
148 鹿児島県鹿児島市

●構成員25名。加工品の開発、直売所
での販売とレストランを運営。

●頻繁に爆発する桜島の灰は収穫前
の作物を覆い商品価値が落ち、自家
消費するしかなかったが、加工する
ことによって特産品として再生。

●郷土料理をメニューの中に取り入れ、
カンパチなど桜島の地元食材をＰＲ。
料理に使用している味噌、ドレッシン
グﾞ等は直売所で販売していることを
紹介。

取組概要

●販路が広がり売上も増加。年々使用
する地元農産物も増加。農家収入に
貢献。H29年の農産物代は317万円。

●桜島の小みかん・桜島大根の商品
開発に取り組み、レストランの料理に
使用することで、桜島農産物の消費
拡大と観光客の増加に貢献。

●市民対象の郷土料理教室、地元小
中学校の総合学習の中で桜島の恵
みを紹介するなど食育にも貢献。

活動成果

有限会社さくらじま旬彩館
鹿児島県鹿児島市桜島横山町1722-48 Tel: 099-293-3387     Fax: 099-293-3381 

６次産業化｢食｣の提供・活用 女性・高齢者

桜島の噴火を笑って吹き飛ばせ！！

桜島小みかんと小みかんジュースなどの加工品

桜島小みかんの加工の様子

桜島小みかんの皮を練
りこんだ小みかんうどん
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149 鹿児島県鹿児島市

交流と体験のフィールド グリーンファーム

●H24年、市グリーンツーリズムの交流
拠点施設「観光農業公園（グリーン
ファーム）」を整備。

●野菜の植付け、収穫などの農業体験、
自然の中でのゲームなどの自然体
験、旬の地域農畜産物を使った調理
体験、循環型農業の仕組みを学ぶ
環境学習の４つのプログラムを提供。

●農産物直売所、農園レストラン、キャ
ンプ場等も運営。各施設の機能を生
かし、季節ごとのイベントを開催。

取組概要

●年間で体験メニューは約200種類以
上、約1800回の各種体験を提供。毎
年約3万6千人以上が体験。季節ごと
のイベント開催等により、開園以降、
年間約20万人前後の来園者がある。

●地元生産者との連携による田植え、
お茶摘み、マンゴー収穫などの各園
外体験や、地域住民を講師に招いた
そば打ち体験など、地元住民との連
携強化がグリーンファームの魅力向
上に繋がっている。

活動成果

鹿児島市観光農業公園（グリーンファーム）
鹿児島市喜入一倉町5809番地97 Tel: 099-345-3337    Fax: 099-345-2822 

自然・景観・伝統 農山漁村体験

“喜び入る”展望所から錦江湾を望む 田植え体験（園外体験）

農業体験（サトイモ収穫）

子ども(教育・体験)
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150 鹿児島県鹿児島市

村が活き活き！どんこ（子）も元気いっぱい

●「東日本大震災」をきっかけに、耕作
放棄地再生による「お米を作り」を通
して、被災地支援や都市部の子供達
の「農業体験」をH24年から実施。

●耕作放棄地の再生をメンバーの熱い
思いで成し遂げ、50aを再生。

●都市部の親子連れと地域の高齢者
が田植え、収穫体験等を実施。お米
の現物支援、被災孤児への図書券
の送付、義援金など継続して支援。

取組概要

●地震、水害等の被災地（震災孤児を
含む）への支援は基より、①耕作放
棄地が再生し②参加した子供たちが
感動を体験、また③地域のお年寄り
の生き甲斐にもなり、活動を続けた
ことで④地域住民間に新しい絆が生
まれた。

●この取り組みが、高齢化で居宅周り
の手入れすら出来ない高齢世帯を
支える新たな団体の立上に繋がった。

活動成果

お米で支援プロジェクトチーム「どんこ村」開拓団
鹿児島市小山田町5871番地1 Tel: 099-238-2601     Fax:  099-238-2601    

自然・景観・伝統 女性・高齢者子ども(教育・体験)

