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●障害者が安心して働き暮らせる場を
　つくるため、農事組合法人を設立し、
　農業を企業化（障害者に高い給与水
　準を確保）
●農場内で牛糞等を作物肥料に使用
　する循環型農法を実践し、茶製造、ハ
　ム・ソーセージなどの食品加工を行い、
　統一ブランド名「花の木農場」で販売
●鹿児島市内にアンテナショップを開設
　し、ジェラート等の製造・販売とともに、
　消費者に直結する商品開発を促進

農福連携で過疎化になやむ地域おこしを！

●農場経営の規模拡大・安定化で、県
　内はもとより県外からの就職希望者
　が増加

●女性が働きやすい職場環境づくりが
　促進

●イベントの開催など食品の販売を通じ
　て、県内外の人々と交流促進

医療・福祉

６次産業化

女性の活躍

鹿児島県 南大隅町
し　ょ　う　だ　い　さ　ん し　ら　は　と　か　い

アンテナショップ

ソーセージの結束作業

花の木農場での茶生産（東京ドーム20倍の面積）

概　要 成 果

●地域内に昔から自生する薬草の知識
　や料理法について、大学薬学部と連
　携して、地元住民、小中高生を対象に、
　広報紙やイベント、料理教室、出前勉
　強会で普及啓発
●高齢者コミュニティビジネス支援のた
　め、公園内の薬草花壇づくりや、荒廃
　した農園を薬草農園に変え薬草茶と
　薬草足湯をつくる事業を支援
●薬草活用を希望する県内外の団体に
　対し、研修の受入れを実施

25小岱山薬草の会 26社会福祉法人 白鳩会
薬草食べて元気な町に

●継続的な普及活動により、地元住民
　に薬草知識を持つ者が増加

●イベントへの積極的な参加によりマス
　コミに取り上げられることが多くなり、
　薬草の町として認知度が向上

●県外からも研修の申込があるなど、取
　組が全国的に波及

「食」の
提供・活用

研　修

ボランティア

熊本県 玉名市

概　要 成 果

薬草観察講演会

地元中学校への出前薬草料理教室

薬草花壇の整備
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は　る　さ　ー

●地域の農家20名がレストラン、宿泊施
　設、加工企業等42店舗と連携し、農産
　物からスパイスまで全て地元やんばる
　産でおもてなし
●農家と飲食店の連携により、地元保育
　園児に対し「植え付け、収穫、調理、食
　べる」までの工程を実体験
●規格外の食材を利用した付加価値の
　高い商品の開発。また、マルシェや地
　域の食材を中心としたフードメニュー
　で、地域資源の素晴らしさを実感して
　もらうフードフェスを開催

27やんばる畑人プロジェクト
「やんばるは美味しい！」を全国へ！

●新聞やＴＶの取材が多くなり、取組や
　地域資源を全国に発信

●大手コンビニエンスストアの弁当に食
　材が採用されるとともに、首都圏の百
　貨店の沖縄展のメインブースを担当

●フードフェスの売上げは、1.5倍に　
　（H25-26）

「食」の
提供・活用

６次産業化

農商工連携

沖縄県 名護市

概　要 成 果

やんばるスパイス

やんばる畑人プロジェクトによるフードフェス

春の香祭名護漁協と連携
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問い合わせ先一覧
TEL:0165-34-3089  FAX:0165-34-3089

