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平成20年度「立ち上がる農山漁村」選定事例候補概要書

◎取 組 分 野： 食 【交流 【バイオマス・リサイクル】【 】 】

北海道札幌市１．都道府県、市町村
さっぽろし

砥山農業クラブ２．団 体 名
と やま

「砥山農業小学校」～八剣山の麓で学ぶ農業・農村３．取 組 み の 名 称

４．取 組 概 要 等

◇概 要

砥山地区は札幌市の中心部から車で40分程度の八剣山の麓に開けた地域で、近隣に小金

湯温泉や定山渓温泉もあり自然豊かな景観を有する地域である。地域を一体的につなぐ「八

剣山トンネル」が開通したことで地区内の農業者間の往来が自由に出来るようになったこと

を契機に、平成12年、農産物の高付加価値化や市民を招き入れた新しい農業経営の確立を目

的に８戸の農家で「砥山農業クラブ」を設立した。

①砥山農業小学校の開設

平成15年から毎年、５月～10月の間で毎月１回、都市の学童と家族を対象に果樹や野

菜の農作業など農業体験を通じた「農業、農村、農産物、食」等を学習会を行っている。

農家が先生となり、りんごやさくらんぼの花摘み、摘果、収農業クラブを構成している

している。穫や野菜の植付、観察、収穫、加工など、バラエティに富んだ授業を展開

②八剣山さくらんぼ祭の開催

地域の果樹生産を多くの都市住民に知ってもらうため、平成14年から毎年 「さくらん、

ぼ祭」を開催している。さくらんぼ狩り、農産物、加工品の直売、さくらんぼの種とば

し競争などが行われ、年々規模が拡大し、現在の来場者数は4，500人となっている。

③ボランティアグループ等との連携

地域農業を支援するボランティアグループ「八剣山発見隊 （構成員の多くは非農家で」

し、砥山農業クラブのある都市住民 、札幌市、北海道石狩農業改良普及センターと連携）

イベントに関する広報活動や手伝い等の支援を行っている。

◇活動の規模

項目 H15 H16 H17 H18 H19

来客数 2,000 2,000 3,000 3,500 4,000

解説 単位：人 さくらんぼ祭り

イベント 6 6 6 6 6

回数 解説 単位：回 砥山農業小学校

イベント 27 47 54 63 56

参加者 解説 単位：人 砥山農業小学校

◇活用している地域資源

・砥山地域の果樹

・野菜等の農産物全般

・農村の自然環境
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◇地域活性化のポイント

札幌市民の砥山地区の農業に対する認知度が高まり、多くの砥山農業クラブの活動により

するとともに、地域の観光果樹や野菜の直売市民が訪れるようになったことで地域が活性化

など、 されてきている。札幌市民と農家の相互理解の関係が構築

また、札幌市は北海道の34％の人口を占めており、消費等の動向が北海道に大きく影響し

砥山農業クラブている。そのため、札幌市民を対象にした食育活動の果たす役割は大きく、

。の食育活動が札幌市の農業・農村や地産地消に対する認識を大きく高めている

さらに砥山農業クラブの活動に伴って、ボランティアグループ「八剣山発見隊」の活動も

活発となった。農家による都市住民に対する果樹の剪定講習会、農村における自然体験（山

菜採り、登山、雪山散策等）など、農業・農村の理解の促進につながる活動に積極的に取り

組んでおり、農業に対する応援団の育成も図られている。

◇事業の今後の展開方向

今後も引き続き活動を継続し、都市住民に対する農業・農村、農産物の理解の促進を図る

とともに、支援グループと連携した活性化の取り組みを推進する。

また、砥山農業クラブを構成している農家が菓子製造業者と連携して地場産農産物（イチ

ゴ）の活用を検討する組織（イチゴクラスター）の設立や、八剣山発見隊とともに桜の植樹

や河川の清掃等の地域の自然環境保護や景観づくりにも取り組まれるなど砥山農業クラブの

活動を基に様々な活動が展開している。

さらに定山渓温泉の旅館管理組合と提携し、温泉旅館から出される生ゴミを堆肥化し、そ

の堆肥を利用して生産した農産物を温泉旅館に提供するという地域内資源リサイクルにも平

成19年から実施している。

安全・安心な農産物の生産地域を目指して砥山地区内の農家全員がエコファーマー取得の

予定になっており、平成20年度には全員がエコファーマー取得の予定になっているなど、今

後も農産物や地域への信頼性の向上や、安全性のメッセージ発信の取り組みを強めて、都市

住民に信頼される都市農業を構築することが期待される。



№2

平成20年度「立ち上がる農山漁村」選定事例候補概要書

◎取 組 分 野： 交流】【

北海道沼田町１．都道府県、市町村
ぬまたちょう

沼田町ホタル研究会２．団 体 名

沼田町にホタルを呼び戻そう３．取 組 み の 名 称

４．取 組 概 要 等

◇概 要

沼田町の稲作は、明治27年に沼田喜三郎氏が富山県より18戸を移住させたことから始ま

り、農民の英知と努力によって拓かれた歴史を有し、平成６年には開基100年を迎えた。し

かし、昭和30年頃から河川改修、ほ場整備事業が盛んに行われ、河川や用水路・排水路がブ

ロックやコンクリートで施工され、さらに化学肥料や農薬の使用と、気がつくと田んぼで乱

かけがえの舞していたホタルが全くいなくなり、寂しい田んぼになってしまった。そこで、

ない郷土沼田町の自然を21世紀に生きる子供達に残したい 人もホタルも住める地域を作ろ、

活動が始まった。うと「沼田町にホタルを呼び戻す」

①ホタルを呼び戻す活動

ホタルに関する基礎調査と町内の河川・ダム・排水路について、水質・水温・地形等

の環境及び現地調査などのデータ収集から始まり、ホタルの幼虫の餌となるカワニシ・

タニシ・モノアラガイの調査も行い、町内で採取したヘイケホタル100匹とカワニシ・タ

ニシを水槽で2年間飼育実験を行い観察してきた。

その後、人工池・人工水路・ホタル研究室を建て、飼育管理と人工繁殖を本格的に行

い、毎年ホタルの幼虫を沼田町の幌新地区北部（ ホタルの里 ）の自然に放流し続ける「 」

ことで、やっと自然繁殖ができるようになった。ホタルは年々増え続けており、夏は美

しく幻想的な世界を作り出している。

②町内外の学校の環境学習

ホタルを観せ、ホタルは水のきれいな自然環境でしか住めない話をし、環境学習では

いる。ホタルを通して自然環境の大切さを伝えて

③道内外のホタルや自然環境の活動団体への指導・講演・セミナー

ホタルの繁殖・飼育の指導はもとより、ホタルの幼虫の提供も行い、指導・講演・セ

ミナー等について積極的に出席し、自然環境との共存が重要と訴えている。

④ホタル鑑賞会等のイベント

毎年札幌市で行うカルチャーナイトに参加し、沼田町よりホタル・幼虫・カワニナな

