
　「ディスカバー農山漁村の宝」とは、「強い農林水産業」、「美しく活力ある農山漁村」の実現の
ため、農山漁村の有するポテンシャルを引き出すことにより地域の活性化、所得向上に取り組
んでいる優良事例を選定し、全国に発信するものです。

趣旨

「ディスカバー農山漁村の宝」の概要
む　　　　　ら

　有識者懇談会において、次の①から③の視点のいずれかにおいて、他地域の参考となるよう
な優れた地域活性化の取組を選定しています。
①美しく伝統ある農山漁村の次世代への継承
②幅広い分野・地域との連携による農林水産業・農山漁村の再生
③国内外の新たな需要に即した農林水産業の実現

　選定地区の代表者を首相官邸に招いて選定証を授与し、内閣総理大臣、農林水産大臣、地方
創生担当大臣からの直接の激励や地域リーダー同士の交流を行いました（平成27年10月２９日）。

農山漁村の原風景をモチーフに、知恵と工夫で地域の特色を生かした
地域住民の絆、たゆまぬ向上心、やさしい手、温かい手づくりで支える
パワーが、キラリと光る「農山漁村(むら)の宝」として輝きを増している
様子を表しています。

今村　司
（株）NPBエンタープラ
イズ代表取締役社長

織作  峰子
大阪芸術大学教授、写
真家

田中  里沙
（株）宣伝会議取締役
副社長兼編集室長

東谷  望史
馬路村農業協同組合
代表理事組合長

永島  敏行
（有）青空市場 代表取
締役、俳優

林　良博（座長）
国立科学博物館館長

あん・まくどなるど
上智大学大学院教授、
慶應義塾大学特任教授

三國  清三
オテル・ドゥ・ミクニ オー
ナーシェフ

向笠  千恵子
フードジャーナリスト、食
文化研究家、郷土料理
伝承学校校長

横石  知二
（株）いろどり 代表取締
役社長

選定基準

有識者
懇談会委員

選定証授与式
・交流会

●ロゴマークについて

内閣総理大臣からのグランプリの楯贈呈 内閣総理大臣、農林水産大臣による激励・意見交換

（製作者：松岡 英男 様（グラフィックデザイナー））
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　「ディスカバー農山漁村の宝」に選定された27地区の活動を広く国民の皆様に知っていただき、それぞれの地区の
活動を応援していただいたり皆様の地域での取組の参考としていただくため、農林水産省ホームページ等で応援メッ
セージを募集しました。
　その結果、全国の皆様から各地区の活動へ、多くの温かい応援メッセージを頂きましたので、一部をご紹介します。

応援メッセージの募集と、寄せられたメッセージについて

❶ 北海道 剣淵町─── 絵本の里けんぶちＶＩＶＡマルシェ
❷ 北海道 北斗市─── 函館育ちふっくりんこ蔵部
❸ 青森県 平川市─── 農業生産法人 株式会社グリーンファーム農家蔵
❹ 岩手県 遠野市─── 遠野・住田ふるさと体験協議会
❺ 宮城県 仙台市─── 一般社団法人 ＲｅＲｏｏｔｓ
❻ 栃木県 市貝町─── 芳那の水晶湖ふれあいの郷協議会
❼ 埼玉県 秩父市─── お菓子な郷推進協議会
❽ 神奈川県 平塚市── 平塚市漁業協同組合
❾ 静岡県 西伊豆町── 西伊豆しおかつお研究会
10 富山県 射水市─── 新湊漁業協同組合
11 石川県 能登町─── 春蘭の里実行委員会
12 石川県 七尾市─── ＮＯＴＯ高農園

「ディスカバー農山漁村の宝」
 第２回選定地区

※桃色の番号の地区は、全国９ブロック（北海道、東北、
　関東、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州・沖縄）各
　ブロックで評価が最も高かった地区。

