
弘前大学平井教授による地域づくり

ワークショップ
弘前大学の学生による現地調査

・指定棚田地域

・つなぐ棚田遺産

・日本の棚田百選

棚田地域振興協議会

国立大学法人 弘前大学

平成２６年度、弘前大学が青森県から農山漁村｢地域経営｣事業の研究を受託(同

教授平井太郎)したことにより、大川原地区で地域づくりの支援を行うことと

なった。令和３年の棚田指定地域として指定された後も、支援を続けてる。

弘前大は２６年度から大川原地区の地域づくりの支援を行っており、同区が県

内初の指定棚田地域として指定された際も地域の話合いや計画づくりを主導・

助言してきた。指定棚田地域となった後も、棚田地域振興協議会に加わり、学

生も交えた支援等を積極的に行っている。

県内唯一の棚田地域である大川原棚田について、地元協議会・市・県で協議。

指定棚田地域の指定前から当地域で取組を行っている弘前大学を推薦するも

の。

R4つなぐ棚田遺産サポート実績企業等推薦書（概要）

むらづくりの遺産を次世代に

大川原棚田

黒石市

大川原棚田

大川原棚田

−

関係棚田情報

取組内容

推薦理由

｜所在地

｜認定

きっかけ

取組年数

未来へつなぐ部門 人と人をつなぐ部門 クリエイティブ部門

青森県

https://www.hirosaki-u.ac.jp/
山﨑拓人(YAMAZAKITakuto)
タイプライターテキスト
（資料３）



阿武隈急行株式会社

丸森駅舎内展示の様子 車両内掲示の様子

・指定棚田地域

・つなぐ棚田遺産

大張沢尻棚田                      

・日本の棚田百選

沢尻の棚田

車両内掲示ポスター① 車両内掲示ポスター②

丸森町大張地区沢尻棚田写真コンテスト開催にあたり、県より、駅舎にコンテ

ストのチラシの設置を依頼し、コンテスト応募作品の展示や車両内へのポス

ターの掲示につながった。

令和３年度に棚田写真コンテストのチラシ、応募作品を丸森駅舎へ、県作成の

ポスターを車両内へ掲示。４年度はラッピング車両の政宗ブルーライナーに入

賞作品を新たに展示。

３年度からの取組であるが、今後の継続的な活動が見込まれる。阿武隈急行利

用者の目に触れたことで、地域内外の方々が棚田を訪れるきっかけとなった。

また、駅舎への展示はコンテスト参加者の方にも好評。

R4つなぐ棚田遺産サポート実績企業等推薦書（概要）

未来へつなごう沢尻の棚田

大張沢尻棚田

 丸森町

       −

関係棚田情報

取組内容

推薦理由

｜所在地

｜認定

きっかけ

取組年数

未来へつなぐ部門 人と人をつなぐ部門 クリエイティブ部門

宮城県

http://www.abukyu.co.jp/


宮城県伊具高等学校

田植え機への稲の積み込み
高校生が自らコンバインを操作して

稲を収穫

・指定棚田地域

・つなぐ棚田遺産

・日本の棚田百選

農家の指導を受け、その後は

自らの操作で田植えを行った

収穫作業が終了し、参加者全員での

記念撮影

米づくり体験を、生徒たちにさせたいとの思いがきっかけとなった。農家も良

い機会だとして受け入れた。平地と山間部での作業の違いを知ることや棚田百

選に選ばれた田んぼでの経験も大きな目的となっている。

令和２年より沢尻棚田にて農業体験を実習。田んぼの保全活動や中山間地域の

苦労も学んでいる。秋には収穫も行い、試食も実施。３年には棚田米を加工

し、パン作りを行っている。棚田での農業を五感で学び、農家を支援する活動

となっている。

複数の団体が候補として挙がった。中でも、伊具高等学校の取組は大張沢尻棚

田の維持・保全に止まらず、幅広い年代が交流する活動は地域振興にもつなが

り、県内でも特に優良であるため。

R4つなぐ棚田遺産サポート実績企業等推薦書（概要）

農業の素晴らしさを感じ、一穂一歩前へ伝えていきたい

大張沢尻棚田

丸森町

ー

大張沢尻棚田

沢尻の棚田

関係棚田情報

取組内容

推薦理由

｜所在地

｜認定

きっかけ

取組年数

未来へつなぐ部門 人と人をつなぐ部門 クリエイティブ部門

宮城県

https://igu.myswan.ed.jp/


（株）白神ぶなっこ教室

横倉の棚田景観 棚田オーナー田植え体験

・指定棚田地域

・つなぐ棚田遺産

・日本の棚田百選

棚田オーナー稲刈り体験 棚田オーナー田での集合写真

横倉の素晴らしい棚田の自然と景観を後世に残したいとの想いから、

棚田オーナー制度を実施。

棚田オーナー制度を主催し、令和４年で１２年目を迎える。

長い間、県内外から訪れる棚田オーナーを魅了し、農業体験等を通して地域住民との

交流を深めている。

棚田オーナー制度を主催し、１２年という長い期間に渡り関係人口を創出しているほ

か、棚田所有者の営農意欲の向上にも繋がっているなど、棚田の維持・保全に貢献し

ているため、推薦。

R4つなぐ棚田遺産サポート実績企業等推薦書（概要）

良好な景観のもとで棚田オーナー制度を実施し、

県内外から訪れる棚田オーナーを魅了！

横倉棚田

藤里町

横倉の棚田

横倉棚田

−

関係棚田情報

取組内容

推薦理由

｜所在地

｜認定

きっかけ

取組年数

未来へつなぐ部門 人と人をつなぐ部門 クリエイティブ部門

秋田県

https://bunakko.com/


技研株式会社

やまがたの棚田カレーライス型 自動車部品の製造に使う真空射出成形技

術を活用

・指定棚田地域

・つなぐ棚田遺産

・日本の棚田百選

つなぐ棚田遺産選定記念「やまがたの棚田

カレー」(山形県庁食堂)

