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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】【

和歌山県かつらぎ町１．都道府県、市町村

かつらぎ町観光協会２．団 体 名

都市と農山村のネットワーク事業３．取 組 み の 名 称

４．取 組 概 要 等

◇概 要

かつらぎ町は、大阪府守口市と旧花園村が友好関係にあったことから、平成17年10月に旧

花園村と合併すると同時に、守口市と友好提携を締結した。

少子高齢化の波が押し寄せ定住人口が減少しているという中で、都市との交流人口を増や

すことで、農山村地域の活性化を図ろうと考えており、さらにかつらぎ町観光協会は、かつ

らぎ町の魅力や特産物をＰＲするための拠点基地として、都市部に観光案内を兼ねたアンテ

ナショップの開設を模索していた。

一方、守口市は自然環境に乏しいことから、市民に充実した余暇を提供できる潤いのある

空間（ふるさと）を探していた。また、商業面においても、近年は超大型店の進出により大

きな打撃を受け、沈滞傾向にある既存商店街の活性化施策を模索していた。

このような状況の中で、守口市より地域をあげて商店街の活性化に取り組んでいる「守口

市土居駅前通商店街」を紹介され協議を行ったところ相互の思惑が一致したことから、平成

かつらぎ町・かつらぎ町観光協会・守口市・守口市土居駅前通商店街振興組18年7月8日に、

した。合が協定を結び、都市と農山村のネットワーク事業が一気に進展

平成18年度は、土居駅前通商店街の空き店舗を利用してかつらぎ町観光案内所を設置し、

観光パンフレットの設置やパネル展示を行うことにより農山村地域の魅力の発信や森林の持

つ公益的機能の紹介するとともに、府県間を越えた様々な地域交流イベントを実施して相互

の交流を深めた。また 「都市住民が農山村に対して、何を求めているのか」をテーマとし、

て、守口市及び周辺都市住民を対象とした住民意識調査を実施し、交流事業の推進に役立て

その結果、平成18年度にかつらぎ町を訪れた観光入込客数は初めて100万人を突破したた。

するとともに、平成19年度はさらなる交流事業を展開ことから、情報発信の重要性を再認識

することとし、守口友好市場（かつらぎ町アンテナショップ）の開設、守口市民祭りへの協

同参加、都市と農山村の子ども交流会等を実施した。

◇活動の規模

項目 H15 H16 H17 H18 H19

ｱﾝﾃﾅｼｮｯﾌﾟ 9,600

売上 解説 単位：千円 平成19年10月オープン

ｱﾝﾃﾅｼｮｯﾌﾟ 16,000

来客者数 解説 単位：人 1日の平来客者数は約270人（レジ通過者数）

雇用者数 5

解説 単位：人

朝市の 2,000 3,600

売り上げ 解説 単位：千円 1日の平均売り上げは約20万円

朝市の 10 18

回数 解説 単位：回 アンテナショップの開設まで、月2回程度開催

イベント 9 9

回数 解説 単位：回 かつらぎ町・守口市の両方で随時開催
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◇活用している地域資源

世界遺産・

平成16年7月7日に世界遺産に登録された「紀伊山地の霊場と参詣道」の中には、かつらぎ

となっている。町の「丹生都比売神社」と「高野山町石道」が含まれており、歴史的な資産

・串柿の里「四郷 、天野の里、万葉の里、自然の里「花園 、ほたるの里、フルーツの里」 」

・温泉巡り

年間約20万人の利用者がある「野半の里」を初め 「花園温泉 ・ ふれあい会館 ・ よむ、 」「 」「

らの足湯」を巡る観光客は多い。

・物産販売所巡り

町内には、個性豊かな産直販売所が15カ所もあり、ほとんどの販売所が観光案内所の機能

も兼ねている。

・自然に彩られた数々の名所

雄大な「三重の滝 ・ 金剛の滝」や、西日本一の大きさを誇る楠「十五社の樟樹 ・花園」「 」

地域の紅葉や樹氷等、豊富な自然資源を抱えている。

◇地域活性化のポイント

和歌山県内の市町村で初めて単独で県外にアンテナショップを設置したことから、テレビ

・ラジオ・新聞等に多数取り上げられ大きな反響を呼んでいる。

都市部での観光情報の発信効果も大きく、観光入込客数は平成17年の94万人から平成18年

は104万人に、平成19年は112万人と順調に伸び、地域の活性化に寄与している。

また、都市部に年間を通じ農林産物の販売拠点を確保したことにより、農家の安定的な所

得の向上が見込まれている。

更に、様々な交流事業を通じて都市住民と触れ合うことにより、受け入れる側の町民意識

は確実に変化し、都市住民のニーズに合わせて、農家民泊の推進に積極的に取り組むととも

に、各種の農林業体験や民芸品やこんにゃくづくり・そば打ち等の体験メニューの整備が進

んでいる。

◇事業の今後の展開方向

土居駅前通商店街においては「守口友好市場」を開設し、物産の販売や農山村地域の情報

発信を行うことにより、新たな顧客の獲得につながる効果があったが、今後、友好市場を維

持するためには、年間を通じて新鮮で安心・安全な物産等の確保が必要不可欠であり、かつ

らぎ町に対してより一層の信頼関係の構築が求められている。

また、かつらぎ町においては100万人を超える観光客があるが、その大半が日帰り客であ

り、町の経済効果を急激に高めるまでには至っていないため、都市住民が魅力を感じる長期

滞在型の観光ルートづくりに着手しなければならない。

そのためには、特産品販売所をはじめ、観光名所・観光農園・宿泊施設・各企業等、地域

全体でネットワークづくりを推進し、様々な角度から知恵を出し合い、個々はもとより地域

全体の経済効果を生み出す事業や取り組みへとつなげることが、観光協会の発展、ひいては

町の活性化へ結びつくものであると考える。
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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： 知的財産権 【食】【 】

