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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 【知的財産】【 】

岐阜県海津市１．都道府県、市町村
かい づ し

（有）レイク・ルイーズ 米粉食品開発事業部２．団 体 名

米100％で作る安全・安心の麺の製造３．取 組 み の 名 称

４．取 組 概 要 等

◇概 要

設立以来、ベーカリーにとどまらず様々な穀物を用いて積極的な商品開発に取り組む中、

地元農家からは米の有効活用についての相談を度々持ちかけられ、地元産米粉を原料とした

。パンの製品開発も進めてきた

そのような中 「道の駅」の開設に伴い、地元の生産農家及び旧南濃町（現：海津市）か、

南濃ら特産品開発の依頼を受け、平成16年、自家製粉で作る米粉パンを発売した。その後、

町の特産品である「ハツシモ」の米粉を利用できないものかと検討を重ね、試行錯誤を繰り

返す中で、美濃ハツシモの特徴である“粘り”が強く“味の劣化”が比較的少ないという特

した。長を十分に活用し、米粉を使用した麺が完成

当初はつなぎに小麦由来品を使用するなど一般的な製法にとどまっていたが、岐阜大学応

用生物化学部の後藤清和教授の指導を受けつつ原料・製品の改良等を行う中で、小麦由来品

商品は”べーめや芋でんぷんを一切使用せず、100％米粉のみでの麺製造に成功した。この

ん”と命名し、平成18年４月に商標登録されたほか、米麺の生地製法とこれに必要な専用器

である。具について特許を申請中

また、米粉食品開発研究会を発足して様々なフェアなどでＰＲしながら販売する中で、平

成20年１月、有限会社レイク・ルイーズ米粉食品開発事業部として法人化し、岐阜県美濃地

方の地域資源である「ハツシモ」を100％使用し、精米から製粉、製麺までのすべてを1社体

制とした。小麦などを一切使用しない製品として岐阜産業フェスタへの出展や道の駅「昭和

村」等での販売を行っている。

◇活動の規模

項目 H15 H16 H17 H18 H19

売り上げ 1,400 2,700

解説 単位：万円 米麺、米粉パンに年間約30ｔの米を使用

雇用者数 4 7

解説 単位：人 社員２名、パート５名

イベント 10 25

回数 解説 単位：回 岐阜県産品フェア、フーデックス、農業祭、産業フェアなど

◇活用している地域資源

美濃ハツシモ○

昭和10年の交配以来、岐阜県農業試験場が中心となり、東海地方の気候や風土に適した、

病気に強く多収で品質の良い米の育成に取り組み、ついに昭和25年に誕生した。ハツシモの

栽培には、温暖で比較的粘土質の海抜の低い低湿地が適しており、岐阜県内では大垣市、岐

阜市、羽島市、養老町、輪之内町といった西南部を中心に栽培されている。
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ハツシモの特性として、大粒の晩生品種で、梅雨を越しても味が落ちることなく、季節に

関わらず品質とおいしさが安定している点で優れている。平成６・７年には、(財)日本穀物

検定協会が行っている食味ランキングで２年連続して「特Ａ」と評価されている。冷めても

美味しく食べられることから、白飯、おにぎりはもとより、中部地方、関西地方では古くか

ら寿司米としても重宝されている。

◇地域活性化のポイント

米生産農家より生産される米はすべて米食用として出荷され、米加岐阜県西濃地域では、

工産業はゼロという状況であり、米麺を製造するためにハツシモを活用するというのは初の

である。試み

農林水産省でも米の消費拡大の一環として平成17年に「米粉食品普及推進協議会」を発足

させ、米飯以外の米の拡大による需要増を推進している。こうした中で、米粉の製粉過程で

日熱を加えない、アルファ化した米粉をつなぎに活用する、といった製法上の工夫を重ね、

本人が長年親しんだ「ごはんのおいしさ」を風味として残したまま、米100％使用の米麺と

しようとしている。して販売することで、米粉を用いた新たな需要を開拓

◇事業の今後の展開方向

地元米生産者の所得向上および米の消費拡大に寄与できるよう、地域の農業関係者との連

携により、体験農業型の取り組みの中での特産品開発をし、地産地消だけでなく地産外消へ

も広げていく。

「べーめん」は、材料に小麦粉を一切使用していないため、小麦アレルギーに悩む人達の

「麺類(うどん・きしめん等)が食べたい」という声(ニーズ)にも応えることができる商品で

あるが、現状では小麦粉の代替品という考えから脱却できていない状況である。そこで、米

粉の特徴を生かし、美味しいものを作れば「米粉」は新しい食材として認知されていくはず

である。カステラやロールケーキなどの商品開発も完了したので、レシピを地元のお菓子屋

さんに提供しながらコラボレーション販売していく予定である。

現在は米粉を使用しているだけで商品が注目を集めているが、ブームで終わることの無い

ように魅力ある商品を開発していくことで農業の活性化、食糧自給率の向上につなげていき

たい。
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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 【知的財産】【 】