13 福井県 福井市─── 殿下の里づくり組合 かじかの里山殿下部会
14 福井県 若狭町─── 農業生産法人 有限会社 かみなか農楽舎
15 岐阜県 下呂市───馬瀬地方自然公園づくり委員会
16 三重県 鳥羽市─── 相差海女文化運営協議会
17 滋賀県 野洲市─── せせらぎの郷
18 和歌山県 有田市── 株式会社 早和果樹園
19 和歌山県 田辺市── 農業法人株式会社秋津野
20 島根県 浜田市─── 美又湯気の里づくり委員会
21 岡山県 久米南町── 北庄中央棚田天然米生産組合
22 山口県 萩市──── 社会福祉法人 E.G.F
23 徳島県 吉野川市── 特定非営利活動法人 美郷宝さがし探検隊
24 香川県 多度津町── 農事組合法人 たどつオリーブ生産組合
25 熊本県 玉名市─── 小岱山薬草の会
26 鹿児島県 南大隅町─ 社会福祉法人 白鳩会
27 沖縄県 名護市─── やんばる畑人プロジェクト
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地区名

絵本の里けんぶちＶＩＶＡマルシェ

主な応援メッセージ

む　　　　　ら

儲かる農業、カッコいい農業を具現化している彼らの取組は、全国の農業・異業種の若い担い手に刺激を与え
るとともに、農業イコール成長産業を印象付ける格好のモデルケースになるはずです！（北海道 40代 男性）

函館育ちふっくりんこ蔵部 ふっくりんこ蔵部の取組は、今の人口減少社会を救うヒントやお手本になると思っています。（北海
道 50代 女性）

農業生産法人　
株式会社グリーンファーム農家蔵 地元で頑張っているので応援します。（青森 50代 男性）

遠野・住田ふるさと体験協議会 まさに日本の原風景。のどかな山村景色と木をふんだんに使った家々が、心を癒します。どちらさん
も、おでってくたんせ！（岩手 40代 女性）

一般社団法人 ReRoots 地域に根差した活動に真摯に取り組んでおり、これからも若林区の復興に向けて頑張ってもらいた
いと思っております。（愛知 40代 男性）

芳那の水晶湖ふれあいの郷協議会 芝桜を見に行ったことがありますが、本当にきれいでした。（東京 60代 女性）

お菓子な郷推進協議会 お菓子な郷推進協議会の皆さんの活躍は、秩父商業の活性化だけでなく、農林業の力強い応援に
もなっていて、地域の発展にはなくてはならないものです。（埼玉 40代 女性）

平塚市漁業協同組合 新鮮な魚を即売会などでいつも買ってます。漁港の食堂もおいしい魚料理がリーズナブルに食べる
ことができ、地域に住んでる者として誇りです。（神奈川 40代 男性）

西伊豆しおかつお研究会 西伊豆しおかつを研究会のみなさんの活動を見習い、わが街の活性化に繋げたいと考えております！
（三重 40代 男性）

新湊漁業協同組合 地産地消、子どもたちが地域の食べ物を食べて、地域に愛着を持ち、ずっと住み続けたいと思うこと
が、地方創生の原点だと思います。（東京 40代 男性）

春蘭の里実行委員会 是非、宿泊してみたいです。応援しています。（石川 50代 女性）

ＮＯＴＯ高農園 NOTO高農園さんは、農業経験者でなかったにもかかわらず、美味しくて安全な野菜を目指し、奮闘
されてきました。野菜たちは本当に味があって、信頼して口に出来ます。（東京 60代 女性）

殿下の里づくり組合　
かじかの里山殿下部会

昨年、殿下地区でボランティアをしました。自然は勿論、一番の魅力は殿下の皆様の温かさと熱さで
す。私の第二の故郷です。（京都 20代 女性）

農業生産法人　
有限会社 かみなか農楽舎

かみなか農楽舎の卒業生が、地域に溶け込んで地域の人に受け入れられ、地域の担い手に成長して
いっている姿は、新規就農者の参入の好事例となっている。（福井 50代 男性）

馬瀬地方自然公園づくり委員会 馬瀬地域の取組は、中山間地域の過疎に悩む地域での良い模範になる取組と思われ、大変素晴らし
いと思い、今後とも応援していきたいと考えています。（岐阜 50代 男性）

相差海女文化運営協議会 相差の海で、町で、ゆっくり時間を過ごし、相差の人々に癒されるとまた明日から頑張ろうと思えます。
（京都 30代 女性）

せせらぎの郷 私はせせらぎの郷を通じて、人間と魚や農作物が共存していることを再認識し、多様性を考えるよう
になりました。（滋賀 30代 女性）

株式会社 早和果樹園 3年前、摘果体験をさせて頂き、皆さんとても温かく、楽しく、仕事熱心なのは勿論、科学的で研究熱
心で、農業に対する考え方が変わりました。（東京 50代 女性）

