

来客数 約10,000

解説 単位：人

年間活動 310

日数 解説 単位：日 直売：4日/週、道の駅：3回/週、八日市野菜村：4回/週、

市内保育園：2回/週 など

◇活用している地域資源

・米粉パンの原料である集落産こだわり認証コシヒカリ米

・ソフトクリームの原料である地元産ジャージー牛乳

・組合を組織している組合員の女性たち
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◇地域活性化のポイント

女性が集落内で無理なく楽しく働き、収入を得られる職場の確加工施設を整備することで

。保に結びついた

加工部は県内でいち早く「安全安心でおいしい」地元産コシヒカリを使った米粉パン加工

を手がけ、その他にもクッキー、パウンドケーキ、せんべい、草だんご等米粉の加工品を開

発し、米の消費拡大を推進している。また地元農畜産物を原料としてソフトクリームを製造

し、もち類加工も米粉パンと合わせ地元特産物として定着させている。

営農と加工、野菜の直売等、単なる営農手段として将来を見据えた集落一農場方式による

し、多くの視察を受け、また小学校の社会の教材にだけでなく、一歩進んだ集落営農を実践

も取り上げられ、これからの農業の参考になっている。

保育所のおやつにも米粉パンを納入し、小学校のパンづくり体験や中学東近江市内12園の

している。校の職場体験を受け入れることで『食育』の取り組みに貢献

また加工品の対面販売により消費者との交流を深め、買い物客等の来客が増え、地域振興

の一助を担っている。

◇事業の今後の展開方向

最近は米粉パンの普及定着により売上げがやや低調気味であるため、さらなる積極的な

活動により商品の開発、販路拡大、消費拡大をめざし収益向上に努める。

地元で栽培する「環境こだわり農産物」の認証を受けた野菜を活用し、商品開発を行い、

より安全安心、地産地消にこだわった活動をする。

さらに地元保育園、小学校、中学校の生徒達に『食と農』に関心を持ってもらえるよう

働きかけ『食育』の活動を進めていく。

また、対面販売、体験教室の活動を通して消費者との交流も深め、糠塚ブランドの定着

と普及による地域の活性化を担っていく。
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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】【

大阪府田尻町１．都道府県、市町村
たじりちょう

田尻漁業協同組合２．事 業 者 名

田尻海洋交流センター事業３．取 組 み の 名 称

－関空対岸での観光事業、日曜朝市、マリンレジャーとの共存－

４．取 組 概 要 等

◇概 要
田尻漁業協同組合は、田尻町周辺の大阪湾で漁業を行ってきたが、平成６年に開港した関

西国際空港の埋め立て等に伴い漁場が極端に減少し、漁獲高の激減（埋め立て前と比べ93％

減）など、漁場への重大な影響が発生した。また、漁業者の高齢化も進み、このまま10年も

漁協として新たに観光漁経てば、組合存亡と漁業での生計維持の危機となる可能性があり、

。業を取り入れた

①日曜朝市

初めは６店舗（うち漁業者２店舗）から開始したが、人が集まってくるにつれ、他の

漁業者も参加し、今ではほとんどの組合員が毎週日曜日に店を構えている。

②漁業体験事業

漁業体験に加え、空港周辺のクルージングを漁船空港の対岸という立地条件もあり、

。特に離着陸する飛行機を間近に見学できるため、親子連で行い、見せる漁業を始めた

荒天時の代替と船に弱い利用者も楽しめる事業として漁港内れに好評を得ている。また

してに釣堀を設置したが、今では都市住民が気軽に漁港に来てもらえる事業として発展

いる。

③マリンレジャー船との共存

して漁港の一部を開放し、マリーナやジェットスキー艇庫を設置し、陸揚げ等を受託

いる。また、漁業者との共存を図るため、お互いのルールを決めて運営することで、ト

ラブル等を未然に防いでいる。

地域への取組みは、毎年、いかなごのくぎ煮教室の開催や、地元の小学生を年1回漁業体

験に招待している。また、環境への取り組みとして、藻場の育成や川の浄化に力を入れてお

り、４年目を迎えた藻場の育成は実績も出てきている。

◇活動の規模

項目 H14 H15 H16 H17 H18

生産量 55 46 55 48 32

解説 単位：㌧ 年間漁獲量

売り上げ 56,635 46,507 52,518 50,342 42,739

解説 単位：千円 漁獲に対する売り上げ

来客数 19,864 20,112 21,204 21,952 21,709

解説 単位：人 漁業体験及び釣り堀の受け入れ数

雇用者数 15 10 20 10 5

解説 単位：人 漁業組合としてイベント参加した時の雇用数

イベント 3 2 4 2 1

回数 解説 単位：回 漁港での朝市以外のイベントに出かけた回数

日曜朝市 55 55 55 55 55

開催日数 解説 単位：日 出店数は約40軒、うち18軒が漁業者

日曜朝市 約80,000 約80,000 約80,000 約80,000 約80,000

利用者数 解説 単位：人
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◇活用している地域資源
田尻町は日本一小さい町にもなったことがあるほど面積の小さい町である。大阪市の中心

部からも40kmほどしか離れていないにもかかわらず、この町には美しい海岸や多くの田園が

残っているうえ、対岸には関西国際空港を望む風光明媚な町である。

これらの地域資源を生かした漁港づくりを行っており、毎週実施している日曜朝市には、

魚介類（泉だこ、あなご、かれい、いかなごなど）に加え、地元でとれた農産物（たまねぎ

や水なす）なども安価で販売している。

漁業体験事業については、刺し網漁業やかご漁と言った漁業体験に加え、関西国際空港に

離発着する航空機を間近に見学するクルージングを一度に楽しむことができる。もちろん、

漁業体験後は獲れたての魚介類をバーベキューやてんぷらにして提供している。また、田尻

町はたまねぎ栽培発祥の地ということもあり、なにわの伝統野菜に指定されている泉州黄た

まねぎ『吉見早生・今井早生』を販売するイベントも漁港で実施した。

また、近隣のりんくうタウン地区にはショッピングセンターやレジャー施設ができ、大阪

市内から1時間程度であるため、週末には大勢の都市住民がこの地域に訪れる。地の利を生

かし、今後も都市住民との交流・共存を目指している。

◇地域活性化のポイント
町の中心地ではない漁港に人口の数十倍も地域との共存や都市住民との交流に力を注ぎ、

の人々を毎年集めており、来訪者が田尻町の住民と交流すれば、漁業のみならず地域の活性

。特に、農業者の高齢化や耕作放棄地の増加は、漁場の生態環境にも影響を与化につながる

えるため、漁業者にも深刻な問題になりかねない。そこで、もっと農業者も積極的に朝市等

に参加することで農業の活性化にもつなげ、そこに都市住民が入ってくることで町を活性化

することができると考えている。

漁業体験に地元の小学生を招待することや、地域住民主導で行われている田尻川のまた、

清掃活動に、漁港内で培養したＥＭ菌を使うなど、水質浄化の取り組みは、地域の子供達の

。勉強の場としても有効な手段になっている

◇事業の今後の展開方向

水温上昇などの影響で、大阪湾での漁獲量は年々減少傾向にあり、今後も新しい考えを

積極的に取り入れて事業を実施していく必要がある。

そのため、朝市は、漁港に魚を買いに来る方に地元の農作物等も販売するなど地域一丸

。 、 、となって市を盛り上げることが必要である また マリンレジャー利用者との共存策として

ジェットスキーの簡易な係留施設や、食事や休憩ができる施設をつくり、積極的に受け入れ

る手法を検討している。

漁業体験は、次の次代を担う子供達や学生に、修学旅行や遠足で利用してもらうことが

有効であるとも考えており、より多くの利用者が得られるよう、今後も色々な事業に取り組

んで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】【

兵庫県丹波市１．都道府県、市町村
た ん ば し

東芦田まちづくり協議会２．事 業 者 名

田舎の力こぶプロジェクト３．取 組 み の 名 称
－米・果物づくり・里山体験、間伐材利用、茅葺き民家の保護－

４．取 組 概 要 等

◇概 要

平成２年、全国各地で様々な「むらおこし」や「ふるさとづくり」の取組が行われてい

、る中 東芦田村おこしの会 が組織された 会の発足と合わせて、「 」 。 、メンバーが共同出資し

大工や左官などの職人のメンバー達の手で、文字通りの手作りログハウス集会所「ごりんか

した 平成３年からは ごりんかん を一般開放し 兵庫県キャンプ協会の 丹ん を建設」 。 、「 」 、 「

波自然塾」をはじめとする様々な団体との交流が始まった。平成16年、会メンバーの村おこ

「 」 。しへの力強い熱意に共感した様々な団体が参画した 東芦田まちづくり協議会 が発足した

「集落の自律・自立と『日本一の田舎作り 」を活動テーマに、集落の魅力を再認識・再』

発見するための取組として、集落遠足や農村レストランによる地産地消・旬産旬消を行って

。いる

地域イメージを発信するイベントをまた、農村あかり展、節分草祭り、はす祭りなど、

展開 都市農村交流プログラムやももやぶどうなどのオーナー制度、茅葺き民するとともに、

、間伐材を利用した炭・木酢液、丹波栗やコシ家の利活用など新たなビジネスモデルづくり

、 、 、ヒカリ 丹波大納言小豆 丹波黒豆など など「 」丹波ブランド を活用した売れる産品づくり

地域活性化に向けた様々な活動に取り組んでいる。

このほか、地域の植生を活用した氷川回廊での交流や地区内ビオトープ地図の作成など

の地区別農村環境計画、兵庫県緑条例に基づく「地区整備計画」策定など個性ある長期ビジ

集落のカントリーイメージを確立するため、シンボルマーョンづくりに取り組むとともに、

。ク・ロゴの作成やホームページを作成し、デザイン性の高い情報発信に取り組んでいる

◇活動の規模

項目 H14 H15 H16 H17 H18

生産量 500 500 500 200 150

木酢液 解説 単位： 間伐材利用（ ） ℓ
生産量 2,500 2,500 2,500 1,500 1,000

（木炭） 解説 単位：kg

来客数 2,000 2,000 2,000 2,000 1,300

解説 単位：人 「ごりんかん」への来客数

売り上げ 3,500 1,800 1,600 2,900 1,700

解説 単位：千円 「ごりんかん」稲作部、野菜部、豆腐部、プログラム収入合計

◇活用している地域資源
・朝霧景観、里山、農地、江古の茅葺き民家等の農村景観

・丹波氷上米、丹波栗等の特産品

・城山元日登山、祭り、浦安の舞などの伝統文化

・むらおこしグループ、集落内の人材、外部の人的ネットワーク等の地域志源
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◇地域活性化のポイント
「自分たちのまち・むらは自分たち思い立ったら行政頼みではなく、まず自分達で動く

でつくる」意識を共有することで、自ら楽しみ無理のない活動を継続 「自することができ、

が図られている。分のため」と「地域のため」の両立

また、 することに長期的なビジョンをつくりながら、一方ですぐに目に見える形で還元

より、住民に分かりやすい形で定着させている。

地域イメージの根幹となる「環境」を皆で守ること儲けることを直接的な目的とせず、

することにより、 がが経済活動のベース形成に寄与するという意識を共有 環境と経済の融合

図られている。

地域内及び周辺地域のみならず、都むらおこしやまちづくりを進める中で形成された、

している。市住民との人的ネットワークを大切にし、多様な主体の参画と協働を促進

◇事業の今後の展開方向

○地区計画の策定

基本となる農地保全を中心とした土地利用計画と住民で共有できる将来像づくりを進め

る。

○集落営農組織の立ち上げ

農作業の受託のみならず、農産物の安心－安全のイメージを高める地域づくりを進める。

また、農産物加工施設建設も視野に入れる。

併せて、ふるさと産品パック（米をメインとして、既設の野菜や地域情報をパックして

都市部へ発送）や、農作業体験、新規就農支援などのプログラム開発を行うなど、東芦田な

らではの収益事業の検討を進める。

○懐かしい未来づくり

単なる懐古趣味ではなく、今後必要不可欠と判断する集落内の環境を保全、創出する。

(例)里山復元、棚田復元から水車小屋復元まで水系復元、桜並木復元、茅葺き民家を支

えてきたコミュニティ活動（日役など 、丹波市の伝承）



№36

「立ち上がる農山漁村」選定案概要書

◎取 組 分 野： 交流】【

和歌山県白 浜 町１．都道府県、市町村
しらはまちょう

大好き日置川の会２．事 業 者 名

体験型観光「ほんまもん体験」の振興３．取 組 み の 名 称

－農林漁業・農産加工体験、世界遺産「熊野古道」巡り－

４．取 組 概 要 等

◇概 要

平成11年に和歌山県で開催された「南紀熊野体験博」をきっかけに、白浜町日置川地域で

は体験型観光が進められるようになった。地域の産業として定着させ、地域の活性化を図る

ことを目的に、平成16年10月、地域づくり協議会として「大好き日置川の会」を設置し、体

験型観光の誘致に取り組んでいる。

○体験メニューの開発

体験型観光が始まった頃は 「紀州備長炭の作業」や「藍染め」など20種類のメニュー、

でのスタートだったが、より多くの方に地域の豊かな自然、歴史、伝統、産業に触れて

会員が連携し新たな体験メニューの開発に取り組んだ結果、現在ではいただけるよう、

「和歌山ほんまもん体験」のメッカとして、60種類のメニューを用意して誘致に取り組

。んでいる

○ホームページやパンフレットの制作

、日置川地域で取り組んでいる体験型観光をはじめ、見町のホームページを利用して

地域情報を発信 「日置川観光協会」とどころ、特産品、宿泊施設などの している。また、

連携してパンフレットを制作し、首都圏や関西圏の旅行代理店へ出向いての誘致活動を

。行っている

○体験インストラクターの養成

体験型観光への参加者は、一般の方であったり学生であったりと年齢層も広く、それ

ぞれに合った進め方でコミュニケーションを取り、体験型観光の魅力を伝えていく必要

がある。

各体験メニューのインストラクターの養成を進そのため、県の支援なども得ながら、

。実際に経験を重ねることで習得できる技術や手法も多いため、研修が終了すめている

るとすぐに、インストラクターとして現場に入って活躍している。

◇活動の規模

項目 H14 H15 H16 H17 H18

売り上げ 3,143 3,340 3,558 3,900

解説 単位：千円 体験料収入

来客数 1,257 1,336 1,423 1,560

解説 単位：人 体験型観光者数

来校数 3 6

解説 単位：校 修学旅行や体験学習による来校数

◇活用している地域資源

○地域の自然環境

自然・アウトドア体験…ドラゴンボート、リバーカヌー、シーカヤック、磯釣りなど
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○地域の農林水産業

