
農林水産大臣賞 竹原農地･水･環境保全会（岐阜県下呂市）

１ むらづくりの内容及び成果

（１）地域の沿革と概要

下呂市は岐阜県の中東部に位置し、飛騨木曽川

国定公園や県立自然公園に指定されるなど自然豊

かな地域である。日本三名泉の一つの下呂温泉に

は年間約100万人の観光客が訪れている。山林が市

の面積の91％を占め、河川に沿った平坦地とゆる

やかな斜面を利用して、農業地、商業地、住宅地

などが混在しており、農用地は２％である。

竹原地区は、御厩野、野尻、宮地、乗政の４つ
み ま や の の じ り み や ぢ のりまさ

の集落からなり、昭和の合併（昭和30年）以前は

岐阜県益田郡竹原村であった。

竹原地区は下呂市の東南に位置し、東は舞台峠

を境に中津川市加子母地区と接し、北は鞍掛峠、白草山の嶺を境に長野県王滝村に

接している。南は下呂市上原地区と接し、西は竹原川の流れに沿って下呂市内に続

いている。

昭和30年代までは養蚕が盛んに行われ、桑畑が広がっていた。その後全国的な養

蚕業の衰退により、桑畑から他作物への転換が図られ、地区内農家の研究により、

こんにゃく芋の栽培が盛んとなった。

また、昭和30年代後半からは、寒暖差の大きい気候条件を活かした夏秋トマト（桃

太郎）の栽培が盛んになり、現在は下呂市内で随一のトマト産地となっている。大

玉トマトの生産の他に、フルーツトマトの観光農園による都市住民との交流や、フ

ルーツトマトを原料としたトマトジュースの販売を行っている。

近年、地域の豊かな水を利用して、施肥、水管理等にこだわりを持って栽培した

米が、全国レベルの食味コンクールに上位入賞しており、そのブランド力を活かし

て販売を行っている。

（２）むらづくりの動機、背景

ア むらづくりを推進するに至った動機、背景

当地区は、昭和30年４月に下呂町、竹原村、上原村、中原村が合併して下呂町と

なり、さらに、平成16年３月に下呂町、金山町、小坂町、萩原町、馬瀬村が合併し
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て下呂市となった。

