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はじめに

農林水産省は、内閣官房とともに「強い農林水産業」、「美しく活力ある農山漁

村」の実現のため、農山漁村の有するポテンシャルを引き出すことにより地域の

活性化、所得向上に取り組んでいる優良な事例を選定し、全国への発信を通じて

他地域への横展開を図る「ディスカバー農山漁村（むら）の宝」を実施しました。

 第 5 回目となる平成 30 年度については、平成 30 年 10 月 17 日に 32 団体（九

州から 4 団体）が「ディスカバー農山漁村（むら）の宝」として選定されまし

た。

 また、九州農政局管内には数多くの優良な地区があることから、九州から応募

のあった団体の中から、平成 30 年 11 月 22 日に九州農政局「ディスカバー農山

漁村（むら）の宝」として、17 団体を選定しました。

これらを含め管内の応募団体においては、農山漁村の美しい景観や伝統文化、

農林水産物、ジビエなどの地域資源を生かし、農泊・インバウンド・教育旅行等

の受入れ、6 次産業化、食の提供、地産地消など多様な取組が、女性、高齢者な

どの活躍や幅広い分野との連携により展開されており、農山漁村の活性化に向

け、他の地域の取組の参考となるものです。

 このため、九州から応募のあった 170 団体の取組について、このほど「農山

漁村活性化事例集（H30）」としてとりまとめ、公表することとしました。九州

の各地域において、この事例集も参考にして頂き、地域活性化、所得向上への取

組が広まり、加速化していくことを期待します。

※本事例集及び過年度の選定事例の概要は九州農政局のホームページ（下記）に掲載し

ていますので、ご参照ください。 

http://www.maff.go.jp/kyusyu/keikaku/discover/discover.html



県 No. 市町村 団体名

1 北九州市 箸休め ゆず香 ６次産業化 国内観光 ｢食｣の提供・活用

2 福岡市 ＪＡ福岡市大豆加工指導グループ「まめひめ」 食育・教育 女性・高齢者 ｢食｣の提供・活用

3 久留米市 久留米南部商工会 ６次産業化 ｢食｣の提供・活用

4 八女市 八女商工会議所 ジビエ 鳥獣被害防止 ｢食｣の提供・活用

5 筑後市 筑後市役所　企画調整課 その他 若者の活躍

6 大川市 協同組合福岡・大川家具工業会 農山漁村体験 企業等との連携

7 豊前市 豊築漁業協同組合 ６次産業化 ｢食｣の提供・活用 女性・高齢者

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

9 小郡市 小郡　星の会 自然・景観・伝統 ６次産業化 女性・高齢者

10 筑紫野市 特定非営利活動法人　よか隊　　 医療・福祉 雇用

11 筑紫野市 株式会社ちくしの農園　　 インバウンド ６次産業化

12 太宰府市 「北谷」米つくり隊 農山漁村体験 自然・景観・伝統 ｢食｣の提供・活用

13 太宰府市 福岡農業高等学校食品科学科梅研究班　　★ ６次産業化 ｢食｣の提供・活用 若者の活躍

14 うきは市 樫ヶ平集落協定 自然・景観・伝統 ｢食｣の提供・活用 女性・高齢者

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

16 朝倉市 朝倉グリーンツーリズム協議会 農泊 インバウンド 農山漁村体験

17 みやま市 伍位軒集落協定　　 その他 食育・教育 移住・定住

18 大木町 農事組合法人　モア・ハウス 女性・高齢者 ６次産業化 その他

19 大木町 有限会社小林きのこ産業 女性・高齢者 ６次産業化 自然・景観・伝統

20 佐賀市 農家民宿　具座　　 農泊 インバウンド ｢食｣の提供・活用

21 佐賀市 有限会社　西山田農園　　 農山漁村体験 ジビエ ６次産業化

22 佐賀市 シギの恩返し米プロジェクト推進協議会 自然・景観・伝統 ｢食｣の提供・活用 企業等との連携

23 唐津市 唐津農業協同組合　唐津うまかもん市場 ｢食｣の提供・活用 ６次産業化 国内観光

24 唐津市 蕨野集落 自然・景観・伝統 ｢食｣の提供・活用 企業等との連携

25 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

26 伊万里市 すみやま棚田守る会　　 農山漁村体験 ６次産業化 企業等との連携

27 鹿島市 北鹿島ふるさと会 自然・景観・伝統 食育・教育 その他

28 小城市 江里山棚田米生産組合 自然・景観・伝統 ６次産業化 女性・高齢者

29 嬉野市 嬉野温泉湯どうふ振興協議会 ｢食｣の提供・活用 自然・景観・伝統

30 神埼市 神埼和菱組合 ６次産業化 自然・景観・伝統 企業等との連携

31 基山町 基山農業活性化協議会 ｢食｣の提供・活用 ６次産業化 雇用

32 基山町 株式会社　きやまファーム ６次産業化 ジビエ 鳥獣被害防止

33 みやき町 山田のひまわり園　　 国内観光 自然・景観・伝統 女性・高齢者

34 有田町 岳の棚田環境保全協議会 自然・景観・伝統

35 太良町 社会福祉法人佐賀西部コロニー 医療・福祉 女性・高齢者 その他

36 長崎市 やったろうde高島 国内観光 自然・景観・伝統 企業等との連携

37 長崎市 戸石フレッシュ朝市運営協議会 国内観光 ｢食｣の提供・活用

38 佐世保市 宇久町観光協会、宇久島グリーン・ツーリズム振興会 農泊 国内観光 農山漁村体験

39 佐世保市 田平地域農業活性化協議会 その他

40 島原市 株式会社トトノウ　　 ｢食｣の提供・活用 食育・教育 ６次産業化

41 諫早市 社会福祉法人じゅもん会 医療・福祉 その他

42 大村市 ふれあいファーム 医療・福祉 雇用 女性・高齢者

43 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 農山漁村体験

44 松浦市 一般社団法人まつうら党交流公社 農泊 インバウンド 農山漁村体験
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県 No. 市町村 団体名 該当する取り組み