イタリアンカフェ ILUBLU遊学館で

提供された「やまがたの棚田カレー」

農家の「棚田が有名になるのは嬉しいが、観光客が来ても農家の収入にはなら

ない」という話から、県農村計画課において、農家の所得向上につなげる必要

があるとし、棚田米や地域の魅力を活かしたメニューを開発する「やまがたの

棚田カレープロジェクト」を立ち上げた。

SNS映えするためには、棚田に近い「ライス」の形が良いというアイデアを受

け、㈱三友エンジニア、技研㈱が棚田ライス型を製造した。

令和４年度にはライス型のレンタルを開始し食堂などで「やまがたの棚田カ

レー」が提供された。

「やまがたの棚田カレー」は棚田振興の目玉となっている。

県は異業種による棚田の新価値創出の推進に取組むことを振興の方針の一つに

位置づけており、そのきっかけとなった技研㈱の社会貢献を推薦する。

R4つなぐ棚田遺産サポート実績企業等推薦書（概要）

農業と観光がWin‐Winで棚田振興！

椹平の棚田の他９カ所

朝日町、大蔵村、山辺町、村山

市、遊佐町、山形市、白鷹町、

天童市、鶴岡市

朝日町西五百川村の他5カ所

椹平の棚田の他7カ所

椹平の他２カ所

関係棚田情報

取組内容

推薦理由

｜所在地

｜認定

きっかけ

取組年数

未来へつなぐ部門 人と人をつなぐ部門 クリエイティブ部門

山形県

http://www.gikenkk.co.jp/index.html


株式会社三友エンジニア

ドローンによる３D測量 ３Dモデリングデータ作成

・指定棚田地域

・つなぐ棚田遺産

椹平の棚田の他7カ所

・日本の棚田百選

農業と観光がWin‐Winで棚田振興！

椹平の棚田の他９カ所

朝日町、大蔵村、山辺町、村山

市、遊佐町、山形市、白鷹町、

天童市、鶴岡市

農家の「棚田が有名になるのは嬉しいが、観光客が来ても農家の収入にはならな

い」という話から、県農村計画課において、農家の所得向上として、棚田米や地

域の魅力を活かしたメニューを開発する「やまがたの棚田カレープロジェクト」

を立ち上げた。

朝日町西五百川村の他5カ所

関係棚田情報

R4つなぐ棚田遺産サポート実績企業等推薦書（概要）

食べて応援!！地産地消でSDGｓコラボ

「やまがたの棚田カレー」

白鷹町の棚田カレーフェアで提供された

棚田カレー

椹平の他２カ所

「やまがたの棚田カレー」は棚田振興の目玉となっている。県は異業種による棚

田の新価値創出の推進に取組むことを振興の方針の一つに位置づけており、その

きっかけとなった㈱三友エンジニアの社会貢献を推薦。

SNS映えするためには、棚田に近い「ライス」の形が良いというアイデアを受

け、㈱三友エンジニア、技研㈱が棚田ライス型を製造。令和４年度にはライス型

のレンタルを開始し食堂などで「やまがたの棚田カレー」が提供された。
取組内容

推薦理由

｜所在地

｜認定

きっかけ

取組年数

未来へつなぐ部門 人と人をつなぐ部門 クリエイティブ部門

山形県

https://www.sanyu-engineer.co.jp/company/


株式会社商船三井

台風被害を受けた田んぼビオトープの

土砂撤去

田んぼビオトープの草取りや環境整備に

集落の方と一緒に作業に汗を流す

・指定棚田地域

・つなぐ棚田遺産

・日本の棚田百選

棚田オーナーの企業田んぼ。毎年、福

島大学生と一緒に田植えをする
棚田の芸術祭のために案山子をつくった

平成２９年NPO法人ISLのプログラムとして、布沢棚田を視察した商船三井の参

加者が農業とコミュニティの再生の取り組みに共感し、農業と農村の課題に向

き合うために翌年から農作業体験を始めた。

平成３０年、稲刈り体験に２名が参加、令和３年から１０アールの棚田オー

ナーとして、企業田んぼの米づくりをスタートし福島大学の学生とも連携。

４年は無農薬栽培に挑戦、延べ３０名の社員が参加した。

当該企業は、東和地区布沢集落が抱える農業農村の課題に共感し、年間の農作

業等を通して棚田地域と関わり、地域の活性化と多面的機能の維持発展に大き

く貢献していることから推薦。

R4つなぐ棚田遺産サポート実績企業等推薦書（概要）

棚田との共生と共感の関係づくりで人間力を高めよう！

東和の布沢棚田

二本松市

東和の布沢棚田

東和の布沢棚田

−

関係棚田情報

取組内容

推薦理由

｜所在地

｜認定

きっかけ

取組年数

未来へつなぐ部門 人と人をつなぐ部門 クリエイティブ部門

福島県

https://www.mol.co.jp/


株式会社大塚商会

大山千枚田全景 オーナーによる田植え

・指定棚田地域

・つなぐ棚田遺産

・日本の棚田百選

前大塚商会会長より寄贈された

バックホウによる棚田の修繕作業
大塚商会社員とその家族による田植え

鴨川市リフレッシュビレッジ推進協議会が設置され、大山地区部会と共同活動

を行っていくこととなった。大塚商会では耕作放棄地の増加防止に平成１７年

から参加し保全活動を行っている。

平成９年に大山千枚田保存会が組織されオーナー制度など様々な活動を行って

いるが、大塚商会では有志の社員で農作業、保全に協力、自然を学ぶ体験会も

実施。また大塚商会が寄贈した重機で修繕活動が継続して行われている。

鴨川市からエントリーがあり、県で検討したところ、活動年数が18年と長く、

棚田の修繕のための重機を寄贈するなど、関係棚田へ多大な貢献を行っている

と認められたため推薦。

R4つなぐ棚田遺産サポート実績企業等推薦書（概要）

都市農村交流による地域の活性化

大山千枚田

鴨川市

大山千枚田

大山千枚田

大山千枚田

関係棚田情報

取組内容

推薦理由

｜所在地

｜認定

きっかけ

取組年数

未来へつなぐ部門 人と人をつなぐ部門 クリエイティブ部門

千葉県

https://www.otsuka-shokai.co.jp/corporate/csr/environmental/diversity/senmaida.html