収穫後、参加した子供達とともに

平成24年度 福島へお米の出発式再生した田んぼでの街の子供達との田植え
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151 鹿児島県 鹿屋市

放牧養豚で耕作放棄地の再生と6次産業化

●食品廃棄物などを活用した養豚業に
取り組むため、H14年に設立。耕作
放棄地に豚を放牧。数ヶ月で再生さ
れ、再生農地で飼料作物や野菜を
生産。荒れた山林にも放牧。急斜面
でも再生され、クヌギ苗等を植栽。

●1頭当り200㎡以上の広い土地に放
牧。ストレスのない環境とすることで、
薬剤に頼らない豚を育成。豚肉は東
京などの高級レストラン店舗に出荷
するほか、関連会社のレストラン等
で提供。

取組概要

●放牧養豚の取り組みにより、耕作放
棄地10ha、荒れた山林20haを再生し、
景観保全と農林業の再生に貢献。

●放牧養豚及び６次産業化で毎年3千
万円程度を売り上げるとともに、就業
機会が乏しい地域で雇用者数7名を
実現するなど地域活性化に貢献。

●関連会社のレストラン等の取り組み
で、年間2万人以上が地域に訪れ、
交流人口の拡大に貢献。

活動成果

農業生産法人(有)えこふぁーむ
鹿児島県鹿屋市串良町上小原1972番地1 Tel: 0994-45-5611    Fax: 0994-45-5634 

自然・景観・伝統 ６次産業化｢食｣の提供・活用

耕作放棄地での放牧。豚は鼻で土を掘る習性
があり、木の根や草、竹などをエサにする

豚の放牧で再生された農地

レストラン（上）と提供している料理
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152 鹿児島県 枕崎市

枕崎漁港に隣接、新鮮・美味・豊富

●水産物消費拡大のアンテナショップ、
消費者ニーズの把握と付加価値の
高い水産物や加工品の開発、情報
交換の場としてH4年開業。販売施設
とレストランからなる。

●枕崎ブランド鰹「ぶえん鰹刺身」や地
域特産品の鰹節などを販売。「鰹の
わら焼きタタキ作り体験」を提供。

●外国人旅行客獲得に向け、ﾎｰﾑﾍﾟ-
ｼﾞの多言語化やリーフレットを作成。

取組概要

●地域の特産である鰹を利用した「わ
ら焼きタタキ作り体験」の提供により
鰹の消費量が増えるとともに、それ
を目当てに来る観光客が増加。

●今後は地魚を活用したメニューの開
発や販売など国内外観光客誘客に
繋がる事業を手がける。

活動成果

枕崎お魚センター
鹿児島県枕崎市松之尾町33-1        Tel:  0993-73-2311   Fax: 0993-73-2359 

わら焼きタタキ作り体験

ホームページの多言語化

作りたてのかつおのタタキを食す

国内観光
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●滞在型のため、ツル観察センターや
武家屋敷の外国人観光客も増加し、
地域全体に経済効果が出てきている。

●受入農家はタブレットを導入し、翻訳
ソフトの活用により、言葉の不安は
和らいでいる。

●H29年のｲﾝﾊﾞｳﾝﾄﾞ農泊は206人。農
泊を希望するFITが増加し、香港、台
湾、中国、マレーシア、シンガポール、
フランス、アメリカと受入国は拡大。

●H26年から、海外旅行商談会に参加。
農泊･ツル･武家屋敷での着物茶道
体験をｾｯﾄでＰＲ。台湾等の団体ﾂｱｰ
を農泊で受入。香港線のLCC就航に
伴いFIT向けの申込ﾌｫｰﾑ立ち上げ。

●H23年から修学旅行生を農泊受入。
行政･ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾄ機関･農家が連携し
受入拡大。Ｈ29年の受入数は3千人｡