e-mail：t.takahashi@kch.biglobe.ne.jp

TEL:0138-84-8737  FAX:0138-84-8737
e-mail：info@fukkurinko-jashinhakodate.com

TEL:0172-88-5039  FAX:0172-57-5190
e-mail：kura-334club@smile.ocn.ne.jp

TEL:0198-62-0601  FAX:0198-62-0602
e-mail：tourism@tonotv.com

TEL:022-762-8211  FAX:022-762-8211
e-mail：reroots311@yahoo.co.jp

TEL:0285-68-4839  FAX:0285-68-4839
e-mail：ichikai-sibazakura@cocoa.ocn.ne.jp

TEL:0494-25-0088  FAX:0494-22-3384
e-mail：masao-n@mth.biglobe.ne.jp

TEL:0463-21-0146  FAX:0463-22-5729
e-mail：info@jf-hiratsuka.org

TEL:0558-52-0132  FAX:0558-52-0962
 e-mail：izu@shiokatuo.com

TEL:0766-82-7707  FAX:0766-84-7707
e-mail：jfshinminato@tairyonet.or.jp

TEL:0768-76-0021  FAX:0768-76-1214
e-mail：shunran@shunran.info

TEL:0767-85-2678  FAX:0767-85-2678
e-mail：taka-farm@a1.notojima.jp

TEL:0776-97-2622  FAX:0776-97-2622
e-mail：goldo291@yahoo.co.jp

TEL:0770-62-2125  FAX:0770-62-2124
e-mail：wakasa@nouson-kaminaka.com

TEL:0576-47-2111  FAX:0576-47-2621
e-mail：shimin-m@city.gero.lg.jp

TEL:0599-33-7453  FAX:0599‐33‐6199
e-mail：amabunka.o@bz03.plala.or.jp

TEL:090-9214-0055  FAX:077-589-2701
e-mail：ayao@hori55.com

TEL:0737-88-7279  FAX:0737-88-7218
e-mail：ajiichi@sowakajuen.com

TEL:0739-35-1199  FAX:0739-35-1192
e-mail：info@agarten.jp

TEL:0855-42-1233  FAX:0855-42-0990
e-mail：kawauchi-seiichi@city.hamada.shimane.jp

TEL:086-728-3584  FAX:086-728-3584
e-mail：a.nishikawa1@hi.enjoy.ne.jp

TEL:083-874-5838  FAX:083-874-5839
e-mail：egf@athena.ocn.ne.jp

TEL:0883-43-2888  FAX:0883-26-7010
e-mail：hotarukan@cnet-oe.ne.jp

TEL:0980-43-5895  FAX:0980-43-5896
e-mail：info@haruser.jp

TEL:0994-24-2517  FAX:0994-24-3711
e-mail：osumi@hananokifarm.jp

 

TEL:0968-72-6005  FAX:0968-73-3034
e-mail：m-sakamoto@kjb.biglobe.ne.jp

                          TEL:0877-33-0286  FAX:0877-33-0890
e-mail：cosmos727cosmos@kdt.biglobe.ne.jp

絵本の里けんぶちＶＩＶＡマルシェ

函館育ちふっくりんこ蔵部

農業生産法人 株式会社グリーンファーム農家蔵

遠野・住田ふるさと体験協議会

一般社団法人 ReRoots

芳那の水晶湖ふれあいの郷協議会

お菓子な郷推進協議会

平塚市漁業協同組合

西伊豆しおかつお研究会

新湊漁業協同組合

春蘭の里実行委員会

ＮＯＴＯ高農園

殿下の里づくり組合 かじかの里山殿下部会

農業生産法人 有限会社かみなか農楽舎

馬瀬地方自然公園づくり委員会

相差海女文化運営協議会

せせらぎの郷

株式会社 早和果樹園

農業法人 株式会社秋津野

美又湯気の里づくり委員会

北庄中央棚田天然米生産組合

社会福祉法人 E.G.F

特定非営利活動法人 美郷宝さがし探検隊

農事組合法人 たどつオリーブ生産組合

小岱山薬草の会

社会福祉法人 白鳩会

やんばる畑人プロジェクト

北海道上川郡剣淵町東町

北海道北斗市村内545-1 新函館農業協同組合

青森県平川市金屋中松元88-1

岩手県遠野市東舘町6-16

宮城県仙台市若林区荒浜字今泉59-3

栃木県芳賀郡市貝町大字見上614-1

埼玉県秩父市宮側町1-7 （一財）秩父地域地場産業振興センター内

神奈川県平塚市千石河岸28-13

静岡県賀茂郡西伊豆町仁科1190 角屋水産内

富山県射水市八幡町1-1100

石川県鳳珠郡能登町字寺分子18

石川県七尾市能登島百万石町27-3

福井県福井市畠中町26-6

福井県三方上中郡若狭町安賀里74-1-1

岐阜県下呂市馬瀬名丸406 下呂市馬瀬振興事務所

三重県鳥羽市相差町1238

滋賀県野洲市須原216

和歌山県有田市宮原町東349-2

和歌山県田辺市上秋津4558-8

島根県浜田市金城町下来原171 浜田市金城支所

岡山県久米郡久米南町北庄1867-3

山口県萩市大字下小川1000

徳島県吉野川市美郷字宗田82-1 美郷ほたる館

香川県仲多度郡多度津町大字青木103-2

熊本県玉名市繁根木75 サンビル1階

鹿児島県肝属郡南大隅町根占川北2105

沖縄県名護市名護4607-1 クックソニア内