株式会社ナルサワコンサルタント

棚田みらい応援団(十日町市三ツ山) 用水清掃（十日町市三ツ山）

・指定棚田地域

・つなぐ棚田遺産

・日本の棚田百選

遊休地草刈り（胎内市須巻） 稲刈り作業（上越市棚広）

同社の主力である「農業土木」事業を通じて、「ECHIGO棚田サポーター」※を

紹介された。

※ECHIGO棚田サポーター：平成１１年に県農地部職員を中心発足した棚田を愛し、地域の

方々と一緒に棚田を守るグループ。

「ECHIGO棚田サポーター」に平成１１年より参加。田植えなどの活動を行って

いる。３０年からは「棚田みらい応援団」※の活動に参加。地域の方々、他団体

との交流の機会が増えた。

※棚田みらい応援団：棚田保全活動に参加する企業を募集し、地域の営農活動・地域保全活動

を支援するための協働活動。

令和元年度「ECHIGO棚田サポーター」優秀サポーターを受賞。「棚田みらい応

援団」にも参加。多くの棚田地域への支援活動に参加しており、令和４年度の

取組実績が参加企業等の中で最多であることから推薦。

R4つなぐ棚田遺産サポート実績企業等推薦書（概要）

地域の発展を願い、皆さまと共に支え、

共に歩む企業を目指して

三ツ山の棚田の他１０カ所

十日町市、上越市、糸魚川市、

胎内市

中條村の他１０カ所

三ツ山の棚田の他２カ所

−

関係棚田情報

取組内容

推薦理由

｜所在地

｜認定

きっかけ

取組年数

未来へつなぐ部門 人と人をつなぐ部門 クリエイティブ部門

新潟県

https://www.narusawa-net.co.jp/


日本航空株式会社 新潟支店

枷場での参加者による集合写真（稲刈

り）

田植え（田植え機を入れらない田んぼで

手植え）

・指定棚田地域

・つなぐ棚田遺産

・日本の棚田百選

稲刈り
JAL国内線ファーストクラス機内食で新

潟米「新之助」提供

ブランド米「新之助」の機内食での提供を機に特産品であるお米に関連して

「棚田みらい応援団」※の活動に共感し参加。

コロナ禍における航空業界の使命として、地域活性化、地域の魅力をPRする活

動に参加。

※棚田みらい応援団：棚田保全活動に参加する企業を募集し、地域の営農活動・地域保全活動

を支援するための協働活動。

「棚田みらい応援団」に参加すべく支店、空港スタッフなどで「日本航空チー

ム新潟」を結成。令和３年度から、田植えなどボランティアに参加。今後は県

にゆかりのある客室乗務員「ふるさと応援隊」も活動に加わる見込み。

令和３年度から、棚広地区の保全活動に「日本航空チーム新潟」が１０人以上

で参加している。今後、日本航空本社との取組など、発信面でも独創的な取組

が期待できることから推薦する。

R4つなぐ棚田遺産サポート実績企業等推薦書（概要）

地域と共に歩み、笑顔をつなぐ

日本航空チーム新潟による棚田保全活動

棚広の棚田

上越市

牧村

−

−

関係棚田情報

取組内容

推薦理由

｜所在地

｜認定

きっかけ

取組年数

未来へつなぐ部門 人と人をつなぐ部門 クリエイティブ部門

新潟県

https://www.jal.com/ja/


株式会社クイック

春の「みんなで農作業の日」での

田植え風景
新入社員研修での田植え風景

・指定棚田地域

・つなぐ棚田遺産

・日本の棚田百選

田植え終了後の棚田（カラフルカンパ

ニーオーナー箇所）

秋の「みんなで農作業の日」での

稲刈り風景

社員がこの地域出身だったため古民家を「研修所」として利用。南砺市相倉か

ら「みんなで農作業の日」開催の案内と棚田オーナーへの参加打診があり、農

作業や保全活動を通じて社員の親睦交流を深めるために参加するようになっ

た。

平成１７年から開始した「みんなで農作業の日」 に、グループ会社のカラフル

カンパニーが、約２０名で毎年参加。また、新入社員研修のメニューとして

オーナー契約している棚田で田植えを行っている。

本企業の取組みは県内で長年にわたって棚田の保全に積極的に関与している優

良事例であり、今後も棚田の保全及び地域活動への継続的な貢献が見込まれる

ことから推薦。

R4つなぐ棚田遺産サポート実績企業等推薦書（概要）

「社員共通のふるさと」の、棚田も景観もカラフルに！

相倉棚田

南砺市

−

相倉棚田

−

関係棚田情報

取組内容

推薦理由

｜所在地

｜認定

きっかけ

取組年数

未来へつなぐ部門 人と人をつなぐ部門 クリエイティブ部門

富山県

https://919.jp/


株式会社御祓川

学生による配達配食サービスに

おける地域内ニーズ調査を実施

県外学生を対象としたフィールドワーク

プログラム

・指定棚田地域

・つなぐ棚田遺産

・日本の棚田百選

神子の里の経営改革を目指した

全社会議

全社会議で言語化したビジョン

羽咋市が株式会社御祓川に委託する「市内企業における長期実践型インターン

シップ（兼業人材含む）導入支援事業」において、令和２年度から地域住民が

出資する株式会社神子の里を支援。

神子の里の伴走サポートとして、ビジョンや行動指針の策定を支援するほか、

独居老人世帯の「配達・配膳」サービスの事業調査やWEBサイト・ショップの

運営へ学生や副業の社会人を派遣する人材マッチングを行う。

棚田地域振興に取組む団体の伴走サポートとして、地域課題の掘り起こし、人

材・手法のコーディネートなど、棚田の保全・振興に貢献しており、今後、他

地域への展開も期待できることから推薦。

R4つなぐ棚田遺産サポート実績企業等推薦書（概要）

地域企業が抱える課題解決の伴走者

中間支援という新しい役割

神子原地区棚田

神子原町、千石町、菅池町

−

神子原地区棚田群

−

関係棚田情報

取組内容

推薦理由

｜所在地

｜認定

きっかけ

取組年数

未来へつなぐ部門 人と人をつなぐ部門

石川県

クリエイティブ部門

http://misogigawa.com/


喜久水酒造株式会社

純米酒よこね720ｍｌ 純米酒よこね300ｍｌ

・指定棚田地域

・つなぐ棚田遺産

・日本の棚田百選

2018.4　試飲会 2019.4　試飲会

平成28年当時、活動資金がなく、米の販売に苦慮していた。そこで地元の酒蔵

の協力を得て、新たな特産品を販売して「よこね田んぼ」というブランドの価

値を高め、多くの方に保全活動へ協力していただくことを目標に取組を始め

た。

平成２９年よこね米で日本酒試験醸造。令和２年たかね錦１００％で醸造した

純米酒「よこね」７２０mlが完成、以来、３年連続で日本酒は完売しており安

定した活動資金の確保につながっている。

活動年数が最も長く、よこね田んぼの知名度アップやブランド価値の向上など

今後のよこね田んぼの保全活動を推進する上で、貢献度の高い取組を行ってい

る信州棚田ネットワークで検討し推薦。

R4つなぐ棚田遺産サポート実績企業等推薦書（概要）

新たな特産品でよこね田んぼをブランド化し、

地域を活性化する

よこね田んぼ

飯田市

千代村

よこね田んぼ

よこね田んぼ

関係棚田情報

取組内容

推薦理由

｜所在地

｜認定

きっかけ

取組年数

未来へつなぐ部門 人と人をつなぐ部門 クリエイティブ部門

長野県

https://kikusuisake.co.jp/


田植えの様子 稲刈りの様子

・指定棚田地域

・つなぐ棚田遺産

・日本の棚田百選

田植えの様子 稲刈りの様子

株式会社 デリカスイト

自然の厳しさと農作業の大変さを体験し、１粒の米の大切さを知ること、そし

て、食に携わる社員の心構えと仲間作りが契機。

①社員教育として新入社員の田植え・稲刈り体験の実施　②棚田の保全を目的

とした水稲栽培と栽培経過のPR　③棚田保存会への参画を行っている。

農村地域との、交流活動や協働活動を実践する企業等を登録する「ぎふ一村一

企業パートナーシップ運動」の登録団体であり、

「ぎふの棚田21選」の登録団体のうち、10年以上にわたって活動、かつ県内企

業であるため推薦。

R4つなぐ棚田遺産サポート実績企業等推薦書（概要）

豊かな自然で美味しいごはん！水と緑でゆたかな暮らし

貝原棚田

揖斐川町

        −

        −

        貝原棚田

関係棚田情報

取組内容

推薦理由

｜所在地

｜認定

きっかけ

取組年数

クリエイティブ部門

岐阜県

人と人をつなぐ部門未来へつなぐ部門

http://www.delicasuito.co.jp/


