
No. 都道府県 市町村 団体名 活動の名称 備考

1 北海道 札幌市
サッポロシ

砥山農業クラブ 「砥山農業小学校」～八剣山の麓で学ぶ農業・農村

2 北海道 沼田町
ヌマタチョウ

沼田町ホタル研究会 沼田町にホタルを呼び戻そう

3 北海道 津別町
ツベツチョウ

津別町有機酪農研究会 人・牛・環境にやさしいオーガニック牛乳の生産

4 宮城県 東松島
ヒガシマツシマ

市
シ

奥松島体験ネットワーク 奥松島体験ランド 海と自然の地域づくり

5 宮城県 加美町
カミマチ 農事組合法人

やくらい土産センター さんちゃん会
女性たちが切り開いた新たな経営参画

6 山形県 鶴岡市
ツルオカシ

株式会社産直あぐり 縁の下の力持ちから中核組織へ成長した女性の会

7 茨城県 日立市
ヒタチシ

夢ひたちファームなか里 農業体験から広がるつながりの輪

8 茨城県 つくば市
シ

有機アクションプラットホーム 今こそ 有機アクションで立ち上がろう

9 群馬県 川場村
カワバムラ

群馬県川場村 田園理想郷をめざして－自然と農業による村づくり－

10 千葉県 南
ミナミ

房総
ボウソウ

市
シ

株式会社 ガンコ山 ガンコ山ツリーハウスヴイレッジのツリーハウスマスターツアー

11 千葉県 鋸南町
キョナンマチ

鋸南町保田
ほ た

漁業協同組合 保田漁協都市と漁村のふれあい構想

12 東京都 三宅村
ミヤケムラ

株式会社 伊豆緑産 三宅島復興サルトリイバラ事業

13 新潟県 長岡市
ナガオカシ

幻の米「白藤」復活プロジェクト 幻の米「白藤」を復活させ食育と商品開発で活性化

14 新潟県 長岡市
ナガオカシ

有限会社エコ・ライス新潟 中越大地震で生まれた非常食「はんぶん米」

15 石川県 七尾市
ナナオシ

沢野ごぼう生産組合 献上品沢野ごぼう増産とグリーン・ツーリズム ～新たな力～有

16 石川県 加賀市
カガシ

高塚地区自然保全会 「子供農園」を核にした町づくり

17 石川県 能登町
ノトチョウ

春蘭の里実行委員会 学生達が夢見る黒い瓦と白壁でのふるさとづくり

18 長野県 根羽村
ネバムラ

根羽村 矢作川下流住民との「親子わんぱく体験隊」協働活動 ～新たな力～有

19 長野県 池田町
イケダマチ

金の鈴まごころ会 「花とハーブの町」の新たな流通 ～新たな力～有
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20 岐阜県 郡上市
グジョウシ

明宝ビスターリマーム 明宝の民宿女将による村おこし活動

21 岐阜県 海津
カイヅ

市
シ （有）レイク・ルイーズ

米粉食品開発事業部
米100％で作る安全・安心の麺の製造

22 愛知県 南知多町
ミナミチタチョウ

日間賀島漁業協同組合 漁業と観光業の相互扶助による明るい島づくり ～新たな力～有

23 愛知県 東栄町
トウエイチョウ

とうえい宝の山づくり実行委員会 チェンソーアート競技大会 IN 東栄

24 三重県 四日市市
ヨッカイチシ

森林の風（もりのかぜ） まちの木こり人育成講座と森林再生

25 三重県 桑名市
クワナシ

すし工房なばな 郷土料理「箱ずし」で米消費拡大と次代への食文化の伝承

26 三重県 いなべ市
シ

川原白瀧棚田保存会 オーナーが荒れ果てた棚田を再生

27 三重県 多気町
タキチョウ

有限会社 せいわの里 お年寄りの知恵袋と豊かな資源を次世代につなぐ「まめや」

28 大阪府 和泉市
イズミシ

有限会社 いずみの里 農家女性による地域農産物を活用した魅力ある地域づくり

29 兵庫県 洲本市
スモトシ

兵庫県洲本市 菜の花エコプロジェクトによる地域活性化

30 兵庫県 加西市
カサイシ

原始人会 万願寺地区の町おこし事業

31 和歌山県 かつらぎ町
チョウ

かつらぎ町観光協会 都市と農山村のネットワーク事業 ～新たな力～有

32 和歌山県 みなべ町
チョウ

株式会社 紀州ほそ川 梅酢による紀州うめどり・うめたまごのブランド化

33 和歌山県 古座川町
コザガワチョウ 農事組合法人

古座川ゆず平井の里
ゆずを中心とした地域特産物で地域の活性化をめざす

34 岡山県 笠岡市
カサオカシ 特定非営利活動法人

かさおか島づくり海社
いつまでも輝き続ける島をめざして

35 山口県 下関市
シモノセキシ 特定非営利活動法人

歌野の自然とふれあう会
歌野の自然とふれあう会

36 高知県 高知市
コウチシ

高知県漁協女性部連合協議会 都市と漁村の交流学習in高知

37 佐賀県 鹿島市
カシマシ

七浦地区振興会（千菜市） 農村女性中心の、こだわり直販活動

38 長崎県 五島
ゴトウ

市
シ

五島こだわろ会 島内初の有人直売所で地産地消を推進

39 熊本県 水俣市
ミナマタシ

村丸ごと生活博物館頭石地区 村丸ごと生活博物館

40 大分県 豊後高田市
ブンゴタカダシ

ふき活性化協議会 「農業と観光が調和した地域づくり」を目指して

41 大分県 豊後
ブンゴ

大野市
オオノシ

温見地区連絡協議会 牛と椎茸と人づくりに生きる里山

42 宮崎県 都城市
ミヤコノジョウシ 農業生産法人

有限会社 新福青果
地域と一丸となった生産体制

43 宮崎県 五ヶ瀬町
ゴカセチョウ 特定非営利活動法人

五ヶ瀬自然学校
過疎化を止める！コミュニティと環境教育

44 鹿児島県 南
ミナミ

さつま市
シ

野間池マグロ養殖協業体 マグロ種苗採捕と養殖による経営の改善南さつま市

45 沖縄県 伊江村
イエソン

社団法人 伊江島観光協会 ヒューマンツーリズムで元気なふるさとづくり

46 沖縄県 中城村
ナカグスクソン 農業生産法人

株式会社はごろも牧場
産学連携による山羊乳ビジネスの推進 ～新たな力～有

47 沖縄県 与那国町
ヨナグニチョウ 農業生産法人

与那国島薬草園株式会社
地域資源（ボタンボウフウ：長命草）を活かした島おこし


