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農山漁村コミュニティ・ビジネスセミナー  
２０１７（平成 29）年度 開催結果まとめ 

一般財団法人 都市農山漁村交流活性化機構 
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はじめに 

 

都市と農山漁村の交流活動（事業）は、農山漁村地域の 6 次産業化を促進し、グリーン・ツー

リズムにおいても、生きがいのための活動から地域コミュニティの存続のためのビジネスへと

大きく変化しています。 

農山漁村コミュニティ・ビジネスとは、農山漁村コミュニティにおいて、コミュニティの資源を

活用して、コミュティの維持発展の役割を担う活動です。 

持続可能であるためには、補助金や交付金になるべく頼らず自ら収益を確保して持続しなけ

ればなりません。 

一方、通常のビジネスと異なるのは、利益を出すことが目的の優先事項ではなく、地域への

貢献という使命が課せられるという、相反した性格を抱えたビジネスゆえに、地縁、知縁、質援

を総動員した取り組みが求められているのです。 

農山漁村地域が再生するためには、新たな視点に立った総合的な地域活性化策が求められ

ており、またこれを担うコーディネーター等の人材育成が急務となっています。 

そこで、一般財団法人都市農山漁村交流活性化機構は、農産物直売所、農家レストラン、農家

民宿、廃校活用、市民農園、鳥獣害対策、地域資源を活用した特産品開発、子どもを対象とした

農山漁村生活体験活動、グリーン・ツーリズム等の取り組み事例や人材育成、IT 等の情報発信

方法、交流活動の集客方法など都市農村交流に関わるノウハウなどをテーマに、農山漁村コミ

ュニティ・ビジネスセミナーを 2010（平成 22）年度からスタートし、2017（平成 29）年度末

で通算第 127 回開催しました。 

 

セミナーでは、実際に農山漁村コミュニティビジネスを実践している地域リーダーを講師に

お招きし取り組みに至った理由から、地域の状況、具体的な活動内容、活動の成果や今後の展

望など忌憚なく講演いただき、同じように地域活性化に取り組む参加者からの質疑応答や情

報交換と約 3 時間をかけて、単なる事例紹介にとどまることなく参加者の悩みや解決策なの

踏み込んだ情報交換を行っています。 

2017（平成 29）年度は、農業と福祉の連携、障害者の雇用の場をつくると同時に農業の活

性化に結び付ける取り組みを皮切りに、オーライ!ニッポン大賞受賞地区を中心に取り上げまし

た。 

森の公民館、赤字だった温泉施設の復活、ネットを利用した山菜狩り代行サービス、林業現

場作業の研修から移住への取り組み、鳥獣害被害から資源化への取り組み、日本唯一の畑ガ

イド、田舎暮らしから田舎の起業を学びながら体験生活する取り組みまで 8 つの取組を紹介

いたしました。 

過疎化高齢化農林漁業の不振に悩む農山漁村地域において、課題や問題を糧に地域の資源

を活かし、地域住民のやる気を起こしながら事業を展開し地域の未来を明るくする取り組みを

講師から直接聞くセミナーは、参加者に自分もと毎回やる気が起こるパワーをもらう機会とな

っています。 
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２０１７（平成２９）年度 農山漁村コミュニティ・ビジネスセミナー開催結果 

 

■第１回 ４月１８日（水）【農業と福祉の連携 「誰もが当たり前に働いて生きていく町づくり」】 

講師：株式会社 九神ファームめむろ 事業アドバイザー 且
かつ

田
た

 久美
く み

 氏（北海道芽室町） 

■第２回 ６月２１日（水）【音楽を通じて地域を活性化】～音楽が都市農村交流の扉を開けた～ 

講師：夢の音村「森の公民館」 代表 河野
こ う の

 文
ふみ

影
かげ

 氏（島根県浜田市） 

第１３回オーライ！ニッポン大賞グランプリ(内閣総理大臣賞） 

■第３回 ７月１３日（木） 【子どもたちの未来と元気なまちをつくる】 

講師：OH!!鰐 元気隊 プロジェクトおおわに事業協同組合 副理事長 相馬
そ う ま

 康穫
やすのり

 氏 

第９回 オーライ!ニッポン大賞審査委員会長賞（青森県大鰐町） 

■第４回 ９月７日（木） 

【「山の名人」のおじいちゃんやおばあちゃんが活躍する山菜採り代行サービス】 

講師：株式会社あきた森の宅配便 代表取締役 栗山
くりやま

 奈津子
な つ こ

 氏（秋田県小坂町） 

環境省グッドライフアワード 2015 環境大臣賞 最優秀賞受賞 

■第５回 １０月１１日（水） 

【林業の現場作業を通じて若者を専門家に育成、若者の力で山村再生を目指す】 

講師：特定非営利活動法人 トチギ環境未来基地 理事長 塚本
つかもと

 竜也
た つ や

 氏（栃木県益子町） 

第１４回オーライ！ニッポン大賞グランプリ(内閣総理大臣賞） 

■第６回 １１月９日（金） 

【イノシシの捕獲から資源化まで取り組み、地域を活性化。これが本当の猪ベーション！】 

講師：おおち山くじら生産者組合 森田
も り た

 朱音
あ か ね

 氏（島根県美郷町） 

鳥獣被害対策優良活動表彰 平成２４年度 農林水産大臣賞（団体の部） 

■第７回 １２月５日（火）【日本で唯一の畑ガイドが案内するガイドツアー会社】 

講師：株式会社 いただきますカンパニー 代表取締役 井田
い だ

 芙
ふ

美子
み こ

 氏（北海道帯広市）） 

■第８回 １月２５日（木） 

【田舎暮らしや田舎での起業など学びの交流人口創出で地域の誇りも再生】 

講師：特定非営利活動法人 土佐山アカデミー 事務局長 吉富
よしとみ

 慎作
しんさく

 氏（高知市） 

第１４回オーライ！ニッポン大賞 
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【農業と福祉の連携 生産から加工まで障がい

者が行う食品企業 農業が幸せを運ぶ誰もが

当たり前に働いて生きていく町づくり」】 

講師：株式会社 九
きゅう

神
じん

ファームめむろ 

事業アドバイザー 且
かつ

田
た

久美
く み

 氏 

開催結果 

---------------------------------------------- 

◆日時 平成２９年４月１８日(水）１３：３０～１６：３０（開場 13 時～） 

◆場所 （一財）都市農山漁村交流活性化機構（まちむら交流きこう） 会議室 

◆主催 （一財）都市農山漁村交流活性化機構 

◆概要 

平成 29 年度 第 1 回（通算第 120 回）農山漁村コミュニティ・ビジネスセミナーは、北海道

芽室町の障がい者の雇用を確保するために、愛媛県の総菜を手広く開発販売する株式会社ク

ック・チャムと連携して、2013 年（平成 25 年）4 月に設立した株式会社 九神ファームめむろ

の活動を通して、農業が誰もが当たり前に働いて生きていく社会に重要な役目を担っている

姿を学びました。 
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講師の且田久美（かつたくみ）さんは、高知県出身。通勤寮生活支援員、グループホームサー

ビス管理責任者（地域生活）として、約 9 年間障がい者の生活支援に携わり、その後、サービス

管理責任者（就労）を取得し、2009 年簡易食品容器製造大手 ㈱エフピコの特例子会社、エフ

ピコダックス㈱福山工場設立にともない、障がい者雇用責任者として着任しました。現在は、㈱

エフピコの取引先を中心とした、障がい者雇用コンサルタントとしても活動中です。 

株式会社 九神ファームめむろは、農業王国十勝の農業法人として作物の生産・販売から、自

社生産作物を活用した食品加工、さらにお弁当の製造・販売、観光業を行う会社です。 

この会社の大きな特徴は、障がい者を雇用することにあります。宮西義憲 芽室町長は、「こ

の町で生まれ育った生涯のある子供たちの働く場をつくりたい」とプロジェクトを発足させ

2012 年 12 月町内の障がい者保護者会、地域の社会福祉法人、教育関係者、医療機関、農業

関係者など関係する各所にむけての説明会を複数回実施したのち、2013 年 1 月芽室町議会

にて、本プロジェクトを行政報告し対外的に本プロジェクトが公表しました。 

2013 年 4 月の事業開始時は、障がい者 9 名雇用。農業に加工作業を組み合わせることに

よって、通年雇用を実現させたほか、障がい者だけでなく、元気高齢者と地域健常者を雇用し

たコミュニティビジネスを手掛けています。 

2014 年 6 月には、芽室町地域おこし協力隊１名を観光事業推進担当として配置し国民宿

舎 新嵐山荘を活用し、九神ファームめむろを核とした農業体験、加工体験を通して“働く障が

い者から未来の働く障がい者へ。働く力を彼ら自身で継承する”をコンセプトにした観光事業

に取り組みをすすめています。2015 年 2 月 には、じゃがいもの加工作業だけでなく、ごぼう

の加工作業も行い加工作業を拡大。こうした活動が評価され内閣官房及び農林水産省共催の

ディスカバー農山漁村の宝第３回選定され、さらにアクティブ賞を受賞しました。これまでの福

祉事業所が月額数千円から数万円の賃金のなか、九神ファームめむろは、週 5 日 6.5 時間の

労働時間を確保し月額 10 万円を超える給与を支払い、社会保険、有給休暇、社員旅行などを

充実させた福利厚生を提供しています。このプロジェクト最初からかかわっている且田さんか

ら、町との最初の出会いから農業による福祉活動を取り入れたビジネスのプラン、また企業化

するにあたってのパートナー企業の誘致、そして実際の活動の様子、さらに他地域への横展開

まで、じっくりお話しを伺いました。 

 

第１回セミナー事務局のまとめ 

〇九神ファームは、一言でいうと農業及び農産物加工を生業にした障がい者・高齢者の働く場

所です。（働くことを学ぶ場所でもあります。） 

〇芽室町という北海道を代表する農業主生産地であっても、障がい者は農業や食品加工の働

き手として期待されていませんでした。そこから障がい者はきちんと働けること、働くこと

により障がい者の意欲を引き出すことを考え抜いて作ることにより、働き手が得にくいさま

ざまな労働の現場に障がい者雇用の道を開くさまざま人に示しています。 

〇地域振興の面からこのプロジェクトを見ると、農山漁村への企業の誘致という別の形も見え

てきます。地域にとっては、障がい者や高齢者が安心して働く事業所ができること。出資（地

域に進出）した食品企業にとっては、自ら原材料を調達し品質の高い食品を作りあげるのに、
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北海道の大生産地に自社農業を得

るのと同様な効果を得ているので

す。 

〇この九神ファームめむろの事業スキ

ームは、地元行政、地元農協、提携企

業、障がい者及び障がい者保護者、

地域福祉施設、地域特別支援学校、

ハローワーク、高齢者サポート施設、

地権者等々、さまざまなセクターが

関係し協力し、それぞれのメリットを

享受しています。 

〇このプロジェクトの重要なポイント

は、さまざまな思い込みを排し、き

ちんと利益を出すことを真剣に考え

ていることです。 

〇障がい者だから、福祉だからといっ

た思い込みで、働くことができな

い、こんな作業は無理と思いこま

ず、働くことに人それぞれの夢を叶

える機会を創出するという柔軟な考

え、またそのためには、世の中が求

めている食品を作るというドライな

考えから生み出されています。 

〇ちなみに「九神ファーム」の九の神と

は、①本人、②家族、③町、④町民、⑤福祉、⑥企業、⑦お客様、⑧教育機関、⑨土地の恵 で

す。九神ファームはこれら 9 つの神とともに第 9 セクターとして、皆の幸せを目指していま

す。 

〇内閣府の障がい者白書（平成 28 年度）によると我が国の障がい者は、身体障害、知的障害、

精神障害の 3 区分で障がい者数の概数をみると、身体障がい者 393 万 7 千人、知的障が

い者 74 万 1 千人、精神障がい者 392 万 4 千人となっています。これを人口千人当たり

の人数で見ると、身体障がい者は 31 人、知的障がい者は６人、精神障がい者は 31 人とな

り、複数の障害を併せ持つ者もいるため、単純な合計にはならないものの、国民のおよそ

6.7％が何らかの障害を有していることになります。つまり障がい者は、身近な存在であり、

少子高齢化で労働人口が減少していくわが国においては、外国人労働者云々の前に、働け

る障がい者、働きたい障がい者に向けて安定した仕事の提供が欠かせないこととなってい

ます。 

〇障がい者が安心して働きお金を得るには、売れるものを作ることが何よりも重要です。地域

には名産物、特産品があるが、それだからと言って売れるわけではなく、名産品を何かしよ
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うとかいうプライドを捨てて、お客様が求めているものを作り出すというビジネスを第一に

考えないと貴重な労働が無駄になるからです。（売れないから低賃金という悪循環は排す

考えを持つのが経営方針として何よりも重要） 

〇農業は癒しになると言われているから障がい者に向いていると言われますが、それよりもき

ちんと働いた労働の対価を還元することが大事であり、安い賃金では労働意欲が上がらな

いのは健常者でも同じことです。 

〇私の役割は、障がい者でも十分働き手になることを全ての関係者に理解させ、受け入れる町

と一緒になって、事業を行う企業を誘致するためにプレゼン戦略を作り上げることです。町

は福祉や町民のために考え、私は誘致企業が儲かるためのシュミレーションを詳細に作りあ

げ企業にプレゼンをします。 

〇農業そのものだと経営的には厳しい、そこで農業に加工業を汲みわせて通年作業ができる

環境が必須です。 

〇障がい者の仕事に農業や食品加工が向いているのは、自分の仕事が世の中にどのような結

果をもたらすのかがわかりやすいからです。土を耕し種を播き、野菜を育てれば大きくなる

のは見てわかります。収穫し加工すれば、食べ物になります。その食べ物をお客さんが食べ

ておいしいと言って喜んでくれる。また、自分の仕事が人に喜ばれる重要な仕事だろわかる

ことが、仕事の励みになるのです。 

〇九神ファームの取組は、他地域でも横展開が図られています。長野県飯山市、中野市、三重

県東員町など取り組みが進められ飯山市では１年で成果が出ています。 

 

講演する且田 久美 氏 

㈱九神ファームめむろのWEBサイト 

http://kyujinfarm-memuro.co.jp/ 

 

Facebook 

https://www.facebook.com/pg/projectmemuro/photos/?ref=page_intern

al 

https://www.facebook.com/pg/projectmemuro/photos/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/pg/projectmemuro/photos/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/1578418049101830/photos/1584583261818642/
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【音楽を通じて地域を活性化】 
～音楽が都市農村交流の扉を開けた～ 

講師：夢
ゆめ

の音
ね

村
む ら

「森の公民館」 

SoundFive夢
ゆめ

の音会
ね か い

 代表 河野
こ う の

文
ふみ

影
かげ

 氏 

開催結果 

---------------------------------------------- 

◆日時 平成２９年６月２１日(水）１３：３０～１６：３０（開場 13 時～） 

◆場所 （一財）都市農山漁村交流活性化機構（まちむら交流きこう） 会議室 

◆主催 （一財）都市農山漁村交流活性化機構 

◆概要 

平成 29 年度 第 2 回（通算第 121 回）農山漁村コミュニティ・ビジネスセミナーは、第 13

回オーライ!ニッポン大賞グランプリ（内閣総理大臣賞）を受賞した島根県浜田市金城町の音楽

を通じた地域活性化の取り組みを学びました。 

1968 年から 49 年間にわたり音楽による地域づくり活動に取り組み、農山村地域が抱え

る様々な課題に対応するため「音楽」をキーワードに青年世代の結集を進め、まちの人が楽し

める交流空間づくりを目指して音楽ホール、スタジオ、キャンプ場などの林間交流拠点施設を
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整備しました。 