和歌山県みなべ町１．都道府県、市町村

株式会社 紀州ほそ川２．団 体 名

梅酢による紀州うめどり・うめたまごのブランド化３．取 組 み の 名 称

４．取 組 概 要 等

◇概 要

株式会社紀州ほそ川は、昭和26年の創業以来日本一の梅の里みなべ町で地元農産物である

梅干しの製造加工および販売を行ってきた。そのような中で、昭和55年頃より梅干しの調味

技術が進歩して食べやすくなったことと、紀州南高梅の産直通販が普及したことで需要が伸

び、梅干し生産量も増大してきた。それに伴い副産物の梅酢（梅を塩漬けしたときに出る酸

味の強い果汁）の生産量も増え、既存の漬物需要だけでは消費しきれなくなったことから新

規用途開発が急務となった。

梅干しと同じくらい有効成分を含んでいる梅酢に着目し 「梅酢を飲ませると鶏そこで、 、

が夏バテしない」という言い伝えから、平成11年より和歌山県農林水産総合技術センター養

を行った。その間の平成16年に飼料製造業者として鶏研究所の協力で梅酢を鶏に与える研究

届け出を行い、飼料原材料として「梅BX70」の製造販売を開始するとともに、液体の「梅BX

70」をより使いやすくするための粉体化にも取り組んだ。研究では塩分含有の有無や与える

量を変化させて効果を観ていく中で、平成17年 「梅BX70」を飼料に0.1％混ぜる養鶏飼養法、

を確立させた。

真鯛養殖業者へ「梅BX70」を提供したところ、真鯛のまた、鶏に有効であることを聞いた

色合いが良くなる等の品質向上 平成19年の和歌山県水産試験場での研究では、が見られた。

さ過酸化脂肪が極めて少ない、質の高い脂肪がのり美味しくなるなど、真鯛でも肉質が改善

れることがわかってきた。

紀州の梅の知名度を活かしたブランド鶏・卵の普及と養鶏の飼養法が確立した平成17年、

養鶏業者の収益性向上を目的とし「紀州うめどり・うめたまごブランド化推進協議会」を和

させた。発足後は、紀州う歌山県の協力のもと、養鶏業者や鶏肉加工業者など11業者で発足

めどり・うめたまごの商標登録、ロゴマークの制定、ホームページ・パンフレットの作成、

商談会（わかやま産品商談会 ・展示会（平成18年度農林水産際「実りのフェスティバル 、） 」

「食祭WAKAYAMA07 「にっぽんやきとり祭り」他）に参加しＰＲに努め、現在では地元スー」、

。「 」 、 「 」パーや小売店で販売されている 紀州うめどり は 平成18年食肉産業展 地鶏・銘柄鶏

食味コンテストで優秀賞を、平成20年には地鶏をおさえて最優秀賞に輝くなど、その美味し

さの実力も証明されている。

ブランドである「紀州の梅」の副産物が、県の研究所や地元地鶏業者、養殖業者、梅加工

業者の連携をもたらしたこの取り組みは、新聞各社、テレビでも取り上げられている。

◇活動の規模

項目 H15 H16 H17 H18 H19

販売額 2,316,000 7,182,920 7,929,110 8,145,290

解説 単位：円 梅BX70販売額

イベント 2 8 12

回数 解説 単位：回 商談会、展示会、食祭等に参加
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項目 H15 H16 H17 H18 H19

鶏卵重量 834 1,034 1,255

解説 単位：kg 協議会会員の紀州うめたまご

養鶏羽数 106.3 138.8 151.3

解説 単位：万羽 協議会会員の紀州うめどり

鶏肉重量 3,034 4,222 4,553

解説 単位：㌧ 協議会会員の紀州うめどり

◇活用している地域資源

紀州梅干しの代表品種「南高梅」を塩漬けにしたときに出る梅酢を有効利用している

◇地域活性化のポイント

産業廃棄物ではなく資源と・梅干し製造過程でできる副産物である梅酢の有効利用が進み、

されるようになったして有料で取引

・和歌山県養鶏研究所での研究が、和歌山県内での養鶏現場に活かされ、鶏肉・鶏卵の品質

向上につながった

和歌山県畜産家、県養鶏研究所、養鶏業者、梅加工業者の連携で「紀州うめどり・うめた・

まごブランド化推進協議会」が設立され、ＰＲ活動が効果的に行われるようになり、ス

ーパーや小売店等での紀州うめどり・うめたまごの販売が広がった。

・紀州うめどりのブランド化の成功から、水産養殖業（真鯛）でも和歌山県水産試験場、梅

加工業者との連携で「梅BX70」の展開が進んでいる。

◇事業の今後の展開方向

「梅BX70」を引き続き養鶏用飼料原材料として養鶏業者や飼料

、 「 」会社にアピールし 和歌山県内では 紀州うめどり・うめたまご

として、県外では鶏肉・鶏卵の品質改善用としてＰＲする。紀州

うめどり・うめたまごブランド化推進協議会は、商談会や展示会

への参加やリーフレットの作成配布でＰＲに努める。

また、紀州うめたまごを使ったケーキや菓子、たまごどうふ等

の商品開発、紀州うめたまご用廃鶏のブランド化にも取り組むほ

か、真鯛での効果も実証されてきたので、水産養殖用飼料原材料

としても普及を進めていく。

さらに、犬や猫に対してどのような効果があるのか研究し、ペ

ットフードの品質改良、さらに人の健康食品として商品開発を目

指していく。
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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： 女性・若者の力】【

