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地方創生による地方移住を推進する中で、田園回帰の機運が高まり、その受皿として、従来

の営農に留まらず、農業とさまざまな仕事を組み合わせることで、農村での暮らしを実現・支

援する政策が提唱されています。

こうした動きは、農業に新たな価値を生み出し、農業を発展させ、その地で暮らし続けるた

めの雇用の創出、生活条件の整備、関係人口の拡大など地域活性化にもつながっています。

そこで、当センターでは、農業と他分野との融合により、①農業の維持・発展、②見過ごさ

れていた地域資源の発掘、③新たな価値の創出、などがなされ、その結果地域に人と仕事を生

み出し、将来に向かって長く存続できる地域づくりに寄与している特色ある取組の事例集を作

成することといたしました。

分野には、福祉、観光、テクノロジー、芸術・歴史・文化、環境・エネルギーなどの10項目

を設け、取り上げる事例には「農福連携」、「観光農園」、「スマート農業」、「棚田などの農業遺

産の保全・継承活動」などをあげ、各地の取組を紹介する内容といたしました。

掲載事例については、各都道府県および各市区町村に取組事例の推薦をお願いし、特徴的な

40事例を掲載しています。

「特集編」の10事例は、その中でも先進的かつユニークな事例であり、7事例については当セ

ンター職員が現地での取材を行い、関係者の方々の生の声を伺って執筆いたしました。また、

「特集編」の 3事例及び「本編」の30事例は、事例に関係する自治体の関係者の方々にご執筆い

ただきました。

本事例集が、農業と他分野との融合による取組を検討・実施されている関係者の皆様の一助

となれば幸いです。

最後になりましたが、本事例集の作成にあたり、ご協力いただきました皆様方に厚くお礼を

申し上げます。

令和 4年 2月

� 一般財団法人地域活性化センター

� 理事長　椎�川 �忍

は じ め に
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構成
本書は「特集編10事例」および「本編30事例」により構成されている。

その他
特集編および本編は執筆時（令和 3年10～11月）の内容に、一部時点修正など（令和 3年11～
12月）を加えたものである。また、本文中に掲載の関係者の役職名や名称などは令和 3年10～
12月時点のものである。

自治体データについて
自治体の人口および面積は、原則令和 3年 4月 1日時点における数値であり、人口は住民基本
台帳に基づいている。

ご利用にあたって

事例分類について
各事例冒頭には取組の項目を掲載している。

〈取組の項目一覧（項目が複数の場合は複数記載）〉

項　目

１．福祉 ６．芸術・歴史・文化

２．教育 ７．環境・エネルギー

３．観光・サービス業 ８．企業

４．移住・定住 ９．地域雇用の確保

５．テクノロジー 10．その他

北海道長沼町事例紹介 1

全町農業者による農家民宿、食育、 
農作業体験を通した都市と農村の交流

❷教育 ❸観光・サービス業 ❹移住・定住

掲載例



沖縄県南城市（自治体執筆）事例紹介10

1 南城市の概要
南城市は平成18年に 1町 3村（旧佐敷町・旧知念
村・旧玉城村・旧大里村）の合併により誕生し、総面
積49.70㎢、人口45,045人（令和 3年 4月 1日現在）、
沖縄本島南部の東海岸、静穏な中城湾と太平洋に面
し、緑豊かな自然環境に囲まれた地域である。当市
は、琉球王国の始祖尚巴志の拠点である佐敷グスクや
神の島久高島、世界遺産の「斎

せー

場
ふぁ

御
う

嶽
たき

」のほか、琉球
王国以前より地域勢力の拠点であった多くの「グス
ク」、琉球国王の巡礼地「東

あがり

御
う

廻
まー

り
い

」関連の文化遺産
など貴重な歴史・文化史跡を有している。その多くは
旧町村時代から各地域や自治会が大切に継承してきた
さまざまな有形無形の文化遺産である。本稿では古よ
り大切に守り継がれてきた文化・文化資源を活用して
活性化に取り組む自治会を紹介する。

2 名実ともに「稲作発祥の地」を目指
して
南城市の仲村渠区では毎年旧暦正月初午の日に、親

うぇー

田
だ

御
う

願
がん

と呼ばれる古い田植の祭し行事が行われてい
る。その舞台である受

うき

水
んじゅ

走
はい

水
んじゅ

は、沖縄の稲作発祥伝説
の地と伝えられる聖地だ。琉球王国時代の史書「琉球
国由来記」には、琉球開びゃく神アマミクがニライカ
ナイ（理想郷）から稲の種子を伝えた。村の人が稲の
育て方を習い、「浜川ウラ原の親田、高タカマシノマ
シカマ田」（受水走水）に稲苗を植えたと記されてい
る。当時、王府から役人が来て祭しがなされ、干ばつ
には国王による雨乞い儀礼も行われた。
他方で、琉球王府の歴史とは別に、地域に伝わる伝
承がある。昔、中国から稲穂をくわえて飛んできた一羽

