
全国選定地区

長崎県 雲仙市 農事組合法人守山女性部加工組合 伝統野菜「雲仙こぶ高菜」で地域おこし

長崎県 壱岐市 『島のめぐみ観光農園』プロジェクトチーム 壱岐の島が元気になれば、日本が世界が元気になる！

宮崎県 高原町 農事組合法人はなどう 麦を中心とした6次産業化にパワー全開

熊本県 玉名市 小岱山薬草の会 薬草食べて元気な町に

鹿児島県 南大隅町 社会福祉法人 白鳩会 農福連携で過疎化になやむ地域おこしを！

福岡県 久留米市 城島町土地改良区 蘇る酒どころ城島、豊かな環境を次世代へ繋ぐ

大分県 宇佐市 NPO法人安心院町グリーンツーリズム研究会 グリーンツーリズムの発祥の地「安心院町」

宮崎県 高千穂町 高千穂ムラたび協議会　 限界集落が挑戦する未来のムラづくり

福岡県 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～

佐賀県 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

熊本県 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

福岡県 太宰府市 福岡県立福岡農業高等学校 食品科学科梅研究班 地域の縁を繋ぐ「太宰府梅サイダー」

大分県 豊後大野市 株式会社 成美 地域資源と女性愛で「美味しい笑顔」を創る

大分県 国東市 ウーマンメイク株式会社　 女性が輝く！女性だけの農業法人

宮崎県 串間市 株式会社 くしまアオイファーム 小芋で世界へ～強い農業はこえていく～

佐賀県 伊万里市 すみやま棚田守る会 すみやま棚田米が世界へ！

長崎県 大村市 有限会社シュシュ 年間50万人が訪れる農業テーマパーク

宮崎県 五ヶ瀬町 特定非営利活動法人五ヶ瀬自然学校 進化した複合型農林業システムで地域づくり

鹿児島県 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

福岡県 糸島市 株式会社いとしのいとしま 地魚BANKでうまい魚をこれからもずっと！

熊本県 人吉市 郷土の家庭料理 ひまわり亭 “食”でまちづくり・人づくり・元気づくり 

※各団体の取組概要は以下の農林水産省HPの「選定地区紹介」を参照

→　https://www.discovermuranotakara.com/
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九州農政局選定地区

年度 県 市町村 団体名 キャッチフレーズ

福岡県 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～

佐賀県 多久市 社会福祉法人もやいの会 障がい者の働きたいをカタチに－ トマト工場

長崎県 大村市 有限会社シュシュ 農業エンターテインメント！日本一の直売所

長崎県 南島原市 一般社団法人南島原ひまわり観光協会 第二の故郷・南島原を目指して

熊本県 八代市 やつしろ菜の花ファーム９８７ 日本文化い草（畳）と菜の花プロジェクト

大分県 宇佐市 株式会社生活工房とうがらし 生活工房とうがらしから伝える大分の食

宮崎県 五ヶ瀬町 特定非営利活動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村づくり

鹿児島県 南さつま市 特定非営利活動法人エコ・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

福岡県 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！

佐賀県 佐賀市 農家民宿 具座 本当の田舎三瀬 ここから世界へ！

長崎県 平戸市 根獅子（ねしこ）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

長崎県 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

熊本県 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！

大分県 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

大分県 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

宮崎県 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

鹿児島県 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

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

福岡県 筑紫野市 株式会社ちくしの農園 アジアの人が集うストロベリーフィールズ 

福岡県 筑紫野市 特定非営利活動法人よか隊 農業・環境・福祉を繋いだ生命循環システム 

福岡県 みやま市 伍位軒集落協定 集落みんなで守る！中山間地域とみかんの里 

佐賀県 佐賀市 有限会社西山田農園 地域資源を活用！農業のテーマパークづくり

佐賀県 伊万里市 すみやま棚田守る会 地元企業との連携で棚田が元気に！ 

佐賀県 みやき町 山田のひまわり園 秋に咲くひまわりで農村を元気に！ 

長崎県 島原市 株式会社トトノウ 農家と移住者で農業の新しい形を創る！ 

熊本県 宇城市ほか くまもと☆農家ハンター 地域と畑は自分達で守る！若手農家の猪対策 

熊本県 上天草市 上天草物産館さんぱーる出荷協議会 地域の宝（食材）で元気と笑顔を!! 

熊本県 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 

熊本県 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！ 

大分県 宇佐市 株式会社ドリームファーマーズJAPAN 4H活動が生んだ6次産業と地域おこし物語 

大分県 宇佐市 三和酒類株式会社安心院葡萄酒工房 安心院ワインで乾杯～ワインが紡ぐ～ 

大分県 豊後大野市 農事組合法人芦刈農産 甘藷で躍進する集落営農組織 

宮崎県 日南市 酒谷むらおこし株式会社(道の駅酒谷) 小さな村の大きな挑戦！酒谷の宝ここにあり 

鹿児島県 屋久島町 屋久島＠深山園 自然との共生の農業 

鹿児島県 和泊町 沖永良部きのこ株式会社 小さな離島でも6次産業化の芽吹きを！ 

佐賀県 伊万里市 NPO法人伊万里はちがめプラン 生ごみを宝に持続可能な地域社会を目指して

長崎県 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

長崎県 西海市 特定非営利活動法人雪浦あんばんね 世界と繋がるゆきのうら

熊本県 菊池市 熊本県立菊池農業高校グリーンライフ研究班 農業高校生が興す！田舎の萬屋プロジェクト

熊本県 芦北町 芦北地域林業研究グループ 先人が守り育てた山林を未来に受け継ぐ

熊本県 湯前町 幸野溝土地改良区 世界かんがい施設遺産の里で学ぶ！

大分県 大分市 国東半島宇佐地域世界農業遺産推進協議会 次世代につなげよう！世界農業遺産の輪

大分県 豊後大野市 有限会社清川ふるさと物産館夢市場 地域が残れば「道の駅」も残る！！

鹿児島県 南さつま市 有限会社　清木場果樹園 完熟きんかん等を使った加工品の開発の取組

鹿児島県 肝付町 村商株式会社 全ての人へ感謝をエネルギーに！

福岡県 筑前町 株式会社筑前町ファーマーズマーケットみなみの里 食で筑前町を発信！＆食べて応援！

佐賀県 佐賀市 池田　大志氏 地域資源を活かし農業を「農産業」へ

長崎県 諫早市 長崎県立諫早農業高等学校食品科学部 長崎県農産物を用いた地域活性プロジェクト 

熊本県 山都町 蘇陽農場 女性が創る農福連携！多様な雇用で笑顔一杯

大分県 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

宮崎県 椎葉村 焼畑蕎麦苦楽部 山は友達・命の源　～続けることが力～

鹿児島県 南九州市 瀬川　知香氏 農業・宿泊業・観光業　田舎の暮らしを体感できる暮らし旅行社。

※九州農政局選定はH28年度より実施。各団体の取組概要は以下の九州農政局HP（各年度の「農山漁村活性化事例集」）参照。
H28年度 http://www.maff.go.jp/kyusyu/keikaku/discover/kaseika_jireishu.html
H29年度 http://www.maff.go.jp/kyusyu/keikaku/discover/29kaseika_jireishu.html
H30年度 http://www.maff.go.jp/kyusyu/keikaku/discover/30kaseika_jireishu.html
Ｒ１年度 https://www.maff.go.jp/kyusyu/keikaku/discover/R1jireisyuu.html
Ｒ２年度 https://www.maff.go.jp/kyusyu/keikaku/discover/R2jireisyuu.html
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