和歌山県古座川町１．都道府県、市町村
こざがわちよう

農事組合法人 古座川ゆず平井の里２．団 体 名

ゆずを中心とした地域特産物で地域の活性化をめざす３．取 組 み の 名 称

４．取 組 概 要 等

◇概 要
平井集落では昭和40年頃よりゆずの植栽が始まり、昭和51年には古座川ゆず生産組合が結

成された。その後、昭和58年に平井地区にゆず搾汁加工場を建設し、ゆず果汁の本格的な生

産を開始していった。しかし、収穫時期になると集落の田畑には果汁を絞った後の皮がたく

さん廃棄されるようになり、生産者の間で皮の利活用法について検討されるようになった。

古座川ゆず生産組合加入農家の女性たち20人で搾汁残渣の活用を目的に、そして昭和60年、

された。古座川ゆず平井婦人部が結成

婦人部結成以降、順調に売り上げを伸ばしてきたが、さらなる飛躍とより密な地域との関

平成12年より平井地区内でみそ作り等をしていわり、世代交代の観点から法人化を検討し、

た生活改善グループ「平井友の会」も加わり、平成16年４月１日、農事組合法人 古座川ゆ

した。ず平井の里がスタート

○ゆず生産・加工・販売の一元化

生産・加工・販売を１つの組織に一元化することで事業の統農事組合法人として設立し、

を実現した。合、効率化を図り、多様な販売先を開拓することにより収益の増加

○多様な販売ルートの確保

研究を重ねた商品開発と通信販売、インターネットでの販売、量販店やデパートへの卸売

り販売、外食産業の委託加工など、多様な流通先を開拓したことで加工品の販売量が大きく

増加し、売上額が１億円を越えるまでになり、現在供給量が不足するほどである。

○新たな担い手の創出

平成19年からは農業生産法人となり直接ゆず園を借り受けて栽培作業を行い、栽培面積の

拡大を図ることとしているほか、現在、23歳と33歳の新たな担い手がいる。

○女性の経営参加

「 」 、 、 、平井の里 の女性組合員は40名で 全組合員の64.5％を占めるほか 理事10名中の２名

特に加工品販売部門では女性の力で運営、商品開発、広従業員22名中の20名が女性である。

を行っている。報、販路開拓

○食農教育の実践・高齢者対策など

消費者への地域情報の発信、ゆず収穫体験等の食育、地域の高齢者へのゆず以外の加工原

料の生産・調製の委託などで働く場の提供を実施している。

◇活動の規模

項目 H15 H16 H17 H18 H19

生産量 50 160 120 97 150

解説 単位：㌧ 平井の里でのゆず買い取り数量

売り上げ 6,500 8,500 9,200 10,800 10,300

解説 単位：万円 H15は婦人部売り上げ、H16以降は平井の里売り上げ

視察受入 6 8 9 10 15

解説 単位：回

雇用者数 11 42 46 47 48

解説 単位：人 11月の収穫・搾汁時期の雇用者数
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◇活用している地域資源
○古座川町特産「古座川ゆず」の生産および加工品

古座川ゆずは他の産地と比べて原種に近い品種のため、香りが特別良いといわれている。

○廃校となった地元小学校

ほとんどの地元住民が慣れ親しんだ廃校の校舎の一部で昔ながらの田舎みそ作りを行い、

体験事業の受入にも使用しているほか、校庭の花壇の整備や校舎の改修を行い、美しい地域

作りに取り組み、農村環境の保全に努めている。

○地産地消・郷土料理

伝承活動では地元での消費拡大に向けて地域のイベントや直売所に出店するとともに、地

域の食材を活用した仕出し料理を作って販売している。

○ゆず以外の加工品の原料

加工用原料の一部であるヨモギ、大根、サツマイモのつる、唐辛子、鶏卵などを地区の農

家から引き取っており、身近にある良質の原材料を使うよう心がけている。

◇地域活性化のポイント
取り組みによって農家からのゆずの買い取り価格は少しずつではあるが上昇し、安定化し

てきたほか、加工原料としてのゆず果実使用量も平成15年から18年にかけて２倍以上の伸び

、 、となった。新規就農者も増えつつあり 生産農家を集めての接ぎ木講習会や剪定技術交流会

環境保全型農業を意識した堆肥作りなども実施し、研修の機会を設けている。また、加工品

の販売も順調に伸び、若年層の雇用促進につながっている。

加工品だけでなく 古座川の自然に対してもファンになってもらおうと 平成12年から ゆ、 、 「

ずの木オーナーさん」の募集や「ゆず娘新聞の発行 「ゆず加工体験交流会」なども行って」、

、 、いるほか 平成14年からは和歌山大学の学生らによるボランティアバイトの受け入れも行い

つながりを深め、広がりつつある。

◇事業の今後の展開方向
生産者の高齢化により農作業が困難となり、耕作放棄の心配のある農地について作業受託

を行い、耕作放棄地の増加を防止してきたが、平成19年からは農業生産法人となり直接ゆず

園を借り受けて栽培を行っており、今後も古座川ゆず平井の里が新たな地域農業の担い手と

なってゆず生産を推進していく。

また、平成18年度よりゆず皮の残渣の処理のため堆肥場を建設し、ゆず皮と籾殻から良質

な堆肥ができているが、今後、平井の里の組合員への配布とともに環境に配慮した保全型農

業を実施するため専従従業員を増員させ、ゆず園の管理とともに進めていきたい。

さらに、平成19年度からは平井集落以外の古座川町内のゆず農家も組合に加入できるよう

にし、古座川町全体へゆず栽培面積の拡大を図ることとしている。休耕田の利用や農地の再

編整備により、作業性が良く一括して管理ができるゆず園の整備を行うことで、新たな担い

手が参入しやすい条件を整えることを目標としている。

ゆずを中心とした新しい商品を開発し、品質が良く人気が高い商品を世に送り出し、ゆず

の買い取り価格に反映させて生産者の経営向上を図っていく。今後も農業経営の安定化を図

るとともに、平井の里への従業員の雇用促進という形でも地域に貢献していきたい。
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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： 交流】【

