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むらづくりの主体
みなみいずちょうのうぎょうしんこうかい

(1) 名

称

南伊豆町農 業振興会

地

静岡県賀茂郡南伊豆町下賀茂３２８－２

みなみいずちょう し も が も

(2) 所

在

(3) 地区の規模

旧市町村単位の集団等

(4) 組織の性格

機能的な集団等
か ね こ いさお

(5) 代表者の氏名、役職
２

会長

金子 勲

地区の概要
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計画期間 平成14.4.1～24.3.31
都市計画 有 未線引
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むらづくりの内容及び成果

(1) 地域の沿革と概要
南伊豆町農業振興会

【南伊豆町の概要】
伊豆半島最南端に位置する南伊豆町は、天城山
系に連なる山地を背景に、南西部が太平洋に開け
ている。町の西方から東南に貫流する２級河川青
ひ づ め

野川流域には、弥生時代の遺跡（日詰遺跡）や、
平安時代の政治騒動で南伊豆地域に流された都人
がつけたといわれる地名（一条、二条、下賀茂、
上賀茂など）が点在している。
昭和30年に、旧6村（竹麻村、南中村、三坂村、
三浜村、南上村、南崎村）が合併し、南伊豆町が

★

誕生した。平成20年3月現在の世帯数4,054戸、人
口9,775人、65歳以上の人口が35.6％を占める。
町の総面積110.58k㎡のうち山林が77％で、耕地は3.9％にすぎないが、無霜地帯で天然
の良港を有する沿岸部では、半農半漁（マーガレットやキンギョソウ等の切り花栽培とイセ
エビやアワビ、サザエ、天草などの磯根漁業やイカ・キンメダイなどの一本釣り漁業）が行
われ、町の花は「マーガレット」となっている。また、山間部では水稲や柑橘等が栽培され、
自給自足的な農林漁業等が行われてきた。
昭和36年の伊豆半島東海岸の鉄道開設を契機に、観光開発が進み、自給自足的な農林漁
業に観光関連産業が加わって地域が変貌を遂げ、第３次産業が70％を占める美しい海岸線
や温泉を生かした観光の町へと発展してきた。
しかし、昭和49年に伊豆半島を襲った大地震や、相次ぐ集中豪雨により大打撃を受けた。
何とか災害復旧を果たした観光の町を、今度はバブル崩壊が襲い、町の活力は急速に低下
した。
(2) むらづくりの動機、背景
ア

精鋭農家の組織作りから多様な農家が参加する一大組織作りへ

伊豆沖地震や集中豪雨の被害から立ち直りつつあった昭和53年頃、農業従事者の高齢化
が進み耕作放棄地が増加している中で、地域農業の危機を感じていた意欲ある農家が集結
した。普及センターからの呼び掛けもあり、「生産流通、情報交流を強化し、地域農業の
活性化を図らなくてはだめだ。交流活動ができる組織をつくろう。」と声を上げた。会誕
生の瞬間である。
昭和56年に組織作りの準備として知り合いに声をかけあい、地域をリードする農業者23
人が一堂に会した。当初「南伊豆町自立農家振興会」と名付けられた集団は、水稲、花き、
野菜、柑橘の４部会で組織されていた。同会では、昭和59～60年から食用菜の花の栽培を推
進するとともに、「地域に貢献できる職種は廃れることはない」との理念をもって、地域振
興を図ることができる組織規模の実現を目指して農業者の会員を増やしてきた。会員増のう
ち、15人ほど女性に加入してもらったことは、後の朝市の開催につながるとともに、現在の
「南伊豆町農業振興会」の部会の一つで女性会員を中心に直売活動等に取り組んでいる「開

発研究部会」の礎となった。昭和60年頃から土日に旅館・売店で朝市を開催して、観光業者
のグループと交流活動が始まった。
今日の地域振興活動に発展したポイントは、地域活性化を目指す町内農業者の一大組織（南
伊豆町農業振興会）が結成されたことであり、これによって地域活性化の意志決定と実践が
一元化され、大きな波及効果をもたらすことができるようになった。
有志により発足した南伊豆自立農家振興会は、約10年の年月を経て、昭和63年には、会員
数200人を超える「南伊豆町農業振興会」（以下、「会」と記載。）と名を変えて、新たなス
タートを切った。現在の会員数は、高齢化を背景に約130人と減少しているものの、後述の
菜の花畑の管理等を行う「援農センター」や「開発研究部会」等の８つの専門部会を設け
て活動している。
イ

