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■棚田保全活動報告 

①「出会い ふれあい 助け合い（結） そして喜び」（南砺市利賀村 坂上地区） 

南砺市坂上地区は、標高約 600ｍに位置し、周囲を 1,000ｍ級の山々に囲まれた、冷涼多雪な

地域です。地区内の棚田は住民の力で美しく保たれ、富山県の棚田ガイドブックにも掲載されて

います。 

しかし、若者離れが進み、過疎・高齢化の地域であることから、今後の景観保全に不安を抱え

ており、地区内の棚田をはじめ、地域資源を活用し、農村体験活動を展開することで、農村らし

い棚田のある原風景を守るとともに、当地区ならではの魅力を発信し、地域の活性化を図ろうと

しています。 

今年度は、利賀百姓塾として南砺里山博に乗せ５回に渡る事業を実施しました。有機栽培水稲

２１アール（コシヒカリ・酒米・古代米）をベースにして利賀の自然と親しみ、さまざまな体験

活動を通じて生活の技と知恵、人と人との絆の中で生きることの尊さと喜びを共有する機会とな

りました。今年度、百姓塾の延長線上にある濁酒特区による濁酒の醸造が叶い、７月から生産し

多くの方々にその独特の味わいを楽しんで頂けるようになったのが喜びです。また、こうした取

り組みが都会地の若者に共感を呼び、畑を借りて有機野菜の栽培を試みる者もあらわれ、今後の

広がりが楽しみにもなっています。 

 

 

 

 

 

平成２６年３月発行 

田植え体験 ソバの脱穀体験 



②遊休農地を活用し、地域の活性化へ（小矢部市 荒間地区） 

小矢部市荒間地区は小矢部市内中山間地域の南西寄りに位置しています。地区内の遊休農地に

スクナカボチャの作付を開始し、農地としての活用を図りました。 

 スクナカボチャの他にも地区内で採れた農産物や加工品を直売所「山の店」や、１１月１０日

に開催された、地域のイベント「よだけの山祭り」で販売しました。「山の店」や「よだけの山

祭り」には県外からもお客様が訪れており、地域の活性化に寄与しています。 

 

 

■第３回「とやまの農山村写真展」の開催 

”守ろう！伝えよう！美しい農山村”をテーマに第３回「とやまの農山村写真展」を開催しま

した。昨年の７月～１１月にかけて県内外の皆様から多数の応募のあった、美しい農山村の風景

や、そこに暮らす人々を写した作品（総応募数 152 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等で展示会を

行う予定です。） 

・入賞者一覧（16 作品）敬称略 

【富山県知事賞】 ５点 

一般部門   最優秀賞 島野洋子（富山市）  

         優秀賞 沖 保治 （射水市）、 杉山邦雄（高岡市） 

 ジュニア部門 最優秀賞 永井幸奈（南砺市） 

         優秀賞 安達佳英（舟橋村） 

【富山県土地改良事業団体連合会長賞（棚田賞）】 ３点 

一般部門    棚田賞 荒木博昭（高岡市） 、 梶原 隆（富山市） 

ジュニア部門  棚田賞 中井 椋 （南砺市） 

【とやま棚田ネットワーク会長賞（特別賞）】 ８点 

 一般部門   特別賞 沢田みどり（黒部市）、富士原 清（富山市）、森沢信彦（砺波市）、 

高山佑樹（富山市）、山田正昭（富山市）、寺崎 章（富山市） 

 ジュニア部門 特別賞 向柴天斗（氷見市）、菅原拓哉（南砺市） 



【一般部門】 

知   事   賞 

 

富山県土地改良事業団体連合会長賞（棚田賞） 

とやま棚田ネットワーク会長賞（特別賞） 

 ▲最優秀賞             ▲優秀賞           ▲優秀賞 
     「春待つ古里」        「"おいしい実をつけてね”」     「収穫の音色」 

▲｢トキが住む農村｣        ▲｢早苗の季節｣  

   ▲｢棚田の夜明け｣        ▲「小さな体験」             ▲「太陽からの恵み」 

｢世界遺産五箇山の稲刈り体験｣ 

｢畑の冬支度｣ 

▲｢迷路｣ 



【ジュニア部門】 

知   事   賞 

 

富山県土地改良事業団体連合会長賞（棚田賞） 

▲最優秀賞                  ▲優秀賞 
     「夕日影」                              「コウリャク隊」 

とやま棚田ネットワーク会長賞（特別賞） 

▲｢相倉合掌造りと紅葉｣              ▲「何みているの？」 

｢みんなの力で棚田の石積み｣ 



 

県内の棚田オーナー制度情報 

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 
５千円/人 
追加(3～5
名様まで) 

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５千円 

約 30人 

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／3月 31日～4月 21日 

みのり棚田の学校実
行委員会 

委員長：城
ｼﾞｮｳ

越
ｺ ｼ

さん 

090-6275-3039 

河西棚田オーナー 
●所在地／富山市八尾町河西 

 

100㎡ 
２.５万円 

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、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 

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／３月中旬～４月末 

南砺市平行政ｾﾝﾀｰ
0763-66-2131 

『みんなで農作業の
日』実行委員会 
五箇山農業公社 
☎0763-67-8050 

http://gazoo.com/G

-Blog/GOKAYAMA

_MURA010/Index.

aspx 

小野じゃがいもオーナー 
●所在地／高岡市福岡町小野 

 

1区画 
３千円 

20区画 

植え付け（4月 13日）、収穫（7月上旬
～中旬） 
里山のきれいな空気と水、素晴らしい
環境と風土の中で育ったじゃがいもは、
格別のおいしさです。じゃがいもの植え
付けと収穫を、地元の方と一緒に行い
ます。 
●特典／自分の区画でとれたじゃがい
もを持ち帰り 
●募集期間／３月６日から 

実行委員会 
   宮崎さん 
090-3764-8562 

 



 

名  称 
１区画の 

面積と料金 

募 集 

区画等 
概   要 問い合わせ先 

ハトムギオーナー 
●所在地／氷見市細越 

 

 
 
100㎡ 
２万円 
 
エコノ ミー
コース 
１万円 

20組 

漢方薬や美肌効果のある食材として知
られている「ハトムギ」の種まきや刈取
り、脱穀などの農業体験が行えます。 
また、勉強会やお茶づくり体験、オーナ
ーと地元農家による交流会も実施して
います。 
●特典／ハトムギ茶１年分、又はハト
ムギ商品詰め合せ 
●募集期間／１月中旬～４月末 

ＪＡ氷見市 
仏生寺支所 
TEL:0766-91-1253 

FAX:0766-91-1253 

 
ハトムギオーナーの会 

大平さん 

0766-91-6541 

 

 

 
■ご意見・ご要望はこちらまで 

・とやま棚田ネットワーク事務局：富山県土地改良事業団体連合会 指導課（山崎） 

〒939-8214 富山市黒崎 17  TEL：076-424-3300 / FAX：076-424-3332 

                  E-mail：tanada@tomidoren.jp 

  とやま棚田ﾈｯﾄﾜｰｸﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ → http:// www.nn-toyama.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 


