
県 Ｎｏ． 市町村 団体名

1 北九州市 箸休め　ゆず香 6次産業化 伝統・継承 地産地消

2 北九州市 猪倉農業関連プロジェクト 地産地消 6次産業化 高齢者の活躍

3 八女市 八女商工会議所 ジビエ 地産地消 鳥獣被害防止

4 八女市 八女地域連携協議会 　★ 国内観光 インバウンド 伝統・継承

5 八女市 がんばりよるよ星野村 　 自然・景観 6次産業化 定住・移住

6 八女市 星野村農産加工施設「星野の里」利用組合 6次産業化 伝統・継承 高齢者の活躍

7 豊前市 豊築漁業協同組合 「食」の提供・活用 6次産業化 女性の活躍

8 豊前市 枝川内あじさい祭り実行委員会 自然・景観 国内観光 「食」の提供・活用

9 小郡市 小郡　星の会 伝統・継承 6次産業化 女性の活躍

10 福津市 あんずの里市利用組合 地産地消 「食」の提供・活用 他産地との連携

11 うきは市 つづら棚田を守る会 自然・景観 国内観光 「食」の提供・活用

12 うきは市 楠森堂 伝統・継承 自然・景観 「食」の提供・活用

13 大木町 農事組合法人　モア・ハウス 6次産業化 女性の活躍 新規就農支援

14 佐賀市 農家民宿　具座　 農泊 インバウンド 地産地消

15 唐津市 蕨野集落 自然・景観 「食」の提供・活用 大学・企業との連携

16 多久市 社会福祉法人　もやいの会 医療・福祉 6次産業化 輸出

17 多久市 ひらの棚田米振興協議会　★ 6次産業化 自然・景観 「食」の提供・活用

18 伊万里市 波多津町まちづくり運営協議会 自然・景観 「食」の提供・活用 地産地消

19 鹿島市 北鹿島ふるさと会 自然・景観 子ども（教育・体験） 農地・水路・道路の管理

20 小城市 江里山棚田米生産組合 自然・景観 6次産業化 高齢者の活躍

21 嬉野市 嬉野温泉湯どうふ振興協議会 伝統・継承 「食」の提供・活用 地産地消

22 基山町 株式会社　きやまファーム ジビエ 6次産業化 鳥獣被害防止

23 長崎市 やったろうde高島 自然・景観 農泊 「食」の提供・活用

24 長崎市 戸石フレッシュ朝市運営協議会 地産地消 「食」の提供・活用 国内観光

25 諫早市 社会福祉法人じゅもん会 医療・福祉 地域と福祉とエコをつなぐ -

26 大村市 株式会社ふれあいファーム（農事組合法人） 医療・福祉 子ども（教育・体験） 高齢者の活躍

27 平戸市 根獅子集落機能再編協議会　 「食」の提供・活用 6次産業化 農林業体験

28 松浦市 一般社団法人　まつうら党交流公社 農泊 子ども（教育・体験） -

29 対馬市 峰東女性部キッチン 「食」の提供・活用 地産地消 女性の活躍

30 対馬市 対馬グリーン･ブルーツーリズム協会 農泊 インバウンド 子ども（教育・体験）

31 五島市 地のもん工房　増栄丸 「食」の提供・活用 雇用 女性の活躍

32 西海市 大宮・西海食の交流促進協議会 「食」の提供・活用 地産地消 -

33 西海市 山と海の郷さいかい 農泊 「食」の提供・活用 女性の活躍

34 南島原市 一般社団法人　南島原ひまわり観光協会　 農泊 インバウンド 子ども（教育・体験）

35 東彼杵町 東そのぎグリーンティーリズム協議会 インバウンド 農泊 自然・景観

36 波佐見町 波佐見東地域集落活性化協議会 地産地消 「食」の提供・活用 自然・景観

37 小値賀町 特定非営利法人　おぢかアイランドツーリズム協会 農泊 国内観光 子ども（教育・体験）

38 新上五島町 郷土料理研究会 伝統・継承 「食」の提供・活用 女性の活躍

39 熊本市 くまもとジビエ研究会　 ジビエ 6次産業化 -

40 熊本市 天明環境保全隊 自然・景観 伝統・継承 子ども（教育・体験）

41 八代市 農事組合法人　鶴喰なの花村 自然・景観 6次産業化 高齢者の活躍

42 八代市 やつしろ菜の花ファーム987　 6次産業化 子ども（教育・体験） 伝統・継承

43 八代市 五家荘宿の会 6次産業化 伝統・継承 高齢者の活躍

44 水俣市 水俣市久木野地域振興会 自然・景観 「食」の提供・活用 地産地消

45 宇土市 宇土飯を喰らう会 「食」の提供・活用 自然・景観 地産地消

46 上天草市 老岳集落 自然・景観 6次産業化 子ども（教育・体験）

47 阿蘇市 ＮＰＯ法人　ＡＳＯ田園空間博物館　★ インバウンド 6次産業化 復興

48 阿蘇市 草原再生オペレーター組合 自然・景観 伝統・継承 雇用

49 阿蘇市 公益財団法人　阿蘇グリーンストック 自然・景観 伝統・継承 農泊

50 阿蘇市 株式会社　神楽苑　なみの高原やすらぎ交流館 「食」の提供・活用 子ども（教育・体験） 復興

51 合志市 「合志あぐっと！村」運営協議会 地産地消 「食」の提供・活用 子ども（教育・体験）

52 美里町 水上迫生活研究グループ 「食」の提供・活用 女性の活躍 伝統・継承

53 大津町 真木地区協議会 自然・景観 女性の活躍 高齢者の活躍

54 菊陽町 株式会社　熊本玄米研究所 6次産業化 「食」の提供・活用 地産地消

55 高森町 ひごむらさきブランド化研究会 地産地消 子ども（教育・体験） -
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県 Ｎｏ． 市町村 団体名 該当する取り組み