荒廃水田の解消で美しい町の玄関口づくり

新たなスタートとは言っても、南伊豆町では、高齢化が進み、担い手が減少している。し
かも、水田利用意識調査では、町内の耕作放棄地は17.6％で県内ワースト８位、基盤整備さ
れた水田所有者の意向調査でも、40％以上が「間もなく作付できなくなる」という結果であ
った。
特に、町の玄関口に当たる、下田市から続く国道136号線沿いの旧竹麻小学校前の湿田地
帯は、アシやセイタカアワダチソウ、ガマなどが繁茂し、防災面や町の玄関口として景観上
のマイナスイメージから、地域住民から「何とかならないか」という声が聞かれるようにな
っていた。
平成４年、当時の会長から｢竹麻小学校の前のセイタカワダチソウがでっかくなってみ
づらい（みっともない）。｣｢朝夕通学する子どもたちに、こんな荒れた状態を見せるのは
情操教育上問題だ。｣｢俺っちで何とかしようじゃ！｣という声が上がり、会の役員会で話
し合いを始めた。
みんなで力を合わせ、農家の元気なところをみんなに見せてやろうと「元気な百姓祭」
と名付けられ、プロジェクトが始まった。
農地の所有者に、草刈りの費用の拠出をお願いし、会が草刈りを行うことへの了解を取
り付けることが最初の仕事であった。会の事務局から手紙を出し、直接地主の所へ何度も
足を運び交渉した。了解を取り付けさえすれば、あとの草刈り作業は、農家にはお手のも
のである。
同年９月 、 刈 払 機 や 、 大 き な 草
刈鎌を持って会員約100人が集結。
｢ど う せ や る の な ら 楽 し く ｣と い う
ことで、雨の降る中「元気な百姓
祭 」 が ス タ ー ト し た 。 ２～ ３メ ー

トルに伸びたセイタカアワダチソウや、60cmもの頑丈に根を
張るアシの生い茂る中、草刈り機を振り回し汗ダクになりな
がらの作業であった。丸１日を費やす大変な作業となったが、
みんなの気持ちが一つになり、作業は思いのほか順調に進ん
だ。
早朝からの作業が一段落した昼、開発研究部会の女性たち
が手塩にかけて作った、郷土料理の肉飯とイセエビの味噌汁
草刈り作業

がみんなを迎えてくれた。同じ釜の飯を食う連帯感、草刈り

の達成感を共有できたことは、何物にも代えがたい喜びとなり、日頃つながりが無かった
山と海の農家の交流が生まれた。「あんたはどこから来たがだ？」「何を作ってるのや？」
「誰々を知ってるか？」など、同じ町に住みながら、初めて会った会員同士が打ち解けあ
うには、少しの時間があれば十分であった。
数日後、乾いた草の焼き払い作業が行われ、約１haの荒廃農地がきれいな田んぼに生ま
れ変わった。開始当初から３～４回は、草刈りだけ実施していたが、毎年、同じ草刈りだ
けでは物足りなくなり、この田んぼを眺めながら「観賞用の菜の花でも播こうか」という
思いが会員の中に沸き上がってきた。
「正月に故郷に帰ってくる子供たちを喜ばせてやろう。暖かく迎え入れてやろう。きっ
と皆びっくりするに違いない。」元々、荒れていた農地は、アシの根も深く、菜の花の生
育も不安定で、肥培管理を担っていた会員は、不安の中菜の花の種播きをした。
しかし、そんな不安をよそに、12月には一斉に黄色い花が咲きはじめ、帰省する子供た
ちばかりでなく観光で南伊豆を訪れる人々からも菜の花畑を喜ぶ歓声が聞かれた。
ウ

町ぐるみの取組へと発展

「元気な百姓祭」は、草刈り作業と菜の花の種播
きがメインだが、町民全体にボランティア参加を呼
び掛けた。
この呼びかけに対し、菜の花の黄色いじゅうたん
をもっと広げたいとの想いが地域に共有され、町議
会や観光協会、旅館・民宿組合、観光協会、森林組
合、ＪＡ、中学校など、20余りの団体から200名を

みんなで盛り上げる「百姓祭」

超す人が参加した。昨年（20年度）は中学校の中間
テストと日が重なったので、学校からの依頼で祭の
翌日に中学生が種播き作業を実施するほど行事が定
着している。わずか１haだった菜の花畑は、草刈り
・植栽作業で荒れた雑草地が黄色いじゅうたんの花
になることから地域の景観形成について愛着と達成
感が参加者に共有されていつのまにか10haとなり、
堤防沿いの３haと合わせて13haに広がり、南伊豆を

菜の花一杯の休耕田

訪れる人々の目を楽しませてくれる。気が付く
と17年も続く、町の恒例行事となっていた。
「春は菜の花なら、夏はヒマワリだ」と、菜の
花の後作に雑草より成長が速くてその抑制効果
のあるヒマワリの種を播き、夏になると畑全体
に咲き誇る大輪の花は、夏休みで帰省する子供
たちや観光で訪れる人々に安らぎを与えるよう
になった。
こうして、町内全体で景観作物への関心が高
ヒマワリ一杯の休耕田

まっていき、平成12年度には、町が管理につい

て予算化し、同会の援農センター部会が、遊休農地美化業務としてメインの花畑（ヒマワ
リ栽培88ａ、菜の花栽培5.5ha）を受託管理することになった。
菜の花畑が広がると、種子購入のコストも膨大になるため、援農センターでは菜の花の
種子採り作業を行っている。菜の花の種も、当初使用した食用菜の花の種に、寒咲きの景
観用菜の花の種子を加え、長期間に亘って花が咲くように配慮をしている。
(3) むらづくりの推進体制
ア

会の組織活動を拡充

荒廃農地解消
菜の花・ヒマワリ畑

元気な百姓祭

参加

みなみの桜と菜の花まつり
実行委員会
菜の花ウエディング・菜の花ツーデーマーチ
農林水産物直売

参加

企画・運営

イベント企画・ＰＲ

菜の花・ヒマワリ管理

援農センター

農業振興会８部会

農協
役場
農林事務所

観光協会

花卉部会・水稲部会・柑橘部会・開発研究部会
青年部会･施設野菜部会・菜の花部会
援農センター

情報提供
活動支援

旅館民宿組合
観光施設組合
商工会他

出荷
南伊豆漁協
授産所あしたば農園

出荷

情報提供

体験学習
田植え・稲刈り
菜の花種まき

農林水産物直売所

湯の花
管理

供給
交流

学校給食
地元消費者
観光客

マーガレット見本園

地域活性化のために町全体に活動を広げ、21年の実績を重ねた会には現在、花き、水稲、
柑橘、開発研究、青年、施設野菜、援農センター、菜の花研究の８部会がある。各部会長か
らの互選による会長・副会長を中心に、頻繁に運営委員会を開催し、そこで決めた計画に基
づき活動をしている。

また、会のメンバーが直売所の運営組織として立ち上げたＮＰＯ法人「南伊豆湯の花｣が、
地場産品販売促進活動を担っている。
イ

ネットワークを生かした地域振興

早春に咲く青野川沿いの桜と、町の入り口に広がる菜の花畑をマッチングさせて町を活性
化しようと、産業団体（南伊豆町観光協会、民宿組合、温泉旅館連合会等）が連携した｢み
なみの桜と菜の花まつり実行委員会｣が、お客様を迎える準備を進めている。草刈りや菜の
花の種まき作業から発展したネットワークが、観光面だけでなく、農業や漁業、商工関係者、
交通機関などへと広がり、連携を取りながら地域に活力を与えている。
(4) むらづくりの農林生産面への寄与状況
ア

異業種連携で「まつり」を開催
広がった菜の花畑と桜の花のコントラストが見事だったこと
から、これを地域資源として最大限に活かそうとし、会と南伊
豆町観光協会が業種を越えた産業間連携を行い、河津町の河津
桜まつりと差別化した「みなみの桜と菜の花まつり」を企画し
た。回を重ねる毎に訪れる客が増えたため、これまで観光客数
菜の花と桜