２度の市町村合併で、①旧竹原村の地域の連帯感や住民同士の意思疎通が希薄に

なること、②代々受け継がれてきた農村景観、農村伝統文化が失われていくこと、

③営農意欲の低下を招く鳥獣被害の拡大、耕作放棄地の増加等、集落機能を維持し

ていくために解決すべき課題が山積していることから、御厩野、野尻、宮地、乗政

の各地区の自治会長等が地域ぐるみのむらづくりを推進していくことが必要である

と考えるようになっていた。

イ むらづくりについての合意形成の過程

平成19年度に始まった「農地・水・環境保全対策」に取り組むため、平成19年４

月に４つの自治会が、それぞれ「御厩野ふるさと会」、「野尻花の里済美隊」、「宮
せ い び

地ふるさと環境保全会」、「ふるさと乗政を守る会」を結成した。

これらの組織の結成と同時に、４つの組織間の情報共有と農村の環境保全を更に

充実させるため、各組織の代表者が地域の全住民が会員である「竹原農地・水・環

境保全会」を設立した。

ウ 現在に至るまでの経過等

竹原農地・水・環境保全会設立後、地区のテーマを「美しい田園・頑張る農村！」

として、農村環境保全活動に加えて、竹原農地・水・環境保全かわら版の発行、竹

原見どころＭＡＰの発行、農村ウォーキングの実施、ふれあい農園・共同農園の設

置、農村歌舞伎の継承、農村文化の継承、都市住民との交流に取り組んでいる。

（３）むらづくりの推進体制

ア 組織体制、構成員の状況

竹原農地・水・環境保全会は、「御厩野ふるさと会」、「野尻花の里済美隊」、「宮

地ふるさと環境保全会」、「ふるさと乗政を守る会」の各組織の代表者が推進メン

バーで、全住民が構成員の組織である。

イ 連携してむらづくりを行う組織、団体及び行政との関係

「御厩野ふるさと会」、「野尻花の里済美隊」、「宮地ふるさと環境保全会」、「ふ

るさと乗政を守る会」の各組織は、自治会長、婦人会長、子ども育成会長などの各

種団体の長が役員となっていて、これらの各種団体の活動方針が各組織の活動、ひ

いては、竹原農地・水・環境保全会の活動に反映されている。

なお、各組織は、下呂市と連携して、環境保全活動、農村ウォーキングの説明、

他県からの視察団体の案内、修学旅行生の受入れの調整などを行っている。



ウ むらづくりに関して、連携する他の組織、団体との関係

① 鳳凰座保存会（会員35名）

江戸時代中期から竹原地区に伝わる農村歌舞伎を保存

するために組織化された。構成員は、竹原地区の小学生

から88歳までの幅広い世代からなる演者が中心である。

② ディベロップ・ボランティア・クラブ（会員30名）

乗政地区に自生する国の天然記念物シダレグリ（注）の天敵であるクリタマバ

チの防除とシダレグリの増殖のために結成された。

現在は、シダレグリの保存・管理活動に加えて、シダレグリまつりの企画・運

営、南北街道（下呂～東山道中津川）の保存・管理活動を行っている。

（注）ヤマグリが突然変異し、枝が垂れ下がり枝垂れ状になったもの

③ 大威徳寺跡保存会（会員20名）

御厩野地区にある県指定文化財である大威徳寺跡（注）の調査研究、史跡の適

正管理、周辺の道路の改良、国指定文化財への要望活動、発掘調査を行っている。

（注）源頼朝が鎌倉幕府を開いた時、頼朝の寺院建立の命を受けた文覚上人がこの地に来て、

建立したと伝わる寺の跡

④ 有限会社下呂特産加工

昭和62年9月に地域特産品の製造と販売を目的に御厩野地区に設立された食品

製造企業である。トマトジュース、リンゴジュース、こんにゃくを製造し、生協

を通じて東京方面に販売している。ジュースのパックには、地域の間伐材を原料

とした紙缶を使用している。

また、平成11年に竹原地区を通る国道257号線沿いに下呂特産直売所を設置し、

販売を通じて地域の特産品のＰＲ活動を行っている。

⑤ ＪＡひだ南益田直売所

地域の要望を受け、昭和63年に竹原地内の国道

257号線沿いに市内で初めて開設した。

竹原地区で生産された農産物及び農産加工品を

中心に販売しており、農家の収入増加につながっ

ている。また、少量でも販売できることから、高

齢者の生きがいと健康維持にもつながっている。

鳳凰座

直売所で野菜苗の販売



（４） むらづくりの農林漁業生産面への寄与状況

ア 農林漁業生産、流通面の取組

① 米

竹原地区は平坦部が少なく、55haの棚田が点在していて営農条件は恵まれてい

ないが、豊かな水を利用して、稲作を行っている。

中でも野尻地区の合資会社「源丸屋ファーム」は、地域の水田農業の担い手と

して地区内農地の約11haを集約している。ほ場ごとに施肥量、水管理を適切に行

う栽培法で、コシヒカリの約1.5倍の粒の大きさである「いのちの壱」（商品

名：銀の朏）を栽培し、数々の全国レベルの食味コンク
ぎんのみかづき

ールで入賞し、地域の米のブランド化に貢献している。

また、竹原地区を通る国道257号線沿いにあるドライブ

イン舞台峠観光センターで銀の朏を使用した五平餅を生

産・販売し、好評を得ている。

なお、地区の棚田は、岐阜県内で後世に伝えたい棚田

である「ぎふの棚田21選」に選ばれている。

② トマト

竹原地区は、下呂市内でも最もトマト栽培が盛んな地域である。

中でも、野尻地区の有限会社「おこし農園」は、昭和30年代に飛騨地域のトマ

ト栽培先駆者として雨よけハウス栽培を開始した。現在は野菜苗、花苗や野菜の

ネットショッピング、観光農園を行っている。農薬を極力使わない農業にこだわ

左：いのちの壱

右：一般的なコシヒカリ
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っていることから全国各地に顧客がおり、下呂市産農産物のＰＲに一役買ってい