「小さな親切」運動静岡県本部

せんがまち棚田　田植え 　せんがまち棚田　稲刈り

・指定棚田地域

・つなぐ棚田遺産

・日本の棚田百選

石部棚田　稲刈り
石部棚田

静和保育園でのお米の贈呈式

「日本の豊かな自然と景色を子どもたちに残したい」と活動を続ける地元の

方々の思いに応え、平成２４年に棚田保全活動に参加し、活動を継続。

また、保全活動への参加を幅広く呼びかけるなどＳＮＳ等での情報発信も実

施。

平成２４年から、２つの棚田オーナーとして保全活動を続けている。各棚田で

の収穫物は福祉施設などへ毎年寄贈している。県本部のホームページやＳＮＳ

などで「つなぐ棚田遺産」の趣旨や保全活動について情報を発信している。

県内棚田地域で取り組んでいる企業等の取組状況等を確認したところ、活動年

数10年以上かつ複数の棚田で取組を行っているため推薦。

R4つなぐ棚田遺産サポート実績企業等推薦書（概要）

豊かな自然と景色を子どもたちに残すため、

棚田の保全活動を実施する

石部棚田の他１カ所

松崎町、菊川市

旧岩科村地域の他1カ所

石部棚田の他1カ所

ー

関係棚田情報

取組内容

推薦理由

｜所在地

｜認定

きっかけ

取組年数

未来へつなぐ部門 人と人をつなぐ部門 クリエイティブ部門

静岡県

http://www.across.or.jp/kindness/


株式会社　丸八製菓

四谷千枚田だんご五平餅セット

郵便局のネットショップなどで販売

四谷千枚田盛り上げ隊、豊橋まつりで

1000本の千枚田五平餅を販売して寄付

・指定棚田地域

・つなぐ棚田遺産

・日本の棚田百選

四谷の千枚田絵画コンクール
リアル案山子（欽ちゃん＆香取慎吾の全

日本仮装大賞の常連チームが製作）

平成２４年、鞍掛山麓千枚田保存会の小山会長から「千枚田米は美味しいが、

棚田の面積が小規模で販売まで至らないのが実情。急傾斜地の厳しい棚田を耕

作する農家は大きな負担を抱えながらも保存継承に努力している」との話しに

感銘を受け、千枚田を未来に継承したい一心で取組を決意。

平成２６年から東三河地域の郵便局と提携、「四谷千枚田だんご五平餅セッ

ト」をネットショップで全国展開。また、西武池袋本店での販売など精力的に

活動して景観保全、継承に努めている。

保存会から「丸八製菓には千枚田保存のために一年中、表に出ない地味なこと

も含めて事細かく尽力、支援いただいているので、感謝状を贈呈してほしい」

との話があったため推薦。

R4つなぐ棚田遺産サポート実績企業等推薦書（概要）

「四谷千枚田盛り上げ隊」

～四谷の千枚田景観保全・保存継承のお手伝い～

四谷千枚田

新城市

四谷の千枚田

四谷の千枚田

四谷の千枚田

関係棚田情報

取組内容

推薦理由

｜所在地

｜認定

きっかけ

取組年数

未来へつなぐ部門 人と人をつなぐ部門 クリエイティブ部門

愛知県

http://www.yagumo.co.jp/


エレコム株式会社

熊野市丸山千枚田を活用した地域振興及び

保全等に関する連携協定書調印式

エレコム㈱社員ご家族による稲刈り写真

・指定棚田地域

・つなぐ棚田遺産

・日本の棚田百選

復元前の田んぼ 復元後作付けされた田んぼ

エレコム株式会社社長（現会長）の葉田氏が熊野市出身ということもあり、何

か地域の発展のためにエレコムとしても支援したいという思いから熊野市との

連携が始まった。

エレコムが丸山千枚田オーナーとなり、社員やその家族が田植え・稲刈りイベ

ントに参加するほか、企業版ふるさと納税（令和2～6年度まで5年間で１億５千

万円）による丸山千枚田の振興への協力、保全活動、丸山千枚田のホームペー

ジ作成などを行っている。

県内棚田地域に募集を行ったところ、１団体のエントリーがあり、取組内容に

ついて三重県農林水産部農山漁村づくり課で確認したところ、棚田保全に寄与

していると判断されたため、推薦。

R4つなぐ棚田遺産サポート実績企業等推薦書（概要）

　日本の原風景丸山千枚田を未来に残す

熊野市

入鹿村

丸山千枚田

丸山千枚田

丸山千枚田の棚田

                      の他１カ所

関係棚田情報

取組内容

推薦理由

｜所在地

｜認定

きっかけ

取組年数

未来へつなぐ部門 人と人をつなぐ部門 クリエイティブ部門

三重県

https://www.elecom.co.jp/


トヨタ紡織滋賀株式会社

遊休農地の草刈りの様子 くるみの殻むき作業の様子

・指定棚田地域

・つなぐ棚田遺産

・日本の棚田百選

カブトムシの里の運営の手伝いの様子 棚田周辺のごみ拾いの様子

山女原地域が棚田の支援を募っていることを知り、寄付を始めたことが最初の

きっかけ。その後、県の事業である「しがのふるさと支え合いプロジェクト」※

において連携協定を締結し、現在の活動に至っている。

※「しがのふるさと支え合いプロジェクト」：農山村の活性化や新たな価値の創造を目的に中

山間地域と企業・大学・高校・NPO等が協働するプロジェクト

棚田のり面の草刈作業や耕作放棄地に植栽されているオニグルミの商品化に向け

た殻むき作業などの棚田保全活動に地域住民と一緒に取り組んでいる。また県の

棚田トラスト制度を活用した寄附を行い地域の取組を支援している。

多様な活動をとおして、長年にわたり地域住民と一緒に保全活動（県知事立合の

もと協働活動協定書締結）を行っていること、今後の目標を「地域での困りごと

を吸い上げ、地域に貢献すること」としていることを評価し、推薦する。

R4つなぐ棚田遺産サポート実績企業等推薦書（概要）

未来に向けて  明るく  楽しく  元気よく  皆ハッピーに！

山女原の棚田

甲賀市

−

山女原の棚田

−

関係棚田情報

取組内容

推薦理由

｜所在地

｜認定

きっかけ

取組年数

クリエイティブ部門

滋賀県

未来へつなぐ部門 人と人をつなぐ部門



株式会社長田野ガスセンター

集落内の草刈り状況 集落内の草刈り状況

・指定棚田地域

・つなぐ棚田遺産

・日本の棚田百選

集落内のビオトープ池の清掃活動 中丹ふるさと絆ネット実施状況

府が実施している、地域住民、行政及び事業者等が連携し、農村交流活動を実

施する「中丹ふるさとを守る絆ネット・ボランテイア活動」に、積極的に参加

し、棚田の景観維持に貢献している。

大江町毛原集落において、長田野ガスセンターが、地域住民、行政と連携し

「農村交流活動」に取り組んいる。農地・農道の草刈りや掃除等を行い、過疎

化により人手不足となった集落の機能維持を図り、棚田の景観保全に貢献して

いる。

京都府実施の企業ボランティア事業に毎年積極的に参加、活動が継続している

ことによって、高齢化が進む集落の棚田の景観が保たれている。

R4つなぐ棚田遺産サポート実績企業等推薦書（概要）

企業ボランティアが過疎高齢化の集落で

棚田景観の保全に貢献

毛原の棚田

福知山市

河守上村

毛原の棚田

毛原の棚田

関係棚田情報

取組内容

推薦理由

｜所在地

｜認定

きっかけ

取組年数

未来へつなぐ部門 人と人をつなぐ部門 クリエイティブ部門

京都府

https://osadano-gas.co.jp/


株式会社Amnak（アムナック）

法人設立披露の会 水田が蘇った様子

・指定棚田地域

・つなぐ棚田遺産

・日本の棚田百選

日本酒　能座ほまれと但馬ほまれ 無線遠隔草刈機「スパイダー」

酒米を生産する親会社の山陽Amnak株式会社が生産地を模索していたところ、

平成26年に養父市が国家戦略特区に指定されたことを契機に、生産条件の不利

な中山間地での事業運営が使命と考え、能座地区での営農を決意しAmankを誕

生させた。

酒米生産を通じて集落内の半分以上あった耕作放棄地や休耕農地を再生、田園

風景を蘇らせたほか、自社ライスセンターを整備して近隣地域の一般米の乾燥

調製も請け負う。集落・企業・行政の三位一体で歩むむらづくりの重要な役割

を担っている。

養父市からの推薦があったAmnakは、活動年数が長くかつ複数の棚田で地域の

維持・保全・振興等に貢献する取組みを実施しているため、県において推薦す

る。

R4つなぐ棚田遺産サポート実績企業等推薦書（概要）

地域で役立つ必要不可欠な会社を目指して

能座の棚田の他5カ所

養父市

建屋村地域

能座の棚田

−

関係棚田情報

取組内容

推薦理由

｜所在地

｜認定

きっかけ

取組年数