が年間で最低だった２月が今では最高となり、会員の直売活動
も農産物の売上げ増につながっている。まつり開催中の入込客

数は、平成11年に開催された第１回の４万人から第５回には29万３千人にまで増え、この
取組が評価されて、町は平成15年に第４回静岡県観光大賞（主催：静岡県観光協会）を受
賞した。
10年を経過した第10回（20年）の「まつり」の入込客
数は、約１ヵ月で41万5千人となっている。桜の花は毎年
天候の影響を受け、開花時期は気まぐれだが、菜の花は
「元気な百姓たちからのプレゼント」として12月から３
月末まで咲き続ける。
実行委員会では、新たなイベントとして菜の花畑を活
用した結婚式を開催し、毎年１組のカップルが、菜の花

菜の花が幸せな二人を祝福

畑の中で、大勢の人に祝福され心に残る結婚式を挙げ
ている。
そして、かつての荒廃水田が菜の花の黄色いじゅう
たんに変わり結婚式のステージが作られ、多数の観光
客が写真を撮りつつ散策しているのを、隣接の小学校
の教 室 の窓か ら見た 児童か ら、「 あん な広いス テージ
で、菜の花に囲まれて歌えたら気持ちいいだろね。観
光客の方にも聴いてもらいたい」と声があがり、この
菜の花の中のコンサート

ステージでも小学生のコンサートを開催することにつ
ながった。

イ

直売所「湯の花」は活性化の拠点

休耕田に菜の花の種を播く作業は、農産物の販売活
動へと発展していった。はじめは、数人の会のメンバ
ーが民宿の一角にゴザを敷き、その日に採れた野菜を
並べた。やがて、開発研究部会の朝市や、菜の花畑の
近くで直売活動を行う「元気な百姓市」の活動として
発展した。
平成17年３月には、会で倉庫を改築して農林水産物
直売所「湯の花」を開設し、静岡県グリーン・ツーリ

毎日大勢の人が訪れる「湯の花」

ズム協会に加入して、他の地域活性化施設との連携も
進めている。「みなみの桜と菜の花まつり」の観光客が多数立ち寄り、順調に売上げを伸ば
す中、これまでの任意組合での運営を改め、平成20年４月、直売所の運営組織としてＮＰＯ
法人「南伊豆湯の花」を設立した。出資者全員が会のメンバーである。同直売所では、地元
の若い世代の女性６人をパートで雇用し、一人暮らしの高齢者に配慮して商品の注文宅配を
するとともに、パートで出荷物の集荷なども行っている。
当初100人だった出荷者は、400人以上に増え地産地消を推進している。朝市向けの野菜づ
くりは、出荷者の大半を占める高齢者や女性の生き甲斐になっており、地域農業の衰退の速
度にブレーキがかかってきた。定年退職者グループ（事務局：開発研究部会）で栽培を始め
た自然薯について、ＮＰＯ法人｢南伊豆湯の花｣ＨＰ(http://yunohanashop.tank.jp/)でＰＲ
したところ、伊東市の豆腐店と契約することができた。また、直売所は、当地に移住してき
た新規就農者（合鴨農法の水稲栽培・黒米栽培、みかん栽培）にとっても販路の一つとなる
とともに、生産者の名前を付けた農産物についてお客様から直接、尋ねられる場合があるこ
とから栽培に気合いが入るきっかけともなっている。
平成21年２月末には、「南伊豆町湯の花観光交流館」
(南伊豆町所有。指定管理者：南伊豆観光協会)が建設
され、農林水産物直売所「湯の花」は新たなスタート
を切った（直売所部分について同協会からＮＰＯ法人
「南伊豆湯の花」が賃借）。原則、南伊豆町民の出荷と
し、町内で生産されていない農作物も郡内限りとし、
地元生産者による地元住民のための直売所を目指して
いる。また、住民であれば、農業者でなくても出荷で
「南伊豆町湯の花観光交流館」
内の直売所「湯の花」

きることとしている。さらに、南伊豆漁協や「授産所
あしたば農園」（集 落内 にある障がい者施設）も出荷
するなど、店舗の拡大に伴い、農産物だけでなく地元

の海産物・木工工芸品なども数多く販売されるようになった。新たにポスシステムを導入し
た直売所では、出荷者に安全・安心な農産物の生産技術研修や、表示方法の指導、使用農薬
チェック表の記入指導を行って、地元消費者と観光客に安全・安心な農産物が届けられるよ
う配慮している。
また、夏、年末及び開設記念日には、消費者への感謝イベントが盛大に行われ、特産物サ

