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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」



該当
カテゴリー

該当
カテゴリー

●メロン、イチゴ、野菜の苗作りから収穫、
　加工まで、障害者の能力に応じ各工
　程に障害者が関わり事業を展開
●12粒2,500円で販売する有機栽培イ
　チゴ、高い需要の国産手剥き栗など、
　下請け的な作業ではなく「本物づくり」
　を目指し、営業に力を入れて、農作物、
　加工品を販売
●品質が確保されたものだけを農産物
　として販売。他は加工品として販売

障害者が力をあわせ未来の農業を支える

●雇用が確保され、安定した給与の下
　で農業に従事できることから、市外・県
　外からの就職希望があり、移住者が
　増加
●圃場での障害者の活動を見た地域住
　民や農地所有者から、農地の管理依
　頼が増加
●自然豊かな環境で農業に取り組むこ
　とで、精神的にも障害者の安定に寄
　与し、障害程度区分の改善に効果

医療・福祉

６次産業化

定住・移住

山口県 萩市
き　た　し　ょ　う い ー　　　   じ ー　　　  え ふ

オリジナルの箱で全国発送

障害者による玉ねぎ生産

障害の特性を生かした農業

概　要 成 果

●県補助事業終了後も棚田保全を進
　めるため、本組合を設立。地元小学校
　と連携し、田植・稲刈作業を体験する
　「田んぼの学校」を実施
●棚田撮影の写真家はじめ都市住民
　が参加する「棚田支援隊」を発足し、
　地域住民と協働で、棚田の荒廃地発
　生抑制を目的に天日干しコシヒカリの
　栽培等を実施
●棚田米をブランド米として関西・関東
　の米問屋に販路を開拓

21北庄中央棚田天然米生産組合 22社会福祉法人 E.G.F
都市との交流で「苦農」から「楽農」へ

●地元小学校では、農を通じて地域文
　化や遺構を活用した他の学校にない
　総合学習として取り組まれ、情操教育
　に寄与

●荒廃地発生が抑制され、都市住民と
　田舎との交流が進展

●棚田米が安定した優位な価格で販売
　でき、モチベーション向上

自然・景観

伝統・継承

学校・企業

岡山県 久米南町

概　要 成 果

田んぼの学校（ため池の仕組み）

田んぼの学校（児童が田植え）

田植え体験
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●ブドウ産地で、農業者の高齢化・後継
　者不足の進行等により増加した耕作
　放棄地を利用し、県花・県木であるオ
　リーブを栽培
●町内企業と連携し、地場産オリーブを
　「蒼のダイヤ」というブランドで製品化
　し、県内や首都圏にて販売
●馴染みのなかった町民への普及を図
　るため、オリーブの佃煮など新商品を
　開発し、学校給食やイベントを利用し
　た普及活動を実施

瀬戸内の小さな町で創った「蒼のダイヤ」

●ブドウと比べ手間がかからず収益性
　が見込めることや、ブドウとの作業競
　合が少ないことが普及するにつれて、
　耕作放棄地再生・オリーブ植栽の機
　運が高まり、結実開始（H24）の100kg
　のオリーブ収穫から、1,500kg（H26）、
　27年には7,200kgの収穫を見込む
●オリーブの共同加工やイベント開催に
　より、消費者や飲食店、企業など異業
　種とのつながりが新たに構築。国際オ
　リーブオイルコンテストで金賞を受賞

耕作放棄地
再生

６次産業化

地産地消

香川県 多度津町
み　さ　と

オリーブを植樹した再生農地

統一ブランド「蒼のダイヤ」

かがわ農業フェアでＰＲ

概　要 成 果

●大学機関と連携し、住民だけで保存
　が難しくなった石積みの保全体制を
　構築。地元住民を講師に、学生に石
　積み技術の習得・継承や農業体験を
　実施
●天然記念物に指定されているホタル
　の生息環境づくりや、「ほたるまつり」を
　地元の各団体と協力して開催
●「梅酒特区」認定を受け、酒蔵及び農
　家民宿と連携し、試飲・購入ができる
　「体験型ラリーイベント」を開催

23特定非営利活動法人 美郷宝さがし探検隊 24たどつオリーブ生産組合
「キレイのさと」 美郷の宝の守り人

●活動の結果、過疎高齢化で衰退の途
　を懸念していた地域に年間８万人の
　観光客が訪問
●梅酒特区の認定により、Ｕターン、Ｉタ
　ーンによる梅酒の製造者が増加。地
　域おこし協力隊の移住者も村内5人
　目の梅酒製造者に
●農家民宿の開業や６次産業化を手が
　ける農園、地元商工会の農山村体験
　交流イベントの開催など、地域に波及
　効果

自然・景観

伝統・継承

「食」の
提供・活用

徳島県 吉野川市

概　要 成 果

「美郷梅酒まつり」に沸く農家民宿

学生に「石積み教室」

ホタルの保全、自然学習

30 31

農事組合法人 

あ お



該当
カテゴリー

該当
カテゴリー

●ブドウ産地で、農業者の高齢化・後継
　者不足の進行等により増加した耕作
　放棄地を利用し、県花・県木であるオ
　リーブを栽培
●町内企業と連携し、地場産オリーブを
　「蒼のダイヤ」というブランドで製品化
　し、県内や首都圏にて販売
●馴染みのなかった町民への普及を図
　るため、オリーブの佃煮など新商品を
　開発し、学校給食やイベントを利用し
　た普及活動を実施

瀬戸内の小さな町で創った「蒼のダイヤ」

●ブドウと比べ手間がかからず収益性
　が見込めることや、ブドウとの作業競
　合が少ないことが普及するにつれて、
　耕作放棄地再生・オリーブ植栽の機
　運が高まり、結実開始（H24）の100kg
　のオリーブ収穫から、1,500kg（H26）、
　27年には7,200kgの収穫を見込む
●オリーブの共同加工やイベント開催に
　より、消費者や飲食店、企業など異業
　種とのつながりが新たに構築。国際オ
　リーブオイルコンテストで金賞を受賞

耕作放棄地
再生

６次産業化

地産地消

香川県 多度津町
み　さ　と

オリーブを植樹した再生農地

統一ブランド「蒼のダイヤ」

かがわ農業フェアでＰＲ

概　要 成 果

●大学機関と連携し、住民だけで保存
　が難しくなった石積みの保全体制を
　構築。地元住民を講師に、学生に石
　積み技術の習得・継承や農業体験を
　実施
●天然記念物に指定されているホタル
　の生息環境づくりや、「ほたるまつり」を
　地元の各団体と協力して開催
●「梅酒特区」認定を受け、酒蔵及び農
　家民宿と連携し、試飲・購入ができる
　「体験型ラリーイベント」を開催

23特定非営利活動法人 美郷宝さがし探検隊 24たどつオリーブ生産組合
「キレイのさと」 美郷の宝の守り人

●活動の結果、過疎高齢化で衰退の途
　を懸念していた地域に年間８万人の
　観光客が訪問
●梅酒特区の認定により、Ｕターン、Ｉタ
　ーンによる梅酒の製造者が増加。地
　域おこし協力隊の移住者も村内5人
　目の梅酒製造者に
●農家民宿の開業や６次産業化を手が
　ける農園、地元商工会の農山村体験
　交流イベントの開催など、地域に波及
　効果

自然・景観

伝統・継承

「食」の
提供・活用

徳島県 吉野川市

概　要 成 果

「美郷梅酒まつり」に沸く農家民宿

学生に「石積み教室」

ホタルの保全、自然学習

30 31

農事組合法人 

あ お