る。

乗政地区の合資会社「大黒屋農園」は、水稲、トマト、菌床しいたけ、野菜苗

の生産販売を行う農業生産法人であり、トマト2.8ha、菌床しいたけ20万ブロッ

クは下呂市内で一番大きい規模である。地域住民を常時雇用で19名、臨時雇用で

25名を雇用しており、地域の雇用の確保に寄与している。経営者は県指導農業士

として、新規就農者の受入れを通じて地域農業の発展に寄与してきた。

御厩野地区の「杤本農園」は、1.2haの畑で観

光農園（フルーツトマト狩り）を経営しており、

７月から10月までに約３千人の入込客数がある。

県外からの客が多く、都市住民の交流の場となっ

ている。経営者は県指導農業士であり、下呂市内

の農業者や新規就農者の育成に寄与している。

なお、これらの農家の研修は、農業後継者の育

成だけでなく地区外からの定住の促進に大きく寄

与している（注）。

（注）ここ数年だけでも、研修後、新潟県と京都府出身の夫婦が御厩野地区で、名古屋市出

身の男性が乗政地区で就農している。

③ ブルーベリー

乗政地区の「田上農園」が、エコファーマーの

認定を受ける等、環境に配慮した方法で、50aの

畑で約1,700本のブルーベリーを栽培している。

６月下旬から10月下旬まで観光農園（ブルーベ

リー狩り）を行い、約２千人の入込客があり都市

住民の交流の場となっている。

また、ジャム、ジュースのほか地ビール製造業

者と連携しブルーベリー発泡酒を開発し、オン

ラインショップで全国の消費者にブルーベリー加工品を販売している。

④ こんにゃく

竹原地区では昭和30年代からこんにゃく芋の生産が始まり、地区の製造業者に

よりこんにゃくが製造・販売されており、在来種の生芋から丁寧にすりおろして

作る製法のこんにゃくは、歯ざわりが滑らかでおいしいと評判である。

有限会社下呂特産加工の子会社の株式会社「マンナン工房ひだ」が岐阜大学と

の共同研究により冷凍用こんにゃくを開発し、製造工場を６次産業化ファンドの

フルーツトマト狩り

ブルーベリー狩り



出資を受けて地区内に建設する予定で、地域雇用の拡大や原料となるこんにゃく

芋の生産拡大が期待される。

⑤ 舞茸

宮地地区の有限会社「飛騨舞茸」が、岐阜県内から産出される多孔質で吸着作

用がありミネラル溶出量が多いといわれる麦飯石を利用して浄化した水を使用し

舞茸生産を行っている。同社では、箱詰め、パック詰めなどの農業体験も行って

いる。

⑥ 林業

以前は、乗政、御厩野地区に専業の林業家がいたが、現在は兼業の林業家のみ

となっている。

竹原地区には、下呂総合木材市場、南ひだ森林組合及び下呂市内の建築業者が

出資して作った下呂プレカット協同組合が存在し、旧下呂町の林業の拠点地区と

なっている。

イ 生産力の向上、生産・流通基盤の整備等の取組

各地区住民の水路の土砂上げ、畦畔の除草などの基礎活動、農道・水路等の修理

・補修などの向上活動により、農業用排水路が常に適切に維持管理され、農業生産

力向上に寄与している。

また、近年農産物の鳥獣被害が増加傾向にある

ため、野尻花の里済美隊は平成21年に鳥獣捕獲組

織「野尻鹿亥猿隊」を組織した。隊員がローテー
か い えん

ションを組んでそれぞれの守備範囲を定期巡回

し、追払い、捕獲活動により鳥獣被害を減少させ

ており、営農意欲の向上につながっている。野尻

鹿亥猿隊の結成後、猪62頭、鹿40頭、カラス20羽

など、合計で170個体を捕獲している。

ウ 後継者の育成・確保の取組

耕作放棄地を再生させたふれあい農園・子ども会畑・共同農園は世代を超えた農

業体験の場となっており、子ども世代が農業・農村に関心を持つ場を提供している。

さらに、小学校で棚田や農村の大切さについての出前講義、田んぼや川の生き物調

査を行い、地区で育つ子供たちが農村を大切にする意識を育んでいる。

また、現在県指導農業士である農業者や過去に県指導農業士であった農業者が就