●留学生等による観光資源調査。受入
農家はﾀﾌﾞﾚｯﾄ活用で多言語対応。

153 鹿児島県 出水市

農泊を呼び水に、田舎にインバウンドの風を

取組概要 活動成果

出水市シティセールス課国際交流室
鹿児島県出水市緑町1-3 Tel :0996-63-4059 Fax : 0996-63-1331

インバウンド農 泊

農家向けのタブレット研修、高校生も協力 みかん収穫は出水の人気体験

農家での夕食は、鹿児島の田舎料理

子ども(教育・体験)
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154 鹿児島県 指宿市

地の利を活かせ！観光と農産物

●地域資源の再発掘による地域経済
の向上と、地域間のネットワーク強
化による集落維持の仕組みづくりを
行うため、当協議会をH27年に設立。

●さつまいもの規格外品を利用し、さつ
ま芋ペーストを使ったアイスキャン
ディの商品化を推進。

●鰻温泉のスメ蒸気を使った野菜とイ
モ料理の提供等の体験交流プログラ
ムを提供する交流イベントを開催。

取組概要

●アイスキャンデーの商品開発を行う
ことで、地元事業所での「さつまいも
ペースト化」を進めることができた。

●「さつまいも料理大試食会」の開催、
「東アジア唐芋友好フェス」でのさつ
まいも料理＆土産品の試食等の実
施で、地域の活気が戻ってきた。

●体験プログラム実施により、１次産業
従事者による３次産業への意識変革
と地域全体に経済効果に繋がった。

活動成果

いぶすきの農漁村力協働推進協議会
鹿児島県指宿市湊2-5-33       Tel: 0993-22-3252     Fax: 0993-22-3884

国内観光 インバウンド 農山漁村体験

有名シェフによる「さつまいも料理大試食会」の開催

第7回東アジア唐芋友好フェスタ

さつまいもペーストを
使ったアイスキャンデー

-154-



155 鹿児島県 日置市

今なら間に合う村の再生

●過疎化に歯止めをかけるため、自治
会を母体にH24年より活動に着手。
S36年から続くイチゴの産地。屈み作
業が多いこと等によるイチゴ農家の
減少に対応するため、高設栽培と全
自動型ハウスを導入。農作業負担を
軽減化。地元企業と共同でイチゴの
リキュールを開発・販売。

●新規就農者に対する徹底した営農
指導、若年層の集落活動参加や非
農家の取り込みを推進。

取組概要

●高設栽培と全自動型ハウスの導入
によりイチゴの作付面積が拡大。新
規就農者の受け入れが可能となり生
産量も回復。イチゴリキュールの販
売は、年間を通じてイチゴをＰＲでき、
ブランド価値が向上。

●多面的機能交付金の運営役員を年
代別に男女それぞれから選出するこ
とで、若者や女性の意見を広く活動
に反映。様々な行事・活動を非農家・
若者世代も一体となって推進。

活動成果

中川ふるさと保全会
鹿児島県日置市伊集院町下谷口1960番地1 Tel:099-273-2111  Fax :099-273-8877 

６次産業化 企業等との連携 女性・高齢者

集落内の数箇所にのぼり旗を立て活動をアピール

加工品の販売

イチゴの苗づくり・高設栽培の様子
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156 鹿児島県 日置市

逆境を乗り越えた新産業の成功例！

●市と地元銀行で包括的業務協力協
定を締結し、H26年に当社を設立。新
産業創出としてオリーブ事業に着手。

●品種選定を経て、H27年より市民向
けに苗木購入補助を行い、H30年現
在、市全域で約5千本を植栽。

●加工販売を行う専門店をH26年に開
店。イタリア・スペインの提携農園の
果実を用いたオリーブオイルの販売
を開始。現在4種類のオイルを販売。

取組概要

●H29年にオイル用果実を収穫。採油
施設も完成し、初の日置市産オイル
を搾ることができた。H30年には純日
置市産のオリーブオイルを販売予定。

●H28年に高品質オリーブオイルを配
合した化粧品を販売開始。高評価を
得、初年度から安定した販売を確立。

●農業者への事業説明・営農指導によ
り徐々に耕作者が増え、オリーブ植
栽が増加。

活動成果

鹿児島オリーブ㈱
鹿児島県日置市東市来町湯田1692-1 Tel: 099-273-8873    Fax: 099-273-8877

６次産業化雇 用 企業等との連携

日置市オリーブの木

商品展開植栽の様子

-156-



●共同出荷により、野菜が「売れる」こ
とで、生きがいや健康づくり・所得向
上へと結びついた。また買い物難民
の解消、高齢者の見守り等の役割も
担い、支えあい助け合う地域づくりの
発展に寄与。