56 高森町 阿蘇南郷檜ブランド化推進協議会 伝統・継承 自然・景観 雇用

57 甲佐町 パワフル母ちゃん 地産地消 女性の活躍 -

58 山都町 ＮＰＯ法人　山都のやまんまの会 「食」の提供・活用 子ども（教育・体験） 女性の活躍

59 湯前町 幸野溝土地改良区 子ども（教育・体験） 「食」の提供・活用 農地・水路・道路の管理

60 湯前町 国産材品質表示推進協議会ＳＳＤプロジェクト 6次産業化 雇用 -

61 水上村 湯山温泉旅館組合 ジビエ 6次産業化 地産地消

62 球磨村 田舎の体験交流館さんがうら運営委員会 「食」の提供・活用 6次産業化 女性の活躍

63 あさぎり町 中山間松尾集落 自然・景観 6次産業化 鳥獣被害防止

64 苓北町 みどりの会 自然・景観 高齢者の活躍 インバウンド

65 大分市 国東半島宇佐地域世界農業遺産推進協議会 伝統・継承 国内観光 子ども（教育・体験）

66 別府市 内成の「棚田とむらづくり」」を考える会 自然・景観 農泊 国内観光

67 中津市 浜の輪フレンド 「食」の提供・活用 子ども（教育・体験） 女性の活躍

68 佐伯市 進水式を推進する会 国内観光 企業 雇用

69 佐伯市 漁村女性グループめばる 伝統・継承 「食」の提供・活用 女性の活躍

70 臼杵市 うすきツーリズム活性化協議会 農泊 伝統・継承 定住・移住

71 臼杵市 粟手原資源保全推進協議会 自然・景観 伝統・継承 子ども（教育・体験）

72 豊後高田市 豊後高田市グリーンツーリズム推進協議会 農泊 インバウンド 伝統・継承

73 杵築市 The Japan Travel Company株式会社　 インバウンド 自然・景観 雇用

74 宇佐市 深見地区まちづくり協議会 自然・景観 「食」の提供・活用 少子高齢化対策

75 宇佐市 岩崎農地水環境保全組合 自然・景観 子ども（教育・体験） 農地・水路・道路の管理

76 豊後大野市 大野町みどり広域協定 自然・景観 農地・水路・道路の管理 -

77 豊後大野市 あねさん工房株式会社 自然・景観 6次産業化 雇用

78 国東市 地域起こし協議会　文渓里の会 自然・景観 伝統・継承 国内観光

79 国東市 くにさき七島藺振興会　 伝統・継承 6次産業化 定住・移住

80 九重町 千町無田資源保全組合 自然・景観 高齢者の活躍 農地・水路・道路の管理

81 都城市 農事組合法人　きらり農場高木　生活部加工班　 6次産業化 伝統・継承 子ども（教育・体験）

82 都城市 有限会社　德重紅梅園 自然・景観 6次産業化 「食」の提供・活用

83 小林市ほか 北きりしま田舎物語推進協議会 農泊 インバウンド 子ども（教育・体験）

84 日向市 財光寺農業小学校 子ども（教育・体験） 高齢者の活躍 -

85 三股町 霧島会 6次産業化 高齢者の活躍 農商工連携

86 高鍋町 四季彩のむら 自然・景観 伝統・継承 子ども（教育・体験）

87 高鍋町 染ヶ岡地区環境保全協議会 自然・景観 国内観光 復興

88 西米良村 小川作小屋村運営協議会 「食」の提供・活用 自然・景観 高齢者の活躍

89 木城町 駄留集落 自然・景観 鳥獣被害防止 ジビエ

90 川南町 チームがはは 「食」の提供・活用 地産地消 女性の活躍

91 高千穂町 合同会社　あまてらすの娘たち 「食」の提供・活用 伝統・継承 女性の活躍

92 五ヶ瀬町 特定非営利法人　五ヶ瀬自然学校　 自然・景観 子ども（教育・体験） 復興

93 出水市 いずみ民泊体験推進協議会　 農泊 インバウンド 子ども（教育・体験）

94 薩摩川内市 薩摩川内市ＧＴ推進協議会 農泊 「食」の提供・活用 -

95 日置市 ＮＰＯ法人　がんばろう高山 「食」の提供・活用 子ども（教育・体験） 高齢者の活躍

96 霧島市 佳例川地区自治公民館 伝統・継承 「食」の提供・活用 地産地消

97 南さつま市 特定非営利法人　エコ・リンク・アソシエーション　 農泊 子ども（教育・体験） 「食」の提供・活用

98 南さつま市 株式会社　南風ベジファーム　 6次産業化 医療・福祉 雇用

99 さつま町 中津川区むらづくり委員会 自然・景観 伝統・継承 自主財源づくり

100 屋久島町 合同会社　89298.com ジビエ 6次産業化 鳥獣被害防止

101 屋久島町 株式会社　屋久島宮之浦加工グループ 地産地消 子ども（教育・体験） 女性の活躍

102 喜界町 合同会社　喜界島　結い 6次産業化 女性の活躍 -

103 喜界町 喜界町農産物加工センター 6次産業化 伝統・継承 地域振興

104 伊仙町 阿権むらづくり委員会 子ども（教育・体験） 自然・景観 インバウンド

※「★」：「ディスカバーむらの宝（第４回）」に選定、 「 」：「Ｈ２８九州農政局むらの宝」に選定、「 」：「Ｈ２９九州農政局むらの宝」に選定
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主な取組 Ｎｏ． 市町村 団体名 キャッチフレーズ

3 八女市 八女商工会議所 八女から伝える　山の食文化の復興！

22 基山町 株式会社　きやまファーム エミューで「一石二鳥」

39 熊本市 くまもとジビエ研究会　 地域の”やっかいもの”を”美味しいもの”へ！

61 水上村 湯山温泉旅館組合 ジビエがアスリートを強くする　鉄脚！水上村

100 屋久島町 合同会社　89298.com ヤクシカ　ゼロ・エミッション

1 北九州市 箸休め　ゆず香 平尾台特産、ユズのおつまみ/箸休(はしやす)め ゆず香(か)