愛知県南知多町１．都道府県、市町村
みなみちたちょう

日間賀島漁業協同組合２．団 体 名

漁業と観光業の相互扶助による明るい島づくり３．取 組 み の 名 称

４．取 組 概 要 等

◇概 要

、 。日間賀島漁業組合は 大正元年に日間賀島の持続可能な漁業経営と発展のために設立した

その後、漁業生産量の増大を目指し、トラフグ、アサリ等元々地元で獲れていた５種の魚介

類の放流に取り組んでいたが、平成になり漁獲量の減少傾向が目立ち始めたため、資源量確

保および増加のため中間育成の取り組みも行うようになった。

一方で近年の食生活の変化による魚離れや輸入品の増加による単価の低迷により、漁獲高

は減少傾向にあった。このため、地元観光協会と連携し、日間賀島産魚介類の付加価値向上

を図るため、ブランド化を推進することによる単価向上と地域の魅力向上に努めている。

日間賀島観光協会と共同で島内漁港で年に6～7回、日間賀島産の旬の魚介類を使った無料

試食会を開催し新鮮な魚介類の美味しさを観光客にアピール 伊勢湾岸道の刈谷ハイしたり、

を行った。これらの取り組みは新聞に取り上げられるウェーオアシスにおいて魚介類の直売

等、多くの人が興味を示したが、アンケート調査では、魚を捌くことを敬遠されたためか、

切り身での販売要望を多数頂いた。

家庭における魚介類の調理方法を学んでもらう必要性を感じ、平成17年に県主催そこで、

で行われた「見て獲って学ぶ海の体験」事業で、県内30組の親子に対して魚介類の漁獲方法

し、参加者から好評を得た。この経験をや調理方法について漁業者・観光協会が共同で指導

活かし、白ミル（ナミガイ）を漁獲している潜水業者組合は調理方法等を記載した料理メニ

ューのマニュアルを作成し、旅館や民宿に配布した。

「 」さらに 平成18年には、 他地域との差別化を図るため 日間賀島の漁師が捕った魚介類です

しというシールを作成し、鮮魚仲買人と協力して、日間賀島産魚介類にシールを貼付し販売

ている。また、漁業者の高齢化対策の一環として一人あたりの漁獲量の少ないアサリ漁業に

ついては漁協が集荷、共同出荷する等で高齢漁業者に配慮した取り組みを行っているほか、

平成20・21年度にはレキの投入による２枚貝の増殖施設の設置を計画している。

◇活動の規模

項目 H15 H16 H17 H18 H19

生産量 2,900 2,500 3,300 3,000 4,400

解説 単位：㌧ 組合員の水揚げ量

売り上げ 23.2 20.1 27.1 25.4 28.9

解説 単位：億円

イベント 6 6 6 7 7

回数 解説 単位：回

イベント 5,500 6,000 6,300 6,500 7,000

参加者 解説 単位：人

体験漁業 81 87 110 107 120

参加者 6,852 7,986 9,087 9,336 10,000

解説 上段：学校数（校）

下段：生徒数（人）
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◇活用している地域資源

タコやフグ等の海の恵みと島内からの景観

、 、日間賀島は伊勢湾 三河湾という豊かな海に囲まれている周囲5.5kmの風光明媚な離島で

650世帯、2,200人が生活している漁業と観光業の島である。

多種多様な水産物が漁獲されることから、日間賀島の観光業では積極的に新鮮な水産物を

提供している。特に漁獲量の多いタコや特殊な食材のトラフグを観光の主な食材に位置づけ

日間賀島を「たこの島 「ふぐの島」という愛称で宣伝し、島内のマンホールるとともに、 」

また、漁協も協力し、にもたことふぐの絵を描き、観光客に強いインパクトを与えている。

海水浴場でのイルカとのふれ合いによる介在療法（自閉症の子供たちを招待し、イルカとふ

れ合うことでの病気治療）も行っている。

◇地域活性化のポイント

「漁業と観光業の相互扶助による明るい島づくり」の取組は、離島というハンデがある日

間賀島の島民に元気と希望を与えている。

ここ数年、漁業では漁獲物の減少、価格の低迷、燃料の高騰、資材の値上がり等で経費が

、増え収入が減少し 観光業では観光客の減少が見られる そんな中、 。 、漁業と観光業が連携し

両産業の発展と島の活性化のため、離島の特徴を活かし、ぎおん祭、たこ祭・ふぐ祭・貝ま

。つり等の多種多彩なイベントを行っている

、 、 、また 小中学生を対象に漁船を使った体験漁業 地元の磯での潮干狩り・海中生物の散策

、 、海水浴場を利用したタコのつかみ取り・観光地引き網 調理体験等の漁業関連の体験を実施

宣伝することで日間賀島の良さ、旬の新鮮な魚の美味しさを実感してもらっている。

このような様々な活動を通して日間賀島産の魚介類の販売促進、小中学生の体験漁業者や

観光客数の確保に取り組んでおり、観光と漁業が連携した地域活性化に貢献している。

◇事業の今後の展開方向

日間賀島漁協は比較的新規就業者が多い（平成9年～18年の10年間で71人就業 。一方で、）

60歳以上の高齢者の個人漁家も数十漁家ある。このようなことから、高齢者にとっても効率

的な漁業形態や、漁家経営の安定のために日間賀島産の魚介類のさらなるブランド化、付加

価値向上を図る。具体的には、観光協会の試食宣伝イベントにこれまで以上に積極的に参加

して魚介類の提供を継続するとともに、大消費地名古屋に隣接する地の利を活かし、都市部

の集客施設において展示即売会を実施する。

また、観光業と協力して、小中学生を対象にした体験漁業の積極的なＰＲを行い、漁家

所得の向上、小中学生とのふれあいによる高齢者の楽しみの場の確保を図るとともに、魚介

類の販売促進、将来の観光客の増加を目指す。

今後、さらに日間賀島産の魚介類を活用した漁業と観光業の相互扶助により、住民にと

ってこれまで以上に明るい島に発展させていきたい。

マンホールのふた（タコ・フグ）
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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】【

愛知県東栄 町１．都道府県、市町村
とうえいちよう

とうえい宝の山づくり実行委員会２．団 体 名

チェンソーアート競技大会IN東栄３．取 組 み の 名 称

４．取 組 概 要 等

◇概 要

東栄町の2000年記念イベントにアメリカ人のチェンソーアート世界チャンピオンが来日

し、実演を披露した。その際、日本初のチェンソーアートの講習会も開催され、そのときの

受講生が中心になり、平成13年 「チェンソーアートクラブ マスターズ・オブ・ザ・チェ、

クラブのメンバーが中心となって組織された「とうえい宝の山づンソー東栄」を設立した。

、下部組織のくり実行委員会」は、町議会総務経済委員長や町内の経済団体等から成り立ち

運営委員会のメンバーであるチェンソークラブ員によって運営が行われている。

平成13、14年には「個性ある山村地域再構築実験事業」の補助を受け、第１回、第２回の

チェンソーアート大会が開催された。その後平成20年まで８回のチェンソー競技大会を毎年

開催している。競技大会は町内の「東栄ドーム＆グラウンド」にて２日間開催され、国内外

のチェンソーアーティスト約50名が選手として参加している。

この大会はチェンソーアートの技術を競うイベントであるが、同時に都会から来る観客に

としている。そこ間伐の重要性を知ってもらい、山の保全に対する理解を求めることを目的

で、家族連れにも楽しんでもらえるよう、木工広場や木登り大会など子供を対象としたアト

ラクションを開催したり、おが粉や木っ端の無料配布などを行っている。また、第２会場を

設けて作品を展示したりするなど、毎年、内容に変化をもたらすよう工夫をしているほか、

世界チャンピオンと地元の和太鼓集団「志多ら」の競演ショーや地元小学生の絵画展、地元

特産品の販売等を通じ、 にもなっている。東栄町のＰＲの場

資金面では、県の「地方振興補助事業」の補助金を活動費に充て、また大会の趣旨に賛同

してする企業・地元商店などからの協賛金も得られるようになった。

◇活動の規模

項目 H15 H16 H17 H18 H19

売り上げ 7,566,107 2,976,843 4,763,875 4,045,100

解説 単位：円 チェンソーアート大会の決算額(収入)