岡山県笠岡市１．都道府県、市町村
かさおかし

特定非営利活動法人かさおか島づくり海社２．団 体 名

いつまでも輝き続ける島をめざして３．取 組 み の 名 称

４．取 組 概 要 等

◇概 要

島という地理的特殊性により、他の地域より急速に過疎化・高齢化が進み、島の危機感は

大きかった。こうした中、笠岡諸島の有人６島が連携し、いつまでも島に住み続けたいとい

う住民の切実な思いを実現するために、自分たちの力で様々な地域課題に対応するため「島

をゲンキにする会」が発足した。さらに、平成13年、笠岡諸島の島おこしを専属に行う行政

職員「海援隊」を笠岡市が３名配置し、協働による離島振興事業が始まった。

しかし、地域づくりをボランティアでやっている余裕はなくなり、平成18年９月にNPO法

人格を取得し 「特定非営利活動法人かさおか島づくり海社」を発足した。いろいろな事業、

を展開する中で雇用を創出し、地域づくりを仕事とできる仕組みづくりを進めている。

たとえば、島には公共交通機関がないため、高齢者移動手段を確保するための過疎地有償

運送や、民間が参入してこないため通所介護事業の開設・運営、就学前教育を行う幼児育成

事業を実施、各島の特産品を陸側で販売するアンテナショップの運営などを行っている。

観光協会と連携して都会にはない島の良さを最大限の売りにし、有人６島で行われまた、

。こういったツアーや視察のる伝統行事等への観光ツアーを実施し地域間交流を進めている

「島のモノを使った、島の住民で、島でつくる」をコンセプトとした、６島それぞ際には、

・味わい、さられの個性を生かした弁当“しまべん”を提供し、島の伝統料理や産物を紹介

には自然歴史文化を体験してもらっている。しまべんは、テレビで取り上げられて以降、問

い合わせが殺到している。

また、平成20年で第11回目となった島の住民が集まって心をひとつにする島の大運動会で

は、今回は陸地部の公民館にも声をかけ、これまで以上に盛り上がり感動的なものとなった

中学校の夏期研修を受け入れたり、東京や大阪での島のＰＲ事業とあわせて島の空さらに、

き家対策と後継者対策、人材確保に一度に対処する移住対策事業を実施するなど、地域の課

。題に広く対応する活動を行っている

◇活動の規模

項目 H15 H16 H17 H18 H19

雇用者数 11 13

解説 単位：NPO法人格を取得して事業展開

イベント 8 9 9 11 15

回数 解説 単位：回 各島での伝統行事、ツアーなど

イベント 1,100 1,200 1,250 1,400 2,560

参加者 解説 単位：人 趣向を変え実施するなど、参加者を増やす工夫

しまべん 3,000 5,000 6,000

販売実績 解説 単位：個 島の弁当「しまべん」の全販売個数

島の大運動会 500 500 800 1,000 2,000

参加者 解説 単位：人 子供から高齢者まで幅広い世代が交流
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◇活用している地域資源

・国指定重要無形民族文化財 白石踊

・高島遺跡、巨石群

・北木石切丁場

・真鍋島中学校の木造校舎

・真鍋島のゴーヤ製品

・飛島の椿祭り、椿油

・六島灯台、スイセン

・海産物

・瀬戸内の多島美

・住民力

◇地域活性化のポイント

をすすめ、島にあ陸地部にはない島の良さや、住民のあたたかさを最大限に活かした交流

る空き家への移住者を増やしたり、笠岡諸島での各種ツアー参加者の中から笠岡諸島応援団

の隊員を募集するなどして島おこしの人材確保を目指している。その一方で、移住を進める

には、働く場の確保や医療・福祉の充実について行政と協働で実現していく。

また、瀬戸内海の近隣の島と横のつながりを持ったり、全国の離島などとの連携を図りな

がら特色ある特産品開発を行うことで、少量でも価値のある製品を考えていく。いつまでも

輝き続ける島を目指すため、地域のためにみんなで汗をかくことの喜びを共有し、みんなで

わいわい言いながら、島の恵みに感謝しながら活動を続けていく。

◇事業の今後の展開方向

平成19年9月、陸地部で笠岡諸島の特産品を販売するアンテナショップを開店、新たな物

産・情報発信の拠点となったことで、消費者とのコミュニケーションから商品のアイディア

を取り入れたり、既存商品の完成度を高めることができる。また、ボックスショップ形式と

し、陸地側の団体や個人にも出展してもらうことから新たな交流や商品開発などの展開も進

行中である。さらに、全国の離島ともつながり、太平洋・日本海・瀬戸内海の魚を使った灰

干しなど、他にはない製品の開発を進めるとともに、生産量に見合った販売ができるよう、

インターネットを利用した販路開拓も行う。

現在、島の置かれた状況は、働く場がない→島から出て職を探す→人口減→生活用品な

どの商店が成り立たなくなる、また、若い世代と子供が一緒に出るので学校が無くなる→さ

らなる人口減と悪循環の中にある。そこで、起業によって住民へのサービスの提供と同時に

働く場が創出されることなどにより悪循環を断ち切ることで、新たな循環を作り出しいつま

でも輝く島にしていきたい。
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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： 交流】【

山口県下関市１．都道府県、市町村
しものせきし

特定非営利活動法人 歌野の自然とふれあう会２．団 体 名

歌野の自然とふれあう会３．取 組 み の 名 称

４．取 組 概 要 等

◇概 要

平成12年度から歌野川ダム上流域に位置する水田で、村おこしの会と銘打って田植え、稲

刈り、収穫と農業体験を通じて小学生からお年寄りまで幅広い世代の交流を行っていたとこ

ろ、３年目に水田所有者の古民家解体の話が持ち上がった。その際 「この文化遺産を後世、

に残したい」との思いが高まったが、当時旧菊川町が管理していたことから、現在の会代表

が有志で保存していくことを申し出、その翌年（平成13年）に「歌野の自然とふれあう会」

を立ち上げた。

＜住民団体が古民家再生＞

旧菊川町が管理運営していた菊川町歌野川ダム上流の茅葺きの古民家（明治初期・伝

承施設）を住民団体が引き継ぎ再生し、里山に伝わる農法、伝統、景観、自然の保存を

。通じて、失われつつある農業文化を広く後世に伝えている

会員をはじめとした4 0 0名あまりのボランティアの力により修復された、活動

拠点となる茅葺古民家「歌野清流庵」は平成17年度には文化庁登録有形文化財に指

定された。そして、交流イベント事業では文化庁、教育委員会の後援を受け新聞テレビ

等の報道によって参加者は市内外を越えて広がり増加している。

また、この施設等を利用して、 し、その保存啓蒙幅広い年代に学習の場や機会を提供

農業体験、農産物加工、自然とのふれあい、里山保存等の活に供することを目的とし、

動を通じ、世代を超えた都市と農村の交流を図り、グリーンツーリズムの拠点としてい

。る

＜やまぐち食彩店に認定＞

古民家を再生した施設内では、蕎麦うち体験や地域食材を使用した飲食店「歌野清

流庵」を運営しており、平成18年7月27日「やまぐち食彩店」に認定された。

各種活動は過去の取り組みに捉われず、オリジナル性が非常に高い。また、繰り返し

の活動にとどまらない、チャレンジ的な、そしてアクティブな活動が多い。その活動は

山口県内テレビ各局、新聞、県、市広報誌によって紹介され、その反響も大きい。平成

「 」 、17年度には農林水産省の オーライ！ニッポン大賞 ライフスタイル賞受賞にともない

地元テレビ局のみならず全国的に報道されている。

◇活動の規模

項目 H15 H16 H17 H18 H19

来客数 300 300 400 500 400

解説 単位：人 平成17年より蕎麦工房清流庵開業

イベント 3 3 4 6 4

回数 解説 単位：回

イベント 350 400 600 800 500

参加者数 解説 単位：人



№35

◇活用している地域資源

・歌野川ダム周辺の千本桜

・歌野川ダム周辺のホタル

・市の運営する 歌野自然活用村(キャンプ場)