どを運んでいき、赤レンガで「ホタル鑑賞会」を開催し、都会の子どもたちにホタルを

観せている。また 「ホタル祭り」でのガイド役、沼田町に来訪するホタルの視察につい、

ては説明者として活動し、さらに、夏休み期間の学童を対象とした体験学習の受け入れ

の対応も行っている。

◇活動の規模

項目 H15 H16 H17 H18 H19

幼虫等の放流 1 3 2 2 5

解説 単位：回 飼育したホタルの幼虫・カワニナの放流

調査 8 5 6 3 7

解説 単位：回 河川等の水質調査や生き物調査

来訪者ガイド 20 23 20 21 20

解説 単位：回 ホタル鑑賞に来町された団体等のガイド
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項目 H15 H16 H17 H18 H19

鑑賞会 5 4 3 3 1

解説 単位：回 町の祭りや都会でホタルの鑑賞会を開催

指導・講演 5 1 1 2 12

解説 単位：回 ホタルの飼育指導及び講演

幼虫の提供 1 1 1

解説 単位：回 団体等への人口飼育した幼虫の提供

ホタルと環境 5 4 7 3 4

解説 単位：回 小・中・高校での環境学習の講師

飼育・採取 2 8 7 7 5

解説 単位：回 幼虫の人口飼育、カワニナ・タニシ採取

◇活用している地域資源

町内でホタルが住める自然環境の良い幌新地区北部を「ホタルの里」とし、ホタルの幼・

虫を放流して自然繁殖させている。

・明治40年ころ発見された幌新温泉の宿泊施設に「ほたる館」を建設し、オートキャンプ場

も「ほたるキャンプ」としてホタルを沼田の観光の１つにしている

◇地域活性化のポイント

沼田町では北海道内で初めて「ホタル保護条例」が制定され、・ホタルを呼び戻す活動で、

。農薬の使用低減につながり、より安全な農産物を沼田町から消費者へ届けている

、 。・学校の環境学習の授業では ホタルがわかりやすい題材であると生徒や先生に好評である

・各活動団体との交流により、各地域に着実にホタルの飛び交う環境が広がりつつある。

・沼田町の「ほたる祭り」は知名度も上がり、多くの人々が訪れ、観光としても賑わいを見

せている。

・ホタルの飼育室や発光模型、ビデオなど楽しくホタルの学習ができるほたる館が建ち、子

どもたちの体験学習の教室として毎年参加希望者も増えている。

・都会で「ホタル鑑賞会」を開催し、来訪者にホタルの里や沼田町の自然を話すことで、ほ

たる館に訪れる人が増えている。

◇事業の今後の展開方向

まずは沼田町内のどこの田んぼでも、ホタルが飛び交う町にしていく活動を町民と一緒に

続けていく。そのうえで今後も「ホタルと自然環境」を環境教育として取り組んでいき、ホ

タルの幼虫の繁殖も続け、幼虫を希望する団体には提供し、幼虫の飼育や飼育指導など続け

ていき、沼田町のホタルが飛び交うきれいな水の田んぼや畑からホタルブランドとして、よ

り安全なお米や野菜を消費者へ届けていく。

また、人とホタルが飛び交う沼田町から環境の大切さを、北海道はもとより全国へ広げて

いく。
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平成20年度「立ち上がる農山漁村」選定事例候補概要書

◎取 組 分 野： 食 【バイオマス・リサイクル 【交流】【 】 】

北海道津別町１．都道府県、市町村
つべつちょう

津別町有機酪農研究会２．団 体 名

人・牛・環境にやさしいオーガニック牛乳の生産３．取 組 み の 名 称

４．取 組 概 要 等
◇概 要

津別町は総面積の86％が森林で、扇状に広がる河川沿いに農業集落が形成される典型的

な中山間地域で、畑作を主体とした地域である。酪農経営では土地条件から農地の集約や規

模拡大が難しく、１戸当たりの飼養規模も北海道酪農の平均規模からみても小さい経営体が

多く、従来から単位当たりの収量や個体乳量の向上を主眼とした経営展開が行われてきた。

このため、個体乳量は向上したものの一方では輸入飼料依存型の経営体が増加した。

新たな生産方式が模索され、地域条件を活このような生産体制に疑問を持ったことから

され、生産方式の見直しに伴い、酪農家間で高品質・かした放牧方式が多くの酪農家で導入

高付加価値化に向けて環境に配慮した安全・安心なこだわりの牛乳生産への取り組みを検討

し、平成12年に酪農家20戸により有機酪農研究会を設立した。

無農薬・無化学肥料により生産した粗飼料をもって有機牛乳の生産販売を目研究会では

指す 最終的に５戸の酪農家で目標であったこととし、多くの困難を克服して平成18年９月、

した。「オーガニック牛乳」の販売を開始

①環境（自然）にやさしい「循環型酪農経営」を推進

乳牛の排泄物は、適切な処理施設で堆肥化され農地に還元することにより、環境にや

さしい「循環型酪農経営」を行っている。

②自給率飼料の有機栽培の取組み

無農薬・無化学肥料による粗飼料の生産を目指し、関係機関の助言や支援を受け、土

壌分析や研修会、試験栽培を行い、多くの年月と試行錯誤を繰り返しながら、平成16年

自給飼料生産は、に有機農産物に係る日本農林規格（ＪＡＳ）のほ場認証を取得した。

化学肥料や除草剤等の農薬を一切使用せず 堆肥やＪＡＳ有機基準に適合した有機肥料、

。・土壌改良資材を100％使用し牧草とサイレージ用とうもろこしの有機栽培を行っている

③人にやさしい安全・安心な牛乳の供給

乳牛の飼養管理面では平成17年より農場ＨＡＣＣＰ（ハサップ）の手法を導入し、生

産工程の確立と履歴の記帳を徹底し、オーガニック牛乳を提供する際の情報開示を可能

とする体制を整え、飼養管理・衛生面においてもより安全・安心な牛乳の供給に向けた

取組を行っている。

④ＪＡＳ有機牛乳の国内第1号として製品化

平成18年５月25日 （財）北農会より「有機畜産物（有機飼料）生産工程管理者」とし、

津別町産の「オーガニック牛乳」がＪＡＳて有機畜産物の認証を取得し、９月25日には

した （明治乳業(株)から「明治オ有機牛乳の国内第１号として製品化され、販売が実現 。

ーガニック牛乳 （1,000ml）として北海道内において年間約300トンが販売されている）」

⑤有機栽培による飼料作物の収量の安定化

飼料作物の有機栽培の取り組み当初は、慣行栽培に比べ乾物収量で約３割から４割の

減収となり大きな問題であったが、土壌診断に基づく土づくりや経年草地へのマメ科追

播などに取組み、現在は慣行栽培に比べ遜色のない収量が確保されるようになっている。

⑥北海道洞爺湖サミットへ提供

平成20年、北海道洞爺湖で開催されたサミットでは 「ＩＭＣプレス用レストラン」で、

使用される食材として「明治オーガニック牛乳」を提供した。
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◇活動の規模

