
60 熊本県 熊本市

“やっかいもの”を“美味しいもの”へ！

●H24年設立。猪・鹿肉を供給する処
理加工施設(11施設)､流通卸業1社、
県内の飲食店56店舗、これらのコー
ディネートを担う事務局により構成。

●秋・冬の1ヶ月間、56店舗でジビエ料
理を提供する｢くまもとジビエ料理フェ
ア｣､調理師養成学校でのジビエ特別
授業、処理加工施設向けの衛生管
理研修会､福岡地域への鹿肉の売
込み、事務局に冷凍庫を置き常時在
庫し、小ロット注文へ対応などを実施。

取組概要

●処理加工施設の新たな販売先も増
え、多くの施設で売り上げが増加。

●販売形態も1頭･半頭売りといった｢売
る側の都合｣による商品づくりから､
200gや500g単位での少ロットパック
販売が中心になってきた。

●飲食店も、秋冬を彩る熊本の名物
フェアとしての認知も進み、フェア期
間に限らずジビエ料理を提供する店
も出てきた。

活動成果

くまもとジビエ研究会
熊本市中央区水前寺6丁目47-18 Tel : 096-381-6228  Fax : 096-381-6229

ジビエ ６次産業化

福岡のジビエ料理店シェフを招いての試食商談会

調理師養成学校でのジビエ特別授業

県外広報活動（宮崎大学での授業）

-60-



61 熊本県 宇城市ほか

地域と畑は自分達で守る！若手農家の猪対策

●「地域を災害から守る消防団のよう
に鳥獣害から地域と畑を守る」を合
言葉に熊本県内の若手専業農家に
よりH28年に設立。現在の会員92名。

●メンバーとの情報共有等を目的とし
た「農家ハンターミーティング＆サミッ
ト」の開催、クラウドファンディング活
用による箱罠50基、IoTカメラ10基等
の購入、高校、大学での出張講義、
高校家庭科の調理食材としてイノシ
シ肉の提供等を実施。

取組概要

●品目、地域、規模を超えて獣害対策
に取組む有志の仲間が県内各地に
でき、農業経営や栽培技術等を共有。

●農家ハンターの活動に刺激を受け、
宇城市三角町で区長中心の対策
チームが結成され、同地区での猪の
捕獲実績は259 690頭に倍増。

●行政や企業の他、ＪＡも参加する講
習会の開催により、より多くの地域
農業者に取組みが波及。

活動成果

くまもと☆農家ハンター（宮川洋蘭）
熊本県宇城市三角町戸馳島397 Tel : 0964-53-0752    Fax : 0964-52-4246

鳥獣被害防止 ジビエ 企業等との連携

若手農家が主体の鳥獣対策の全国モデルに挑戦中

獣害対策を通じた地域のリーダー作りが目的

捕獲獣はジビエ、ペットフード、堆肥に活用
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62 熊本県 熊本市

守り伝えよう地域の環境と文化

取組概要

●H19年に31集落の全住民､各種団体
により設立。農道・水路・農地、海浜
の保全活動、生ゴミ等の堆肥づくり、
毎年200haのレンゲの作付、水源涵
養林の育成、漁協と連携した河口の
野焼き等を実施。

●天明文化保存協議会を立ち上げ、雨
乞い太鼓・花棒踊り等を伝承。

●小中学校（7校）で地域の歴史・風土
の出前講座、田んぼの学校を開催。

●耕作放棄地もなく農業後継者も多く、
担い手農家への農地集積も進展。

●活動を通じて、地域（人）のネットワー
クも構築され、地震災害時にも相互
扶助機能が発揮された。

●4月・9月校区単位のワークショップで
連携が広がり、どんどや、集落をま
たぐ活動ができている。全域の草刈
が徹底してきたため、ゴミの量が減っ
てきている。

活動成果

天明環境保全隊
熊本県熊本市南区奥古閑町1863-5 Tel :096-223-2226   Fax :096-223-5606

取組概要

自然・景観・伝統 食育・教育

PTAも参加する一斉清掃活動 銭じゃこ太鼓 花ぼう踊りを披露

生き物調査、酸欠魚の救出
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●法人設立により、農地の多くを法人
に集積。一括管理で、環境にやさし
い農業の展開も可能となり、主要作
物である米のブランド化も定着。

●高収益野菜(アスパラ)の生産や地域
伝承の漬物加工、農家レストランの
開業準備など６次産業化も進展。

●菜の花ウォーキング大会や収穫祭
等の開催により地域外からの客が増
加。周辺施設の活性化にも貢献。

●74世帯の集落。Ｈ29年､１集落１家族
（農場）の農事組合法人を設立。

●県最高ランクの米を保育園、学校給
食へ納入、市役所・県事務所職員へ
も予約販売。毎月精米し、直接納入。

●田植え後の風習「さなぼり」を復活。
都市住民を招き収穫祭、「菜の花
ウォーキング大会」を開催。農家レス
トランの開業に向け準備。

63 熊本県 八代市

人（生産者と消費者）の繋がりを大切に

取組概要 活動成果

八代市役所農林水産政策課坂本農林水産地域事務所
熊本県八代市坂本町坂本4228-12番地 Tel :0965-45-2363 Fax :0965-45-8891

６次産業化

学校給食納入時 生徒と会食

農事組合法人鶴喰なの花村設立総会

菜の花ウォーキング

自然・景観・伝統 女性・高齢者
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64 熊本県 八代市

八代市二見 ほどよい田舎は宝の山

●地域の活力低下に対処するため、校
区内各種団体を構成員とする本団
体をH22年に設立。

●地元農家から仕入れた農産物を用
いて、年間10種類以上に及ぶジャム
やハーフドライブドウ等を製造・販売。

●年間を通じた収穫体験メニューの開
発、里山ウォーキング等のイベントを
開催。H23年より当団体が「やつしろ
マルシェ」を計80回継続運営。

取組概要

●寒暖差を活かした少量多品種の優
良な農産物にスポットライトを当て、
付加価値を向上させ、交流を促進さ
せている。

●農業体験、商品開発、耕作放棄地解
消、出張販売、各種イベント、移住・
定住等幅広い活動が各種マスコミに
取り上げられ、注目されることで、地
域住民の自信とやる気を引き出し、
連携を深めている。

活動成果

NPO法人二見わっしょいファーム
熊本県八代市二見本町681-2 Tel: - Fax : 0965-38-9688

６次産業化｢食｣の提供・活用

やつしろマルシェ

農山漁村体験

ブドウ収穫体験参加者

製造・販売するジャム各種
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65 熊本県 八代市

高齢化、過疎化からうまれた五家荘の宝箱

●８軒の民宿でＨ19年に設立。お客様
から評価が高いジビエ、山女魚、山
菜を利用した民宿の料理を詰め合わ
せた「おせち」づくりに地域全体で取
組み、既存顧客等へ提供。

●食材は、地域内でしか消費されない
貴重な食材も含め住民から購入。梅
干しづくり、青梅、銀杏、いわたけ、
椎茸、わらび、地大根、いたどり等の
収穫、川魚の卵採取、調理加工など
で住民の所得向上を図っている。

取組概要

●珍しい食材を料理して提供すること
で、コアなファンを獲得。いわたけ、
やまめの卵目当てに購入されるリ
ピーターも多い。

●参画頂くお年寄りがそれぞれの得意
分野で活躍することで大きな生きが
いになっている。住民にとっては五家
荘のおせち料理が売れることが大き
な関心事でもあり、地域の誇りにも
なっている。

