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ようこそ、 
へ！

　福井県は、本州日本海側のほぼ中央に位置し、「白山国立公園」や「奥越高原県立
自然公園」に代表される緑豊かな山々、「越前加賀海岸国定公園」と「若狭湾国定公園」
に指定された風光明媚な海岸、日本海側気候が育む豊富で良質な水資源など、豊かな
自然環境に恵まれています。

　本県の農業は、豊富で良質な水と肥沃な土地に恵まれ、古くから米づくりを中心に
発展し、ブランド米「いちほまれ」を筆頭に、全国屈指の良質米生産県として高い評
価を受けています。また、全国に先駆けて集落営農に取り組み、水稲に麦や大豆、ソ
バを組み合わせた２年３作の作付体系や組織の法人化など水田農業の確立を進めてい
ます。
　園芸や畜産は、歴史ある福井梅や越前水仙に加え、ミディトマト「越のルビー」や
白ネギなどの特産物を中心に生産が拡大しているほか、ブドウ「ふくぷる」や若狭牛
など県独自の新たな品目のブランド化も進めています。

　このような美味しい農産物に加え、古き良き伝統、文化、風土が数多く残っており、
素朴でありのままの原風景が息づく福井 “越前若狭” に来ていただくと、「地味にす
ごい」と感じられることでしょう。

　ぜひ、この越前若狭が織りなす「地味にすごい、福井」で農業の未来地図を描くべ
く、これからの農業について大いに語り合いましょう。
　全国の皆様の御参加を心より、お待ちしています。

みんなで描こう！農業の未来地図みんなで描こう！農業の未来地図
～ふくいで語り、つなげよう担い手ネットワーク～

全国の意欲ある農業の担い手が一堂に会し、相互研鑽、交流を通じて農業経
営の現状や課題についての認識を深め、自らの経営改善と地域農業・農村の
発展を目指します。

開催目的

主　　催

第24回全国農業担い手サミット in ふくい実行委員会
一般社団法人全国農業会議所
【実行委員会構成】
福井県指導農業士会、福井県認定農業者ネットワーク、福井県稲作経営者会議、福井県農業法
人協会、福井県青年農業者クラブ連絡協議会、福井県農業委員会女性委員の会、福井県農協青
壮年部協議会、ＪＡ福井県女性組織協議会、福井県農業協同組合中央会、（一社）福井県農業会議、
（公社）ふくい農林水産支援センター、福井県農業再生協議会、福井県農業共済組合、福井県土
地改良事業団体連合会、（株）日本政策金融公庫福井支店、（公社）福井県観光連盟、全国認定
農業者協議会、福井県立大学生物資源開発研究センター、農林水産省北陸農政局、福井県市長会、
福井県町村会、福井県

農林水産省、全国知事会、全国市長会、全国町村会、全国農業協同組合中央会、
全国農業協同組合連合会、全国土地改良事業団体連合会、（公社）全国農地
保有合理化協会、（一社）全国農業改良普及支援協会、（株）日本政策金融公庫、
農林中央金庫、（独）農業者年金基金、（公社）日本農業法人協会、（公社）
国際農業者交流協会、（一社）中小企業診断協会、（公社）全国農業共済協会、
全国農業共済組合連合会、（一社）全国農業経営者コンサルタント協会、（一
社）全国農業経営専門会計人協会、全国主食集荷協同組合連合会、（公社）
大日本農会、全国農業新聞、日本農業新聞、農業共済新聞

後　　援
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情報交換会会場…あわら市
現地研修会………６コース

坂井地域交流会B

情報交換会会場…福井市
現地研修会………５コース

福井地域交流会A

情報交換会会場…越前市
現地研修会………6コース

丹南地域交流会D

情報交換会会場…小浜市
現地研修会………５コース

若狭地域交流会F

情報交換会会場…敦賀市
現地研修会………４コース

二州地域交流会E

情報交換会会場…大野市
現地研修会………５コース

奥越地域交流会C

●日程　令和4年 10月 20日（木）
●会場　サンドーム福井
●受付　9:10～ 12:10( 開会 12：30）
●内容　全国優良経営体表彰
　　　　サミット宣言 ほか