45 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 農山漁村体験

46 五島市 椛島水産加工事業組合　地のもん工房　増栄丸 ｢食｣の提供・活用 雇用 女性・高齢者

47 西海市 特定非営利活動法人　雪浦あんばんね 国内観光 農山漁村体験 移住・定住

48 西海市 山と海の郷さいかい 農泊 ｢食｣の提供・活用 女性・高齢者

49 西海市 西海市農村集落活性化協議会 食育・教育 ６次産業化 移住・定住

50 西海市 大宮・西海食の交流促進協議会 ｢食｣の提供・活用 国内観光

51 南島原市 大平食品株式会社 ｢食｣の提供・活用 ６次産業化

52 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 食育・教育

53 東彼杵町 東そのぎ上地区活性化協議会 輸出 農山漁村体験

54 東彼杵町 一般社団法人東彼杵ひとこともの公社 移住・定住 自然・景観・伝統 ６次産業化

55 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 農山漁村体験 農泊

56 波佐見町 波佐見東地域集落活性化協議会 自然・景観・伝統 ｢食｣の提供・活用

57 小値賀町 特定非営利活動法人おぢかアイランドツーリズム協会 農泊 農山漁村体験 自然・景観・伝統

58 新上五島町 一般財団法人　新上五島町振興公社 農山漁村体験 自然・景観・伝統

59 新上五島町 郷土料理研究会 ｢食｣の提供・活用 自然・景観・伝統 女性・高齢者

60 熊本市 くまもとジビエ研究会　　 ジビエ ６次産業化

61 熊本市 くまもと☆農家ハンター　　 鳥獣被害防止 ジビエ 企業等との連携

62 熊本市 天明環境保全隊 自然・景観・伝統 食育・教育

63 八代市 農事組合法人鶴喰なの花村 自然・景観・伝統 ６次産業化 女性・高齢者

64 八代市 NPO法人二見わっしょいファーム 農山漁村体験 ｢食｣の提供・活用 ６次産業化

65 八代市 五家荘宿の会 ｢食｣の提供・活用 ６次産業化 女性・高齢者

66 八代市 やつしろ菜の花ファーム987　　 ６次産業化 食育・教育 自然・景観・伝統

67 八代市 やつしろ米粉LOVE 食育・教育 ｢食｣の提供・活用 女性・高齢者

68 八代市 東陽地域山村活性化協議会 ｢食｣の提供・活用 自然・景観・伝統 ６次産業化

69 水俣市 水俣市久木野地域振興会 農山漁村体験 自然・景観・伝統 ｢食｣の提供・活用

70 水俣市 一般社団法人さくら福祉会 医療・福祉 ６次産業化

71 山鹿市 たけんこ街道協議会 ｢食｣の提供・活用 農山漁村体験

72 上天草市 上天草物産館さんぱーる出荷協議会　　 ｢食｣の提供・活用 輸出 復興

73 上天草市 老岳集落 自然・景観・伝統 ｢食｣の提供・活用 女性・高齢者

74 阿蘇市 草原再生オペレーター組合 自然・景観・伝統 雇用

75 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 企業等との連携

76 阿蘇市 手野名水会 国内観光 農山漁村体験 自然・景観・伝統

77 阿蘇市 NPO法人ふるさと創生 その他 移住・定住

78 天草地域他 栴檀の未来研究会 その他 ６次産業化

79 天草市 天草地区漁業士会 農山漁村体験 企業等との連携 復興

80 合志市 株式会社峯樹木園 ６次産業化 自然・景観・伝統

81 合志市 NPO法人あじ菜工房 医療・福祉 ６次産業化

82 合志市 「合志あぐっと！村」運営協議会 食育・教育 ｢食｣の提供・活用

83 美里町 水上・迫生活研究グループ ｢食｣の提供・活用 食育・教育 女性・高齢者

84 大津町 真木地区協議会 自然・景観・伝統 女性・高齢者

85 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

86 高森町 ひごむらさきブランド化研究会 ｢食｣の提供・活用 食育・教育 その他

87 高森町 阿蘇南郷檜ブランド化推進協議会 自然・景観・伝統 企業等との連携 女性・高齢者

88 西原村 ＮＰＯ法人にしはらたんぽぽハウス 医療・福祉 ６次産業化 復興

89 南阿蘇村 南阿蘇村川後田地域活性化協議会 農泊 農山漁村体験 医療・福祉
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県 No. 市町村 団体名 該当する取り組み