・地域食材（米・ヤマメ・ソバ粉など）

◇地域活性化のポイント

古民家が良好な状態で維持管理されている例は少なく、住民団体による再生、運営が

可能な事例となっている。

住民団体のボランティアによる建築当時（明治初期）とほぼ変わらない環境を残しな

がら古民家を再生し、再生だけに止めずに蕎麦を中心に地域食材を使用した飲食店をも

している。運営

日本文化本来の姿を取り戻す、また、追い求めるため、農村、田舎、自然志向が年々

高まる中で、農法・伝統・景観・自然の保存を通じて失われつつある文化を永い時間を

かけて、小中学生、若者を対象に地道に後世に伝える活動として位置づけられる。

世代を超えた都市と農村の交流をはかることによる「人間関係の調和 、自然とふれあ」

いながら農業文化を体験することによる、現在、特に見直されつつある「食文化 「食教」

。育」の見直しに積極的に取り組んでいる

◇事業の今後の展開方向

古民家の再生活用事業については、平成19年度「歌野清流庵」にて講習会を開催し、今

後も開催予定であるが、平成17年の修復後、最近では老朽化が激しく大々的な修復が必要と

されている。そこで、平成21年から茅葺き屋根の修復作業を予定しているが、その際には専

門家をはじめ、広く一般市民にも参加してもらうことで伝統技術の作業の習得や、日本の貴

重な伝統技術の理解につなげたいと考えている。

また、グリーンツーリズムの推進として、従来から行ってきた田植え、稲刈り、餅つき

イベントに加えて下関市立大学の出前市民大学の開催、下関市と共同で里山体験ツアーのほ

か 「清流庵」前の田んぼの冬季活用として、昆虫教室、里山コンサートの実施を計画して、

おり、平成21年春には自然を愛するファミリーをターゲットに、会員以外も利用できる貸し

農園として新施設「清流農園」を開業予定である。

今後は集落の消滅に伴い、遊休地になっている歌野地区の複合的な再開発を行い、日本

人にとっての古き農村文化を経験できるような地域開発を継続していく。
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◎取 組 分 野： 女性・若者の力 【食 【交流】【 】 】

高知県高知市１．都道府県、市町村
こ う ち し

高知県漁協女性部連合協議会２．団 体 名

都市と漁村の交流学習in高知３．取 組 み の 名 称

４．取 組 概 要 等

◇概 要

漁協の組合員又はその家族である女性を中心に構成され、高知県漁協女性部連合協議会は

に、漁協を中心に漁協女性の地位の向上と、明るく住み良い豊かな漁村を目指すことを目的

活動する組織である。

近年、子供達の魚離れが言われているが、未来を託された子供達が、机の上での勉強では

なかなか感じることのできない様々な体験を通じて、漁業のことや魚のことを少しでも考え

るきっかけにしてもらいたい、また、高知県の漁業やカツオの生態、海と山のつながりを学

習し、郷土料理としても有名なカツオのタタキづくりを実際に自分達で体験してもらおうと

平成15年度からカツオタタキ体験事業に取り組んでいる。

県の水産試験場の担当者から教室で授業を受けてカツオの生態を学び、その具体的には、

後に魚のプロである女性部のレクチャーを受けながら実際にカツオを捌き、藁で焼いて皿鉢

。への盛りつけまでを行い、給食と一緒に食べている

、 、 、開催当時は なかなか学校側に浸透せず開催場所に苦慮していたが 年々開催要請が増え

今では日程調整に苦慮しながらも年間５校程度開催し、また、体験者数についても平成15年

度の95名から平成19年度は620名と順調に伸びている。

また、その他の若い世代に地元で獲れた魚を使った浜料理（金目鯛の炊き込みご飯、煮付

け、鯛めし、カルパッチョ、あら汁など）の技術を伝えるとともに、体験を通じて魚に対す

る関心を高めるため、女性部が講師となり小中学生、高校生、一般の方に魚料理講習会を開

催するなど積極的に活動している。

◇活動の規模

項目 H15 H16 H17 H18 H19

体験開催校 1 4 6 5 7

解説 単位：校 カツオタタキ体験

体験参加者数 95 234 491 430 620

解説 単位：人 カツオタタキ体験

講習会開催校 11 11 12 10 11

解説 単位：校 魚料理講習会

講習会参加者数 501 442 443 335 339

解説 単位：人 魚料理講習会

◇活用している地域資源

カツオは 昭和63年６月21日に高知県の土佐を代表とする魚として県民に親しまれており、

された。「県の魚」にも指定

また、全国5位の生産量、全国3位の生産額と高い水準を占めているとともに、高知市にお

けるカツオの消費量は全国一を誇っている。
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、 「 」 、このことから 各漁港で上がる新鮮なカツオを使った カツオのタタキづくり体験 では

昔ながらのタタキづくりを通して、黒潮に育まれた高知県の漁師文化を体験することができ

る。

◇地域活性化のポイント

都市部の子どもたちとの交流をはじめ、地域の子どもたちとふれあうことで海・魚や漁村

としている。子どもたちの魚に親しみを覚え、漁業に対する関心を深めてもらうことを目的

離れが言われているが、この活動を通じて「本当においしい魚を提供すれば子どもたちは喜

んで食べる」ということを実際に感じることが出来たとともに、魚食をＰＲすれば消費拡大

につながると意識の高揚にもつながった。

◇事業の今後の展開方向

今後も、小学校を活用した食育の運動は継続して行きたいと考えている。しかしながら、

今までは小学生のみであったことから、ＰＴＡを巻き込んだ「家族ぐるみの交流」へと発展

させることも必要ではないかと考えている。

この活動を通じて、カツオに限らず、地魚のおいしさをアピールし、漁業を取り巻く厳し

い状況を理解してもらい、魚食文化の普及、地域の地魚の消費拡大につなげていきたい。
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◎取 組 分 野： 女性・若者の力】【

