
歯舞地区マリンビジョン協議会

『歯舞地区マリンビジョン』

№１ 北海道 根室市

平成１９年度「立ち上がる農山漁村」選定案地図

１９年度選定候補事例

甘楽富岡蚕桑研究会

『養蚕文化の継承』

№１８ 群馬県 富岡市

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

№３１ 滋賀県 大津市

貝田集落

『米と伝統文化と景観の里』

№３７ 鳥取県 江府町

NPO法人観光体験ネットワーク松浦党
松浦体験型旅行協議会
『松浦党の里ほんなもん体験』

№５０ 長崎県 松浦市

59

当別町亜麻生産組合

『よみがえれ！亜麻の花咲く里づくり』

有限会社 亜麻公社

№４ 北海道 当別町

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

№３ 北海道 富良野市

あやおり夢を咲かせる女性の会

『地域作りからコミュニティビジネスへ展開』

№１０ 岩手県 遠野市

農家レストラン「夢見る老止の館」
出前餅つき隊（餅、モチグループ）

『「都市と農山漁村の交流」－ゆとりとやすらぎ、食
育の場の提供－』

№１１ 岩手県 一関市

見沼田んぼ福祉農園
『共に学び、共に育ち、共に生きる、共生の農業の
実現』

№１９ 埼玉県 さいたま市

石部地区棚田保全推進委員会

『棚田復元によるグリーンツーリズムの展開』

№２８ 静岡県 松崎町

ファーストファーム株式会社

『農業特区を活用した農による新しい産業の創出』

№２１ 新潟県 上越市

羽咋市

『自立・自活する山村集落づくり「山彦計画」』

№２２ 石川県 羽咋市

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

№２５ 岐阜県 恵那市

三州足助屋敷

『里山あすけの暮らしと手仕事 保存と継承』

№２９ 愛知県 豊田市

田尻漁業協同組合

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

№３４ 大阪府 田尻町

いずも農業協同組合多伎いちじく生産部会

『“いちじく”がつくった町』

№３８ 島根県 出雲市

うり坊の郷katamata
『「元気な片俣の創出」－交流拠点が元気の源－』

№４０ 山口県 萩市

NPO法人 土佐の森・救援隊

『森林環境保全活動で地域づくりを！』

№４４ 高知県 いの町

農事組合法人 苺倶楽部

『苺農家の女性が自家産苺を使ったケーキ屋』

№４６ 高知県 中土佐町

財団法人清和文楽の里協会

『文楽の里づくり』

№５３ 熊本県 山都町

大肥郷ふるさと農業振興会

『多集落１農場方式と多彩な交流・ふれあい活動』

№５４ 大分県 日田市

諸塚村産直住宅推進室

『諸塚村産直住宅』

№５６ 宮崎県 諸塚村

笑味の店

『おじぃ・おばぁの智恵を生かした地域ブランドづく
り』

№５９ 沖縄県 大宜味村
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北海道 福島町
『福島地域マリンビジョン「海峡（うみ）の横綱をめざ
して～ステップアップ福島」』