来客数 3,000 3,000 3,000 10,000 5,000

解説 単位：人

雇用者数 25 25 30 30 40

解説 単位：人 ボランティアスタッフを含む

ｲﾍﾞﾝﾄ回数 １ 1 1 1 1

解説 単位：回 毎年５月に実施

ｲﾍﾞﾝﾄ参加 60 82 76 87 75

者 解説 単位：人 選手及び出店者
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◇活用している地域資源

メインとなるのは町の面積の９０％以上を占める森林の杉の木である。大会では東栄町内

産の三河杉の間伐材を使用しているほか、大会に多くの観光客が来ることにより、町内にあ

る「とうえい温泉」や宿泊施設、あるいは地元の商店街などを活用している。

この地方の伝統行事で国の重要無形文化財に指定されている「花祭り」をウェルカムパー

ティで紹介するなど、東栄町の新しい文化であるチェンソーアートを楽しむだけでなく、伝

統ある文化も楽しんでもらうことにより、東栄町に対する理解を深めてもらっている。

◇地域活性化のポイント

地元産三河杉（間伐材）の利用により林業の活性化を推進し、副産物であるおが粉の無料

配布により地域資源の再利活用を行い、自然環境の保全を促している。

海外からの選手や観光客を迎えるにあたってはホームステイを実施し、ウェルカムまた、

パーティを開催するなど地域住民と交流の輪を生み出し、地域の連帯感を高めている。

◇事業の今後の展開方向

平成22年には第２回のチェンソーアート世界大会を開催予定しているため、平成21年はプ

レ世界大会ということで、国際交流チェンソーアート競技大会を開催を予定している。単な

るチェンソーアートの競技大会だけでなく、来場した人に東栄町の魅力を伝えることのでき

るようなイベントになるよう工夫し、リピーターとして何度も東栄町に訪れてもらえるよう

にする。

競技大会では、町民が普段なかなか接する機会のない外国人との交流の場を設け、国際関

係に目を向けるきっかけとなり、今後も町民レベルでの交流が広がっていくことを期待する

ほか、山村の現状（山の現状）を知ってもらうためのパネル展示などの啓発事業の部分は、

そのスペシャリストである、県の林務課などの協力を得て展開していく。

この大会は日本における最古で最大規模の大会であり、林業関係者からも将来性などに

ついて注目されている。まだ歴史の浅い分野ではあるが、それだけに可能性を秘めており、

山村の活性化に多いに役立つと考えている。
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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 【人材育成】【 】

三重県四日市市１．都道府県、市町村
よつ か いち し

森林の風（もりのかぜ）２．団 体 名

まちの木こり人育成講座と森林再生３．取 組 み の 名 称

４．取 組 概 要 等

◇概 要

昭和20年代から40年代に植林された森林は、材木価格の低迷に林業従事者の激減が重なり

荒廃した状態になっている。また、森林所有者も都市部での生活が進み、森林の境界も不明

。 、 、 「 （ ） 」となりつつある この現状を打開し 自然な環境を守るため NPO法人 森林 もり の風

活動のための人材として団塊の世代をターゲットに講習会を開を設立し、活動を開始した。

し、 こととした。催し人材を育成 活動資金と賃金の確保できる道を求める

１ 「まちの木こり人育成講座」．

団塊の世代を中心にした森林講座を年15回以上開催している。会員の技術や知識向上と森

林再生を目指す人材獲得のためのもので、年間参加総数は200人に上る。講座で使用した資

料を「水源の森プログラム 光水土風」と命名し、初心者向け冊子を作成することで、さら

なる人材育成につなげている。

２．請負林業

森林所有者及び森林組合や行政からの委託事業として、間伐、地拵え、植樹、枝打ちなど

の保全作業を行っている。

３．地域の森林啓蒙活動

間伐材を有効利用してのイベント活動などとして、広葉樹の積み木、バードコール、貯金

箱づくり、体験林業などを行っている。

４．森林再生見本林

主たる活動地(約10ヘクタール)を林業の見本林として施業し、見学案内を行っている。

企業の森 企画・運営５．

本田技研工業(株)と契約を結び、鈴鹿製作所の森林保全活動を指導して平成20年度で３年

（平成20年10月に正式契約の予定 。目に入るほか、(株)ＮＴＮとは契約準備中である ）

◇活動の規模

項目 H15 H16 H17 H18 H19

営業額 1,000 3,000 5,000

解説 単位：千円 活動費用は、年々増加している

正会員数 10 13 16

解説 単位：人 会員は募集していないが、毎年増加し、20年は200名

活動回数 50 150 150

解説 単位：回 イベントを含む会の活動総数

活動参加者 350 600 900

解説 単位：人

契約山林数 1 3 7

解説 単位：件 個人の森林所有者との契約

施業山林 3 10 12

解説 単位：ha 森林施業面積
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◇活用している地域資源

・三重県北部の鈴鹿国定公園付近の森林を中心に、杉ヒノキの人工林再生と、広葉樹を含め

て森林資源の有効利用

・地域の森林組合との協力

◇地域活性化のポイント

①地元森林組合や生産森林組合との共同活動、鈴鹿森林組合との提携を図っている。

②「水源の森を守る活動」をアピールして地域住民と友好関係を築くことで、住民の協力体

制が進んでいる。

③各地域に見本林を作成し、森林所有者への施業要請をしている。施業契約は７件（２件が

進行中）で、契約面積は約25へクタールとなっている。

④地域デイサービスの木材ボイラーへ間伐材を販売することで、間伐材の有効利用につなが

っている。

⑤林業体験や年間15回以上の講習会を、都市部からの参加者を募りながら開催する中で、修

了者から３名の林業従事者が生まれている。

神奈川県や愛知県などの県外からも林業体験や講習会の参加者が増えており、都市部と山⑥

。村の架け橋を目指している

◇事業の今後の展開方向

、 、 。①森林の講習会で 団塊の世代やサラリーマン層を育成し 自然環境及び森林再生を進める

②企業と提携した森林づくりは、双方にメリットが大きいため、今後、４社以上の契約を目

標とする。

③講習会修了者で林業の請負を進めて、定年後の安定収入を目指す。

④山の産物（広葉樹、間伐材など）の有効利用を提案する。

⑤自然環境などのボランティアの模範となる活動と、集まり情報交換のできる拠点づくりを

進める。

⑥会員１名あたり年間１ヘクタールの森林再生を目指す。

⑦グリーンツーリズムインストラクターを増員(現在１名を４名まで増やす)し、都市部と山

村の交流活動を深める。
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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】【 】 】