ービスや獣害対策として捕獲した猪の丸焼き、自然薯のとろろ汁、つきたての餅を振舞うな
ど、消費者と交流を図っている。
ウ

活動を支えた開発研究部会

女性会員が中心の開発研究部会では、昭和60年頃から何か農産加工品を販売したいとの考
えから土・日曜日に、町内の観光宿泊施設のロビーを借り、みかん・野菜・林産物・ハーブ
の加工品や工芸品等を販売する朝市を開催した。会員は農産物の生産に熱心に取り組み、宅
配を希望する観光客向けにオリジナルのダンボールを作ったり、生協と契約して野菜栽培（モ
ロヘイヤ、紅菜苔、菜花等）に取り組んだり、加工施設「ゆず里加工場」の建設等、地域農
業活性化の原動力となった。
現在は、東京など都市から南伊豆町に移住した若者夫婦３組が新たに加入し、様々な加工
品づくりや、若者ならではの発想を活かして、インターネットや宅配便等を活用した販路拡
大を行っている。また、「さんま寿司」や「さざえご飯」を直売所に出荷する民宿経営者も
出てきている。
活動当初からの加工場のメンバーの高齢化が進むとともに、かつては冠婚葬祭での共同炊
事で食品加工の技能伝承が行われていたが、式を業者に依頼するようになり伝承が行われな
くなってきていることから、直売所を核とした、加工品出荷者の世代交代やグループ化・技
能伝承の発展が期待されるところである。
エ

安全に配慮した食用菜の花の栽培

水田転作で導入した食用菜花は、現在町内で約６haの農地で、21人がエコファーマーの認
定を受けて栽培している。食用菜の花はあまり手がかからず、農薬を使わなくて済む利点
がある。
また、南伊豆の冬季の温暖な気候を生かした早期収穫により、高齢者にも魅力のある作
物として地域に定着し、ＪＡの直販も含め生協との契約栽培が進められている。菜の花研
究部会では、生協と契約して有機栽培に取り組むとともに、農家個々も農林水産物直売所
に出荷し、地元消費が多くなっている。
移住者が設立した農業生産法人「(有)マザーアースクラブ」(水稲、食用菜の花、菜種
栽培)では、食用菜の花の産地化を進め、首都圏市場に出荷していて、生協・オーガニッ
ク問屋からの注文に生産が追い付かない状況となっている。そこで、同社と会では、菜種
油の搾油機の利用者に菜の花の種子を配布するとともに、菜の花栽培の説明会を開催して、
毎年１～２名ずつ食用菜の花の栽培者の増加を図っている。同社では、食用菜の花の栽培
期間８～３月以外では、かぼちゃを作付けているが菜の花ほど収益性が高くなく、栽培品
目を見出すことが課題となっていて、ヒマワリやさつまいもの作付けを検討している。

オ

新たな荒廃農地対策への取組

順調に荒廃農地解消に取組んできた町内でも、
一歩山間地に足を踏み入れると耕作放棄地が目
立つ。耕作放棄地は猪や鹿などの住み処となり、
農作物の被害は減ることはない。会では、対策
の一つとして、管理や防除などの手間がかから
ず、収入が期待でき、景観づくりにもなる「ギ
ンナン」の栽培を始めることにした。意欲的な
農家が先進地の視察や苗の導入に取り組み始めて
いる（町内に約70本植栽）。

捕獲された猪

また、狩猟免許や食品衛生責任者の取得が励行され、捕獲した猪の加工施設の建設も検討
されている。
カ

その他

このほか、開発研究部会が、伊浜地区の旧家で朱塗りの壺に収められて代々伝承されてき
た幻の粟の在来種「長者の粟（サルノテガタ）、新名称：リバイブ100」を譲り受け、栽培
に取り組んでおり粟餅などの地域特産物としての活用が期待される。
(5) むらづくりの生活・環境整備面への寄与状況
ア