項目 H15 H16 H17 H18 H19

生乳生産量 1,635 1,594 1,418 1,414 1,429

解説 単位：㌧ オーガニック牛乳の販売は平成18年9月からの開始

乳牛飼養 227 212 227 229

頭数 解説 単位：頭 成牛

乳牛飼養 160 195 182 178

頭数 解説 単位：頭 育成牛

◇活用している地域資源

乳牛の排泄物は堆肥舎及び自然浄化リアクターシステムなどによる適切な処理施設で堆肥

化・液肥化を行い、全量農地に還元することにより地力の増進を図り粗飼料の安定確保に努

めており、排泄物も貴重な資源と位置づけられる。また、育成牛については、有機農産物に

係る日本農林規格（ＪＡＳ）のほ場認証を受けている津別町有牧野特定地区において５月か

ら10月の間放牧を行い、粗飼料の効率利用に努めている。

◇地域活性化のポイント

有機酪農研究会の会長は酪農体験塾「だいち」を主催し、地域住民との交流に積極的に取

り組み、特に小学生を対象にした乳搾り体験、ヨーグルト作り体験、乗馬体験などを継続し

て行っている。

有機酪農研究会員や関係機関等のボランティア協力により「ゆめの里フェスティまた、

し、自家生産牛肉を提供し、地域住民との交流の場バル in 山田牧場」を毎年８月に開催

として毎年300名の参加者を数える一大イベントになっている。さらに、有機酪農研究会の

会員がふれあいファームの認証を取得し酪農体験や実習生を受け入れるなど、農場を広く公

開しているほか、平成19年に発足した津別町グリーン・ツーリズム運営協議会にも全員が加

入し、今年初めて修学旅行生を受け入れることとなり、つべつ農業の理解者・応援団体づく

りに積極的に取組んでいる。

◇事業の今後の展開方向

飼料作物栽培及び供給体制整備の構築を目指し平成15年に設置された「有機酪農支援連絡

会議 （構成：ＪＡ、町、市庁、普及センター、家畜保健衛生所、乳牛メーカー）の指導支」

援・連携を図りながら、2014年を目標に５つの課題に取組んでいく。

１．有機自給飼料の自給率向上、新栽培体系と優良品種導入の取組

２．自給飼料農家間利用システムの取組

３．オーガニック牛乳生産に係る先進技術情報の収集

４．消費者との交流拡大と情報発信の取組

５．有機牛肉のＪＡＳ認証取得に向けた取組
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平成20年度「立ち上がる農山漁村」選定事例候補概要書