未来へつなぐ部門 人と人をつなぐ部門 クリエイティブ部門

兵庫県

http://www.amnak.co.jp/tokku/


「棚田deマルシェ」に参加したツアー

客による買い物

「棚田deマルシェ」に参加したツアー

客による餅つき体験

・指定棚田地域

・つなぐ棚田遺産

・日本の棚田百選

「甲南女子大学との食農体験コラボ企

画」への参加者

「甲南女子大学との食農体験コラボ企画」

に参加した親子による稲刈り

一般社団法人 全国農協観光協会

以前から県とつながりが強く地域支援事業などを行うなか、棚田再生事業に取り

組んでいる「小川地域棚田振興協議会」のことを知り、地域活性化事業にもつな

がると思い、中田の棚田再生への取組をするようになった。

棚田及び地域の魅力の情報発信支援を行っているほか、地域の取組内容について

合意形成を図るためにアドバイザーを紹介した。特に、全国農協観光協会のネッ

トワークを活かし、関西方面の住民に対し広く情報発信している。

全国農協観光協会の強みを活かし、都市住民へ中山間地域での取組について情報

を発信し、新たな人の流れを創出している点を評価。和歌山県農業農村振興委員

会で審議し推薦。

R4つなぐ棚田遺産サポート実績企業等推薦書（概要）

農と食と人をつなぎ、笑顔あふれる紀美野町「中田の棚田」

中田の棚田

紀美野町

紀美野町 旧小川村地域

中田の棚田

−

関係棚田情報

和歌山県

取組内容

推薦理由

｜所在地

｜認定

きっかけ

取組年数

未来へつなぐ部門 人と人をつなぐ部門 クリエイティブ部門

https://www.znk.or.jp/
https://www.znk.or.jp/
https://www.znk.or.jp/


和歌山大学観光学部棚田ふぁむ

沼地区の住民と棚田ふぁむメンバー 毎年春に行う田植え

・指定棚田地域

・つなぐ棚田遺産

・日本の棚田百選

毎年夏に行う山椒収穫支援
4０～50年ぶりに復活させた秋祭りの餅

の奉納

第19回全国棚田（千枚田）サミットの開催決定を契機に、県が企画した「棚田

モニターツアー」に和歌山大観光学部が参加。現状を見た学生から「棚田保全

ボランティア」のアイデアが出されたことがきっかけ。参加者を募り「棚田

ふぁむ」の活動を平成２３年から活動開始した。

地域住民と学生との協働により、棚田保全活動および地元集落の活性化に向け

た取組を継続的に支援することを目的に、①棚田保全活動②地域農業支援活動

③地域との交流活動④地域のPR活動支援を行っている。

長期にわたり安定して地域との協働活動を実施している点を評価し、和歌山県

農業農村振興委員会で審議し推薦。

R4つなぐ棚田遺産サポート実績企業等推薦書（概要）

棚田保全・集落活性化支援活動

沼の棚田・段々畑

有田川町

有田川町 旧八幡村地域

沼の棚田・段々畑

−

関係棚田情報

取組内容

推薦理由

｜所在地

｜認定

きっかけ

取組年数

未来へつなぐ部門 人と人をつなぐ部門 クリエイティブ部門

和歌山県

https://www.instagram.com/tanada.fam/


NPO法人bankup（バンクアップ）

横尾棚田での田植え 横尾棚田での田植え

・指定棚田地域

・つなぐ棚田遺産

・日本の棚田百選

京ケ原棚田での水路清掃 草刈り作業

平成１４年、鳥取大学の学生がいくつかの農山村へボランティア参加する機会

を得て、その関係を続け「学生が生の農業に触れる機会を作りたい」、「社会

人との交流の楽しさを知ってもらいたい」という想いから取組が始まった。

NPO法人bankupは「農村１６きっぷ」と称して、鳥取大学農学部の学生が農村

へ派遣する活動を２０年以上行っている。また、令和４年度から始まったプロ

ジェクト「だんだん」では、京ヶ原棚田で学生が主体となり農村の機能を維持

する活動を行っている。

活動年数が長くかつ県内の「つなぐ棚田遺産」の３地区で取組を行っているた

め推薦。

R4つなぐ棚田遺産サポート実績企業等推薦書（概要）

「大学生の学びたい×地域課題」で棚田の可能性を広げる

横尾棚田の他２カ所

岩美町、岩桜町、鳥取市

−

横尾棚田の他２カ所

横尾の棚田の他１カ所

関係棚田情報

取組内容

推薦理由

｜所在地

｜認定

きっかけ

取組年数

未来へつなぐ部門 人と人をつなぐ部門 クリエイティブ部門

鳥取県

https://www.bankup.jp/
https://www.bankup.jp/


株式会社　アテナ

・指定棚田地域

・つなぐ棚田遺産 ワークショップの風景

・日本の棚田百選 ブランド化した米袋のデザイン

県から平成１９年度に講演依頼があった事を契機に、地域住民と一体となって

地域活性化の取組を始めた。

地域全１６世帯の夫婦参加型ワークショップを開催し、今後の地域のあり方や

棚田の維持管理方法について話し合った。また、棚田オーナーとして、田植

え・稲刈り・棚田祭りに参加している。

県内の棚田を応援している企業として、以前から先進的に取り組んでいる上、

活動年数も10年と長期に渡ることから推薦。

R4つなぐ棚田遺産サポート実績企業等推薦書（概要）

歴史ある棚田や地域の伝統を守り、次世代につなごう

山王寺本郷

雲南市

山王寺本郷

山王寺本郷

山王寺本郷

関係棚田情報

取組内容

推薦理由

｜所在地

｜認定

きっかけ

取組年数

未来へつなぐ部門 人と人をつなぐ部門 クリエイティブ部門

島根県

../棚田_推薦書（概要版）/株式会社　アテナ


国立大学法人　広島大学

井仁棚田交流館で地域住民と学生との

地域課題解決に向けた取組協議

棚田カフェにて学生による棚田研究・地

域活性化支援プログラム発表

・指定棚田地域

・つなぐ棚田遺産

・日本の棚田百選

学生による「しわいマラソン」

応援横断幕の作成
棚田カフェにて地域住民と学生との交流

井仁地域では高齢化が深刻化し、農地の保全が困難になりつつあった。

平成１６年の広島大学による農家調査を契機に、「官民学協働ワークショッ

プ」にファシリテーターとして広島大学研究室が参加し、運営支援が始まっ

た。

広島大学のゼミ「域学連携プログラム」において農作業の支援のほか、住民と

協働して棚田体験会や棚田保全のためのワークショップを行い、地域貢献の意

識づくりを醸成している。

県内棚田地域に募集を行ったところ、エントリーがあり、この取組を広島県と

安芸太田町で議論したところ、毎年継続して活動を行い、棚田への貢献が認め

られるため推薦。

R4つなぐ棚田遺産サポート実績企業等推薦書（概要）

井仁地区における民官学共同連携により

取り組んだ棚田の活性化と再生

井仁の棚田

安芸太田町

井仁の棚田

井仁の棚田

井仁の棚田

関係棚田情報

取組内容

推薦理由

｜所在地

｜認定

きっかけ

取組年数

未来へつなぐ部門 人と人をつなぐ部門 クリエイティブ部門

広島県

https://www.hiroshima-u.ac.jp/


関係棚田情報

耕作放棄地再生・景観保全作業
耕作放棄地再生農地にハーブ（ローゼ

ル）を植付

・指定棚田地域

・つなぐ棚田遺産

・日本の棚田百選

耕作放棄地再生農地に菜の花を植付 絶景の棚田の広場「棚田の花段」

特定非営利活動法人

ゆや棚田景観保存会

令和元年に開催された第25回全国棚田サミットを契機に、耕作放棄地を開墾。

美しい自然と共に人々が賑わう元気な地域を創出するための棚田再生プロジェ

クト「ときめく棚田大作戦」に挑戦。

再生した棚田にハーブやコスモス・菜の花等を植え付け、棚田の景観を保全す

るとともに米粉やハーブによる６次産業化や鳥獣対策など、棚田の新たな活用

策を模索。小中学生の職場体験の受入により地域の活性化を促進している。

当団体は、小中学校・高校を対象とした職場体験、ハーブ収穫体験等を積極的

に実施するなど、棚田環境の保全のみならず地域の活性化への取り組みを活発

に行っており、他の模範となると判断されることから推薦。

R4つなぐ棚田遺産サポート実績企業等推薦書（概要）

棚田再生プロジェクト「ときめく棚田大作戦」

東後畑の棚田

長門市 

宇津賀村

東後畑の棚田

東後畑

取組内容

推薦理由

｜所在地

｜認定

きっかけ

取組年数

未来へつなぐ部門 人と人をつなぐ部門 クリエイティブ部門

山口県



かみかつ棚田未来づくり協議会

上勝棚田アイス（ヴィーガン） かみかつ棚田ウェブ談義所（ﾒﾀﾊﾞｰｽ)