№５ 北海道 福島町

乙部町契約野菜出荷組合
ひやま南部大豆生産組合

『地域一丸！契約栽培で農業再生！！』

№６ 北海道 乙部町

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

№７ 北海道 寿都町

落石地区マリンビジョン協議会

『落石地区マリンビジョン』

№２ 北海道 根室市

在来津軽清水森ナンバブランド確立研究会
『温古創新「清水森ナンバ」』

弘前大学農学生命科学部 地域環境科学科、
生物生産科学科、生物機能科学科

№８ 青森県 弘前市

三八地域県産材で家を建てる会

『異業種連携による地域材利用拡大の取組』

№９ 青森県 南部町

おものがわ夢工房

『伝統の味・地元の味を子供たちへ』

№１３ 秋田県 横手市

尾花沢市

『尾花沢、きれいで、おいしく、ここちよい♥』

№１４ 山形県 尾花沢市

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

№１５ 山形県 川西町

ふくしま女性起業研究会

『「出前教室」請けたまわります』

№１６ 福島県 福島市

下妻食と農を考える女性の会（ウィマム）

『「女性の力」－女性の知恵や力を活かした取組み』

株式会社 ふれあい下妻

№１７ 茨城県 下妻市

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

№２０ 神奈川県 南足柄市

有限会社 ほっと今庄
『400年の歴史を持つ特産「そば」を守り、育て、拡
める』

№２３ 福井県 南越前町

中箕輪農事組合法人

『赤そばによる地域おこし』

№２４ 長野県 箕輪町

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

№２６ 岐阜県 下呂市

馬瀬地方自然公園・住民憲章推進協議会

『質の高い馬瀬の自然を遺して、個性ある地域を
目指す』

№２７ 岐阜県 下呂市

あじ朗志組
『心のふるさとづくり～「網地島ふるさと楽好」等の
取組～』

№１２ 宮城県 石巻市

三重県 いなべ市

『スローな公共事業の実践「いなべ市農業公園」』

№３０ 三重県 いなべ市

里山パン工房

『地元産米自家製粉 米粉パン製造販売』

№３２ 滋賀県 高島市

農事組合法人 万葉の郷ぬかづか 加工部

『米粉パンの万葉の郷ぬかづか』

№３３ 滋賀県 東近江市

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

№３５ 兵庫県 丹波市

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

№３６ 和歌山県 白浜町

日生カキお好み焼き研究会

『カキオコで楽しむまちづくり』

№３９ 岡山県 備前市

錦町林業振興会女性部会

『森林の利活用による地域の活性化』

№４１ 山口県 岩国市

通地区発展促進協議会

『古式捕鯨の里 通（かよい）づくり』

№４２ 山口県 長門市

土佐文旦ブランド化協議会

『土佐文旦「てんたん」のブランド化』

№４３ 高知県 土佐市

上ノ加江漁業協同組合

『体験型観光と特産物による漁村の振興』

№４５ 高知県 中土佐町

三原村どぶろく組合

『”どぶろく”で村も私もリフレッシュ！！』

№４７ 高知県 三原村

筑豊地域直売所連絡協議会

『地域内直売所の連携による共通課題解決と地域
貢献』

№４８ 福岡県 飯塚市

鮎の里

『女性起業による地域農産物の加工・販売』

№４９ 佐賀県 唐津市

千丁町ひのみどり会

『「ひのみどり」による産地再興』

№５１ 熊本県 八代市