活動成果

五家荘地域振興会（事務取次ぎ）
熊本県八代市泉町椎原148 Tel :0965-67-5888 Fax : 同左

６次産業化

おせちのコンセプト作り

ﾎﾞﾘｭｰﾑ感の確認試作

各料理を真空包装し販売

｢食｣の提供・活用 女性・高齢者
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●循環型農業をベースにした６次産業
化の取組みで､販売額は着実に増加。

●菜の花種まきやい草ﾄﾞﾗｲﾌﾗﾜｰ作り
などの農業体験、菜の花ウォーク等
にはそれぞれ毎年約300人が参加し、
食育イベントとして定着。また、全国
からの視察、研修の受入も多く、年
間300人程度を受入。

●市と連携して寝茣蓙やい草のドライ
フラワーを、台湾へ輸出。

●「い草」を主に経営。菜の花から始ま
る循環型農業や農商工連携により、
菜の花蜂蜜、菜種油等を販売。油粕
の自家製肥料で「菜の花米」を生産。
さらに地酒や玄米黒酢等を商品化。

●泥染めしない草から、カラー畳表を
商品化し、輸出に着手。廃棄される
い草をドライフラワーに加工し販売。

●食育活動として、菜の花畑での農業
体験、菜の花ウォーク等を実施。

66 熊本県 八代市

い草・畳表の継承と菜の花プロジェクト

取組概要 活動成果

やつしろ菜の花ファーム９８７
熊本県八代市鏡町宝出57 Tel :0965-52-0965   Fax :同左

６次産業化

菜の花商品

い草商品（カラー畳表・ドライフラワー・市松柄寝茣蓙

ﾄﾞﾗｲﾌﾗﾜｰ作り 修学旅行生

菜の花米の稲刈り

自然・景観・伝統 子ども(教育・体験)
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67 熊本県 八代市

愛をコメて幸せの米粉をお届けします

●H25年に代表が「くまもと米粉インスト
ラクター」の認定を受けたのをきっか
けに当団体を設立（会員２０名）。

●地域の高校や保育園、公民館などで
の米粉を使った調理実習や親子で
の体験教室の他、自宅教室を開催。

●地元飲食店からの要望を受け、晩白
柚、泉町のお茶、球磨川鮎等八代の
食材と米粉を組合せたメニューづくり。

取組概要

●学校等での調理実習や地元ＦＭラジ
オでの定期的な情報発信により、認
知度も高まり、特に小麦アレルギー
に悩む方々から喜びの声を頂くなど
米粉の可能性を実感している。

●熊本県立大学と商品開発コラボで地
元特産のい草パウダー、マキシト、
晩白柚を使った米粉レシピを開発し、
インターネットで動画を配信中。

●今後、駅前マルシェを開催し、米粉
商品を提供し、活性化につなげたい。

活動成果

やつしろ米粉LOVE 
熊本県八代市海士江町3117-6 Tel:  0965-33-4224 Fax : 0965-33-4224 

食育・教育 ｢食｣の提供・活用 女性・高齢者

米粉クッキング講座

米粉料理の一例

イベントでの米粉のＰＲ販売
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68 熊本県 八代市

東陽町の資源を見つけよう！

●地域資源を活かした雇用機会の拡
大や所得増大を図るため、H27年に
東陽地区の関係団体により設立。

●雑木林を活用した炭焼き、菌床きの
こ栽培、清流を活かしたやまめ養殖、
駆除された猪・鹿の皮利用などを各
部会を設置し推進。

●炭は直売所や市内焼き肉店で販売、
やまめは地域イベント等で提供、獣
皮は財布等試作品を製作。

取組概要

●当たり前に在ると思い、資源として見
ていなかったモノを見い出し、それを
有効活用すれば地域の活性化に繋
がり得るという考え方がいろいろな
場面で出始めている。

●今後は同じような条件の中山間地域
とも連携し、行政の人的・事務的支
援も時には受けながら自主的な活動
として継続していく。

活動成果

東陽地域山村活性化協議会
熊本県八代市東陽町南1105-1 Tel: 0965-65-2114          Fax : 0965-65-3272

｢食｣の提供・活用

夏祭りでやまめ塩焼きを提供

炭焼き部会の皆さん

きのこ部会の菌床しいたけ

自然・景観・伝統 ６次産業化
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69 熊本県 水俣市

日本一の棚田（自称）のむらづくり

●Ｈ６年に都市・農村交流拠点「愛林
館」が整備されたのを契機に設立。
館長のよそもの視点が新しい価値を
見いだし、様々な事業を展開。

●棚田米の味噌、地元素材によるﾀｲｶ
ﾚｰなどの製造販売、家庭料理を持ち
寄る家庭料理大集合、そうめん流し
｢寒川水源亭｣の運営などを実施。

●「しし鍋マラソン」、「棚田のあかり」な
どの交流イベントを実施。

取組概要

●カレー2千食（約126万円）、味噌
286kg（約30万円）、梅干し200kg（約
40万円）など販売、地域経済に貢献。

●しし鍋マラソンは３年連続で定員の
450人を越える参加者で賑わい、寒
川水源亭は毎年１万人以上の来客
があり、小水力発電所の建設資金な
どを捻出。

●当会の活動は若者の移住定住にも
つながり、Ｉターン者は１０人に及ぶ。

活動成果

｢食｣の提供・活用

久木野地域振興会
熊本県水俣市久木野1071番地の4  Tel :0966-69-0485   Fax :同左

自然・景観・伝統農山漁村体験

850人の住民が450人を迎える「しし鍋マラソン」 家庭料理大集合 冊子も作成

棚田景観を楽しむ「棚田のあかり」
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70 熊本県 水俣市

耕作放棄地を解消し6次産業化で農福連携

●当法人は就労継続支援Ａ型事業所。
耕作放棄地を福祉農園に整備。障
がい者のハンディ等を考慮しながら、
農業技術指導員・農業支援員・地域
の農家等のサポートにより、加工技
術や農作業の技術を習得。

●福祉農園においてサラダ玉ねぎや近
年健康効能で注目されているモリン
ガ茶を生産。サラダ玉ねぎは約10t
生産し、8tはＪＡに出荷。2tは自社ブ
ランド「山真珠」として販売。

取組概要

●「山真珠」は関東、関西の飲食店等
に直接販売。福祉農園で働く障がい
者12名には厚労省の定める最低賃
金以上を支払うことができている。

●障がい者は、草刈り機・耕耘機・トラ
クター・マルチ管理機などの農機具
操作のスキルを身につけ、モチベー
ションが向上。

●熊本地震や西日本豪雨の被災地に
出向き、福祉農園の野菜を無償提供。

活動成果

一般社団法人さくら福祉会
熊本県水俣市南福寺3番61号 Tel: 0966-63-3833          Fax : 0966-63-3833

６次産業化 医療・福祉

農作業指導を受ける障がい者

収穫を体験して喜ぶ障がい者耕作放棄地から整備された福祉農園
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71 熊本県 山鹿市

農家の応援歌！鹿北の『たけんこ』を全国へ

●価格低迷等で放置竹林が増える中、
鹿北産タケノコのおいしさを伝えるた
め、タケノコ料理の提供店舗とタケノ
コ生産者等でH21年に設立。

●3月下旬～4月下旬の間、鹿北産タケ
ノコを使ったタケノコの煮しめ、ご飯、
ひこずり等の郷土料理、タケノコピザ、
たけのこサンドイッチ、タケノコと地鶏
の釜飯等創作料理を10店舗で提供
する「たけんこ街道」を実施。タケノコ
の生産、料理に関する勉強会も実施。