●交流人口は年々増加傾向。交流施
設の利用者数は年間6千人。特に大
学の音楽サークルとの交流は10年
以上継続。180人足らずの集落に多
くの子どもや若者が滞在・交流するこ
とで、活気が戻った。

●高齢者送迎事業への取組みを契機
に、H25年に地区住民全員でNPOを
設立。農作物の共同出荷をH27年か
ら実施。28世帯の出荷者から集荷、
10km離れた直売所に出荷。帰り便を
活用して直売所の商品を届ける買い
物サービス等を実施。

●体育館やピザ窯、研修宿泊施設等を
備えた旧小学校跡の交流施設を拠
点に大学の合宿、棚田散策や米作り
体験等を受入。秋祭りでは、農作物
の販売や石窯ピザ体験などで交流。

157 鹿児島県 日置市

地区の住民全員参加のNPO法人！

取組概要 活動成果

日置市役所 農地整備課
鹿児島県日置市伊集院町下谷口1960番地1 Tel :099-273-2111 Tel :099-273-8877 

自然・景観・伝統 企業等との連携 女性・高齢者

高山地区を代表する棚田「尾木場」

集荷の様子。見回りや買物支援も

大学生のｺﾝｻｰﾄ。地元住民の憩い
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158 鹿児島県 霧島市

人・まち・企業を繋げる仲間であり続ける

●H27年設立。地域の課題となってい
た24ヘクタールの休耕放牧地を譲り
受けたことがきっかけ。

●6次産業化を目指し、「にんにく」の生
産栽培に着手。基盤整備を行い、地
元女性、高齢者の雇用及び地元福
祉施設との連携により植え付け、収
穫等を実施。

取組概要

●地域の女性、高齢者、地元福祉施設
との連携も進み、新たな就農人口を
生み出し、地域の特産品の創出にも
つながった。

●他地域からも農業を軸とした「町おこ
し」の企画立案の依頼を受けている。

●今後は、新たなマーケティング、ブラ
ンディングの策定に取り組み、地域
の特徴を活かした若者が戻ってくる
ような地域づくりに取り組む。

活動成果

株式会社高千穂ファーム
鹿児島県霧島市牧園町高千穂3233-41 Tel: 0995-64-4010    Fax: 0995-64-4011 

６次産業化雇 用

休耕放牧地を再生し、にんにく栽培 収穫の様子
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●農家民泊での修学旅行の受入は、
順調に増加。Ｈ26年以降は年間1万
４千人程度を受入。受入地域も当初
は薩摩半島の西半分であったが、現
在は薩摩・大隅半島の全域に広がり、
受入家庭は約1,000軒。

●ｱｰﾄﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄでは「水」をテ－マに展
覧会を行い、作家が提案した作品を
地元住民で制作。その作品を世界に
向けて情報発信。展覧会終了後は、
図録の製作を行い世界の人と共有。

●Ｈ13年より中高生の修学旅行を対象
とした農家民泊事業を「かごしまｸﾞﾘｰ
ﾝ･ﾂｰﾘｽﾞﾑ協議会」（関係19市町で構
成）と連携して推進。民泊では、家族
同様に迎え、恵まれた自然環境の中
で、都会で経験できない体験を提供。

●国際的な環境ｱｰﾄで活躍する「水」の
ｱｰﾃｨｽﾄを招へいし、多くの人の力と
知恵を結集して環境ｱｰﾄを作る「ｱｰﾄ
ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ」をＨ8年より､万之瀬川､花
渡川､枕崎市木口屋集落で実施｡今
年から屋久島にて実施中。