阿蘇町食と農を考える女性の会

『大阿蘇郷土料理 薬膳レストラン燦』

№５２ 熊本県 阿蘇市

※表記中の赤字は「新たな力」を示す。

株式会社 はざま牧場

『雇用拡大による地域活性化』

№５５ 宮崎県 都城市

五ヶ村村おこしグループ

『地元に伝わる神楽を活用した交流体験事業』

№５７ 宮崎県 高千穂町

げじべえの里管理組合

『集落で立ち上げた直売所～観光地を生かした生
産販売活動の拠点づくり～』

№５８ 鹿児島県 屋久島町
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№１ 北海道 せたな町

（有）ヒルトップファーム

『建設会社の農業参入』

置戸町

『オケクラフト生産・作り手養成活動』

№３ 北海道 置戸町

№５ 岩手県 花巻市

花巻農業協同組合

『女性起業による地域農業活性化』

№８ 栃木県 茂木町

茂木町

『生ごみ等の堆肥化による環境保全型農業の推進』

№７ 山形県 小国町

小国町

『地域資源を活用した山村総合産業の創出』

№１１ 千葉県 大栄町

（有）生産者連合デコポン

『日本産農産物海外宅配の取組み』

№９ 埼玉県 本庄市

本庄ＰＦ研究会

『知的財産を活用した情報付き 農産物の創造』

№１４ 長野県 小谷村

中谷郷が元気になる会

『地域資源の最大限活用による都市農村交流』

№１０ 千葉県 鴨川市

ＮＰＯ法人大山千枚田保存会

『千枚田活動を通じた都市農村交流』

№１３ 福井県 小浜市

小浜市

『伝統食を通じた「食のまちづくり」』

№１５ 岐阜県 恵那市

（株）里の菓工房

『超特選恵那栗の拡大』

№２ 北海道 沼田町

北いぶき農業協同組合（沼田支所）

『雪を利用したまち・特産品（雪中米など）づくり』

№２３ 島根県 江津市

農業生産法人（有）桜江町桑茶生産組合

『遊休資源「桑」を生かした農業の６次産業化』

№２８ 佐賀県 伊万里市

ＮＰＯ法人伊万里はちがめプラン

『「生ごみを宝に！」食資源環境と地域の活性化』

№２９ 沖縄県 名護市

農業生産法人（有）水耕八重岳

『ゴーヤ－を活かした商品開発による地域振興』

平成１６年度、１７年度「立ち上がる農山漁村」選定事例

ノースプレインファーム（株）

『付加価値を付けた酪農で一頭一雇用』

№４ 北海道 興部町

№６ 秋田県 横手市

浅舞婦人漬物研究会

『女性グループ手作りの漬物を全国へ』

№１７ 三重県 志摩市

あのりふぐ協議会

『天然トラフグを活かした地域ブランドの創出』

№１９ 兵庫県 丹波市

加古川流域森林資源活用検討協議会

『地域林産業の活性化と消費者参加型の森づくり』

№２０ 和歌山県 田辺市

中辺路町森林組合

『「緑の雇用」と森林の環境整備で地域おこし』

№２４ 香川県 内海町

（株）ヤマヒサ

『島産オリーブ振興特区と特許の活用による地域振興』

№２５ 愛媛県 松前町

（有）あぐり（金亀建設株式会社）

『地域循環型農業の展開と建設労働力の温存』

№２６ 高知県 室戸市

土佐あき農協羽根園芸研究会ナス部会

『海洋深層水を使ったなす生産及びブランド化』

№３０ 沖縄県 玉城村

（株）たまぐすく

『「さとうきび」を生かした村づくり』

１７年度選定事例１６年度選定事例

№１５ 福井県 名田庄村

第三セクター（株）名田庄商会

『特産品の販売による村おこし』

№２０ 京都府 美山町

美山町振興会

『茅葺き民家を活用した日本一の田舎づくり』

№２３ 岡山県 倉敷市

下津井地区漁連青壮年部ほか

『漁村の特性や伝統を活かした町づくり』

№２４ 広島県 三次市

第三セクター （株）君田２１