取組概要

●活動の継続により、地元のテレビ、
新聞等から、『タケノコ』の時期になる
と鹿北地域を取り上げていただける
ようになり、認知度が向上。人口約
4,000人の町に1ヶ月間で3,000人以
上が訪れるイベントに成長。

●この10年間でタケノコの価格が上昇。
手入れを始めた農家が徐々に増え
てきた。1人が手入れを始めると隣の
人も手入れを始める等好循環が生ま
れている。

活動成果

たけんこ街道協議会
熊本県山鹿市山鹿987-3                        Tel: 0968-43-1556          Fax : 0968-43-8795 

農山漁村体験 ｢食｣の提供・活用

料理講習会

不動のタケノコのホットサンド第10回たけんこ街道記者発表会
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72 熊本県 上天草市

地域の宝（食材）で元気と笑顔を

●旧大矢野町の施設「大矢野物産館さ
んぱーる」のH12年のオープンと同時
に当出荷協議会を設立。

●地元産の出荷体制を構築するため、
生産品目ごとに部会を設け、部会毎
で販売数量実績等を共有化。

●熊本地震の被災地南阿蘇村に、会
員有志が支援物資を運搬・配布。同
村の直売所と連携し、仮設住宅団地
での農水産物の移動販売を開催。

取組概要

●現在、直売所では地元の農水産物
の出荷割合が85.4％を占め（全国平
均68.9％、九州平均68.2％）、地元産
の出荷・販売体制を構築。

●被災地での移動販売の継続的実施
で、被災者の「痛みの最小化」と「創
造的復興」に寄与。

●特産「湯島大根」の生産者の組織化
により生産量が安定し、直売所では、
午前中に完売する特産品となった。

活動成果

道の駅上天草さんぱーる
熊本県上天草市大矢野町中11582-24 Tel: 0964-58-5600  Fax : 0964-58-5602 

｢食｣の提供・活用 輸 出 復 興

H28,4/22 支援物資配布の様子

産地維持が困難化
していた湯島大根

湯島農産物部会集合写真
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73 熊本県 上天草市

島の農村「教良木」の魅力発信！

●H12年より農道等に彼岸花の植栽を
開始。H23年から「山菜と彼岸花の里
ウォーキングと秋の味覚祭」を開催。

●H27年から地元小学生等も参加する
「田んぼアート」や「リアルかかし」の
設置に取組む。

●H28年に加工施設を整備｡地元食材
を使った惣菜等の製造販売に着手。
加工用農産物の品目を増やすととも
に､学校給食への米等の供給を拡大。

取組概要

●イベントや田んぼアートにより来訪者
が年々増え、それに伴い地域住民の
所得向上の意欲も高まり、加工施設
の整備による原料の農産物生産や
山菜の加工・販売等に結びついた。

●学校給食の上天草産の利用率は
H27の25%からH29は35%へ向上。

●住民みんなが役割を持って活躍し、
活動に伴った収入が得られるように
なった。

活動成果

上天草市役所 農林水産課（事務局）
熊本県上天草市大矢野町上1514番地 Tel :0964-26-5516   Fax :0964-56-4972

｢食｣の提供・活用自然・景観・伝統 女性・高齢者

ウォーキングイベント

販促活動の様子H30年の田んぼアート
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●採草面積は年々増加し、H24年の
18.9haからH29年には130haとなって
おり、持続的な草原保全に貢献。

●販売売上も、H24年の261万円から
H29年には858万円と大幅に伸びて
いる。組合員数も10名となり、地元若
手農家の雇用創出にもなっている。

●H28年1月に、野草から作物の病害
虫を予防する善玉菌が多量に発見さ
れ、その報道が野草販売を後押し。

●30～40代の若手農家で組織する組
合。農閑期や農作業の隙間時間を
利用して未利用野草を収穫し、飼料
や堆肥の資材として販売。

●自治体や牧野組合からの情報・要望
により未利用草地を選定。大型トラク
ターで採草後、ロールにし、飼料用
はラッピングして保管。

●採草したロールは、刈取り時期や状
態に応じて飼料や堆肥・マルチ用と
して阿蘇地域内外に販売。

74 熊本県 阿蘇市

世界農業遺産認定の阿蘇の草原を守りたい！

取組概要 活動成果

（事務局）NPO法人九州バイオマスフォーラム
熊本県阿蘇市一の宮町宮地5816 Tel: 0967-22-1013 Fax: 0967-22-1014

雇 用自然・景観・伝統

採草作業風景

組合員と作業機械
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75 熊本県 阿蘇市

阿蘇千年の草原を市民の力で次の千年へ

●1995年の発足以来、草原保全に向けて
活動。その一つとして市民ボランティア
による野焼き・輪地切り支援活動は、阿
蘇千年の草原の歴史の中でも初めての
取組として、都市と農村さらに行政が連
携し、広大な草原を守っている。

●九州を始めとして全国から野焼き支援
ボランティアを募り、研修会を開催。

●活動人数は年々増加しており、2017年
度は66牧野で延べ2,500名超のボラン
ティアが支援活動。会員数は850名超。

取組概要

●20年に及ぶ支援活動の継続で、野焼き
の減少に歯止めをかけ、阿蘇の環境保
全と再生に寄与。支援牧野面積は約
5800ha、阿蘇の野焼き面積の4割強を
占める。

●マスコミに取り上げられる機会も多くな

り、全国から大学や企業、団体での研
修、ボランティア参加が増加。安全な活
動に向けて、綿密な打合せを行いボラ
ンティアと共に輪地切りや野焼きを行う
ことによって、地元でも草原保全の意識
が高まってきている。

活動成果

公益財団法人 阿蘇グリーンストック（公益事業課）
熊本県阿蘇市小里656-1 Tel : 0967-32-3500   Fax : 0967-32-3555 

自然・景観・伝統 企業等との連携

野焼き支援ボランティア：輪地切りの様子 初心者研修会の様子

野焼き支援ボランティア：野焼きの様子
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76 熊本県 阿蘇市

湧水あふれる阿蘇ん里 手野

●H17年に行った地域のシンボル「わく
ど石」の整備を機に本会を設立。構
成員は現在16名。観光客の受け入
れ、美しいむらづくりを積極的に推進。

●会員が集落を案内する地域散策イ
ベントを「道の駅阿蘇」と協力して年
に2～3回、延100人程度受入。また、
地区内では修学旅行の農泊受入も
実施。

●氏神「国造神社」周辺の年5回の草
刈りや集落内の景観整備等を実施。

取組概要

●地域散策イベントでは、集落で採れ
たお米、高菜、里いも等農薬を使わ
ない季節の野菜を販売。地域経済の
活性化に寄与。

●イベントの開催や農泊受入れの調整
により寄合の回数（月１回）も増え、
集落内の交流も深まり、結束力が高
まっている。

●定年退職者が生きがいづくりの一環
として本会に加入する者も出てきた。

活動成果

手野名水会
熊本県阿蘇市一の宮町手野1976            Tel・Fax: 0967-22-2794

農山漁村体験国内観光 自然・景観・伝統

地域の案内人として活躍

地域のシンボル「わくど石」

地域の環境整備
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77 熊本県 阿蘇市

ゼロからの森林整備が育む人と仕事の新循環

●「誰か森林整備をしてほしい」という
声に応えるため、当団体は森林の状
況に合わせた施業方法を森林所有
者に提案。費用や木材売上等を明
確にして委託契約を結び、小面積森
林を集約して外部林業事業体に施
業を委託・発注し、森林整備を推進。

