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会員数 ４２５名（Ｈ２３．２現在） 

 
■棚田保全活動報告 
①そば栽培体験教室（そば打ち）を開催しました 

布施谷ふるさと活性化委員会（黒部市東布施）は、過疎化・高齢化等の問題を抱えている地区

内の４集落（笠破、田籾、池尻、福平）で、地区の活性化を目的にむらおこしに取り組んでいま

す。その一環として、地元の小学生対象に食や地域の大切さを学習するための農作業体験教室を

開催しております。 

今年度は、東布施小学校５、６年生と一緒にソバの種まき（H22.8.17）、収穫（H22.10.20）

を行い、平成 23 年 2 月 5 日に収穫したソバ粉を使った、そば打ち体験を行いました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②第６回やまだのかかしコンテストを開催しました 
第６回やまだのかかしコンテストが平成２２年 8 月７日（土）～2１日（土）までの期間、

富山市山田赤目谷の棚田で開催されました。このコンテストは、都市住民の方に中山間地域の現

状を見てもらい、棚田保全の大切さを知っていただくため、平成 17 年度から実施しているもの

で、平成１９年度から地域住民の活性化を図ることを目的として、赤目谷集落の主催で開催して

います。コンテストを開催した棚田の近くには、富山平野を一望できる温泉施設（牛岳温泉健康

センター）があり、連日の猛暑にもかかわらず、お風呂帰りにかかし通りを散歩する家族連れや、

美しい棚田とともにカメラに収める人の姿も見られ（とやまの棚田写真展の入賞作品にも「かか

し」が登場します）、棚田の魅力を再発見し、棚田保全の必要性を普及・啓発するよい機会とな

りました。 

＜入選作品一例＞ 

  

 

 

    

次回コンテストでは、是非ご自身でこのワクワク感を味わってみてください。 

平成２３年２月発行      



 
③じゃがいもオーナー事業を行いました（高岡市小野地区） 

高岡市福岡町小野地区では、地区内の休耕田で、じゃがいもオーナー事業を実施しています。 
 公募により参加されたオーナー２０人と小野集落の方が協力して、4 月 4 日（日）にじゃがい

もの種芋の植え付け、７月 10 日（土）、11 日（日）に、掘り取り、袋詰め作業等を行いました。

収穫体験の後、採れ立てのじゃがいもをゆでて試食し、参加者の交流を深めました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④稲刈りの農業体験を行いました（氷見市胡桃地区） 

氷見市胡桃地区では、（農）くるみ営農組合やＪＡ氷見市を中心に有磯高校農業科学科の高校

生や金沢医科大学氷見市病院の職員等が参加して、低タンパク米「春陽」の田植え、稲刈りの農

業体験を実施しています。 
 9 月 19 日（日）には、5 月 16 日に田植えを行った「春陽」の稲刈りを実施しました。ＪＡ氷

見市の川上組合長のあいさつのもと、高校生、病院職員、営農組合などの関係者約 40 名にて、

稲を手鎌で刈り取り、わらで縛り、はさがけの農業体験を行いました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

オーナーが種芋の植え付けと施肥を体験 いよいよ、じゃがいもを掘り出します 

有磯高校の高校生による稲刈り風景 参加者全員ではさがけ 



⑤豊穣の五箇山ツアーへの参加 
１０月、紅葉シーズンを迎えた五箇山で「豊穣の五箇山ツアー」を開催しました。一度は五箇

山から姿を消したと思われた伝説の野菜「五箇山かぶら」の種を、見事に復活させた生産者の想

いを伺い、五箇山の実りを満喫しました。 
今回お邪魔した畑は平地域の道谷（どうだん）にあり、五箇山の紅葉の絶景スポットでもあり

ます。交配を避け、標高の高い山奥で栽培される五箇山かぶらは、かじると柔らかく、さくさく

していて甘みが強いのが特徴で、サラダにもぴったりです。 
 
 
 
 
 
 
 

