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●地元の海女が信仰する神明神社「石
　神さん」や海女と触れ合うことができる
　「海女小屋相差かまど」、海女につい
　て知る「海女文化資料館」、地域の特
　産品の販売施設等の整備や、海の信
　仰を知り体験する散策コースを、商工
　会議所と協働して設定し、次世代へ
　継承すべき海女漁という地域文化を
　フル活用
●施設の従業員等、運営は海女をはじ
　めすべて女性

日本一海女が多いまち 鳥羽相差　海女文化を世界へ発信！

●地域固有の文化である海女に特化し
　た事業の継続的な取組により、テレビ、
　雑誌等マスコミ関係者の取材が増え
　発信力が向上
●ミシュランの旅行ガイドで１つ星獲得
　など、外国人の高い評価
●海女の漁が行われないときなど海女
　の雇用・所得向上の場となり、海女減
　少率の鈍化に寄与。協議会としても６
　千万円超の売上げ

女性の活躍

伝統・継承

観　光

三重県 鳥羽市
ま　　　　ぜ お　 う　 さ　 つ あ　　　　ま

海女が信仰する「石神さん」

海女と触れ合う体験施設

海女小屋相差かまど

概　要 成 果

●観光と農林業の調和を重視したフラ
　ンスの「地方自然公園制度」を訪仏し
　て直接学び、参考にして活動
●集落の野外を博物館に見立てた「里
　山ミュージアム」、地域を網羅するウォ
　ーキングコースの設定、ウォーキングイ
　ベントの開催、馬瀬川の伝統漁法の
　観光ツアー等の取組
●地域の名産の鮎について、イベント開
　催、料理提供、加工品の開発など、地
　域の食としての魅力を引き出し

15馬瀬地方自然公園づくり委員会 16相差海女文化運営協議会
日本一の美味しい村・美しい村づくり（馬瀬地方自然公園づくり）

●里山ミュージアムなど新たな取組の
　開始により、域内イベント参加者数が
　300人から約２千人に（H24-26）
●景観など地域の魅力を積極的に発掘
　し活かす取組を続けた結果、住民が
　地域の良さに気づき、自主的な取組の
　機運が醸成
●地域に定住を希望する地域おこし協
　力隊員や学生の活動参加が活発化

自然・景観

観　光

「食」の
提供・活用

岐阜県 下呂市

概　要 成 果

ウォーキングイベントの開催

馬瀬地域の景観

火ぶり漁を公開
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●高品質の有田みかん生産に取り組む
　ほか、みかんジュース、ジャム、ポン酢
　など有田みかんに特化した商品開発
　を推進。生産にはＩＣＴ農業システムを
　導入し栽培技術の「見える化」を進め、
　農作業の効率化を推進
●各種商談会や百貨店等での販売や
　海外への輸出など、販売促進と消費
　者のニーズを把握。消費者との交流
　事業も実施
●農作業や加工などシニア女性の活躍
　の場である子会社を設立

有田みかんの６次産業化による地域活性化

●地元のみかん農家約250戸と契約し、
　高付加価値の加工品の販売により、加
　工原料みかんを市価よりも高く買取り。
　また、売上げも1.5倍に増加（H25-26）

●常時50人を雇用するとともに、さらに
　臨時で50人雇用するなど中山間地域
　における雇用の創出

●交流事業により、有田みかんファンの
　定着が促進

６次産業化

輸　出

女性の活躍

和歌山県 有田市
さ　と そ　 う　 わ

シニア女性の加工作業

有田みかんの加工商品

商談会での試飲

概　要 成 果

●琵琶湖の湖魚が水路を通じて田んぼ
　で産卵・生育し、琵琶湖に戻っていく
　という田園環境を取り戻すため、減農
　薬、無化学肥料による米作りを実施。
　また、６次産業化の取組として日本酒
　を販売
●都市住民の農作業体験、田んぼの稚
　魚の観察会、地元住民と都市住民の
　交流会を開催
●こうした取組に関心のある地域、人と
　のネットワークを構築

17せせらぎの郷 18株式会社 早和果樹園
生きものと人が共存できる農業を目指して

●都市住民との交流を通して、地域住
　民の自然環境に対する意識が向上

●無農薬・無化学肥料栽培など新たな
　取組にチャレンジするなど、環境と経
　済への発展を視野に入れた活動が
　展開

●2016年にメキシコで開催予定のCOP
　13に参加して、活動をPR予定

自然・景観

農林漁業
体験

ネットワーク

滋賀県 野洲市

概　要 成 果

稲刈り体験

田んぼの稚魚の観察会

環境に配慮した米からの酒造り
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●地域全戸を対象としたワークショップ
　等で地域の埋もれた宝である「黒食
　材」と「美又温泉」に着目し、「地域まる
　ごと６次産業化」に向けた取組を展開
●１次産業として「黒米」、「黒大豆」を栽
　培し、２次産業としてＮＰＯ法人を起業
　して黒米や黒大豆の全量買取による
　黒米焼酎や黒豆豆腐の加工を行い、
　３次産業として美肌効果のある「黒食
　材」と美肌の湯「美又温泉」とを組み
　合わせたブランド化を推進

美肌の湯が紡ぎ育む「地域まるごと６次産業化」

●条件不利地域において、高付加価値
　型農業を実践（従来の作物と比べて、
　黒米、黒大豆の栽培により所得が３
　倍に向上）

●地域の宝（食材、温泉、景観、人、伝統
　芸能）を紡いだ「地域まるごと６次産
　業化」による地域再生の取組は、地域
　の誰もがかかわり、所得向上等の効
　果を実感することで地域のまちづくり
　の機運向上

観　光

６次産業化

ネットワーク

島根県 浜田市
あ　　 き　　 ず　　 の み　　ま　　た ゆ　　　　げ

黒大豆豆腐と黒米焼酎

概　要 成 果

●地域住民489名が出資し、廃校を活
　用したグリーン・ツーリズムを実施する
　法人を設立

●木造校舎を利用して、農家レストラン
　や宿泊事業のほか、農業体験、みか
　んのオーナー制度、市民農園などの
　交流事業を展開

19農業法人 株式会社 秋津野 20美又湯気の里づくり委員会
都市と農村の交流施設 秋津野ガルテン
（廃校舎を活用した施設で日本型グリーン・ツーリズムの推進）

●農家レストランをはじめとした交流事
　業による年間交流人口は約６万人。
　法人運営により、35名の雇用が創出

●和歌山大学の調査研究によると、田
　辺市周辺に年間10億円の経済効果

●地域資源である旧小学校の木造校舎
　を残したことが489名の出資を呼び
　込み、10年先を考える地域づくりを活
　性化

観　光

農林漁業
体験

「食」の
提供・活用

和歌山県 田辺市

概　要 成 果

市民農園でサツマイモ植付け

秋津野ガルテン外観（旧小学校）

農家レストラン
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皆で取り組む「地域まるごと６次産業化」