菜の花等を巡る取組

菜の花畑の取組が進み、全国の情報が入ってくるようになると、環境問題への対応を提
案する菜の花循環の仕組みを、住民に周知してもらうため、平成15年、「菜の花シンポジ
ウム」（主催：会と関係団体）が開催された。
菜の花畑の向かいにある町立東中学校の体育館で、先進地である滋賀県の活動や青森県
の取組などが紹介され、菜の花栽培用の農業機械の展示や搾油実験などが行われた。ここ
で得た知識を生かし、会ではヒマワリや菜の花の種から油
を取るなど、菜種油への関心が高まっている。
平成16～18年度には、「元気な百姓祭」の中で、町内の
荒廃が進んだ地域で新たに４haの草刈りと菜の花の種播き
を行い、菜種栽培にも取り組んだ。町でも、こうした地域
の活動を後押しする形で、清掃センターに廃食油回収タン
クやＢＤＦ給油施設を整備した。これが、町ぐるみの環境
ＢＤＦの給油

に配慮した取組へと発展し、マイクロバスや公用車、農
業機械にＢＤＦが利用されている。

菜種 栽培 は、 地 元に 菜種 の収 穫に適 し
た機 械が なく 地 域外 に搾 油を 委託せ ざ
るを 得ず 採算 が 合わ ない こと から、 大
規模 な導 入は 問 題が 多い 。し かし、 菜
の花 研究 部会 を 中心 に個 別に 菜種を 播
き、 小さ な搾 油 機を 使っ た「 マイオ イ
ルづくり」の活動が続いている。小学

「マイオイルづくり」の活動

校の総合学習では、ヒマワリ油の搾油
体験が行われ、油はドレッシングや明かりとして利用されている。
今では、「菜の花の環拡大推進事業」による荒廃田を耕した菜種生産の取組の中で、周
辺の荒廃農地の刈り払いが進み、地域全体に景観美化意識の高まりが浸透してきた。
イ

食育・農業体験

「元気な百姓祭」には、地元の東中学校の生徒たちが
菜の花の種播きに参加している。菜の花の種播き作業だ
けでなく、「元気な百姓祭」の位置付けや菜の花に関する
知識なども習得しながら、生徒に任された区画を請負っ
て一斉に種を播いている。小中学生は、通学途上に菜の
花の生育を観察し、年末に咲き始める明るい菜の花を毎
年眺めながら、ふるさとを感じている。
そこで収穫された菜花は、給食の食材として使用され、

菜の花の種播き
中学生活の貴重な経験です！

小中学生も自分達の手で作った菜花を口にしながら、
「地
産地消」を学んでいる。
また、直売所から学校給食に野菜・果物の食材の提供が行われている。直売所では、３～
５月に大根・ブロッコリーを学校給食に提供できるよう、出荷登録者に計画的な栽培を指導
している。
「元気な百姓祭」に参加した有志が「休耕田再生会」を結成
しており、子ども達に食農教育をし、田植え・稲刈りの技術を
伝え、菜の花畑のお花見会を企画するなど、農村ならではの体
験の場を提供している。こうした取組により、菜の花畑が目の
前にある竹麻小学校は、合併により新たに町立南伊豆東小学校
田植え体験

となったが、その新しい校歌には「なのはな」が歌われるまで
に至っている。また、児童が農業の現場を訪れて学ぶ際には、

例えば、きゅうりの施設園芸を行っている会の役員が小学３年生にきゅうりを真っ直ぐに
する方法を教えるなど、農業の説明をすることにより、児童は暑いハウスでの作業の大変

さを知って、野菜嫌いの子でも給食が美味しいと言うようになっている。
さらに、「授産所あしたば農園」と連携し、菜の花畑の草取りや菜種の収穫作業などの労
働の場を提供している。菜種栽培は手作業のため、収穫後の
調整作業に大変手間がかかるが、苦労して搾油した貴重な菜
種油は小学校や、同施設に提供され、菜種油で揚げたコロッ
ケとして給食に活用されている。
ウ