農業法人 株式会社秋津野 秋津野ガルテンは、素晴らしい。料理も美味しいし、宿泊もきれいで、とても満足です。よく勉強会に行
っていますが、個人的にもガルテンを知らない友達を連れて遊びに行きたいです。（熊本 20代 男性）

美又湯気の里づくり委員会 農産物が付加価値を得て農家所得が上がっても、地域が寂れてはダメだと思う。地域を再生させる
視点でのこの6次産業化は、そういった意味で素晴らしいと思う。（広島 40代 男性）

北庄中央棚田天然米生産組合 わたしたちは みなさんのおかげで 学校ではできないべんきょうを「田んぼの学校」でしています。
これからも がんばって たなだをしてください。（岡山 小学校1年生 女性）

社会福祉法人 E.G.F 本当の意味での農福連携を実践されており、E.G.Fの活動の向こうには「笑顔」がたくさん見えます！
（山口 40代 男性）

特定非営利活動法人　
美郷宝さがし探検隊

2年前に一度訪れましたが、人がとても温かく何より地域ぐるみで地元を盛り上げようという機運が感
じられました。梅酒もおいしかったし、石積みのライトアップもすばらしかったです。（広島 30代 男性）

農事組合法人　
たどつオリーブ生産組合

多度津産「蒼のダイヤ」を食したところ、癖になる味でたちまちオリーブのとりこになりました。今年
も収穫期を迎えとても楽しみにしています。（香川 60代 女性）

小岱山薬草の会 山に行けば生えている草ですが、薬草の会の料理は、美味しい。昔の人が誰もが持っていた薬草を
活用する知恵を、これからも美味しく伝えてください！（熊本 30代 男性）

社会福祉法人 白鳩会 社会福祉法人E.G.Fです。同じ方向性を持った仲間がいることを嬉しく思います。障がいを持った彼
らでも農業には無限の可能性があります。共に頑張っていきましょう！（山口 30代 男性）

やんばる畑人プロジェクト 地域の農産物（食材）を中心に、流通・加工者、飲食店など様々な職種の方々が1つにまとまるととも
に、地域農業の担い手を育てていく取り組みが素晴らしい！（沖縄 50代 男性）
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地区名

絵本の里けんぶちＶＩＶＡマルシェ

主な応援メッセージ

む　　　　　ら

儲かる農業、カッコいい農業を具現化している彼らの取組は、全国の農業・異業種の若い担い手に刺激を与え
るとともに、農業イコール成長産業を印象付ける格好のモデルケースになるはずです！（北海道 40代 男性）

函館育ちふっくりんこ蔵部 ふっくりんこ蔵部の取組は、今の人口減少社会を救うヒントやお手本になると思っています。（北海
道 50代 女性）

農業生産法人　
株式会社グリーンファーム農家蔵 地元で頑張っているので応援します。（青森 50代 男性）

遠野・住田ふるさと体験協議会 まさに日本の原風景。のどかな山村景色と木をふんだんに使った家々が、心を癒します。どちらさん
も、おでってくたんせ！（岩手 40代 女性）

一般社団法人 ReRoots 地域に根差した活動に真摯に取り組んでおり、これからも若林区の復興に向けて頑張ってもらいた
いと思っております。（愛知 40代 男性）

芳那の水晶湖ふれあいの郷協議会 芝桜を見に行ったことがありますが、本当にきれいでした。（東京 60代 女性）

お菓子な郷推進協議会 お菓子な郷推進協議会の皆さんの活躍は、秩父商業の活性化だけでなく、農林業の力強い応援に
もなっていて、地域の発展にはなくてはならないものです。（埼玉 40代 女性）

平塚市漁業協同組合 新鮮な魚を即売会などでいつも買ってます。漁港の食堂もおいしい魚料理がリーズナブルに食べる
ことができ、地域に住んでる者として誇りです。（神奈川 40代 男性）