◎取 組 分 野： 交流】【

宮城県東松島市１．都道府県、市町村
ひがしまつしまし

奥松島体験ネットワーク２．団 体 名

奥松島体験ランド 海と自然の地域づくり３．取 組 み の 名 称

４．取 組 概 要 等

◇概 要

奥松島体験本ネットワークは、宮城県奥松島の有する農林漁業や観光資源と、伝統文化

を有機的に組み合わせた複合型産業を創設し、都市等との交流人口の増大に努め、地域産業

の振興を図ることを目的とし、奥松島宮戸地区の居住者25名で構成されている。

観光構造の変化に伴い、レジャー型から体験型（グリーン・ツーリズムの推進）に向け

た動きが加速し、奥松島宮古地区として、その変化に対応する必要性を認識しながら検討を

これまで個々に対応してきた体験型観光をブルー・ツーリズムとして位置づけ重ねた結果、

だとの認識に立ち、東松島市（当時鳴ながら対応していくためのネットワークの構築が必要

瀬町 、東松島市観光協会（当時鳴瀬町観光協会 、地域観光業者の３者による体制づくりを） ）

行うこととした。

また （財）都市農山漁村交流活性化機構が行う「グリーン・ツーリズムインストラクタ、

ー講座 「農村コミュニティ再生・活性化支援事業 「観光立村（国際グリーン・ツーリ」、 」、

ズム）モデル事業 「みやぎグリーン・ツーリズムアドバイザー派遣事業」等の公的支援を」、

受け、受け入れ体制の整備に力を注いでいる。

年間の主な活動時期は５月～11月までであるが、宿泊客や県外からの修学旅行生を中心

北海道、関東圏のに、以下のような体験活動を行う観光客が年々増加している。近年では、

、取組実績も増加している。小・中学校から教育旅行の目的地としての需要が高まり

①野外での体験メニュー

、 、 、 、 、 、操船体験 船釣り体験 磯釣り体験 こだわり船釣り体験 刺網漁体験 かご漁体験

牡蠣作業体験、定置網漁体験、海苔収穫体験、地曳き網体験、潮干狩体験、ウミネコの

餌付けと洋上遊覧体験、ロープワーク体験、トレッキング体験、農業体験、マレットゴ

ルフ体験

②屋内での体験メニュー

料理体験、お茶会体験、座禅体験、和太鼓体験、工芸体験

③奥松島縄文村歴史資料館での体験メニュー

貝塚めぐり、火おこし、勾玉作り、アクセサリー作り、土器作り、釣針作り（奥松島

縄文村歴史資料館は、国土跡「貝浜貝塚」より出土された縄文土器や骨角器など貴重な

出土品を多数展示している）

◇活動の規模

項目 H15 H16 H17 H18 H19

来客数 317 897 990 1,057 1,420

解説 単位：人 東松島体験ネットワークによる各種体験を行った人数

◇活用している地域資源

・日本三景松島

、 、東松島市奥松島地域は日本三景松島の外洋部に位置し ネットワークが所在する宮戸島は

松島湾内最大の島で現在は陸続きになっている。海上に230余の大小の島々が浮かび、四季

それぞれに趣を変え、景勝の地をなす特別名勝松島の一端を形成する風光明媚な景観を持っ

ている。
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・嵯峨渓

島の最南端に突き出た断崖海岸・嵯峨渓は、大分県の邪馬渓、岩手県の猊鼻渓と並ぶ日本

に数えられている。三大渓の一つ

・史跡と伝統行事

太古からの歴史的文化に触れることのできる史跡として、縄文時代前期から弥生時代中期

にかけての集落跡で日本最大の級の規模である「里浜貝塚」がある。また、宮戸月浜地区で

毎年小正月に行われる鳥追行事である、国指定重要無形文化財「えんずのわり」の伝統行事

など、古より歴史のある地域である。

・豊かな観光資源

「 」 、 、 、 、東北地方でも温暖であることから 東北の伊豆 とも呼ばれ 漁業 観光 農業が盛んで

特に旅館、民宿を中心とした宿泊業と夏を中心に観光客・海水浴客等に対しての観光サービ

ス業に力を入れている地域である。

◇地域活性化のポイント

地域・奥松島地域の有する自然と宮戸地区の歴史文化、観光資源を最大限に活かしている。

に根ざした活動を効率的に実施していく 行政などからの支援は最小ことを第一に考え、

で活動を行っている。限での範囲に留め、自立した立場

・体験メニューは、訪れる旅行者に対して自然の癒しと安らぎを提供するだけでなく、東松

島市の魅力をアピールする場となっており、自然豊かな農山漁村の魅力を県内外、都市

部に発信している。

・近年、都市住民の農山漁村への回帰の動きが活発になってきており、今後さらに地方への

旅行者が増えていくことが予想される。そこで、宮戸地区においてはネットワークが奥

松島地域を発展させていくキーパーソンとして、魅力ある農山漁村づくりを図っていく。

◇事業の今後の展開方向

・平成20年3月に、宮戸地区において行われた（財）都市農山漁村活性化機構によるグリー

ン・ツーリズムインストラクター講座の地域開講を経て会員数が増大し、小・中学校か

らの教育旅行による柔軟な対応が可能になった。現在、日帰り（体験者）や宿泊を伴う

旅行者は増加しており、今後さらに旅行者や小・中学生の体験者を増やしていくために、

体験メニューの充実化・ＰＲ活動を実施していくことが必要と考えている。

・旅行会社への誘致活動を進め、多くの旅行者の受入れを図っていく。現在継続中の補助事

業を有効に活用しながら、備品等の購入やモニターツアーなどの企画を行うことにより、

旅行者に満足してもらえるような体制整備を行っていきたい。

、 、 、・さらに 平成20年度からスタートする 子ども農山漁村交流プロジェクトへの対応として

全国500の受入地域認定を目指しており、今後、受入体制整備を含め積極的に事業に参画

していきたいと考えている。
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平成20年度「立ち上がる農山漁村」選定事例候補概要書

◎取 組 分 野： 女性・若者の力 【食 【交流】【 】 】

宮城県加美町１．都道府県、市町村
か み ま ち

農事組合法人 やくらい土産センター さんちゃん会２．団 体 名

女性たちが切り開いた新たな経営参画３．取 組 み の 名 称

４．取 組 概 要 等

◇概 要

加美町は宮城県下でも豪雪地帯であり、厳しい気象条件下のため生産性の向上は難しく、

農業は停滞していた。また、冬には他産業に従事する男性が多く、厳しい冬の地域や家庭を

守るのは必然的に妻や高齢者たちであった。そのような中、それまでの殻を破り女性たちの

活躍が地域に新しい風を吹き込んだきっかけは、昭和50年年代に実施した女性たちによる地

自分たちの住む地域の身近域の生活環境点検であった。それまで美点などないと思っていた

な自然の素晴らしさや文化の深さなどに気づき「暮らしの楽しみ方や生産活動があるともっ

と違う地域になる、将来自分たちの子どもが夢を持って暮らせるような地域づくりを自分た

と活動が始まった。ちの手で出来ないだろうか」

女性たちは「町のお土産、採りたての農林産物」を販売する施設の設置を町へ要望し、

地域の自然の恵みを販売すその願いが叶い完成したのが直売施設「土産センター」である。

と名付けた。るという意味合いを持たせ 「みやげ」ではなく「どさんセンター」、

平成６年には町に直売施設が整備され、その利用組織として「さんちゃん会」が結成さ

、 、 、 “ ” 、れた。会の名称は かあちゃん ばあちゃん じいちゃんが構成員である さんちゃん と

（ ） 、 （ ）太陽のＳＵＮ サン をいっぱい浴びた新鮮野菜を販売する 太陽のように燦々 さんさん

。 「 」 、と光り輝くように という願いを込め命名、 した 110人でスタートした さんちゃん会 は

平成14年には法人化し「農事組合法人やくらい土産センターさんちゃん会」を設立、平成18

年度には実績を評価され、町から直売施設の指定管理者の指定を受けた。組織も210人の大

所帯となり、売上高も2億円を超えた。

全国に直売所が増加し競争が激しくなる中、宮城県における先駆者として奢ることなく

前へ進むため今もチャレンジを続けているだけでなく、安定的な売上げを確保するため、仙

台市内のデパートへ週一回の出張販売を実施したり、消費者の物と心の満足を目指した手作

りのイベントを実施している。

こうした新たな取り組みを行いながらも「さんちゃん会」のモットーは設立当初から変

わらず「新鮮・安心・安い農林水産物の提供」であり、消費者が安心して食べられる商品作

り管理に知恵をしぼり 「旬のもの」を中心に笑顔の絶えない楽しい直売所づくりを目指し、

ている。

◇活動の規模

項目 H15 H16 H17 H18 H19

売り上げ 191,549 239,801 222,264 228,720 238,131

解説 単位：千円 土産センターの売り上げ

観光客入込 773,417 770,921 1,171,300 1,303,394 1,411,591

数 解説 単位：人 薬莱地域の観光客入込数

観光客入込 170,841 181,847 237,364

数 解説 単位：回 土産センター観光客入込数

35 23 25さんちゃん 20 32

会交流 解説 単位：回 視察、講演等受入対外交流回数
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項目 H15 H16 H17 H18 H19