●林業事業体には、季節的な仕事量

の偏りをなくし、通年で安定的に仕事
が確保できるよう、多様な補助事業
を活用して仕事を確保。

取組概要

●H25年の活動開始以降、経営受託面
積は着実に増加し累計1,360ha。H30
年度の間伐計画面積は190ha。さら
に活動は、主伐、植林等にも拡大。

●地域住民参加による渓畔林整備
（H25～30）や熊本市の中学校の植
林と下刈を企画・支援。

●林業事業体との連携は安定的な雇
用の創出につながり、若者やＩターン
者等の定住促進に貢献。

活動成果

NPO法人ふるさと創生
熊本県阿蘇市一の宮町宮地4532-5        Tel:0967-22-1186  Fax 0967-22-1176

移住・定住 その他（森林資源
活用）

作業道と機械化による間伐材搬出の効率化

森林施業集約化協議会
設立による団地設定

連携34事業体対象の
林業安全講習会
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早生植林材シンポジウム
での活動発表

春の芽かき研修
製品の展示（九州森林・林
業の技術交流発表大会）

苗木の支援を受け、センダンを植栽

78 熊本県天草地域他

早生樹センダンの未来は、山村の未来

●林業専門家で組織する団体。H28年
設立。正会員16名。合単板業界や家
具業界からの早生広葉樹の旺盛な
需要に応え、荒廃農地でも栽培でき
る早生樹センダンの普及を推進。

●センダンの「芽かき作業」を中心とし
た育成方法等の研修会の開催。民
間企業からの苗木代の支援、林業
普及員と連携した見本林の設定等を
推進。センダンを用いた製品開発も
進めている。

取組概要

●研修会、普及PRを通じて徐々にセン
ダンの認知度が向上。植栽面積も
年々増加し、H29年度は5haに植栽。

●天草地域は「芽かきセンダン発祥の
地」となっており、H29年度は長崎、
佐賀、鳥取各県からの研修を受入。

●荒廃農地の利活用方法としても認識
されつつあり、不在村所有者からも
度々相談が寄せられ、これに応えて
いる。

活動成果

栴檀の未来研究会
熊本県天草郡苓北町都呂々6535            Tel: 0969-36-0676           Fax: 0969-36-0676 

６次産業化 その他（センダン
育成と山村維持）
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79 熊本県 天草市

藍い海からの伝道師 天草地区漁業士会

●天草の2市1町の漁業士39名で組織。
熊本地震被災地支援として、H29年
は益城町住民を招待した魚の捌き方
実演、海鮮バーベキュー等を、益城
町仮設団地での寿司握り、牛深ハイ
ヤ節を踊る交流等を実施。

●魚食普及に向け、H25年より一般公
募による複数回参加型のお魚捌き
方教室を実施。後継者育成に向け、
H22年から地元小中学・高校生を対
象の漁業体験教室を年3回程度実施。

取組概要

●益城町住民が4回天草を訪問。地元
の一大イベント牛深ハイヤ祭りにも
招待し、益城町住民が天草の祭りを
盛り上げ、牛深の地域振興にも貢献。

●お魚捌き方教室は、H29年は過去の
受講生5名が講師として参加。県民と
協働での教室開催に発展。H22年か
ら継続の漁業体験教室の累計受講
者数は750名。加工場見学に参加し
た高校生らが漁業に興味を持ち水産
加工場でアルバイトとして活躍。

活動成果

天草地区漁業士会
熊本県天草市今釜新町3530                        Tel: 0969-22-4367      Fax : 0969-23-2856 

農山漁村体験 企業等との連携 復 興

上天草市キャンプ場での益城町住民との交流会

益城町住民との牛深ハイヤ祭り
への共同参加

お魚捌き方教室
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80 熊本県 合志市

冬虫夏草で地域興し

●耕作放棄地を活用し自家桑園を拡
大しながら15年前から桑の葉や実の
食品加工品を開発販売。さらに６年
前から、工場周年無菌養蚕システム
を導入。生きた無菌蚕を培地に冬虫
夏草を培養し、健康補助食品を販売。

●H25年、温湿度等の制御システム化
で冬虫夏草の大量安定生産システ
ムを開発。H27年春に無菌蛹で培養
した冬虫夏草のカプセル入り健康補
助食品を発売開始。

取組概要

●桑の葉や実の特有成分や機能性検
証を進めたことで、耕作放棄地を活
用した自家桑園の面積が拡大。

●桑の葉を自給しつつ、冬虫夏草を周
年で安定的に生産による高付加価
値商品の生産販売で、地域内の安
定的な雇用と所得増大に貢献。

●農業・農村の新たなビジネスモデル
として、県内外、外国からも注目され、
視察や問い合わせ等が増えている。

活動成果

株式会社峯樹木園
熊本県合志市野々島4393番地54 Tel: 096-242-1045    Fax : 096-242-3789 

自然・景観・伝統 ６次産業化

工場周年無菌養蚕

冬虫夏草子実体耕作放棄地を利用した桑園と冬虫夏草の健康補助食品
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81 熊本県 合志市

菊芋の6次産業化で農福連携

●当法人は就労継続支援Ａ型事業所
を運営。農地を借りて障害者と野菜
の生産・販売や高齢の農家から委託
を受け、草取りや作物の植え付け・
収穫等の農作業の手伝を実施。

●菊芋を乾燥粉末に加工し販売。原料
の菊芋は通常の菊芋よりもイヌリン
含有量が多い紫菊芋を自社農園で
有機栽培し、使用。また農作業を受
託している農家にも菊芋を栽培して
もらい、収穫物を原料として購入。

取組概要

●作業受委託（H29年度は100a）の取り
組みにより、高齢農家の農作業を軽
減することで農地の維持に貢献。

●障害者の就業機会が乏しい地域で
10名（H30年度）を雇用し、雇用機会
の確保に貢献。また、一般就労して
も職場で働き続けることが出来るよう、
体力面・精神面の向上を目指した就
労支援を実施。賃金も売上の中で賄
えており、厚労省の基準を満たす。

活動成果

NPO法人あじ菜工房
熊本県合志市御代志1398-1        Tel: 096-237-7543    Fax : 096-237-7544 

６次産業化 医療・福祉

作業受託によるタマネギ収穫 菊芋と乾燥粉末の製品

菊芋定植作業
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●農業公園を拠点にシンプルなイベン
トを心がけており、各種プログラムへ
の関心も高まっている。

●各種の体験は都市部の人にとって非
日常を体験できる機会となっており、
イベント開催に対する問合せも増加。

●小学校に限らず幼稚園や保育園な
どから農業体験の希望や問合せが
増えており、社会福祉事業の農業体
験の受け皿にもなってきている。

●地元の若手農業者を中心に消費者・
生産者・ＩＴ関係団体や市職員などで
組織。消費者と生産者との交流促進
に向け、多彩な活動を展開。

●新鮮野菜の販売会、地産地消料理
教室、そばの種まき・収穫・そば打ち
体験会、小学生の田植え・稲刈り体
験会、農業公園の芝生広場で「すい
か割大会」等実施。

●豪雨災害被災地東峰村の窯業支援
のため、「小石原焼」の販売会実施。

82 熊本県 合志市

「食と農」で豊かな地域コミュニティを創造

取組概要 活動成果

｢食｣の提供・活用

「合志あぐっと！村」運営協議会（合志市役所企画課内）
熊本県合志市竹迫2140 Tel :096-248-1813   Fax :096-248-1196

子ども(教育・体験)