農業体験…梅の収穫、花卉栽培、田植え、酪農など

林業体験…紀州備長炭の作業、森林間伐、木工など

漁業体験…海での一本釣漁、はえなわ漁、川での鮎釣り、川エビ漁、川カニ漁など

○地域の農林水産物

味覚体験…鮎寿司作り、さんま寿司作り、梅干し作り、山菜とり、こんにゃく作り、

山芋掘りなど

○熊野古道「大辺路街道」世界遺産（平成16年7月登録）

◇地域活性化のポイント

現在「大好き日置川の会」では、 して体験型観光を進めてい60種類の体験メニューを用意

る。体験を通して地域のあるがままの生活に溶け込み、地域住民と体験者が互いに理解を深

地域のファンができることで、何気ない普段の生める中で地域のファンを獲得しつつある。

活に地域住民が「自信」や「誇り」を持てるようになり、それが体験型観光の更なる振興と

。地域活性化につながっている

また、最近では「体験から交流 「交流から居住」への流れが生まれつつあり、都市部か」、

ら地域に移住した方の中には陶芸やソーセージ作りなどの体験型観光のインストラクターと

なった方もおり、また定年退職がきっかけで趣味のために移住を決断、釣り三昧の毎日で、

毎年開催される地域の鮎釣り大会ではいつも上位に入賞する方など、それぞれが地域で活躍

している。

◇事業の今後の展開方向

○体験型観光の推進

最近、学校のカリキュラムへ「自然体験」や「社会体験」などが取り入れられるようにな

ったため、旅行代理店等への誘致活動に取り組んだ結果、関東や中部地方の中学校・高校を

中心に平成17年には3校、平成18年には6校を受け入れることができた。今後も誘致活動を積

極的に進めていきたいと考えている。

また、地域では鮎釣りや磯釣りが盛んなことから16の民宿があり、宿泊と体験をセットに

したメニューづくりの検討なども進めている。

○移住希望者の受け入れ

平成18年度から和歌山県では、都市住民の県内への帰住政策として「わかやま田舎暮らし

支援事業」が展開されておいる。白浜町日置川地域もモデル町に指定され、会が地域の受入

れ団体として、移住希望者の方々に地域を紹介するモニターツアーや、地域の生活資源を掘

り起こすワークショップを開催するなどして、移住希望者の受入れに取り組んでいる。

今後は、移住希望者がスムーズに地域へ移り住めるように、お試し的に地域へ短期滞在す

る仕組みづくりなどを進め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】【

鳥取県江府町１．都道府県、市町村
こうふちょう

貝田集落２．事 業 者 名

米と伝統文化と景観の里３．取 組 み の 名 称

４．取 組 概 要 等

◇概 要

貝田集落は江府町のほぼ中央に位置し、大山の南壁を正面に仰ぐ開かれた台地に位置して

いる、標高約310mの中山間地域である。

従来から稲作中心の経営で、水田面積が55.9ha、１戸あたりの面積が１～２haの農家が多

く、町内平均を上回る比較的大きな農業経営である。野菜はネギを多少生産・出荷している

が、その他の野菜はほとんどが自給用で栽培されている。

貝田集落を始めとする中山間地域は過疎化・高齢化と米価の低迷により、農家経営の困難

と後継者不足による農地の荒廃が進んでおり、耕地の保全管理体制を整え、農家経営を安定

させ集落の活性化を図る必要がある。そこで平成11年に貝田村づくり委員会と一緒になり集

落を活性化させるための検討会を行い、景観の保全･形成について意識をして取り組んだの

が始まりである。主作物である水稲の貝田米は古くから優良米の産地として知られているた

め、米を基本として集落の活性化を図るよう、集落を挙げて取り組んでいる。

①農林業生産振興

共同での維持管理作業による作業労力の軽減化と、遊休農地の解消を図るために景観

。植物を植栽し、集団転作によるそば畑が5.4haある

県下でも代表的な食味の良さを持つ貝田産の米に付加価値をつけて、より高い価格で

販売ができるよう消費拡大を図っている。

②集落環境の整備

秀峰大山を背景に優れた景観を持つ地区であるが、さらに生活環境を良くするため、

集落内全体に花を植え、花いっぱいのきれいな集落を目指す 集落内の水路はとともに、

自然のまま保存するために石積み等で整備し、魚が住み、環境にやさしく、自然豊かな

。農村の風情を醸し出す集落の環境整備を図っている

③伝統文化保存伝承

現在、若い人達は自分たちの集落について学習することなく都会へ出てしまう者もい

夏祭り「貝田十五夜」が夏季の集落伝統行事るが、貝田集落は昔から文化意識が高く、

。として定着するなど、地域文化が次世代へと継承されている

祭りの主要行事である こだいぢ踊り 貝田の傘踊り や 冬期の伝統行事である 荒「 」「 」 、 「

神神楽」は地域の誇る生活文化として生活の中に溶け込んでいる。

④都市農村交流活動等

集落に古くから伝わる伝統行事｢大飯喰い｣を活かし、平成11年度から開催した「大飯

。喰いフェスティバル」は町内外、特に京阪神から多数の参加者を迎えている

大山おこわ、おにぎり、けんちん汁、漬物等のサービスを行いながら、コシヒカリ、

地元産野菜、漬物等の販売を行い、地域の活性化、農家所得の向上を図るとともに 「傘、

踊り 「荒神神楽」等の披露により参加者との交流を深め好評を博している。」

◇活動の規模

項目 H14 H15 H16 H17 H18

特別生産米生産 4.9 6.2

解説 単位：ha 栽培戸数はいずれも5戸
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項目 H14 H15 H16 H17 H18

集団転作による 17 17 23 20 19

そば畑 4.9 5.1 5.9 5.4 6.4

解説 上段：栽培戸数（戸）

下段：栽培面積（ha）

イベント来客数 300 500 500 500 700

解説 単位：人 大飯喰いフェスティバル

◇活用している地域資源

・優れた景観

・貝田の水稲

・集落伝統行事「貝田十五夜 「こだいち踊り 「貝田の笠踊り 「荒神神楽」」、 」、 」、

◇地域活性化のポイント

恵まれた文化や歴史、そして自然を活用し、集落共同で様々な活動に取り組むことによっ

都市住民との交流を行て励みと共通の話題づくりとし、集落の活性化を図っている。また、

いながら、進んでいく高齢化、少子化、過疎化の問題に取り組み、若い人たちが我がふるさ

とに自信と誇りを持ち、ふるさとに残れるような活力とうるおいのあるむらづくりを集落が

。一体となって進めている

◇事業の今後の展開方向

①農林業生産振興

高齢化の進展により耕作放棄地、農地の遊休化が予想されるが、農地保全のために共同で

の維持管理作業を行い、労力の軽減化を図る。また、特別栽培により貝田産の米に付加価値

をつけ、より高い価格で販売ができるよう消費拡大を図る。

②集落環境の整備

大山を背景とした優れた景観を持つが、その美しい景観を保ち続けるためにも集落を挙げ

て環境の整備に努める。

③伝統文化保存伝承

夏期の集落伝統行事として夏祭り「貝田十五夜」が続いており、この夏祭りの主要行事で

ある「こだいぢ踊り 「貝田の傘踊り」及び、冬期の伝統行事である「荒神神楽」について」

は集落の伝統文化として町内外から高い評価を受け、地元の誇りともなっている。さらにこ

れらの振興・継承を図って行くため、講習会の開催等を行いながら、集落をあげての取り組

み体制の整備を図る。

④都市農村交流活動等

集落と参加者が山、川、田んぼの自然を活かした交流を図り、貝田産米コシヒカリのＰＲ

と販売、加工品等特産品の提供を始めとする収入の場を創出しながら、より深く交流を進め

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】【

島根県出雲市１．都道府県、市町村
い ず も し

いずも農業協同組合多伎いちじく生産部会２．事 業 者 名

“いちじく”がつくった町３．取 組 み の 名 称

４．取 組 概 要 等

◇概 要

出雲市多伎町（旧簸川郡多伎町）は海辺に山がせまり、耕地は少なく、見るべき農業生産

は無かった。その中で、いちじく栽培に適した気候を生かし、庭先果樹から西日本有数の産

地へと脱皮させた。

○生産振興・後継者育成活動

甘味の強い日本在来種「蓬莱柿」を、昭和53年に水田転作奨励作物としたのを機会に、
ほうらいし

昭和60年代から「多伎いちじく生産部会」に結集し、共同販売出荷を確立した。

蓬莱柿は遺伝的に変異が大きいため、町内の優良系統を選抜し続け、平成16年からは

ハウスでの苗生産を軌道に乗せた。味の良さ、出荷基準の厳格さで評判となったことか

ら、昭和52年の1.6haから、平成18年には10倍の16.5haまで植栽が増加した。

また、 し、生産者の技術委員自らが講後継者育成のため「いちじく入門講座」を開設

平成16年度は、退職者やＵターンによ師となって実践的な研修会を開催してきた結果、

となった。る新規就農数が県下最大

○販売活動とスイーツコンテスト

いちじくは、輸送性が低く鮮度が落ちやすいため、近隣市場への出荷が主体であった

が、 し、瀬戸内をはじめ県外市場への流通流通業者との研究により保冷輸送技術を確立

拡大を図った。 している。平成16年からは首都圏向現在は、流通量の25％を県外に出荷

けの販路拡大に取り組み、パッケージ・物流手段等の改善を行い、鮮度を維持した状態

で出荷できるようになった。

平成17年から、いちじくを使用した新作スイーツを全国公募、入賞者は県内とまた、

。東京で新作を販売できることで話題を呼んでいる

○加工品開発活動

出荷時期の降雨は致命的であるが、加工製品への取組により、すそものを他産地には

ようになった。また平成３年にJAいずも多伎農産加無い高単価で買い取ることができる

工場を建設し、製品開発に一層力を入れた。

女性の感性を生かし、平成17年には女性生産者で「NPO法人レディースfig」を組織し、

させるとともに、加工品の販売や学校での披露により、現在80種類以上のレシピを誕生

子供達に地元産品への愛着を持たせるなど、地域への波及にも努めている。

○“いちじく”のまちづくり

町は、いちじくを活性化のキーアイテムとし、平成7年には「多伎いちじく温泉」を、

平成10年4月には道の駅「キララ多伎」をオープンさせた 「多伎いちじく」は、農産物。

から地域振興の核として位置づけ、これらの施設をアンテナショップ及び消費者との交

流の場として活用している。

◇活動の規模

項目 H14 H15 H16 H17 H18

栽培面積 14.6 15.0 15.5 16,3 16.5

解説 単位：ha 出雲市多伎町内でのいちじく（蓬莱柿）の栽培面積

生果出荷量 80.5 70.0 61.3 102.6 95.3

解説 単位：㌧ JAいずも経由で出荷したいちじく（蓬莱柿）の出荷量

加工用出荷量 36.5 48.4 61.8 54.3 60.1

解説 単位：㌧ JAいずも農産加工施設へ出荷したいちじくの出荷量
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項目 H14 H15 H16 H17 H18

イチジク販売総額 81,623 78,810 74,557 90,371 100,731

解説 単位：千円 部会が取り扱った生果・加工用出荷総額

イチジク加工品 54,795 59,449 62,774 68,277 63,734

販売額 解説 単位：千円 JAいずも農産加工場でのいちじく加工品販売額

いちじく温泉 200 217 205 172 162

利用者 解説 単位：千人

キララ多伎利用者 1,300 1,370 1,330 1,500 1,800

解説 単位：千人

◇活用している地域資源

・いちじく（軽労働で高齢者・女性が栽培に取り組みやすい）

・栽培に適した気候と土地（温暖、潮風、水はけの良い傾斜の畑）

・道の駅「キララ多伎」

・いちじく温泉

◇地域活性化のポイント
○「いちじくのまち」づくり

多伎町では、 するとキャラクター「いちじくん」をシール・ステッカー・国道看板に活用

ともに、平成16年３月に「 いちじくの里”基本計画」を策定し、いちじくによるまちづく“

多伎町＝いちじくのまち」との認識を内外にりの取り組みを住民に浸透させるとともに 「、

。広めている

○雇用の場を創設

とともに、 を行ってい加工場では生果に比べ６倍もの付加価値を生む 延べ1,000人の雇用

る。NPO法人レディースfigでも４人の女性が加工に従事している。

また、栽培参入企業が２社あり、独自の加工場設置も行い雇用の拡大が見込まれているこ

、 「 」、 。と 道の駅 キララ多伎 多伎いちじく温泉が若者の雇用の場として大きく貢献している

○産地形成が高齢者の生きがいに

軽労働が多いため、生産者の平均年齢が70歳以上と高齢化した地域に適した働きの場を提

し、参加しやすい活動を行っている。供

◇事業の今後の展開方向

○産地拡大と後継者育成

「多伎いちじく」ブランドを一層発展させるため、生産拡大と、高品質生産を維持するた

めの指導体制を充実させる。また新技術（ハウス栽培、棚栽培、接ぎ木苗生産）の普及・開

、 、 。発を行い 技術面で産地間競争をしのぎ 生産が安定する支援を関係機関あげて行っていく

○環境に優しい農業等への取り組み

現在、生産部会内のエコファーマーは少ないが、ハウスいちじく生産者を中心に環境に優

しい農業に取り組む動きが加速しているので、栽培暦の作成、生物農薬の導入を積極的に進

め、安全安心ないちじくの生産を目指す。

○販促・交流活動と輸出の確立

キララ多伎、いちじく温泉を通じた販促活動、情報提供を充実させる。また平成18年から

加工品の台湾輸出を試みており、JAいずも等関係機関と生産部会とが積極的に連携し、干し

いちじく等人気商品の輸出確立を目指す。
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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】【

岡山県備前市１．都道府県、市町村
び ぜ ん し

日生カキお好み焼き研究会２．事 業 者 名

カキオコで楽しむまちづくり３．取 組 み の 名 称

４．取 組 概 要 等

◇概 要

備前市日生町（ひなせちょう）は、瀬戸内海に面した小さな漁師町であるが、カキの生産

量が全国第３位の岡山県において、その５割以上を占めるカキの産地である。

「特研究会では、このまちに昔からあったカキ入りのお好み焼き（カキオコ）に着目し、

産のカキをふんだんに使ったお好み焼きと漁村の町並みと人情を楽しめるまちとして、日生

を全国さらには全世界に発信しよう」と、平成14年２月に手作りの日生カキお好み焼きマッ

プを作成 翌冬には地元マスコミにも取り上げられるようになした。これがきっかけとなり、

した。り、カキオコは日生の新名物としてブレイクし 「行列」ができる店まで出現、

これを一過性のブームで終わらせないよう、研究会では夏期（カキ）お好み焼きマップ、

カキオコのぼり旗、カキオコバッジ、ホームページの開設、イベントでのカキオコ屋台、カ

自分達も楽しみながら全て手作りのＰＲ活動を展キオコ合唱団によるカキオコソング等々、

した。開

これらを通じて、一冬ごとに人気は拡大し、カキオコの愛称で全国のマスコミに取り上げ

現在では、京阪神方面や岡山・広島方面から、一冬に数万人の人が押し寄せる「カキられ、

。オコのまち・日生」となった

◇活動の規模

項目 H14 H15 H16 H17 H18

生産量 1,800 1,950 1,710 1,535 未公表

旧日生町 解説 単位：㌧ 旧日生町でのカキむき身生産量、岡山農林水産統計年報調べ（ ）

売上高推定値 1,604 1,710 1,472 1,490 未公表

旧日生町 解説 単位：百万円 生産量及び県単価から推計（ ）

観光客数 305 323 299 328

解説 単位：千人 岡山県観光動態調査による

お好み焼き店数 8 11 8 9 10

解説 単位：軒 カキオコマップ掲載店数

5,310 17,235 42,860 66,720ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞｱｸｾｽ

解説 単位：件 カキオコＨＰ年間アクセス件数（日生カキオコ研究会調べ）件数

新聞掲載件数 0 16 13 37 13

解説 単位：件 日生カキオコ研究会が把握した年間掲載件数

テレビ・ラジオ 7 13 15 14

放送件数 解説 単位：件 日生カキオコ研究会が把握した年間放送件数

雑誌・情報誌 2 2 2 11 9

掲載件数 解説 単位：件 日生カキオコ研究会が把握した年間掲載件数

◇活用している地域資源

・日生産のカキ

鉄板の上で焼いても、全く縮まない新鮮でジューシーな味。
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・お好み焼き店

もともと漁師町のため、狭い範囲にお好み焼き店が数多くある。

・日生風のお好み焼き

大阪風でも広島風でもない日生風の焼き方が、カキの旨味を生地の中に引き出し、お好み

焼きがカキ風味になっている。

・おねえさんと日生弁

日生では、女性はいくつになっても「おねえさん」と呼ばれる。日生の気さくなおねえさ

ん（女主人）との会話が遠来客の郷愁をそそる。

◇地域活性化のポイント

「目の前の海で獲れた新鮮なカキが山盛り入ったお好み焼き」という日生にしかない魅力

よそ者と地域在住の研究会メンバーのコラボレーションにより 「おいしく、を核として、 、

している。楽しく」をテーマに、ボランティアでＰＲ活動を展開

カキオコだけでなく、漁師町・日生の人情や迷路のような町並み、日生弁なども取り上げ

、 、 。て 訪れた人がどこか懐かしさを感じるような また来たくなるようなＰＲを心がけている

カキオコバッジ、ホームページ、カキオコソングなど、お金をかけずに楽しみながまた、

することにより、カキオコや日生に対し親しみやすいイら出来ることを柔軟に軽やかに展開

メージづくりを行っている。

◇事業の今後の展開方向

この６年で日生は「カキオコのまち」として全国的に名前が知られるようになり、数多

くのカキオコ客が訪れるまちになった。

今後は、このブームを存続させるとともに、カキオコを核にした地域の活性化やまちづ

くりを進めることが重要である。

そのため、お好み焼き店としては「いかに満足してもらえるか」という観点から、接客

マナー、長時間待ちのお客様への対応、店の清潔感、食品衛生等の課題がある。一方で、町

、 、 、 、 、 、全体としては 漁協 観光協会 商工会 行政 カキオコ研究会等のボランティアが連携し

地域で協働の取り組みとして、新鮮でおいしいカキの供給、駐車場、トイレ、案内看板等安

心して町歩きができる環境整備、関連特産品・おみやげ商品等の開発、おもてなし意識の向

上等を継続的に進めていく必要がある。

研究会としては 「客 「よそ者」の視点を併せ持ちながら、かつ楽しみながら積極的に、 」

これらの取り組みを進めていきたい。
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「立ち上がる農山漁村」選定案概要書