『みんなで農作業の日』in 五箇山のブログ 

http://gazoo.com/G-Blog/GOKAYAMA_MURA010/Index.aspx 

 

 

 
 
■「第７回とやまの棚田写真展」が開催されました 

第７回「とやまの棚田写真展」については、昨年の５月～１１月にかけて、一般県民の皆様へ

作品募集を行いました。 
県内外の皆様から多数の応募のあった、棚田の美しい風景や棚田に集う人々の活気、営農の大 

変さなどが伝わる作品（総応募数１８５作品）の中から優秀な作品を表彰し、展示会を開催し

ました。入賞作品は下記のとおりです。（受賞作品については、年間を通して各交流施設で展示

会を行う予定です。） 

・入賞者一覧（１８作品）敬称略 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

なお、入賞者の方には副賞として「富山市山田村の特産品」が贈られました。 

 

【富山県知事賞】６点 
・金賞▽「晩秋の訪問者」  福田 隆 （富山市） 

・銀賞▽「初冬の棚田」  永原 恵智子 （黒部市）   ▽「緑の詩が聞こえてきます」 富田 栄人（富山市） 
・銅賞▽「黄昏」  深井 孝夫 （滑川市）         ▽「田植の頃」 今藤 正昭（高岡市） 

▽「海と棚田をつなぐ霧の川」  上野 攻守 （富山市） 

【（社）富山県農林水産公社理事長賞（特別賞）】６点 
▽「家路」  高畑 訓 （富山市）      ▽「あれも かかしなの？」  森田 悠子 （射水市） 
▽「代掻き」  寺崎 章 （富山市）     ▽「花咲く畦道」  小川 圭二 （富山市） 
▽「初体験」  藤谷 忠相 （富山市）   ▽「坪池の棚田」  魚谷 俊郎 （高岡市） 

【とやま棚田ネットワーク会長賞（特別賞）】６点 

▽「夕照」 大田  佐由里 （富山市）     ▽「夫婦仲良く田ならし」  梶原 隆 （富山市） 
▽「山里の春」  杉山 邦雄 （高岡市）   ▽「のどかな田園」  荒木 博昭 （高岡市） 
▽「餌場」  浅野 陽子 （富山市）       ▽「田植えで生き生き、合掌の里」  根芝 一夫 （茨城県） 

みんなで農作業の日 検索 

http://gazoo.com/G-Blog/GOKAYAMA_MURA010/Index.aspx�


 知   事   賞 

(社)富山県農林水産公社理事長賞（特別賞） 

とやま棚田ネットワーク会長賞（特別賞） 

▲金賞             ▲銀賞               ▲銀賞 
「晩秋の訪問者」         「初冬の棚田」       「緑の詩が聞こえてきます」 

▲銅賞             ▲銅賞             ▲銅賞 
「黄昏」       「海と棚田をつなぐ霧の川」        「田植の頃」                  

        

▲｢家路｣           ▲｢代掻き｣             ▲｢花咲く畦道｣ 

▲｢あれも かかしなの？｣      ▲｢初体験｣          ▲｢坪池の棚田｣ 

▲｢夕照｣         ▲｢夫婦仲良く田ならし｣        ▲｢山里の春｣ 

▲｢のどかな田園｣     ▲｢田植えで生き生き、合掌の里｣     ▲｢餌場｣ 



県内の棚田オーナー制度情報（予定） 

名  称 
１区画の 

面積と料金 

募 集 

区画等 
概   要 問い合わせ先 

「種の里」棚田オーナー 
●所在地／上市町西種 

 

設定なし 
（共同作業） 
２万円 
（大人２名ま
で） 
 
追 加 料 金
5,000 円/人 

追加 

約 20 組 
（約40 名ま
で） 

田植え、草刈り、稲刈り・はさがけなど、
年２～３回の農作業を地元の方と協力
して実施。里山ハイキングや山菜摘
み、わら細工等のイベントもあります。 
●特典／玄米約30㎏、町特産品提供 
●募集期間／４月上旬～５月上旬 