159鹿児島県南さつま市

農家民泊事業１４年。インバウンドに挑戦中

取組概要 活動成果

｢食｣の提供・活用

特定非営利活動法人 エコ・リンク・アソシエーション
鹿児島県南さつま市加世田本町53-6 Tel :0993-53-7270   Fax :0993-76-0022

農 泊

農家民泊 昼食の時間 花渡川ア－トプロジェクト

自然・景観・伝統

関東・関西の中高校受入数推移

農家民泊：午前中働いた後の楽しみな昼食の時間
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●地元スーパー等への野菜、加工品
の出荷で農業出荷額は年々増加。
H30年は、地元スーパーとの共同事
業で惣菜加工場を建設。農産物加
工の品目を拡大。

●開業後5年で、60名を超える雇用を
創出。特に障がい者が働きやすい職
場づくりを行い、多くの障がい者を雇
用（就労継続支援施設を併設）。

●農作業受託により地域農家の営農
継続に貢献｡

●借り手がなかった砂地４haを借り受
け、赤しその栽培を復活。裏作で青
高菜などを栽培。加工施設を新設し、
漬物に加工・販売するほか、漬物
メーカーから浅漬製造を受託。

●栽培加工作業に障がい者が従事。
個人の特性に合わせた作業を訓練｡
足が不自由な方でも作業できる栽培
施設を導入､ﾍﾞﾋﾞｰﾘｰﾌを生産。

●地域農家の人手不足の解決に向け、
甘藷の苗植え作業等を受託。

160鹿児島県南さつま市

6産業化＋福祉で地方の問題を解決！

取組概要 活動成果

株式会社 南風べジファーム
鹿児島県南さつま市金峰町高橋3075-35 Tel :0993-77-3932 Tel :0993-77-3933

６次産業化 医療・福祉雇 用

夏の赤しそ。朝収穫してすぐに塩漬 芋苗植えの受託。今年は10ha

H30年から米も栽培
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161 鹿児島県南九州市

「畑旅」頴娃の日常を楽しむ新たな旅の提案

●商工会を母体とした団体。若手農家
と協力し茶畑に囲まれた景勝地・大
野岳においてお茶をテーマにした観
光誘致をH28年より推進。

●改修した空き家を農業観光の拠点と
して、農家がアテンドする畑での収
穫体験や食事などを組み合わせた
「畑旅」を実施。

●旅行会社とタイアップした着地型観
光商品を造成・販売。

取組概要

●農業地帯を訪れる観光客が増え、体
験者が作物や加工品を購入する流
れができ、農家の所得が向上。

●若手農家による、ニーズが高まりそう
な作物導入や廃棄処分していた農
作物を活用した土産品作りができた。

●豊かな農風景やそこで働く農家の魅
力を商品化することができ、頴娃の
観光地としてのポテンシャルを上げ
ることができた。

活動成果

特定非営利活動法人頴娃おこそ会
鹿児島県南九州市頴娃町別府5202 Tel: 0993-38-0160     Fax: 0993-38-2721 

農山漁村体験 ｢食｣の提供・活用 女性・高齢者

お茶体験プログラムの告知ちらし 農家と連携し開発した商品
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162 鹿児島県南九州市

地元の採卵鶏による、高付加価値商品づくり

●当社は、種鶏・採卵鶏を食肉処理加
工。一般のお客様向けの高付加価
値商品を検討したことがきっかけ。

●冷凍・冷蔵保存が必要な鶏肉類及び
加工品の販路を拡げるため、常温保
管可能なレトルト処理を行った商品
を開発・販売。

●イスラム教徒向け市場に目を付け、
ﾛｰｶﾙﾊﾗﾙ認証を取得し、日本国内
市場向けに商品を製造・販売。

取組概要

●H29年度末現在で10名の雇用創出
効果が生まれている。今後も、市場
の拡大に伴い、より新たな雇用を創
出したい。

●従来、未開拓であった冷蔵保存設備
のないショップへの新規開拓が出来
た。全くの未開拓分野であった在日
ムスリムやインバウンド層への販売
アプローチを図り、新市場を開拓でき
た。