さらに、都市農村交流を行うために 1995 年に整備した森の公民館は開館以来 20 年独立

採算で運営を行い、平成 26(28)年度には、年間利用者約 5,400（6,300）人、宿泊者約

1,000（1,400）人の新たな交流を生み出しています。地域の資源はさまざまにありますが、

音楽は高校生時代の趣味を仲間とともに活動する一貫のなかで、農山漁村地域活性化に役立

てようと地道な努力が花を咲きました。 

夢の音村「森の公民館」（サウンドファイブ夢の音会）は、1968 年から 49 年間にわたり音

楽による地域づくり活動に取り組む町内の音楽活動団体サウンドファイブ夢の音会により誕生

した林間交流拠点です。 

 サウンドファイブ夢の音会の音楽活動は、1968 年当時高校生だった現在の会長の河野文影

氏等同級生の音楽好きの仲間 5 人による音楽バンド、ファイブシャドーズが原点。 

高校を卒業後、地元を中心にライブ活動を続けたものの一度は解散、1972 年にサウンドフ

ァイブとして再結成しました。その後、地域のイベントに出演するほか、はしだのりひこさん、坂

田明さん、岡林信康さん、森田公一さん等著名なミュージシャンを招く音楽イベントのプロモー

トも行い 1997 年には堀内孝雄さんのコンサートを企画し超満員の大成功をおさめ、地域の

皆さんと共に良い音楽を楽しみたいという思いが通じたことに大きく感動し、さらに地域の役

に立ちたいという思いを強くしました。 

 このため夢の音会では、農山村地域が抱える様々な課題に対応するため「音楽」をキーワード

に青年世代の結集を進め、まちの人が楽しめる交流空間づくりを目指して音楽ホール、スタジ

オ、キャンプ場などの林間交流拠点の施設整備を 1985 年から進めてきました。 

さらに、都市農村交流を行うために「森の公民館」を 1995 年に整備し森の公民館は開館以

来 20 年独立採算での施設運営を行い、平成 28 年度には「ゆめのねむら」都市農村交流推進

協議会を設立して、年間利用者約 6,300 人、宿泊者約 1,400 人の新たな交流を生み出す取

り組みに成長しています。 

また、車で 20 分の距離にある海辺の民宿や広島市中心地のライブハウスと「施設間協力協

定」を締結し誘客や情報発信などの相互補完協力を行うほか、東京都中目黒の小さなお食事

処との「食」の研究及び誘客・情報発信における「協力協定」締結など、多方面との交流や連携

を進めています。 

 大型の公演企画・運営にあたっては、200 人の実行委員会を組めるネットワークを有し、す

べての企画を手づくりで行います。堀内孝雄さんなど招いた著名人 37 組に夢の音村『名誉村

民』の称号を贈り、市民との交流企画も実施しています。 

「森の公民館」の初代館長には、森田公一（作曲家）を登用。以後、佐々木愛（女優）、白井貴子

（シンガー）、ボニージャックス（コーラスグループ）、芦原すなお（直木賞作家）の各氏が無報酬

で就任し、現在は六子（シンガー）に引き継がれています。 

 これまでに 150 回を超える自らのステージ活動や 40 回近いミュージシャンを招くプロモー

ト活動など、町民の文化的要求に応える 49 年間の音楽活動は、多くの住民の認知を得るとと

もに高い評価を受けて町の“顔”として定着しています。 

第 13 回オーライ!ニッポン大賞グランプリ（内閣総理大臣賞）を受賞した夢の音村「森の公民
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館」（サウンドファイブ夢の音会）代表の河野さんは、追っかけてこそ夢！若い地方の力を育む

夢の音村のス・テ・キな実践 49 として、会員・市民による５つの出演づくり『出番・出足・出会

い・出前・出来高』をキーワードに取り組んできた。 

さらに、今後は、【農山村の魅力・知力・人力を活かした活力ある田舎創生を考える】【多様な

「連携軸」を見つける】という方針のもとに、自分たちでやれることからやる！ 

（風土・風景・風物・風味・風格・風俗・風評）と地域には７つの風が吹いている。 

「交流・田舎体験」活動は仕掛けやシステムではなく、人と人との関係づくり。実践段階において、

メニューや要素（地域資源など）に対し、『人』を付加（出番づくり）することが大切であり、田舎

の日常・生活・暮らしそのものが資源。風土と密着していれば必ず魅力的なる。地域の人たちの

「誇り」となる取り組みを目指そうと語ってくれました。今後も夢の音村の活動に注目していき

たいと思います。 

 

●河野文影（こうのふみかげ）氏の略歴 

1951 年生れ 65 歳 島根県浜田市金城町在住 

 夢の音村「森の公民館」・SoundFive 夢の音会代表 

 

【経歴など】 

 市町村合併後の平成 18 年 3 月、54 歳で浜田市役所（旧金城町

役場）を退職。 

地域住民や音楽仲間と共に自力で整備を進める林間交流空間「夢の音村」（ゆめのねむら）

建設活動の中心的役割を担いつつ、平成 20 年 4 月から平成 28 年 3 月までの 8 年間、

公益財団法人ふるさと島根定住財団に勤務。しまね田舎ツーリズムコーディネーターとして

島根県内の民泊や農山漁村交流実践者等の活動支援業務に従事。 

 現在、夢の音村の拠点施設「森の公民館」での施設受け入れと、自らも民泊「風楼」の実践

者として活動。 

昭和 59 年、文部省社会教育主事等欧州成人教育事情調査派遣団員として参加。平成 6

年、総務省・農水省欧州グリーン・ツーリズム調査団（故・山崎光博団長）に参加し、農山村の

条件不利地における交流受入による地域づくりを学ぶ。 

平成 26 年、地域の多様な団体等に呼びかけ、「ゆめのねむら都市農村交流推進協議会」

を立ち上げ、農水省「都市農村共生・対流総合対策交付金」3 か年事業を実施。民泊・食・地

域資源の活用など、交流受入基盤整備を推進中。 

平成 28 年 3 月、「オーライ！ニッポン大賞グランプリ」（内閣総理大臣賞）受賞。 

 

【所属団体・役職名など】 

夢の音村「森の公民館」（サウンドファイブ夢の音会）代表 

ゆめのねむら都市農村交流推進協議会事務局長 

カチューシャの唄知音都市交流（糸魚川市・中野市・長野市・浜田市）はまだ市民の会会長、

社会教育主事 
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第２回セミナー事務局のまとめ 

〇49 年も活動が続いたのは、好きな音楽活動を通じた仲間との絆と自分達が住む地域のさ

まざまな問題に大人となって対応することが必要となり、その仲間を通じて取り組むことが

可能となったことが大きな原動力と感じました。 

〇なぜ、「音楽」をキーワードに青年世代の結集を進めることが可能だったのか。 

 それは、練習するための場所を作り解放したこと大きいと思います。約 50 年前に音楽（ロッ

ク）を楽しむ若者への大人の目は必ずしも良いとは思われませんが、浜田市では河野さんを

はじめ若者たちへ暖かい目でみていただきましたが、大きな音を自由に出すことができる

音楽環境はありませんでした。 

〇また、まちの人が楽しめる交流空間づくりを目指して音楽ホール、スタジオ、キャンプ場など

を自分たち仲間で整備したことが地域の人にも認められて、音楽から演劇まで幅広く楽しむ

というエンターテイメントの活動をまちの人も楽しみにしていく過程を一歩一歩作り上げだ

のだと思います。 

〇河野さんは、行政や地域振興の団体で、さまざまな地域活性化の取り組みに触れるうち、 

その活動を担う取り組みの中心人物として自らも実践していくことになります。 

音楽の練習場づくりから林間交流拠点の施設整備。さらに、都市農村交流を行うために

1995 年に整備した森の公民館の運営と 5 期にわけて活動を説明しました。 

〇河野さんのずぬけていると思うのは、感性が素晴らしいところです。夢の音村の交流事業の

テーマには、外国人にも目を向けている。普段外国人に接することが少ない我々だが、河野

さんは、視察に訪れたドイツ人の案内を通じて、島根の田舎を紹介するヒントをつかんだと

いう。彼らがどのようなところに感動し関心を持っているか。わずかな機会にもヒントをつ

かみ、取り組みへの指針にしているというエピソードを見ても非凡なるものを感じます。 

〇例えば、案山子のある田園風景。何気ない農村風景の中にも外国とは異なる日本の良さを

大事する。こうした日々の好奇心は誰でも持っているものだと思いますが、言うは易し行う

は難し。こうしたことが大事なことなのかもしれません。 

〇それから、関係する人々の「出番」をつくり、「出足」旅孝行な人間関係の「出会い」「出前」する。

「出来高」運営管理（赤字にしない）をきちんとする。など事業化には 5 つの演出を心掛け

ています。自分だけでなく、多くの仲間の力を結集するには、極めて大事なポイントがここ

に示唆されています。 

〇また、自分たちの取り組みを客観的に評価してもらうフィールド評価委員会を設けるなど、

経営の評価も第 3 者の目を通して改善しています。 

〇さまざまな分野の仲間、知恵者と出会うことで、土木や大工仕事なども仲間で担うながら進

めることができるし、新たなネットワークた新たなアイデアも得ることができるでしょう。 

〇自分たちのフィールドのすぐ目の前には、田植え用の稲の苗を育てる JA の大きなハウスが

ありが、それは田植え時期を過ぎると空いている、そこで、このハウスを利用して音楽ドーム

として活用したそうです。ちょっとしたアイデアでも可能性はさまざまにあることを教えてく

れるます。柔軟な考えと実行力。人と関わることは大変難しいことですが、そうしたかかわり
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のなかなか、若者等の力の結集や地域との連携で、取り組みがますます前進していくことが

可能だと実感しました。 

〇今後は、【農山村の魅力・知力・人力を活かした活力ある田舎創生を考える】【多様な「連携軸」

を見つける】という方針のもとに、自分たちでやれることからやる！ 

〇（風土・風景・風物・風味・風格・風俗・風評）と地域には７つの風が吹いている。 

〇「交流・田舎体験」活動は仕掛けやシステムではなく、人と人との関係づくり。実践段階にお

いて、メニューや要素（地域資源など）に対し、『人』を付加（出番づくり）することが大切であ

り、田舎の日常・生活・暮らしそのものが資源。風土と密着していれば必ず魅力的なる。地域

の人たちの「誇り」となる取り組みを目指そうと語ってくれました。 

〇今後も夢の音村の活動に注目していきたいと思います。 
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【子どもたちの未来と元気なまちをつくる】 

講師：プロジェクトおおわに事業協同組合 

 副理事長 相馬
そ う ま

 康穫
やすのり

 氏 

開催結果 

---------------------------------------------- 

◆日時 平成２９年７月１３日(木）１３：３０～１６：３０（開場 13 時～） 

◆場所 （一財）都市農山漁村交流活性化機構（まちむら交流きこう） 会議室 

◆主催 （一財）都市農山漁村交流活性化機構 

◆開催概要 

 

平成 29 年度 第 3 回（通算第 122 回）農山漁村コミュニティ・ビジネスセミナーは、平成

23年度第 9回オーライ!ニッポン大賞 審査委員会長賞し、その後平成 24 年度地域づくり総

務大臣表彰、あしたのまち・くらしづくり活動賞（25 年度）、平成 28 年度地域づくり表彰国土

交通大臣賞と各省の表彰事業を総なめしている取り組みを紹介します。 

大鰐町は、青森県津軽地方の南端に位置し豊かな自然に恵まれた町です。青森市から約 50

キロ。北～西側は弘前市、東側は平川市、南側は秋田県に接したスキーと温泉とりんごの町で

す。 

スキーは約 100 年、温泉は 800 年の歴史を持ち大変栄えた町でしたが、人口減少や少子

高齢化が進み、さらに観光の温泉とスキー場経営難となり、町の財政を圧迫、2 つの第三セク

ターが抱えていた負債に対する損失補償等、巨額の負債から平成 20 年度決算で早期健全化



p. 13 
 

団体となりました。 

こうした中、町を立ち直らせようと、平成 19 年に「OH！鰐元気隊」を地域おこしグループと

して会員数 130 名で設立し、翌年から地元大鰐小学 5,6 年生を“OH！鰐元気隊キッズ”と称

して、活動を始めました。 

平成 21 年「OH!!鰐元気隊」の 9 名が出資した設立した「プロジェクトおおわに事業協同組

合」は、赤字続きであった「鰐 come」（公衆浴場、物産直売所、食堂等を備えた施設）を指定管

理料 0 円で受託し、初年度より黒字化を達成。立ち上げた「産直の会」でも年間売上げが

４,000 万円と成果をあげ、子どもたちも野菜づくりの基本を学びながら元気隊員の大人と共

に「農業」に取り組み、東京の青森県アンテナショップで販売体験学習や百貨店バイヤーやフー

ドジャーナリスト、美食家の先生等をご招待し、キッズ野菜を一流シェフに調理していただき

「大鰐町 PR パーティー」を開催するなど、子供達も自分の名刺（手づくり）を配りながら町の

PR 活動をしました。 

また、町の伝統野菜である「大鰐温泉もやし」のブランド化に取り組み話題になりました。町

の再生に地域の住民自身が立ち上がり成果を出しています。地域再生とホスピタリティ世界一

を理念に人生賭けて取り組むまちづくり会社事例として『日本の田舎町再生のお手本づくり！』

と絶賛されています。 

 

●相馬 康穫 （そうま やすのり）氏の略歴 

プロジェクトおおわに事業協同組合 副理事長、そうまや屋米酒店代

表 

昭和 40（1966）年 1 月大鰐町生れ 52 歳。 

昭和 58 年 3 月 青森県立弘前実業高等学校商業科卒業後、家業

「そうま屋米酒店」に従事し、平成 13 年 4 月には、オリジナル地ビー

ル「津軽路ビール」生産開始した。平成 4 年 1 月に地域おこしグルー

プ「おおわに足の会」設立。大鰐町商工会青年部部長就任（H7）以

来、青森県中小企業家同友会理事（H10）、青森県商工会青年部連合

会会長（H11）、東北六県・北海道商工会青年部連合会会長(H11)、全国商工会青年部連合

会副会長（H11）、青森県市町村合併懇話会委員（H12）、青森県「あおもり２１・百人委員会」

委員（H12）、大鰐町社会教育委員会副委員長（H12）、青森県の「津軽料理遺産」認定・普及

委員会委員長（H20）等を歴任。 

平成 21 年 2 月に、プロジェクトおおわに事業協同組合 副理事長に就任し現職。 

その他、弘前市役所職員研修講師（H13．14）、青森公立大学地域みらい学科 非常勤講師

（H21）、弘前大学 教育学部 非常勤講師（H25）、西目屋村（財）白神公社職員研修講師

（H27）とコミュニティビジネスのノウハウの指導役も務めている。 
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第３回セミナー事務局のまとめ 

〇 事業を行う上で、人が集まりともに同じ考え方向性で取り組むために大切なことは、なん

だろうか。一つは「朝礼」。関わる人がそれぞれは置かれた状況の把握と、それぞれの思いや

考えを述べ共有することで、仕事に対して意欲が変わっていく。さらに、清掃。ホスピタリテ

ィを提供する施設において清掃の重要性は推して知るべしことあるが、掃除部署の重要性

を理解しその徹底を図ることが、増客増収に結び付いている。 

 

〇 では、具体的な温泉施設が奇跡的な V 字回復した最大の理由は何だろうか。 

指定管理受託後、真っ先に行ったのは、半年かけて職員研修を推進し、徹底的なホスピタリ

ティの向上に努めた。研修の仕方も職員一人一人の仕事に対して専門家が付いて指導する

細密なサービスの質的向上を図り、その結果がお客様にサービスの向上が伝わったこと。 

以後も毎月 1 回、設備点検日（全館休業日）に、全職員研修を実施して、ホスピタリティ向上

に余念がない。 

 

〇 事記 2 項の取組が土台として継続されているからあってこそであるが、事業組合では、さ

らに新たなサービスや商品開発に余念がない。指定管理受託後、真っ先に取り組んだ地域と

の連携の一つが。農産物の「産直の会」の立ち上げ。温泉施設の売り場で販売と首都圏等へ

の販路開拓を志向して、農家に呼び掛け出品を募った。当初は 46 軒。現在は 100 軒まで

増加した。 

 

〇 郷土の農産物の販路開拓には、郷土の子どもたちの郷土愛を育む「ふるさと教育」の一環

として、子どもたちが学校教育の一環のなかで作り育てた野菜や産直会の野菜を東京の青

森県アンテナショップを使い、子どもたち自身が販売を学活動も行い、地域一丸となって取

り組んでいる。 

 

〇 子どもたちに、農業の基本、商売の基本を教えながらアンテナショップでの販売、その後の

著名人やレストランのプロ料理人等を集めた交流会での宣伝活動での情報交換を通じて、

田舎である故郷への誇りと可能性を実感してもらい。この活動後、両親や家族への報告を通

じて、大人世代の我が故郷への「こんな田舎はだめだという」考えから「素晴らしい農産物」

「自然や温泉など優れた地域」だと、子どもを通して、大きく意識が変わっていている。 

 

〇 生き残るのではなく、勝ち残るのでないといけない。そのためには、日本一ではなく、世界

一を目指し、ホスピタリティとおもてなしと愛のある町、大鰐として町民ぐるみでおもてなし

をしたい。そして日本の田舎町を再生していきたい。 
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【「山の名人」のおじいちゃんやおばあちゃ