三重県桑名市１．都道府県、市町村
くわ な し

すし工房なばな２．団 体 名

郷土料理「箱ずし」で米消費拡大と次代への食文化の伝承３．取 組 み の 名 称

４．取 組 概 要 等

◇概 要
ＪＡ女性部で米消費拡大運動を進めていく中で、子ども達に学校給食の米飯嗜好を調査し

家庭ではほとんど作られたところ、多くの子ども達が「ごはんがいい」と答えた。そこで、

なくなった長島町の伝統料理「箱ずし」の美味しさと食文化とを一緒に伝えていくため、す

し箱を持ち寄って作った箱ずしをイベントで販売するようになった どのイベント。箱ずしは

した。でも販売開始早々に完売し、反応も良いことから起業を決意

平成17年３月から営業を開始したが、平成19年度の食アメニティコンテスト農林水産大臣

賞受賞を契機に地元を中心に直売所や注文販売が増え、着実に売上を伸ばし、女性の経済的

自立の場として機能している。

①家庭の味を商品化

メンバー各自で各家庭の箱ずしを作り、試食会を重ね、幅広い層に好まれるように現代風

トレードマークをデザイナーに考案してもらいオリジナルな味、外観にアレンジしたほか、

。パッケージシールを作成し、商品に貼り付け印象づけている

、 「 」「 」また 木曽三川に囲まれた長島町ならではの箱ずし もろこ寿司 つなし(コハダ)寿司

も懐かしい郷土料理として商品化している。

②販路拡大への取組

伝統料理「箱ずし」の町内のイベントでの販売や、各家庭や寺の祭事で注文販売を受ける

ことで、口コミで販路拡大を図っているほか 「三重の食 腕自慢」の商品100選の入選や、、

マスコミで取組が記事になることにより知名度がアップしている。また、県域レベルのイベ

ントでの積極的な販売で、イベント企画側にもＰＲする機会を多く作り、会合や規模の大き

な研修会の昼食として活用されるようになり、販売エリアは三重県全域に広がっている。

③米消費拡大運動への貢献と米の伝統料理の文化伝承

箱ずし１食あたりの米の使用量は１合弱で、普段の食事で食べる１食の一人あたりの米の

量の約２倍を食べることから米消費拡大につながっている。

地元小学校の課外活動や箱ずし体験教室で「農」にまつわる「食」の歴史や行事を伝え、

交流を図っているだけでなく、対面販売を行うことで消費者の声を聴く機会、郷土食の紹介

の機会、食育啓発の機会をつくっている。また、地元の若い主婦層への体験教室を開催し、

親世代からの技術の伝承の役割と、すし工房なばなの後継者育成の場としている。

◇活動の規模

項目 H15 H16 H17 H18 H19

生産量 50俵 70俵 100俵

解説 単位：俵 地元産米の使用量（1俵＝60kg）

売り上げ 1,000 1,377 1,576

解説 単位：万円

イベント 15 15 15

回数 解説 単位：回 箱ずし体験教室（年２回 、輪中の郷のイベント等での対面販売）

体験教室 80 80 80

参加者 解説 単位：人 箱ずし体験教室参加者

◇活用している地域資源

○地元産にこだわった原料
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地元の担い手農家が生産した米、地元の海苔、地元漁師から購入したコハダ、長島町の特

産品「なばな 、それぞれ農家でもあるメンバーが生産した野菜を使用している。」

○施設

販売所はＪＡながしまＡコープ、ナガシマリゾートなばなの里「花市場 、伊勢湾岸自動」

車道長島ＳＡである。加工場はなばなの里に隣接した場所に構えているが、特にナガシマリ

ゾートは三重県内で最も来客数が多く、立地条件に恵まれている。

○道具

。昔、嫁入り道具として持って行ったが、今では各家庭で眠っているすし箱を活用

○地域・人

、 、 。長島町は水郷地帯で 朝から船で田んぼへ行き 夕方までそこで作業することが多かった

そこで、地元でとれる食材を使い箱ずしをつくり昼食として農作業に持って行っていたが、

、 、昭和34年の伊勢湾台風の復旧工事で働きに出たのを機に 農業から外へ働きに出る人が増え

箱ずしを家庭で作ることも少なくなった。しかし、その味や懐かしさを知っている人、作っ

た経験のある人（60歳以上）は多くいる。

◇地域活性化のポイント

箱ずしの食材は女性のネットワークの中で調達し、こだわりをきちんと説明の出来る地域

。 、の食材を使うことで 消費者の信頼につながっている、 米は地元の担い手農家から買い入れ

箱平成19年は地元産米の使用量100俵と、地元米の消費拡大に大きく寄与している。また、

ずしを買ったお客さんが「お米がおいしいから」ということでその農家から米を買うように

している。なり、米の直販が農家の経営安定にも貢献

地元の小学生や消費者へ箱ずしの体験教室を開催したり、箱ずしの対面販売の場を使って

長島の郷土料理の伝承活動、ＰＲ活動も積極的に行い 「親戚が集まって作る」という風習、

の部分をすし工房なばなが担うことによって、以前のようにお祝い事、お祭り、法事などに

箱ずしが使われるようになってきている。

時給1,000円を支払える企業となり 女性起業家や起また、 、女性起業家の成功事例として

業を志向している女性達に目標と励みを与えている。

◇事業の今後の展開方向
食アメニティコンテストで農林水産大臣賞を受賞したことで予約注文が増え、例年販売量

が落ちていた夏場も注文販売が入るようになり、小規模な農村女性起業が多い中で、着実に

売り上げが伸びてきて、構成員へ支払う労働報酬も年々増加してきている。今後は、組織を

法人化し、構成員が税金の払える経営、地元女性の雇用の場となるようにステップアップし

ていく。さらに、地元の若い女性たちへ箱ずしを作る技術を伝承し、長島の郷土の味を次代

に伝えていくとともに、いずれはグループ員のスムーズな世代交代につなげていく。

郷土料理「箱ずし」の販売を通じて、年々消費量が減少し続けている米の消費拡大を図る

中で、特に地元の担い手農家の米の販路拡大にもつながるように連携していくだけでなく、

他の食材の調達についても女性のネットワークにより、農業農村の活性化を図っていく。

小学校の課外授業で箱ずしの作り方を教えながら、食文化の伝承と食育活動、ファースト

フードに走りがちなこども達へ本物の味を教えていく活動を続けていく。この活動は、代表

者が続けて行っている「子ども体験農園すくすく」と連携しながら農業体験も含めたなかで

食育教育につなげていく。

また、長島町はトマトの産地ということで新たに特産物トマトの加工に取り組み、その加

工品を通じて、あらたな消費者を捉え、トマト産地としてのＰＲ、産地の活性化への取組へ

と活動を広げていく。
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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： 交流】【