◎取 組 分 野： 食 【交流】【 】

山口県萩市１．都道府県、市町村
はぎし

うり坊の郷katamata２．事 業 者 名

「元気な片俣の創出」-交流拠点が元気の源-３．取 組 み の 名 称

４．取 組 概 要 等

◇概 要

萩市むつみ地域の北東部にある片俣地区は、５集落(小国・御舟子・中橋・金谷・札の奥)

からなり、水田を囲むように広がる山裾の中心に位置し、水稲・トマト・肉用牛の生産を中

心とする山間の農村である。当地区は旧村としての地理や人間関係にまとまりが深く、２つ

の営農組織や地区の特徴である「いのしし牧場」等、社会的資源が豊富である。平成12年当

人口は70世帯、185人で高齢化率は30％であり後継者問題や担い手不足にあえぐこの地時、

区において、この資源を活かして、副収入の確保、仲間づくり、都市農村交流、案内拠点、

。女性や高齢者の生きがいの創出等、生涯現役を唱える一部住民の声にこの地域は奮起した

「高齢者に見合った生産活動がしたい 「生産物を認められる喜びを」等の要望を集約し、」、

平成13年 「片俣農産物等交流販売施設」が完成。片俣地区住民による新組織「うり坊の郷、

katamata」を発足し、営業を開始した。組織にかかわる片俣地区正会員と平成13年に設立し

、 、 、 、た農事組合法人小国ファームが技術と能力を活かし 農産物部会 加工部会 イノシシ部会

食堂部会の４部体制のもと「元気な片俣の創出」にむけ交流拠点の運営が始められた。

「うり坊の郷…」は、本組織名で施設名称、看板商品でもあり、イノシシ肉は安定供給

イノシシによる農作物被害が多く悩みの種であったが、されている。そもそも片俣地区は、

。平成13年には中山間地域等直それを逆手にとりそのイノシシを地元の振興に一役買わせた

接支払制度を活用し、小国集落において「いのしし牧場」を整備し、今では50頭のイノシシ

が放牧されており、目で楽しませ集客効果の上がる施策へと展開している。

イノシシ部会では、農事組合法人小国ファームが、イノシシ肉を加工して出荷している。

食堂部会においては、イノシシ肉を活用したメニューで来客をおもてなしする。シシ肉

うどんや猪肉定食など地域の魅力を余すところなくアピールしている。また、近年では猪肉

定食に用いる食材も片俣地区で捕らえられないものは山口県産のものを使い、食器も萩焼を

用いるなどしてこだわりの地産・地消定食を提供している。

平成15年には、片俣地区住民の強い要望により本施設が「道の駅」に指定され、平成16

案内所を広く設けて、リニューアルオープンした。ますます集客力をあげ、交流拠点年に、

としての役割を十分に発揮する契機となり、元気な地域づくりと交流拠点づくりを進めてい

。る

◇活動の規模

項目 H14 H15 H16 H17 H18

売上 26,601 31,180 49,785 50,400 55,041

解説 単位：千円 店舗売上額

来客数 45,000 45,000 56,000 59,000 62,000

解説 単位：人

イベント 1 2 2 2 2

回数 解説 単位：回 ルーラルフェスタ開催と地元ふるさとまつり参画

イベント 400 600 700 700 700

参加者 解説 単位：人
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◇活用している地域資源

・片俣農産物等交流販売施設(道の駅)

・いのしし牧場（イノシシ肉）

・トマト（桃太郎 （トマトソフトクリーム））

・農事組合法人 小国ファーム

・特定農業団体 金谷営農生産組合

◇地域活性化のポイント

道の駅「うり坊の郷katamata」は、片俣地区住民の互助努力や多数の来客者に支えられ、

地区住民の望む「交流拠点」として成長してきた。

地域住民が気軽に立ち寄れる場所であることが大前提であり、そのための雰当施設は、

。販売店員や案内係員が常に「おもてなしの心」囲気づくりや配慮は忘れずに手掛けている

で出迎えてくれるからこそ片俣地区住民のいこいの場となり得ている。

また、販売するイノシシ肉や農産物も農事組合法人小国ファームとの連携・協力により、

安定供給を可能とし、生産力・販売力向上といった相乗効果をもたらした。

◇事業の今後の展開方向

「うり坊の郷katamata」は道の駅であるため、地域外からの来客者は無論大切であるが、

なにより地域住民がくつろぎ、笑顔で話せる「たまり場」であることが交流の原点である。

これまでは組織の関係者や参画者が一丸となって交流拠点を盛り上げてきたが、違った目線

でこの交流拠点を見直し、顧客や様々なニーズに対応するための変革の契機が訪れている。

今までは大人の目線・尺度だけで築きあげてきた感のある交流拠点。これからは、こども

の目線や感覚、地域外からの視点、常連客からの視点からの指導・助言を今まで以上に真摯

に受け止めるとともに、組織よがりでなく交流拠点は「みんな」でつくりあげるものである

と再認識したうえで、片俣地区住民と来客者によるアイディアと協力をもって、ますます元

気な地域づくりと交流拠点づくりを目指していくところである。
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「立ち上がる農山漁村」選定案概要書

◎取 組 分 野： 女性・若者の力】【

山口県岩国市１．都道府県、市町村
いわくにし

錦町林業振興会女性部会２．事 業 者 名

森林の利活用による地域の活性化３．取 組 み の 名 称

４．取 組 概 要 等

◇概 要

昭和59年に、育林技術の習得を目的に18名の女性で結成された錦町林業振興会女性部

会では、森林内の未利用資源を活用した特産品の開発と整備の推進、都市住民との交流

促進など森林の利活用による地域の活性化を図っている。

、 、 、材価の低迷とともに 山へ足を運ぶ人が減り始め 会の活動も停滞し始めた昭和63年

つるきり作業で切り捨てていた「つる」をかごづくりの原材料として着目し 「つるか、

これまで阻害物として扱われてきた森林内の未利用資源を女性ごづくり」を開始した。

することで、つる採取による森林整備の促進、作品制作ならではの視点で商品化・販売

県内外によるグループ活動の活性化、作品販売による収益の増加に成功した。併せて、

「 」 、 、 「 」から つる細工 の指導依頼が殺到し 様々な場所に出向いて 都市住民と つる細工

を図ってきた。現在でも北海道をはじめとした全国各地の女性との継続的を通じた交流

な交流が行われている。

平成6年、新たな特産品開発として、枝打ち作業や下刈り作業の際に捨てられる枝葉

や林内植物を活用した「草木染め」に着手した。試行錯誤の末、その技法を確立し、現

活動の成果が行政を在では町の特産品に位置づけられるまでとなった。また、こうした

動かし、平成10年には町の協力により既存ストックの有効活用の観点から、旧商工会館

した。を一部改装し、活動拠点「草木染め工房なないろ」を建設

これにより、県内外から年間1,000名を超える草木染めやつる細工の体験交流希望者

体験交流の受入により、都市と山村との交流がさらに推が工房を訪れるようになった。

されるとともに、錦町の活性化にも大きく貢献し、林業女性グループとして他の模範進

となっている。

◇活動の規模

項目 H14 H15 H16 H17 H18

生産量 1,600 2,000 2,400 2,500 2,700

解説 単位：枚 草木染め販売枚数

売り上げ 2,200 2,500 3,000 3,500 3,500

解説 単位：千円 草木染め作品、つる細工品、体験工房による収入

来客数 750 800 1,000 1,200 1,300

解説 単位：人 草木染め・つる細工体験者数（出張指導含む）

雇用者数 36 36 38 41 41

解説 単位：人 発足時：18人

◇活用している地域資源
林野率91%の錦町の自然豊かで恵みの多い森林資源

・つる細工（つるかご、リース等 ：ツヅラフジ、ヤマフジ、アケビ、松、クヌギ等）

・草木染め：杉、ヒノキ、タブ、クワ、コアカソ等
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◇地域活性化のポイント

、 、当会は 森林内の未利用資源を活用したつる細工・草木染めの先駆的グループであり

森林整備の推進と併せて、県内外を問わずその技術を、他のグループに惜しみなく提供

し、普及・指導に努めている。

都市部を主として年現在、活動拠点である「草木染め工房なないろ」がある錦町に、

、 。間1 000名を超える体験交流希望者が訪れ， ており 地域の活性化に大きく寄与している

また、これまでの積極的な取組とその技術力が認められ、草木染め、つる細工が町の

特産品として位置づけられるとともに、町おこしの一環として実施している「町ぐるみ

博物館」の1つに「草木染め工房なないろ」が選定されるなど、地域からの期待も非常

に大きい。

女性の視点を活かした活動が周囲に認められたことにより、会員の活動にさらには、

対する意識が向上 地域女性の、会員数も41名と、結成当初の2倍以上に増加するなど、

社会活動への参加促進につながっている。

◇事業の今後の展開方向

インターネットによる森林資源を活用したインテリア雑貨や草木染め等の全国販売を展

開させるため、山口県内の4つの林業女性グループが連携し、平成17年6月「森の恵みネット

ワーク」を設立、10月にはＨＰ「森からの贈り物」を開設し、販売を開始した。その事務局

を当会が担うなどネット販売の中心的グループとして活動を展開している。将来的には農業

や漁協女性グループ等とも連携しながら第一次産業女性連携一大ネット販売を目指し準備し

ているところである。

また、当会は、地域林業の普及啓発、森林整備の推進を目的とした自主研究グループで

あり、会の運営は会費でまかなってきたのが現状である。今後は、地域社会への大きな進出

を目指すため、収益率の高い注文生産販売等にも力を注いでいくとともに、都市住民の体験

交流の受入及び出張者指導の継続、森林教育指導への協力、新商品開発等の展開を目指して

いる。

当会の会長はリーダーとしての資質や実行力が県内外で認められ、林業女性グループの

代表として県の女性連携会議の会長はじめ数多くの役職に就いており、農山漁村地域におけ

る女性の果たす役割や男女共同参画に向けた取組を一層強化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 【食】【 】

山口県長門市１．都道府県、市町村
な が と し

通地区発展促進協議会２．事 業 者 名

「古式捕鯨の里 通（かよい 」づくり３．取 組 み の 名 称 ）

４．取 組 概 要 等

◇概 要

通地区発展促進協議会では、江戸時代から明治時代にかけて行われてきた捕鯨文化を活

用した「まちづくり」に取り組んでいる。

平成４年より実施開催している「通くじら祭り」では、18年より「古式捕鯨の再現」の

演技者を地区外から募集し、東は横浜から西は宮崎まで県内外から20名の参加があり、19年

には数名のリピーターもあった。また、ボランティアスタッフとして下関市立大学生約30名

が２年連続で参加、日韓交流学生も参加。地区外からの参加型を模索でき、新しい展開を生

19年度には、参加学生30数名が地元の15軒でホームステイを行っんだことの意義は大きい。

。た

17年度から専門部会の充実を図り 「ホームページの立ち上げ 「くじら文化通り」の設、 」、

定 「コースマップ」の作成について、各担当班を編成の上、企画・立案を行った。その中、

で「ボランティアガイド」の養成も浮上した。

18年度に入り、ホームページは「古式捕鯨の里 通（かよい 」を４月に立ち上げ、年度）

した。立ち上げにおいては、地区のパソコン精通者の協内にアクセス件数15，000件を突破

力を得た。更新についても、ボランティアによりお願いしている。

コースマップは「くじら文化通りマップ」として、４月末に本会および地区の水産関係3

社の協賛を得て6，000部印刷。19年度において、コース内の下水マンホール蓋の鯨イラスト

に実施した。塗装を、地元中学生と一緒

ボランティアガイドについては、公民館だより等により公募し、６月より養成講座を月

１度開催している。８月には「くじらボランティアガイドの会」を設立。10月よりガイド活

動を開始。以後、各種のガイド要請に応えている。現在のガイド数は４名。

、５月３日地元産の魚介類及び水産加工品などの水産資源を中心にした販売会を中心に

魚のに「通なんでも市」を開催。９月には２回目を、19年５月に３回目を開催し、これまで

つかみどりや、魚の食べ方コンテスト、遊漁船による体験航海など、漁村の特徴を活かした

。企画を取り入れている

各企画において、地区民の有している能力や地区の特性を図り、また、それぞれの企画

を連動させ 「古式捕鯨の里 通（かよい 」をＰＲし、通地区ひいては長門市のまちづくり、 ）

への貢献を考えて展開している。

◇活動の規模

項目 H14 H15 H16 H17 H18
来客数 700 2,800

解説 単位：人 「通くじらまつり ・ 通なんでも市」鑑賞者等」「

イベント 1 3
回数 解説 単位：回
イベント 300 500
参加者 解説 単位：人

◇活用している地域資源
・青海島鯨墓（昭和10年： 国の史跡」指定、平成18年2月：水産庁「未来に残したい漁業漁「

村の歴史文化財百選」に選定）
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・くじら資料館（平成5年開館。昭和50年に国の重要有形民俗文化財に指定された「長門の

捕鯨用具」140点を始めとする捕鯨用具を展示）

・早川家住宅（元鯨組頭の家 ：昭和49年に国の重要文化財建造物に指定）

・長門市向岸寺の鯨位牌および鯨鯢過去帖：昭和50年に国の有形民俗文化財に指定

・通鯨唄：昭和46年に長門市の無形民俗文化財に指定

鯨唄保存会では、小・中学生に鯨唄の指導を行い、子供たちは文化の継承と合わせて人と

しての心情を受け継いでいる。

◇地域活性化のポイント
「古式捕鯨の里通（かよい 」という、まちづくりにおいて、ホームページの立ち上げ）
では、地区住民の有しているパソコン技術の能力活用を図ることができ、このことによ

ホームペーる情報発信が可能になり、各種取り組みの宣伝に大いなる威力を発揮した。

できた。ジのアクセスを通して 「通くじら祭り」で地区外参加者の獲得などに貢献、
「ボランティ取り組みを進める中から、さらに新しい企画も浮上してきた。その一つが

であり、二つ目には できたこアガイド会」の発足 「通なんでも市」による即売会が開催
地区の漁業関係者等が多数参加するなど、新たな人材のとである。このことにおいて、

。 、 （ ）発掘が生まれた 水産資源を活用した新しい取り組みも生まれ 水産のまち通 かよい
。をアピールすることもできた

さらには、各企画が連動した活動を展開することにより、地区民に古式捕鯨の里通（か
よい）のまちづくりへの理解が進んできた。

◇事業の今後の展開方向
古式捕鯨の里通（かよい）のまちづくりをさらに展開する。また、水産資源を活用した

取り組みを進める。今の取り組みを充実させ、新たな取り組みも研究する。

１．現在の取り組みの充実

(1)ホームページの活用を充実させて、情報発信を拡大

(2)ボランティアガイドの増員

(3)「通なんでも市」の定着を図る

(4)くじら祭りでの「古式捕鯨の再現」演技者の参加募集の拡大

２．新たな取組

(1)地区に捕鯨の里色合いを出す

①通地区入口に「古式捕鯨の里通（かよい 」の看板設置）

②鯨型表札の作成

(2)くじら資料館前の「鯨唄歌碑」の横に鯨唄の音声ボックスを設置

(3)鯨模型船の記念撮影の日付板設置

(4)地元で水揚げされた魚介類及び水産加工品の活用

①魚介類を使った特産品や食品開発

(5)19年11月に東京都立高校の修学旅行におけるホームステイ受入

長門市全体の受入（240名）のうち通地区で約150名を60世帯で受入予定

(6)各企画にボランティアスタッフを募る

３．他地区との鯨文化交流

(1)古式捕鯨伝承地（生月・呼子など）との交流会を企画

①意見交換会②鯨唄の競演による文化交流

(2)長門市と下関市との鯨文化交流事業への参加

①捕鯨史探訪ツアー

②鯨鍋コンテスト
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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】【 】