月1回開催の朝市と
手作りチーズ体験会

そばの種まき体験会農業公園にてみずかけ祭りとすいか割大会
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●発足３６年のグループ活動は、中山
間地域における集落活動のあり方と
して他地区の模範となっている。

●高齢者サービスのほか、世代間交流
活動、自衛消防活動、消費者交流活
動などの積極的な企画・実施で､集
落一丸の地域活動となっている。

●劇団活動は、方言による演劇が人気
で各種イベントに参加。現在はスコッ
プ三味線も加わり、課題提案や慰労
的役割など高く評価されている。

●水上・迫の２集落の農家女性15名で
Ｓ57年に結成｡以降､農村生活の改
善に向けた活動を展開。

●毎年1月の住民に呼びかけて行う防
火訓練、共同によるそば栽培とそば
粉を使った料理の提供、鳥獣害対策
学習会、月1回の高齢者サロンへの
昼食サービス等を実施。

●｢なべぶた劇団｣の公演､ﾌｯﾄﾊﾟｽ受入
時の縁側カフェ等交流活動を実施。

83 熊本県 美里町

グループ活動が集落全体での地域活動に発展

取組概要 活動成果

｢食｣の提供・活用

水上迫生活研究グループ
熊本県美里町畝野1575 Tel : 0964-32-0351 Fax : 0964-32-0373

女性・高齢者

そばの共同栽培

子ども(教育・体験)

地域全体でイノシシ柵の立て方検討やさしい献立のお弁当で桃の花見会を開催
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●平成27年度から始めた事業を通して、
区民が地域の良さを再確認。各事業
の展開の中で区民の連携が強固に
なった。

●地域の豊かな緑と豊富な地下水に
よって、地域とそこに暮らす住民は
育まれているという自覚が増した。

●地域ｺﾐｭﾆﾃｨﾊﾞｽは延べ224名が乗車
し、5,236km走行。交通弱者を支援
することができた。

●地区住民と行政等で組織。都市住民
との交流活動、遊休農地の解消、高
齢者支援にＨ27年に着手。

●田植え・稲刈り体験等の交流活動を
実施。地域住民による遊休農地の除
草等を行い、30aを作付可能とした。

●高齢者の健康増進に向け「元気塾・
ふれあいサロン」を女性有志で開催｡
交通対策として､H29年に地域ｺﾐｭﾆ
ﾃｨﾊﾞｽをレンタカーにより59日間運行。

84 熊本県 大津町

豊かな緑と湧水・歴史に薫る元気な里山！

取組概要 活動成果

真木地区協議会
熊本県菊池郡大津町真木412-1 Tel :096-293-4558 Fax : 096-285-1672

自然・景観・伝統 女性・高齢者

田植え体験

地域ｺﾐｭﾆﾃｨﾊﾞｽ（ﾚﾝﾀｶｰ）構成員による話合い
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●５年間で約300ｔ（のべ作付面積約
70ha）の米粉用米を集荷。主食用米
が適さなかった地域でも作りやすい
と好評。

●自社店舗「玄氣堂」の売上は年間6
千万円｡購入客の大半は健康への
関心が高い40～60歳の女性で県外
のお客様も多い。

●店舗以外に地元百貨店やｽｰﾊﾟｰ等
にも販売、H30年には熊本の繁華街
に店舗を新設するなど販路を拡大。

●栄養豊富な玄米を加工食品の原料
とするため、製粉が難しい玄米を含
水状態にしてﾍﾟｰｽﾄ化する技術をＨ
25年に開発。

●Ｈ26年より新規需要米を農家から集
荷し、玄米ﾍﾟｰｽﾄﾊﾟﾝを製造販売。
H28年に工場を開設。新たに冷凍玄
米ﾍﾟｰｽﾄとペーストを主原料とした玄
米パスタを開発・発売。

●H29年は小麦アレルギーの方も食べ
られるグルテンフリー玄米パンの製
造販売を開始。

85 熊本県 菊陽町

農村に黄金の実りを！米の消費拡大を応援

取組概要 活動成果

｢食｣の提供・活用

中九州クボタグループ 株式会社 熊本玄米研究所
熊本県菊池郡菊陽町原水2897 Tel :096-340-5500   Fax :096-340-5511

６次産業化

グルテンフリーの玄米
パスタ、玄米パン大津町の自社店舗「玄氣堂」店内と玄米ペースト
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●関係機関一体となった取組により、現在
約2.4ha作付け。県下最大の産地に成
長。H28年の改良品種導入で秀・優品
率も増加し、生産者の生産意欲も向上。

●イベントでの物販、収穫体験や食育ツ
アー、テレビ等のメディアでの取り上げ、
視察受入等に伴い、九州各県や他地域
にも「ひごむらさき」の名が浸透。

● 「ひごむらさき」のブランド化を図ること

により、他の作物の生産者にも同じよう
な意識が芽生えてきている。

●熊本赤なすの新品種「ひごむらさき」の
認知度を向上させるため、ホームペー
ジの立ち上げや、メディアを使ったＰＲ、
物販時にはレシピ集も配布。

●地産地消の推進のため、県内各地で行
われる物産展や農業フェア等に出展。
食育では、企業と連携した収穫体験や
料理教室のツアーを実施。

●販売促進活動においては、大消費地で
の知名度向上を目指し、東京都での販
売や販促店舗の現地状況調査を実施。

86 熊本県 高森町

阿蘇の大地に恵まれた肥後一番の旬の味

取組概要 活動成果

事務局：高森町役場 農林政策課
熊本県阿蘇郡高森町大字高森2168番地 Tel :0967-62-1111   Fax :0967-62-1174

物販時に配布しているレシピ集

ロゴマークを使用した個別包装

企業と連携した食育ツアー

｢食｣の提供・活用
その他（町農業の
活性化）

子ども(教育・体験)
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●過去5回の銘木市では、ナンゴウヒ原木
27本が近年では珍しく高値の10 50万
円/ で評価された。神社仏閣や建築
用材（A材）として利用されている。

●ナンゴウヒをB・C材と分けて販売するこ
とで、平均単価45,000円/ と全国平均
16,000円/ より大幅な価値を創出。

●ナンゴウヒに特化した職員をH28～29年
に各1名採用。林業・木材利用に若い活
気が出てきている。

●地域林業の活性化に向け、古くより
郷土の宝として育てられてきた挿し
木ヒノキの在来種ナンゴウヒをブラン
ド化するためH26年より活動。

●ナンゴウヒの後継者確保に向け、高
齢林家が若い世代に技術を伝える
枝打ち等育成技術研修を毎年開催。

●銘木が多く集る民間市場と連携し、
「阿蘇南郷檜」として原木を毎年販売。
枝葉等を活用しｱﾛﾏｵｲﾙ等も商品化。

87 熊本県 高森町

阿蘇の神宿るヒノキで好循環型林業を目指す

取組概要 活動成果

阿蘇南郷檜ブランド化推進協議会（事務局：高森町役場農林政策課農林振興係）
熊本県阿蘇郡高森町大字高森2168番地 Tel :0967-62-1111(内線414)  Fax :0967-62-1174