三重県いなべ市１．都道府県、市町村

川原白瀧棚田保存会２．団 体 名

オーナーが荒れ果てた棚田を再生３．取 組 み の 名 称

４．取 組 概 要 等

◇概 要

平成12年、中山間地域直接支払制度事業に取り組むこととなり、地区が市や県と協議を重

先祖が苦労して切り開いた田をつぶしてしまいたくない、地域の資産である棚田ねる中で、

させた。棚田復活を検討していを復活させたい、との思いから地元有志が棚田保存会を発足

く中で、集落内の農業者だけでは棚田の復活や維持管理には困難であるが、棚田やその周辺

の自然環境が地域の水源維持に重要な役割を果たしていることから、広くオーナーを募集す

ることとした。

新聞に「荒れ地に稲穂 土を愛する人募集 棚田復活体験講座」と見出しが掲載され、大

があったものの、荒れ果てた棚田の復元ができるだろうか、オーナーが来てくれるきな反響

だろうかとても不安であったが、棚田参観日など、棚田の現状を観てもらう機会を設けるな

どし、15組のオーナーからスタートした。

観光農園ではなく、本当に農業を楽しみたいという人を募り、お客様としてのオーナー

ではなく、自ら活動主体となり、荒れた水田を少しずつ切り開き、田植えや収穫などの作業

オーナーは自分たちが話し合って活をして、その活動を地元役員や市が支援する形である。

。そ動方針を決めていき、役員も規約もない自由な雰囲気の中で色々なアイデアを出し合う

れを 。市や地元役員が裏から支え続け実現することで、どんどん新しい取組が生まれている

オーナーにやりがいのある農業を提供するこのシステムで、多い人で年間100日以上、ほと

んどのオーナーが40日以上この棚田を訪れ、作業を行っている。

田の一枚一枚は小さいため、大きな機械は入らない。農家で使われなくなった耕耘機やバ

インダー、コンバインなどの農機具を集めて使えるよう整備したり、少しずつ棚田を復元し

たりと、一年を通じて作業を行っている。作付けする作目も、オーナーがアイデアを出し合

っていろいろな品種に挑戦し、古代米や酒米、レンコン、マコモなどを減農薬・無農薬で栽

酒米はオーナー自ら酒造会社と交渉し、オーナーも酒造りの作業に関わりなが培している。

した。さらに、休憩する小屋や作業舎、農機具庫などもすら“川原白瀧鈴麗酒”を造り販売

べて廃材などを使い、オーナーと地元役員の手作りで作り上げている。

平成16年度末には地道な努力が実り、東海美の里100選に認定されたが、棚田を復元する

ことにより小学校の自然学習や企業の社会貢献活動の場所として提供することができたほ

か、棚田米のオリジナル米袋もでき、地域の活性化につながっている。

また、平成19年８月５日には、川原白瀧棚田オーナー制度の取組と活動が高く評価され棚

田学会賞を受賞した。

◇活動の規模

項目 H15 H16 H17 H18 H19

復元面積 1.0 1.7 2.5 2.6 2.8

累計 解説 単位：ha 復元全体面積

オーナー数 13 24 21 23 20

解説 単位：組 募集は年間30組以内としている
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項目 H15 H16 H17 H18 H19

年間来客数 300 500 650 900 920

解説 単位：人 年間で棚田へ足を運んだ延べ人数

イベント 5 5 6 6 6

単位：回 山菜祭、植え祭、収穫祭、餅つき、しめ縄教室、酒づくり回数 解説

イベント 180 260 280 300 300

参加者 解説 単位：人

◇活用している地域資源

荒廃している棚田、自然環境、地域住民の人柄

◇地域活性化のポイント

棚田オーナー制度を導入したことにより、地元農産物の消費拡大につながっている。地域

のお米・野菜・花などが、オーナーを通じ、その親戚・友達などへと販売網が増している。

地域全体を川原白瀧棚田米と特にお米の申込は年々増え、現在年間120俵もの注文があり、

と同時に川原棚田ファンの輪が広がしてオリジナル袋を作り地域のブランド化を進めている

っている。

オーナーと地域との交流が少しずつであるが広まり、地域行事への積極的な参加や、棚田

に関わるお年寄りが元気になってきている。

◇事業の今後の展開方向

現在復元中の棚田は、今後５年かけて全体を復元していく。里山整備も含め、農業体験や

自然教室の場として棚田を提供し、癒しの場として福祉とタイアップし、元気がもらえる新

しいふるさとづくりを行いっていくこととしている。

、 、 、また 過疎と高齢化が進む中で これからは地域の農業にオーナーがお手伝い出来るよう

オーナーのネットワークをフルに活用し、都市との交流をさらに深めることで、消費拡大と

地域ブランドを確立させたい。
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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】【

三重県多気町１．都道府県、市町村
たきちょう

有限会社 せいわの里２．団 体 名

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」３．取 組 み の 名 称

４．取 組 概 要 等

◇概 要

平成6年、農協に置かれた食味計で、地元勢和産の米が新潟県魚沼産コシヒカリと変わら

ぬ味と知ったことから、普段当たり前と思って見過ごしているものの中に大切な資源がある

ことに気づき、おいしい米に合う特産物を作ろうと十数名で味噌づくりグループを始めたこ

とから活動が始まった。

地域には田畑や山里、高齢者の持つ技術など資源はたくさんあるが、高齢化と後継者不足

、 、で20年後には農村文化が廃れていくという危機感から 地域で農産加工やボランティア活動

農業を行っている人に出資を呼びかけ、平成15年11月「農業法人（有限会社）せいわの里」

を設立した。その後、平成17年4月に加工品の製造販売・農村料理レストラン「まめや」を

開店した。約30名の従業員は30代～70代と幅広い年代で、互いに長所を引き出し合いながら

朗らかに仕事をしているほか、農家の女性が多いため、農繁期休業も設定している。

「まめや」では、ランチタイムには“旬の野菜と魚や肉のタンパク源を豆類からお採りい

地元で採れた大豆「ふくゆたか」や旬の農産物を使った農ただく農村料理”をコンセプトに

、農産物加工所では味噌、漬物、豆腐、油揚げ、豆乳やおからを村料理バイキングを提供し

店内や明和町の直売所で販売する他、町内給食センタ使った菓子類を製造している。製品は

ーへも週2回、600食分の食材を提供 大豆加工品づくりの体験講座や、イベしている。また、

ント時などには竹羊羹づくりや竹水鉄砲、わら細工等農村の知恵を活かした様々な体験を企

している。画・実施

料理・加工品ともに地産地消による安全安心な食材を使い、営農組合・農家だけでなく、

地域のお年寄りや子供達等にも活躍してもらうため、つくし等の買い取りを実施している。

地元「勢和の語り部会」や農村応援隊等と連携して、地域全体の活性化を目標に活動を展

し、農村の高齢者の持つ技術、知恵を次の世代に伝承するため、地域の子供達との関わり開

をつくり、ふるさとの良さを心に刻んでもらう取組を行っている。

◇活動の規模

項目 H15 H16 H17 H18 H19

大豆買上数量 7,620 6,000 13,110

解説 単位：kg

売り上げ 22,032 40,241 60,998

解説 単位：千円 H17は10ヶ月、H18は12ヶ月の売り上げ

来客数 14,079 26,092 34,025

解説 単位：人 昼食バイキングのみ

雇用者数 18 25 36

解説 単位：人 常勤5人のほか

地域農産物 12,469 18,580 30,738

買上数量 解説 単位：㎏ 米・大豆・野菜等

地域還元金額 12,687 18,940 30,833

解説 単位：千円 農産物等買上金・人件費
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◇活用している地域資源

・地域を愛する心、想い、そして人、その連携

・地元産の大豆「ふくゆたか」

・地元の農産物

・お年寄りの知恵（昔から伝わる農産物加工・保存技術など）

・農村風景

・丹生大師の里

・勢和地域保全・活用協議会

・丹生営農組合

◇地域活性化のポイント

農産加工・レストランの原材料として地元産大豆を用いるため、集落営農組織「丹生営農

米、野菜を中心とした農産物の生産組合」が平成16年設立し、大豆栽培を行っている。また

。振興にもつながっている

地元住民が「せいわの里」の活動や地域の交流施設・団体と連携したイベント等の中で、

しあっている。既存のボラ地域の歴史文化、自然、農産物等を活用して、個々の技術を発揮

ンティアグループとも互いを高め合う良い関係ができている。

「まめや」には平日約100人、休日には約170人が来店している。料理の作り方やおいしく

食べるこつを教えたり、地元の自然や農産物の話をしたりと、お客様とのコミュニケーショ

雇用の場の確保につながっているばかりでなく、他地区からの来訪、ンを大切にしている。

。交流を通じて地域住民による地元の価値・技術の再発見につながっている

◇事業の今後の展開方向

次の世代や都市の人々に、地域の資源（地域農産物、自然、昔から伝わる技術・文化等）

を最大限に活用した安心で安全な食や農村文化を提供することによって、それらの大切さを

分かってもらう。また、農村文化の継承、農業振興、地域活性化につなげていくため、外に

向かっては、都市と農村をつなぐ農村応援ショップを都市部に展開していく。

内にあって、里では、地域全体が同じ思いで取り組み連携しており 「せいわの里」も歯、

車の一つとして貢献している農村応援隊を充実させる。

また、その内にあっては 「せいわの里」の安定的な経営のための土台を堅固なものにす、

るために販路を広げる。そのための設備・組織を充実強化していく。

そして、10年、20年先も孫子も加わり農村がいきいきと農村らしく暮らせるようにして

いきたい。
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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 【女性・若者の力】【 】

