
4.9ha

土羽

「「オーナーが主役」の都市農村交流」

「オーナーが主役」を信条として、オーナーは「お客様」ではなく、共に棚田を守っていく
「仲間・家族」であるという考えのもと、持続可能な棚田保全の取り組みを実践している。

道の駅もてぎ

力をいれている取組

周辺施設情報

取組の内容

面積

法面の構造

栃木県芳賀郡茂木町大字茂木1090-1
0285-63-5671

栃木県芳賀郡茂木町大字牧野249
0285-62-0333

棚田全景 棚田オーナー制 田植え

棚田オーナー制 おだ掛け
イベント後に発行する
「棚田ニュース」

栃木県
茂木町

農産物の供給の促進 ○ 良好な景観の形成 ―
国土の保全、水源の涵養 ○ 伝統文化の継承 ○
自然環境の保全 ○ 棚田を核とした地域の振興 ◎

所在地 栃木県芳賀郡茂木町大字入郷239

そばの里まぎの



9.38ha

土羽

「棚田オーナークラブで地域の活性化」

ＮＰＯ法人「日本で最も美しい村」連合に加盟し、美しい里山の資源を活かした「芸術と文
化の里づくり」に取組む。「棚田オーナークラブ」では、棚田や里山環境保全による交流人
口の増加に寄与している。

藤田製陶所

力をいれている取組

周辺施設情報

取組の内容

面積

法面の構造

栃木県那須郡那珂川町小砂2710
0287-93-0703

栃木県那須郡那珂川町小砂1085
0287-93-0954

小砂の棚田風景 棚田オーナークラブ昼食風景

棚田オーナークラブ稲刈り 棚田オーナークラブ田植え

栃木県
那珂川町

農産物の供給の促進 ○ 良好な景観の形成 ○
国土の保全、水源の涵養 ○ 伝統文化の継承 ○
自然環境の保全 ○ 棚田を核とした地域の振興 ◎

所在地 栃木県那珂川町小砂

農家民泊施設「腰巻」



1.68ha

土羽

「石墨棚田の再生とホタルの復活が合言葉」

棚田オーナー制度を活用し、「石墨棚田の再生とホタルの復活」を合言葉に、棚田の保全を
図り都市住民との交流を進めている。地元住民の参加者も増え顔見知りとなり、オーナーも
リピーターが多く交流が深まっている。

くわのみハウス

力をいれている取組

周辺施設情報

取組の内容

面積

法面の構造

群馬県沼田市石墨町800
080-7445-0734

群馬県沼田市下沼田町762
0278-23-1203

三峰山からの水で育った棚田米を天日干し ビオトープにカワニナを放流する地元小学生

自然を活かした形状の再生棚田 都市と農村の交流（収穫祭）

群馬県
沼田市

農産物の供給の促進 ○ 良好な景観の形成 ○
国土の保全、水源の涵養 ○ 伝統文化の継承 ―
自然環境の保全 ○ 棚田を核とした地域の振興 ◎

所在地 群馬県沼田市石墨町

やさいの杜



5.2ha

石積みと土羽の複合

「アクセス良好！眺めも良好！寺坂棚田」

農業体験交流(米作り体験「棚田学校」、米作りを自分で行う「棚田オーナーの会」、野菜
作り体験「ふれあい農園」等)とイベント(ホタルかがり火まつり、彼岸花まつり)により、地
域の活性化や地元経済に大きく貢献

チャレンジキッチン ENgaWA

力をいれている取組

周辺施設情報

取組の内容

面積

法面の構造

埼玉県秩父郡横瀬町大字横瀬2006-3
0494-25-0112

埼玉県秩父郡横瀬町大字横瀬4067
0494-25-0305

田植イベントの風景 ホタルかがり火まつり風景

復活した寺坂棚田の風景 復活した寺坂棚田の風景

埼玉県
横瀬町

農産物の供給の促進 ○ 良好な景観の形成 ○
国土の保全、水源の涵養 ○ 伝統文化の継承 ―
自然環境の保全 ― 棚田を核とした地域の振興 ◎

所在地 埼玉県秩父郡横瀬町大字横瀬1868

横瀬駅前食堂



9ha

土羽

「都市と農村が結束した地域活性化活動」

東京から一番近い棚田として多くの来訪者があり、棚田オーナー制度に代表される様々な体
験活動を通して都市農村交流を行い、地域活性化、自然環境の保全、地域の農地の保全につ
なげている。