90 南阿蘇村 NPO法人田舎のヒロインズ 農山漁村体験 食育・教育 若者の活躍

91 山都町 蘇陽農場 医療・福祉 雇用 女性・高齢者

92 山都町 NPO法人　山都のやまんまの会 食育・教育 ｢食｣の提供・活用 女性・高齢者

93 山都町 株式会社　山都でしか 農山漁村体験 ６次産業化 復興

94 芦北町 NPO法人ばらん家 医療・福祉 自然・景観・伝統 食育・教育

95 湯前町 幸野溝土地改良区 食育・教育 ｢食｣の提供・活用

96 水上村 湯山温泉旅館組合　　 ジビエ 国内観光 ｢食｣の提供・活用

97 山江村 ＮＰＯ法人かちゃリンクやまえ ｢食｣の提供・活用 自然・景観・伝統 食育・教育

98 山江村 山江村地域活性化協議会 ｢食｣の提供・活用 食育・教育 企業等との連携

99 山江村 株式会社やまえ ｢食｣の提供・活用

100 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・高齢者

101 球磨村 高沢校区活性化実行委員会 農山漁村体験 ６次産業化 その他

102 あさぎり町 中山間松尾集落 鳥獣被害防止 自然・景観・伝統 ６次産業化

103 苓北町 みどりの会 自然・景観・伝統 インバウンド 女性・高齢者

104 大分市 国東半島宇佐地域世界農業遺産推進協議会 自然・景観・伝統 国内観光 食育・教育

105 大分市 特定非営利活動法人　碧い海の会 自然・景観・伝統 ｢食｣の提供・活用 企業等との連携

106 別府市 内成の「棚田とむらづくり」を考える会 農山漁村体験 国内観光 企業等との連携

107 佐伯市 特定非営利活動法人かまえブルーツーリズム研究会 農山漁村体験 ｢食｣の提供・活用 企業等との連携

108 佐伯市 進水式を推進する会 国内観光 自然・景観・伝統 雇用

109 佐伯市 間越地区活性化推進協議会 ｢食｣の提供・活用 国内観光 移住・定住

110 豊後高田市 社会福祉法人　みづほ育成会 医療・福祉 ｢食｣の提供・活用 ６次産業化

111 豊後高田市 NPO法人長崎鼻Ｂ・Ｋネット　　（株）油花 国内観光 雇用 ６次産業化

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

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

114 宇佐市 深見地区まちづくり協議会 自然・景観・伝統 ｢食｣の提供・活用 その他

115 宇佐市 三和酒類株式会社　安心院葡萄酒工房　　 ｢食｣の提供・活用 食育・教育 ６次産業化

116 宇佐市 株式会社ドリームファーマーズJAPAN　　 ６次産業化 企業等との連携 その他

117 宇佐市 岩崎農地水環境保全組合 自然・景観・伝統 食育・教育 その他

118 豊後大野市 あねさん工房株式会社 ６次産業化 雇用 ｢食｣の提供・活用

119 豊後大野市 大野町みどり広域協定 自然・景観・伝統

120 豊後大野市 農事組合法人芦刈農産   ６次産業化 雇用 女性・高齢者

121 豊後大野市 株式会社成美　　★ 女性・高齢者 ６次産業化 ジビエ

122 国東市 ウーマンメイク株式会社　★ 雇用 医療・福祉 女性・高齢者

123 国東市 くにさき七島藺振興会　　 移住・定住 企業等との連携 女性・高齢者

124 姫島村 株式会社おおいた姫島 ｢食｣の提供・活用 雇用 女性・高齢者

125 宮崎市 日本一の干し大根と大根やぐら日本農業遺産推進協議会 自然・景観・伝統 ６次産業化 企業等との連携

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

127 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 自然・景観・伝統 食育・教育

128 都城市 都城三股農福連携協議会 医療・福祉 ６次産業化 企業等との連携

129 日南市 ＯＭＵＮＩＢＵＳ（オムニバス） 医療・福祉 自然・景観・伝統 若者の活躍

130 日南市 酒谷むらおこし株式会社（道の駅酒谷）　 ｢食｣の提供・活用 雇用 女性・高齢者

131 小林市 株式会社　サンライフ ジビエ 鳥獣被害防止

132 小林市 Hinata・あぐりんぬ 食育・教育 企業等との連携 女性・高齢者

133 日向市 財光寺農業小学校 食育・教育 女性・高齢者

134 串間市 串間エコツーリズム推進部会 国内観光 インバウンド 農山漁村体験

大
分
県

アクティブ賞
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県 No. 市町村 団体名 該当する取り組み