イベント 2 5 6 7 7

回数 解説 単位：回 山菜まつり、創業祭、大収穫感謝祭、わらにお展示 等

◇活用している地域資源

・ 加美富士」とも呼ばれる加美町のシンボル「薬莱山」と地域の豊かな自然（荒沢湿原と「

水芭蕉、鳴瀬川）

・農林産物直売施設「やくらい土産センター」

・山の幸の販売施設「山の幸センター」

経・農家レストラン「ふみえはらはん 、農家民宿「おりざの森 、木菜子屋ファームなどの」 」

営者である女性起業家たち

・地域に伝わる伝統野菜である日本有数の地大根「小瀬菜大根 「小瀬菜大根」は、平成18」。

年度に日本スローフード協会の「味の箱船」に認定されている。

◇地域活性化のポイント

・ を生み出した。地域に女性農業者の経営参画という新しい役割

・ とな女性が主体的に生産活動に関わり自ら販売して経済活動を行うという直売の先駆者

り、県下に波及した存在は大きく、県全体の農業振興にも大きく寄与 （第２回の東北地。

方直売サミットを主催し、その後も視察受入や各地での講演を通じて自分たちの取組み

意欲のある女性起業家を生み出し、野菜や花きなどの園を県内外へ広めている）また、

するようになった。芸を地域に定着させ、若い担い手が就農

直売施設が中核となり、人と人とのふれあいを通じた「農村と都市の架け橋」となるよう・

にグリーン・ツーリズムへの取組みが始まり、点でしかなかった活動が線や面でつなが

広がっている （平成８年に設立した組織は平成15年の市町村合併をきっかり地域全体へ 。

けに「加美町グリーン・ツーリズム推進会議」となり、さらに「子ども農山漁村交流プ

ロジェクト」のモデル地域（体制整備型）に選定され、更なる交流拡大に挑戦している。

◇事業の今後の展開方向

生活改善グループの設立から約25年が経過し、第一線で活躍してきたかあちゃんたちも年

を経てばあちゃん中心になってきた 「さんちゃん会」が好きで生きがいであると会を辞め。

る人は少ないが、農家の高齢化、後継者不足によりこれからの時代を担う「後継者育成」が

課題となっている。このため、自分たちの歩んできた道＝さんちゃん会・農業の持つ魅力を

若い世代へ伝えることが新しい地域づくりへ繋がるとして、会員による開放講座の開催など

地域の誰もが気軽に参加できる講習会を計画している。

食品の偽装、中国産食品の安全性など「食」に関する問題が大きく取り上げられている中

「食」を担う自分たちが果たす役割を再確認し、毎日の取組みを大切にしてお客さんと生産

者の架け橋となるよう、一層信頼される農産物の生産や製造に日々精進していく。
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平成20年度「立ち上がる農山漁村」選定事例候補概要書

◎取 組 分 野： 食 【交流 【若者、女性の力】【 】 】

山形県鶴岡市１．都道府県、市町村
つるおかし

株式会社産直あぐり２．団 体 名

緑の下の力持ちから中核組織へ成長した女性の会３．取 組 み の 名 称

４．取 組 概 要 等

◇概 要

米の生産調整による稲作収入の減少、農産物価格の低迷、農業従事者の高齢化、後継者

不足の中で旧櫛引町では、平成３年以降、地域の特色を活かし、果樹・野菜等を振興するフ

ルーツタウン構想が掲げられた。

そのような中で平成８年12月にフルーツタウン直売施設運営管理組合が設立され、平成

９年９月には農産物直売施設「産直あぐり」が開設された。その後、農産加工施設の開設、

農家レストランの開設など され 平成20年５月には 株フルーツタウン構想の拠点として整備 、 「

式会社産直あぐり」として登記された。

直売施設として果物や野菜、花、山菜、米の産直や、地域の特産品を活用した加工品の

製造販売、地域の食材を活用した地産地消料理の農家レストランのほか、交流イベントも積

。 、 、 、極的に行っている ５月の山菜・孟宗まつり ９月のフルーツまつり ２月の雪まつりなど

につながり、ま多彩なイベントの開催が交流人口の拡大、リピーターの確保や集客数の増加

た、店頭では対面販売を行い消費者とのコミュニケーションを積極的に図っている。

さらに、都市農村交流の推進として東京都新宿区神楽坂での産直販売の実施、横浜市立

青木小学校の修学旅行での農業体験受け入れ、旬の果物を福祉施設へ提供することで地域福

祉への参画も行っている。

「あぐり女性の会」は、株主多彩な取り組みの中で、組合立ち上げ時から活動してきた

と株主家族の女性で構成 86名の当番制で販売などを行うほか農家レストランのされており、

活動している。また、平成20年サポート、施設内の装飾など、運営全般にわたる組織として

度には産直あぐりの情報発信誌「テクテク通信」を発刊し、女性の会メンバーと産直あぐり

、 。従業員が情報を持ち寄りそれぞれの紙面に書き込み イベント情報等も入れて発行している

◇活動の規模

項目 H15 H16 H17 H18 H19

売り上げ 312,072 315,425 302,058 342,832 354,565

解説 単位：千円 組合員の農産物、加工施設、レストラン等の合計

来客数 423,088 476,014 467,467 494,793 498,777

解説 単位：人 産直施設、レストランの入込客数の合計

雇用者数 12 12 12 12 12

解説 単位：人 従業員10名、パート2名

イベント 13 13 11 15 15

回数 解説 単位：回 さくらんぼまつり、雪まつり など

イベント 58,968 65,087 40,559 46,228 51,768

参加者 解説 単位：人 さくらんぼまつり、雪まつり など
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◇活用している地域資源