全体会
開催行事

①全体会………………… 4,500円（税込）
②全体会昼食弁当………1,000円（税込）
③情報交換会（夕食込み）…8,800円（税込）
④宿泊（1泊朝食付き）………9,600円（税込）
⑤現地研修会（昼食込み） …5,000円（税込）

別冊の「参加申込要領」を御覧ください。

参加経費

※参加希望者が多い場合は、抽選等により参加者数を調整
　します。調整の際は、「宿泊施設を含めた全行程参加者」
　を優先します。
※「参加申込要領」は、大会HPからもダウンロードする
　ことができます。

 申込方法

　「情報交換会」
●日程　令和4年 10月 20日（木）
●会場　県内6地区
　「現地研修会」
●日程　令和4年 10月 21日（金）
●会場　県内31コース

地域交流会

＜地域交流会地図＞＜地域交流会地図＞

大野市

勝山市
永平寺町

あわら市

坂井市

福井市

鯖江市越前町

越前市
池田町

南越前町

敦賀市

美浜町

若狭町

小浜市

おおい町

高浜町
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福井地域交流会
地　域
テーマ

次世代に繋ぐ！
豊かな水が育む県都の農業と地域振興

　福井地域は、越前海岸から越美山地に囲まれた県都の福
井市と、大本山永平寺の門前町として栄えてきた永平寺町
からなります。
　九頭竜川とその支流によって形成された福井平野を中心
に、豊かな水と肥沃な大地に恵まれた県内有数の稲作地帯
となっています。
　また、福井市街地近郊や海岸沿いの砂丘地では、施設園
芸産地が形成され、ハウスで大玉トマトやミディトマト（越
のルビー）等を生産しているほか、水田を活用したネギや
キャベツ等の露地園芸に取組んでいます。さらに、中山間
地では赤カブラやれんげ米など、伝統的な地域特産物もあ
り、多様な地形の中でバラエティに富んだ農業を展開して
います。

10/20木 情報交換会
15：30終了予定
全体会（会場：サンドーム福井）︎

17：00〜19：00
▶ 情報交換会（会場：JA 福井県福井基幹支店大ホール）︎

▶ 宿泊（ホテルフジタ、ルートイン福井駅前、東横ＩＮＮ福井駅前、ホテル京福福井駅前）︎

コース

A-1
福井平野の大規模稲作と福井の食文化満喫コース
　JGAP 認証取得農場をはじめ大規模な集落営農法人や個別経営体の取組みなどを紹介します。また福井の味噌を使
用した昼食や地元農産物が揃う直売所、県都の歴史を満喫いただきます。

8:30 8:50〜9:55 10:05〜11:00 11:10〜12:00 12:20〜13:10
宿舎 ▶ ①安実農場 ▶ ②（農）︎ハーネス河合 ▶ ③ファームビレッジ タナカ ▶ ④米五 みそ楽【昼食】

13:30〜14:20 14:40〜15:30 15:40　 16:20
▶ ⑤農産物直売所 喜ね舎愛菜館 ▶ ⑥養浩館庭園 ▶ ＪＲ福井駅 ▶ サンドーム福井　

①安実農場（福井市）︎
家族経営で特別栽培米を生産しています。また、福井県
ではじめて JGAP 認証を取得した団体で中心的な役割を
担い、農業生産や経営のレベルを高めるための改善と実
践に努めています。

②（農）︎ハーネス河合（福井市）︎
3 集落 1 農場方式の経営で、米だけでなくソバにも力を
入れており、乾燥調製・加工施設の整備や加工業者との
契約栽培等、生産から加工販売まで手掛けている。また、
若手の専従者やオペレーターの育成を進めています。

③ファームビレッジ タナカ（福井市）︎
若者を積極的に雇用し、水稲・雑穀の生産と作業受託、
冬期の労働確保にホウレンソウのハウス栽培に取り組ん
でいます。将来はさらなる規模拡大と地域の雇用創出を
目指しています。

④米五 みそ楽（福井市）︎【昼食】
創業 180 年の味噌醸造所の直営店で、味噌を使った様々
な料理をご賞味いただきます。また、併設する直売所で
味噌をはじめとした発酵食品が購入できます。

⑤農産物直売所 喜ね舎愛菜館（福井市）︎
福井市東部地区の農業生産者が中心となり朝採りの新鮮
な農産物を販売する直売所です。
こちらの直売所に出店する福井市内の「森国牧場」の直
営店「ジェラートトリノ」の取組みをご紹介します。

⑥養浩館庭園（福井市）︎
旧福井藩主・松平家の別邸であった養浩館の庭園は、優
美な書院建築と雄大なスケールを誇り、江戸時代中期を
代表する貴重な名園のひとつです。

10/21金 現地研修会
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コース

A-3
スマート稲作農業と品種開発最前線コース
　ドローンや ICT 技術を取り入れた大規模スマート稲作農業や福井県農業試験場での水稲やミディトマトなどの品種
開発や研究内容を紹介します。また、戦国時代の城下町を堪能いただけます。

コース

A-2
次世代を担う若手園芸農家と地域の魅力発掘コース
　露地ネギや施設きゅうり、葉物野菜を手掛ける若手生産者や福井市西部地域の魅力発掘や活性化の取り組みなどを
紹介します。

8:30

8:30

9:00〜10:00

8:50〜9:40

10:10〜11：10

9:50〜10:40

11:30〜12:30

11:00〜11:50 12：00〜14:00

宿舎

宿舎

▶ ①（株）︎堀内農産　

▶ ①（株）︎農園たや　

▶ ②（株）︎徳長農園 

▶ ②小西農園

▶ ③農産物直売所 喜ね舎愛菜館【昼食】

▶ ③Ace corporation（株）︎ ▶ ④ナナセカイ（大安禅寺）︎【昼食】

12:45〜13:45 14:10〜15:30

14:30〜15:20

16:00

15:40　

16:40

16：20

▶ ④福井県農業試験場 ▶ ⑤一乗谷朝倉氏遺跡　

▶ ⑤（有）︎見谷ナーセリー 

▶ ＪＲ福井駅

▶ ＪＲ福井駅

▶ サンドーム福井　

▶ サンドーム福井　

①（株）︎堀内農産（福井市）︎
米・麦・ソバの生産から販売まで手掛け、地域の農業をリー
ドする存在です。IT 管理ツールをはじめ先進技術を積極
的に導入し、経営の効率化を進めています。

①（株）︎農園たや（福井市）︎
ハウス 42 棟と 2.7ha の露地で、土づくりにこだわりベ
ビーリーフやズッキーニ、セロリなど約 50 品目の野菜
を生産。また長年にわたりインドネシアからの技能実習
生を受け入れ、帰国後の活躍も支援しています。

②（株）︎徳長農園（福井市）︎
兄弟で米・麦・ソバ・子実用トウモロコシを生産してい
ます。また、ロボットトラクター、ドローン等の先進機
械を導入し、効率的な生産を実施しています。

②小西農園（福井市）︎
先祖代々営む農業の後継者として、元甲子園球児の兄弟
が、水はけの良い土壌を活かし白ネギ栽培に取組んでい
ます。白球を追いかけていた情熱を今は白ネギに注ぎ

「べっぴんねぶか」を育てています。

③喜ね舎 愛菜館（福井市）︎【昼食】
福井市東部地区の農業生産者が中心となり朝採りの新鮮
な農産物を販売する直売所です。加工グループ手作りの
福井の食材を使用した昼食をご堪能いただけます。

③ Ace corporation（株）︎（福井市）︎
キュウリ栽培が盛んな佐野地区で、初めて冷却システム
を装備した大規模園芸施設が令和３年度に完成。10 年
前に就農した 40 代の後継者が社長となりキュウリの周
年栽培に取組んでいます。

④福井県農業試験場（福井市）︎
県の新たなブランド米「いちほまれ」の他、コシヒカリやハナエチゼンなど 40 種以上の水稲品種を開発した県農業試験
場をご紹介します。最近ではミディトマト「越の宝石（ジュエリー）」も開発しました。

④ナナセカイ（大安禅寺）︎（福井市）︎【昼食】
越前松平家永代菩提所の大安禅寺は、福井市内で唯一の国指定重要文化財建造物です。この大安禅寺を地域の拠点として「大
安禅寺の門前町をつくろう」と、近隣地域から様々な業種の有志が集まり「ナナセカイ」として活動しています。地元食
材をふんだんに使ったランチを堪能し、大安禅寺の名物和尚の法話などで身も心も癒してください。

⑤一乗谷朝倉氏遺跡（福井市）︎
戦国時代に朝倉氏が越前の国を支配した城下町跡で、国
の重要文化財・特別史跡・特別名勝に指定されています。
復元された町並で戦国ロマンをご堪能いただけます。

⑤（有）︎見谷ナーセリー（福井市）︎
年間を通し花苗・野菜苗生産を行っています。また、そ
の花苗で街路樹や公園等の植え込み、庭などの造園、イ
ベントでのアレンジ体験講座を行い、花での街づくりに
貢献しています。
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コース

A-5
九頭竜川の清流が育む中山間農業と禅の里満喫コース
　地域の農産物や食文化を活かした加工品の開発や、パイプラインによる九頭竜川の農業利用、永平寺地区の農業の
取組みについて紹介します。また、曹洞宗の大本山「永平寺」での禅の精神を体感していただきます。

コース

A-4
越前海岸の豊かな自然を活かした中山間地域振興コース
　越前海岸の海や山を活かした農林業と地域活性化の取組みや、福井市清水地区の若手生産者による水田を活用した
露地野菜栽培について紹介します。

8:30

8:30

9:00〜9:50

9:15〜9:55

10:00〜10：45

10:00〜10：50

11:00〜11:50 ※③〜⑤（会場）永平寺四季の森複合施設

11:10〜12:10 12:20〜13:10

宿舎

宿舎

▶ ①県食品加工研究所　

▶ ①こしの国里山再生の会 

▶ ②九頭竜川下流 鳴鹿中央管理所　

▶ ②越前海岸盛り上げ隊 

▶ ③（農）︎エコファーム光明寺

▶ ③志野製塩所 ▶ ④ホテル割烹石丸【昼食】

11:50〜12:25

13:55〜14:45

12:25〜13:15

14:55〜15:15

15:50

15:50

16:20

16:30

▶ ④（企）︎ハンドメイド風ふう【昼食】 

▶ ⑤清水地区若手園芸農家

▶ ⑤志比北地区獣害対策　

▶ ⑥丹生膳野菜

▶ ＪＲ福井駅

▶ ＪＲ福井駅

▶ サンドーム福井

▶ サンドーム福井　

①福井県食品加工研究所（坂井市）︎
本研究所では 6 次化や食品産業の振興のため、食品加工
技術の研究・開発および食品企業や農産加工グループなど
への研修・指導を行っています。福井の酒米に適した清酒
用の酵母や六条大麦のビール醸造技術を開発しました。

①こしの国里山再生の会（福井市）︎
東京からＵターンして、過疎化が進む故郷（福井市殿下
地区）で仲間とともに自伐型林業、狩猟、農家民宿、ジ
ビエラーメン屋などに取組んでいます。

②九頭竜川下流 鳴鹿中央管理所（坂井市）︎
福井の農業を支える九頭竜川の千年用水。その重要な役
割を持つ九頭竜川下流のパイプライン事業について紹介
します。

②越前海岸盛り上げ隊（福井市）︎
越前海岸に面する 4 つの地区と、隣接する里山の地区か
ら、30 ほどのいろんな事業者がタッグを組んで里山海で
のふれあい体験をベースに地域の魅力を発信しています。

③（農）︎エコファーム光明寺（永平寺町）︎
永平寺町で環境調和型農業の一環として取組んでいるレ
ンゲを緑肥とした無化学肥料無農薬の米づくりと、それ
を中心的に担っている集落組織について紹介します。

③志野製塩所（福井市）︎
越前海岸の大自然に惚れ込み千葉県から福井市へ移住。
越前海岸の海水での塩づくりの他、米、野菜、福地鶏の
生産にも取組んでいます。直売カフェ『しの屋』も休日
限定で営業しています。

④（企）︎ハンドメイド風ふう（永平寺町）︎【昼食】
永平寺町の伝承料理である油桐の葉を用いた「葉っぱ寿
司」をはじめ、地元の食材をふんだんに使った地産地消
弁当をご堪能ください。

④ホテル割烹石丸（福井市）︎【昼食】
雄大な越前海岸を望むホテルのレストランで日本海でと
れる新鮮な魚介類をご堪能いただけます。

⑤永平寺町志比北地区獣害対策（永平寺町）︎
近年増加している猿被害を中心とした獣害対策としてテ
レメトリー調査を行いながら地域が連携協力しています。

⑤清水地区若手園芸農家（福井市）︎
水田地帯の清水地区では、スイートコーンやレタスなど
の露地野菜を主とした新規就農者が増えています。

⑥曹洞宗大本山 永平寺（永平寺町）︎
曹洞宗開祖・道元禅師が開いた座禅の修行道場で、国の
重要文化財など数々の宝物が展示されています。日々の
喧騒を離れ、静寂なたたずまいを体感してください。

⑥農産物直売所 丹生膳野菜（福井市）︎
福井市（旧清水町、旧越廼村）と越前町を中心とした生
産者が出荷する農産物直売所です。越前海岸沿いに咲く
水仙（県花）や新鮮な朝どりの露地レタス、スイートコー
ンが有名です。

13:30〜15:15
▶ ⑥大本山 永平寺　 

写真提供：大本山永平寺
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コース

B-1
新規就農者の参入が盛んな砂丘地園芸満喫コース
　三里浜砂丘地の特徴を活かした高品質園芸品目の生産、加工、販売と、福井県における新規就農者育成モデルに関
する視察を行います。

8:30 8:40〜9:30 10:00〜10:50 11:00〜12:00

12:10〜13:25

宿舎 ▶ ①ふくい園芸カレッジ ▶ ②鯉田貴博氏

▶ ④道の駅みくに【昼食】

▶ ③三里浜特産農協
13:40〜14:40 15:05 16:05 16:55

▶ ⑤東尋坊 ▶ ＪＲ芦原温泉駅　▶ ＪＲ福井駅 ▶ サンドーム福井　

①ふくい園芸カレッジ（あわら市）︎
県が運営する新規就農希望者が座学や現地実習を通じ就
農を目指すための園芸専門のカレッジです。毎年、県内
外から約 30 名のカレッジ生が本県での就農を目指し入
校してきます。

②鯉田貴博氏（坂井市）︎
ふくい園芸カレッジを卒業後、JA リースハウス事業等を
活用し、福井県特産のミディトマト栽培に取組んでいま
す。

④道の駅みくに（坂井市）︎【昼食】
特産のらっきょや海の幸を使ったお食事をお楽しみくだ
さい。また、併設する直売所では、地元農家の野菜や果実、
海の幸などを購入できます。

③三里浜特産農協（坂井市）︎
日本で唯一、足かけ3年をかけて栽培される3年子花らっ
きょの産地です。通常のらっきょに比べ小粒で繊維が細
かい、歯切れのよい食感が特徴となっています。

坂井地域交流会
地　域
テーマ

地域を彩る多彩な農業
～ふくいの農業発信基地 ･坂井～

　坂井地域は県北部に位置し、巨大な柱状の岩壁が
連なる国の天然記念物・名勝「東尋坊」や、関西の
奥座敷と親しまれる「芦原温泉」、北陸唯一の現存
天守をもつ「丸岡城」など、県内屈指の観光地に位
置づけられています。
　当地域は、一級河川「九頭竜川」を水源として、
特色のある農業が展開されて、地域の中央を占める
坂井平野には、県内有数の穀倉地帯が広がり、また、
海岸沿いの三里浜砂丘地や地域北部に広がる坂井北
部丘陵地は県内最大の園芸産地として、果物や野菜、
畜産などの多彩な特産品が生産されています。