135 串間市 株式会社くしまアオイファーム　　★ 輸出 雇用 ６次産業化

136 三股町 霧島会 企業等との連携 ６次産業化 女性・高齢者

137 綾町 綾結い学アーカイブス 食育・教育 自然・景観・伝統 ｢食｣の提供・活用

138 高鍋町 染ヶ岡地区環境保全協議会 国内観光 自然・景観・伝統 復興

139 高鍋町 四季彩のむら 自然・景観・伝統 食育・教育

140 西米良村 小川作小屋村運営協議会 自然・景観・伝統 食育・教育 女性・高齢者

141 西米良村 村所女性部いとまき倶楽部 ｢食｣の提供・活用 ６次産業化 女性・高齢者

142 川南町 チームがはは ｢食｣の提供・活用 女性・高齢者

143 美郷町 渡川山村商店 農山漁村体験 ジビエ ｢食｣の提供・活用

144 日之影町 株式会社ひのかげアグリファーム 自然・景観・伝統 雇用 ６次産業化

145 日之影町 大人発電農業協同組合 自然・景観・伝統 農泊 企業等との連携

146 五ヶ瀬町 特定非営利活動法人　五ヶ瀬自然学校　　 自然・景観・伝統 食育・教育 復興

147 五ヶ瀬町 ㈱藤木石油店・ぎおんアグリママ ６次産業化 ジビエ 女性・高齢者

148 鹿児島市 有限会社さくらじま旬彩館 ｢食｣の提供・活用 ６次産業化 女性・高齢者

149 鹿児島市 鹿児島市観光農業公園（グリーンファーム） 農山漁村体験 自然・景観・伝統 食育・教育

150 鹿児島市 お米で支援プロジェクトチーム「どんこ村」開拓団 自然・景観・伝統 食育・教育 女性・高齢者

151 鹿屋市 農業生産法人(有)えこふぁーむ 自然・景観・伝統 ｢食｣の提供・活用 ６次産業化

152 枕崎市 枕崎お魚センター 国内観光

153 出水市 いずみ民泊体験推進協議会　　 インバウンド 農泊 食育・教育

154 指宿市 いぶすきの農漁村力協働推進協議会 農山漁村体験 国内観光 インバウンド

155 日置市 中川ふるさと保全会 ６次産業化 企業等との連携 女性・高齢者

156 日置市 鹿児島オリーブ㈱ ６次産業化 雇用 企業等との連携

157 日置市 NPO法人　がんばろう高山 企業等との連携 自然・景観・伝統 女性・高齢者

158 霧島市 株式会社高千穂ファーム 雇用 ６次産業化

159 南さつま市 エコ・リンク・アソシエ－ション　　 農泊 自然・景観・伝統 ｢食｣の提供・活用

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

161 南九州市 特定非営利活動法人頴娃おこそ会 農山漁村体験 ｢食｣の提供・活用 女性・高齢者

162 南九州市 株式会社エヌチキン ６次産業化 雇用

163 さつま町 一ツ木集落協定 ｢食｣の提供・活用 ６次産業化

164 さつま町 中津川区むらづくり委員会 自然・景観・伝統 その他

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

166 屋久島町 屋久島＠深山園　　 ６次産業化 自然・景観・伝統 移住・定住

167 龍郷町 龍郷町立学校給食センター 食育・教育 ｢食｣の提供・活用

168 喜界町 合同会社 喜界島 結い ６次産業化 ｢食｣の提供・活用 女性・高齢者

169 喜界町 喜界町農産物加工センター ６次産業化 自然・景観・伝統 ｢食｣の提供・活用

170 和泊町 沖永良部きのこ株式会社　　 ｢食｣の提供・活用 自然・景観・伝統 ６次産業化

宮
崎
県

鹿
児
島
県

※「★」：「ディスカバー農山漁村（むら）の宝（第5回）」に選定、「 、 、 」：それぞれH28年、H29年、H30年の「九州
　　農政局農山漁村（むら）の宝」に選定。
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主な取組 No. 市町村 団体名

8 豊前市 枝川内あじさい祭り実行委員会 ｢食｣の提供・活用 国内観光

9 小郡市 小郡　星の会 ６次産業化 女性・高齢者

14 うきは市 樫ヶ平集落協定 ｢食｣の提供・活用 女性・高齢者

15 うきは市 つづら棚田を守る会 ｢食｣の提供・活用 国内観光

22 佐賀市 シギの恩返し米プロジェクト推進協議会 ｢食｣の提供・活用 企業等との連携

24 唐津市 蕨野集落 ｢食｣の提供・活用 企業等との連携

27 鹿島市 北鹿島ふるさと会 食育・教育 その他

28 小城市 江里山棚田米生産組合 ６次産業化 女性・高齢者

34 有田町 岳の棚田環境保全協議会

56 波佐見町 波佐見東地域集落活性化協議会 ｢食｣の提供・活用

62 熊本市 天明環境保全隊 食育・教育

63 八代市 農事組合法人鶴喰なの花村 ６次産業化 女性・高齢者

73 上天草市 老岳集落 ｢食｣の提供・活用 女性・高齢者

74 阿蘇市 草原再生オペレーター組合 雇用

75 阿蘇市 公益財団法人阿蘇グリーンストック 企業等との連携

84 大津町 真木地区協議会 女性・高齢者

87 高森町 阿蘇南郷檜ブランド化推進協議会 企業等との連携 女性・高齢者

103 苓北町 みどりの会 インバウンド 女性・高齢者

104 大分市 国東半島宇佐地域世界農業遺産推進協議会 国内観光 食育・教育

105 大分市 特定非営利活動法人　碧い海の会 ｢食｣の提供・活用 企業等との連携

114 宇佐市 深見地区まちづくり協議会 ｢食｣の提供・活用 その他

117 宇佐市 岩崎農地水環境保全組合 食育・教育 その他

119 豊後大野市 大野町みどり広域協定

125 宮崎市 日本一の干し大根と大根やぐら日本農業遺産推進協議会 ６次産業化 企業等との連携

139 高鍋町 四季彩のむら 食育・教育

140 西米良村 小川作小屋村運営協議会 食育・教育 女性・高齢者

144 日之影町 株式会社ひのかげアグリファーム 雇用 ６次産業化

145 日之影町 大人発電農業協同組合 農泊 企業等との連携

146 五ヶ瀬町 特定非営利活動法人　五ヶ瀬自然学校　　 食育・教育 復興

151 鹿児島市 お米で支援プロジェクトチーム「どんこ村」開拓団 食育・教育 女性・高齢者

152 鹿屋市 農業生産法人(有)えこふぁーむ ｢食｣の提供・活用 ６次産業化

164 さつま町 中津川区むらづくり委員会 その他

23 唐津市 唐津農業協同組合　唐津うまかもん市場 ６次産業化 国内観光

29 嬉野市 嬉野温泉湯どうふ振興協議会 自然・景観・伝統

31 基山町 基山農業活性化協議会 ６次産業化 雇用

40 島原市 株式会社トトノウ　　 食育・教育 ６次産業化

43 平戸市 根獅子集落機能再編協議会　　 ６次産業化 農山漁村体験

46 五島市 椛島水産加工事業組合　地のもん工房　増栄丸 雇用 女性・高齢者

50 西海市 大宮・西海食の交流促進協議会 国内観光

51 南島原市 大平食品株式会社 ６次産業化

59 新上五島町 郷土料理研究会 自然・景観・伝統 女性・高齢者

65 八代市 五家荘宿の会 ６次産業化 女性・高齢者

68 八代市 東陽地域山村活性化協議会 自然・景観・伝統 ６次産業化

71 山鹿市 たけんこ街道協議会 農山漁村体験

その他の取り組み

九州農政局　農山漁村活性化事例集（Ｈ３０）目次（主な取組別）
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主な取組 No. 市町村 団体名 その他の取り組み

72 上天草市 上天草物産館さんぱーる出荷協議会　　 輸出 復興

83 美里町 水上・迫生活研究グループ 食育・教育 女性・高齢者

86 高森町 ひごむらさきブランド化研究会 食育・教育 その他

97 山江村 ＮＰＯ法人かちゃリンクやまえ 自然・景観・伝統 食育・教育

98 山江村 山江村地域活性化協議会 食育・教育 企業等との連携

99 山江村 株式会社やまえ

100 球磨村 田舎の体験交流館さんがうら運営委員会 ６次産業化 女性・高齢者

109 佐伯市 間越地区活性化推進協議会 国内観光 移住・定住

115 宇佐市 三和酒類株式会社　安心院葡萄酒工房　　 食育・教育 ６次産業化

124 姫島村 株式会社おおいた姫島 雇用 女性・高齢者

130 日南市 酒谷むらおこし株式会社（道の駅酒谷）　 雇用 女性・高齢者

141 西米良村 村所女性部いとまき倶楽部 ６次産業化 女性・高齢者

142 川南町 チームがはは 女性・高齢者

148 鹿児島市 有限会社さくらじま旬彩館 ６次産業化 女性・高齢者

149 さつま町 一ツ木集落協定 ６次産業化

170 和泊町 沖永良部きのこ株式会社　　 自然・景観・伝統 ６次産業化

1 北九州市 箸休め ゆず香 国内観光 ｢食｣の提供・活用

3 久留米市 久留米南部商工会 ｢食｣の提供・活用

7 豊前市 豊築漁業協同組合 ｢食｣の提供・活用 女性・高齢者

13 太宰府市 福岡農業高等学校食品科学科梅研究班　　★ ｢食｣の提供・活用 若者の活躍

30 神埼市 神埼和菱組合 自然・景観・伝統 企業等との連携

32 基山町 株式会社　きやまファーム ジビエ 鳥獣被害防止

66 八代市 やつしろ菜の花ファーム987　　 食育・教育 自然・景観・伝統

80 合志市 株式会社峯樹木園 自然・景観・伝統

85 菊陽町 株式会社　熊本玄米研究所　　 ｢食｣の提供・活用

116 宇佐市 株式会社ドリームファーマーズJAPAN　　 企業等との連携 その他

118 豊後大野市 あねさん工房株式会社 雇用 ｢食｣の提供・活用

120 豊後大野市 農事組合法人芦刈農産 雇用 女性・高齢者

126 都城市 有限会社德重紅梅園 自然・景観・伝統 ｢食｣の提供・活用

127 都城市 農事組合法人きらり農場高木　生活部加工班　 自然・景観・伝統 食育・教育

147 五ヶ瀬町 ㈱藤木石油店・ぎおんアグリママ ジビエ 女性・高齢者

156 日置市 中川ふるさと保全会 企業等との連携 女性・高齢者

157 日置市 鹿児島オリーブ㈱ 雇用 企業等との連携

163 南九州市 株式会社エヌチキン 雇用

166 屋久島町 屋久島＠深山園　　 自然・景観・伝統 移住・定住

168 喜界町 合同会社 喜界島 結い ｢食｣の提供・活用 女性・高齢者

169 喜界町 喜界町農産物加工センター 自然・景観・伝統 ｢食｣の提供・活用

6 大川市 協同組合福岡・大川家具工業会 企業等との連携

12 太宰府市 「北谷」米つくり隊 自然・景観・伝統 ｢食｣の提供・活用

21 佐賀市 有限会社　西山田農園　　 ジビエ ６次産業化

26 伊万里市 すみやま棚田守る会　　 ６次産業化 企業等との連携

58 新上五島町 一般財団法人　新上五島町振興公社 自然・景観・伝統

64 八代市 NPO法人二見わっしょいファーム ｢食｣の提供・活用 ６次産業化

69 水俣市 水俣市久木野地域振興会 自然・景観・伝統 ｢食｣の提供・活用

79 天草市 天草地区漁業士会 企業等との連携 復興

６
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主な取組 No. 市町村 団体名 その他の取り組み