上市町グリーン・ツー
リズム協議会 
（上市町産業課内） 
�076-472-1111 

 
http://www.town.ka
miichi.lg.jp/event-to
pics/svTopiDtl.aspx
?servno=55&srch=
M 

みのり棚田の学校 
●所在地／富山市八尾町乗嶺 

 

設定なし 
（共同作業） 
大人１万円 
小人5,000円 

32 組 

立山連峰を一望する棚田（日本の棚
田百選認定）で、田植え、稲刈り、さつ
まいも掘りなどの農作業を実施。「棚田
の学校便り」を発行するほか、ホタル観
察会やおわら風の盆鑑賞会、地元農
家とのバーベキュー交流会も。 
●特典／米（大人 15 ㎏、子ども８㎏） 
●募集期間／２月中旬～３月末 

みのり棚田の学校実
行委員会 
委員長：山西さん 
�076-454-2954 
 
http://www7.city.toy
ama.toyama.jp/slo
w/yatsuo/02_01.ht
ml 

河西棚田オーナー 
●所在地／富山市八尾町河西 

 

100 ㎡ 
３万円 

10 組 
（１組４名ま
で） 

岐阜県境から流れ出す室牧川の水を
使って、赤土･粘土質の農地で栽培す
るコシヒカリは魚沼産に負けないくらい
の食味。農園での野菜収穫やホタル
観察会、魚釣り教室や山菜採り、そば
打ち体験などで地元農家と楽しく交流
する。 
●特典／玄米 30 ㎏、野菜 
●募集期間／２月中旬～４月末 

河西活性化協議会 
池口さん 
�080-1956-5914 

 
http://www.cty8.co
m/slowtown/index.
html 

氷見長坂棚田オーナー 
●所在地／氷見市長坂 

 

約 100 ㎡ 
（30 坪） 
３万円 

約 35 組 
（１組５人以
内、もしくは
１家族） 

平成11年度にスタートした県内初の棚
田オーナー制度。日本の棚田百選に
選ばれた棚田を背景に、田植え、稲刈
りなどを地元ベテラン農家（椿衆）の指
導のもと、体験できる。「棚田を好き放
題語る会」で地元農家と交流も。 
●特典／玄米 40 ㎏、市特産品、入浴
施設の割引も 
●募集期間／２月１日～３月１日 

氷見市棚田保全推
進会議 
（氷見市農林課内） 
�0766-74-8086 
 
http://www.city.himi
.toyama.jp 

世界遺産・五箇山棚田オーナー 
●所在地／南砺市相倉 

 

約 100 ㎡ 
２万円 

15 組 

世界遺産・相倉合掌造り集落の棚田で
田植え、稲刈りなどが体験できる。そ
ば・赤かぶ・農園オーナー制度もあり、
秋の収穫祭には他のオーナーと楽しく
交流できる。生育状況の情報提供（ブ
ログ）を実施。 
●特典／玄米 30 ㎏、地元特産品、温
泉入浴券 
●募集期間／２月中旬～４月末 

『みんなで農作業の
日』ｉｎ五箇山 
実行委員会 
南砺市平行政ｾﾝﾀｰ
�0763-66-2131 
 
http://gazoo.com/G
-Blog/GOKAYAMA
_MURA010/Index.
aspx 

■ご意見・ご要望はこちらまで 

○事務局 (社)富山県農林水産公社設計管理課 TEL:076-441-7397  FAX:076-444-3851 
      HP→http://taff.or.jp/tanada/tanada.htm 
○富山県農村振興課農村活性化係 TEL:076-444-3381   FAX:076-444-4427 

各地で展開される棚田オーナー制度。平成 23 年度のオーナー募集が始まっている 

ものもあるので、棚田の米づくりにチャレンジしたい人は問い合わせをしてみよう。 

メールマガジン配信中！ 

http://www.city.himi.toyama.jp/�
http://www.city.himi.toyama.jp/�

