
20 佐賀県 佐賀市

本当の田舎三瀬 ここから世界へ！

●「グリーンツーリズム」と一体となった農
業を目指し、Ｈ17年に50歳で就農した
のを契機に農家民宿を開業。

●料理の食材は、自家菜園及び地元産を
優先して提供。野菜類、豆類、雑穀、果
実類を栽培。収穫物の冷凍・乾燥・塩蔵
等で、年間を通して自家生産物を提供。

●海外旅行者には、日本の農村風景や生
活体験、献立等を提供。HPの英語表記、
海外のブロガーやユーチューバーと連
携して情報発信。

取組概要

●卓越した加工技術や建物の趣きは、宿
の名物として人気を集め、お客様の
ニーズに対応した体験、料理等を提供
することで、リピーターやファンが増加。

●facebookでの情報発信や各種会合、マ
スメディア出演等により、利用客数が安
定。特に、H28年の海外旅行者は前年
の約3倍になった。

●どぶろくの製造販売を契機に、自家産
米の高付加価値化につながり、水稲作
の収益性の向上につながった。

活動成果

農家民宿 具座
佐賀県佐賀市三瀬村藤原1097 Tel :0952-56-2649   Fax : 同左

インバウンド農 泊 ｢食｣の提供・活用

韓国のｸﾞﾙｰﾌﾟ客。話はｽﾏﾎの言語変換ｱﾌﾟﾘで対応 食事を楽しむ韓国からのお客さん

山菜の収穫体験
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21 佐賀県 佐賀市

地域資源を活用！農業のテーマパークづくり

●代表は建設会社を営む。耕作放棄地の
整備を依頼されたのがきっかけで、農
業を始めることとなり、H17年に地元の
町おこしグループの仲間と当社を設立。

●以来、再生農地を拡大。ブルーベリー、
そば等を延べ290a栽培。果物や野菜の
収穫体験やそば打ち等の体験を受入。
漬物等の加工品の開発・販売も実施。

●「イノシシ加工施設」を建設し、佐賀の山
間地で獲れたイノシシの加工品を開発・
販売。

取組概要

●これらの取組みを通じて若手農業者グ
ループや、農業での起業を目指す人達
とのつながりや連携が生まれた。

●地域の行事に積極的に協力することに
よって、地域住民の地元資源の再発見
や地域への愛着の醸成にも貢献。

●観光農園事業の取組みは、マスコミ取
材を度々受け、地域の魅力発信に貢献。
観光農園や各種体験のH29年度の受
入数は3,800人。うち140人は訪日外国
人であり、近年、外国人利用者も増えた。

活動成果

有限会社 西山田農園
佐賀県佐賀市大和町川上1955-1 Tel : 0952-62-1226   Fax : 0952-62-1226 

６次産業化農山漁村体験 ジビエ

耕作放棄地開墾から６次化加工品までの流れ

観光農園での収穫体験

体験施設とそば打ち・ジャム作り
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22 佐賀県 佐賀市

干潟に集うシギたちからの感謝の贈り物

●H27年東よか干潟（218ha）がラムサー
ル条約湿地に登録。同干潟付近の農
地では、減農薬・減肥料で米（夢しずく）
を生産。H29年、自然と生き物と共生す
ることを目的に、地域とＪＡ、行政、大学、
企業等が協力・連携して当プロジェクト
を立上げ。

●水田魚道や冬水たんぼの設置、下水道
由来肥料、北山ダム底質土の活用、県
認証特別栽培米の生産、ドローン活用
による追肥、防除適期の判断に向けた
実証実験等を実施。

取組概要

●お米の成分検査の結果、タンパク質含
有量5.96％、アミロース含量15.2％とな
り、都内老舗米屋から高い評価。

●米900kgを300ｇのキューブ型パッケージ
にして、300円/箱で試験販売。その結
果、環境保全活動に関心の高い消費者
や、佐賀空港で中国人観光客に多く購
入していただいた（販売実績2,378個）。

●H29年に佐賀市でのアジア湿地シンポ
ジウムで当プロジェクトを国内外にＰＲ。
その後、ＷＷＦジャパンや九州大学と相
互協力の関係構築。

活動成果

佐賀市農林水産部農業振興課
佐賀県佐賀市栄町１ １ Tel : 0952-40-7116    Fax : 0952-40-7391 

自然・景観 ｢食｣の提供・活用 企業等との連携

ラムサールクラブとの「水田魚道」観察会

北山ダム底質土の散布

ドローンによる生育調査
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23 佐賀県 唐津市

唐津にゃあ、うまかもんのいっぱいあるばい

●H22年にＪＡからつ直営直売所として開
店。農家、漁師個人の出荷物を中心に
販売するため、直販部会を組織（会員
数564名）。地域で生産された農漁の生
鮮品を、安全安心をモットーに販売。

●H21年から「親子玉ねぎ収穫体験」に取
組み、農業で汗をして頂いている。

●H25年から農商工連携で地元にこだ
わったオリジナル加工品「ジャオネソー
ス」（玉ねぎ等主原料の万能ソース）、
清酒、「真珠貝の粕漬け」等を開発。

取組概要

●農漁の生鮮品、ここでしか買えない農魚
の加工品がある結果、福岡市や佐世保
市等の県外からも来店。50万人以上の
お客様がレジ通過されており、観光も含
めた地域全体に経済効果が出ている。

●１０家族限定で開催している「親子玉ね
ぎ収穫体験」は参加者から良い体験が
出来たと毎年好評を得ている。

●併設のレストランは食材の調理の勉強
にもなるとお客様から好評で、食育にも
貢献。

活動成果

唐津農業協同組合 唐津うまかもん市場
佐賀県唐津市浜玉町浜崎598-1 Tel : 0955-78-1313 Fax : 0955-78-1173

｢食｣の提供・活用 国内観光６次産業化

生産者による軽トラ市

唐津産食材を使ったアレンジメニュー教室ゴールデンウィーク恒例 玉ねぎ収穫体験
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24 佐賀県 唐津市

先人が残した棚田（宝）を次世代へ！

●H13年より、都市住民との交流イベント
を行う「棚田と菜の花実行委員会」、棚
田米の生産・販売を行う「蕨野棚田保存
会」を設立し、棚田保全活動に着手。

●大学生棚田援農隊による耕作放棄地の
復田、企業等と連携した棚田ボランティ
アによる石積や畦畔の草刈活動を実施。

●減農薬・減化学肥料栽培のブランド米
「棚田米蕨野」を生産・販売。「早苗と棚
田ウォーク」、「棚田と桜の里づくり」など
のイベントを開催し、都市住民と交流。

取組概要

●イベントに多くの都市住民（H29年732
人）が訪れることで、蕨野の棚田ファン
が増え、「棚田米蕨野」が定着。

●イベント時に、直売所女性会員の手作り
のさつま芋菓子やコロッケなどの販売
で、高齢者の活躍の場や都市住民との
ふれあいが生まれた。

●地域住民が蕨野集落に誇りを持つよう
になり、先人が苦労を重ねて築いてき
た棚田を未来へ継承しようという機運が
高まった。

活動成果

唐津市 相知市民センター 産業課
佐賀県唐津市相知町相知2055-1 Tel : 0955-53-7125   Fax :0955-62-2573

｢食｣の提供・活用 企業等との連携自然・景観・伝統

日本の棚田百選「蕨野の棚田」

棚田援農隊により復元された棚田「棚田米蕨野」と「棚田と桜の里づくり」による桜の植栽
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25 佐賀県 多久市

働きたいをカタチに－農福連携の試み

●Ｈ26年に小学校の廃校舎を活用し、複
合環境制御ハウス12ａを設置し、ミディ・
トマトの養液栽培を実施。また、菓子工
房の施設を整備。

●トマト栽培では、雇用契約を結ぶ就労支
援Ａ型の10人が栽培・選果に就労。菓
子工房では、雇用契約を結ばない就労
支援Ｂ型の23人が｢トマト・シフォン｣作り
や原木シイタケ栽培に就労。

●地元との融和のため、「地元協議会」を
年２回開催。３月には収穫祭を開催。

取組概要

●月産約３㌧のミディ・トマトは、積極的な
直売先の開拓で、大型スーパーにも出
荷されるようになり、栽培、選果に従事
している就労支援Ａ型の10人には、県
の最低賃金を支払うことができている。

●就労支援Ｂ型の23人には、シフォンを月
産200個製造販売する菓子工房や原木
シイタケ栽培などの収益で、工賃を支
払うことができている。

●地元からは、廃校を再生させたことが高
く評価され、収穫祭の参加者も500人超。

活動成果

輸 出医療・福祉

プール跡地に建てた耐候性ハウス

トマトシフォン作りトマトシフォン製作風景 5～8人の障害者が従事
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26 佐賀県 伊万里市

地元企業との連携で棚田が元気に！

●棚田の整備が完了したH14年、地元企
業や学校との連携による地域活性化を
目的に炭山地域の農業者により設立。

●以降、棚田に彼岸花等を植栽する景観
形成、地元小学生対象の田植え等の農
業体験、そば打ち体験や地元料理の提
供等による都市農村交流、ケーブルテレ
ビや地元印刷会社(ＱＲコードによる動
画配信)と連携した情報発信を推進。

●地元酒蔵と連携した棚田米を用いた「純
米酒すみやま」を製造、販売。

取組概要

●棚田を整備し、市や地元企業と連携しイ
ベントを開催したことで、横のつながり
が広がり、町全体に活気がでてきた。小
学生との交流授業により、子どもたちの
心の教育の一助に。

●ケーブルテレビ等での情報発信に努め
たことで視察団やイベントの参加者が
増え、地域活性化につながった。

●「純米酒すみやま」は仏で行われた日本
酒品評会で金賞受賞。棚田米生産農家、
地元酒蔵等の売上・生産量が増加。

活動成果

すみやま棚田守る会
佐賀県伊万里市二里町中里甲２２２３ Tel ・Fax: 0955-23-3776

６次産業化農山漁村体験 企業等との連携

棚田保全活動で田植え体験

QRコード記載したお酒のポスター
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27 佐賀県 鹿島市

ふるさとの農村環境は ふるさとで守ろう

●地域の農業は、歴史のある「柳瀬水道」
の水を利用しており、農地・水路・道路
等の保全管理活動や施設の長寿命化
の活動と併せて、この「柳瀬水道」の整
備を重要課題として活動。

●農村環境保全活動として、老人クラブと
の花植えや野鳥観察会、小学校との連
携によるクリークへのＥＭ菌投入、「田
んぼの学校」の支援、有明海の水源と
なる山林の下草刈り等に取り組む。

●「田んぼの学校」は年間の米作りを体験。

取組概要

●会の活動を通じて、農地等の適切な維
持管理と併せて、話し合いが増えたこと
で効率的な水利用にも役立っている。

●「柳瀬水道」を維持管理していくために
歴史ある地域資源として体験学習を行
うことにより、次世代へ伝えていこうとい
う意識が高まっている。

●「田んぼの学校」の実施により、子供た
ちの体験活動のほか、農業者も伝統農
法の大切さを再確認し、保護者や地域
住民との交流にもつながっている。

活動成果

北鹿島ふるさと会
佐賀県鹿島市大字山浦甲1564-2 Tel : 0954-63-2853   Fax :0954-62-5087

子ども
（教育・体験）

その他（農地・水
路・道路の管理）

「柳瀬水道」の清掃活動

「田んぼの学校」での田植え北鹿島ふるさと会の総会

自然・景観・伝統

-27-



28 佐賀県 小城市

棚田と彼岸花の里 江里山

●集落の農家24戸で構成。耕作面積11ha。
Ｈ10年より彼岸花祭りを実施。祭りでは、
案山子コンテスト、コンサート等も実施。

●休耕地を活用し、コスモス、ひまわり等
景観作物の他、収益確保のため冬玉ね
ぎやブロッコリー等を栽培。

●H26年より、棚田米のブランド化を図る
ため、菜の花の鋤き込みによる化学肥
料の低減、低温貯蔵庫、精米機、色選
機の導入による品質管理を実施。県特
別栽培農産物の認定を取得。

取組概要

●彼岸花祭り、コスモスやヒマワリ等の景
観作物の植栽等で県内外からの観光
客が年々増加、近年の彼岸花祭りは常
に１千人を超える。

●県内企業による棚田ボランティア活動に
より、休耕地の維持管理にも手が行き
届くようになり、冬玉ねぎやブロッコリー
の栽培で農家の収益が増加。

●棚田米は、販路拡大の取組みやふるさ
と納税返礼品への採用で、Ｈ29年度は
初年度と比べると15倍の7500kg出荷。

活動成果

江里山棚田米生産組合
佐賀県小城市小城町岩蔵4844 Tel･Fax : 0952-72-4677  

６次産業化

彼岸花が咲き乱れる棚田 「江理山棚田米」（左上） イベントでの棚田米の販売状況

女性・高齢者自然・景観・伝統
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●嬉野産大豆を使用した安全・安心な豆
腐を製造し、嬉野温泉の各旅館や飲食
店で提供する地産地消（Ｈ29年大豆消
費量約66㌧）が定着。

●温泉の食文化において新たな商品開発
を進める中で、古来より食されていた湯
豆腐を「嬉野温泉湯どうふ」として確立。

●秋祭り時開催の「湯どうふフェスタ」は来
客数6千人程度とＰＲイベントとして定着。
豆腐のパッケージ統一等により消費者
が安心して購入できるようになっている。

●江戸時代からの名物料理「嬉野温泉湯
どうふ」を全国に広めるため、豆腐の材
料、製造、料理、販売などの一元的管
理と広報活動を推進。

●大豆は市内の集落営農組合・全農・商
社との契約栽培。嬉野産大豆を100％
使用し、添加物は使用しない豆腐を製
造。Ｈ19年に商標登録。

●嬉野温泉の各旅館や飲食店で提供。家
庭でも楽しめるよう豆腐、温泉調理水、
たれ等のセット商品を全国発送。ＰＲイ
ベントとして、「湯どうふフェスタ」を開催。

29 佐賀県 嬉野市

とろーり嬉野名物「嬉野温泉湯どうふ」

取組概要 活動成果

嬉野温泉湯どうふ振興協議会
佐賀県嬉野市嬉野町大字下宿乙2202-55 Tel : 0954-43-0137   Fax :0954-42-0361 

｢食｣の提供・活用自然・景観・伝統

契約栽培大豆生産

湯豆腐フェスタ 大鍋による販売 温泉湯どうふを食する様子
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30 佐賀県 神埼市

クリークの宝！和菱でつなぐ地域の輪

●市の池沼などに群生する水生植物「和
菱」の実を用いた特産品作りに向けH21
年より活動開始。同年、自生和菱を原
料とする焼酎が完成。

●H24年、菓子組合等と連携し、原料の製
造過程で出る菱の外皮を使った菓子
「ひしぼうろ」を開発・販売。H27年、外
皮の成分に高い抗酸化作用が認めら
れ、現在、茶等新たな商品開発を推進。

●これらに伴い、和菱の更なる増産を目
指しH24年から水田栽培を開始。

取組概要

●和菱の利用で自生和菱の採取が継続さ
れ、秋の風物詩「菱の実採り」が継承。
今後の採取者確保に向け、菱の実採取
体験も実施。

●焼酎は福岡国税局酒類鑑評会の本格
焼酎部門で金賞を受賞。製造量はH25
年の710LからH30年には1200Lに拡大。

●和菱の水田栽培も年々拡大し、H30年
は6500ａで栽培。H30年の自生菱と栽培
菱を合わせた製粉量は750kg。

活動成果

神埼市政策推進室 政策推進係
佐賀県神埼市神埼町神埼410番地 Tel : 0952-37-0513   Fax : 0952-52-1120

６次産業化自然・景観・伝統 企業等との連携

小学生の菱の実採取体験

菱の実。茹でておやつとして食される

風物詩「菱の実採り」。ハンギーに乗って一つ一つ摘み取る
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31 佐賀県 基山町

今後の基山の農業を考える

●耕作放棄地の増加、機械の共同利用等
の課題解決に向け、農家全戸が会員と
なる当協議会をH28年に立ち上げ。下
部組織として活動計画、集落営農、農
地利活用、活性化事業の各部会を設置。

●農家全戸アンケート、集落営農の法人
化に関する講演会、新商品開発のため
の地元の米粉を使った試食品の試食会
等を実施。また「基山町ふれあいフェス
タ」で試作品を出展。新規作物導入に
向け、キクイモの先進地視察を実施。

取組概要

●農家全戸アンケート調査や座談会（意
見交換会）の開催で、現況及び今後の
農業について全会員で共有。また、集
落営農法人化の必要性も認識が浸透。

●農産物加工では、新商品開発に向けた
試作品の試食会の開催で町内外の多く
の方と交流ができ、好評を得た。

●今後は、魅力ある農産物加工品を作製
し、町外の方にも興味を持ってもらえる
ようなモノづくりを行いたいと考えている。

活動成果

基山農業活性化協議会
佐賀県三養基郡基山町大字宮浦666番地 Tel : 0942-92-7945   Fax : 0942-92-0741

６次産業化｢食｣の提供・活用 雇 用

棚田女子会の様子（左上） ふれあいフェスタ会場での米粉加工品の試食会
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32 佐賀県 基山町

エミューで「一石四鳥」羽ばたく基山！

●当社はＨ27年に設立。耕作放棄地を活
用し、町おこしに繋げるため、エミュー
の放牧、加工から流通までを担う。

●エミューは草を啄み、走り回ることで、耕
作可能な状態に再生。再生農地で健康
機能食品のキクイモを栽培。またエ
ミュー観賞ができる観光スポットを設置。

●エミュー肉を使った「エミューキーマカ
レー」の商品化の他、地域の食品製造
業者や飲食店と連携し多様な商品開発
を推進。

●当初は放牧する農地の借り入れも同
意が難しかったが、イノシシ等の獣
害対策の効果もあり、以前よりもス
ムーズに農地が利用できるように
なった。

●町の定住促進ＰＲのＣＭのキャラクター
としても使用され、住民の認知度が上
がり、町を代表する鳥となった。

●近年では、エミュー料理を提供する飲食
店も増加し、基山町のご当地メニューと
なっている。

活動成果取組概要

基山町
佐賀県三養基郡基山町大字宮浦666 Tel : 0942-92-7945  Fax : 0942-92-0741 

鳥獣被害防止ジビエ ６次産業化

町の定住促進ＰＲポスター（左上） エミュー放牧の様子

エミュー放牧後のほ場でキクイモ栽培

地元飲食店によるエミュー料理コンテスト
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33 佐賀県 みやき町