高知県土佐市１．都道府県、市町村
と さ し

土佐文旦ブランド化協議会２．事 業 者 名

土佐文旦「てんたん」のブランド化３．取 組 み の 名 称

４．取 組 概 要 等

◇概 要

土佐文旦は、外観のみで等級が決まるため、味にバラツキがみられ、消費者からの信頼

が得られず、消費量の伸び悩みや価格低迷を招いていることや、県外での知名度が低いとい

平成17年に土佐文旦ブランド化協議会を設立して、消費者に信った課題への危機意識から、

頼される「本当に美味しい土佐文旦」のブランド化を図り、土佐文旦の知名度とイメージの

している。向上に向けた取組を展開

土佐文旦は、昭和16年に土佐市戸波で栽培が始まり、土佐市は栽培面積224ha、生産量

5,150トンを誇る全国一の産地となっている。

協議会は、消費者に信頼される「本当に美味しい土佐文旦」のブランドを確立し、土佐

文旦の消費拡大を目指して、新商品の開発を行ってきた。コンセプトは、取扱量は少なくと

圃場条件を満たし、土佐文旦ソも、土佐市の土佐文旦のイメージを牽引できるものとした。

ムリエ（土佐市長認定）と呼ばれる目利き人が納得した果実 土佐文旦の知名度が低い首を、

を始めた。都圏（百貨店・高級量販店）で、平成18年２月から販売

新商品は、従来の土佐文旦のイメージ（大きい・剥きづらい）を払拭し、消費者に親し

みを感じてもらえるよう「てんたん」と名付けた。また、段ボールをはじめとする資材も、

店頭でのコーナーづくりに活用できるよう工夫を凝らした。

生産者による試食宣伝を８店舗で行うなど、積極的なＰＲ活動をした結果、売さらに、

。土佐文旦「てんたん」の名がれ行きは大変良く、納品が追いつかないほどの反響があった

浸透し、多くのリピーターを得ることができた。９月に土佐市の水晶文旦を見て 「もう、、

てんたんがあるの？」と言いながら、水晶文旦を購入した客もあったほどである。

以前は価格が外協議会は、生産者にとってもメリットがある仕組みづくりを目指した。

観に大きく左右されたが、販売店舗との間で、多くの傷があっても「てんたん」であれば有

。利な価格を設定し、価格の底上げを図った

生産者に向けては、地区毎に開かれる会合で、企画の説明、実績の報告、今後の計画の

説明を行い、企画への参加を呼びかけている。

「てんたん」は、平成12年のＪＡ合併で発足した常緑部会が初めて取り組んだ企画で、

産地の組織力・結束力の強化に寄与できた。協議会では、効率的な選果システムや活動費の

捻出方法などを話し合い、将来を見据えた議論を重ねている。

◇活動の規模

項目 H14 H15 H16 H17 H18

生産量 16

解説 単位：トン 「てんたん」出荷量

売り上げ 6,000

解説 単位：千円 「てんたん」販売額

イベント 8

回数 解説 単位：回 イベントを実施した店舗数
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◇活用している地域資源
・土佐文旦

土佐市が全国一の生産量を誇る特産果樹

・優良圃場

美味しい土佐文旦が収穫できる圃場

・篤農家

栽培歴30年以上の生産者で、優良圃場で収穫された「てんたん」候補の果実の中から、土

佐文旦の特徴である「糖と酸のバランスが絶妙な爽やかな甘み」を持つ「てんたん」を

選果できる篤農家

◇地域活性化のポイント
素材＝商品となりがちな一次産品について、明確なコンセプトや商品をイメージさせるネ

した。また、地元の素ーミングを付加することで、消費者にとって魅力的な商品開発に成功

材（土佐文旦・篤農家）を見つめ直して、その良さを最大限に活用している。

消費者を引きつける商品づくりと、産地研修などを通じた販売店舗との関係づくりが功を

できた。奏し 「てんたん」は通常の２割高で販売、

マスコミにも節目節目に情報を提供し、積極的に取材（新聞13件、ラジオ１件、テレビ12

件）を受けた。地元を中心に大きな話題となり、ＪＡとさしには問い合わせが殺到した。

魅力的な商品が開発できたことと 「てんたん」の単価向上・ＰＲ効果によって、生産者、

した。ＪＡとさしの土佐文旦全体の出荷量（680t ・販売額（１億3,000の意欲が格段に向上 ）

万円）は前年に比べて増大し、ＪＡの系統率の向上といった好循環が生まれ、産地の組織力

強化も図られてきた。

◇事業の今後の展開方向

「てんたん」の販売が２年目を迎える平成18年度は、初年度の首都圏（百貨店・高級量

販店）に加え、関西（百貨店）でも販売する予定である。規格外「てんたん」についても、

食品加工業者による加工品開発や、総菜店での食材利用などの販路を開拓している。

販路は拡がっているものの、選果体制には課題が残る。初年度は、①当初の想定より「て

んたん」選果率が低かった、②候補地からの出荷や選果体制を整えるのが遅れたために、発

注通りの出荷ができなかった。そのため、出荷・選果体制の見直し、生産者への呼びかけ、

プロモーション時期の見直しを行い、体制を整えている。協議会では、これらの課題解決に

努めながら、株式会社高知県商品計画機構を交えて数年後の展開（目標100ｔ）を意識した

話し合いを続けている。

「てんたん」の販売を通じて、土佐文旦の知名度が低い首都圏や関西の消費者に、美味

しい土佐文旦を味わってもらい 「てんたん」をきっかけとして土佐文旦の認知を高め、土、

佐文旦全体の消費拡大を目指している。
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「立ち上がる農山漁村」選定案概要書

◎取 組 分 野： 交流】【

高知県いの町１．都道府県、市町村

ＮＰＯ法人 土佐の森・救援隊２．事 業 者 名

森林環境保全活動で地域づくりを！３．取 組 み の 名 称

４．取 組 概 要 等

◇概 要

平成15年の設立以後、各地域の森林ボランティア団体に所属する活動家（ボランティア

リーダー）の養成、森林の整備保全活動（間伐、植樹、山に木質スポンジを戻す運動、木質

バイオマスの地域循環システムの実証実験、近自然作業道の整備等 、グリーンツーリズム）

活動、その他森林・林業関係のイベント（森林・林業の研修会、講習会、都市と山村の交流

平成15年から４年間で、のべ会、ボランティア祭り、ログハウス教室等）を実践してきた。

。162回のイベントを開催し、3,842人の参加者を得ている

森林証券制度を導入して、独自の地域通貨券「モリ（森）券 （地場産品との交換また、 」

券）を発行 森林ボランティアの活性化と継続性に効果をもたらすとしている。この制度は、

している。ともに、地域産業の振興、地場産品の消費に寄与

一方、広報活動にも力を注ぎ、週刊で情報誌（機関誌）として、独自の「メルマガ 「ブ」

ログ （土佐の森・救援隊）を発行。森林ボランティア関係の情報はもとより、森林・林業」

・山村・自然・環境等に関する様々な情報の発信を精力的に行っている。

◇活動の規模

項目 H14 H15 H16 H17 H18

イベント 17 39 51 55

回数 解説 単位：回

イベント 648 1,042 802 1,350

参加者 解説 単位：人

◇活用している地域資源

山村地域の森林、自然、農山村文化、その他有形無形の伝統文化

◇地域活性化のポイント

以前は当たり前であった「自分の山は自分で管理する」ということを、今一度、現在に取

り戻す活動を基本としており、これらが山村振興・森林環境保全の礎になるとの信念で活動

を実施。

運動に取り組む人的資源が山村地域に不足している場合、都市部の住民を対さらに、その

象に、森林ボランティア、もしくは団塊世代のセカンドワークとして育成、森林活動に取り

。組むシステムやマンパワーの集団を作り上げている

都市住民を地域に呼び寄せ、人的交流を促進することで、山村地域への元気これにより、

している。の源を作り上げるとともに、地域活性化に貢献
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◇事業の今後の展開方向

四国のてっぺん「いの町本川」を活動拠点とする中、高知県下はもとより、愛媛、香川、

徳島等、四国内の森林ボランティア団体との積極的な交流を図り、活動の輪が四国中へ広が

っている。今後は、森林ボランティア活動の範疇内で、小規模林家への啓発（業としてのや

る気の喚起や林業技術指導、セカンドワークとしてのノウハウの提供 、木質バイオマス事）

業への参加、地域の地場産品を通じての地域づくり、地域の歴史・文化を踏まえての地域お

こし等に、積極的に関わり、＜人と物とお金＞を大きく動かす「社会経済活動」の一端を担

う各種事業に積極的に参画・実践する予定である。
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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 【女性・若者の力】【 】

高知県中土佐町１．都道府県、市町村
なかとさちょう

上ノ加江漁業協同組合２．事 業 者 名

体験型観光と特産物による漁業の振興３．取 組 み の 名 称

４．取 組 概 要 等

◇概 要

鰹乃國、土佐の一本釣りの町として知られる中土佐町では、漁業不振、少子・高齢化な

豊かな自然の中での体験をどによる組合員の減少など漁業を取り巻く環境が厳しくなる中、

通じて身につけてきた知識や能力を伝えることで、地域や漁業、さらには自分に自信を持つ

ことが出来るのではないかと考え、漁協組合員及び女性部員10名の有志グループで地域活性

。平成15年に高知県の体験型観光推進のモデル地域と化のための体験型観光の取組を始めた

して指定を受け、高知県及び中土佐町の行政の支援も得ながら経験を重ね、平成16年度末に

上ノ加江漁業協同組合内に体験漁業係を設立した。

体験型観光を商品化していくために大きな課題となったのが指導者の育成であった。指

導者となる組合員は、開始当初は戸惑い、何をどう話していいのか分からずに無口であった

が、ガイド講習やモニターツアーと回を重ねる毎に自信を深め、今では指導者としての自信

と誇りが感じられる。

漁師独特の係船結びや浮き玉づくりのロープワーク、漁業体験として体験内容として、

季節に応じた釣りや網、籠漁などを行っており、漁業体験者に魚介類をとるまでの喜び・苦

労など漁業に関心を持ってもらうとともに、体験を通じた交流で、過疎地域にも活気を取り

。戻すことを目的に活動を続けている

また、釣れた魚を用いた干物づくりや料理体験も好評で、19年４月には漁業体験館「わ

メニューは平成13かしや」が開業し、女性グループによるレストランの運営がされている。

年に磯焼対策をきっかけとして商品開発した養殖昆布「昆布美人」や、地元のとれたての食

材を使い地産地消に取り組んでおり、漁業体験のない日に開店する喫茶部門は、観光客だけ

されている。でなく地域の憩いの場としても活用

19年４月には「わかしや」との連携（食事の提供は「わかしや 、宿泊は民宿）でまた、 」

するなど、これまでにない漁業基盤を活かした新たな組合員の中から４軒の漁家民宿が開業

地域づくりの取組として、町内外より注目を集めている。

◇活動の規模

項目 H14 H15 H16 H17 H18

生産量 1.5 0.5 3 0

解説 単位：トン 養殖昆布の収穫量

イベント 2 10 13 22

回数 解説 単位：回 漁業体験(モニターツアーを含む）

イベント 19 142 198 476

参加者 解説 単位：人
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◇活用している地域資源

人材：上ノ加江漁業協同組合員をはじめとする地域のもてなしの心と住民力

食材：上ノ加江で水揚げされる魚介類、養殖細目コンブ「こんぶ美人 、養殖緋扇貝「長」

太郎貝 、女性部員の自宅農園で取れる野菜」

景観：魚つき保安林（加江崎自然林 、漁村風景）

◇地域活性化のポイント

「漁業の不振や少子・高齢化等のマイナスばかりを見ずに、今あるものを活かせば地域は

まだまだ元気になる」との思いを胸に、次のような点に配慮しながら取り組んでいる。

・住民意識の向上

現在ある地域資源や住民の日常生活を活かした取組により、地域の再発見、自信と誇りに

一部の者だけでなく地域づくりとして子供から高齢者まで住民の幅広い意識の向上、繋げ、

を目指す。連帯

・高齢者の活用

経験・知恵と技、もてなしの心を持っている高齢者を地域の貴重な資源として、積極的な

。参加を促す

・経済的振興

、笑顔、楽しみを経日常生活や地域にあるものを活かした取組によって交流人口を増やし

てゆったりとした継続的な地域経済振興につなげていく。

◇事業の今後の展開方向

現在の漁業体験プログラムの充実に加え、新施設をフルに活用した展開を図っていきた

いと考えている。

料理は新メニューの開発はもちろん、漁業体験でしか食べることのできない漁村ならで

はの料理の提供を行いたいと考えている。食事の提供は現在「わかしや」のみで行っている

が、漁家民宿でもそれぞれが特徴のある食事を提供できるような体制づくりを進める。

また、将来的には今ある漁家民宿の数を増やし、受入体制の拡充、サービスの向上を目

指す。漁協全体としても団体客、主に修学旅行生の受入ができるよう組織の強化に加え、誘

致に積極的な取組を進めたいと考えている。
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「立ち上がる農山漁村」選定案概要書

◎取 組 分 野： 食 【女性・若者の力】【 】

高知県中土佐町１．都道府県、市町村
なかとさちょう

農事組合法人 苺倶楽部２．事 業 者 名

苺農家の女性が自家産苺を使ったケーキ屋３．取 組 み の 名 称

４．取 組 概 要 等

◇概 要

昭和60年頃より、苺生産組合の女性部として地域のイベント等で苺をジャムやゼリーと

して加工して販売してきた。当時より 「春先に出る規格外の苺を何とか利用できないだろ、

うか」と思っていたところ、平成７年に行政と一緒にジャム・ゼリーを商品化しようという

ことになり、話し合いの中で 「せっかくの苺を加工するばかりでなく、生で食べてもらう、

ようにしてはどうか」との意見があり 「ケーキ屋」を始めることとなった。、

ケーキ作りをしたことのない苺農家の女性８名が専門の先生の指導のもと一年間練習を

。してケーキ作りを覚え、ケーキ屋「風工房」を構えることとなった

店舗は町が補助事業で建設し、それを賃貸する形式をとっており、運営は農家女性が自

農家の女性が経営するケーキ屋は珍しく、朝採れ苺を使用しているら行っている。当時は、

することとなった。ということで開店以来大盛況で、平成11年には法人として新たに出発

法人を設立する際には、社会保険事務所や労働基準監督署といった、今まで農業では関

わったことのない役所との関わりも出てきたが、その都度「手作り」で対処してきた。

農業との両立のためケーキ屋開店以降 「赤字を出したらいかん」を合い言葉に、そして、

に、それぞれが会社と家の間で大変な思いをしながらも10年間赤字を出すことがなく運営で

ものである。きたのは一人一人が経営者としての自覚を持って参加していたことによる

その結果、中土佐町の風工房は県下に知れ、中土佐町の観光の一端を担っており、最近

では、県下大手量販店からもケーキ販売の依頼を受けている。

店を支える苺農家の女性達は、今も農業と店の両立しながら、まだある地域の材料を使

った商品開発を進めている。

◇活動の規模

項目 H14 H15 H16 H17 H18

生産量 2.4 1.6 2.0 1.6 2.0

解説 単位：トン

冷凍苺年間使用量（生苺は300g入で年間15,600～20,000パック使用）

売り上げ 7,660 7,790 7,359 7,300

解説 単位：万円 苺を使ったショートケーキ等の菓子類と喫茶の売り上げ

来客数 162 155 158 148

解説 単位：人／日 （1人当たり1,500購入したとして計算。レジ通過のみ）(1日当たり）

雇用者数 7 7 7 7 7

(社員） 解説 単位：人

雇用者数 8 8 8 6 6

(パート） 解説 単位：人
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◇活用している地域資源
店で使用する苺（100％自家産）・

・温泉宿泊施設と漁師おかみさん達が開く大正市場といっしょに中土佐町の観光拠点となっ

ている。

◇地域活性化のポイント

苺の加工品販売を始めたばかりのころは、農林漁業とも地域のイベント等に参加すること

この店の成功によって、はあっても、店を構えて長期にわたって活動することはなかった。

町の交流人口も増え、より多くの人に店を通じて中土佐町の良いところ、おいしい食べ物を

。発信することができるようになった

漁業者でも食事提供、体験学習ができる場所づくりなどの活動を始めるグループも出てき

。ており、地域の活性化にむけた取組の牽引役となっている

◇事業の今後の展開方向

冬場の生苺のシーズンは売上げ集客はそれぞれにあるが、生苺を使った新たな商品作り

を今後も続けていく。

また、生苺のない夏場の新たな目玉商品としてシャーベットの開発に取り組んでいる。

地元産の野菜・果物にこだわり食材を集めることと、店がほしい野菜、果物を作ってくれる

農家のさらなる発掘を今後も続けていく予定としている。

この店の成功だけでなく地域をひとつにして横のつながりを広げ、地域の情報発信店と

して、町内の他の店と連携しながら町外へのＰＲを進め、地域活性化の拡大を図る。



№47

「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】【 】

高知県三原村１．都道府県、市町村
みはらむら

三原村どぶろく組合２．事 業 者 名

“どぶろく”で村も私もリフレッシュ！！３．取 組 み の 名 称

４．取 組 概 要 等

◇概 要

三原村どぶろく組合（以下「組合 ）は、その昔、村の各家庭で造られていたと言われる」

幻の酒「どぶろく」を現代に復活させた、米作を主とした農業者の組織で、地域資源を活か

し、かつ伝統を取り込んだ地域密着型の活性化に取り組んでいる。

三原村は朝晩の寒暖差など気候条件に恵まれ、高知県内では米どころとして知られてお

り、三原村で生産される米は「三原米」としてブランド化されている。しかしながら、農業

者の高齢化や米の価格低下等、米作の将来に希望が見いだせず、農家の専業率は低下するな

ど、一次産業主体の村では深刻な問題がおこっている。

農業所得の向上を図るため、農業経営の革新を図ろうと三そこで、この状況を打開し、

。そして、平成16年に三原村が濁酒特原米に付加価値を持たせた商品開発に取り組んできた

区の認定を受けたことで、どぶろく造りが始まり、平成17年10月にどぶろくが完成した。

商品が出来、次に販路を開拓するため、高知県や三原村、商工会の支援を受け、どぶろ

く祭りを開催した。同時に村の物産展を開催しながら、地場産品の宣伝をしてきた。これま

村の人口を上回る４千人余りが来村し、小さな村がどぶろくで沸きかで、２回の開催では、

。また、県外で開催されるイベントには出来るだけ参加し、商品だけでなく、村えっている

の知名度向上もはかってきた。こうした活動が徐々に浸透し、三原村のどぶろくが知られて

きた。

結果として、どぶろくを目当てに、あるいは活動の視察を目的に村を訪れる団体等が増

平成17年は３軒だったどぶろく農家は平成18年に３軒増加し、平成19加した。一方、組織も

。販売金額も平成17年4,350千円から平成18年もどぶろく造りへ動き始めた農家が出てきた

年は28,500千円へ増加するなど飛躍的な成長で推移している。

次の取組として、村で採れる食材を使った昼食やどぶろく饅頭づくりなど、地その中、

産地消を掲げながら、日常生活の中で出来ることで、村への交流人口づくりに取り組んでい

。る

現在、６軒の農家食堂は新しい付加価値の創出や地域ブランドとして一層の質の向上、

組合員同士の結束力向上のため定期的に情報交換会を行いながら地域の発展と組織の拡充を

はかっている。

◇活動の規模

項目 H14 H15 H16 H17 H18

生産量 11 11 11 11 20

(米） 解説 単位：ha 米の耕作面積（農家食堂6軒分）H17は3軒分

生産量 - - - 3,000 19,000

解説 単位：リットル どぶろく製造量（ ）どぶろく

20,000売り上げ 10,700 10,300 10,500 9,400

解説 単位：千円 米の売上高（農家食堂6軒分）H17は3軒分(米）

売り上げ 4,350 28,500

解説 単位：千円 どぶろく売上高(どぶろく）

来客数 10,000 12,000

解説 単位：人
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項目 H14 H15 H16 H17 H18

イベント 1 1

開催回数 解説 単位：回 どぶろく祭りの開催

イベント 1 20

参加回数 解説 単位：回 県内イベントへの出品回数

◇活用している地域資源

・三原米

三原村は標高120ｍの高原大地に位置し、朝晩の寒暖差や、足摺半島の最高峰の今の山か

ら注がれる清らかな湧き水など、昔から美味しいお米とれる村として知られており、米づく

りが地域を支えてきた。この三原米を利用した加工品づくりは、どぶろく等の酒造りや昔な

がらの製法の味噌造り等、地場産品づくりにおいては切り離せない資源である。

どぶろくを使った製品として 「どぶろく饅頭」を製造したり、菓子製造業者と提携また、 、

しており、どぶろくにより地域にし 「どぶろくプリン」や「どぶろくアイス」なども製造、

新しい風が吹き始めている。

◇地域活性化のポイント
三原村は、高知県の南西部に位置し、周囲を450～800ｍの山脈に囲まれ、人口は1,894人

（平成19年５月末現在）の典型的な山間地域である。基幹産業である農業の掘り起こしを模

索しながら、農業所得の向上を目指し、地域全体への波及効果、あるいは都市と農村の交流

拠点を作る事を目的としてきた。

どぶろくの製造を通じて、村内への交流人口の増加や新規の創業者や異業種間同士の交流

も増えており、地場産業の活性化が促進 来村者との交流においては日常生活された。また、

など、どぶろくの中で何気ない事が喜ばれ、村の人々に交流拠点作りへの希望を与えている

造りが地域の農業、商業へ刺激を与え、地域全体の経済の活性化につながっている。

◇事業の今後の展開方向

「どぶろく」というツールを駆使しながら 「地域」という商品を売っていくことで農業、

経営の新しい形を築き、それが地域活性化につながればという思いと、訪れる人達に三原村

を好きになってもらいたい、そして生涯の交流が出来ればという思いがあった。

今後は、物づくりに加えて 「交流 「体験」を組み合わせた活動を展開していかなけれ、 」

ば、地域はさびれていくと考えている。作るだけの農業経営から、知恵を加えた作る農業経

営へと進化し、田舎の魅力をもっと伝えられるようにする。そのためにも、農家民宿や農業

体験メニューを創り、あるいはコミュニティーセンターの設置を早期に実現させ、来村者の

心を掴む仕組み・体制作りを進めていく。

また、高知県の西部、愛媛県の南部にはたくさんの観光スポットがある。今後は、その

観光スポットと連携し、海・山・川の観光ルートとして地域間の相乗効果が生まれてくるよ

うな取組を検討していく。
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「立ち上がる農山漁村」選定案概要書

◎取 組 分 野： 食】【

福岡県飯塚市１．都道府県、市町村
いいづかし

筑豊地域直売所連絡協議会２．事 業 者 名

地域内直売所の連携による共通課題解決と地域貢献３．取 組 み の 名 称

４．取 組 概 要 等

◇概 要

平成12年頃から筑豊地域内の直売所の増加を機に前身の農産物直売所ネットワーク研究会

にてお互いの情報交換を主とした研究会活動を開始。さらなる組織強化、共同イベントの開

平成14年催や研修会等の企画運営を行うため筑豊地域農業活性化事業（県事業）を活用し、

7月に筑豊地域内の15の直売所が参加して筑豊地域直売所連絡協議会を設立。現在20の直売

している。所が加入

年２回開催している料理コンテストは、参加している直売所からの提主なイベントとして

案型の「我が直売所の自慢料理コンテスト」と消費者提案型の「旬の農産物を使った料理コ

を特徴としている。ンテスト」の双方向からの提案

前者は、地域農産物の食べ方等情報発信を積極的に行うことと合わせて、審査員として地

元小学校の保護者及び児童に参加してもらい、食育推進の一環にもなっている。後者は、消

費者にレシピを考案してもらい、直売所及び地場産業への関心を高めてもらうと共に、消費

。 、 、 、者ニーズの把握手段としても活用している また 出展作品をレシピとしてまとめ 市町村

ＪＡ、各直売所で無料配布しているほか、マスコミを活用したイベント開催の広報、地域外

への各直売所のイベント情報誌の配布等により、積極的な情報発信を行っている。

協議会で開催する研修会経費は、各直売所の負担金を主な財源としながらも、補助事業等

研修会は当初は個別な内容のものを単発的に行っていを活用して内容の充実に努めている。

たが、近年は接客・展示方法、集客能力、安全・安心な農産物等、各直売所に共通する課題

するようになった。これによりをテーマとして設定し、より効果的な方法で年２～３回実施

各直売所共通の課題についての解決能力、意識及び資質の向上を図り、地域の直売所全体の

。能力の底上げを図っている

◇活動の規模

項目 H14 H15 H16 H17 H18

加入店舗数 15 16 17 18 20

解説 平成14年7月設立

会員数 2,774 2,891 3,127 3,233 3,897

解説 加入直売所の総会員数（人）

売り上げ 2,632 2,895 3,038 2,971 3,309

解説 加入直売所の総売り上げ（百万円）

イベント 2 3 3 2 3

回数 解説 スタンプラリー、バスハイク、料理コンテスト等

研修会 2 5 3 3 3

開催回数 解説

来店者数 2,102 2,391 2,416 2,327 2,618

解説 加入直売所の総来店者数（千人）
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◇活用している地域資源

・各直売所が持つノウハウや、共通課題解決のためのネットワーク

協議会を通してノウハウや共通課題を共有することにより個々の直売所では解決が難し

い問題に対しても解決に向けて積極的に取り組むことができる。

・地場産農産物及び地域食材を使用した加工品

各直売所では、地場産農産物及び地域食材を使用した加工品を中心に販売している。主

な品目：米、野菜、花き、加工品（惣菜、弁当、おかし等）

◇地域活性化のポイント

それぞれの直売所が、普段はライバル店という関係にありながらも、本協議会を通して、

連絡調整や相互交流を行うことにより連携強化を図り、共通課題の解決に取り組み、地域の

拠点となる直売所を目指すことにより地域農業の活性化に資することを目的とした活動を行

。また、料理コンテストを通しての食育推進や情報発信による地域内外への地場産っている

農産物のＰＲにも寄与している。加えて、各直売所が地場産農産物の供給拠点となることで

地産地消推進の役割も担っている。

◇事業の今後の展開方向

これまでも、接客マナー、展示方法を工夫した店舗づくり、イベント（集客）の仕掛け

方や安全・安心な食の提供のための生産履歴記帳に関する研修等を通して消費者のニーズに

合った直売所をめざし、各々の直売所の抱える共通課題の解決に取り組んできた。今後も、

これらの研修等で得た体験や知識を活かし、販売促進能力の向上、安全・安心な農産物を提

供するための体制確立等さらなる資質向上を図る。また、今後の共通課題としてお客の滞在

時間が短い、情報の受発信量の不足等の課題があり、これらの課題解決に向け、試食スペー

ス設置やＨＰ等を活用した双方向の情報発信等の取り組みに関する先進地視察、研修会、意

見交換等の開催を行う。また、料理コンテストに関しては消費者との交流、情報交換の場と

して継続的に開催していく。
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「立ち上がる農山漁村」選定案概要書

◎取 組 分 野： 女性・若者の力】【

佐賀県唐津市１．都道府県、市町村
か ら つ し

鮎の里２．事 業 者 名

女性起業による地域農産物の加工・販売３．取 組 み の 名 称

４．取 組 概 要 等

◇概 要

「鮎の里」には、唐津・東松浦地域の生産者が育てた新鮮な農産物をはじめ、花卉・漬

物や味噌・手づくり饅頭・お茶など多岐にわたった品目が出荷されている。生産者の登録は

400名で、休日には100名の生産者が自分の畑で採れた新鮮な農産物を出荷販売している。新

鮮で安心、そして美味しい野菜を買い求める佐賀市や福岡方面からの家族連れでにぎわう。

。「鮎の里」では 「地球にやさしく、体にやさしい」をテーマに活動している、

品物を売るだけではなく、美味しい料理法を提供したり、利用者とのコミュニケーショ

、 。ンづくりなど人と人とのつながりを持てるようにと 飲食店の経営も手がけるようになった

毎日、生産者が出荷した新鮮な農産物を使った料理が自慢である。七山村の郷土料理の中か

ら今では若い人が作らなくなった料理をメニュー化したり、お菓子づくりは徹底して無添加

にこだわり、旬の食材を使い、季節や自然を満喫してもらえるように、手をかけ心を込めて

料理やお菓子を作るように心がけている。

以前には、七山小学校が金銭教育実践校の指定を受けたのをきっかけにゆとりの時間を

利用した学級農園の取り組みを応援していた。有機・無農薬野菜の栽培を指導し、収穫した

野菜は 「鮎の里」の小学校コーナーを設けて販売したり、スーパーに販売してある野菜と、

七山の野菜の美味の比較をしたり、家庭科の時間に収穫した野菜を使った調理実習をして、

味しさや作物を育てる喜び、収穫する喜びを体験させるなど次世代への環境保全型農業の継

。承も実行していた

また、会の代表である徳田氏は、空気や水がきれいで生物や植物が豊富なこの村の自然

を保全しようと 「川を守る会」を設立し、親子で学習会を開催している。小学校教師、保、

護者で作る「語ろう会」は、鮎の里が率先して定期的に学習会を開き、七山の自然の中で育

つ子供達ならではの知恵と感性を育てていこうと取り組んでいる。

◇活動の規模

項目 H14 H15 H16 H17 H18

売り上げ 約1億 約1億

解説 単位：円 直売所、食堂の総売上げ

イベント回 4 4

数 解説 単位：回 鮎の里独自のイベント

◇活用している地域資源

旧七山村は、その名が示すとおり、周囲を七つの山で囲まれており、観音の滝や樫原湿

原等の自然景観が多数存在する。

これらの自然景観を主体に継続的に開催してきた「七山産業祭り 「国際渓流滝登り大」、

会 「観音の滝ニジマス釣り大会」等のイベントや滞在型施設「ロフティ七山 、観光農園」、 」

付き宿泊施設「おいでな菜園 「ななのゆ」等の施設があり、年間60万人を超える観光客が」、

ある。

「鮎の里」はそれらの行事等にも合わせてイベントを組んでいる。
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◇地域活性化のポイント
鮎の里は組織形態としては法人組織で、志を同じくする農家が出資して設立した会社で

あり、会員農家との連携のもとに運営され、地域の農産物の販路拡大等により地域農業の振

興に寄与している。

加工の原材料は 「鮎の里」に出荷される地元の新鮮なものを使用しており、お米は、七、

山産コシヒカリ、手づくりケーキは会員農家の地鶏卵。季節ごとに出荷される果樹を活用し

た手づくり菓子が販売されている。

七山村の特産品である「梅」を用いた新たな加工品として、減塩梅干し、梅ドレッシン

技術改良の取り組みは、七山村南高梅部会と連携してグなどの商品開発に取り組んでいる。

おり、他の農産加工者への波及効果も大きく、七山村全域での農産加工の拡大による農産物

。の高付加価値化や地域農業の活性化に寄与している

◇事業の今後の展開方向

「鮎の里」で行っている、農産物の販売、食堂を通じ、地域の農産物の販路拡大、農産

物加工の拡大による農産物の高付加価値や地域農業の振興、活性化に繋げていきたい。

また、若い女性生産者とグループを作り、新しい品種の栽培等について話し合いを行い、

その作物を食堂部門の新たなメニューに取り入れたり、調理方法を添付した農産物の販売等

に取り組むこととしている。

また、他の女性起業グループと積極的な交流を行い、ネットワークを広げながら、さら

に、地域住民や学校等と連携し、地域の子供達への食育活動や自然保護活動にも積極的に取

り組んで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 【女性・若者の力】【 】、

長崎県松浦市１．都道府県、市町村
まつうらし

ＮＰＯ法人体験ネットワーク松浦党、松浦体験型旅行協議会２．事 業 者 名

松浦党の里ほんなもん体験３．取 組 み の 名 称

４．取 組 概 要 等

◇概 要

修学旅行生の農家・漁家への民家泊受入による自然環長崎県北松浦半島地域において、

境や農林漁業等の生業に根ざす生活文化そのものを活かした体験型観光「松浦党のほんなも

に取り組んでいる。ん体験」を展開し、交流人口の拡大による地域経済の活性化

ある修学旅行のアンケートでは、ホテルではなく民家宿泊先の夕食が圧倒的に美味しか

ったという結果が出ており、生徒達は「宿泊先の魚や野菜がとても美味しかった 「帰りた」

くない」と口々に語り、保護者からは「普段会話のなかった子供が、修学旅行の思い出を楽

しそうに語ってくれ、旅先で教わった刺身を作ってくれた」などの喜びの声がたくさん届い

ている。また、教師からも「新学年になって新学級の生徒との信頼関係を築くには通常一学

期を要するのに、たった一晩であれほど親しくなれるとは 」と体験民泊の高い効果に驚き。

の声があがっている。

地域の生活に根ざした「ほんなもん」＝「ほんもの」の体験を提供し続けるため、民間

主導のコーディネート組織と、農家・漁家の担い手からなる13の受入組織が互いに信頼のネ

、 。 、ットワークを形成し 全国に類をみない組織体制を確立している このような信頼関係の中

農家や漁家を中心とした多くの女性や高齢者が参加しており、農家・漁家ならではの経験や

している。ノウハウを活用する機会の創出につながった本取組を高く評価

人口280名の青島では、年間1,000名を超える修学旅行生が訪れ、島の活性化に大きく寄

しており、その効果はエリア内の農山漁村地域全体に及んでいる。与

◇活動の規模

項目 H14 H15 H16 H17 H18

来客者数 1,000 3,300 4,500 10,000

解説 単位：人 （修学旅行生受入数）

◇活用している地域資源
島や半島な・長崎県北部の北松浦半島とその周辺の島々からなる地域（松浦党の里）には、

らではの変化に富んだ自然や多様な生業が残っており、これらの自然環境や生業に根ざ

そのものを活かし、農林漁業を中心とする90種の体験プログラムを有していす生活文化

る。

・ 全国的には漁長崎県は屈指の水産県であり、中でも本地域は中心的な漁場に面している。

家の数は減少していると言われるが、本地域は比較的多くの漁村が点在している。

昔ながらの農村の営みが多く残っており、野菜・米は自給自・小規模兼業農家が多いため、

ことが多い。足であり、家の造りも牛小屋などを昔のまま残している
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◇地域活性化のポイント
民家泊や体験受入を通して、生徒達が感動し、活き活きとした表情に変わり、涙ながら

青少年の健全育成に自ら役立っているというに「帰りたくない」と語る姿に出会うことで、

実感、生きがいを持つことが出来、社会貢献の喜びと誇りを得るようになった。

農家・漁家である担い手が、体験型観光で自らの経験・ノウハウを伝授することを通じ

て、自信や誇りを取り戻した。

経済的な面では、担い手である漁家の一人は 「体験型観光で得た昨年の収入を合計した、

ら、とても本業のおかれた状況で水揚げできるものではなく、この事業を大切にしなければ

」 、 。ならない と語っており 地元農漁業が体験型観光と同化しつつあるほど根付いてきている

担い手達は、青少年の「生きる力」を育むという社会貢献に誇りを持ち、満足しながら

農漁業を継続できることを心から喜んでいる。

◇事業の今後の展開方向

・信頼性の高い体験を提供し続けるため、関係者に安全・衛生・防火講習を義務づけ、保健

所や消防署の協力を得て指導を徹底していく。また、担い手に対して、民家泊や体験学

習の理念、手法、技術などについての指導の徹底を図ることとしている。

・平成19年２月に「第４回全国ほんなもん体験フォーラムinながさき」を開催し、体験型観

光地の適地として全国に強くアピールしていくこととしている。

・これらの活動を通じて当面年間3万人の受入を目標に、日本一の体験観光地を目指してい

る。
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「立ち上がる農山漁村」選定案概要書

◎取 組 分 野： その他 伝統技術】【

熊本県八代市１．都道府県、市町村

千丁町ひのみどり会２．事 業 者 名

「ひのみどり」による産地再興３．取 組 み の 名 称

４．取 組 概 要 等

◇概 要

これまで千丁町は、いぐさ栽培・畳表加工を中心とした経営が主体で発展してきたが、

い業情勢の変化による畳表価格の長期低迷が農家所得を著しく減少させた。その結果いぐさ

作付け面積はピーク時である平成２年の743haから平成13年度には335haと大きく減少し、経

営の悪化からいぐさ農家は他作物への転換、廃業にまで追い込まれ、産地の危機的状況に陥

った。

そのような中、県では産地の切り札として優良品種「ひのみどり」とその製品であるブ

ランド畳表「ひのさらさ」等が発表されたが、苗が枯れるなど、栽培が難しく、販売面での

不安もあり、当初は導入が進まなかった。

いぐさ経営に情熱を持つ農業者は健在で、千丁町の生産農家は、いぐさ発祥の地一方で

として古来より受け継がれてきた伝統的日本文化を守り、産地の生き残りをかけて、畳表の

。ブランド確立と農業経営の安定を目指すには、この品種をいかしていく必要があった

栽培面積は日本一でも、いまだに畳表は備後というイメージがあり「この品種で名実と

もに日本一の産地をつくっていきたい」との熱い思いから技術習得の場として品種専用の研

究会がスタートした。

だが、先述したように苗が枯れるなど栽培が難しく、販売面での不安もあり、当初導入

「 」 、 、が進まなかった その年に。 ひのみどり の普及の問題点の打開を幾度となく協議し また

ひのみどり会専門部会が中心となり、栽培から加工・流通に当たっての現状分析を実施し、

ＪＡ、県、関係機関の指導の下、問題点の抽出と解決策を協議し、ひのみどり会主催の検討

した。会や学習会で実践

その結果、ひのみどり会組織活動が評価され、平成15年度の農林水産祭、蚕糸・地域特

現在に至っては「千丁町ひのみどり会」の栽培・加工技術産部門天皇杯受賞の栄誉を頂き、

を手本として、町内外でも「ひのみどり」の普及・拡大が進み 「ひのみどり」普及の牽引、

。役となっている

◇活動の規模

項目 H14 H15 H16 H17 H18

イベント 2 2 2 2 2

回数 解説 単位：回

イベント 10 10 10 10 10

参加者 解説 単位：

◇活用している地域資源
・ひのみどり

・栽培・加工技術
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◇地域活性化のポイント

（１）個人への波及効果

栽培が難しいとされている「ひのみどり」の受け皿として、アンケート調査や技術面の①

。フォローを含め、安心して新品種が導入できるようになった

良質な原苗の安定何よりも栽培が難しいと言われていた「ひのみどり」を作りこなし、

。供給ができた

②い業が低迷する中 「ひのみどり」生産に対する競争意識が生まれ、経営に前向きに取、

り組むようになった。特に当初「ひのみどり」を導入した生産者の意識が高く 「この、

品種で日本一のブランドを作り上げる」という想いが末端まで浸透し、日頃から生産

・加工技術を切磋琢磨し合い、ブランド確立に取り組んでいる。

一般品種と比較して単価の高い「ひのさらさ」等ブランド畳表の加工により、経営の③

「ひのみどり」は茎が細く、一般品種と比較して加工時間が長くかか安定が図られた。

ることから、生産される枚数は少ないものの、なめらかで大変美しいことから、評価

が高く、現在も高値で取引されている。

（２）地域への波及効果

生産意欲が低迷する中 「ひのみどり」を中心として、いぐ①いぐさ栽培面積が減少し、 、

さ生産者の団結が図られた 千丁町。栽培の難しいと言われたこの品種に、平成18年は

、高品質畳表の生産と畳表のブランド確立が進でも6割以上の生産者が取り組んでおり

んだ。

町内外でも「ひのみどり」②「千丁町ひのみどり会」の栽培・加工技術を手本として、

。の普及拡大が進み 「ひのみどり」普及の牽引役となった、

③ が図られた（平成１４年６千丁町をモデルに、県内各地でひのみどり生産者の組織化

月現在：県内ひのみどり部会 計９組織 。また、その活動全体を束ねる「熊本県ひの）

みどり会」が結成され 「千丁町ひのみどり会」はその中心的な役割を果たしている。、

高度な加工技術が要求される「ひのみどり」の最高級ブランド「ひのさらさ」に取り④

組む意欲的な生産者が多く、製品の６割以上を千丁町で占めており、県全体のブラン

している。ド確立にも大きく貢献

◇事業の今後の展開方向

「ひのみどり」とその製品に対する評価が高まるにつれ、栽培面積が拡大する一方で、

栽培技術・加工技術の個人差が拡大しつつあり、畳表の品質維持（均質化）が課題となって

いる。せっかく高値取引されている「ひのみどり」も、品質のバラツキが大きくなれば、製

品への信頼が損なわれ、価格低下も避けられない。畳表は工業製品ではないため、全く同じ

製品を作ることは困難であるが、土壌条件などの栽培環境、水管理を含めた栽培技術、畳表

、 、への加工技術などそれぞれ似通った会員のグループ化を進め その中で技術レベルを統一し

できるだけ同じ製品として出荷ロットをまとめ、品質の整った製品の安定的な供給を図って

いく。

また 「ひのさらさ」をはじめとして、消費地から信頼される「ひのみどり」製品のブラ、

ンド確立に加え、本年から開始する部会名・生産者等の新たな表示を通して 「千丁町ひの、

みどり会」の浸透を図り、最終目標である「ひのみどり」による「日本一」のブランドづく

りを目指し、日本の伝統である「畳文化」を国産・熊本畳表で守っていく。
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「立ち上がる農山漁村」選定案概要書

◎取 組 分 野： 食 【女性・若者の力】【 】

熊本県阿蘇市１．都道府県、市町村
あ そ し

阿蘇町食と農を考える女性の会２．事 業 者 名

大阿蘇郷土料理 薬膳レストラン燦３．取 組 み の 名 称
さん

４．取 組 概 要 等

◇概 要

平成10年 「阿蘇町食と農を考える女性の会」を設立し、翌年に「薬膳レストラン燦」を、

オープン。食と農を考える女性の会員98名が、生産部（原料生産 、加工部（原料加工 、郷） ）

土食部（レストラン運営）の３部門に分かれ活動。

(1)郷土料理の掘り起しからメニュー開発へ

聞き取り調査により、郷土料理の掘り起こしを行い、その中より、本物の味が提供できる

ものを選んだ。その間、 、学東京から郷土料理に関する権威者をコンサルタントとして招き

習を重ね、特に中国薬膳の発想から『身土不二 （つまり、その地域で生産された旬の食材』

をその地域で食べることがもっとも体によい）と言うことに感銘し、郷土料理の本質として

据えるべきものと確信。 こととした。１年間、何中国薬膳をベースにした郷土食を仕上げる

度も試作・試食会を繰り返し、観光協会や商工会、旅館組合の会員さん等からご意見を戴い

た。このようにして仕上げられたメニューを「五岳膳」と名付け、大阿蘇の大自然を丸ごと

食べてもらうため五つの膳にした。その日の体調に合わせ、メニューが選べるようになって

いる。

(2)薬膳レストラン燦のオープン

、 、 、平成11年 町の新たな施設が着々と出来上がりつつあり 施設への出店の期待が高まる中

オープン間際に行政より施設内へは出店できない旨連絡があった。会員の落胆は大きかった

「自分たちでレストランを作ろう 」と決心 会員へ出資を呼びかけ、賛同した人を中心が 。、 。

に、商店街の空き家を改修し、平成11年11月26日、燦をオープン 本格的な郷土料理させた。

。翌年11月26日、一周年記念の催しをを振舞うということで評判もよく、順調に運営できた

盛大に行った。

(3)町の施設はな阿蘇美へ

平成13年になり、第３セクター「はな阿蘇美」への出店要望を受け、諸般の事情を踏まえ

た上でテナント出店を行った。ファミリーレストランとして、薬膳風郷土食から一部修正を

し、新たなメニューを開発した。郷土食としてのイメージを壊さないよう注意し、阿蘇の草

原を守るために大きな役割を果たしている阿蘇牛を使用したメニューを開発した。今後の経

営の大きな役割を担うことになる。

◇活動の規模

項目 H14 H15 H16 H17 H18

売り上げ 11,704 997 9,971 11,500 11,840

解説 単位：千円 売上総額

イベント 8 8 8 10 10

回数 解説 単位：回 はな阿蘇美で計画された中に参加
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◇活用している地域資源

１ 地産地消：地域で生産する全ての野菜類、穀類

２ 牛肉：阿蘇で育った赤牛を全て活用

３ 地域イベントへの参加

◇地域活性化のポイント

・地産地消：日本の農業に今一番訴えたいことは、この地産池消ではないだろうか。日本

の食料政策の上でやむを得ない事なのかも知れないが、消費者の周りにはあまりにも多

本物の味、旬の味、手作りの味等、生産者が見え、生産くの輸入食品が横行している。

の方法が分かり、特有の味までもが見えるよう、レストラン燦はこの地産地消にこだわ

。りたい

・阿蘇の大草原を守る”赤牛”活用と宣伝：1000年の歴史を持つ阿蘇の大草原は世界に類

を見ないといわれるほど価値のあるものである。この草原は人の手によって守られてき

た。その筆頭が”阿蘇の赤牛”である。この消費拡大こそ大草原を守ることになると自

負している。その消費と宣伝の場をこのレストランとしている。

・イベント企画への積極的参入：人を呼び地域を活性化するためには何か企画が必要であ

る。多くの人を呼び込み、売上を伸ばすことは過去5年間の実績で経験済みである。企

画を自分たちから積極的に立案できる場を作っていきたい。

◇事業の今後の展開方向

・会員との作付け計画会議を頻繁に

。今まで調達してきた調理用素材はどうしても作りやすい素材が多くなる傾向があった

従って素材不足が出たときもあった。これからは会員の素材生産を必要に応じて出荷で

きるようローテーションを組めることを目標としている。

・阿蘇赤牛の消費拡大に向けて

赤牛をこのレストランを通じて広めていく。赤牛のおいしさは食べてみなくては分か

らない。調理の工夫と情報の発信をさらに進めることとしている。

・広報活動をまめにそして活発に

これまで広報活動はあまりせず 「はな阿蘇美」というファミリーレストランのテナ、

ントとして動いてきたが、今後の展開を実働に移すのには弱すぎた。もっと積極的な広

報活動を取組むべきと考える。レストラン燦としての営業活動を頻繁に行うと同時に広

告も独自で出せるよう、しっかりとした企画を立て、工夫を図ることとしている。

」「はな阿蘇美」へ出店 空家改装した「レストラン燦
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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】【

熊本県山都町１．都道府県、市町村
やまとちょう

財団法人清和文楽の里協会２．事 業 者 名

文楽の里づくり３．取 組 み の 名 称

４．取 組 概 要 等

◇概 要

清和地域（旧清和村）に、江戸時代嘉衛年間より伝承される清和文楽を核とした文楽の里

づくり。神社の春秋の奉納芝居として農家の手によって受け継がれた農村文化。そのお祭り

では、各家庭より持ち寄った重箱弁当が開かれ、それは料理の互審会ともなり、清和の郷土

料理の基礎を築いてきた。

国の減反政策がはじまり、穀物中心の農業から野菜へと大きく転換していく社会情勢のな

かで、清和ブランドを立ち上げ農産物に付加価値をつけたい。

、 、観光資源が乏しいと思われた清和の器のなかを再考した時 熊本県に唯一残る人形芝居と

宮下で育まれた郷土料理。はじめにしっかりした農村文化というソフトがあった。過疎の暗

闇は自然観察の絶好の場所でもあった。

農産物のブランド化、清和文楽のロゴマークを作成し、清和から出荷される農産物すべて

にそのマークがつけられた。

村の主幹作物であるトマトには多大な年月と知恵と労力を入れ 「清和ブランド」を確立、

した。さらには、 された。トマト農家の蔵を市場に出そうと味噌や漬物等の加工品も商品化

ジュースや栗菓子等、新商品も高い評価を得ている。

文楽の里づくりのきっかけとなった清和文楽は、観光との連携により、都会から清和への

している。交流人口を増加させ、隣接する物産館では、地産地消も定着化

野菜が縁で大阪文楽の重鎮である豊竹嶋大夫監修の新作「雪おんな」も完成し、清和の文

楽・野菜（農業 ・郷土料理・自然環境すべてが携わる文楽の里づくりが推進された。）

農業を活かすための観光施策の一端を担った清和文楽の里協会の活動は、今後も大いなる

田舎の再生に向け、農村で暮らす方程式を模索していく。

◇活動の規模

項目 H14 H15 H16 H17 H18

売り上げ 163,722 210,739 217,200 213,559 207,014

解説 単位：千円 文楽館入場料、物産館販売額他

来客数 120 120 120 120 120

解説 単位：千人 文楽館・物産館・天文台来館者

雇用者数 22 26 27 28 28

解説

イベント 20 20 20 20 20

回数 解説 単位：回

◇活用している地域資源
１ 清和地区（旧清和村）の郷土料理、清流、山、人材、暗闇など地域の全て

２ 農産加工品、トマト、高原野菜、栗

３ 清和文楽人形芝居、農村舞台（神社の境内 、清和文楽館、清和物産館、清和高原天）

文台
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◇地域活性化のポイント

・江戸時代より伝承される清和文楽を核として、農家の手によって受け継がれてきた農村

職場や仕事が少ない地域内で、若者が残り定住で文化による文楽の里づくりによって、

してきた。きる職場を創出

地域資源を活用した生産・加工・販売の6次産業化や、文楽の里のイメージを活かしたブ・

をランド化・付加価値化の展開、生産者直売による価格設定などによって所得率の向上

図っている。また、流通の見直し、ＩＴの積極導入により地域外への販路も開拓してい

る。

・ が図られている。観光との連携により交流人口が増すことによって、地域経済の活性化

◇事業の今後の展開方向

今後も、清和地区フィールドミュージアム構想により、あくまでも「清和」の形を大

事にしながら、農村文化を芸能や食・農という形で発信していく。

基本を「清和」に、モノサシの尺度も「清和」に持ち、農村発の挑戦を試みていく。

村に暮らす人々が、自らの手で村を再生できるよう、村の経営学、人と自然が共存す

る田舎暮らし、人の暮らしに必要な経済的裏付けを模索していく。
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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 【食】【 】

大分県日田市１．都道府県、市町村
ひ た し

大肥郷ふるさと農業振興会２．事 業 者 名

多集落1農場方式と多彩な交流・ふれあい活動３．取 組 み の 名 称

４．取 組 概 要 等

◇概 要

平成７年に「中山間地域活力創造モデル事業」を活用し、地域住民代表による「大明地区

デザイン会議」を設置し、地域ビジョンを作成、平成９年度から圃場整備事業に着手した。

平成10年９月に地域水田農業の担い手として「共同営農部会 、平成12年には農産加工部会」

として「ももは工房 、平成13年には乾燥得調整部会「夜明ライスセンター」が活動を開始」

した。このような活動を続ける中、より永続的な集落の担い手が必要として、共同営農部会

を柱に平成15年９月に「農事組合法人大肥郷ふるさと農業振興会」が設立された。

①大肥郷ふるさと農業振興会

農事組合法人大肥郷ふるさと農業振興会、ももは工房、乾燥調整部会を統括している。

地域農家 非農家 都市住民に参加を呼びかけ 麦踏み大会 農業体験塾 ５回 小、 、 、「 」「 （ ）」「

している。参加者は年々増加し、平学校農業体験学習（２回 」等の各種交流事業を開催）

成18年度の麦踏み大会では があった。参加者は地域との県内外から600人を超える参加者

交流を持つことで、大肥郷の産品に愛着を持ち、密接なつながりを持った顧客となって

いる。

②（農）大肥郷ふるさと農業振興会

地区内の地権者と、水田30ha以上を利用権設定しており、水稲、転作大豆、麦、飼料用

水稲を作付けている。地産地消による地域の活性化を目指しており、収穫物の一部は「も

もは工房」で味噌やきなこ、餅等に加工されている。

されて裸麦は地区内にある「老松酒造」によって地域ブランド焼酎「がまだす」に加工

いる。また、 している。ゴボウ、タマネギ、ニンジンなどの野菜を学校給食向けに出荷

③ももは工房

地域で収穫された米、麦、大豆を利用した味噌、きなこ、餅、とうふセットなどの加工

している。平成18年には味噌がモンドセレクションの銀賞を受賞するなど安全品を製造

安心で美味しい製品を提供している。

④乾燥調整部会

大肥郷ふるさと農業振興会を中心に、近隣の農家から委託された米（7,655俵 ・麦（1,6）

41俵 ・大豆（543俵）の乾燥調整を行っている。品質の均一化、高品質化、乾燥調整の）

低コスト化を図っている。

◇活動の規模

項目 H14 H15 H16 H17 H18

生 産 量 47.4 55.5 43.5

（米） 解説 単位：トン

生 産 量 49.1 65.6 93.9

（麦） 解説 単位：トン

生産量 大 7.5 16.3 11.3（

豆） 解説 単位：トン
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項目 H14 H15 H16 H17 H18

視察回数 27 40 40 40 50

解説 単位：回

雇用者数 5 5 5 5

解説 単位：人 常時雇用3人、臨時雇用2人

イベント 8 8 8 8 8

麦踏み大会・農業体験塾・小学校農業体験学習・その他豆腐・味噌体験随時回数 解説 単位：回

イベント 280 380 430 480 580

参加者 解説 単位：人 農業体験は各20人×5回

◇活用している地域資源
農業体験塾で大肥川河川敷の川遊び

地域内の水田及びそこから生産された米・麦・大豆

◇地域活性化のポイント

17集落の組織化により、多集落一農場方式を導入。機械の共同利用により、労働時間、生①

産費を削減し、低コスト化 大豆＋麦体系により、販売収入と転作助成金（高を図った。

を図った。度利用加算＋団地加算）による経営安定化

、 、 。②園芸農家にあっては ハウス等を団地化し 園芸ゾーンとして土地利用の効率化を図った

土地利用型作物は組織が引き受けることで収益性の高い品目に作業を集中することがで

。き、収量、品質、作付け回数の向上により経営安定が図られた

「 」、 「 」 、③農産物加工場 ももは工房 地元酒造メーカー 老松酒造 で地元農産物の加工を行い

している。高付加価値化と産地ブランド化。地産地消を推進

都市住民と④作付けから収穫までの農業体験塾、麦踏み大会や加工体験教室の開催により、

の交流を行い、大肥郷産品の顧客を増やしている 小学生の農業体験学習は、野外教育。

など、地域の活性化、結束強化にも役立つ取り組みとなってとしても大きな役割を担う

いる。

◇事業の今後の展開方向

農事組合法人としては、将来的には現在の17集落のみならず、日田市全域を視野に入

れた広域的な事業の展開を検討している。山間部と平坦地では、農作業時期にずれがあ

るため、効率的にオペレーターや農業機械の活用ができるとともに、その受益地におい

ても低コスト化による所得向上と農地の永続的な保全が可能となる。

また、ふるさと農業振興会としても、将来的に農家民泊等を含めたグリーンツーリズ

ム活動、野外教育活動をますます進めていく意向にあり、発展が期待されている。
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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 【食】【 】

宮崎県都 城 市１．都道府県、市町村
みやこのじょうし

株式会社はざま牧場２．事 業 者 名

雇用拡大による地域活性化３．取 組 み の 名 称

４．取 組 概 要 等

◇概 要

当地域は、養豚をはじめ肉用牛、養鶏、酪農等の畜産業が盛んな全国有数の食料基地

の一つである。このような状況の中、はざま牧場では、とうもろこし、大豆粕、きなこ

等を使ったオリジナルの自家製配合飼料を給餌したブランド豚肉の「きなこ豚」と「は

正社員、パート社員、契約ざま牧場牛」を生産し、年間64億円の販売を行うとともに、

しており、肉豚12万頭、肉用牛2,050頭の販社員を合わせて合計260人の地域雇用を創出

売は、国内の畜産生産ではトップレベルにある。BSEや鳥インフルエンザの発生等畜産疾

病による一般消費者の食肉への安心・安全かつ新鮮な精肉へのニーズが高まる中、高齢

化・過疎化が進行する地域にあって、一次産業を基幹として二次・三次産業と連携した

牧場で製造する有機堆肥については、自社の野菜生産に用いるだけ活動を行ってきた。

を行っており、減農薬・減化学肥料を基本としたでなく、北海道から沖縄まで広く販売

有機堆肥で栽培される農産物生産農家に供給して循環型農業の拡大に寄与している。

社員の大半は休日を活用した兼業農家であり、地域農業の担い手でもある。退職した

社員も地域で農業を継続しており、農業の後継者不足や担い手不足が問題となっている

中、法人としても個人としても地域農業の第一線に立って現場で活動し、はざま牧場は

その活動の中核をなしている。

◇活動の規模

項目 H14 H15 H16 H17 H18

生 産 量 95,000 95,000 120,000 120,000 120,000

（肉豚） 解説 単位：頭 養豚出荷頭数

生産量 1,800 1,800 1,800 2,000 2,000

（和牛） 解説 単位：頭 肥育牛出荷頭数

生 産 量 1,277 1,298 1,696 2,483 3,255

（野菜） 解説 単位：トン 販売量

売り上げ 3,920 4,436 5,828 6,533 6,478

解説 単位：百万円 農畜産物の年間売上高

雇用者数 166 181 216 245 260

解説 単位：人 正社員・パート社員・契約社員の合計人数

◇活用している地域資源

都城地域の養豚・和牛・ごぼう・らっきょう・アスパラガス

◇地域活性化のポイント

地域の高齢者や女性を雇用 地域農業の・ し、遊休化している農地の保全を図る活動により、

している。維持、就業機会の創出に貢献
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農業生産を通じた地域活性化のみならず、農場近郊集落の公民館の改修工事や、外・また、

している。灯の設置など周辺住民の生活環境向上にも貢献

◇事業の今後の展開方向

環境保全に対応した食品残さを活用した飼料生産事業と養豚生産事業を推進して、地

域の環境対策の一助を担っていく。また、遊休化していく地域の農地の活用と高齢者の

雇用については、引き続き地域農業の担い手として対応していく。
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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】【

宮崎県諸塚村１．都道府県、市町村
もろつかそん

諸塚村産直住宅推進室２．事 業 者 名

諸塚村産直住宅３．取 組 み の 名 称

４．取 組 概 要 等

◇概 要

「諸塚村 「耳川広域森林組合諸塚木材センター 、森林作業の第三セクター「ウッドピ」、 」

ア諸塚」の共同プロジェクトで、平成8年度から産直住宅への活動をスタートした。木材

などの森林資源や自然、地域の文化を活かした都市と山村との独自の交流を通じた山村

文化の再評価によって、山村の人々が自信を持って生活して行く基盤を作るエコビレッ

ジ諸塚プロジェクトをベースに活動を行い、自然素材を使った家づくりの提案や、体験

交流ツアーなど地域資源、地場の素材を活用したエコビレッジイベントを企画し、単な

る素材の直売や観光開発に終わらない、人にも、地球にも優しい生活提案型の交流運動

の展開を図っている。

①「諸塚村産直住宅モデルハウス」

山村から発信する環境共生型自然派住宅。シックハウス等の住まいの環境汚染が叫ば

れる中で、 して地元木材を中心に、ほんものの自然素材を使った本来の家づくりを提案

いる。また、平成11年に熊本大学医学部の協力で室内環境測定（シックハウス調査）を

実施している。

②「森林と住まいのセミナー」

これからの家づくりと福岡、熊本、宮崎で実施。都市と山との交流事業のひとつで、

環境保全をメインテーマとして、恵まれた自然を生かした諸塚村の村づくりを通して、

することを狙いとしている。山村から都市に発信

③「木材産地ツアー」

九州各地の都市住民に呼びかけ、諸塚の木材生産現場の見学はもちろん、都市と山村

との交流によって、夜神楽、文化祭、地元の祭り等の山村文化も楽しむツアーを実施。

。平成17年度末までで通算40回実施し、述べ1,000人以上の参加者を得ている

これらの活動の積み重ねによって、地域の人々が自らの地域社会を研究し、自らの未来を

自ら創造することを最終目的としている。

◇活動の規模

項目 H14 H15 H16 H17 H18

生産量 13 15 15 20 29

解説 単位：棟 供給実績棟数

来客数 88 177 209 81 273

解説 単位：人 ツアー参加者数

イベント 10 15 15 7 8

回数 解説 単位：回 森林と住まいセミナー

イベント 265 600 455 920 820

参加者数 解説 単位：人 セミナー参加者
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◇活用している地域資源
木材を中心としているが、ツアーなどで、郷土料理を楽しんだり、伝統文化の体験や祭り

、 。に参加したりして 地域住民や地域の文化などを含めた地域資源をまるごと活用している

施設：木材加工センター、モデルハウス、シイタケ生産施設、しいたけの館２１

文化・祭り：夜神楽、村民文化祭、春祭り、秋祭り

特産品：販売所、加工グループ加工場

宿泊施設：森の戸民家、ログハウス、一般民宿、民間温泉施設

◇地域活性化のポイント
諸塚村産直住宅は、経済効率最優先での生産・販売ではないため、大量供給ができな

いものの、木材の生産者と家の建主がお互い顔の見える体制づくりを目指し活動を行っ

ている。生産者が市場価格だけで一喜一憂するのではなく、家造りの現場の意見を聞き、

需要にあったどういう木材がどういう値段で必要なのかが解る仕組みを目指している。

ものを適正な価格で生産する生産者の原点に戻るとともに、建主は、優良な素材が確実

に手に入るというメリットがある。このことにより、小さくても自立した地域経済が成

。立する

さらに、この事業は家をつくって終わりではなく、家づくりから始まる都市と山村の

ネットワークづくりを目指している。経済的なメリットもさることながら、それ以上に

ことが大きく、厳しい都市と交流し、意見交換することで山村文化の再評価が得られる

外部から評環境の中、村民だけでは精神的にも経済的にも閉塞感に陥りがちなところ、

価されることで自信を持って仕事や生活、祭りなどに取り組むことができ、村の活性化

している。に大きく貢献

◇事業の今後の展開方向

産直住宅事業は、都市と山村が顔の見えるネットワークを結び、貴重な山村資源を厳

選して住まい手に直接届けるシステムをつくり、ユーザーの必要なものをつくるという

生産者の本来の姿を取り戻そうというものである。その基本原則の第１は、森と強制す

る村づくりをベースに環境に優しい家づくりを進めること、第２は木材を含めた地域資

源を活かすこと、第３は山村と都市とを顔が見えるネットワークで森を守ることと木の

家づくりがつながるサスティナブル社会を目指すということである。

単に木材を売るのではなく、森林と共生する文化の普及＝情報価値の流通を図ること

が大事であり、付加価値とは、貨幣価値ではなく単なるものから脱し、その森林資源の

持つ文化やそれを活かす人間などの「情報」の付加であることが大きなポイントと考え

ている。

平成16年に村ぐるみでは日本で初めてFSC森林認証を取得し、いままでの実践の評価が

確立した。この活動をさらに展開して、山村の環境に優しい森と都会の人に優しい家づ

くりとを積極的に繋げ、グローバルスタンダードに則った自立した小さな経済評価シス

テムを山村から情報発信していくことを目指している。
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「立ち上がる農山漁村」選定案概要書