んが活躍する山菜採り代行サービス】 

株式会社あきた森の宅配便 

代表取締役 栗山
く り や ま

 奈津子
な つ こ

 氏 

開催結果 

---------------------------------------------- 

◆日時 平成２９年９月７(木）１３：３０～１６：３０（開場 13 時～） 

◆場所 （一財）都市農山漁村交流活性化機構（まちむら交流きこう） 会議室 

◆主催 （一財）都市農山漁村交流活性化機構 

◆開催概要 

平成 29 年度第 4 回（通算第 123 回）農山漁村コミュニティ・ビジネスセミナーは、秋田県小

坂町で、天然山菜、代行サービスを行う株式会社 あきた森の宅配便代表取締役 栗山 奈津

子氏に登壇いただきました。 

山の奥に自生する天然の山菜は、自然の力のみで育った山の恵み・山の宝物です。 

しかし、簡単に手に入るわけではありません。そこで、山をよく知る「山の名人」のおじいちゃん

やおばあちゃんが、天然山菜を食べたいと思っている方に代わって、希望の山菜を探し、採っ

てきてくれるという山菜採り代行サービスを行っています。 

「山菜の販売」ではありません。 

注文に応じて山菜を山奥に探しに行くというちょっと変わった「サービス業」。 

「秋田発全国行き」の天然山菜のお届けを通じて、地方と都市との架け橋になり、本物の旬を
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提供し続け、伝統食文化の継承と、山菜採りをする「山の名人」の生きがいを守り、後継者の育

成につなげています。 

ありそうで無かった旬の山菜採りの代行サービス。旬な山菜を都市の生活者に食卓にダイレ

クトに提供するというビジネスは、地域の高齢者の生きがいを作りだすと同時に、後継者育成

も図っています。 

帰京した若者が IT を活用して取り組んだビジネスは、そのユニークさもあって、環境省グッ

ドライフアワード 2015 環境大臣賞 最優秀賞受賞を受賞しました。 

 

●栗山奈津子（くりやまなつこ）氏の略歴 

株式会社あきた森の宅配便 代表取締役 （山菜ガール） 

【経歴など】 

1988 年、秋田県小坂町生まれ。大学卒業後、食品会社に入社するも３年で退社。 

 小坂町へ U ターンし、あきた森の宅配便の 2 代目社長へ就任。 

 第２創業として「天然山菜採り代行サービス」を本格化。 山菜を採ってくる地域の年配者「山

の名人」は 30 人以上。 田舎だからこそできる豊かな生活を目指しつつ、秋田の山菜の魅

力、 山の名人たちの暮らし、田舎の素晴らしさを伝えるため日々活動中。2015 年環境省グッ

ドライフアワード 2015 環境大臣賞最優秀賞受賞。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第４回セミナー事務局のまとめ 

〇 栗山さんは、秋田県北部、小坂鉱山で栄えた小坂町で生まれ育ちました。 

小坂町は、大館市、鹿角市、青森県平川市、十和田市に接し。十和田湖の西半分は小坂町が

有しています。江戸時代は南部藩領。青森県の津軽藩との国境となっていました。 

〇 小坂鉱山の開発より、明治末期には人口 2 万数千人を抱える県下第二の都市に発展しま

した。現在は人口約 5,300 人、世界に誇る小坂鉱山の技術を活かしたリサイクル関連産業

と観光の町です。 

〇 株式会社あきた森の宅配便は父親が創業し、高校生のころから手伝いをしていました。 

  父は副業だったので、後をついた栗山さんが事業を本格的に展開するよう取り組んできま

した。 

〇 栗山さんは、農業を行いたかったので、農業高校へ進学を希望したのですが、農業は大学

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%9D%92%E6%A3%AE%E7%9C%8C


p. 18 
 

に行ってからでも勉強できると両親に諭され、普通高校から東京農業大学に進学しました。 

〇 しかし、人が沢山いる大都市は行きたくなかったということで、東京農業大学オホーツクキ

ャンパスに進学し農業を学びました。 

〇 卒業後は郷里に戻り農業を始める予定でしたが、社会人経験も有効だと食品企業に就職し

3 年間営業職で頑張りました。 

〇 この事業のポイントは、山菜を宅配するのではなく、山菜を見つけ、収穫する地域の人々の

技や知識に価値があるということを明確しアピールする「山菜採りの代行サービス」という

コンセプトにあるのです。 

〇 天然の山菜は、いつ、どこに、何が、どのようにあるか、それを収穫し食べる知識が農家の

「おじいちゃん」や「おばあちゃん」は、持っており。そのノウハウをインターネット等の SNS

を使って紹介し仲介というビジネスです。 

〇 山菜はとても取り扱いがデリケートな作物です。これを如何に商品化しお客様に届けるか

課題が大きいだけに代行サービスのノウハウが蓄積されつつあるのでしょう。 

〇リピータを中心に新たな層の開発により秋田発、天然山菜ビジネスの展開に大いに期待が

持たれます。 

※ 栗山さんの取り組みや株式会社あきた森の宅配便の概要及び名人が下記の動画で紹介さ

れています。ぜひご覧ください。 

〇【グッドライフアワード】天然山菜採り代行サービス 

環境省「グッドライフアワード 2015」で最優秀賞を受賞したあきた森の宅配便『天然山菜採

り代行サービス〜山のめぐみを、おすそ分けっ! 〜』のプロモーションムービー。約５分 

https://www.youtube.com/watch?v=Ybsq6kvzqc8 

〇 BS 朝日 Fresh Faces 〜アタラシイヒト〜  

 【Fresh Faces #59】栗山奈津子（山菜ガール）３分 

https://www.youtube.com/watch?v=00mi4ewOikc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Ybsq6kvzqc8
https://www.youtube.com/channel/UCzo6bfsIf9Oo3P9_xLFJaNA
https://www.youtube.com/watch?v=00mi4ewOikc
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山の名人の紹介画面 

参考：あきた森の宅配便の WEBサイトの画面 
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【林業の現場作業を通じて若者を育成、若

者の力で山村再生を目指す】 

特定非営利活動法人 トチギ環境未来基地 

理事長 塚本
つ か も と

 竜也
た つ や

 氏 

開催結果 

---------------------------------------------- 

◆日時 平成２９年１０月１１日(水）１３：３０～１６：３０（開場 13 時～） 

◆場所 （一財）都市農山漁村交流活性化機構（まちむら交流きこう） 会議室 

◆主催 （一財）都市農山漁村交流活性化機構 

◆開催概要 

平成 29 年度 第 5 回（通算第 124 回）農山漁村コミュニティ・ビジネスセミナーは、第 14

回オーライ！ニッポン大賞グランプリ（内閣総理大臣賞）を受賞した取り組みです。 

特定非営利活動法人 トチギ環境未来基地は、栃木県の芳賀郡及び宇都宮郊外を中心に８つ

の里山フィールドで活動しています。 

人手不足で荒廃が進む中山間地域の里山や森林を若者の力で再生するなど、実践活動を通

じて次の世代を担う若者を育むことを使命として、林業の現場作業を通じて若者を専門的な

技術を習得することで、山村や農村への移住の促進に結び付けています。 

例えば、｢若者のチームによる長期間滞在型の森づくり活動プログラム｣では４～６名の若者

たちが共同生活をしながら近隣の森へ赴き、中山間地域での森づくり活動や地元の人たちと
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の協力・交流を通じて新たな発見や気づきを得て成長することを目指しているのです。 

林業や山村への幅広い関心や社会貢献をしたい人を受け入れるためには、専門家養成のみ

ならずボランティアも受け入れる日帰り、週単位、3 か月と選びやすい多様なプログラムを用

意して、間口を広くとっており、平成 21 年から取組を開始して以来、7 年間で 1 万 3 千人を

超えるボランティアと活動を行っています。 

また市貝町では、廃校になった小学校の裏にある学校の森を再生し、子どもが安全に楽しく

遊べる学童保育の森としても活用されるなど、地域との連携も図り平成 28 年度は、年間延べ

2,025 人（栃木県内での活動）が参加しています。 

理事長 塚本 竜也 氏は、2 つの思いをもって NPO 法人を立ち上げました。 

ひとつ目は、荒廃の一途をたどる日本の森林を市場経済の力だけでなく、市民の力で保全し

ていく方法はないか。二つ目は、日本の若者の力を引き出し、行動力ある人材を育て、地方の

過疎化や高齢化の問題解決ができないか。 

そんな時にアメリカの Conservation Corps（コンサベーション＝保全・コア＝隊）という

若者が 1 年間チームを組んで環境保全活動に取り組むプログラムに出会い、自ら平成 11 年に

参加。帰国後、日本の風土にあったプログラムを立ち上げたのがトチギ環境未来基地です。 

何が若者をそれほど引き付けるのか、長期滞在型プログラムに参加した若者は、 

平成 21 年からこれまでに 61 人が参加し６人が栃木県に移住、21 人が NPO 法人などに

就職して林業や若者支援、環境等の仕事に携わっています。 

人手不足で荒廃が進む中山間地域の里山や森林を若者の力で再生するモデルとして高く評

価されています。 

 