大阪府和泉市１．都道府県、市町村
い ず み し

有限会社 いずみの里２．団 体 名

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３．取 組 み の 名 称

４．取 組 概 要 等

◇概 要

、 「 」 、 。 、平成９年 大阪府で なみはや国体 が開催され 和泉市は馬術の会場となった その際

生活改善グループのマーマレード、小梅干し、たけのこ煮の３点セットを全国から集まる人

たちへのお土産として提供したところ、このお土産が大変好評で生活改善グループ員の大き

な自信となるとともに、グループの知名度も上がり、市民から地域振興の担い手として期待

されるようになっていった。

より信頼性の高い組織づくりのため、先進地視察、朝市や加工経営の検討会、意向調査を

平成13年4月、30代から70代の農家女性50人が出資し、農家女性行い、３年間の検討の末、

した。達による大阪府で初めての法人となる、有限会社「いずみの里」を設立

、 、地域農産物である夏みかんやたけのこなどを活用し 加工品の開発や販売を行っているが

朝市や直売所のリピーターがいずみの里の顧客となるほか、最近は、地産地消に目を向けて

イベントの参加依頼も多く、大いる量販店に商品が注目され、販路が拡大している。また、

阪府や和泉市のイベントに加え、多くの機会で地域農業のＰＲを行うなど、地域の農業振興

している。に貢献

同時に、次世代に本物の味、豊かな暮らしを伝えるため、学校給食への加工品の供給、み

農家女そやマーマレードづくりの体験指導など食育にも取り組んでいる。こうした活動は、

性・地域の農家に収入をもたらしただけでなく、様々な情報や人のネットワークをつくり、

。社員の年齢は30～70代と年齢の幅が大きいが、いずみ何よりも農家女性を元気にしている

の里で働くことが生きがいとなっている高齢者を大切にし、また、若手社員にとっても安心

して働き続けることのできる職場となっている。さらに、米粉パンや菓子部門で地域の若い

女性を雇用し、将来の社員育成も行っている。

いずみの里による加工品や農産物の販売は、都市と農村地域の物の流通だけでなく、都市

生活者にとっては農村地域を味わう、農業者にとっては、都市からの風を感じる新たなライ

フスタイルの創造へとつながっている。

○主な商品

・和泉市産の米を使った米粉パン…あんパンやピザパンなど種類も豊富

・和泉市横山育ちの夏みかんを使ったマーマレード…香り豊かなヒット商品

・麹作りから始め、地元産大豆をじっくり熟成させた中辛みそ

・和泉市産の夏野菜がたっぷり入った甘辛味の金山寺みそ

・和泉市南松尾産の柔らかいたけのこと山椒を炊き込んだたけのこ煮

・和泉市産の完熟梅を10％の塩で漬け込んだ梅干し

◇活動の規模

項目 H15 H16 H17 H18 H19

売り上げ 12,906 16,663 18,212 21,094 21,670

単位：千円 みそ類、佃煮類、マーマレード、いちごジャム、米粉パンなどの加工品解説

雇用者数 49 48 48 48 48

解説 単位：人
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◇活用している地域資源

○地元和泉産の農作物

マーマレードを商品化したことで原材料である夏みかんやレモンが見直され、朝市等で売

れるようになり、生産にも力が入るようになった。米、梅、大豆、しいたけ、たけのこ、野

菜類は加工原材料として安定的に活用している。

また、地域で新たに生産が始まったいちごやいちじくの規格外品も商品化し、有効活用が

図られている。

◇地域活性化のポイント

、 、いずみの里は、農業だけでなく教育 商工観光行政等の様々な検討会への参画を求められ

。さらに、教育関係で農業や農村地域の暮らしの担い手の立場から発言、提案を行っている

は学校や保育園の給食への地域農産物や加工品の導入、観光部門では、観光資源としてこれ

まで目を向けられていなかった、農業資源を組み入れた観光コースが実現した。

また、かねてからの念願であった地産地消の新たな拠点となる加工場と直売所が平成20年

地域住民とともに施設を担うべく、地春に建設されることになった。その計画においても、

域の農産物や資源を活用した消費者との交流・農業体験の拠点、地域住民の能力活用の場と

。して整備するよう提案し、整備計画に反映されている

こうした活動の中で、様々な人との新たな交流も始まり、農業と都市住民の暮らしをつな

げる新たな道が広がっている。

◇事業の今後の展開方向

最近、環境保全を踏まえた経営が必要であるという認識が高まっているため、ジャム等

の瓶の有料回収、簡素化に向けた包装デザインの検討、朝市等での専用の通い袋の検討を行

っている。

また、平成20年７月には加工場と直売所がオープンし、常設販売が可能となった。それ

に伴い加工品目や生産量の拡大、さらには地域農産物の販売拡大が見込まれる。今後も、い

ずみの里は地域を支える元気な女性グループとして活躍を続けていく。
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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】【

兵庫県洲本市１．都道府県、市町村
す もと し

兵庫県洲本市２．団 体 名

菜の花エコプロジェクトによる地域活性化３．取 組 み の 名 称

４．取 組 概 要 等

◇概 要

平成18年２月11日、旧洲本市、旧五色町が合併して誕生した洲本市は、淡路島の中央部に

位置し東は大阪湾に、西は播磨灘に面し、北は淡路市、南は南あわじ市に接している。温暖

な気候のもと、自然条件に恵まれた農漁業の盛んな地域で、古来より朝廷に山海の幸を献上

した食材の宝庫「御食国（みけつくに 」と呼ばれている。また、昭和60年には大鳴門橋、）

淡路島は本州、四国と「陸続き」になり、洲本市は淡平成10年には明石海峡大橋が開通し、

となっている。路島の中核として、島内外の人・もの・情報が集まる重要な拠点

旧五色町では、郷土の偉人を顕彰するため高田屋嘉兵衛公園（ウェルネスパーク五色）を

平成７年４月に開設したのに合わせ、嘉兵衛翁が好んだとされる菜の花の栽培を公園周辺で

始めた。これがきっかけとなり 「五色町地域新エネルギービジョン」に菜の花エコプロジ、

ェクトの推進を掲げ、油用菜の花の栽培、廃食用油の分別回収、ＢＤＦ精製プラントの整備

と廃食用油のＢＤＦ化に取り組んだ。

さらに、合併を契機としてプロジェクトの推進を「洲本市バイオマスタウン構想」や「洲

本市地域新エネルギービジョン」に位置づけたほか、菜の花収穫用コンバインや菜種搾油施

設を導入することにより、これらの取り組みを新洲本市全域に広げた。

廃食用油からＢＤＦを精製し、ディーゼル車の燃料として利菜の花エコプロジェクトは、

用するほか、休耕田などを利用して菜の花を栽培し、収穫した菜種から食用油を生産する取

で、 している。廃食用油の回収はり組み 資源循環型社会形成のモデルとして市内全域で展開

18分別の家庭ゴミ回収の一環で実施しており、各家庭でペットボトルに入れ拠点施設に持ち

込むことにより、月１回洲本市が回収している。回収された廃食用油はＢＤＦ精製プラント

ダンプトラックやマイクロバスなど市の公用車の燃に持ち込まれ、軽油代替燃料に変換して

している。料として利用

一方、菜の花の栽培は農家が遊休農地等を活用して実施しており、洲本市が平成18年に導

入した菜種収穫用コンバインを利用し、収穫まで行っている。産地づくり交付金を活用し、

大18,000円／10ａを栽培農家に助成するなど栽培を推進した結果、近年栽培面積が急激に

拡大している。収穫した菜種は平成19年度に建設した搾油施設に持ち込まれ、食用菜種油に

加工され地域特産品として市内外に向けて販売している。また、副産物として生産される菜

種油粕は、家畜の飼料または肥料として有効利用している。

菜の花エコプロジェクトに必要な施設のほか地域住民の協力体制が整ってお洲本市では、

している。また、菜の花エコプロジェクトを教材としてり、一連のサイクルが地域内で完結

小中学生を対象とした環境学習（菜の花の種まき、花見、収穫等）や、施設見学・視察受け

入れ等も積極的に実施しているところであり、今後も地域の良さや菜の花の様々な利用法を

知ってもらう取り組みを継続していくこととしている。

◇活動の規模

項目 H15 H16 H17 H18 H19

菜の花 2.0 1.0 2.0 4.1 13.9

栽培面積 解説 単位：ha 搾油用品種の栽培面積、合併を機に急増

菜種収穫量 550 － 1,137 4,074 9,023

解説 単位：kg 平成16年度は台風被害により収穫なし
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項目 H15 H16 H17 H18 H19