◎取 組 分 野： 食】【

宮崎県高千穂町１．都道府県、市町村
たかちほちょう

五ヶ村村おこしグループ２．事 業 者 名

地元に伝わる神楽を活用した交流体験事業３．取 組 み の 名 称

４．取 組 概 要 等

◇概 要

平成６年、町営天岩戸温泉開業により村おこしの機運が高まり、温泉の隣接地に地元住

民の力により 五ヶ村村おこしグループ を結成 地域特産品の直販所 飲食施設である 天「 」 。 、 「

岩戸温泉茶屋」を開業。安全で安心な食べ物を地元の食べ方で供給している。

地元産の小麦粉、小豆、サツマイモを使用した”天岩戸温泉団子”と地元産の小麦粉と

地鶏を使用した”地鶏うどん”を開発・販売し、人気を得て、地元の地産地消の先駆けとな

った。そのおいしさは主に口コミで広まり、延岡市からわざわざ食べに来る人も多い。屋外

には農産物直売所を設置し、多い年では年間300万円を売上げ、地域住民の重要な収入源と

なっている。

日之影町の民家を解体、移築した”神楽の館”は、現在も後継者育成の場及び五ヶ村地

区の夜神楽の神楽宿となっており、途絶えていた夜神楽が見事に復活した。平成14年からは

民宿事業も開業し、地域で採れる野菜、椎茸でつくる煮しめや地鶏うどん、地元の肉用牛で

メンバーが宿泊者とある高千穂牛の焼肉、地酒のかっぽ酒でおもてなしをしている。また、

、 、直接触れ合うことを大事にしており 特に地元の民謡である刈り干し切り唄を披露するなど

。心と心の交流を図っている

平成13年より、地元の宿泊施設である宮崎県営国民宿舎高千穂荘と夜神楽体験ツアー、

刈り干し切り体験ツアーを年間10回程度開催し、地域資源を活かした都市住民の交流を行っ

ており、年間800名以上のツアー客を集めている。

体験プログラムの開発にも積極的に行っており、食の文化祭、神楽面づくり教室、竹の

子掘り体験や古代生活体験などの独自の交流事業も行うなど、地域の資源を活用した地域づ

くりを行っている。その他の事業として、天岩戸温泉桜まつり、観月祭、コンサートなどの

イベント開催、桜やけやきなどを地区内に植える活動を行い、公民館活動と連携を図りなが

ら活動を行っている。

平成18年より、子供を対象とした「食と農の学校」を開催し、田植え、稲刈り、野菜収

、 、 、穫などの農作業体験 梅干し作りなどの、 加工体験活動を通じ 食の大切さを訴え 食育活動

。地域の農業後継者の育成に積極的に取り組んでいる

◇活動の規模

項目 H14 H15 H16 H17 H18

売り上げ 20,926 14,835 19,211 20,525

解説 単位：千円 天岩戸温泉茶屋立ち上げ、神楽の館のイベント・宿泊収入

来客者数 12,700 9,000 12,000 12,500

解説 単位：人 天岩戸温泉茶屋来客者数

イベント 13 12 13 12

回数 解説 単位：回 神楽体験、刈り干し切り体験、竹の子掘り体験イベント数

イベント 327 1,857 822 820

参加者数 解説 単位：人 神楽の館宿泊者数
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◇活用している地域資源
・地区内に湧出した温泉、棚田風景、農村の美しい村並み、氏神神社、出土した遺跡、

古民家、散策道

・古くから伝わる夜神楽、地区内に伝わる遊び、老人の知恵、農作業・共同作業、地域

内で採れる農産物（野菜、米、小麦、小豆、地鶏、椎茸など）

◇地域活性化のポイント
地元産の小麦粉、小豆、サツマイモを使用した”天岩戸温泉団子”と地元産の小麦粉と

地鶏を使用した”地鶏うどん”を販売し、また、農産物直売所も設けて地域内経済に大きな

利益をもたらしている。また、年間2千万円以上の売上げにより、常時5人を雇用し併設する

天岩戸温泉の経済的効果はもちろんのこと、地域経済に与える影響は大きい。

日之影町の民家を解体、移築した”神楽の館”は現在も後継者育成の場及び五ヶ村地区

夜神楽をメインにの夜神楽の神楽宿となっており、途絶えていた夜神楽が見事に復活した。

した体験ツアーにより年間800名以上が訪れ、神楽の館は地域のグリーン・ツーリズムの拠

。会員の平均年齢が現在、68.8歳で、平均60歳を超えて村おこし活動を始め点となっている

るという、これからの高齢化社会の一つのモデル的存在になると考えられる。

◇事業の今後の展開方向

現在、宿泊は神楽の宿だけだが、メンバーだけでなく、地域内の住民にも声をかけ、農

家民宿村をつくり、神楽の宿だけでなく、集落内にも交流の場を広げていく。集落内に宿泊

、 。できる場を増やすことにより 修学旅行などの団体客も泊まれるような仕組みづくりを行う

また、昔の子供の遊びや農作業など、地域資源の掘り起こしを行い、新たな体験プログラム

を更に増やしていく。

五ヶ村地区は昔から副業が盛んで、今でも神楽面、シルク工芸、囲炉裏作り、下駄作り、

ミツバチの飼育などの技が残っている。その技の保存を行い、将来的には若者が定住するよ

うな民芸村づくりを目指している。

おもてなしの料理については、昨年行った食の文化祭を本年度も継続して行い、地元の

家庭料理及び地元産の農産物を使ったもてなし料理の開発を行う。また、地元農産物を使っ

、 、 。た特産品の開発 神楽の館のイメージにあったデザインを開発し ブランド化を図っていく

また、地域の子供たちや若者を取り込み、地域にある技術の保存のため、学校を開催し、継

承を図っていくとともに、食育活動にも力を入れ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】【

鹿児島県屋久島町１．都道府県、市町村
やくしまちょう

げじべえの里管理組合２．事 業 者 名

集落で立ち上げた直売所３．取 組 み の 名 称
～観光地を生かした生産販売活動の拠点づくり～

４．取 組 概 要 等

◇概 要

明治時代までカツオ漁により生計をたててきたが、漁業不振により生活に困窮したため、

開田に取り組み農業による生活再建を図った。開田に要した費用や伝染病の発生により多額

の債務を負ったものの、地区民が一丸となってぽんかんやたんかんの果樹の増産等の農業振

興に積極的に取り組み現在の基礎が形作られた。しかし、離島であることから、農業でも輸

送コストの面から他県のものと比べて苦戦を強いられてきた。

平成５年、屋久島の世界遺産登録をきっかけに観光客が増え、原地区内にある美しい景

観の「千尋の滝」を訪れる人も増加していた。地区では「観光客が記念写真を撮って帰って

しまうだけではもったいない、地の利を生かそう」と声があがり、平成８年に「千尋開発建

設委員会」を立ち上げ、検討を重ねた結果、平成15年に観光客を顧客にした地区の核となる

直売所は集落全戸の代表を組合員とする げ販売所 げじべえの里千尋販売所 を設置した「 」 。 「

じべえの里管理組合」により運営 補されており、高齢化が進む中、集落運営の再生をかけ、

。助金に頼らず建設から運営まで全て自力で行われている

しているほか、販売この販売所は地区内に新たな雇用を生みだし、現在女性５名を雇用

多くの意見を取り入れるため、管理組合の理所の品揃えや商品開発、サービス等その運営に

している。事に女性やＩターン者を積極的に登用

販売所では、果実の販売が主体であるが、中でもかごしまブランドに指定された「屋久島

たんかん」は特に好評であり、予想以上の売上額になった。購入した客から「もう一度あの

たんかんが食べたいので是非送ってほしい」等の声が多く聞かれたことから、平成17年度か

らは通信販売を始め、販売量は年々増加している。現在はインターネットでの販売に向け、

準備中である。販売所や通信販売を通して、都市部の消費者の声を身近で聞くことができる

だけでなく、 ようになって屋久島の魅力を発信するアンテナショップとしての機能も備える

きた。

千尋販売所では若手後継者を中心に開発されたオリジナル商品が販売されており、規格外

の完熟たんかんを活用して作ったジュースはたんかんの濃厚な甘みと酸味がそのまま味わえ

ると好評である。また 「岳参り祈願の絵馬」の作成・販売も行っており、集落を訪れた人、

々が、それぞれの願いを屋久島の山の神々に託せるように、地区にあるフクの木（福の木）

を使った手作りの絵馬を販売所で販売し、登山道の入口付近に奉納所を設け、観光客により

様々な願い事が書かれた絵馬が数多く奉納されている。

◇活動の規模

項目 H14 H15 H16 H17 H18

売り上げ 16,115,285 21,058,260 19,294,586 21,303,610

解説 単位：円（げじべえの里千尋販売所の売上）

雇用者数 6 6 5 5

解説 単位：人 （げじべえの里雇用者数）
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◇活用している地域資源
○千尋の滝

屋久島の自然が作った美しい滝は観光客に人気のスポットとなっている。ここに訪れ

る多くの観光客との交流を目的に「げじべえの里千尋販売所」が建設された。

○屋久島特産のぽんかん、たんかん、パッションフルーツ

比較的平地に恵まれた地形と温暖な気候を生かして栽培されており、げじべえの里千

尋販売所で販売されている。旧屋久町では原区の樹園面積が最も広い。

○Ｕ・Ｉターン者

屋久島の自然にあこがれ、都市部から移住する人が増加している。現在までに、40世

帯75人がＩターンしているほか、Ｕターン者も多い。原地区では新たに住む人が一日も

早く地域にとけ込めるように地区の取り決め事項を冊子にまとめて配布したり、地区内

の情報の共有化とむらづくりの意識を高めるため、毎月１回集落だより「げじべえの里」

を発行して情報共有化を図る等開かれたコミュニティづくりを推進している。

これらの地道な活動を通じて、新たな力を取り入れ、地域の活性化につなげることができ

ている。

◇地域活性化のポイント

離島という条件不利地域にありながら、地区内にある観光地「千尋の滝」を生かし、自

力で生産販売活動の拠点となる「げじべえの里千尋販売所」を建設し、地区内の農産物や加

工品の販売・通信販売を行い、運営を軌道に乗せた。

運営主体である「げじべえの里管理組合」では女性や若手農業後継者のほか、Ｕ・Ｉタ

ーン者を積極的に活用 島外からの移住者が地域にとけ込み、しているが、これは、増加する

移住者も含め地区民全員がむらづくり活動に積極的に参加してもらえるよう集落便り「げじ

べえの里」を発行して、情報の共有化を図ったり、定期的に行われる話し合い活動や様々な

行事を通じて、地区民が一人でも多く参加できるよう創意工夫しながら、むらづくり活動が

。進められてきた

◇事業の今後の展開方向

高齢化と担い手の不足に対応するため、集落営農についての協議を始め、現在、地区の

土地利用調査に取り組みを始めている。十分に議論を尽くして地域住民の意思統一を図り、

４～５年後には集落営農組織を立ち上げて、農業集落として更なる発展を目指している。

また、千尋販売所に加えて、地域住民向けの直売所として集落の中心部に「里の販売所」

の建設を予定している。単に農産物を販売するだけでなく、高齢者の交流の場として、そし

てツーリズムの拠点として活用する計画で、その販売所の運営並びに「げじべえの里管理組

合」を支援する組織として法人を立ち上げた。

販売所では現在、集落オリジナル商品として企画が遺品を加工したたんかんジュースを

販売しているが、女性や若手後継者、Ｉターン者等の意見を取り入れて、新たな商品の開発

を行って販売していく予定である。

農家・非農家の枠を超えた地域一体の自立したむらづくりを今後も継続し、げじべえの

里千尋販売所の活性化、そして集落の活性化へとつなげていく。
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「立ち上がる農山漁村」選定案概要書

◎取 組 分 野： 女性・若者の力 【交流 【知的財産】【 】 】

沖縄県大宜味村１．都道府県、市町村
おおぎみそん

笑味の店（大宜味村農山漁村生活研究会）２．事 業 者 名

おじぃ・おばぁの智恵を生かした地域ブランドづくり３．取 組 み の 名 称

４．取 組 概 要 等

◇概 要

元々は名護出身で学校管理栄養士をしていた店主が、世界有数の長寿の村である大宜見村に移

地元の元気な「おばぁ」たちと交流を深める中、地域で守られてきた島野菜、郷土料理の住し、

した。店の看板メニュー良さを伝え残したいという強い思いから平成２年に「笑味の店」を開店

である「長寿膳」には、独自の香りや色、ぬめり、苦みなど、強い個性を放つ島野菜の魅力を味

わえる15種類以上の料理を詰めている。

店の経営に際しては、村内の高齢者や若い女性を雇用しているほか、WWOOFに制度にホスト登

録し、全国、外国からも研修生を受け入れている。長寿の村に、新しい視点を持った若い人材が

入ることは、店、高齢者、村民、研修生それぞれの刺激となっている。

村の特産品であるシークヮーサー（沖縄在来みかん）に早くから着目し、村民がもっとまた、

を進めてきた。それまで、シークヮーサー商品と言えば、その価値を認識するようにと商品開発

、 、 。ジュースやゼリーなど 果汁でできるものに限られていたことから 他の商品開発に取り組んだ

絞ったエキスで伝統菓子・アガラサー（蒸しカステラ）を作ろうと試みたところ、酸や余分な水

分が邪魔をした。試行錯誤を重ねる中で発見したのが、搾汁残さ物を用いることであり、これに

よりアガラサーの他、シークヮーサーの爽やかな香りと色を生かした餅、麺、ちんすこう、アイ

スクリームなど、多くの製品が生まれた。この製法は している。平成19年度に特許を取得

活動を続ける中、シークヮーサーには発ガン抑制成分などが含まれることがわかり、県内外か

ら注目を集めるようになった。最近ではシークヮーサー果汁やウコン、ニンニクなどをブレンド

調味タレ「笑味タレ （平成18年に商標登録）が全国に流通するようになった。これは口コした 」

ミで評判が広がったもので、インターネット上で購入者同士がレシピを情報交換するサイトがい

。くつも立ち上がるなど、全国にファンが広がりつつある

上記の取り組みに加え、食育とグリーン・ツーリズムも積極的に推進しており、店舗隣に体験

施設を整備し、県内外、老若男女を問わず、収穫や料理の体験教室を実施している。

◇活動の規模

項目 H14 H15 H16 H17 H18

生産量 800 10,000 10,000 12,000 44,800

解説 単位：本 笑味たれ生産本数

売り上げ 960 1,200 1,300 1,400 3,600

解説 単位：万円 加工品＋料理

来客数 8,000 10,000 10,800 11,600 30,000

解説 単位：人（売上げ金額からの推定数）

雇用者数 5 5 5 7 10

解説 単位：人 パート含む

イベント 6 6 4 4 4

回数 解説 単位：回 産業祭、ゴールデンウィークイベント

イベント 1,800 1,800 2,400 1,800 4,000

参加者 解説 単位：人
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◇活用している地域資源
・シークヮーサー加工商品

シークヮーサー

・長寿膳

ういきょう、ンジャナ（ホソバワダン 、ハンダマ（水前寺菜 、カンダバー（サツマイ） ）

モの葉 、イバラノリ、タピオカデンプン、もずく、ウコン、パパイヤ、ホテイ竹、も）

ちきび、サツマイモ

・収穫・料理体験

、 、 、 （ 、 、 、芭蕉の葉 仏草華 くずうこん 店のまわりでとれる海・山のもの タコ 貝類 海藻

小魚、ツワブキ、イヌタビュ、サクナ、ベニバナボロギク）

◇地域活性化のポイント

個人経営の小さな店ながら、 てお旅行会社と連携し、大人数のツアー旅行者を受け入れ

り、公民館を会場に旅行者と村の高齢者が長寿弁当（ 長寿膳」をコンパクトにしたもの）「

地元高齢者がガイド、司会、を一緒に食べ、ふれあう機会を設けている。また、食後には、

接客を担当し、畑や集落の散策を行うなど、地元住民ならではのもてなしがツアー客に好評

。また、これらのガイドは有料であり、地域の高齢者の雇用を創出していることを得ている

に加え、ツアー客の喜ぶ顔が高齢者のやりがい、いきがいを産んでいる。

90歳、100歳になっても、畑仕事や製品加工、旅行者案内を続け、１人暮らしが可能な元

気な高齢者は村の宝であり、生きがいをもって生涯現役で働く高齢者達が「長寿の村」を支

えている。

県内、全国、海外から観光客や研究者が数そんな長寿の村に存在する「笑味の店」に、

多く訪れ、シークヮーサーを中心とした村の特産品が商品として広まるなど、地域で暮らす

している。人達を元気づけ、村の活性化に貢献

◇事業の今後の展開方向

医食同源を生活の中で力強く実践してきた村の「おばぁ」たちの暮らしと智恵を伝える

商品開発を目指している。

サクナやハンダマ（水前寺菜 、イチョーバー（ういきょう）といった島野菜は、沖縄の）

風土に合い、育てるのにも手間が少ない。そのため、高齢者の生産にも無理が無く、また、

島の高齢者は経験や知恵から、育て方や特徴を熟知している。長寿の村を支えてきたこれら

の野菜を材料にした商品をつくるため大型乾燥機を購入し、乾燥した島野菜を用いたドレッ

シングやふりかけなどの商品の展開に向けた活動を始めている。

現在、村には「そんなにたくさんつくっても仕方がない」と休耕している畑があるが、

この商品が動くようになれば、土地も雇用もこれまで以上に動かすことができると期待され

ている。

長年 「おばぁ」たちと関わる中で、その元気の源が畑仕事にあるということを感じてき、

たからこそ、実現したい商品開発であり、長寿という財産を、次の世代につなげていくこと

を目指して活動を続けていく。