櫛引地域には多彩なくだものがあり、それらはそれぞれの集落に適した果樹を栽培してき

た先人達の努力の賜物であり、フルーツの里としての礎になっている。

６月のさくらんぼ、７月からはもも、ぶどう、りんご、８月には和・洋なし、10月には庄

、 、内柿と ６月下旬から11月下旬のりんご・ふじの収穫が終了するまでくだものの収穫が続き

平成18年度には手作りのジュー加工施設で作られるジュースやジャムの原料となっている。

スをシリーズとして商品化 平成20年度からはさくらんぼ、ぶどう、りんご、和なし、ラし、

する。フランス、庄内柿をセットにしたジュース「庄内果物紀行」を販売

◇地域活性化のポイント

地域で子育てしている若い女性食の安全が叫ばれ、野菜嫌いの子供たちが増えている中、

層向けに 安全で安心できる地域の農産物を使った料理産直あぐり女性の会が主催となって、

として鶴岡市の施設を活用し８月から４ヶ月間、毎月第４火曜日の夜に開催している。教室

販売する産直あぐり 食材とする食彩あぐり 原料とする加工あさらに、地域の農産物を 、 、

ぐりを地域の小中高校生への体験学習の場 地域の福祉として可能な限り提供しているほか、

施設で製品化された商品の販売、高等養護学校の生徒たちが自分たちで作った製品を自ら販

としても提供している。売する体験の場

◇事業の今後の展開方向

数多くの産直施設が建ち並ぶ中、独自の特色を確立していかないと生き残っていくのは難

しいと危機感をもっている。そこで、食の安全・安心を求める消費者へのニーズへの対応と

してトレーサビリティーシステムを平成17年度に導入しているほか、年々取組む作物を拡大

している。

地域の農産物を原料にして、あぐりの特徴を活かまた、加工品の開発に積極的に取組み、

していく。した加工品を開発

現在、女性の会が隣接するあぐり農園で学校給食用のジャガイモやかぼちゃを栽培してい

地域の特性を活かし消費者がるが、農園を「体験農園」としてイベント時に開放するなど、

としていくことで地域の発展にもつなげていきたい。安心して利用でき楽しめる施設



№7

平成20年度「立ち上がる農山漁村」選定事例候補概要書

◎取 組 分 野： 女性・若者の力 【交流】【 】

茨城県日立市１．都道府県、市町村
ひたちし

夢ひたちファームなか里２．団 体 名

農業体験から広がるつながりの輪３．取 組 み の 名 称

４．取 組 概 要 等

◇概 要

日立市中里地区は、茨城県北部に位置し、南北に流れる清流・里川沿いには日本の原風景

近年人口が減少し、農業従事者の高齢と言うべき静かなたたずまいが広がる地域であるが、

化に伴い観光農園の維持ができなくなり、観光農園を廃業する農家や耕作放棄地も増えてき

ている。この現状を打開するため、平成９年に地域の女性達８人が集まり、耕作できなくな

させた。った畑を利用して、市内の幼児を対象に芋掘りなどの農業体験をさせる会を発足

その後、新たに地域の農業経験者５人の協力を得て借用農地の拡大を図り、農業体験を希

望する数多くの親子などを受け入れてきたほか、幅広く活動の場を広げるため、平成18年に

は旅館業営業許可及び食品営業許可を取得し、会員制農家民宿「なか里」をオープンした。

会員制農家民宿「なか里」は、古民家をスタッフと協力員が手作りで改修したもので、こ

の民宿では周囲の自然を生かし四季を通じて山菜採りや魚取り、りんご狩り、そば打ち、ピ

ザの窯焼きなどのメニューや、地域の住民を講師にしたわら・竹細工などの体験ができる。

体験メニューの豊富さと、スタッフや地域住民の温かさが人気となり、利用者が増加し、さ

らに地元の良さを知ってもらうため、定住や二地域居住を希望する人たちの長期滞在も受け

入れている。

農業体験では、日立市内外の家族や個人のほか、地域の幼稚園児、児童、生徒の農業体験

学習も受け入れている。受け入れは長期にわたり、播種から収穫までの一連の体験ができる

ため、野菜嫌いだった子どもが自分で育てた生野菜をおいしそうにほおばっている姿も見ら

れる。

後継者不足で維持できなくなった果樹園などを借り上げ、オーナー制の導入によりまた、

作業は「夢ひたちファーりんご栽培を維持するなど、耕作放棄地対策にも取り組んでいる。

ムなか里」の会員が農家の指導を受けながら行っているほか、地元の福祉作業所に農作業の

一部をお願いすることによる地域の他機関との連携や、地元のぶどう畑の手伝い（援農）を

行うなど、新たな取組にも積極的に取り組んでいる。

◇活動の規模

項目 H15 H16 H17 H18 H19

売り上げ 25,000 56,000 564,100 834,740

解説 単位：円 H18からりんごオーナーや農家民宿を開始し、売り上げが急増

来客数 455 640 741 969 1,677

解説 単位：人 H18からりんごオーナーや民宿を開始。H19は団体も受け入れ。

イベント 5 5 5 7 6

回数 解説 単位：回 田植え、ドロリンピック、収穫祭、繭玉鳥追い祭りなど

イベント 215 294 326 432 771

参加者 解説 単位：人
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◇活用している地域資源

・地元産農産物、果樹、山菜

・里川、昆虫、里山（自然）

・繭玉鳥追い祭り（伝統行事）

・漬物、みそ、ジャム、ジュース（地元産品加工）

・竹細工、炭焼き、豆腐作り、手打ちそば、こんにゃく作り（伝統技術）

◇地域活性化のポイント

耕作が継続できなくなった畑や果樹園を活用し、都市住民や子供たちに農業体験や自然体

畑や果樹園でできた作物はそのまま、あるいは加験をさせる場としてよみがえらせている。

。工して付加価値を高めて販売し、活動資金に充てている

また、この地域でこれまで培われてきたりんご栽培のノウハウを活かし、かつ、耕作放棄

地対策にもなるりんごのオーナー制度を導入するなど、地域資源を活かした取り組みを進め

ている。

さらに、農家民宿開業により都市と農村の交流人口も増加し、地域に新たな賑わいをもた

「夢ひたちファームなか里」の活動は、徐々に地域に広がりを見せてらしている。こうした

この「夢ひたちファおり、退職して地域に帰ってきた住民が活動に参加するようになった。

ームなか里」が核となって、地域全体が元気になりつつある。

◇事業の今後の展開方向

農業従事者の高齢化と後継者不足で廃業に追い込まれた果樹園や、手入れが行き届かなく

なった農地がまだ多くある。そこで、組織を育成し、農作業の受託と援農をさらに拡大して

いくほか、後継者組織を育成し、新規就農を後押しする。

新しい体験メニューとして、平成20年に設置したピザ窯を活用したピザ焼き体験は大変好

評で、小中学生にも人気があるため、これを利用し、原料を全て地元産にこだわった米粉ピ

ザの体験・販売を行っていく。

また、都市住民に農家民宿へ長期宿泊してもらって地域の良さを知ってもらいながら、地

域との交流や二地域居住、定住準備を支援していく。
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平成20年度「立ち上がる農山漁村」選定事例候補概要書