の鶴が暴風にあってカラウカハ（新原区）に落ち、その
稲穂が芽を出した。早苗は地元の偉人アマミツらによっ
て受水走水の水田（百名区）に移植され、琉球最初の
稲作が始まったという。かつては仲村渠区とともに、近
隣集落である百名区、新原区一帯は、ともに一つの
「百名村」だった。当地域には、稲作発祥にまつわる伝
承や祭し行事がほぼ同均一に伝わっており、特に仲村
渠区の「親田御願」行事では前述の伝承や稲作工程を
歌にした「天親田のクェーナ」が今でも歌われている。
沖縄の稲作にまつわる伝統行事の中でも最も有名な
のが綱引きである。沖縄の各地では、稲わらを編んだ
綱で綱引きをし、豊年や無病息災を祈願する行事が広
く行われている。南城市内各地でも地域ごとに大小さ
まざまな綱引き行事が行われているが、中でも「仲村
渠綱曳き」は、琉球国時代に国王の即位に行われてい
た「首里綾

あい

門
じょー

大
うー

綱
んな

」が明治期以降に伝わったとされ、
綾門大綱が途絶えた後も、チンクと呼ばれる独特な鐘
鼓のリズムを今に残す。
このように仲村渠区はまさに稲作発祥伝説にふさわ
しい稲作にまつわる伝統行事を色濃く残す地域であ

親田御願

❸観光・サービス業 ❻芸術・歴史・文化

100%地産の綱曳きを目指して
～南城市仲

なか

村
ん

渠
だかり

区自治会の取組～

南城市 企画部 まちづくり推進課
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る。しかし、戦後の大干ばつやさとうきびの普及によ
り稲作農家は減少し、およそ30年前から仲村渠の稲作
農家は途絶えてしまった。平成29年、このような現状
に疑問を抱いた若者が集い、「仲村渠産100%の稲わら
を使った仲村渠綱曳きの実現」を目指して「仲村渠稲
作会」が発足した。地域の農家から遊休地を借りう
け、約150坪の水田を造成して、仲村渠区の祭し行事
「親田御願」に伝わる稲苗を植えた。「稲作発祥の地」
の名実一体を目指す地域おこしが始まった。

3 仲村渠稲作会の活動
（1）小規模自治会の組織
南城市仲村渠区は、人口230人、世帯数79という市
内70の自治会の中でも小規模自治会の一つだ。20年ほ
ど前から少子高齢化、特に若者の流出や児童数の減少
が著しく、青年会や婦人会もすでに解散している。発
足当時、稲作会のメンバーは20～40代の十数名で、そ

の中の区内在住者は半分にも満たず、そのほとんどが
区外に住む仲村渠の地縁・血縁者である。稲作会のみ
ならず自治会活動には、彼らの協力が不可欠だ。仲村
渠稲作会は平成29年の発足後、OB会（壮年部）や老
人クラブの協力のもとで一年かけて水田を造成し、平
成30年 3 月に初田植えにこぎつけた。稲作を全く知ら
ない若者たちは、30年前に最後の米農家だった方から
種のまき方や苗の育て方、田植えから収穫までを昔な
がらの手法で学び、令和 3年現在まで毎年 2期作を継
続している。

（2）市補助金の活用と自走化
仲村渠稲作会は発足当時、区民からの募金によりお
よそ10万円を原資として活動を開始した。初収穫後は
収穫米の一部を地域内で販売し、会の運営費に充て
た。 2年目からは南城市の補助事業を活用し、必要備
品や農具などを買いそろえ、わらの保管庫を整備し
た。 3年目の令和 2年度からは、自主財源を確保する

収穫作業

仲村渠稲作会田植え作業 仲村渠稲作会収穫作業

令和 3 年度 地域活性化事例集 令和 3 年度 地域活性化事例集42 43

100%地産の綱曳きを目指して 10事例紹介



ため、収穫米の商品化にのりだした。市内の福祉作業
所と南城市観光協会の協力のもと、収穫米の保管・パ
ッキングから委託販売までの作業工程を確立し、令和
3年から「仲村渠の赤米」の販売を開始した。稲作会
が栽培する羽地赤穂は沖縄の在来種であり、地域の田
植行事「親田御願」で代々受け継がれてきた品種だ。
令和 3年 5月には、日本スローフード協会の認定する
在来種の保存と食の伝統文化の継承を目的とした「味
の箱舟」にも登録された。「仲村渠の赤米」の商品化
により、「稲作発祥の地」としての地域ブランドが確
立されつつある。

（3）マンパワーの課題
仲村渠稲作会では、区内外の協力を得て田植や稲刈

りなど大規模な作業は実施できているが、水田や苗の
管理については、メンバーのみで行っているのが現状
だ。 1か月に 1～ 2回は週末の半日を使って作業を行
い、田植えや収穫前の 3週間は毎週のように作業を行
う。各自本職を持ちながらのボランティア参加となるの
で、週末といえども集まりは 1回につき3、4人程度で
あり、一部のメンバーに負担がかかり、作業効率も悪く
なる。世代を超えて地域の青少年からお年寄りまで水
田や苗の管理作業に協力を呼び掛けているが、地域住
民だけでは、なかなか人が集まらないのが課題である。