●塚本 竜也（つかもと たつや）氏の略歴 

特定非営利活動法人 トチギ環境未来基地 理事長  

 

【経歴など】 

1976 年愛知県生まれ。広島県育ち。 

大学では森林資源科学を専攻し卒業後の 1999 年米国シアトルで開催された 6 ヶ月間の環

境保全プログラム「Conservation Corps」に参加。 

日本でもこのような活動をつくりたいと、2000 年にＮＩＣＥ職員となり、中長期ボランティア

事業を開始。 

2003 年よりＮＩＣＥ事務局長（～2007 年）。 

2005 年より厚生労働省受託事業「若者自立塾・栃木」副塾長（～2010 年）。 

2009 年より「トチギ環境未来基地」代表理事。 

その他、特定非営利活動法人とちぎボランティアネットワーク理事 

一般社団法人栃木県若年者支援機構 副理事長 

特定非営利活動法人日本環境保全ボランティアネットワーク 理事 

栃木県社会貢献活動促進懇談会委員など。 

共著に「よみがえれ里山・里地・里海」築地書館がある。 
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第５回セミナー事務局のまとめ 

アメリカの Conservation Corps（コンサベーション＝保全・コア＝隊）という若者が１年間

チームを組んで環境保全活動に取り組むプログラムとはなんでしょうか。 

フランクリンルーズベルトというアメリカ大統領の時代に 1930 年代に世界恐慌があり、多

くの労働者が失業し社会問題となりました。特に多くの若年の失業問題は深刻で、高等学校を

卒業しても就職できない状況にアメリカ政府は、ニューディール政策の一環として、合宿（キャ

ンプ）を通じて職業訓練を施し、道路建設、土壌保全のための小規模なダム（堰）造りなどの公

共事業や、森林の伐採、植林などの国立公園の維持管理作業に従事させる「民間人保全部隊

（Civilian Conservation Corps）」が発足しました。 

これにより国立公園や国有林の整備（高速道など道路整備、ダムづくり、森林伐採、植林等）

が図られ、その後のアメリカ人の車で国立公園に等に行く素地を作りました。また、失業対策、

職業訓練として評価されました。ユニークなのは、月 30 ドル支給のうち、25 ドルほどが家族

に直接支給されたそうです。仕送りですね。最盛期には、50 万人を超える若者が参加しました

が、第 2 次世界大戦が始めると軍隊に若者が採られ予算策削減など下火になります。 
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1966 年には、ミッション 66

という国立公園の利用促進の10

年計画が出され、公園内の設備

整備、道路整備が進められます

が、その後開発による自然環境

の破壊という批判もあり、 

 自然の保全と利用の相反す

る考え方のバランスのうえでの

施策が進められます。 

特定非営利活動法人 トチギ環

境未来基地 塚本 竜也 理事長

は、荒廃の一途をたどる日本の

森林を市場経済の力だけでなく、

市民の力で保全していく方法は

ないか。日本の若者の力を引き出し、行動力ある人材を育て、地方の過疎化や高齢化の問題解

決ができないかと考え、アメリカの Conservation Corps であるシアトルのアースコープに

参加して、平成 11 年に参加し日本の風土にあったプログラムを作りトチギ環境未来基地をス

タートさせました。 

活動の出発点は、「地域の人たちの想いを形に」すること。持続的に展開するためには、関係

人口を増やすことが大事で、森林や林業に関心も経験がない人でも、参加ができきるプログラ

ムや参加に興味をもってもらう工夫をしています。 

そうした活動の指針は、他の中山間地域にとっても大変参考になる要素が多々あります。 

例えば、「お年寄りが苦手な部分、若者の得意な部分をつなぐ」、「いかに興味のない人を引

っ張り込めるか、参加の機会を増やす工夫」「いろいろな若者、大学生に参画してもらう工夫」

「新入社員研修をオンデマンドで企画する」といったチャンスを増やすための企画力を生かすと、

森林保全にのみならす地域振興を通じて収入を得るビジネスのチャンスが今後ますます広が

っていくだろうと考えています。 

ボランティアによる里山保全活動であり、また若者のキャリアアップにもつながる人材育成

の面もあります。トチギ環境未来基地の 3 か月のプログラムに参加すると、指示・命令待ちで

はなく、地発的に動く、市民活動の手法を学べるとして参加者の評価も高くなっています。人

材育成の面で優れているところは、チームで取り組むことによりリーダーシップ能力が高まり、

また参加者個々の主体性のスイッチが入りやすくなるということです。 

 地域興し協力隊など若者の中山間地域での活動が広がっていますが、自立的に活動を行

なえる人材育成には、地域の人と一緒に取り組むなど必須となっていることから「チームで取

り組むリーダーシップ」、「主体性のスイッチ」が極めて重要なスキルとして今後ますます期待さ

れます。そして「山村地域にある資源を使って、あるいは組み合わせて新たな仕事をつくる。新

たな仕事を開拓していくための企画力など森林技術だけでなく、総合的な人材育成を通じて、

里山で小さな仕事をどんどん増やしていいきたい」塚本理事長は夢を語りました。 
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【イノシシの捕獲から資源化ま

での取り組みと地域を活性化】  
【講師：おおち山くじら生産者組合 

 森田
も り た

 朱音
あ か ね

 氏（島根県美郷町
み さ と ち ょ う

）】 

開催結果  

---------------------------------------------- 

◆日時 平成２９年１１月９日(木）１３：３０～１６：３０（開場 13 時～） 

◆場所 （一財）都市農山漁村交流活性化機構（まちむら交流きこう） 会議室 

◆主催 （一財）都市農山漁村交流活性化機構 

 【講師】講師：おおち山くじら生産者組合  森田 朱音 氏 

        株式会社クイージ代表取締役 石崎 英治 氏 

 

◆開催概要 

平成 29 年度 第 6 回（通算第 125 回）農山漁村コミュニティ・ビジネスセミナーは、農作物

が食い荒らされ、深刻な鳥獣被害により全国の農家が悲鳴を上げているなか、捕獲したイノシ

シを有効利用して６次産業化を図り、地域活性化のツールとして活用している先進的な取り組
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みを紹介していただきました。 

島根県美郷町にある「おおち山くじら生産者組合」は、イノシシによる被害に対応するため、

猟友会依存の体制を改め、農家や自治会関係者も含めた駆除班を編制し、主体的に活動して

います。休止していた既存の食肉処理施設をイノシシ処理施設として活用し、捕獲個体の資源

化にも取り組んだことにより、捕獲鳥獣の処分負担の軽減にも繋がり捕獲頭数が増加していま

す。  

また、イノシシを「おおち山くじら」と命名してブランド化をすすめ。食肉として出荷するほか、

町内の女性グループが中心となって食肉加工品や皮革製品を開発・販売するなど、捕獲したイ

ノシシを有効利用して６次産業化を図り、地域活性化のツールとして活用。このイノシシの捕獲

から資源化までを行う取り組みには多くの町民が関わっており、獣害対策を契機とした地域づ

くりのモデルとなっています。この活動が評価されて鳥獣被害対策優良活動表彰 平成 24 年

度 農林水産大臣賞（団体の部）しました。 

美郷町で駆除捕獲された猪の約 80%を回収・処理し、その肉や皮を地域資源として役立て

る取組みをしています。美郷町では毎年一定数の猪を駆除することに成功していますが、猪を

撲滅させることを目的とはしていません。野生動物の生息環境を守りながら境界線を設け、共

に生きることを目指しているのです。 

そんな美郷町民の想いを受け、生命あるものを地域資源として大切に活用することで、自然

と共存・共栄することを目指しています。農林水産省でも「ジビエ利活用で元気な地域づくり」

を促進していますが、その中でも最先端の取組と言ってよいかと思います。  

 