佐賀県鹿島市１．都道府県、市町村
か し ま し

七浦地区振興会（千 菜 市）２．団 体 名
せんじゃーいち

農村女性中心の、こだわり直販活動３．取 組 み の 名 称

４．取 組 概 要 等

◇概 要

鹿島市の南東部に位置する七浦地区の前面には有明海の干潟があり、昭和60年５月、鹿島

にしかない干潟を活かしたイベントをはじめようとフォーラム鹿島の主催で「鹿島ガタリン

地元で支えた「七青会 （七浦地区青年の会）の活ピック」が開催された。このイベントを 」

動に触発され 女性も地域のことを考え地域づくりに取り組もうと 七浦地区婦人連絡会 七、 「 （

された。七婦連では郷土食の研究をはじめ様々な活動に取り組み、昭和61年婦連 」が組織）

“ふるさとおにぎり祭り”に参加した「あげまきバラ寿司」が、おにぎり百選に選ばれた。

こうした活動を通じて、より活気のある七浦にしようと、新鮮な七浦の農産物等を広く一

般の方に提供し、知ってもらおうと七青会と一緒になって昭和63年10月、常設の直売所「千

「千菜市」という名前は、野菜や人が、千も万も寄って菜市（せんじゃーいち 」を始めた） 。

から名付けた。くるようにとの思い

、 、 、 、 、七婦連は 農協 漁協 婦人会 生活改善グループ等の女性組織が一緒になって結成され

地元で生産された農産物による郷土食の研究や月1回のテントによる朝市から始まった。結

成当初こそは野菜の作付や需要調整等に悩まされたが、新鮮な野菜は何よりも消費者に喜ば

れ、売れ行きもよく、地元の要望により「千菜市」を開設するに至っている。

千菜市が地域づくりの拠点となるよう、地域の子供たちを対象に交流会や体験学習等を開

催し、食べる喜びや本物の味を伝えることも活動の目標としており、商品に対するこだわり

から有機農業についての関心が高まり、会員を中心に有機農業研究会を組織し、土づくりや

肥料などについての研究会を重ねているとともに、こだわりを理解してもらえるよう、有機

農業研究会員のコーナーや有明海で獲れた魚介類を販売するため、魚介コーナーをそれぞれ

直売活動に気持ちを込めて取り組むよ増設し、七浦の自然の恵みを豊富に取り揃えている。

うにするため、ふるさとの有識者による講演会等を通して豊かな心を学び、組織の和を保ち

。発展できるよう会員の結束を強めている

◇活動の規模

項目 H15 H16 H17 H18 H19

生産量 116,000 132,000 114,000 127,000 144,000

解説 単位：千円 農産物、果樹、海産物、花卉、加工品、漬物、堆肥（概数）

売り上げ 121,144 134,827 117,459 129,234 147,000

解説 単位：千円

来客者数 112,000 126,000 117,000 117,000 136,000

解説 単位：人 （概数）

雇用者数 8 8 9 7 8

解説 単位：人

イベント 11 12 20 19 15

回数 解説 単位：回

イベント 2,600 3,000 4,800 4,200 3,800

参加者 解説 単位：人 （概数）



№37

◇活用している地域資源

七浦地区の前面には有明海の干潟、背後には多良岳山麓を有志、みかんを主体に畜産にも

盛んに取り組み、近年では玉葱をはじめとする露地野菜や花き栽培も行われている 「地域。

資源を活かした豊かなむらおこし」を目指し、みかんを中心とした生産性の高い農業経営の

、 、 。育成と 海苔養殖を中心とした漁業の振興に加え 地場産業の総合的な振興が図られている

また、多良岳の裾に広がるみかん畑や眼下に広がる有明海を堪能するのんびりウォーク、

有明海の干潟で行われるガタリンピック等の体験者は環境学習を通じて自然保護の大切さを

実感している。

◇地域活性化のポイント

女性が主体となって作付・出荷・経営等に取組むことで、地域全体が意欲的に農業に励む

ようになった。また、男性、高齢者が生産した農産物を女性や若者が荷造り・運搬を援助す

るなど、女性の経済的・社会的地位向上につながっている。

子供達に食べる喜びや本物の味を伝えることも活動の一環であると考え、地区内保育園へ

の地元産農作物の食材提供や、ふれあい体験学習としてこだわりの農産物の植え付け、収穫

等を行い、地域の子供たちに農産物の美味しさや農業の楽しさを伝えている。特に、七浦地

区内の保育園児と保護者を対象に行った「こだわり玉葱ひき」は大変喜ばれた。

農家、漁家、青年・女地域で生産されたものの販売という単なる営利活動だけではなく、

性部、民間組織及び地域住民など、多様な組織、団体へとネットワークを広げることで、地

となっている。域振興の拠点

◇事業の今後の展開方向

高品質、親切、信頼の3本柱を掲げながら、

①ここに来たら何となく「ほっ」とする地域

②もう一度食べたい、またここに住んでいる人たちにもう一度逢いたいと言ってもらえ

る地域

③ここに住んでいる人たちが地域のことが大好きで誇りに思える地域

そんな地域づくりを千菜市での直販活動を通して展開する。

具体的には、地元で生産された農林水産物を原料とした加工品への取組み、有機栽培の技

術を取り入れた商品等で安全性の高い商品の生産に努め、環境を考えた取り組み及び店舗外

での販売活動等を行うこととしている。

また、道の駅や類似施設がある中で地域の活性化を担う場として生まれ変わるべく、千菜

市の移転・改築も計画されており、独自の魅力を発信するために現在の干潟物産館の機能も

持つ新千菜市を建設し規模を拡大するとともに、七浦の豊富な食材をより美味しく提供でき

るよう、菓子工房等の加工施設や厨房を充実させたい。
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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】【