自然・景観・伝統 企業等との連携 女性・高齢者

郷土の宝である理由は御神木が点在する 種から育てるヒノキより優良な性質を持つ

ヒノキの伝統建築は先代の力
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88 熊本県 西原村

障がい者支援施設による食を通した復興支援

●当法人はH17年に発足。農業を基盤
とした加工・販売、食堂を運営。

●H28年の震災時は全国からのボラン
ティアの受入、被災者への炊き出し
を実施。独居老人等への「見守り弁
当」など被災者支援を継続。

●地域農家から提供されるイチゴ等の
規格外品を用いた加工品、竹の子の
水煮など多彩な加工品を障がい者
の活躍により製造・販売。

取組概要

●H28年は支援物資を活用して被災者
や復旧ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱに約2万7千食の食
事や弁当を提供し、復興を下支え。

●農業や加工品づくり等で培ってきた
地域の人々とのネットワークを活かし、
復旧ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱの円滑な派遣に貢献。

●加工品や食事づくり等を通して障が
い者は自信を持つようになり、仲間
同士が助け合いながら「自分は必要
とされている」という意識が高まった。

活動成果

ＮＰＯ法人にしはらたんぽぽハウス
熊本県阿蘇郡西原村小森3264 Tel: 096-279-3666    Fax : 096-279-3666 

６次産業化 医療・福祉 復 興

加工場を伴った施設

「見守り弁当」週3回、昼食・夕食を配達タケノコの収穫。水煮に加工。
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89 熊本県 南阿蘇村

南阿蘇村のブランド化！農泊を通して

●農泊を通して南阿蘇村のブランド化
を図るため、米生産農家、いちご・ｱ

ｽﾊﾟﾗ農家、林業会社、観光協会、行
政によりH29年設立。

●ドジョウを放流して栽培する無農薬
米の田植え、高菜摘み、いちごの収
穫等の体験と農泊を提供。

●他県での南阿蘇村の周知度の調査、
ホームページやSNSを利用した広告
宣伝活動を実施。

取組概要

●阿蘇の魅力を最大限活用した自然と
農業共存型新ビジネスの構築、南阿
蘇村における農業・自然体験等観光
コンテンツを創出できた。

●地域住民や学生等の視点による体
験メニューの開発やGoogleを活用し
た広告宣伝活動により、震災ボラン
ティアのリピーターなどの学生やイン
バウンド客が増加し、農泊利用者は
H29年目標を達成。

活動成果

南阿蘇村川後田地域活性化協議会
熊本県阿蘇郡南阿蘇村白川2210-1 Tel: - Fax : 0967-62-2086

農 泊 農山漁村体験 復 興

イチゴの収穫体験

南阿蘇村のＰＲと試食会

ドジョウ放流無農薬米の田植体験
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90 熊本県 南阿蘇村

農村の未来を切り開くのは子供！

●女性農家たちが、農村の深刻な課題
について自ら考え、行動し、社会に
訴えかけていくことを目指し、子育て
世代の女性農家（会員164人）により
当法人をH27年立ち上げ。

●全国の農村育ちの子供をﾀｰｹﾞｯﾄに
「ﾘﾄﾙﾌｧｰﾏｰｽﾞ養成塾」を夏休みに4
泊5日で開催。H28年はﾌｧｰﾏｰｽﾞﾏｰ
ｹｯﾄ、H29年は「自分で釣った魚をさ
ばいて食べる」、H30年は「稼ぎ方を
考える」ｵﾝﾗｲﾝｼｮｯﾌﾟをﾃｰﾏに学習。

取組概要

●塾には過去３年で延べ40人以上が
参加。4泊5日のﾃｰﾏ（目標）や過ごし
方は子供達が決め、その管理も子供
達が行う。また大人も交えて毎日1時
間、車座になって日中の活動（遊び
や作業）を通じた実体験をもとに、思
考を深めた。

●子供たちがｸﾘｴｲﾃｨﾌﾞな活動ができ、
減りゆく人口でどのように世界的な
価値を守っていくかを考えることで、
子供たちの創造力を伸ばせた。

活動成果

NPO法人田舎のヒロインズ
熊本県南阿蘇村両併1283-3   Tel: - Fax: 096-300-3277 

農山漁村体験 若者の活躍

農家の子たちは立派な農家

子供主催のﾌｧｰﾏｰｽﾞﾏｰｹｯﾄ暑い日の農作業も皆でやれば楽しい

子ども(教育・体験)
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91 熊本県 山都町

農業×福祉×エコ(ecology)！

●当農場はH10年設立。南阿蘇山麓の
山里にあり、地域ブランドたまごを地
元地域はもとより大消費地福岡へ
Day0直送体制を構築し販売。

●女性8名、障害者6名、60歳以上7名
を雇用。女性の社会参画、障害者就
労、シニアの活躍の場として各自が
立派な戦力として活躍。

●鶏糞から完熟有機堆肥を製造。化成
肥料代替可能と評価されている。

取組概要

●消費者に喜んでいただける新鮮なブ
ランドたまごの供給が地域住民の働
く場づくり、働く喜びに繋がっている。

●少子高齢・人口減少の中、多様な人
材が力を合わせて働くことで共生社
会・コミュニティ構築に繋がっている。

●鶏糞有機堆肥は熊本県・山都町が
推進するグリーン農業推進に寄与し、
新しい価値づくりに貢献。

活動成果

蘇陽農場
熊本県上益城郡山都町大野115-1       Tel: 0967-83-1286        Fax: 0967-83-0174 

雇 用 医療・福祉 女性・高齢者

ひとりひとり個性豊かな欠かせない人財 標高560ｍの自然で育つたまご

蘇陽農場は南阿蘇山麓の山里にある
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●活動を通じ、①「生きるという原点」を
伝えること、②自分の周りには学ぶ
べき人が沢山いること、③子どもたち
が能力を発揮する場の提供、④孤独
な子育て環境の解消、⑤子ども自ら
が地域とのかかわりや役割を学ぶこ
と、⑥地域を誇りに思う人材の育成
ができた。

●熊本地震以後、地元有機農産物を
利用した「福幸おこし」の商品開発を
行い地域資源の活用ができた。

●子どもに焦点をあてた地域づくりを目
的に活動。地域や都市の子どもたち、
保護者を対象に「食」「農」「暮らしの
知恵」の体験・継承と交流を実施。

●農業体験（田植え、稲刈り・掛け干
し）と「かまど」でのご飯炊き、収穫感
謝祭＆棚田ウォーク等を実施。

●活動の中心の女性たちが、地元住民
との世代間交流を進めながら、子供
たちと伝統文化を継承。

92 熊本県 山都町

合言葉はＡ明るく、Ｔ為になる、Ｍ前向きに

取組概要 活動成果

｢食｣の提供・活用

山都のやまんまの会事務局（（株）まちづくりやべ企画事業部）
熊本県上益城郡山都町犬飼384 Tel :0967-72-0244   Fax :0967-72-0244

女性・高齢者

まんま学校「田植体験」

まんま学校「稲刈り」

子ども(教育・体験)

親子味噌づくり

-92-



93 熊本県 山都町

山都でしかできないワクワクを！

●地域の若手農家、飲食店オーナー
等をメンバーにH29年設立。山都町
でしかできないこと、山都町でしか出
せない価値を形にする会社。

●客席と厨房が設置された2階建てバ
スが山都町の農家や名所を立ち寄
るﾚｽﾄﾗﾝﾊﾞｽﾂｱｰ、収穫体験や試食
を行う産地訪問ﾊﾞｽﾂｱｰ、通潤橋前
駐車場を貸し切り行うﾋﾞｰﾙﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ、
ぶどう園での親子収穫体験とﾊﾟﾃｨｼｪ
に習うぶどうのﾃﾞｻﾞｰﾄ作り等を開催。