第６回セミナー事務局のまとめ 

森田朱音さんと株式会社クイージ代表取締役 石崎英治さんのお二人からお話しを伺いまし

た。森田さんは、島根県美郷町の地域おこし協力隊員として、3 年間「おおち山くじら生産者組

合」でイノシシの駆除活動や獲得したイノシシの活用を行う食肉加工品や皮革製品を開発・販売

するなど活躍し、おおち山くじら生産者組合と森田本人の今後の活動を見据えて、株式会社お

おち山くじら設立し代表取締役就任しました。地域おこし協力隊員を卒業しいきなり社長に就

任するという快挙も驚くばかりですが、おおち山、美郷町での鳥獣被害対策からはじまったイ

ノシシの活用のあゆみも物語に、セミナー受講者の皆さんも食い入るように話に引き込まれま

した。 

なかでも、他の地域と異なると思うのは、ハンターによる駆除隊を解散し、農家自らが狩猟

資格を得て、駆除登録を行い、実践するということ。 

イノシシの食肉加工品の開発・販売を戦略的に展開していること。 

地域のさまざまな婦人グループと連携して、革鞣し商品（レザークラフト）の開発販売、青空

サロン市場など町を挙げての取り組みに力を注いでいること。駆除隊の登録は、4,800 人の

町民のうち、約 100 人が登録していること。駆除隊に登録している人々は、70 歳以上が大半

を占めること。生体捕獲移送による食肉加工は、高い品質を維持することができるが大変なこ

と等々、まさに「皮を切らせて肉を切り、肉を切らせて、骨を断つ」というような、リアルな戦法

ばかりです。 
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講義の後半を石崎さんが担当し、ジビエ業界取り巻く様々な話。（例えば、フランスのジビエ

と日本のジビエの違いやイノシシの解体にまつわる処理場や罠や刺し止めなどの業界用語な

どの話等々。）めったに聞けない実情を教えてもらいました。 

特に参考になったのは、経営の話と今後の見通し。元コンサル会社にいた経験から、売上をア

ップするには、単価×数量＝売上の簡単な法則から、どう考え実践しているかを丁寧に教えて

いただきました。石崎さんは、森田さんが設立した株式会社おおち山くじらの共同代表にも就

任していますが、これは、石崎さんがおおち山くじらのイノシシを卸している関係から関わって

いるのです。鳥獣対策として考える現場、美郷町役場とこれを産業、商品として育成販売する

石崎さんとの何度にもわたる意見のやり取りを通じて、こんにちの取組が構築されてきたので

す。 

 森田さんは、美郷町住民として今後もこの土地で生活をしていく糧として、誰もがかかわられ

る仕事として、美郷町のイノシシ産業のイノベーションに日夜邁進し、石崎さんは、イノシシの食

肉利用促進、シカやイノシシなどの野生獣肉を〈伝統肉〉と再定義した「NPO 法人伝統肉協会」

理事長として、獣肉食文化の普及啓発に取り組むとともに、ジビエの安定供給による産業化に

取り組んでいます。肉屋として大事なのは、１．処理等数から算出してどれくらいの売上、経費

がかかる事業計画を綿密に検討すること。２．処理と捕獲の分離。３．自治体との持続的な信頼

関係の樹立が獣害対策から産業化への道。すなわちジビエ産業地域としての経営のポイントと

言いました。 

【講演者の経歴】 

●森田朱音（もりたあかね）氏 

福岡市出身。2014 年より島根県に移住し、イノシシ肉の営業、企画、販売業務の責任者を務め

る。前職で培った地域づくりコーディネーターとしてのノウハウを活かし、「おおち山くじら」と

いう地域ブランドが地域内外で認知されるよう活動を行っている。 

2007 年 九州大学大学院 生物資源環境科学府 農業資源経済学科 修了 

2008 年 株式会社マインドシェア入社 地域づくりコーディネーターとして従事 

2014 年 島根県美郷町 地域おこし協力隊着任 

2017 年 株式会社おおち山くじら設立 代表取締役就任 

●石崎英治（いしざき・ひではる）氏 

株式会社クイージ代表取締役 

1978 年生まれ。北海道大学大学院農学研究科で林学を修めるが、研究フィールドの天然林

がひと冬でエゾシカに食いつくされたのを見て、研究対象を森林からシカに変える。国内狩猟

肉の製造や卸売業を営むかたわらで、シカやイノシシなどの野生獣肉を〈伝統肉〉と再定義した

「NPO 法人伝統肉協会」理事長として、獣肉食文化の普及啓発にも尽力中。 

2000 年 北海道大学 農学部 森林科学科 

2003 年 北海道大学 大学院農学研究科 環境資源学専攻 修了 

2003 年 日本総合研究所入社 

2010 年 株式会社クイージ設立、代表取締役就任 

2010 年 エゾシカフェ 開業 



p. 27 
 

2012 年 NPO 法人伝統肉協会設立 理事長就任 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



p. 28 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



p. 29 
 

 

 

おおち山 くじら  

─  天 然 イノシシ  ─   

 

 

 

 

 

 

 

上選 夏イノシシ満足鍋セット

（400g）2～3 人前 ¥3,200 税込  

島根県邑智郡の豊かな自然か生゙んた野゙生イノシシ肉は、季節によって様々な味わいを楽し

むことかでぎます。 新芽や筍なとの゙山の恵みを食へでいる「夏イノシシ」は、歯切れかよ゙い

赤身で、アッサリとした後味か特゙徴てず。「おおち山くじら鍋の味噌」は、丁寧に擦ったゴマ

に地元産（島根県邑智郡）の味噌を加え、生姜とニンニクで香りをつけた鍋用の味噌です。 

しっとりとした食感を楽しめるロース肉と力強い旨みのあるモモ肉、「おおち山くじら鍋の

味噌」がセットになった商品です。 すき焼き仕立てで調理し、卵につけてお召し上がりくだ

さい。 ※【冷凍】宅配便でお届け致します。 

 

 

 

 

 

おおち山くじらがネットで販売している主な商品 

https://oochiyamakujira.stores.jp/
https://oochiyamakujira.stores.jp/
https://oochiyamakujira.stores.jp/
https://oochiyamakujira.stores.jp/
https://oochiyamakujira.stores.jp/
https://oochiyamakujira.stores.jp/
https://oochiyamakujira.stores.jp/
https://oochiyamakujira.stores.jp/
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【日本で唯一の畑ガイドが案内する 

ガイドツアー会社】 

【講師：㈱いただきますカンパニー 

代表取締役 井田
い だ

 芙
ふ

美子
み こ

 氏（北海道帯広市）】  

開催結果 

---------------------------------------------- 

◆日時 平成２９年１２月５日(火）１３：３０～１６：３０（開場 13 時～） 

◆場所 （一財）都市農山漁村交流活性化機構（まちむら交流きこう） 会議室 

◆主催 （一財）都市農山漁村交流活性化機構 

◆開催概要 

平成 29 年度 第 7 回（通算第 126 回）農山漁村コミュニティ・ビジネスセミナーは、「畑ガイド」

という新たなビジネスを紹介します。 

「畑ガイド」とは、地元シニアや移住者がガイドとなり、通常は立入禁止の畑に観光客を案内して、

食や農業の魅力を伝えるサービスです。 

この新ビジネスを開発したのは、北海道帯広市で株式会社いただきますカンパニーを経営す

る代表の井田芙美子氏です。 

井田さんは、札幌出身。羊飼いになりたくて帯広畜産大学への進学を機に十勝へやってきま
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した。羊牧場での実習、農場実習など農業の勉強をして、生産現場に触れるなかで、生産その

ものではなく、生産現場の魅力を伝えることに興味を持つようになり、「大学生の頃から、自分

は生産者になるよりも、農業を伝える仕事に就きたいと思うようになりネイチャーガイドや十

勝観光連盟で観光業に携わり、“農業”を“観光”として伝えていけないかという想いをあたた

めていました。 

野菜嫌いだった子どもが農業体験で劇的に変わったこ

とから、畑のチカラに気づき、事業を考案し 2013 年３月

に起業しました。 

畑ガイドの説明を聞きながら広大な畑を散歩してそこで

採れた作物を畑のまん中で食べるツアーです。北海道の十

勝の雄大な農地・農場の中をピクニックができる楽しいツ

アーは、日本で唯一の畑ガイドが案内するガイドツアー会社

〈いただきますカンパニー〉は、グリーン・ツーリズムの新た

な担い手として大いに注目されています。 

また、井田さんは、農村ツーリズムコンサルタントとして、

食料の生産現場と食を学びたい人達を結ぶ企画の提案、

実施の支援をしています。例えば、育プログラムへの助言、

農業体験プログラムの企画、十勝の最先端農業、農業機械、

選果場、生産者交流など、企業や学校関係者等の研修ツア

ー等の農業と食の関係者と繋がる体験を提案しています。 

 

 