西伊豆しおかつお研究会 西伊豆しおかつを研究会のみなさんの活動を見習い、わが街の活性化に繋げたいと考えております！
（三重 40代 男性）

新湊漁業協同組合 地産地消、子どもたちが地域の食べ物を食べて、地域に愛着を持ち、ずっと住み続けたいと思うこと
が、地方創生の原点だと思います。（東京 40代 男性）

春蘭の里実行委員会 是非、宿泊してみたいです。応援しています。（石川 50代 女性）

ＮＯＴＯ高農園 NOTO高農園さんは、農業経験者でなかったにもかかわらず、美味しくて安全な野菜を目指し、奮闘
されてきました。野菜たちは本当に味があって、信頼して口に出来ます。（東京 60代 女性）

殿下の里づくり組合　
かじかの里山殿下部会

昨年、殿下地区でボランティアをしました。自然は勿論、一番の魅力は殿下の皆様の温かさと熱さで
す。私の第二の故郷です。（京都 20代 女性）

農業生産法人　
有限会社 かみなか農楽舎

かみなか農楽舎の卒業生が、地域に溶け込んで地域の人に受け入れられ、地域の担い手に成長して
いっている姿は、新規就農者の参入の好事例となっている。（福井 50代 男性）

馬瀬地方自然公園づくり委員会 馬瀬地域の取組は、中山間地域の過疎に悩む地域での良い模範になる取組と思われ、大変素晴らし
いと思い、今後とも応援していきたいと考えています。（岐阜 50代 男性）

相差海女文化運営協議会 相差の海で、町で、ゆっくり時間を過ごし、相差の人々に癒されるとまた明日から頑張ろうと思えます。
（京都 30代 女性）

せせらぎの郷 私はせせらぎの郷を通じて、人間と魚や農作物が共存していることを再認識し、多様性を考えるよう
になりました。（滋賀 30代 女性）

株式会社 早和果樹園 3年前、摘果体験をさせて頂き、皆さんとても温かく、楽しく、仕事熱心なのは勿論、科学的で研究熱
心で、農業に対する考え方が変わりました。（東京 50代 女性）

農業法人 株式会社秋津野 秋津野ガルテンは、素晴らしい。料理も美味しいし、宿泊もきれいで、とても満足です。よく勉強会に行
っていますが、個人的にもガルテンを知らない友達を連れて遊びに行きたいです。（熊本 20代 男性）

美又湯気の里づくり委員会 農産物が付加価値を得て農家所得が上がっても、地域が寂れてはダメだと思う。地域を再生させる
視点でのこの6次産業化は、そういった意味で素晴らしいと思う。（広島 40代 男性）

北庄中央棚田天然米生産組合 わたしたちは みなさんのおかげで 学校ではできないべんきょうを「田んぼの学校」でしています。
これからも がんばって たなだをしてください。（岡山 小学校1年生 女性）

社会福祉法人 E.G.F 本当の意味での農福連携を実践されており、E.G.Fの活動の向こうには「笑顔」がたくさん見えます！
（山口 40代 男性）

特定非営利活動法人　
美郷宝さがし探検隊

2年前に一度訪れましたが、人がとても温かく何より地域ぐるみで地元を盛り上げようという機運が感
じられました。梅酒もおいしかったし、石積みのライトアップもすばらしかったです。（広島 30代 男性）

農事組合法人　
たどつオリーブ生産組合

多度津産「蒼のダイヤ」を食したところ、癖になる味でたちまちオリーブのとりこになりました。今年
も収穫期を迎えとても楽しみにしています。（香川 60代 女性）

小岱山薬草の会 山に行けば生えている草ですが、薬草の会の料理は、美味しい。昔の人が誰もが持っていた薬草を
活用する知恵を、これからも美味しく伝えてください！（熊本 30代 男性）

社会福祉法人 白鳩会 社会福祉法人E.G.Fです。同じ方向性を持った仲間がいることを嬉しく思います。障がいを持った彼
らでも農業には無限の可能性があります。共に頑張っていきましょう！（山口 30代 男性）

やんばる畑人プロジェクト 地域の農産物（食材）を中心に、流通・加工者、飲食店など様々な職種の方々が1つにまとまるととも
に、地域農業の担い手を育てていく取り組みが素晴らしい！（沖縄 50代 男性）
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