『温泉と特産物による地域交流』

№２２ 島根県 益田市

西いわみ農業協同組合

『西いわみヘルシー元氣米の輸出』

№２８ 大分県 日田市

大分大山町農業協同組合

『生産者の顔が見える農産物の販売』

№２９ 鹿児島県 串良町

柳谷自治公民館

『住民活動による公共サービスの提供』

№１４ 富山県 立山町

農事組合法人 食彩工房たてやま

『女性起業で地域特産物の加工・販売』

№３０ 沖縄県 石垣市

石垣島果樹生産出荷組合

『立地条件を生かした完熟マンゴー栽培・販売』

№２６ 愛媛県 内子町

（株）内子フレッシュパークからりほか

『販売情報管理ｼｽﾃﾑによる効率的な出荷・販売』

№２７ 高知県 檮原町

檮原町森林組合

『ＦＳＣ森林認証と風力発電による山村づくり』

№２５ 徳島県 上勝町

（株）いろどり、上勝町

『野山の枝葉の商品化による地域産業おこし』

№２１ 大阪府 高槻市

大阪府森林組合

『木質ペレットの製造とその活用』

№７ 福島県 西会津町

西会津町

『食生活改善による平均寿命の飛躍的な向上』

№８ 栃木県 茂木町

牧野地区むらづくり協議会ほか

『そばのオーナー制度による地域おこし』

№１０ 東京都 八丈町

ＪＡ東京島しょ

『地域条件を生かした観葉植物の輸出』

№１１ 神奈川県 相模原市

（有）オーストリッチヒル

『特区によるダチョウの食肉生産』

№１３ 静岡県 南伊豆町

妻良観光協会

『漁家民宿での漁業体験学習旅行』

№１６ 岐阜県 郡上市

（株）明宝レディース

『完熟トマトの手作りケチャップ』

№１７ 愛知県 安城市ほか

水土里ネット明治用水

『農業水利施設を活用した地域住民との交流』

№１８ 三重県 熊野市

丸山千枚田保存会

『千枚田保全活動を通じた都市農村交流』

№１９ 滋賀県 東近江市

愛東町（現東近江市）

『菜の花による資源循環型地域づくり』

№３ 北海道 小清水町

（有）シナジーこしみず

『ゆり農家と地域住民の連携による地域おこし』

№１ 北海道 帯広市

帯広市川西農業協同組合

『長いものブランド化と輸出促進』

（有）中札内村ﾚﾃﾞｨｰｽﾌｧｰﾑ

『女性による無殺菌牛乳の生産・販売』

№４ 北海道 中札内村

№２ 北海道 黒松内町

黒松内町

『北限のブナ林をシンボルとした里づくり』

№５ 宮城県 唐桑町

牡蠣の森を慕う会

『水源の森と海をつなぐ交流』

№６ 山形県 金山町

四季の学校・谷口運営委員会

『廃校を活用した農業農村体験』

№９ 群馬県 みなかみ町

新治村農村公園公社

『リゾート型農業への挑戦』

№１２ 長野県 松本市

四賀村（現松本市）

『全国に先駆けたクラインガルテン』
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№１２ 神奈川県 小田原市

小田原市農林畜産物特産品開発推進協議会

『行政・消費者・生産者一丸となった農林水産業の振興』

№１６ 愛知県 豊田市

豊田・加茂 菜の花プロジェクト

『食品副産物と遊休地を利用して農業の活性化を図る』

№１８ 滋賀県 甲賀市

（有）くのいち本舗

『古代黒米を使った特産品作り』

№２１ 和歌山県 北山村

北山村役場

『「じゃばら」の地域ブランド化とむらおこし』

№２２ 島根県 浜田市

浜田水産ブランド化戦略会議

『ブランド魚による産地イメージの構築』

№２７ 高知県 馬路村

馬路村農業協同組合

『ゆずの市場開拓から始まった地域づくり』
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№１ 北海道 江別市