90 南阿蘇村 NPO法人田舎のヒロインズ 食育・教育 若者の活躍

93 山都町 株式会社　山都でしか ６次産業化 復興

101 球磨村 高沢校区活性化実行委員会 ６次産業化 その他

106 別府市 内成の「棚田とむらづくり」を考える会 国内観光 企業等との連携

107 佐伯市 特定非営利活動法人かまえブルーツーリズム研究会 ｢食｣の提供・活用 企業等との連携

143 美郷町 渡川山村商店 ジビエ ｢食｣の提供・活用

150 鹿児島市 鹿児島市観光農業公園（グリーンファーム） 自然・景観・伝統 食育・教育

155 指宿市 いぶすきの農漁村力協働推進協議会 国内観光 インバウンド

162 南九州市 特定非営利活動法人頴娃おこそ会 ｢食｣の提供・活用 女性・高齢者

33 みやき町 山田のひまわり園　　 自然・景観・伝統 女性・高齢者

36 長崎市 やったろうde高島 自然・景観・伝統 企業等との連携

37 長崎市 戸石フレッシュ朝市運営協議会 ｢食｣の提供・活用

47 西海市 特定非営利活動法人　雪浦あんばんね 農山漁村体験 移住・定住

76 阿蘇市 手野名水会 農山漁村体験 自然・景観・伝統

108 佐伯市 進水式を推進する会 自然・景観・伝統 雇用

111 豊後高田市 NPO法人長崎鼻Ｂ・Ｋネット　　（株）油花 雇用 ６次産業化

134 串間市 串間エコツーリズム推進部会 インバウンド 農山漁村体験

138 高鍋町 染ヶ岡地区環境保全協議会 自然・景観・伝統 復興

153 枕崎市 枕崎お魚センター

16 朝倉市 朝倉グリーンツーリズム協議会 インバウンド 農山漁村体験

20 佐賀市 農家民宿　具座　　 インバウンド ｢食｣の提供・活用

38 佐世保市 宇久町観光協会、宇久島グリーン・ツーリズム振興会 国内観光 農山漁村体験

44 松浦市 一般社団法人まつうら党交流公社 インバウンド 農山漁村体験

45 対馬市 対馬グリーン・ブルーツーリズム協会　　 インバウンド 農山漁村体験

48 西海市 山と海の郷さいかい ｢食｣の提供・活用 女性・高齢者

52 南島原市 一般社団法人　南島原ひまわり観光協会　　 インバウンド 食育・教育

57 小値賀町 特定非営利活動法人おぢかアイランドツーリズム協会 農山漁村体験 自然・景観・伝統

89 南阿蘇村 南阿蘇村川後田地域活性化協議会 農山漁村体験 医療・福祉

160 南さつま市 エコ・リンク・アソシエ－ション　　 自然・景観・伝統 ｢食｣の提供・活用

11 筑紫野市 株式会社ちくしの農園　　 ６次産業化

55 東彼杵町 東そのぎグリーンティーリズム協議会 農山漁村体験 農泊

112 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 自然・景観・伝統

113 杵築市 The Japan Travel Company 株式会社　　 自然・景観・伝統 雇用

154 出水市 いずみ民泊体験推進協議会　　 農泊 食育・教育

10 筑紫野市 特定非営利活動法人　よか隊　　 雇用

25 多久市 社会福祉法人もやいの会　　 ６次産業化 輸出

35 太良町 社会福祉法人佐賀西部コロニー 女性・高齢者 その他

41 諫早市 社会福祉法人じゅもん会 その他

42 大村市 ふれあいファーム 雇用 女性・高齢者

70 水俣市 一般社団法人さくら福祉会 ６次産業化

81 合志市 NPO法人あじ菜工房 ６次産業化

88 西原村 ＮＰＯ法人にしはらたんぽぽハウス ６次産業化 復興

91 山都町 蘇陽農場 雇用 女性・高齢者