4 関係人口の創出
（1）意外な副産物
仲村渠稲作会では平成29年に造成した 3枚およそ

150坪の水田から、令和 2年にはさらに 2枚の約100坪
増やして毎年 2期作を行っている。令和 2年から新型

コロナウイルス感染症拡大により 2年連続で仲村渠綱
曳きが中止になったが、綱作りに必要な500坪分の稲
わらの生産は達成できる見通しだ。
収穫米の販売については、収穫量はその年の天候、
特に台風の到来に大きく左右されることが多く安定的
ではない。それでも自治会や市の補助金に頼らない自
主財源の確保にむけては大きな一歩である。課題はマ
ンパワーの不足だが、仲村渠への移住希望者が稲作会
に参加するなど、発足当初は意図していなかった意外
な解決の兆しが表れている。

（2）地域を理解する交流の場
仲村渠区では、自治会の共有地を地域内外の子育て
世代へ格安で売却し、その資金を活用して独自の公民
館を建設する計画を進めている。仲村渠区では、旧玉
城村時代に建設された仲村渠児童館を自治会の公民館
として利用しているが、自治会が利用できる時間が限
られ、築年数も40年近く経過していることから、新た
な公民館の建設を望む声が大きい。自治会では、共有
地を子育て世代に売却することで若者や子どもの人口
を増やし、その収入を活用して、稲作会をはじめ様々
なコミュニティ活動の拠点となる公民館を建設する予
定だ。自治会長は、共有地販売や移住の問い合わせに
対して、地域を知ってもらうため稲作会の活動を紹介
し、希望者へは田植えや稲刈りに参加してもらってい
る。実際に、将来仲村渠への移住を視野に入れた方の
参加のほか、まだ移住が実現していなくても仲村渠の
魅力を理解し、ともに地域を作っていくという理念を
共有できる人々が集い始めている。

5 新たな地域拠点を目指して
（1）地域を挙げた観光農園の可能性
平成30年に開始した 2期作の田植え・収穫作業で
は、区内外からおよそ60人が参加し、翌年には延べ
100人が参加した。（令和 2年はコロナ禍の影響で50人
に減少）しかし、農作業中心のためか、区内の子ども
たちのリピート率は低く、年々減少傾向にある。令和
4年からは田植えや収穫作業のみならず、作業後に収
穫米を使ったキャンプ料理やしめ縄づくりなどのレク
リエーションを組み込み、近隣の青少年自然の家を窓
口として、区外からも参加者を広く募集する予定だ。

仲村渠の赤米
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●人口（R3.4.1時点）：45,045人　　●面積：49.70㎢
●事業名：ツナぎツナがる稲作文化（南城市上がり太陽プラン助成事業）
●事業開始年度：令和元年
●事業実施主体：南城市仲村渠自治会
● 連携団体等：南城市

沖縄県南城市自治体基礎データ

連絡先 企画部まちづくり推進課
TEL：098-917-5394　FAX：098-917-5424　URL：https://www.city.nanjo.okinawa.jp/top/

将来的には、稲作イベントだけでなく、収穫した稲わ
らを使った綱作りや仲村渠綱曳きなどを含めて体験型
の観光イベントも検討している。

（2）「仲村渠地域活性化計画書」の策定
仲村渠区自治会では今後周辺環境の変化に応じた活
性化政策が求められている。仲村渠集落から車で 5分
圏内に那覇空港自動車道に連結する南部東道路のつき
しろICの整備が今後10年に完了する予定であり、そ
の周辺には大型商業施設を誘致する計画もある。
仲村渠の周辺集落ではすでに集合住宅や分譲住宅が

増えており、今後仲村渠区も区外からの移住者が増加
すれば、これまで地域活動を担っていた住民や地域関
係者よりも人口に占める割合が増える可能性がある。
令和 3年度に仲村渠区では、南城市の補助事業を活用
して地域の 5年後、10年後を見据えたコミュニティ活
性化計画書を作成する予定である。地域住民や地縁・
血縁者だけでなく区外からの移住者に対しても、地域

づくりのビジョンの共有・共感を図っている。この計
画書を皮切りに、今後 3年内の建設を予定している公
民館を拠点にし、稲作会をはじめ地域の伝統行事のほ
か、女性会などの新たな組織づくりも期待される。そ
の中で、仲村渠稲作会の活動は、今後も地域外の方々
に仲村渠の歴史や文化を体験する機会を提供し、地域
の関係人口を創出する大きな役割を担っていくだろう。

しめ縄づくり

仲村渠綱曳き
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100%地産の綱曳きを目指して 10事例紹介
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