取組概要

●農×観光をテーマとしたﾚｽﾄﾗﾝﾊﾞｽﾂ
ｱｰや産地訪問ﾊﾞｽﾂｱｰには初年度
から定員を上回る応募があり、山都
町の食と農を再発見してもらった。

●ぶどうの親子収穫体験とﾃﾞｻﾞｰﾄ作り
には100人を超える参加者が山都町
の農産物のおいしさを知ってもらい、
継続して農産物の注文をいただいて
いる。通潤橋の復興を応援する呑み
ﾌｪｽは認知度も上がり年々来場者が
増え、H30年は500人以上が参加。

活動成果

株式会社 山都でしか
熊本県上益城郡山都町大平301－1 Tel: 0967-82-2200     Fax: 096-300-3492 

６次産業化農山漁村体験 復 興

呑みフェスfor通潤橋の様子

レストランバスの運行 田植え体験受け入れ
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94 熊本県 芦北町

このままでいいの日本！環境に人に拘って

●H19年当法人設立。障がい者の受け
皿として就労訓練事業に着手。H23
年就労継続支援B型事業所となる。

●耕作放棄地7haを借受け、整備。農
薬・化学肥料不使用の砂糖黍を栽培。
添加物不使用の黒糖を製造し、食べ
る黒糖、パウダー等に加工販売。

●荒廃竹林を整備。筍販売、竹炭・竹
酢液、竹をパウダー化した竹堆肥を
製造販売。園児の食育体験も実施。

取組概要

●精神障がい者等にとって、自然と向
き合う農業が癒しとなり治療の一助
となっており、効果は大。

●障がい者等の社会的弱者が率先し
て取り組んでいることが、障がいの
無い人との共生社会を創出している。

●水俣病公害被害地で、環境・自然に
こだわり続け、子供達に体験を通し
て安心安全な食や水俣の教訓を学
ぶ場を提供できている。

活動成果

NPO法人ばらん家
熊本県葦北郡芦北町大字佐敷443番地79 Tel: - Fax : 0966-82-4990 

自然・景観・伝統 医療・福祉

放棄地竹林整備

食育学習芋植え不知火海を望む耕作放棄地を活用した砂糖黍栽培

子ども(教育・体験)
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●普段体験することの少ない農業体験や
植林間伐作業を体験してもらうことで、
自然・農業の大切さ、水土里ネットの役
割を周知することができている。

●子供たちは「農業はおもしろそう、楽しそ
う」等、農業に対する意識の変化や、さ
らなる理解も深めてきており、リピー
ターも増加している。

●Ｈ28年に、当土地改良区が維持管理す
る「幸野溝・百太郎溝水路群」が「世界
かんがい施設遺産」に登録された。

●農地や水路等の歴史と役割、それら
を維持管理している土地改良区につ
いて普及啓発を推進。

●地域住民や子供たちが農作業体験
を通じ､農業・農業用水について学ぶ
｢田んぼの学校」､植林等の体験学習
を通じ､農業用水と水源林の関わり
を学ぶ｢森林の学校｣を毎年実施。

●地元のｸﾞﾘｰﾝﾂｰﾘｽﾞﾑ団体の会員とし
て、土地改良施設を活用し、ｶﾇｰ等
での水路下りや隧道体験を実施。

95 熊本県 湯前町

世界かんがい施設遺産の里で学ぶ！

取組概要 活動成果

幸野溝土地改良区
熊本県球磨郡湯前町2065番地 Tel :0966-43-2062   Fax :0966-43-7155

｢食｣の提供・活用

森林の学校inみずかみpartⅡ 地下水の働き ｸﾞﾘｰﾝﾂｰﾘｽﾞﾑでのおもてなし

田んぼの学校with南稜高校

子ども(教育・体験)
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●低ｶﾛﾘｰ、高ﾀﾝﾊﾟｸのジビエ料理は､ｱ
ｽﾘｰﾄや監督達のほか､一般客からも
好評で､お取り寄せの要望も多い。

●高地ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ施設のｵｰﾌﾟﾝ後の合宿
目的の宿泊実績は2,500人泊を超え､
昨年の宿泊観光客数の3割以上。

●施設と食事、ｻｰﾋﾞｽの良さから、来
ｼｰｽﾞﾝの合宿を予約する団体もあり､
旅館側の設備投資も進むなど､地元
に大きな経済波及効果。

●H29年村開設の高地ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ施設の
運用に併せ､組合加盟の全宿泊施設
でｱｽﾘｰﾄ達にジビエ料理を提供｡

●ﾒﾆｭｰ開発はｽﾎﾟｰﾂ栄養士が基本と
なるﾚｼﾋﾟを監修。各旅館でｱﾚﾝｼﾞし、
発表会を開催。競技関係者等の評
価を受け改良。

●ジビエと併せ､使用食材を地元物産
館から調達｡組合員が鹿肉の処理･
加工施設を新設｡精肉を各旅館に卸
すほか､ｿｰｾｰｼﾞ等の加工品を開発。

96 熊本県 水上村

ジビエがアスリートを強くする！

取組概要 活動成果

湯山温泉旅館組合
熊本県球磨郡水上村江代1286 Tel : 0966-46-1105 Fax : 0966-46-1106

ジビエ

高地トレーニング施設「水上スカイビレッジ」 鹿肉、猪肉､地元農産物の夕食ﾒﾆｭｰ

ジビエ調理講習会

国内観光 ｢食｣の提供・活用
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97 熊本県 山江村

山江村発ディスカバー「食と健康」

●H16年、旧役場庁舎（国の有形登録
文化財）を活用した農村レストランの
運営の受け皿として当法人を設立。

●レストランではランチ等の提供のほ
か、役場、社会福祉協議会等に多く
の弁当を提供。使用する野菜等食材
は地元農家6軒が供給。

●「食と健康」の文化を後世に引継ぐた
め、半年間を１期とする定員5名程度
の健康料理教室を毎年開催。

取組概要

●旬の山菜や特産の栗を使った料理、
特に健康にこだわったメニューは口
コミで伝わり、県外からも多くのリ
ピータが訪れ、山村の人材・経済交
流の拠点となっている。

●レストランの利用者数、弁当の配達
数、売上げも事業開始以来連続して
拡大。健康料理教室もH24の取組開
始以降、13期にわたって、60名が受
講。｢食と健康｣の文化の継承に貢献。

活動成果

ＮＰＯ法人かちゃリンクやまえ
熊本県球磨郡山江村山田甲1415        Tel: 0966-35-7000    Fax : 0966-35-7001

農山漁村体験 ｢食｣の提供・活用

レストランでの食事風景

健康料理教室の様子

「時代の駅むらやくば」（S12建設）1Fが農村レストラン
「やまえのまんま」、2Fは研修・宿泊施設

子ども(教育・体験)

