
  

 
 

 

 

■棚田保全活動報告 

①誰もが気軽に参加できるノーマライズな体験農園活動 [福祉農園] 
（富山市 山田清水） 

富山市山田清水地区は山田地域の西部に位置し、全体農用地 46.3ha のうち 67.5％が急傾斜地

を持つ地区です。一方、準高冷地の冷涼な気候で寒暖差を活かした農産物の食味が評判であるこ

とから、誰もが気軽に参加できるノーマライズな体験農園活動（福祉農園）を通して都市部や障

害者の人々と交流活動に取り組んでいます。本年度は、じゃがいも・とうもろこし・さつまいも・

白菜・だいこん・かぶ等の多品目にわたって、定植・間引き作業・収獲の各種イベント体験を実

施し静かな山里での賑わいを創出しています。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
②薬用作物の栽培で地域の活性化（小矢部市 論田地区） 

論田地区は小矢部市の北西部に位置しており、近年では生産者の高齢化が進み、耕作放棄地化

が懸念される農地が増加しつつあります。 
そこで、２年前から薬用作物の栽培に取り組み、耕作放棄地化が懸念される農地にトウキやシ

ャクヤクの作付けを行いました。今後は、地域にある障害者福祉施設渓明園の入所者の方とも一

緒に作業を行い、障害者の活躍の場を醸成することも目指していきます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

だいこん間引き作業体験 さつまいも収獲体験 

トウキ畑 刈取り作業（トウキ） 

平成 30 年３月発行

会員数 4２５名（H３０．３現在）



■第７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７回「とやまの農山村写真展」を開催しま

した。平成 29 年 5 月～10 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 189 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。 
平成 30 年 2 月 15 日（木）富山県民会館ギャラリーＤにて表彰式が開催され、芝田聡富山県

農林水産部長から主催者挨拶が、また、表彰委員を代表し金山嘉宏氏（ミュゼふくおかカメラ館 
館長）から優秀作品について講評があり、その後各賞の表彰が行われました。 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

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（21 作品）敬称略 

 

【富山県知事賞】 ５点 

一般部門   最優秀賞 河合 覚（南砺市）  

         優秀賞 山田芳子（富山市）、 杉山邦雄（高岡市） 

 ジュニア部門 最優秀賞 水野間郁登（氷見市） 

         優秀賞 上田花怜（富山市） 

【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 中西光男（魚津市）、 梶原 隆（富山市） 

ジュニア部門  棚田賞 十文字楓花（上市町） 

【とやま棚田ネットワーク会長賞（特別賞）】 １３点 

 一般部門    特別賞 沢田みどり（黒部市）、富田栄人（富山市）、横田 誠（魚津市）、 

細川 潤（上市町）、山崎 勝（富山市）、片岸明美（南砺市）、 

湊 繁之（富山市）、林 謙宗（高岡市） 

 ジュニア部門  特別賞 稲田友希（魚津市）、向柴天斗（氷見市）、石田理紗（富山市）、 

布村優真（富山市）、北野由芽華（滑川市） 



　　第７回「とやまの農山村写真展」入賞作品

▲最優秀賞
▲優秀賞 「体験学習」 ▲優秀賞

「除草アイカモ」 「収穫の悦び」

▲「ホウキ草」 ▲「黄金色映える棚田」

▲「円筒分水槽(東山右岸)」 ▲「春の日の出」 ▲「キャ！」 ▲「五穀豊穣を願い｣

▲「田植」 ▲「夕ぐれの散居村」 ▲「抜穂祭」 ▲「原風景」

富 山 県 知 事 賞
一 般 の 部

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）



　　第７回「とやまの農山村写真展」入賞作品

▲優秀賞
▲最優秀賞 「夕日に染まる円筒分水槽」

「田植えフィニッシュ」

「みどりがいっぱい」

▲「おぼれる者は苗をもつかむ」 ▲「あせっ柿」 ▲「漢の仕事」

▲「おばあちゃんの干柿」 ▲「おすそわけ」

ジュニアの部
富 山 県 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）



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 

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／4 月上旬
～4 月中旬 

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 

『みんなで農作業の
日』実行委員会 
五箇山農業公社 
☎0763-77-3396 
http://gazoo.com/m
y/sites/000145264
3/gokayama_mura
010/default.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 

30 区画 

植え付け（4 月 8 日）、収穫（7 月中旬） 
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 12 日～ 

小野自治会 
自治会長 山崎さん
☎090-6815-9671 

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１５日～４月 30 日 

ＪＡ氷見市 
仏生寺支所 
☎0766-91-1253 
FAX:0766-91-1259
 
ハトムギオーナーの会
大平さん 
☎0766-91-6541 

 



■第２３回全国棚田（千枚田）サミットが長崎県で開催されました。 

 第 23 回全国棚田（千枚田）サミットが、平成 29 年 9 月 28 日～29 日にかけ「棚田は 21

世紀の社交場」～棚田で出会う、触れ合う、分かち合う～ をテーマに、長崎県波佐見町にて開

催され、全国から約 680 人の参加がありました。 

 波佐見町は 400 年の歴史がある「波佐見焼」やきものの町として有名であり、棚田百選に選

ばれた「鬼木棚田」など豊かな田園風景が広がる町です。 

 
 
 サミットの詳細は「とやま棚田ネットワーク」のホームページをご覧下さい。次回開催予定は

次の通りです。(H30)長野県 小谷村 、(H31)山口県 長門市 、(H32)山形県 大蔵村 

 

 
■事務局からのお願い 

 「お知らせ」の発送など会員への連絡のため、住所変更などがありましたら、下記の事務局

までご連絡いただくようお願いします。 

 
■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 事業部（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 都市農村交流係  TEL : 076-444-3380 ／ FAX : 076-444-4427

鬼木棚田 
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