活動成果

株式会社エヌチキン
鹿児島県南九州市知覧町郡3669        Tel: 0993-83-3725    Fax: 0993-83-3717

６次産業化

株式会社エヌチキン（鹿児島県南九州市）

レトルト商品パッケージ（一部）

ハラルフード商品パッケージ

雇 用
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163 鹿児島県さつま町

集落営農による地域農業の活性化

●H11年に基盤整備事業に着手。H13
年に機械の共同利用等を推進する
集団転作組合を設立し、集落協定
（参加者43名）を締結。中山間直払
制度への取組を開始。

●大豆や飼料作物等転作作付け、農
作業受託も推進。H21年に無人直売
所を設置し，トマト・サトイモ等を販売。

●H23年に加工施設を整備し、サトイモ
やさつまいもの規格外品を加工販売。

取組概要

●H24年に組合を法人化。農業機械の
導入、耕作が困難となった農地を法
人が借り受け、水稲、野菜、ＷＣＳの
作付けにより，耕作放棄地の発生を
防止。

●無人直売所や加工施設の活用によ
り地産地消や6次産業化への取組を
進めるほか、地域の小・中学生を対
象とした収穫体験や集落の収穫感
謝祭の開催により、地域住民との交
流が促進。

活動成果

一ツ木集落協定
鹿児島県薩摩郡さつま町7041        Tel:  0996-52-2344     Fax: 0995-52-3514

６次産業化｢食｣の提供・活用

サトイモの協働収穫作業 畜産農家によるＷＣＳの収穫

収穫感謝祭（公設市場まつり）
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●「金吾様踊り」を「人を呼べる祭」とす
るため、新聞やテレビを通して積極
的にPR。その結果、地区内外から約
1600人の観客で賑わう。

●かめ仕込みで熟成させる「金吾さあ」
は、当初(H19年)の400本からH29年
には1,200本と着実に製造量が増加。
収益金の一部で「金吾様踊り」に掛
かる経費の大部分が賄われている。

●日曜朝市も年々、販売高が増加。生
産者と消費者との交流が促進。

●400年以上にわたり、「金吾さあ」の
名で慕われた島津歳久を偲び受け
継がれてきた｢金吾様踊り｣を地元の
大石神社秋季大祭へ奉納。集落ごと
に継承されている多彩な踊りを奉納。
後継者を育成するとともに、廃れてし
まった一部の踊りを復活。

●活動資金を得るため、遊休農地を利
用してさつまいもを栽培｡地域独自の
焼酎銘柄「金吾さあ」を製造・販売。
また「なかっこ日曜朝市」の施設を建
設し､地元産の野菜や加工品を販売。

164 鹿児島県さつま町

伝統を引き継ぐ“中津川の底力！”

取組概要 活動成果

さつま町役場
鹿児島県薩摩郡さつま町宮之城屋地1565-2 Tel :0996-53-1111 Fax : 0996-52-3514

金吾さぁ焼酎大祭の様子

自然・景観・伝統 その他（自主財源
づくり）

地域総出のいも植え
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●ヤクシカの肉は他の鹿肉より「甘み
を感じる味わいとフルーティーな香り
でとても柔らかい」と好評を得ている。

●ペットフードはお土産物として、特に
ペットを預けて来島した方々に喜ば
れている。また、野生鹿のラーメンが
新たな特産物になりつつある。皮を
靴・ジャケットなどに製品化し、その
堅牢性などが高く評価されている。

●ヤクシカが島の資源になり得るとの
認識が広がってきた。

●有害駆除として捕獲されたヤクシカ
が利用されていない状況に心を痛め
た猟友会の有志によりH25年に設立。

●屋久島で捕れたヤクシカの肉を、島
内を中心に鹿児島市、福岡県や東
京などに出荷。捕獲される年間約
5,000頭のヤクシカのうち、10％程度
を解体・精肉し流通。