◎取 組 分 野： バイオマス・リサイクル 【交流】【 】

茨城県阿見町１．都道府県、市町村
あ み ま ち

有機アクションプラットホーム２．団 体 名

今こそ 有機アクションで立ち上がろう３．取 組 み の 名 称

４．取 組 概 要 等

◇概 要

食料安全保障の危機から、いずれ争いにもつながるであろう農業問題について、環境配慮

となる行動（アクション）をする必要がある。そこで大事になるのは有機的に繋がりあう行

動である、ということに賛同した、つくばと横浜と阿見（茨城県）のメンバーが協働活動を

行うようになった。

平成19年に茨城大学農学部と立ち上げたオーガニックリサーチファームを拠点にして、横

浜市民、特に団塊の世代に参加を呼びかけるための有機型農業塾を開催し、それらの学習と

実践をアグリツアーとして実施するほか、横浜市民を対象に、つくば市や阿見町の風土や生

活文化、農のある生活を取り込んだ癒しツアーとしても実施する。

多様な微生物が棲む元気な土になった田畑に触れることが、田畑の本来の発酵もみがらで

であり、 で姿に触れること そこから収穫される野菜こそが昔、我々が食べていた本来の野菜

本来の地産地消の経験、本来の食と農の気づきとなるような地域間交流を実現ある。この、

こととしている。する

地域の特性を活かした商品づくり横浜開港150年祭とつくばの豊富な研究機関とを結び、

を行うための交流会や講演会を行う 横浜市とつくばのそれぞれのイベントに発酵もみほか、

し、その一部を寄付することとしている。がら入り堆肥料で作った野菜を販売

（H20～H24までの目標値）◇活動の規模

項目 H20 H21 H22 H23 H24

生産量 1 5 10 20 30

解説 単位：㌧ 発酵もみがらで元気な土を作り、野菜を栽培

売り上げ 100 500 1,000 2,000 3,000

解説 単位：千円 平均単価を100円として概算。イベント等は含まない。

ファーマーズ 6 6 6 6 6

マーケット 解説 単位：回 大規模なファーマーズマーケットを毎年１回ずつ開催予定

イベント 1 3 3 3 3

回数 解説 単位：回 春と秋に有機農業塾を開催、夏には子ども達の食と農の体験

イベント 30 50 60 50 60 50 60 30 60 30大人 、子供 大人 、子供 大人 、子供 大人 、子供 大人 、子供

参加者 解説 単位：人 横浜から阿見・つくばへ

◇活用している地域資源

・発酵もみがら生産施設と、リサーチファームの実験圃場周辺の景観

・つくば市栗原のガラスハウス８棟と直売所

・筑波山南麓の本郷にある、ハートフル食農の里予定地と筑波山の景色

・バイオの力で14日間の迅速発酵をさせた「発酵もみがら （通常の発酵分解には２～３年」
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かかる）

・つくば市内の研究施設（市内には、200以上の研究施設がある）

すでに 「食と農の科学館 つくばリサーチギャラリー」はつくばと横浜の交流を歓迎し、

ており、平成20年６月の横浜開港150年祭プレイベントでは、展示品のパネルや展示物であ

る稲のサンプルなどの貸し出し協力を得た。

・横浜赤レンガ倉庫での、有機アクションマーケット

◇地域活性化のポイント

この取り組みは有機的につながり合う取り組みであるが、つながり合うことから地域活性

化を目指すこととしている。

①日本の有機型農業として発信し、アジアン農業としてつなげる

産官学で開発された発酵もみがらを核とした有機農業塾を、つくばにある様々な施設

を活用しながら開催し普及を目指す。発酵もみがらは、ライスセンターへの提案型取り

アジアの農業関係者への発信も考えているほか、アジアからの視察組みでもあるため、

や体験も受け入れる。

②都市間連携プロジェクト

横浜との都市間連携による取り組みを中心に、横浜市民と有機的に交流する。

③ＰＲ活動

横浜での定期的な有機アクションマーケットの開催により、消費者へアピールする。

④インドでの取り組み

ソーラーランタンプロジェクトを支援協力することにより、カーボンニュートラルや

子どもたちの環境国際教育としての連携を図る。

◇事業の今後の展開方向

①活動を東京や他の都市へも水平展開し、地域メンバーと協力し、有機アクション塾を開催

する。

②有機アクション農業塾の体験者を募集する。

③発酵もみがら農業の普及活動を行う（特にアジアの農業へ 。）

④グリーンアグリツアーとして農業観光企画を実施していく。

⑤教育ファームとして、学校への活用を働きかける。

⑥有機アクションマーケットを横浜やつくばで開催する。

⑦プラスワン有機アクションチャリティーイベントを開催する（年一回程度 。）

、 、⑧ソーラーランタンプロジェクトへの積極的な参加により カーボンニュートラルへの貢献

世界の明かりが無い子ども達を支援するネットワークを誕生させ、明かりを届ける。
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平成20年度「立ち上がる農山漁村」選定事例候補概要書

◎取 組 分 野： 交流】【

群馬県川場村１．都道府県、市町村
かわばむら

群馬県川場村２．団 体 名

田園理想郷をめざして－自然と農業による村づくり－３．取 組 み の 名 称

４．取 組 概 要 等

◇概 要

群馬県川場村は群馬県の北部に位置し、総面積の約80％が山林で占められた中山間地域で

ある。総人口約4,000人の小さな自治体ではあるが、総世帯数の半数を農家が占め、村内は

豊かな自然と伝統的な農業により、昔ながらの農村原風景を有している。

全国的に問題となっている農家の高齢化や担い手不足による農業離れの影響を少なからず

受けてはいるが、自然と農業による村づくりは今も変わらず住民の中に生きており、近隣市

町村が工業誘致や市町村合併を進める状況にあっても、住民はこれまで通り自主自立の道を

選択してきた。

やすらぎ・そのような中で、川場村にとっての最大の武器である自然と農業を活用した、

癒し・農業や農村への回帰といった現代社会が求めているたくさんの夢や希望をかなえるこ

とが出来る「田園理想郷」を目指し、村が持っている独自性（=identity）を生かした取組

。を行ってきた

①都市との交流：東京都世田谷区と縁組協定を締結しており、毎年区内全ての小学５年

生が移動教室により村内で農業体験や自然とふれあう活動を行っている。さらに老人会

世田谷区民にとっ等の各種団体との交流や、区と村の住民間の個別交流も盛んであり、

て川場村は２番目のふるさとにもなっている。

②地元農産物の販売：川場村の第三セクターである（株）田園プラザが運営する道の駅

「田園プラザ」において、村内で収穫された農産物や特産品の販売、ジャム作りやそば

打ち体験等を行い地域活性化につなげている。

③ブランド米の推進：村内の天然水により育まれたコシヒカリを、ブランド米「雪ほた

か」として推進している。なお 「雪ほたか」は皇室献上米としても有名であり、全国の、

コンクールにおいても上位の成績を残している。

④伝統的行事の継承：村内では 「春駒まつり」や「獅子舞」など伝統的な行事を継承し、

ており、開催時には多くの観光客が訪れている。

（※活動が「村づくり」であるため年度を２年ごととした）◇活動の規模

H10 H12 H14 H16 H18項目

175 186 168 193 182農業粗生産額

解説 単位：千万円

23 14 31 56 67認定農業者数

解説 単位：人

452,500 592,100 679,000 667,200 701,200観光客入組数

解説 単位：人

世田谷区との

交流事業 解説 延べ人数では約130万人の交流があり世田谷区の人口（約80万人）を上回っている
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◇活用している地域資源