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

江別製粉（株）

（株）菊水

平成１８年度「立ち上がる農山漁村」選定事例

１８年度選定事例

1

№２ 北海道 名寄市

（株）もち米の里ふうれん特産館

『地域特産「もち米」の生産から加工、販売まで』

№３ 北海道 根室市

酪農家集団AB‐MOBIT
『「都市と農村交流」‐最東端の街から日本初のフット
パスを‐』

№４ 北海道 江差町

新函館農業協同組合女性部江差支部

『江差地域の伝統菓子「追分こうれん」の製造・販売』

№５ 北海道 長沼町

長沼町グリーン・ツーリズム推進協議会、
長沼町グリーン・ツーリズム運営協議会

『町を挙げての長沼型グリーン・ツーリズム』

№６ 北海道 栗山町

栗山町ハサンベツ里山計画実行委員会

『人と自然が共生する里山づくり２０年計画』

№７ 青森県 平川市

NPO法人尾上蔵保存利活用促進会
『農家蔵の保存利活用とグリーン・ツーリズム』

弘前大学農学生命科学部地域環境科学科

八戸工業大学工学部建築工学科

№８ 青森県 鯵ヶ沢町

NPO法人白神自然学校一ツ森
『都市と農村の交流‐杉並区の子ども達の自然体験塾』

№９ 岩手県 二戸市

雑穀茶屋つぶっこまんま

『ちっちゃい店のでっかい夢 かあちゃんたちの食育』

№１０ 岩手県 八幡平市

八幡平市花き振興協議会

『地域オリジナル品種を用いたリンドウ輸出の取組』

№１１ 岩手県 住田町

岩手県住田町

『森林・林業日本一の町づくり』

岩手大学農学部

№１２ 宮城県 石巻市

あじ島冒険楽校

『あじ島冒険楽校（未来の大人たちへ）』

№１４ 山形県 鶴岡市

羽黒・のうきょう食品加工（有）

『自然食は自然色！お漬物で村おこし』

№１５ 山形県 金山町

共生のむら すぎさわ

『都市との交流による山村の活性化』

№１７ 栃木県 那須塩原市

那須野ヶ原土地改良区連合
（水土里ネット那須野ヶ原）

『バイオマス等地域資源の利活用』

№１８ 栃木県 茂木町

竹原郷づくり協議会

『新やすらぎ空間「かぐや姫の郷」』

NPO法人地球緑化センター自主活動グループ
「かぐや姫」なごみの里竹原

作新学院大学総合政策学部

№１９ 埼玉県 宮代町

埼玉県宮代町

『「農」のあるまちづくり～「新しい村」の取組～』

№２０ 新潟県 上越市

農事組合法人雪太郎の郷

『特産の大根づくりに「女、男共同参加」で集落活性化』

№２１ 新潟県 佐渡市

南佐渡海洋公園管理組合

『海の多角的活用＝交流人口増加で漁村を元気に』

№２２ 新潟県 山北町

さんぽく生業の里企業組合

『さんぽく生業の里』

№２３ 福井県 美浜町

（有）なぎさ会

『漁村女性のパワーで「へしこの会社」を設立』

№２４ 山梨県 北杜市

NPO法人えがおつなげて
『都市と農村の多面的交流による農村の活性化』

№２６ 長野県 泰阜村

グリーンウッド自然体験教育センター

『泰阜村の自然環境を生かした体験学習事業』

№２７ 岐阜県 郡上市

郡上八幡・山と川の学校

『小学生を対象にした自然体験・農山村体験「冒険
キッズ」』

№２８ 愛知県 愛西市

立田地区生活改善実行グループ

『水郷の味わい豊か「レンコン料理」で地域に活力！』

№２９ 三重県 松阪市

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

№３０ 三重県 多気町

水土里ネット立梅用水

『心豊かな里づくりによる都市住民との交流』

№３２ 京都府 与謝野町

NPO法人丹後の自然を守る会
『廃食用油回収』

№３３ 兵庫県 小野市

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

№３４ 兵庫県 佐用町

（有）ふれあいの里上月

『生き甲斐づくり「生涯現役」』

№３６ 和歌山県 那智勝浦町

色川地域振興推進委員会

『定住希望者に対する支援活動等』

№３７ 島根県 海士町

（株）ふるさと海士

『「自立・挑戦・交流」～そして確かな明日へ～』

№４６ 熊本県 南阿蘇村

NPO法人阿蘇エコファーマーズセンター
『農業を志す人を育成・自立させ、地域活性化』

№３９ 広島県 世羅町

世羅高原６次産業ネットワーク

『６次産業が突破口 広域連携による「せら夢高原」
の活性化』

№４１ 山口県 山口市

NPO法人学生耕作隊
『若者とシニアが広げる農業・農村の活性化！！』

№４２ 徳島県 美波町

伊座利の未来を考える推進協議会

『都市との交流を通して学校と地域の灯火を守る』

№４３ 高知県 四万十町

（株）四万十ドラマ

『四万十川の天然素材を活かした商品開発で地域の
活性化』

№４４ 高知県 黒潮町

黒潮カツオ体験隊

『カツオのタタキづくり体験』

№４７ 熊本県 南阿蘇村

南阿蘇村おあしす米生産組合

『「米の産直」‐都市との連携“食から緑のエネルギー
へ”』

九州東海大学農学部応用植物科学科作
物学研究室

№４８ 熊本県 氷川町

JAやつしろ竜北果樹部会梨部
『吉野梨を、海外へ』

№４９ 沖縄県 東村

（有）やんばる自然塾

『住民主導のエコツーリズムで地域活性化』

№５０ 沖縄県 今帰仁村

農業生産法人（有）今帰仁アグー

『在来豚による地域興し』

№１３ 宮城県 南三陸町

旧林際小学校運営事業組合

『廃校を利用したグリーン・ツーリズムによる地域活
性化』

№２５ 長野県 飯山市

（財）飯山市振興公社 なべくら高原・森の家

『グリーン・ツーリズムに端を発した地域資源活用の
取組』

№３８ 広島県 安芸高田市

住民自治組織 川根振興協議会

『「住民自治」‐「もやい」の心で安心して暮らせる農村
をめざして‐』

№４０ 山口県 下関市

（有）フレッシュしおかぜの里

『夢を橋にかけた島の女性起業活動』

№４５ 熊本県 小国町

（財）学びやの里

『小国流ツーリズムの展開』
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№１６ 福島県 いわき市

（有）とまとランドいわき

『環境保護と地域活性化を第一に考えた農業多角経営』

№３１ 滋賀県 高島市

アドベリー生産協議会

『健康果実「アドベリー」による第６次産業の創出』

№３５ 奈良県 桜井市

（有）荒神の里・笠そば

『地元産そばを使ったそば処の経営』

35

31

16

※表記中の青字は「新たな力」を示す。
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