-97-



98 熊本県 山江村

学校給食地産地消推進で地域農業振興

●村内の各団体の意見・意思を的確に
施策に反映させるため、H27年に当
協議会を設立。将来ビジョンを作成。

●農地情報を図面化し、学校給食に納
品される野菜等の作付け圃場を可
視化し、毎月開催の学校給食関係
者会議で情報を共有。

●学校給食への注文及び作付依頼の
窓口となるテレワークセンターを設置
し、情報を集約化。

取組概要

●学校給食への村内農産物供給が拡
大。重量ベースで約５割程度を占め
る。需要と供給側の相互情報共有に
より新しい農産物の生産が始まり、
参加農家も年々増加。

●テレワークセンターを中心とした受注
管理により、需要と供給のミスマッチ
が解消しつつあり、作付及び使用品
目の情報が集約化され、今後一層
安定した農作物の提供が可能になる。

活動成果

山江村地域活性化協議会
熊本県球磨郡山江村大字山田甲1356-1   Tel: 0966-23-3113    Fax : 0966-24-5669 

｢食｣の提供・活用 企業等との連携

将来ビジョン作成

学校給食関係者会議農地の作付調査

子ども(教育・体験)
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99 熊本県 山江村

やまえ栗を全国へ～そのうち世界へ～

●S63年に特産の栗を使った栗菓子の
製造販売に村有志が着手。当社は
H20年設立の3セク。｢山江物産館｣等
を運営。栗菓子の製造販売を継承。
贈物用の包装形態等を開発。

●ウェブでの注文受付ができるよう
ホームページを開設。九州・関西・関
東中心に生協への販路を開拓。

●2017年フランスで開催された日本食
博「セボンル・ジャポン」に出展。

取組概要

●村の特産品栗を活かした商品開発・
販売を行い、素朴な美味しさは口コミ
で広がり、厚い信頼と安心感を獲得。

●H28年からは熊本の百貨店、生協を
中心にギフトとしての利用が増え、全
国に発送され認知度も向上。

●素朴で美味しい商品は生協の方針
にも合い、九州・関東・関西で特に多
くお買い求めいただき、出荷数が上
がっている。

活動成果

株式会社やまえ
熊本県球磨郡山江村万江甲423     Tel: 0966-28-3582    Fax: 0966-22-7400 

｢食｣の提供・活用

渋皮煮パイ包みと6個入りの菓子箱（左上）

やまえ栗収穫

栗菓子製造工程
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●景観的に重要な場所に位置する遊
休農地の耕作により、棚田再生への
機運も上り、作付けはH27年の2倍。

●そばの経営的栽培が無い地域だが、
耕起、栽培から収穫、そばメニュー
の開発・提供まで6次化へ向けた一
連の取り組みができるようになった。

●「そばカフェ」、「そば打ち体験」や各
種イベントへの出店により、認知度
が上がりつつあり、交流施設への来
館者数が増加。

●棚田百選「松谷棚田」の遊休農地解
消に向け、集落支援員の指導の下、
H27年に30ａのそばの栽培に着手、4
年目となる本年は60ａ作付け。

●収穫した「そば」は、女性グループが
そば料理、特産品の開発研究を行い、
そばを使った加工品・メニューが誕生。

●交流施設「さんがうら」において、「そ
ば打ち体験ツアー」、そば料理を提
供する「そばカフェ」を開催。村内外
のイベントに積極的に出店。

100 熊本県 球磨村

蕎麦ではじまる 地域の元気！！

取組概要 活動成果

｢食｣の提供・活用

球磨村役場 企画振興課
熊本県球磨郡球磨村大字渡丙1730番地 Tel :0966-32-1114   Fax :0966-32-1230

６次産業化 女性・高齢者

松谷棚田

スローフードフェアの開催そばカフェ、そば料理例(左上）

-100-



101 熊本県 球磨村

タケノコで生涯現役の元気な村づくり

●当組織は旧小学校の閉校をきっか
けにH17年設立。筍やシイタケ、米の
加工出荷の研修。筍の安定供給の
ための竹林の園地化を実施。地元
の米を原料に球磨焼酎を委託生産。

●隠れ念仏の歴史を踏まえ、ﾓﾆﾀｰﾂ
ｱｰとしてｳｫｰｷﾝｸﾞｲﾍﾞﾝﾄを開催。

●多くの観光資源はあるが、情報発信
が不十分であったため、観光資源の
ガイドブックを作成。

取組概要

●これまで個々に筍等の農産物を生産
し青果で出荷することがほとんどで
あったが、機器の導入や六次産業化
の推進により、生産組合立ち上げの
動きに結びついた。

●オリジナルブランドの焼酎造りにより、
米の生産意欲が向上。

●隠れ念仏の里をブランドにし、イベン
トにより他地域との交流を行うことで
高沢のファンを増やしていきたい。

活動成果

高沢校区活性化実行委員会
熊本県球磨郡球磨村大字渡丙1730      Tel: 0966-32-1114     Fax: 0966-32-1230 

６次産業化農山漁村体験 その他（都市農村
交流）

筍の加工研修

リバートレッキングイベント竹林の園地化
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●遠山桜祭りの休止によって集落への
来客数が減少したが、有害鳥獣防止
対策への団体研修が増え経済効果
も多少回復。遠山桜祭りは2世の桜
によりH32年から開催予定。

●ワラビ加工・販売により、高齢者の生
産意欲の増進と結束力の強化に繋
がった。町の推奨商品に認定。

●有害鳥獣への取り組みにより農業生
産額が増え、守れる農地で栗の改植
が5ヘクタール、2000本が植樹。

●戸数３戸の集落。一本桜として知名
度の高い｢天空に咲く遠山桜｣の生育
障害が発生したため、2世の桜を管
理育成中。栗の収穫体験ツアー、大
学生とのフィールドワーク等も実施。

●山野で採れるワラビを酢漬けにする
加工場を建設。付加価値向上に向け
商品開発と販路拡大を実施。

●鳥獣被害防止のため、守るべき農地
を団地化、6.5ｋｍの防止柵の設置や
環境整備で、イノシシの被害がゼロ
に。Ｈ27年に農水大臣賞を受賞。

102 熊本県 あさぎり町

わらびの加工品にかける松尾集落の生き残り

取組概要 活動成果

中山間松尾集落
熊本県球磨郡あさぎり町須恵7512-19 Tel :0966-45-5169   Fax : 同左

６次産業化 鳥獣被害防止自然・景観・伝統

大学生との研修交流会

ワラビの酢漬け集落の象徴である“天空に咲く遠山桜
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●春のツツジ祭り、秋の登山のイベント等
を実施することにより、地区外からの流
入による賑わいが見られ、地域全体に
活気がみなぎってきた。

●イベントの際には、地元物産の販売を
呼びかけ、これも定着しつつある。

●継続して実施してきたことにより、「天竺
の里づくり」として知名度が高まり、地区
住民はその成果を実感できるように
なってきた。

●「天竺」（下天草で最高峰）の山を地域
の宝として活性化を目指し、平成15年
の秋に初の登山会を実施。翌年から山
頂一帯にツツジを植栽し、地元にも親し
んでいただける公園づくりを目指した。

●ツツジが咲き誇るゴールデンウイーク時
には、「天竺ツツジ祭り」を開催。麓に物
産テントを設置し、地元産物を販売。

●秋の紅葉時には「天竺天の川西遊記登
山」と銘打ち、閉校した小学校跡地から
山頂までの健康登山を継続して実施。

103 熊本県 苓北町

取組概要 活動成果

みどりの会
熊本県天草郡苓北町都呂々5174-6 Tel :0969-36-0576 Fax :  -

インバウンド

天草に天竺がある
て ん じ く

自然・景観・伝統 女性・高齢者

ツツジ祭り。山頂を訪れる見物客

天竺登山時、山頂にくまモン参上会員による山や道路の手入れの様子
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