
農林水産大臣賞 

受賞者 冨士山
ふ じ や ま

集 落
しゅうらく

活性化
かっせいか

協議会
きょうぎかい

 

（群馬県利根郡川場村） 

 
【冨士山集落の「たなだ・かんきょう・みらい」を大切にしていきます】 

 
１ 取組の動機と背景 

冨士山集落活性化協議会が活動する川場村冨士山集落は、自然豊かな川場村の中でも最も山
間部に位置し、集落の戸数は 26 戸と非常に少なく、近隣に年間 190 万人の集客がある道の駅
「川場田園プラザ」があるものの、冨士山集落は交流人口の少ない地域であった。 
急速な少子高齢化と生活形態が変化するなかで、26 戸の集落が近い将来どうなっていくか、

また、先人達の知恵が結集した石垣の棚田を守り暮らしてきた集落であるが、大型機械が導入
できない棚田で後継者がいなくなればすぐに荒廃し、この景観は失われてしまうことが危惧さ
れていた。 
このような状況の中、「冨士山集落の里山環境や文化を未来に継承していくために何ができ

るのか」を平成 27 年から地域全体で話し合い、集落の全戸参加によって平成 27 年 2 月に「冨
士山集落活性化協議会」を発足させ、集落を元気にすること、集落独自の活性化を目標とし、里
山環境や棚田を生かした都市との交流や景観保全で地域活性化の取組を開始した。 
 

２ 主なむらづくりの内容 
● 集落内に２ha ある棚田の一部はオーナー制度を導入し、令和元年度は主に都市部から 18 組

が参加。また、水路や農道の整備を都市部の大学と連携して進め、交流の促進と景観及び耕作
環境改善に寄与。 

● 昭和 56 年から東京都世田谷区と縁組協定を結んでおり、集落の女性グループ「花の会」と
連携した紅花染体験プログラム等のイベントなど、活発な都市と農村の交流を継続。 

● 平成 28 年から始めた棚田に数千本のロウソクを灯す代表的なイベント「冬×冨士山プロジ
ェクト」では、当初 100 名程度の来客数が、令和２年には 1,000 名に増加。 

● 協議会の取組等を協議会広報誌「ふじやま通信」で協議会員（集落全戸）にお知らせするこ
とで、情報共有と希薄になりつつあった集落内のコミュニティを強化。 

 
 
 
 

 
 
 
 

「花の会」紅花染め 「棚田」の田植え 

「冬×冨士山プロジェクト」風景 摘み取った「紅花」 



農林水産大臣賞 

受賞者 特定
とくてい

非営利
ひ え い り

活動
かつどう

法人
ほうじん

 おおつきエコビレッジ 

（山梨県大月市） 

 
【放置された荒れ地を、美しく実り豊かな里山へ】 

 
１ 取組の動機と背景 

特定非営利活動法人おおつきエコビレッジの活動拠点である大月市富浜町鳥沢地区は、生産性
の低い傾斜地や小規模農地が多く、過疎化が進む中、耕作放棄地が増加していた。また、民間宅
地開発事業計画が頓挫し、30 年間放置され荒廃状態にあった農地・山林が地域住民の中で問題
となっていた。 

荒れた農地、山林を昔のようにきれいにして、自分たちが誇れる里山や農地に蘇らせたいとい
う地域住民の想いがあり、荒廃状態の農地・山林の活用策について、市、事業者、地区住民が検
討した結果、環境保全型農業、農地を活用した都市農村交流等の推進を図る目的で、国の構造改
革特区による特定非営利活動法人の農地活用が提案され、平成 16 年 12 月に「大月エコの里特区」
の認定を受けた。特区認定を受け、趣旨に賛同した地区住民をはじめ市内・都市部の住民など約
30 名が中心となり「特定非営利活動法人おおつきエコビレッジ」が設立された。設立後は、会
員が週末等を利用して造成作業等を行い、4ha が農地として、6ha が里山として再生されている。 

 
２ 主なむらづくりの内容 

● 荒廃状態にあった農地・山林を再生させ、古代米、しいたけ、野菜類を栽培したほか、周辺
の耕作できなくなった農地の管理も請け負うことにより農地・景観の保全に貢献。収穫物は、
地元直売所などで販売。 

● 農業体験（米づくり体験、小麦栽培教室等）、首都圏の企業と連携した大豆生産と大豆加工
品製造、市民農園の貸し出し及び営農指導の実施、収穫祭の実施などの幅広い活動を通じ、都
市住民や首都圏企業の社員・家族などとの年間を通した活発な都市農村交流。 