菜種油 176 － 312 806 搾油中

販売実績 解説 単位：kg 搾油率は約25～30％、残りは油粕

廃食用油 2,100 3,600 4,810 6,239 11,729

回収実績 解説 単位：リットル 合併を機に急増

ＢＤＦ 1,090 3,095 3,990 4,465 8,550

生産実績 解説 単位：リットル

◇活用している地域資源
・遊休農地等を活用した菜の花の栽培

・収穫した菜種から生産した菜種油を特産品として販売

・家庭から排出される廃食用油を回収しＢＤＦ化

・ＢＤＦを市の公用車で利用

・菜の花栽培や廃食用油の分別など、地域住民のマンパワー

◇地域活性化のポイント
「菜の花」という身近な花をシンボルとした地球環境にやさしい取組であるため、住民の

各町内会が自発的に廃食用油の回収や菜の花栽培など、菜の花エコプロ関心が非常に高く、

ジェクトに取り組んでいる。

特に菜の花の栽培は、良好な景観形成による観光資源化と、遊休農地の有効利用による農

地保全に寄与しており、花見や収穫時期に合わせたイベント開催や、地元産菜種油を地域ブ

菜の花エランドとして販売するなどの取組により、地域活性化につながっている。さらに、

コプロジェクトを教材とした環境学習、農業体験、施設見学によって、未来を担う子供たち

の地球環境に対する意識啓発や、多くの人々が洲本市を訪れるきっかけとなっている。

◇事業の今後の展開方向
菜の花栽培については、単位収量の増加のためＪＡや農業改良普及センター等の指導のも

と、栽培技術の向上を目指すこととしている。また、栽培面積を拡大させるとともに、遊休

農地の減少により美しい農村風景の形成を目指す （目標：収穫面積15ha、収量1.5ｔ／ha）。

菜種油の生産販売については、優良事例の研修等による搾油技術と搾油率の向上、商品の

販路拡大を目指す （目標:処理量22.5ｔ、搾油率30％、生産量6.8ｔ）。

廃食用油の回収については、さらなる拡大のための普及啓発運動を展開するとともに、こ

れに伴い増加するＢＤＦは市で使用する軽油の全てを代替することを目指す （目標:廃食用。

油回収量15キロリットル）

また、菜の花エコプロジェクトを通した地域活性化と関連イベントの開催による観光客数

の増加を目指すこととしている。
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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】【

兵庫県加西市１．都道府県、市町村
か さい し

原始人会２．団 体 名

万願寺地区の町おこし事業３．取 組 み の 名 称

４．取 組 概 要 等

◇概 要

平成12年10月、すっかり元気が無くなってしまった万願寺地域を何とか活性化したいとい

う思いに駆らた町内有志４名が、荒廃する山林の雑木を活用して木炭づくりを始めようと動

き出した。

協力者を集めて炭焼き窯造りに取りかかり、翌平成13年３月に完成、初窯式典の実施とと

もに「原始人会」を発足させた。以降、木炭「鬼の怒り 、木酢液「鬼の泪」の商品化、露」

天風温泉風呂、大舞台、どぶろく「女切峠」の醸造と販売、貸別荘「大谷山荘」の運営、都

市と農村の交流施設「交流館」の建設等を進めるとともに、これらのＰＲを込めた延べ21回

の奇抜なイベントを実施するなど、無名な場所から有名な地域へと変貌を遂げつつある。そ

れぞれの取組は苦闘の連続であったが、それがあったからこそ今日までの活動や人間関係が

続いている。

「 」 、また、地元の女切峠にか細く残る悲恋伝説を民話 女切ろまん としてまとめ発刊したが

ということになった。上演に向けこれが地元の若者の目に留まり、お芝居として上演しよう

ては土日返上の猛特訓、地域住民の協力のもと、市内外、県外も含め500人を超えるお客様

。 、 。の前で披露することができた 大きな拍手喝采を受け 関係者一同鳥肌の立つ経験となった

時を同じくして「NPO原始人の会」が発足する運びとなり、他地域も含めて若者を含む幅広

い層の方が加入し、さらに会員からの紹介により農業を目指すＩターンの若者や田舎暮らし

に憧れた若者の移住してきてとてもうれしい状況となっている。

地域住民を巻き込んだ直近の主たる活動としては、

①放棄田と未管理ため池を使った安全・安心な食材づくり

使われていないため田んぼの残留農薬が少なく、ため池にも木の葉などが滞積し天然

のミネラルを一杯含んでいる。この２つの土を混ぜて耕し、平成20年は大根を作付けし

販売する。

②公共交通への参画

病院へ行くのにタクシー代として7,000円も支払っているお年寄りがいる。行政と交

渉中であるが、 。NPO原始人の会がハッピーバス（仮称）の試験運行を目指している

◇活動の規模

項目 H15 H16 H17 H18 H19

売り上げ 550,000 700,000 4,200,000 4,700,000 7,700,000

解説 単位：円 17年以降は、どぶろく、貸別荘、猪肉が中心。

来客数 200 200 1,500 1,500 2,500

解説 単位：人

イベント 2 7 4 4 4

回数 解説 単位：回

イベント 1,000 2,000 2,300 2,500 3,000

参加者 解説 単位：人
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◇活用している地域資源

田舎の風景・風情が最大の資源と考えている。

他に、地元産の農産物、猟師が捕獲した猪・鹿肉、木炭製造に必要な雑木、空農家（貸別

地元に語り継がれている「女切峠」の民話荘 、放棄田、東光寺（ 田遊び 「鬼会式 、） 「 」、 」）

、地元にある有線放送、加西市唯一の滝（不動の滝）（女切りろまん）

◇地域活性化のポイント

地域住民の最大の関心事は、過疎化・少子高齢化に伴う後継者問題である。特に低迷する

米価、農家の跡取り息子に嫁が来ない、医者等へ通う際の公共交通機関の確保などの問題が

ある。これらの課題は行政の問題であり、１グループがどうこう出来る問題ではないと思っ

てきたが、この問題の当事者は地域に住む我々自身であり、我々自身が本気で取組まなけれ

ば、困るのは自分たちである。

直面する問題に正面から向き合って逃げない姿勢と地道な努力こそが多くの人々の共感を

している。得て、協力が得られる唯一の方法であると確信

◇事業の今後の展開方向

若者を含む新メンバー等で将来のあるべき姿を徹底的に話し合い、中期ビジョン「2012年

我が地域の雄姿 （仮称）を作成するとともに、単年度ごとの実施方策を策定する。このビ」

ジョンづくりを通じて、現状における問題点とその原因を掘り下げ会員等が幅広く共有し、

将来に向かって今何をすべきかを知りベクトルを合わせることが何よりも重要と考えてい

る。

当面は、農業志向の若者たちを盛り上げるとともに、地域ファンを広げ定住につなげる取

組みの展開やどぶろく「女切峠」の醸造・販売にも力を入れ、他地域業者とのコラボレーシ

ョン等も模索しながら知名度向上に努める。

そして、地域住民の利便性追求や少子化対策など、地域の抱える問題と真剣に深く関わる

ことで地域・行政等を巻き込んだ、老若男女が本当に楽しく暮らせる「地域が家族のまちづ

くり」を目指し活動の強化を図っていく。
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