古民家レストラン 棚田カフェ「ごんべい」

力をいれている取組

周辺施設情報

取組の内容

面積

法面の構造

千葉県鴨川市平塚546-1
04-7099-9052

大山千枚田 棚田トラスト制度による田植え作業

自然観察会 家づくり体験

千葉県
鴨川市

農産物の供給の促進 ― 良好な景観の形成 ○
国土の保全、水源の涵養 ○ 伝統文化の継承 ―
自然環境の保全 ○ 棚田を核とした地域の振興 ◎

所在地 千葉県鴨川市釜沼



19ha

土羽

「棚田オーナー制度を通じた都市農村交流」

棚田オーナー制度を通じて田植えから稲刈りまでの農作業や、収穫祭での地元食材を活かし
た料理や神楽の披露を行うことで、地元農業・伝統文化の素晴らしさを伝えている。

力をいれている取組

取組の内容

面積

法面の構造

川代棚田

棚田オーナー制度による田植え作業

収穫祭

千葉県
鴨川市

農産物の供給の促進 ― 良好な景観の形成 ○
国土の保全、水源の涵養 ○ 伝統文化の継承 ○
自然環境の保全 ○ 棚田を核とした地域の振興 ◎

所在地 千葉県鴨川市川代



1.75ha

土羽

「棚田の風景・生き物を今と未来の子供達へ！」

地域の農業者とＮＰＯ法人が連携のもと、棚田の維持・保全や「丹沢自然塾」による農業体
験、自然体験など都市住民等との交流事業を通じて、生物多様性に富んだ農村の原風景を次
世代につなぐ活動を実施

秦野市田原ふるさと公園

力をいれている取組

周辺施設情報

取組の内容

面積

法面の構造

神奈川県秦野市東田原999番地
0463-84-1281

神奈川県秦野市蓑毛269番地
0463-82-9618

緑に色づく棚田 収穫の秋、黄金色に輝く稲穂が風に揺れる

手作りの田植え定規で田植え 会員、地域の支援者が参加する収穫祭

神奈川県
秦野市

農産物の供給の促進 ― 良好な景観の形成 ○
国土の保全、水源の涵養 ○ 伝統文化の継承 ○
自然環境の保全 ◎ 棚田を核とした地域の振興 ○

所在地 神奈川県秦野市名古木670-1外

秦野市緑水庵



27.02ha

「𣇃𣇃米の地名にこだわり、棚田で地域おこし」

富士川町𣇃𣇃米の棚田では、「𣇃𣇃米酒米づくりの会」を中心に、遊休田を活用して酒米(玉栄)
をつくり、商品名を地区名でもある「清酒 𣇃𣇃米」と名付け、「𣇃𣇃米」の文字を後世に伝
える活動に取り組んでいる。

力をいれている取組

取組の内容

面積

石積み法面の構造

下から見上げた棚田 棚田から望む甲府盆地

棚田に咲く彼岸花 𣇃𣇃米の棚田米の袋・棚田米を原料とした清酒𣇃𣇃米

山梨県
富士川町

農産物の供給の促進 ◎ 良好な景観の形成 ○
国土の保全、水源の涵養 ○ 伝統文化の継承 ―
自然環境の保全 ○ 棚田を核とした地域の振興 ○

所在地 山梨県南巨摩郡富士川町𣇃𣇃米地内



15.7ha

「櫛形山の麓に抱かれた富士山を眺める棚田」

棚田オーナー制度は、地元農家の指導のもと、田植え、草取り、稲刈りなど「富士山を見な
がらの農作業」を通じて、地元農家と都市住民、また、都市住民同士の交流できる場を提供
しています。

平林交流の里 みさき耕舎

力をいれている取組

周辺施設情報

取組の内容

面積

石積みと土羽の複合法面の構造

富士川町平林2335番地1
0556-22-0168

棚田から見える富士山（秋）

棚田から見える富士山（冬）

石積み修復作業 棚田オーナー制度の
田植え作業

山梨県
富士川町

農産物の供給の促進 ○ 良好な景観の形成 ○
国土の保全、水源の涵養 ○ 伝統文化の継承 ○
自然環境の保全 ○ 棚田を核とした地域の振興 ◎

所在地 山梨県南巨摩郡富士川町平林地内