農希望者の研修の受入先となり、平成20年から平成26年までに13名を受け入れてき

野尻鹿亥猿隊



た。これらの研修生のうち２名は地区内に就農し、残りの者もすべて市内に就農し

ている。

（５）むらづくりの生活・環境整備面への寄与状況

ア 生活・環境整備面の取組

① 竹原農地・水・環境保全かわら版の発行

年４回、１回1,250部を発行し、地区の全戸（約1,000戸）、小・中学校、行政

機関等に配布し、地域の活動内容を紹介している。

かわら版の発行により地区内の活

動の情報共有が図られているほか、

地域資源の再発見、再認識の場とな

り、地域ぐるみの活動のための道具

となっている。

また、４つの組織それぞれの活動

が広報されるため、各組織間のむら

づくり活動に競争心が生まれ、お互

いに切磋琢磨しながら活動を行うこ

とでむらづくりの意識の向上に寄与

している。

② 農村ウォーキングの実施

平成19年から春と秋に行っている。

当初は地区住民の情報共有と地域資源

の再確認のためであったが、平成21年

からは竹原地区の魅力を広く情報発信

するために地区外からの参加者を募っ

ている。

近年では地区外の参加者の割合が増

え（平成27年４月の参加者の75％が地

区外）、地区外住民との交流の場とな

っている。

また、地区外から参加者が訪れるため、水路清掃・改修、畦畔の除草、家の周

りの花飾りなどに取り組み、農村環境が飛躍的に向上している。

竹原農地･水･環境保全かわら版

農村ウォーキング



イ 生活条件の改善・整備、コミュニティ活動の強化、都市住民との交流等の取組

① 農村環境保全活動の実施

各組織が水路の土砂上げ、畦畔の除草などの基礎活動、農道・水路等の修理・

補修などの向上活動に取り組んでいる。

② ふれあい農園・子ども会畑・共同農園の設置

耕作放棄地を再生させて、３か所に農園を設置している。

・ 滝ヶ洞ふれあい農園（野尻） 約700㎡ 平成19年開設

・ 子ども会畑（御厩野) 約200㎡ 平成19年開設

・ 共同農園（乗政） 約700㎡ 平成24年開設

これらの農園は行けばいつでも誰かと交流が図れる場「青空公民館」と名付け、

農作業を通じて、子ども世代、親世代、祖父母世代の３世代が世代を超えて、農

家、非農家を超えた交流の場を創出している。

ふれあい農園・子ども会畑・共同農園での

活動は、子どもたちの農業、農村に対する理

解が深まるだけではなく、地区内には子ども

たちの元気な声が響き、地区の活性化につな

がっている。

また、農園で収穫された野菜の一部を民生

委員のメンバーが地区内の独居老人や地区の

給食センターに無償で提供している。

③ 農村歌舞伎の継承

江戸時代中期から伝わっており、昭和20年代までは地区の各神社の境内にある

芝居小屋などで演じられていたが、現在は、御厩野の鳳凰座で、鳳凰座保存会が

演じているものだけが残っている。

毎年５月３、４日の定期公演会のほか、年

に１、２回特別公演を行っている。

全国から多くの地歌舞伎ファンが訪れてお

り（平成27年公演時の駐車場の車の７割が他

県ナンバー）、地区外の住民に竹原地区の魅

力を発信する場となっている。

とうもろこしの植付（ふれあい農園）

歌舞伎公演（鳳凰座）



④ 農村文化の継承

約150年前から続く虫追い行事（松明立

て）、節分の「鬼めくり」、どんど焼き、各

神社の祭礼等年中行事は地区の住民の絆を

深める場となっているだけでなく、故郷を

大切に思う気持ちが祖父母世代、親世代、

子ども世代へと受け継がれている。

⑤ 竹原見どころＭＡＰの発行

平成20年から年１回5,000部発行し、地区の全戸のほか、下呂温泉街の観光・

宿泊施設、タクシー会社、コンビニ等に

配布している。

マップの表では名所旧跡のほかに、観

光農園、花木の観賞場所、食事場所、美

しい農村景観や棚田を体感できる場所を

紹介し、裏ではそれぞれの場所の見頃、