・指定棚田地域

・つなぐ棚田遺産

・日本の棚田百選

「棚田５０の冒険」のビジョン検討 棚田キックボード体験プログラム

長年にわたる棚田里山維持活動のマンネリ化や、疲れなどが構成員に顕在化し

てきたなか、コロナの影響で交流活動がほぼ停止。このため、令和３年５月～

７月にかけて、活動をいったん中止し再構築を図った。

コロナ禍対策としての木製足踏み式消毒スタンドづくりに取り組んだほか、棚

田米を使ったヴィーガンアイスを発売やした。また、棚田アクティビティを

「棚田５０の冒険冊子」として発刊し、地元大学と連携した上勝地域共同研究

プロジェクトも実施した。

多様な団体と連携・協力し、複数の棚田で独創的な取組を行っており、棚田地

域の維持・保全・振興等に貢献し、顕著な功績があると認められるため、とく

しま棚田ネットワークで議論し推薦。

R4つなぐ棚田遺産サポート実績企業等推薦書（概要）

SDGｓ活動アイコンを活用したコロナに負けない

上勝町での棚田活動

市宇の棚田の他３カ所

上勝町

旧福原村地域の棚田

市宇の棚田の他３カ所

樫原の棚田

関係棚田情報

取組内容

推薦理由

｜所在地

｜認定

きっかけ

取組年数

未来へつなぐ部門 人と人をつなぐ部門 クリエイティブ部門

徳島県



タケサンフーズ株式会社

棚田アカデミー取組状況（代掻き） 棚田アカデミー取組状況（畦塗り）

・指定棚田地域

・つなぐ棚田遺産

・日本の棚田百選

棚田アカデミー取組状況（田植え） キャンペーンのポスター

自社商品とのコラボレーション企画をした際、コラボ先として小豆島産で、自

社製品の佃煮に合うものとして、中山千枚田の棚田米をキャンペーンのプレゼ

ント商品にしたことが、中山千枚田と関わりを持つきっかけとなった。

「棚田アカデミー」※に初年度から参加し、営農に必要な機械の操作のほか、草

刈りなどにも積極的に参加。令和３年から自社製品の佃煮を買っていただいた

方に、中山千枚田の棚田米が当たるキャンペーンを実施。

※棚田アカデミー：、棚田での営農者育成を目的として、令和４年度より小豆島町中山棚田協

議会が行っている取組み

タケサンフーズは、「つなぐ棚田オフィシャルサポーター」制度に認定された

県内唯一の企業であり、地域に密着した活動を行い、将来にわたり、継続的・

発展的な取組みが期待できることから推薦。

R4つなぐ棚田遺産サポート実績企業等推薦書（概要）

地域の皆様と、地元の遺産を未来へ繋ぎます

中山千枚田

小豆島町

池田町

中山千枚田

中山千枚田

関係棚田情報

取組内容

推薦理由

｜所在地

｜認定

きっかけ

取組年数

未来へつなぐ部門 人と人をつなぐ部門 クリエイティブ部門

香川県

https://takesan.co.jp/


棚田の草刈りと石垣の保全作業 千町地区の史跡を巡る

・指定棚田地域

・つなぐ棚田遺産

・日本の棚田百選

稲刈りと稲木干し 高校生と小学生でジャガイモの収穫

NPO法人

うちぬき21プロジェクト

千町の棚田の環境保全と地域活性化を図る

R4つなぐ棚田遺産サポート実績企業等推薦書（概要）

西条農業高校PTA・OB有志による千町棚田再生プロジェクトを受け継ぎ、米や

野菜、果樹の無農薬栽培を行って棚田の再生と環境保全活動を行ってきた。令

和３年からは新たに西条農業高校やこども食堂とのコラボレーションをはじめ

た。

耕作放棄地を借り入れ、棚田オーナーや市民、中高生と一緒に環境保全や農業

体験活動を行うほか、地域伝統芸能（獅子舞）の継承活動、放置竹林を活用し

た竹灯籠による棚田のライトアップイベントなどを行っている。

愛媛県中山間ふるさと保全対策推進委員会で議論したところ、棚田地域の保

全・振興に対し活発な活動を行っているため推薦。

西条市

−

千町の棚田

−

千町の棚田

関係棚田情報

取組内容

推薦理由

｜所在地

｜認定

きっかけ

取組年数

未来へつなぐ部門 人と人をつなぐ部門 クリエイティブ部門

愛媛県

https://uchinuki21.jp/
https://uchinuki21.jp/


国立大学法人　高知大学

岩原地区において花火とともに棚田に

キャンドルを並べて彩る

稲刈りの実習中：台風で倒れた稲を刈り

取り、稲作の苦労を知る。

・指定棚田地域

・つなぐ棚田遺産

・日本の棚田百選

棚田に舞台を設置し劇を上演。高知大

学の教員と学生団体が主催。

遊休化された棚田あとにシャクヤクを植え

て景観維持

R4つなぐ棚田遺産サポート実績企業等推薦書（概要）

地域と学生による棚田をつなぐ協働

八畝の棚田の他４カ所

大豊町

大豊町東豊永村

−

−

※段々畑２カ所を含む

※写真は高知大学、学生団体提供

１４年ほど前に高知大学職員が退職後、Ｕターンし、地域での活動のために大

学に声をかけたことをきっかけに、大学と地域との交流が始まった。

遊休化した棚田の有効活用(他作物（ソバ等）への転換、シャクヤクによる景観

づくり、キビ栽培と焼酎作りなどを行う。また、学生が棚田や遊休化した棚田

で栽培した農産物を街路市（高知市日曜市）で販売している。

県内にある３大学は、いずれも棚田地域において様々な形（授業の一環、学生

ボランティア等）で地域活性化に関する活動を実施しているが、高知大学での

取り組みは、複数の学部による継続的な活動がなされているため推薦。

関係棚田情報

取組内容

推薦理由

｜所在地

｜認定

きっかけ

取組年数

未来へつなぐ部門 人と人をつなぐ部門 クリエイティブ部門

高知県

https://www.kochi-u.ac.jp/


株式会社　岩田屋三越

岩田屋三越社員が田植えから刈り取り

まで行う

作業後はみんなで賄いご飯を食べ、生産

者とファームメンバーが交流

・指定棚田地域

・つなぐ棚田遺産

　　竹

・日本の棚田百選

　　竹

新米販売会店頭でお勧めする従業員と

応援に駆けつけた東峰村の人々

上質のお米をお中元・お歳暮ギフトとして

も毎年販売

店頭での販売などで顧客が納得する商品説明をするには、実際の生産活動や地

域の声を聞くことが必要という思い、棚田地域での取組を通して深い学びの活

動をしようという強い気持ちがきっかけになった。

社員が生産から販売まで携わることで、地域の課題などを学び、顧客へ商品の

魅力を「伝える力」を養う活動を続けている。東峰村竹地区で田植え、稲刈り