● 地域の幼稚園や小中学校と連携した農業体験学習、市内の短期大学と連携した地域再生・地
域づくりを実践的に学ぶ実習を通じ、若い世代への地域農業や農産物への理解を深める将来の
担い手育成の活動。 

 ● 地元農産物販売を推進する女性グループ「まどい」と連携したイベントの共同運営や、子育
てを支援する法人と連携したさつまいも等を使用した加工食品の開発・販売により、活動の活
性化と法人の経営安定に寄与。 

 
  

再生された農地でサツマイモ苗植え 

整備された「市民農園」 

短大生の「地域実習」 

農産物販売所「まどい」 



農林水産大臣賞受賞 

受賞者 特定
とくてい

非営利
ひ え い り

活動
かつどう

法人
ほうじん

 せんがまち棚田
た な だ

倶楽部
く ら ぶ

 

（静岡県菊川市） 

 
【地域の宝でむらおこし ～若い力で未来へ残す「棚田のある生活」を～】 

 
１ 取組の動機と背景 

特定非営利活動法人せんがまち棚田倶楽部が活動する菊川市上倉沢地区では、開墾から 400
年の歴史と地域のシンボル的存在であった「千框（せんがまち）の棚田」が、後継者の減少から
消滅の危機を迎えようとしていた。 

最盛期には約 10ha で稲作が行われていたが、棚田は機械化に適応し難く、平成の時代に入る
と最盛期の１割程度にまで面積は落ち込み、地域としての活力も失うことが危惧されていた。 

このような状況の中、『400 年続いた棚田の歴史を自分たちの時代で無くして良いのか』との
思いから、当時青壮年部の代表が中心となり、棚田の未来への継承と棚田を媒体とした地域おこ
しを掲げ、平成 6 年に「千枚田を考える会」を立ち上げた。地道な活動が認められ、平成 11 年
に静岡県の「棚田等十選」に認定されたことを契機に、より本格的かつ多角的な活動を行うため
平成 22 年に本法人を設立した。同時に「棚田オーナー制度」を導入したほか、必要な「人力」
や「知恵と活力」を静岡大学に求め、協力を呼びかけた結果「静岡大学棚田研究会」が発足し、
協働で棚田保全活動を行うなかで貴重な存在となった。更に各種団体と連携することで、棚田は
現在では水稲３ha、採草地・そば等 3.2ha まで再生されている。 

 
２ 主なむらづくりの内容 

● 棚田オーナーも含めた棚田を介した各種イベントや活動は、「棚田市場」、「紅茶作り教
室」、「あぜ道アート」、「体験学習」など年間 25 回開催され、交流人口は 2,700 名以上（令
和元年度）。 

● 千框の棚田は、令和２年６月に棚田地域振興法に基づく「指定棚田地域」の指定を受けて
いる。また、棚田の一部は、平成 25 年に世界農業遺産に登録された畝間にススキ等を刈敷き
する伝統農法「静岡の茶草場農法」の茶草場農として利用。これら地域資源は各種イベント
と融合させ集客と地域住民の意識醸成に寄与。  

● 「静岡大学棚田研究会」との協働のほか、静岡県の推進する「一社一村しずおか運動」に
よる企業３社のホームページを用いた情報発信や農道保全作業等の協力、地元青年部、棚田
女性部など地域内外の団体等と連携したむらづくりを推進。 

● 「棚田女性部」は、田植えや稲刈り等の際は、棚田米や地域食材を使った弁当の提供のほ
か、イベント時の接客や販売の主力を担うなど外部との交流には欠かせない存在。 

 
 

棚田で２千本のロウソクを灯す 

「あぜ道アート」 

法人メンバーと「静岡大学棚田研究会」 

世界農業遺産「茶草場農法」 

イベントでの主力「棚田女性部」 



関東農政局長賞 

受賞者 特定
とくてい

非営利
ひ え い り

活動
かつどう

法人
ほうじん

 げんきフォーラム桑
くわ

 

（栃木県小山市） 

 
【みんなの愛が元気の源！みんなで創る桑の未来‼ 】 

 
１ 取組の動機と背景 

特定非営利活動法人げんきフォーラム桑が活動する小山市桑地区は、古くから養蚕業が盛ん
で「本場結城紬」を支えてきた地域であるが、かつて桑地区にあった 150 戸（S58）の養蚕農家
は、現在 6 戸にまで減少している。 
そのような状況において、平成 23 年に小山市が取り組む「わがまちげんき発掘推進事業」が

桑地域で行われ、地域活性化と市民パートナーシップの推進について話し合いが行われた。そ
の中で「地域の主要農産物であった桑を使った活動」が提案され、このことを具体的に話し合
った結果、地域に密着した事業の推進と、地元の農作物を使った商品の開発、販売による生き
がいの創出を進めることとなり、「桑げんき発掘推進協議会」が設立された。 
地域全体の活性化や問題解決には、より地域に密着した事業の推進が必要であることから、