長崎県五島市１．都道府県、市町村
ご と う し

五島こだわろ会２．団 体 名

島内初の有人直売所で地産地消を推進３．取 組 み の 名 称

４．取 組 概 要 等

◇概 要

五島市の福江島では広い耕地と豊かな漁場に恵まれ、数多くの農水産物が生産されている

ものの、小規模経営農家の割合が高く、少量の農産物等の販売ルートがなかったため、安定

した収入が得られる有人直売所の設置要望が多くの生産者からあった。

他町（合併前の４町）の認定農業者会にこうした中、福江市認定農業者会が中心となって

も有人の直売所を設置しようと働きかけ 「直売所設立準備委員会」を発足、地域のリーダ、

ーである認定農業者、農産物加工グループや漁業者の代表者等に賛同を呼びかけ、平成16年

。会では先進地での研修など施設の開設に向けた準備を11月「五島こだわろ会」を結成した

進め、直売所を建設して地元産農産物の直売に取り組むこととした。そして平成17年３月、

福江島内で初めての有人の農水産物直売所「いきいき五島」が開店し、地元農水産物の直売

を開始した。

直売所の登録会員は約150組で、店内には地元の旬の野菜、農産加工品、水産加工品が約1

30品目揃えられている。販売は雇用している４人の従業員が行い、開店前に会員が商品を搬

入・陳列し、売れ残った生鮮品は閉店後に回収するシステムとし 「生産者の顔が見える新、

鮮な農水産物の販売」をモットーとしており、会員は出荷者証を付けて入店することを義務

付け、さらに、商品には生産者名、電話番号、バーコード等入りのラベルを貼付けており、

商品に関する問い合わせに対応できる態勢をとっている。

大口需要者との連携を進めており、平成17年度かまた、農産物の需要の拡大を図るため、

ら市内の給食センターの要請に応じて、じゃがいも・たまねぎ・きゅうり等の野菜やみかん

・びわ等の果物を納入している。

◇活動の規模

項目 H15 H16 H17 H18 H19

売り上げ 46,736 63,875 63,531

解説 単位：千円

来客数 52,920 51,120 48,240

解説 単位：人

雇用者数 4 4 4

解説 単位：人

イベント 2 4 4

回数 解説 単位：回

イベント 1,300 800 800

参加者 解説 単位：人
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項目 H15 H16 H17 H18 H19

生産者 120 180 210

解説 単位：人

◇活用している地域資源

・野菜（にんじん、キャベツ、だいこん、きゅうり等）を中心に米、山菜類、水産物（ハマ

チ、ブリ、マダイ等）

◇地域活性化のポイント

直売所が開設した17年3月20日から平成20年８月末までの売上げは約2,500万円、来客者数

は約24,000人となり、多くの消費者で賑わい交流が生まれている。

「少量のため自家用または贈答用としていたもの」が販売できるようになったこ会員は、

とで所得の向上が図られるとともに、翌週には精算されるシステムであることから販売状況

した。が直接現金収入に結びつくため、生産意欲が向上

一方、地域住民からは地元産の新鮮や農産物が安く購入できると好評であり、農・漁業者

や農・水産業関係者からも生産者の販路が拡充したことで島内消費が拡大し、地産地消の推

進が図られているとの評価を得ている。

◇事業の今後の展開方向

・直売所へ搬入できない生産者への対応については、直売所から出向いて集荷する等の体制

づくりについて、検討していく。

消費者への宣伝活動や生産者に対するＰＲを強化し、消費者ニーズ（多種多品目）に対応

できる出荷者（会員）の拡大を図っていきたい。

また、安定した販路を確立するため、地元飲食店やホテル、学校給食センター等との連携

を進めていくとともに、安心・安全な農産物を提供するため、生産者情報および生産履歴等

の公開にも取り組んでいきたい。
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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 【食】【 】

熊本県水俣市１．都道府県、市町村
みなまたし

村丸ごと生活博物館 頭 石地区２．団 体 名
かぐめいし

村丸ごと生活博物館３．取 組 み の 名 称

４．取 組 概 要 等

◇概 要

水俣市では、農山漁村地域に対し、住む人々と地域が元気になる生活の支援を行おうと平

成13年９月21日に「水俣市元気村づくり条例」を制定した。の条例に基づき地域の自然・産

業・生活文化を守り育てる地区を「村丸ごと生活博物館」として、水俣市が指定している

そのような中、頭石地区では固有の生活文化をさらに磨き後世に残そうと、平成14年８月

５日 「村丸ごと生活博物館」の地区指定を受け活動を開始した。、

村丸ごと生活博物館頭石地区では、頭石集落に住む人々の中から水俣市に認定された、自

らの生活文化に誇りを持って説明し、案内できる「生活学芸員」８名と漬物づくりや石積み

など生活技術の熟練者である「生活職人」16名が元気な村づくりに取り組んでいる。

集落全体を「生活の博物館」と見たこの取組は「地域にあるものを探す」ことから始め、

している。地域の案内て、訪れる人々に普段の生活（地域の案内、食事、各種体験）を提供

は「生活学芸員 、食事は「生活職員」のうち女性が中心となり、仕事と両立させながら地」

区でそれぞれ役割分担し受け入れている。地元住民の素朴で温かいもてなしと熱意が評価さ

、 、 、れ 全国各地からたくさんの人々が訪れその数は年々増加し 特に修学旅行生の訪問もあり

生きた農村生活を学ぶ場としても注目されている。

地域の案内や食事、各種体験に対する訪問者からの謝礼は、住民にとって楽しみながら活

動を継続するための大切な原動力でもある。得た謝礼の一部は共同資金として積み立てるこ

とにしており、地区自らが活動資金を作り出している。

また、定期的に集落で話し合いを持ちながら取組みを向上させていく努力を行っている。

訪問者が地区内で迷わないための看板設置や、訪問者に感想を記帳してもらったり、グリー

を行い、取組の質の向上につなげている。ン・ツーリズムの先進地等への視察

◇活動の規模

項目 H15 H16 H17 H18 H19

来客数 90 174 702 399 668

解説 単位：人
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◇活用している地域資源

・自然（山、川、棚田など）

・生活文化（百姓仕事、水使い、自然神など）

◇地域活性化のポイント

住民は自身の案内や説明に驚く訪問者の姿を見ることで、これまで「当たり前」だと思っ・

ていた地元の生活・文化の厚みにあらためて気づくことができ、自分の地域に自信と誇りが

持てるようになってきた。

・地元の家庭料理が訪問者においしいと喜ばれることがきっかけで、女性たちで農産加工所

「頭石元気村加工所」を立ち上げた。現在は、週１回市内事業所等に弁当を配達している。

・人に振る舞うだけであった手作りのかごや自家野菜を販売するようになるなど、ものづく

りが少しずつ進んだ。また、地元食材でもてなそうと、野菜づくりの講習会や作付けを増や

すなど農業振興への効果も見られる。

・地域外の人々が訪れるようになったことで、清掃活動や道端の植栽など集落の景観美化が

進んでいる。

◇事業の今後の展開方向

地域住民にとっては足もとにあり「当たり前」と思って見向きもしなかったことが、実は

素晴らしいことであるとわかってきた。そのことから、この取組みを充実させていくととも

に、農家レストランや足もとにあるものを活かしたものづくりなどを進めていきたい。
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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 【食】【 】