6 八女市 星野村農産加工施設「星野の里」利用組合 頑張り続ける気持ちとヤル気が村の宝です。

13 大木町 農事組合法人　モア・ハウス 女性が輝く、九州屈指のきのこ産地！

17 多久市 ひらの棚田米振興協議会　★ 孔子の流れは棚田に注ぐ賢い子供の棚田米

42 八代市 やつしろ菜の花ファーム987　 い草・畳表（畳）の継承と菜の花プロジェクト

43 八代市 五家荘宿の会 五家荘の宝を地域の誇りへ

54 菊陽町 株式会社　熊本玄米研究所 農村に黄金の実りを！米の消費拡大を応援します！！

60 湯前町 国産材品質表示推進協議会ＳＳＤプロジェクト 球磨材高付加価値商品の販売による地域貢献

81 都城市 農事組合法人　きらり農場高木　生活部加工班　 ”キラリ”と輝く　大地の恵み

85 三股町 霧島会 国内需給率０．１％の国産ごま生産への挑戦

98 南さつま市 株式会社　南風ベジファーム　 ６次産業化＋福祉で地方の問題を解決！

102 喜界町 合同会社　喜界島　結い キラリと輝くいい島の食の継承としま興し

103 喜界町 喜界町農産物加工センター 在来農産物を活かし、キラリと輝くいい島へ

2 北九州市 猪倉農業関連プロジェクト 学生が酒造？　地域と築くシビックプライド！

10 福津市 あんずの里市利用組合 Ｎｏ．１ではなく、オンリー１を目指す！

24 長崎市 戸石フレッシュ朝市運営協議会 新鮮な旬の農水産物の販売による地域活性化

36 波佐見町 波佐見東地域集落活性化協議会 陶・農の里　はさみ

51 合志市 「合志あぐっと！村」運営協議会 都市と農村の交流による魅力発信活動

55 高森町 ひごむらさきブランド化研究会 阿蘇の大地に恵まれた肥後一番の旬の味

57 甲佐町 パワフル母ちゃん 閉校校舎を活用して、地域をパワフルに！

101 屋久島町 株式会社　屋久島宮之浦加工グループ 世界自然遺産の島のこだわりを食卓へ

16 多久市 社会福祉法人　もやいの会 働きたいをカタチに－農福連携の試み

25 諫早市 社会福祉法人じゅもん会 熱中症対策は福祉農園の社会貢献から

26 大村市 株式会社ふれあいファーム（農事組合法人） 自分の持っているすばらしい力をイキイキと活かせる場所

14 佐賀市 農家民宿　具座　 本当の田舎三瀬　ここから世界へ！

28 松浦市 一般社団法人　まつうら党交流公社 松浦党の里ほんなもん体験

30 対馬市 対馬グリーン･ブルーツーリズム協会 暮らしの原点を見つめ直す旅

33 西海市 山と海の郷さいかい 農泊で地域が輝く！町の人が輝きを取り戻して帰って行く！

34 南島原市 一般社団法人　南島原ひまわり観光協会　 地域が光輝く観光地を目指して

37 小値賀町 特定非営利法人　おぢかアイランドツーリズム協会 暮らすように旅をする『おぢか島旅』

70 臼杵市 うすきツーリズム活性化協議会 臼杵時間、体感！プロジェクト

72 豊後高田市 豊後高田市グリーンツーリズム推進協議会 国東半島の農家民泊と日本文化でおもてなし

83 小林市ほか 北きりしま田舎物語推進協議会 はじめまして！の後は、もう家族

93 出水市 いずみ民泊体験推進協議会　 観光と連携し、田舎にインバウンドの風を

94 薩摩川内市 薩摩川内市ＧＴ推進協議会 地域資源を活用した「実」力・「味」力・「me」力アップの取り組み

97 南さつま市 特定非営利法人　エコ・リンク・アソシエーション　 アートプロジェクトと農家民泊事業ならおまかせ

5 八女市 がんばりよるよ星野村 　 都市との協働で災害復旧から地域振興へ！

8 豊前市 枝川内あじさい祭り実行委員会 ちいさな村の大きな挑戦！日本一のアジサイランド

11 うきは市 つづら棚田を守る会 多様な主体によって守られる棚田の景観

15 唐津市 蕨野集落 先人が残した貴重な宝（棚田）を未来につなぐために

18 伊万里市 波多津町まちづくり運営協議会 豊かな大地と海を活かし、新たな価値を創る

19 鹿島市 北鹿島ふるさと会 故郷の農村環境は　ふるさとで守ろう

20 小城市 江里山棚田米生産組合 棚田と彼岸花の里　江里山

23 長崎市 やったろうde高島 商標登録で進化する「シュノーケリングピクニック」

40 熊本市 天明環境保全隊 守り伝えよう地域の環境と文化　地域、学校教育、福祉との連携

41 八代市 農事組合法人　鶴喰なの花村 鶴喰のおばあちゃんのおにぎりはでっかい。

44 水俣市 水俣市久木野地域振興会 日本一の棚田（自称）のむらづくり

46 上天草市 老岳集落 小さな農村のみんなで作る！住民総活躍地域

48 阿蘇市 草原再生オペレーター組合 世界農業遺産認定の阿蘇の草原を守りたい！

49 阿蘇市 公益財団法人　阿蘇グリーンストック 阿蘇への恩返し

53 大津町 真木地区協議会 豊かな緑と湧水・歴史に薫る元気な里山
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主な取組 Ｎｏ． 市町村 団体名 キャッチフレーズ

63 あさぎり町 中山間松尾集落 遠山桜の再生と松尾集落の生き残り戦略

64 苓北町 みどりの会 天草に天竺（てんじく）がある

66 別府市 内成の「棚田とむらづくり」」を考える会 日本の原風景が語る内成棚田の魅力とパワー

71 臼杵市 粟手原資源保全推進協議会 こころの故郷粟手原（かかし祭りをとおしての地域交流）

74 宇佐市 深見地区まちづくり協議会 地域の未来　地域で考え、地域で行動

75 宇佐市 岩崎農地水環境保全組合 集落内へ水を入れない、入ったらすぐに出す

76 豊後大野市 大野町みどり広域協定 花の社会性が地域を変える

77 豊後大野市 あねさん工房株式会社 地味こそ地の味！里山からの贈り物

78 国東市 地域起こし協議会　文渓里の会 自然が活き、人が活き、地域が活きる文渓

80 九重町 千町無田資源保全組合 高原の美しい田園風景を後世に

82 都城市 有限会社　德重紅梅園 無農薬生産、無添加加工品を消費者へ直売

86 高鍋町 四季彩のむら 昭和３０年代の風景が残る、彩りあふれる里山

87 高鍋町 染ヶ岡地区環境保全協議会 きゃべつ畑のひまわり祭り

89 木城町 駄留集落 一人はみんなのため、みんなは一人のため、出来る事から始めよう

92 五ヶ瀬町 特定非営利法人　五ヶ瀬自然学校　 日本一の清流五ヶ瀬川上流で行う持続可能なムラづくり

99 さつま町 中津川区むらづくり委員会 まだまだ、道半ば・・・・。伝統を引き継ぐ”中津川の底力！”

9 小郡市 小郡　星の会 農業とものづくり文化のこだわり発信

12 うきは市 楠森堂 あるものを活かし魅力発信！地域に元気と誇りを！

21 嬉野市 嬉野温泉湯どうふ振興協議会 とろーり嬉野名物「嬉野温泉湯どうふ」

38 新上五島町 郷土料理研究会 郷土料理研究会

56 高森町 阿蘇南郷檜ブランド化推進協議会 神々が宿る木～阿蘇南郷檜～

65 大分市 国東半島宇佐地域世界農業遺産推進協議会 次代へ繋げよう！世界農業遺産の輪

69 佐伯市 漁村女性グループめばる ソウルフードごまだしで、佐伯に元気を！！

79 国東市 くにさき七島藺振興会　 貧乏草から長者草、埋もれた宝が地域を変える

96 霧島市 佳例川地区自治公民館 百年の眠りから覚めた幻のサツマ芋「蔓無源氏（つるなしげんじ）」

7 豊前市 豊築漁業協同組合 「本物の獲れたて」豊前の魚で地域おこし

27 平戸市 根獅子集落機能再編協議会　 根獅子発！小さな集落の小さな循環型プロジェクト

29 対馬市 峰東女性部キッチン 対馬の魚ば子供たちに食べてもらうばい！

31 五島市 地のもん工房　増栄丸 島の幸を生かした　新鮮・手作り惣菜

32 西海市 大宮・西海食の交流促進協議会 食を通じて二つの地域を繋げ問題解決

45 宇土市 宇土飯を喰らう会 宇土の生産物を宇土の景観の中で喰らう！

50 阿蘇市 株式会社　神楽苑　なみの高原やすらぎ交流館 ムラが輝き、夢広がる地域の創造！

52 美里町 水上迫生活研究グループ スコップの音と共に、集落一丸の地域活動

58 山都町 ＮＰＯ法人　山都のやまんまの会 合言葉は「Ａ」明るく！「Ｔ」為になる！「Ｍ」前向きに！

62 球磨村 田舎の体験交流館さんがうら運営委員会 蕎麦ではじまる　地域の元気

67 中津市 浜の輪フレンド ふるさと中津の食品を食卓に！

88 西米良村 小川作小屋村運営協議会 平成の桃源郷　小さな村の大きな挑戦！

90 川南町 チームがはは 《でけたよ～！浜うどん》

91 高千穂町 合同会社　あまてらすの娘たち 高千穂の、食を伝えよう！食で繋がろう！

95 日置市 ＮＰＯ法人　がんばろう高山 課題と向き合う地域のちから

4 八女市 八女地域連携協議会 　★ 旅する茶のくに～地域を活かした交流事業～

68 佐伯市 進水式を推進する会 進水式の数は負けん！基幹産業造船を観光に

35 東彼杵町 東そのぎグリーンティーリズム協議会 初めて体感する、心地よいお茶のリズム♪

47 阿蘇市 ＮＰＯ法人　ＡＳＯ田園空間博物館　★ 田園空間博物館の理念で地域おこしと復興を

73 杵築市 The Japan Travel Company株式会社　 インバウンド観光で田舎の継続的な社会を創出

59 湯前町 幸野溝土地改良区 世界かんがい施設遺産の里「水土里豊かな幸野溝で学ぶ！」

84 日向市 財光寺農業小学校 さあ、広げよう　農業小学校

104 伊仙町 阿権むらづくり委員会 世界自然遺産登録に向けた阿権の宝再発見

※「★」：「ディスカバーむらの宝（第４回）」に選定、 「 」：「Ｈ２８九州農政局むらの宝」に選定、「 」：「Ｈ２９九州農政局むらの宝」に選定
※前出目次に示す各団体の「該当する取り組み」のうち、主な取り組みにより分類
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農山漁村活性化事例（H29）位置図（その１）

1 北九州市 箸休め　ゆず香
2 北九州市 猪倉農業関連プロジェクト
3 八女市 八女商工会議所
4 八女市 八女地域連携協議会 　 　★
5 八女市 がんばりよるよ星野村 　 
6 八女市 星野村農産加工施設「星野の里」利用組合　
7 豊前市 豊築漁業協同組合
8 豊前市 枝川内あじさい祭り実行委員会
9 小郡市 小郡　星の会
10 福津市 あんずの里市利用組合　
11 うきは市 つづら棚田を守る会
12 うきは市 楠森堂
13 大木町 農事組合法人　モア・ハウス

14 佐賀市 農家民宿　具座　
15 唐津市 蕨野集落
16 多久市 社会福祉法人　もやいの会
17 多久市 ひらの棚田米振興協議会　★
18 伊万里市 波多津町まちづくり運営協議会
19 鹿島市 北鹿島ふるさと会
20 小城市 江里山棚田米生産組合
21 嬉野市 嬉野温泉湯どうふ振興協議会
22 基山町 株式会社　きやまファーム

23 長崎市 やったろうde高島
24 長崎市 戸石フレッシュ朝市運営協議会
25 諫早市 社会福祉法人じゅもん会
26 大村市 株式会社ふれあいファーム（農事組合法人）
27 平戸市 根獅子集落機能再編協議会　
28 松浦市 一般社団法人　まつうら党交流公社
29 対馬市 峰東女性部キッチン
30 対馬市 対馬グリーン･ブルーツーリズム協会
31 五島市 地のもん工房　増栄丸
32 西海市 大宮・西海食の交流促進協議会
33 西海市 山と海の郷さいかい　
34 南島原市 一般社団法人　南島原ひまわり観光協会　
35 東彼杵町 東そのぎグリーンティーリズム協議会
36 波佐見町 波佐見東地域集落活性化協議会
37 小値賀町 特定非営利法人　おぢかアイランドツーリズム協会

38 新上五島町 郷土料理研究会

39 熊本市 くまもとジビエ研究会　
40 熊本市 天明環境保全隊
41 八代市 農事組合法人　鶴喰なの花村
42 八代市 やつしろ菜の花ファーム987　
43 八代市 五家荘宿の会
44 水俣市 水俣市久木野地域振興会　

45 宇土市 宇土飯を喰らう会
46 上天草市 老岳集落
47 阿蘇市 ＮＰＯ法人　ＡＳＯ田園空間博物館　★
48 阿蘇市 草原再生オペレーター組合
49 阿蘇市 公益財団法人　阿蘇グリーンストック
50 阿蘇市 株式会社　神楽苑　なみの高原やすらぎ交流館

51 合志市 「合志あぐっと！村」運営協議会
52 美里町 水上迫生活研究グループ
53 大津町 真木地区協議会
54 菊陽町 株式会社　熊本玄米研究所
55 高森町 ひごむらさきブランド化研究会
56 高森町 阿蘇南郷檜ブランド化推進協議会
57 甲佐町 パワフル母ちゃん
58 山都町 ＮＰＯ法人　山都のやまんまの会
59 湯前町 幸野溝土地改良区
60 湯前町 国産材品質表示推進協議会ＳＳＤプロジェクト　

61 水上村 湯山温泉旅館組合
62 球磨村 田舎の体験交流館さんがうら運営委員会
63 あさぎり町 中山間松尾集落
64 苓北町 みどりの会

65 大分市 国東半島宇佐地域世界農業遺産推進協議会

66 別府市 内成の「棚田とむらづくり」」を考える会
67 中津市 浜の輪フレンド
68 佐伯市 進水式を推進する会
69 佐伯市 漁村女性グループめばる
70 臼杵市 うすきツーリズム活性化協議会
71 臼杵市 粟手原資源保全推進協議会
72 豊後高田市 豊後高田市グリーンツーリズム推進協議会　

73 杵築市 The Japan Travel Company株式会社　
74 宇佐市 深見地区まちづくり協議会
75 宇佐市 岩崎農地水環境保全組合
76 豊後大野市 大野町みどり広域協定
77 豊後大野市 あねさん工房株式会社
78 国東市 地域起こし協議会　文渓里の会
79 国東市 くにさき七島藺振興会　
80 九重町 千町無田資源保全組合
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農山漁村活性化事例（H29）位置図（その２）
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81 都城市 農事組合法人　きらり農場高木　生活部加工班　

82 都城市 有限会社　德重紅梅園
83 小林市ほか 北きりしま田舎物語推進協議会
84 日向市 財光寺農業小学校
85 三股町 霧島会
86 高鍋町 四季彩のむら
87 高鍋町 染ヶ岡地区環境保全協議会
88 西米良村 小川作小屋村運営協議会
89 木城町 駄留集落
90 川南町 チームがはは
91 高千穂町 合同会社　あまてらすの娘たち
92 五ヶ瀬町 特定非営利法人　五ヶ瀬自然学校　

93 出水市 いずみ民泊体験推進協議会　
94 薩摩川内市 薩摩川内市ＧＴ推進協議会
95 日置市 ＮＰＯ法人　がんばろう高山
96 霧島市 佳例川地区自治公民館
97 南さつま市 特定非営利法人　エコ・リンク・アソシエーション　

98 南さつま市 株式会社　南風ベジファーム　
99 さつま町 中津川区むらづくり委員会
100 屋久島町 合同会社　89298.com
101 屋久島町 株式会社　屋久島宮之浦加工グループ
102 喜界町 合同会社　喜界島　結い
103 喜界町 喜界町農産物加工センター
104 伊仙町 阿権むらづくり委員会