をして収穫した棚田米を店頭で販売、ギフト好適品として大きな評価を受けて

いる。

当該企業が棚田での取組を熱心に行っているため推薦。

R4つなぐ棚田遺産サポート実績企業等推薦書（概要）

岩田屋三越社員が主体性を持ってモノづくりから販売まで

行う岩田屋三越ファームプロジェクト

竹

東峰村

宝珠山棚田

関係棚田情報

取組内容

推薦理由

｜所在地

｜認定

きっかけ

取組年数

未来へつなぐ部門 人と人をつなぐ部門 クリエイティブ部門

福岡県

https://www.iwataya-mitsukoshi.mistore.jp/iwataya.html


株式会社大義建設

彼岸花が咲き誇る江里山の棚田を背景

に集合写真
耕作放棄地の草刈り作業

・指定棚田地域

・つなぐ棚田遺産

・日本の棚田百選

江里山ひがん花まつりで地域農産物の

販売支援
ワイヤーメッシュの補修作業

地元企業として地域貢献したいとの思いがあり、佐賀県の棚田ボランティア制

度を活用して令和4年から小城市の江里山の棚田において取組を開始した。

耕作放棄地の草刈を行うとともに、地域農産物の販売促進として9月に江里山の

棚田で行われる「江里山ひがん花まつり」において江里山地域で取れた農産物

の販売を地域住民と共に行った。

また、鳥害獣防護柵の補修のためのワイヤーメッシュの補修作業を行った。

棚田地域が希望する保全活動やイルミネーション設置作業等、建設業である強

みを活かして、ボランティア支援を行い、地域から感謝されている。また、イ

ベント支援を通して、交流人口の増加や農産物の販売促進を図り、地域振興に

も寄与していることから、佐賀県棚田ネットワークで検討し推薦。

R4つなぐ棚田遺産サポート実績企業等推薦書（概要）

「住みたい県日本一」を目指して地元企業として

様々な面から地域貢献

江里山の棚田

小城市

旧小城町地域

江里山の棚田

江里山の棚田

関係棚田情報

取組内容

推薦理由

｜所在地

｜認定

きっかけ

取組年数

未来へつなぐ部門 人と人をつなぐ部門 クリエイティブ部門

佐賀県

http://www.daigi-net.co.jp/


金崎建設株式会社

農道草刈り作業
イノピカプロジェクト開催に向けたイル

ミネーション設置

・指定棚田地域

・つなぐ棚田遺産

・日本の棚田百選

イルミネーションを背景に集合写真 イノピカプロジェクト交流会の様子

地元企業として地域貢献したいとの思いがあり、佐賀県の棚田ボランティア制度

を活用して令和元年から伊万里市の川内野棚田において取組を開始した。

  地域住民と共に草刈り作業を行うほか、８月から川内野棚田で行われるイノピカ

プロジェクトの開催にむけ、ワイヤーメッシュにイルミネーションの設置作業を

行った。

棚田地域が希望する保全活動やイルミネーション設置作業等、建設業である強み

を活かして、地域支援を行い、地域から感謝されている。また、イベント支援を

通して、交流人口の増加や棚田地域の活性化など、地域振興にも寄与しているこ

とから、佐賀県棚田ネットワークで検討し推薦。

R4つなぐ棚田遺産サポート実績企業等推薦書（概要）

地域に密着！！

夜の棚田に光り輝くイルミネーションを届けます

川内野の棚田

伊万里市

旧東山代村地域

川内野棚田

−

関係棚田情報

取組内容

推薦理由

｜所在地

｜認定

きっかけ

取組年数

未来へつなぐ部門 人と人をつなぐ部門 クリエイティブ部門

佐賀県

https://www.kanezaki-k.co.jp/


長崎県立大学

第20回鬼木棚田まつり・学生が運営ス

タッフで手伝っている様子

第20回鬼木棚田まつり（2019年9月23日

開催）の案内ポスター

・指定棚田地域

・つなぐ棚田遺産

・日本の棚田百選

学生が収穫後の有効活用を思案してい

る様子・2021年3月30

鬼木棚田燈明祭の様子・

2021年11月6日学生スタッフ撮影

観光客を伸ばすため平成13年から「来なっせ100万人」をスローガンに掲げ、窯

業、農業に続く、第3の産業としてイベントや椎茸作り体験などが、町内で湧き

あがった。鬼木棚田地区でも、農家を中心に盛りあがり、鬼木棚田まつりの継

続につながっている。

長崎県立大学では、観光や地場産業をテーマにした実地研究の場として、鬼木

棚田をフィールドワークとして位置づけ、地域の方々と意見交換しながら、共

同で観光資源の掘り起こしや体験型メニューの創出に取り組んでいる。

県内事例をもとに検討したところ、当該企業等が取組年数が比較的長く、取組

内容が優れており、地域の活性化を通じて棚田の維持に寄与していることから

推薦。

R4つなぐ棚田遺産サポート実績企業等推薦書（概要）

きっと帰りたくなるあなたの田舎・波佐見の鬼木棚田

鬼木の棚田の他1カ所

波佐見町

鬼木棚田

鬼木棚田

鬼木棚田

関係棚田情報

取組内容

推薦理由

｜所在地

｜認定

きっかけ

取組年数

未来へつなぐ部門 人と人をつなぐ部門 クリエイティブ部門

長崎県

https://sun.ac.jp/


D-SEVEN（ディーセブン）

種もみを蒔いた苗床を選び並べる作業

の様子

育った苗床を田んぼまで運び、配る作業

の様子

・指定棚田地域

・つなぐ棚田遺産

・日本の棚田百選

小学生と栗拾いを行っている様子

農家と協力した耕作放棄地の再生、保全活動のボランティア

R4つなぐ棚田遺産サポート実績企業等推薦書（概要）

熊本大学の７人の学生が立ち上げたボランティアサークルが、熊本地震の際に鍋

倉地区へ災害復興ボランティアに行った際に、佐野地区の方々も手伝いに来てお

り、高齢化などの多くの問題を抱える棚田地域の農業ボランティアを行うように

なった。

耕作放棄地削減のための農業ボランティアを行うほか、収穫した米やクリを返礼

品としたクラウドファンディングを実施。小学生たちとの栗拾いや、地域の方と

の交流会、餅つき等の地域のイベントも開催している。

耕作放棄地削減への貢献のほか、クラウドファンディングを棚田保全にうまく活

用、ボランティアの活動の輪が広がってる。

菊池市

水源村

佐野棚田

なし

佐野棚田

関係棚田情報

取組内容

推薦理由

｜所在地

｜認定

きっかけ

取組年数

未来へつなぐ部門 人と人をつなぐ部門 クリエイティブ部門

熊本県

https://www.instagram.com/d_seven2016/?igshid=YmMyMTA2M2Y%3D