協議会員と住民との勉強会や意見交換会を経て合意形成を進めるとともに、地域住民を主役と
することで愛着ややりがいをもって活動できるような活動体制・組織を目指し、平成 29 年７月
に「特定非営利活動法人げんきフォーラム桑」として新たに設立した。 
 

２ 主なむらづくりの内容 
● 法人内に地域の農業者等で組織した「地域開発・生産部会」を設置し、耕作放棄地を借り

入れ、桑のほかえごまや金ごま、玉ねぎ等を栽培。６次産業化の検討も行いつつ、地元農業
高校と連携した桑の実ジャムの開発のほか収益力の高い商品として「えごま油」を製造・販
売。収益は会員へ手当として支給。 

● 生活条件の改善と地域コミュニティ強化のため、平成 30 年度に「地域たすけあい隊」を組
織。地域の独居老人や高齢者の世帯に対し、食事作りや買い物などの家事援助、子育て世代
には託児や子どもへの学習支援など、女性会員の活躍により地域住民の生活を支援。 

● 地元土地改良区から「大沼」の維持管理、地域の歴史を伝える「摩利支天塚・琵琶塚古墳
資料館」の管理・ガイド業務、「小山市桑市民交流センター（マルベリー）」の管理業務を
受託し、安定した法人経営に寄与。 

● 管理業務を通じて地域の歴史と伝統を継承するガイドに力を入れるとともに、「勾玉づく
り体験」や「大沼桜まつり」などのイベントを企画し、都市住民と交流。 

 
 
 
 

 
 

「地域たすけあい隊」チラシ 

えごま加工品「えごま油」 「桑の実」の収穫 

「金ごま」の収穫 



関東農政局長賞 

受賞者 平群
へ ぐ り

ツーリズム協議会
きょうぎかい

 

（千葉県南房総市） 

 
【「子どもの声が響く地域」を目指して】 

 
１ 取組の動機と背景 

平群ツーリズム協議会が活動する南房総市平久里地区は、房総半島の南端に位置し、他の中
山間地同様、人口減少・高齢化による遊休農地や空き家が増加している状況にあり、このまま
では地域の担い手が不足し、農業はもとより、歴史文化の継承や里山保全への危機感が高まっ
ていた。 
そのような地域において、平成 16 年から地域の茅葺き古民家「ろくすけ」を活用し、自然・

田舎暮らし体験を実施する「NPO 法人千葉自然学校」が地域交流しながら活動していたが、地域
資源の更なる活用を進める上では、もっと多くの地域の力・協力が欲しいと考えていた。一方、
地域住民も、この法人と伝統行事などの地域活動を一緒に取り組む中で地域に賑わいを呼んで
いることを実感していた。このような関係において、地域の存続に危機感を感じていた区長及
びそれに賛同する地域住民と NPO 法人が中心となり、「平群ツーリズム協議会」を平成 25 年に
設立した。地域の茅葺き古民家「ろくすけ」を活動の拠点とし、グリーン・ツーリズムを通じ
て都市住民に平久里ファンを増やし、「子どもの声が響く地域」を目指し、地域活性化の活動
を行っている。 
 

２ 主なむらづくりの内容 
● 活動拠点となる古民家「ろくすけ」は、飲食店営業や味噌加工等の許可を取得しており、

ここで行われる加工体験等は多くの都市住民を受け入れ、また、平成 30 年には農泊施設とし
てもオープンし、地域の宿泊・滞在施設となることで、郷土料理体験などのプログラムも充
実、交流人口の増加など地域の振興に大きく寄与。 

● 都市部に在住する NPO 法人千葉自然学校 OB らによる応援隊「ろくすけの会」が結成され、
地域農家の指導のもと耕作放棄地 1,400 ㎡を活用し、そら豆、枝豆、大豆を栽培。収穫イベ
ントや味噌づくり体験に活用。 

● 令和元年の交流人口は 1,700 名を数え、宿泊キャンプなどに参加する子どもたちへ野菜の
差し入れ、動植物の生息状況など地域住民の協力も増加。 

● 令和元年は、「ろくすけ」に農泊した県内の農業高校生が台風 15 号、19 号により被災した
平久里地域の農業者のハウス撤去作業を支援し、地域に貢献。 

 
 
 
 

 
 

収穫した大豆でみそづくり 活動拠点の古民家「ろくすけ」 

ホームステイキャンプ 台風 15 号後のビニールハウス撤去 