行事の開催時期を写真付きで紹介してい

る。最近、マップを頼りに竹原地区を訪

れる観光客が増加している。

⑥ 都市住民との交流

乗政の大滝、滝ケ洞、しょうぶ園などの

名所・旧跡だけでなく、ブルーベリー狩り、

フルーツトマト狩りの観光農園は都市住民

との交流の場となっている。

また、平成25年からは大阪市立寝屋川中

学校の修学旅行生を受け入れており、トマ

トのパック詰め体験、ブルーベリー加工品

等の販売体験などを通じて住民との交流が

図られている。

ウ 地域への定住促進、女性の社会参画促進の取組

① 乗政地区三ツ石集落

乗政地区の東の山中にある「三ツ石集落」は、総戸数36戸、人口168人のうち、

虫追い行事

竹原見どころＭＡＰ

修学旅行生受入（トマトパック詰め体験）



子どもの数が45人で人口に対する

割合が26.8％と下呂市全体の15.2

％に比べ10ポイント以上も高くな

っている。

三ツ石集落は、集落のことは住

民全体で解決していこうという高

い意識の下で、子どものプールや

高齢者のゲートボール場を手作り

で建設し、道路用地に無償で土地

を提供し、取水地を誘致し上下水

道の整備を進めるなど生活環境を

良くするとともに農村の原風景を

守ってきた。

また、子供たちには伝統行事等に参加させてふるさとを守り育てるという意識

を醸成させ、新たに居住した嫁には若い母親のグループが地域に溶け込みやすい

環境づくりを行っている。

これらの活動により親世代の生まれ育った地区に対する思いが醸成され、定住

が促進されることにより他の地区と比べ子どもの数が多くなったと考えられる。

竹原農地・水・環境保全会は、三ツ石集落のように竹原地区全体の定住が促進

し、子どもの声が響き渡る地区になることを目標に活動を行っている。

② あしたば会

代表（男性）と地区の女性約20名で構成する組織で、月に２回、独居老人にふ

れあいの場を提供している。

また、ふれあい農園・子ども会畑・共同農園で収穫された農作物を利用した弁

当をつくり、年数回、独居老人に提供している。

③ よしまきだんご講習会

子供を持つ母親を対象に、端午の節句に食

べる「よしまきだんご」の講習会を開催して

いる。

この講習を受けた母親たちは小学校で子ど

もたちと一緒によしまきだんごづくりを行

い、伝統食を継承している。

三ツ石集落の子どもたち

よしまきだんごづくり



２ むらづくりに関する所見

竹原地区は昭和30年の昭和の合併以前は益田郡竹原村として存在し、1つの自治体

として地域住民が連帯感を持ち日常生活を送っていた。

昭和30年、平成16年の２度の合併により地域の連帯感が希薄になりつつあると危機

感を抱くようになっていたが、そのような折に、農地・水・環境保全対策が創設され、

対策に取り組む組織を４つの集落ごとに結成した。この農地・水・環境保全対策を契

機に、単に環境保全の共同作業をするだけでなく旧竹原村の連帯感を再生させるため

の活動に広げるため、農地・水・環境保全対策の４組織の代表者が推進メンバーとな

り竹原地区の全住民を会員として竹原農地・水・環境保全会を設立した。

竹原農地・水・環境保全会の最終的な目標は「豊かな郷土づくり」である。「豊か

な郷土づくり」とは、農業と伝統行事である農村歌舞伎や各神社の祭礼は地区内で守

っていく、そのために全ての世代が生まれ育った竹原地区に愛着を感じるようにする

ことである。この「豊かな郷土づくり」の目標が達成できるように様々な活動を行っ

ている。

平成27年３月に行われた竹原中学校の卒業式で、卒業生の代表が「ふるさとに大き

くなって帰ってきます」とふるさとを思う熱い気持ちを述べた。このように、若い世

代にも竹原農地・水・環境保全会の取組の精神が根付いている。

このように竹原地区の取組は、住民の連帯感の醸成、コミュニティ機能の強化につ

ながっており、むらづくりの全国的な展開のためのモデル事例となる優れた取組であ

ると考えられる。