両合棚田

       宇佐市

クロダマル植栽予定地の

草刈り作業

石積み法面の草刈り作業

・指定棚田地域

南院内村

・つなぐ棚田遺産

両合棚田

・日本の棚田百選

両合棚田

南院内小学校の児童と一緒に

ヒマワリを定植

ヒマワリ畑にて

R4つなぐ棚田遺産サポート実績企業等推薦書（概要）

関係棚田情報

大分県立宇佐産業科学高等学校

グリーン環境科

令和元年度、国東半島宇佐地域世界農業遺産の高校生「聞き書き」活

動に際し、昔のような美しい棚田に戻したいという両合棚田再生協議

会の石井会長の熱い思いに「我々高校生にも何かできることはない

か」と考えるようになった。

休耕田を再生して宇佐市の特産品であるクロダマル（黒大豆）を栽

培、石積み法面の草刈り作業や眺望を楽しむためのヒマワリ、コスモ

スの植付け地元の食材を使った料理づくり等にも挑戦し住民との交流

を図る。

棚田の地元代表者に聞き取りをしたところ、棚田保全や地域住民との

交流など積極的な活動を高く評価していることを確認。継続した活動

が期待できることを評価した。

大分県

やるからには本気！！汗をかいて働く！！

取組内容

推薦理由

｜所在地

｜認定

きっかけ

取組年数

未来へつなぐ部門 人と人をつなぐ部門 クリエイティブ部門

http://kou.oita-ed.jp/usasangyoukagaku/
http://kou.oita-ed.jp/usasangyoukagaku/


宮崎梅田学園 株式会社

若者が農業をすることが集落の活性化

や将来への希望に繋がっている

集落のイベントや共同活動には必ず参加

するようにしている

・指定棚田地域

・つなぐ棚田遺産

・日本の棚田百選

ドローン防除により農作業の省力化に

貢献している。
宿泊施設での棚田米の提供

山腹水路を知り、棚田に惚れ、地域と共に美味しい米を

作り続けていきたい。

R4つなぐ棚田遺産サポート実績企業等推薦書（概要）

自動車学校の閑散期対策のため、合宿教習時のホテルでの棚田米の提供という販路も

確保されていることから高千穂で稲作を営むことにしたが、中山間地域において水路

を守ることの大切さや担い手不足の深刻さを痛感したことがきっかけになった。

水田の耕作のほか、水路の泥上げなど共同活動に参加、ドローンによる防除を受託、

高齢化・担い手不足が深刻な当地域の地元農家の負担軽減に貢献。また、棚田の魅力

の発信や、棚田オーナー制度の窓口になっている。

つなぐ棚田遺産のオフィシャルサポーターにも登録されており、上記のような成果を

出している。また、他の棚田地域や中山間地域での取組も検討しており、棚田地域へ

の企業参入のモデルとなり得る企業であるため。

高千穂町

旧高千穂町

川登棚田群

栃又の棚田

川登棚田群（栃又棚田）

関係棚田情報

取組内容

推薦理由

｜所在地

｜認定

きっかけ

取組年数

未来へつなぐ部門 人と人をつなぐ部門 クリエイティブ部門

宮崎県

http://www.umeda-gakuen.co.jp/


酒谷むらおこし株式会社（道の駅 酒谷）

棚田米の販売 農産物を活用した食事の提供

・指定棚田地域

・つなぐ棚田遺産

・日本の棚田百選

赤そばの植栽 棚田の保全を目的とした稲作

「坂元棚田」と共に歩む！地域の活性化拠点「道の駅 酒谷」

R4つなぐ棚田遺産サポート実績企業等推薦書（概要）

平成11年に坂元棚田が「棚田百選」に認定されたことを契機に、人が訪れるよ

うになった。以降、坂元棚田で採れた農産物の販路としてだけでなく、坂元棚

田観光の窓口としての役割を果たしている。

棚田で採れた農産物（棚田米、果樹、山菜等）の販売、食堂での提供、棚田オーナー

制度の手伝い（地元農産物の発送等）によって農産物の販路を確保するほか、棚田の

情報発信を道の駅「酒谷」で担っている。

法人化前から換算すると約25年間、坂元棚田の安定した生産販売体制や地域資源を

活用した魅力発信に寄与しているため。

日南市

酒谷村

坂元棚田

坂元棚田

坂元棚田

関係棚田情報

取組内容

推薦理由

｜所在地

｜認定

きっかけ

取組年数

未来へつなぐ部門 人と人をつなぐ部門 クリエイティブ部門

宮崎県

http://michinoeki-sakatani.com/
http://michinoeki-sakatani.com/


株式会社さとふる

「ふるさと納税で応援！棚田特集」の

トップページ
棚田毎の紹介ページ

・指定棚田地域

・つなぐ棚田遺産

・日本の棚田百選
公式SNSから棚田の魅力とお礼品を

紹介

「消費者の部屋」にて、お礼品を展示

（2022年12月）

R4つなぐ棚田遺産サポート実績企業等推薦書（概要）

山形県、栃木県、新潟県、福井県、

山梨県、長野県、岐阜県、京都府、

島根県、岡山県、広島県、香川県、

高知県、佐賀県、長崎県、熊本県、

大分県、宮崎県、鹿児島県

「ふるさと納税で応援！棚田特集」で、

全国の棚田の魅力を紹介

姨捨の棚田の他27カ所

ふるさと納税でお米は人気の高いお礼品のジャンル。棚田米は美味しいだけで

なく希少性・付加価値の高い産品であるが、販路が限られていることに着目。

また、棚田で地域住民と都市住民の交流が生まれることが、地域活性化につな

がると考えたことがきっかけ。

ふるさと納税ポータルサイトで、「ふるさと納税で応援！棚田特集」を公開。

棚田米や日本酒のほか、棚田のオーナーやサポーターになることで農業体験が

できるお礼品など、棚田の応援につながるお礼品を紹介。

ふるさと納税制度を活用したポータルサイトで棚田地域の魅力発信を通した地

域活性化の取組を推進。棚田のオーナー等を返礼品で取り入れ、高齢化や担い

手不足等の棚田地域の課題を踏まえた取組を実施。現在、全国２８の棚田と関

係しているが、今後さらに取組が広がることが期待できる。

        松代村の他20カ所

        高橋の棚田の他23カ所

        石畑の他10カ所  

関係棚田情報

取組内容

推薦理由

｜所在地

きっかけ

取組年数

未来へつなぐ部門 人と人をつなぐ部門 クリエイティブ部門

事務局

｜認定

https://www.satofull.jp/static/special/tanada.php
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