・豊かな自然環境

・地元農産物

・昔ながらの農村原風景、田園環境

・温泉

・住民の村への愛着と誇り

・人と人とのつながり

◇地域活性化のポイント

①村の特色を生かす

国道や鉄道もなく住民はこの現実を受元来川場村の地域資源は山林と農地しかなかった。

け入れざるを得なかった 住民が村の自然や農業へ愛着と誇りをもつ理由となっが、それが、

と言える。住民の持っている共通意識が、川場村の村づくりへとつながっている。た

②自主自立の選択

川場村の村づくりへの一つの答えが、近隣市町村が合併を進める中、住民は自主自立の道

を選択したということである。これまで進めてきた村づくりが間違っていなかったことの表

れであるとともに、今後の地域活性化の弾みにもなっている。

◇事業の今後の展開方向

行政・住民ともに自然と農業を生かした村づくりの方針はこれからも変わることはない

が、今後はより一層「自主・自立」を展開していくことが必要となっている。

そのためには農産物のブランド化や品質・安全性の向上、農業生産におけるリサイクル等

が必要であり、行政と住民が一体となって努力していかなければならない。また、近隣市町

村と比べて耕地面積が少ない川場村であるが、自立のためにいたずらに農業経営規模の拡大

や工業団地誘致誘致などに走ってはいけないと考え、豊かな自然環境に配慮し、川場村にし

かない付加価値を見出すことが、将来の村の発展につながると考えている。
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平成20年度「立ち上がる農山漁村」選定事例候補概要書

◎取 組 分 野： 交流】【

千葉県南 房 総 市１．都道府県、市町村
みなみぼうそうし

株式会社ガンコ山２．団 体 名

ガンコ山ツリーハウスヴィレッジのツリーハウスマスター３．取 組 み の 名 称
ツアー

４．取 組 概 要 等

◇概 要

ガンコ山ツリーハウスヴィレッジは、放置された山林森林を活用して造られた自然体験施

設で、ツリーハウス造り「ツリーハウスマスター」をはじめ、ユニークなマスター制度で自

然体験のメニューを開発し、森林の整備活用と自然体験事業を両立させている。

、 （ ） 、放置された中山間部森林の活用と整備再生を目指し 1998年に 株 ガンコ山と地元集落

有志により活動開始したもので、今までと違う価値観で森林をプロデュースして、経済林と

。 （ ） 、してツリーハウスを通し自然体験を行うに至った 年間2,800人 H20年度予想 の人が訪れ

特別な資源特また日本人だけでなく外国からのインターンシップも受け入れていることは、

ことの証明産物のない中山間部の放置山林でも、アイディアと活用次第では事業価値を持つ

となっている。

冒険と挑戦、子どもが大人になるための修行の場というコンセプトで自然の中で遊びなが

らも知恵を磨く自然体験メニューの中でも 親子でツリーハウスを造るファミリー向けの ツ、 「

リーハウスマスター」の体験は申し込みが殺到するヒット体験になり、メディアでも広く紹

介されている。

マーケティングの特徴として顧客層を重層化 ファミリー向け以外に学また、 させており、

校向けのツリーハウスマスターや成人向けのツリーハウスマスタープロ、ＪＲの企画募集に

よる夏休み隠れ家作り体験や大人の休日倶楽部ツリーハウスマスター、外国人向けのツリー

されている。ハウスマスターなど、幅広く通年で展開

体験商品のコンセプトをターゲットごとに分けていて、ファミリー層→アウトドア自然体

ガ験市場 成人層→ＤＩＹ市場 外国人層→エコツーリズムと色分けてしている。一方で、

ンコ山以外でも「ツリーハウスマスター」はパッケージドプログラムとして広域展開が行わ

。れ、県民の森や市民の森などでも行われ、参加者から大きな反響を得ている

◇活動の規模

項目 H15 H16 H17 H18 H19

売り上げ 180 250 420 1,050 1,600

解説 単位：万円 H18年度よりマスター制のプログラムが確立

来客数 260 320 530 1,530 2,350

解説 単位：人 H18年度よりHP集客、メディア露出高まる。H20年度は外国人増

雇用者数 3 3 6 20 30

解説 単位：人

◇活用している地域資源

・放置山林の活用（ツリーハウスの材料となる木材の利用で自有林の間伐促進、竹によるク

ラフト、地元の杉材）
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・自然エネルギー（太陽光発電、風力発電）

◇地域活性化のポイント

地域文化として「今そこにある資源の最大活用」を図ること、間伐材利事業推進にあたり

ことで地域のプライドを用や太陽光発電など自然エネルギーを生かし、環境との両立を図る

保ち、かつ日本の人だけでなく外国人市場にアピールできることとなり、さらに次のような

点を証明することとなった。

① 特別な資源に恵まれない放置された山林森林でも、活用次第では社会に貢献する価値

を持ち得ること。

ガンコ山は全くの交通機関不便過疎の地であるが、ＪＲなどの観光機関から支持を集

め、日本国内外を問わず、世界のメディアにニュースを提供し続けている。

② 価値の報酬として、自然体験提供が事業として成立すること。

③ 自然体験そのものが、森林の整備活用につながり、環境と経済が両立すること。

◇事業の今後の展開方向

パッケージドプログラムとして「ツリーハウスマスター」を広域展開することにより、遊

休森林の整備と地域活性化の両立に役立つことから、自然体験推進事業、観光施設で採用さ

れると考えられる。特に、特別な資源の無い地域やスキーリゾート地域などではオフシーズ

ンの対策に、またツリーハウスマスターのプログラム導入は軽投資で済むものであり、採用

されやすいと思われる。主催者に宿泊施設が無くとも近在宿泊施設に任せればよく、地域全

体の活性化につながり、ＪＲ等との連携もとりやすくなり地域の宣伝が促進される。

ツリーハウスマスター体験後の特徴として、参加者は継続して自発的に森林整備活動に参

加したいという希望が強く、新しいコミュニティが形成され地域が活性化する。ツリーハウ

スマスターは、冒険、挑戦という子どもらしさを取り戻す自然体験ということだけでなく、

日本の森林から派生した大工文化を学ぶ点では、エコツーリズムの市場にも対応するもので

ある。森林活用整備の面で企業のCSRや県民の森、公的森林でのプログラム導入が増えてい

くと思われる。
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