●骨ガラを主原料に即席ラーメンを製
造販売。クズ肉などを利用し、ﾍﾟｯﾄ
ﾌｰﾄﾞを製造。Amazon等を活用し販売。

165鹿児島県屋久島町

ヤクシカ ゼロ・エミッション

取組概要 活動成果

合同会社89298.com
鹿児島県熊毛郡屋久島町宮之浦421-34 Tel : 0997-42-1129 Fax : 同左

鳥獣被害防止ジビエ ６次産業化

ヤクニク屋の外観

ヤクシカを使ったﾍﾟｯﾄﾌｰﾄﾞ

即席ラーメンパッケージ
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166 鹿児島県屋久島町

自然との共生の農業

●化学物質過敏症の方達が飲めるお
茶づくりを目指し、山の中の荒地を
開墾し、飛散農薬のない茶畑を作り、
有機JAS認定の資格を取得。

●豊富な屋久島の草で堆肥を生産。畝
の間に草を敷きこむ茶草場農法で雑
草を押さえ、土作りに取り組む。

●ウンカに傷つけられた茶葉が醗酵す
る自然の摂理を活かし、紅茶・半醗
酵茶・微醗酵緑茶を生産。

取組概要

●「10年ぶりに緑茶が飲めた」と化学物
質過敏症の方から喜ばれ、自然栽
培茶の売上は自然災害等で生産量
が左右されるが、着実に伸びている。

●無農薬無化学肥料の自然栽培のお
茶作りを確立しつつあり、島内で有
機JASを取得される者が増加。

●近年、本土から青年や農業移住希
望の夫婦を受入れ。当社に就職・移
住を希望される者も増えつつある。

活動成果

屋久島＠深山園
鹿児島県熊毛郡屋久島町中間695 Tel : 0997-48-2915 Fax : 0997-48-2915

６次産業化自然・景観・伝統 移住・定住

紅茶から微醗酵緑茶まで醗酵度により味が違う

粉末緑茶には残留農薬ゼロの
基準が求められる

東京より農業ボランティア
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167 鹿児島県 龍郷町

シマの食べ物ですくすく育て子どもたち！

●奄美地域の平均寿命は県及び全国
平均を下回る。小中学生に伝統食を
給食で体験させることで健康寿命の
延伸につながるのではと考え着手。

●伝統野菜を努めて献立に組み入れ、
その野菜に関する情報をひとくちメモ
や食育だよりで保護者に周知。

●小学校低学年には写真を示してシマ
野菜の名前を覚えてもらい、高学年
には行事食を知らせる授業を実施。

取組概要

●児童から、今年も給食にかしゃ餅（節
句に食べられている伝統的な菓子）
を出してほしいと要望があり、生産者
に伝えたらたいへん喜ばれた。

●そてつでんぷんを利用したナリガユ
は、食糧不足の時代に島民の命を
救ったが、現在は食べる機会も失わ
れている。初年度は「まずい」という
意見しかなかったが、2年目には祖
先の知恵や食べ物が充分にあること
への感謝もつづられるようになった。

活動成果

龍郷町立学校給食センター
鹿児島県大島郡龍郷町浦26番地ロ Tel: 0997-62-5570     Fax: 0997-62-5571 

｢食｣の提供・活用

もっと知りたいシマの食べ物

地場産物の写真を見せる食育授業

生産者を招待した給食

子ども(教育・体験)

-167-



●加工品の開発・販売で地域活性化に
寄与。法人化で島内での雇用促進、
６次産業化に貢献。売り上げは、着
実に増加。

●カフェは、観光客や島内住民に親し
まれ､サラダに使用し好評のそら豆ｸ
ﾙﾄﾝを今年から商品化し、販売。

●観光船寄港時への出店、首都圏の
奄美群島物産展への出展、自社ﾌｪｲ
ｽﾌﾞｯｸでの喜界島の魅力の発信など
島のＰＲに貢献。

●地元産品を活用した地元振興に向け、
町内加工場を利用し、ごま商品の研
究・開発を開始したのがきっかけで、
H15年に設立。H27年に法人化。

●助け合い励まし合う「結いの心」を
モットーに、消費者と共に喜び合う安
心・安全の島の特産品開発を推進。

●ごま・みかんﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ、そら豆茶、黒
糖そら豆粉、豆菓子等を開発。島内
の加工ｾﾝﾀｰ内等で販売。併設するｶ
ﾌｪで、喜界島産に拘るﾊﾟｽﾀ等を提供。