秋に咲くひまわりで農村を元気に！

●H12年に18人のグループで「中山間地
山田集落組合」を組織。同組合がH13
年に20aの棚田に、珍しい風景を目指し
て2万本の「秋に咲くひまわり」を作付け。

●その後、「山田のひまわり園」として、町
の新観光名所となるよう、毎年10月下
旬から11月下旬まで60aに10万本のひ
まわりを栽培して一般公開。

●「ひまわり園」開園中は来訪者に棚田米
など農産物を販売するほか、町商工会
が饅頭や弁当、ぼたん汁を販売。

取組概要

●秋に咲くひまわりと紅葉とのコントラスト
を楽しみに年々都市部からの観光客が
増加。H29年は2万人以上が来訪。

●組合員の８割は75歳以上ではあるが、
農産物やブローチ、キーホルダーなど
手作りの小物販売などで意欲が出、都
市住民との会話を楽しむなど、地域全
体に活気が戻ってきた。

●労働力不足を補うため、県の棚田ボラ
ンティア事業を活用し、H30年は企業2
社からボランティアを受入れ。企業との
交流で事業の継続性を確保したい。

活動成果

山田のひまわり園
佐賀県三養基郡みやき町蓑原4903 Tel : 0942-94-2179    Fax : 0942-94-2179  

国内観光 自然・景観・伝統 女性の活躍

ひまわり園の脇ではハゼの紅葉が秋を演出

炎ケイトウとひまわりのコントラストが美しい
会場では農産物の直売も
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34 佐賀県 有田町

棚田でTシャツアート展！

●岳の棚田の農業の活性化と景観保全に
向け、地域農業者、商工業者及び地域
住民の協力による都市農村交流等の
推進を目的にH28年に設立。

●棚田に100枚以上のTシャツ作品を展示
するアート展を開催。Tシャツは全国か
ら募集したデザインをプリント。棚田の
ライトアップや新商品の販売なども実施。

●果樹や畑のオーナーを募集し、オー
ナーとともに耕作放棄地をよみがえら
せ、管理を実施。

取組概要

●「棚田Tシャツアート展」には、約2000人
が来場。地元の高校生、大学生をはじ
め、これまで棚田や農業にあまり関わり
のなかった若い世代や都市部住民を巻
き込むことができた。

●まだ目に見えた成果はないが、イベント
や農園の活動を通じて、地道に支援者
の輪を広げている。

●協議会内に若くて戦略的な人材を配置
し、高齢化によって失われつつある地
域の活力や推進力を取り戻したい。

活動成果

岳の棚田環境保全協議会
佐賀県西松浦郡有田町立部乙2236-1 Tel :  - Fax : 0955-46-4688  

棚田Ｔシャツアート展 Ｔシャツアート展の遠景

玉ねぎの試作加工品

自然・景観・伝統
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35 佐賀県 太良町

農福連携で高付加価値農業を推進

●S59年開所当初より、木工製品等を製作。
H17年より荒廃ミカン園を取得し、海水
農法に着手。この農法は樹木等に年間
5～6回海水を散布するもので、味わい
深くなり、高値で販売できる。

●H21年より、高齢農家に海水農法による
さつま芋等の栽培を委託し、生産物を
買い取る「地域元気営農事業」を実施。

●障がい者88名が主にみかんの栽培やさ
つま芋の収穫、出荷作業の他、木工製
品づくり、きのこの菌床栽培等に従事。

取組概要

●「地域元気営農事業」により、高齢者の
就業の場と生き甲斐を提供（平均委託
費用も事業開始の２倍以上）。

●施設は海水農法により他農産物との差
別化を行い、就労継続Ｂ型の事業所と
しては全国平均の約２倍の工賃を支給。

●太良町でしかできない取り組みを行い、
町のＰＲと活性化に貢献。また、利用者
が地域に出向いて作業することにより、
障がい者への理解が進んだ。

活動成果

社会福祉法人佐賀西部コロニー
佐賀県藤津郡太良町大字大浦乙1840-2 Tel : 0954-68-3211   Fax : 0954-68-3212 

女性・高齢者医療・福祉 その他（高付加価
値農業）

みかん園での海水散布の状況

「海水さつま芋」の貯蔵状況「海水みかん」のブランド名で高値販売
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