大分県豊後高田市１．都道府県、市町村
ぶ ん ご た か だ し

ふき活性化協議会２．事 業 者 名

「農業と観光が調和した地域づくり」を目指して３．取 組 み の 名 称

４．取 組 概 要 等

◇概 要

ほ場整備後の集落農業のあり方や地区の将来像について検討する組織として平成７年に、

。 、「 」 、蕗地区地域デザイン協議会 が設立 地域住民 関係機関で構成された される協議会では

「農業と観光が調和した地域づくり」をスローガンに営農体制、地域環境、都市農村交流、

してきた。地域デザインは平成９年に完成し、名称を「ふ地域コミュニティ等について検討

き活性化協議会」とし、現在はむらづくりの調整役を担っている。

協議会は全住民参加のコミュニティ組織であり、農業振興面では農事組合法人「ふき村」

が中心となり、生活・環境面では自治会の協力や小中学校、体験宿泊交流施設等と連携し、

多彩なむらづくりを進めている。

①農業振興の面

ぶんご合農事組合法人「ふき村」が３集落１農場方式の生産体制を確立するとともに、

鴨肉の「ゆうパック」や農産物加工直売所「蓮華」に代表される６次産業化を図った農業

が効率的に行われている。経営

②生活・環境の面

国宝「富貴寺」を中心とした伝統行事の継承や子どもたちへの食農教育・体験学習を推

進し、また都市住民に対してはふれあいウォーク、景観づくり、郷土料理などの体験を通

じたグリーンツーリズムを実践している。

過疎化・高齢化、谷沿いの狭小な農地など中山間地域の条件不利地域でありながらも、ほ

場整備を機に集落営農体制を確立し、特産品の加工販売など農業の６次産業化への発展とと

もに、世代間の交流・都市住民との交流を活発化させ豊かで住みよいむらを実現している。

◇活動の規模

項目 H15 H16 H17 H18 H19

作付け面積 78,670 139,550 138,110 133,000 145,880

水稲 解説 単位：㎡

作付け面積 197,660 196,340 185,510 154,560 175,420

麦 解説 単位：㎡

作付け面積 77,530 24,720 31,220 60,040 51,550

大豆 解説 単位：㎡

作付け面積 58,090 56,020 57,620 75,000 91,700

そば 解説 単位：㎡

イベント 5 5 5 5 5

回数 解説 単位：回 ふれあいウォーク、盆踊り

イベント 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

参加者 解説 単位：人 ふれあいウォーク、盆踊りの参加者

蕗薹利用者 4,251 8,783 8,592 8,139

人数 解説 単位：人 蕗薹の宿泊、食事及び体験の利用者数
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◇活用している地域資源

豊後高田市は、国宝の富貴寺や熊野磨崖仏をはじめ、国東半島六郷満山仏教文化を色濃く

平成13年より地元商店残す地域で「仏の里」として年間約70万人の観光客が訪れる。また、

街が昭和30年代をテーマに改修した「昭和の町」が脚光を浴び、年間28万人の観光客が訪れ

市内の新たな観光地となっている。る

ふき地域としては、国宝の富貴寺を中心とした地域に伝わる様々な伝統行事がある。その

他特産品として椎茸や茶、白ネギ等があり、郷土料理にも活かされている。

また、農村レストランも兼ねた体験交流宿泊施設「旅庵蕗薹（ふきのとう 」や農山加工）

直売所「蓮華」等も地域の活性化の一役を担っている。

◇地域活性化のポイント

農事組合法人ふき村」の設立により３集落１農場方式を確立し、経理の一元化を図ると・「

した。ともに部会制を導入

・国宝「富貴寺」を中心とした地域に伝わる様々な伝統行事を継承するとともに、地域内の

、 。小中学生に対して ぶんご合鴨や地域農業を教材とした食農教育や体験学習を実施している

Ｉ・Ｕターン家族24名・蕗地区の良さに惚れ込んで移住するする人が増え、平成12年以来、

（総人口の233人のうち約１割）を受け入れ、若い人が増えたことで新たな集落の活力が生

。まれている

・シンボルづくりとして地区名に由来のあるツワブキを河川敷に植栽し、さらにナバナ、レ

ンゲ、茶、そば等の栽培による四季折々の景観づくりを行うとともに、体験交流宿泊施設に

おける地元の食材を使った郷土料理の提供や体験交流プログラム等で都市住民にグリーン・

ツーリズムを発信している。

◇事業の今後の展開方向

・ むらの自治 「むらの農業 「むらのシンボル（観光 」が融和した協議会の取組みを「 」、 」、 ）

将来に渡って安定的に継続するために「攻め」の気持ちを持って積極的に行っていく。

①儲かる農業への挑戦

蕗地区は、今まで集落営農や経理の一元化等の取組みを行ってきたが、さらなる所得向上

のため、近隣の地区に出作を行い規模拡大を図っていく。

②子供たちに農業の大切さを伝えたい

蕗地区では「子供はむらの宝」のもと、地元小中学校と連携を図り農業体験や農産加工体

験を実施してきたが、今後も活動を継続し 「食の大切さ」や「農業の大事さ」を子供たち、

に学ばせるとともに、将来何らかの形で農業に従事できるよう「農業の魅力」を伝えたい。

③ふるさとに戻ってきたいと思えるむらづくり

蕗地区には、７家族24名がＩ・Ｕターンにより移住してきたが、むらの維持発展には今後

も定年退職者等を中心とした受け入れが必須と考えている。そこで、受け入れにあたっては

田舎でも都会並の生活ができるような体制整備を行っていく。
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