168 鹿児島県 喜界町

喜界島の風土が育んだ味をお届けします

取組概要 活動成果

喜界町生活研究グループ連絡協議会・合同会社 喜界島 結い
鹿児島県大島郡喜界町湾1298番地 Tel :0997-65-0958   Fax :0997-69-3155

６次産業化

島内祭りで喜界島特産品をＰＲ

喜界島産白ゴマ加工品

｢食｣の提供・活用 女性・高齢者

結いカフェ案内とメニュー
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●島そら豆は、島内自家消費や緑肥と
しての利用だったが、醤油の原材料
として買い取ることで、農家所得の向
上につながった。

●収穫体験はＳＮＳを活用して集客。多
くの参加者を集め、島そら豆に興味
を持ってもらうことができた。

●ﾌｪｲｽﾌﾞｯｸ等で、そら豆醤油は小麦・
大豆ｱﾚﾙｷﾞｰの方でも使えること、葉
酸の数値が高い等機能性をPR。島
そら豆を使った特産品も発信。

●喜界町の農産物を活用した特産品
の開発育成のため、H18年に設立。

●在来の島そら豆を使用した豆醤油を
開発。さらにH29年喜界島産の自然
海塩を使った日本初の純国産ｸﾞﾙﾃﾝ
ﾌﾘｰ醤油を製造。H30年販売予定。

●フェイスブック等を開設し、島そら豆
を使った特産品や喜界島の情報を
発信。親子を対象の島そら豆収穫体
験を行い、その価値を次世代に継承。

169 鹿児島県 喜界町

島の伝承野菜を活かしキラリと輝くいい島へ

取組概要 活動成果

喜界町農産物加工センター
鹿児島県大島郡喜界町湾1298番地 Tel : 0997-65-3666 Fax : 同左

６次産業化自然・景観・伝統 ｢食｣の提供・活用

喜界島産の在来島そら豆 [特徴：小ぶりで濃厚] 

純国(島内)産島そら豆しょうゆ

喜界島の海で作られた自然海塩
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170 鹿児島県和泊町

小さな離島でも６次産業化の芽吹きを！

●さとうきびの搾りかす（バガス）を菌床
としたキクラゲ生産の再建を図るた
め、H20年に当社を設立。

●中国産の乾燥キクラゲとの差別化を
図るため、「沖永良部島の一部にし
かない自生菌を使った生キクラゲ」を
生産。消費者が安心して購入できる
よう県が定めた農産物認証制度K-
GAPをキクラゲでは、第１号として５
年前に取得し、重金属や細菌検査を
実施。大学と連携し、ミネラル成分や
機能性の優位性も証明。

取組概要

●島固有のキクラゲ自生菌を現地・栽
培ハウスから採取組織分離培養。
商品の付加価値を高める取組やさと

うきび生産と連携した循環型生産の
取組がＴＶや新聞等の各種メディア
にも取り上げられ、島の特産品の１
つとして認識されている。

●現在、大手スーパー、百貨店にも卸
し、全国的な認知度も高まり、直近
５ヶ年で生キクラゲの出荷量は1.5倍
以上、売上は2倍以上の7000万円程
度に増加。

活動成果

沖永良部きのこ株式会社
鹿児島県大島郡和泊町皆川865 Tel:0997-92-3165 Fax : 0997-92-1196 

６次産業化自然・景観・伝統 ｢食｣の提供・活用
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1.5倍以上の増加

身が分厚くて評価の高い生キクラゲと加工品 生産量は1.5倍以上に増加

自生菌を大切に培養
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