第７回セミナー事務局のまとめ 

【日本で唯一の畑ガイドが案内するガイドツアー会社】㈱いただきますカンパニーとは一体だ

れがどのような思いで、活動をしているのか？そんな興味から活動の内容を調べていくうちに、

これまでのグリーン・ツーリズムのように、農林漁家が中心のツアーや体験の受入とは異なり、

農家は農業に専念しながら農業のこと、農村のことを代わって教え案内するガイドというサー

ビスの斬新さに驚きました。 

 このサービスを開発した北海道帯広市の井田芙美子さんを講師にお呼びし、「畑ガイドと行く

農場ピクニック」の全容を伺いました。 

普段は入ることができない農場を特別な許可を得て、専用の長靴に履き替えて、「本物の畑」

を畑ガイドが案内するサービスです。大人も子供も楽しめる、美味しい、楽しい思い出ができる

ガイドツアーは、5 月中旬から 10 月末まで最少催行 2 名から、定員 40 名、毎日実施していま

す。予約は前日まででＯＫ。ぎりぎりまで子どもの体調を心配するお母さんにも参加しやすい

ツアーです。 

会場となる農場は、十勝管内（帯広市、根室町、音更町）の 4 軒の農場。 

農家は利用の許可をすれば、後は専門の畑ガイドが会場設営撤去から運営、解説まですべて行

います。ツアー代金は、1 時間半の朝と夕のおやつ付きは、大人 3,500 円、子ども 2,0000
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円。昼のランチ付きは、2 時間大人 3.500 円、子ども 2,000 円 

 お薦めする人は、北海道らしい思い出を作りたい人、十勝の美味しい恵みを味わいたい人、

作物のこと、農業のことを知りたい人、広い畑の中で写真を撮りたい人、子どもに食べ物の大

切さを体験させたい人をターゲットにしています。 

 2017 年度は、約 2,600 人の参加がありました。大手旅行会社や著名なリゾート施設から

の参加申し込みは、企業研修としての参加など個人ファミリーを中心に、さまざまなニーズに

応えた参加者を畑に案内しています。北海道は、外国人旅行者も来訪しますが、信頼できる旅

行社と連携して外国人の受入も実施しています。 

 会社経営としているのは、自分だけでなく、多くの畑ガイドを育成して、農業の重要性や北海

道農業生産物の理解促進を推進するためです。現在契約しているガイドは12名、職員は2名。

ガイドは定年退職者や主婦、子育てが一段落し社会復帰を目指し女性など農業関係者以外が

多く志願しています。㈱いただきますカンパニーでは、この畑ガイドを育成する人材育成事業

にも力を注ぎ、1 月から 3 月は座学。４～6 月は、実地研修、そして 7 月にガイドデビューと短

期間にプロのガイドを育成する独自のカリキュラムを作っています。まず畑ガイドとは何ぞやを

学び、次に農業の基礎、さらに伝え方の講座、そして最後にリスク管理を学び試験を受けます。

畑ガイドの大きな特徴だと思うのが、この伝え方講座。ファミリーがメインターゲットとしてい

る以上、子どもを如何に楽しませるかを学びます。もちろん大事なのは農家との関係、農家が

何を望み、農家にとって喜ばれることは何かをしっかりとリサーチや意見交換をして、このビジ

ネスが構築されています。代表の井田さんが子育て中のこともあり、子どもにとっての食の意

味、お母さんとして安心して農業にふれあいができる方法をサービスに展開しているというの

がこの事業の革新であり核心です。 

井田さんの思いは、「心と身体で食を感じる機会を提供することでいただきます（＝感謝）の心

を育み 農業の理解者を増やしたい」講師の井田さん、参加いただいた皆さんありがとうござ

いました。 
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【講演者の経歴】 

●井田芙美子（いだ ふみこ）氏 

株式会社いただきますカンパニー 代表取締役 

十勝の「ありのままの生産現場」を伝える「畑ガイド」

／消費者と生産者をつなぐ「農村ツーリズムコンサ

ルタント」／講演・執筆 

2 児の母。10 歳で「生きた鶏を処理して食べる」体

験をする。出産を経て 2012 年 3 月開業、翌 13 年

5 月会社設立。生産現場を見学できる「畑ガイドツ

アー」が話題を呼び、首都圏から多くの家族旅行者

が訪れ感動の声が寄せられている。起業背景は、食

を通じて子どもたちが未来へ生き抜くチカラを育

むこと。その一心で観光・農業の現場連携を推進し

てきた。「3 年生が作った今日のごはん」といった我

が子の成長を伝える日々の発信に母親層から支持

が集まる。 
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【田舎暮らしや田舎での起業など学びの交

流人口創出で、地域の誇りも再生】 

【講師】特定非営利活動法人 土佐山アカデミー 

事務局長 吉冨
よ し と み

慎作
し ん さ く

 氏（高知市） 

開催結果 

---------------------------------------------- 

◆日時 平成３０年１月２５日(木）１３：３０～１６：３０（開場 13 時～） 

◆場所 （一財）都市農山漁村交流活性化機構（まちむら交流きこう） 会議室 

◆主催 （一財）都市農山漁村交流活性化機構 

◆概要 

第１４回オーライ！ニッポン大賞を受賞した特定非営利活動法人 土佐山アカデミー事務局長 

吉冨慎作 氏をお招きし【田舎暮らしや田舎での起業など学びの交流人口創出で、地域の誇り

も再生】と題して開催しました。 

高知市の源流域である中山間地を舞台に「人が自然の一部として生きる文化を育む」という

ミッションの実現に向けて「学びの場づくり事業」「つながりづくり事業」「文化・社会づくり事業」 

を展開する土佐山アカデミーの活動を伺いました。 
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第８回セミナー事務局のまとめ 

土佐山アカデミーが力を注いでいるのは、過疎高齢化が進む中山間地域資源を活用し、地域

の人々の暮らしに根差した技を学びながら、農山漁村での田舎暮らしや新たなビジネスを起こ

そうとする若者や都会人を対象としたプログラム開発です。このプログラムは、地元の人と馴

染みながら夢を叶えることをスクール形式で学ぶもので、都会からの移住者増加に大きな成

果を上げています。 

 また、都会人や若者が自然や農山漁村に求める魅力と地域の人々が課題に思っていること

を上手くつなげる役割もこのプログラムが果たしています。土佐山アカデミーは、支援する側

もされる側も、これからは田舎での起業する力が問われていると言います。具体的には、中山

間地の資源を活かしたナリワイ・スモールビジネスを作り出すことです。 

吉冨事務局長は、山口県出身、福岡の外資系広告代理店に勤務し、坂本龍馬に憧れ、何度か

土佐に通ううち縁があって家族とともに移住しました。 

中山間地の資源を活かしたナリワイ・スモールビジネスを展開するには、それを行う人が楽し

んでいかねば成功しない、さらに、それを利用する人のニーズを考えることも大事です。そして、

農山漁村地域の課題そのものが資源となり得る可能性があるため、「課題を見つける人」×「ア

イデアを考える人」×「実際に活動する人（プレイヤー）」が連携することができれば活性化する

と言います。 

アイデアを生み出すのが得意の人が、多忙などにより必ずしも実践できるわけでもありませ

ん。こうした３つの分野の人を結び付けるコーディネイトする人を育て、関係者を結び付ける場

を「学びの場」として展開するということです。 

特に注目したいのは、地域の課題を教材にしているということです。 

土佐山地区は、高知市の中心部から車で 30 分。明治の初めには約 4,000 人いた人口も現

在は、1，0000 人足らずに。新たな人材を引き入れるために、年間を通して短期・長期ワーク

ショップや研修を実施して、延べ約１万人が受講しています。ワークショップという学びの場を

経験した人のなかから、土佐山を気に入り新たなアイデアで生活の場として移住する人が出て

くるため、出来るだけ多くの学びの場の機会創出が重要なのです。 

3 ヶ月滞在型プログラムで住居も仕事も生み出していく「土佐山ワークスティ」は土佐山の仕

事（ワーク）を学びながら土佐山ステイ（滞在）するプログラムです。 

ステイする空き家再生も、プログラム（ワークショップ）の教材にもなっています。家も無い、

車も無い、コネの無い参加者に対して、それらを提供しこのワークショップを無事に終えて移住

した人は、民泊とスカイイプで英語教室を運営したり、別の日とは、行政書士の傍ら野菜作りし

たりと、複合的なシゴトをしながら土佐山で新たなライフスタイルを実践しています。 

吉冨事務局長をはじめアカデミーの優秀な職員の皆さんは、山村の資源を見直し、新たな発

想とアイデアで若い人たちに働きかける力を源泉に、土佐の山村から新たな日本を作り出そう

と次々とアイデアを実践中です。目指すは 21 世紀の坂本龍馬。 

講師の吉富さん、参加いただいた皆さんありがとうございました。 
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