94 芦北町 NPO法人ばらん家 自然・景観・伝統 食育・教育

110 豊後高田市 社会福祉法人　みづほ育成会 ｢食｣の提供・活用 ６次産業化

イ
ン
バ
ウ
ン
ド

医
療
・
福
祉

農
泊

国
内
観
光

目次2-3



主な取組 No. 市町村 団体名 その他の取り組み

128 都城市 都城三股農福連携協議会 ６次産業化 企業等との連携

129 日南市 ＯＭＵＮＩＢＵＳ（オムニバス） 自然・景観・伝統 若者の活躍

161 南さつま市 株式会社　南風ベジファーム　　 雇用 ６次産業化

2 福岡市 ＪＡ福岡市大豆加工指導グループ「まめひめ」 女性・高齢者 ｢食｣の提供・活用

49 西海市 西海市農村集落活性化協議会 ６次産業化 移住・定住

67 八代市 やつしろ米粉LOVE ｢食｣の提供・活用 女性・高齢者

82 合志市 「合志あぐっと！村」運営協議会 ｢食｣の提供・活用

92 山都町 NPO法人　山都のやまんまの会 ｢食｣の提供・活用 女性・高齢者

95 湯前町 幸野溝土地改良区 ｢食｣の提供・活用

132 小林市 Hinata・あぐりんぬ 企業等との連携 女性・高齢者

133 日向市 財光寺農業小学校 女性・高齢者

137 綾町 綾結い学アーカイブス 自然・景観・伝統 ｢食｣の提供・活用

167 龍郷町 龍郷町立学校給食センター ｢食｣の提供・活用

4 八女市 八女商工会議所 鳥獣被害防止 ｢食｣の提供・活用

60 熊本市 くまもとジビエ研究会　　 ６次産業化

96 水上村 湯山温泉旅館組合　　 国内観光 ｢食｣の提供・活用

131 小林市 株式会社　サンライフ 鳥獣被害防止

165 屋久島町 合同会社　89298.com 鳥獣被害防止 ６次産業化

61 熊本市 くまもと☆農家ハンター　　 ジビエ 企業等との連携

102 あさぎり町 中山間松尾集落 自然・景観・伝統 ６次産業化

18 大木町 農事組合法人　モア・ハウス ６次産業化 その他

19 大木町 有限会社小林きのこ産業 ６次産業化 自然・景観・伝統

121 豊後大野市 株式会社成美　　★ ６次産業化 ジビエ

54 東彼杵町 一般社団法人東彼杵ひとこともの公社 自然・景観・伝統 ６次産業化

123 国東市 くにさき七島藺振興会　　 企業等との連携 女性・高齢者

122 国東市 ウーマンメイク株式会社　★ 医療・福祉 女性・高齢者

159 霧島市 株式会社高千穂ファーム ６次産業化

53 東彼杵町 東そのぎ上地区活性化協議会 農山漁村体験

135 串間市 株式会社くしまアオイファーム　　★ 雇用 ６次産業化

136 三股町 霧島会 ６次産業化 女性・高齢者

158 日置市 NPO法人　がんばろう高山 自然・景観・伝統 女性・高齢者

5 筑後市 筑後市役所　企画調整課（独身農家の婚活） 若者の活躍

17 みやま市 伍位軒集落協定（高付加価値農業）　　 食育・教育 移住・定住

39 佐世保市 田平地域農業活性化協議会（農業労力支援）

77 阿蘇市 NPO法人ふるさと創生（森林資源活用） 移住・定住

78 天草地域他 栴檀の未来研究会（センダン育成と山村維持） ６次産業化

※主な取組が「その他」の各団体名の（　）内は当該団体の取組内容

※「★」は「ディスカバー農山漁村（むら）の宝（第5回）」に選定、「 、 、 」はそれぞれH28年、H29年、
H30年の「九州農政局農山漁村（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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