定住促進、女性の社会参画の推進

菜種油で揚げたコロッケ

会を立ち上げたリーダー達には、南伊豆の将来を考え、来る人拒まずという気風がある。
現在も新規参入の３組の若者に代表されるように、立地条件は悪くても、何とか暮らしてい
ける、大らかな雰囲気が町の中に醸し出されている。
移住してきた新規就農者は、「元気な百姓祭」に参加して、ともに草刈り作業・植栽で汗
を流して、地域の人と自然と知り合いになり、生活していくうえで必要な地元情報を得る
機会をもつことができている。また、芸術家や工芸作家などが、南伊豆に移り住み、会と
も連携を図りつつ、町の力にもなっている。
芸術家や工芸作家30名が「ミーズ」という活動組織をつくっ
て、倉庫を改築した直売所の頃から会の勧めを受けて工芸品の
直売を行っている。農林水産物直売所に隣接する温室では、会
の花き部会と「ミーズ」の芸術家や工芸作家の奥様方を主体と
した女性ボランティア十数名が「マーガレットの会」を組織し、
営農から引退した高齢者から技術を教わり、町所有の温室で南
マーガレット

伊豆特産のマーガレット見本園を運営している。「みなみの桜と
菜の花まつり」の際に観光客に鑑賞してもらえるよう温度管理に
努めたところ、まつりの期間に見事に咲いて、栽培意欲が高まっ
ている。

４

むらづくりの特色及び優秀性

(1)条件不利を逆手に取った活動
南伊豆町は伊豆半島の先端に位置し、県内でも高齢化の進んだ過疎の町である。観光以外
に目ぼしい産業がなく、一人当たりの町民所得は県内で一番少ない。また、山林の占める割
合が77.1%、耕地の占める割合が3.9%、一戸当たり耕地面積が0.28haと条件不利地域である。
このような条件の下、バブル崩壊後の観光の不振や農産物価格の低迷・農業従事者の高齢化
も相まって、町内では耕作放棄地が増えているが、この耕作放棄地の解消を契機に町農業者
の一大組織である「南伊豆町農業振興会」が結成された。耕作放棄地対策である菜の花畑づ
くりを通じ、町内農家の結束力を高めるとともに、観光協会等との異業種連携協調に発展し
ている。この取組が起爆剤となり、交流人口が増えることで地域経済に活力が生まれた。さ
らに会は新規参入者の地域の受け入れ母体ともなっている。こうして会は、町の活性化の原
動力となり、会のメンバーが始めた直売所「湯の花」も順調に売り上げを伸ばしている。農
家の生活や気持ちにも余裕が生まれた。高齢者が生涯現役で生産活動に参加できるよう、会
は、地域活動を継承していく担い手の育成を、重点課題として位置付けている。

また、農産物や農地が鳥獣被害を受ける中、猪や鹿を活かす方法も考えられている。会員
は、狩猟免許の取得に努め、農産物直売所「湯の花」のイベントでは、
「猪の丸焼き」や「猪
汁」などを作って消費者へサービスしている。将来は、獣肉加工処理場を作り、これらを新
たな特産品として、町のＰＲにつなげていきたいと考えている。
(2)活性化の拠点「湯の花」の活動
直売所が新しくなり、漁協も販売活動に参加したので、南伊豆町の農林水産物の品揃えが
豊富になった。直売所の運営を通して、生産活動に励む高齢者ははつらつとしている。新規
参入者も地元の人々との交流を深め、南伊豆での農業経営に邁進している。
また、ＮＰＯ法人「南伊豆湯の花」では、女性会員たちが中心となり、新たな農産加工施
設運営の検討が行われており、地元の女性達の活躍が期待される。
地産地消の活動は計画的に進められ、学校給食への食材提供や食育推進につながり、農家
と触れ合うことで、子ども達には、ふるさとを大切にする心が芽生えている。
(3)再生した農地で地域力を発揮
会の手により始まった「元気な百姓まつり」は地域
住民に交流の場を与え、農業者は元気を取り戻し、観
光の町が甦った。会が原動力となって、荒廃農地を菜
の花一杯の畑に甦らせ、高齢者には働く場と生き甲斐
を与えている。また、獣害対策として捕獲した猪を猪
肉加工品として商品化することも期待されている。地
域が抱える様々な問題を逆に資源に変えていく、智恵
や行動力が地域にはある。高齢化が進んでも、生涯現
元気な百姓達の菜の花畑

役の農業者が、地域の中で活き活きと働き続けられる
ようになったことは、南伊豆町農業振興会を要とした
むらづくり活動の大きな成果といえる。