10/20木 情報交換会
15：30終了予定
全体会（会場：サンドーム福井）︎

17：30〜19：30
▶ 情報交換会（会場：芦原温泉 清風荘）︎

▶ 宿泊（芦原温泉 清風荘）︎

10/21金 現地研修会

⑤東尋坊（坂井市）︎
荒々しい岩肌の柱状節理が 1㎞に渡って続く、福井県を代表する観光地です。国の名勝　天然記念物にも指定されいます。
日本海の荒波が造りし絶景をご覧ください。また、併設するお買い物エリアではお土産等も購入できます。
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コース

B-3
農畜産物の素材を活かした畜産・６次産業化コース
　農畜産物の生産とそれを活用した加工品の製造や販売に取組んでいる方々を紹介します。　

コース

B-2
大規模法人経営の経営継承・後継者育成コース
　起伏のある地域で大規模経営を行いながら、従業員育成や労働環境改善に取組んでいる法人経営を紹介します。

8:30 8:50〜9:50 10:10〜11：10 11:20〜12:20 12:30〜13:30
宿舎 ▶ ①加藤農産(株）︎　▶ ②長谷川農園（株）︎ ▶ ③吉崎御坊蓮如上人記念館 ▶ ④hanaゆらり【昼食】

13:50〜14:20 14:35 15:35 16:25
▶ ⑤坂井地域交流センターいねす ▶ ＪＲ芦原温泉駅  ▶ ＪＲ福井駅 ▶ サンドーム福井　

①Konchan Farm（坂井市）︎
両親と姉妹の２世代で、先代が開園した梨園の管理や収
穫した梨などを利用し「美梨」ブランドとして加工品を
製造し、ネット販売等に取組んでいます。

①加藤農産(株)（あわら市）︎
水稲、大麦、大豆、そば、タマネギを約 100ha 栽培しています。現在、経営移譲に向けた従業員の育成に取組んでいます。
農作物安全や環境保全、労働安全等の確保に向けた取り組みを行っており、ＪＧＡＰ認証を取得しています。

②(有)サンビーフ齊藤（坂井市）︎
若狭牛を丁寧に肥育し、福井・石川県共同開催の肉牛枝
肉共励会でグランドチャンピオンを獲得しています。ま
た、直営店「牛若丸」での牛肉販売にも取組んでいます。

③田嶋牧場（あわら市）︎
牛舎をこまめに掃除するなど、乳牛が暮らしやすい環境
づくりを行い、美味しい牛乳を生産しています。また、
直営店「田嶋牧場のソフトクリーム屋」でソフトクリー
ムの販売にも取組んでいます。

②長谷川農園(株)（あわら市）︎
水稲、大麦、そばを約 100ha 栽培しています。現在、
従業員の休日確保に取組んでいます。

④牛若丸（あわら市）︎【昼食】
（有）サンビーフ齊藤の直営店です。
サンビーフ齊藤牧場の牛肉を使用した、料理やお弁当、
精肉の通販などに取組んでいます。

④hanaゆらり（あわら市）︎【昼食】
眼の前に広がる北潟湖畔の美しいロケーション、ゆった
りとした雰囲気の中で昼食をお楽しみください。

⑤金津創作の森（あわら市）︎
芸術・美術活動の支援・育成をおこなっている美術館で、
陶芸家、ガラス工芸作家、染画家、作曲家 / 音楽監督の
方々が活動しています。今回は、北陸をはじめ全国の発
酵文化を紹介する企画展が開催されています。

⑤坂井地域交流センターいねす（坂井市）︎
四季を通じて、自然豊かな環境で栽培された農産物や加工品が販売されています。こだわりの「油あげ」は、地元産の丸
大豆を使用し、手揚げで作っており、中は柔らかくジューシーで、表面はカリッとしていて香ばしいのが特徴です。

⑥ファーマーズマーケットきららの丘
（あわら市）︎

スイカを模した外観の直売所です。
四季を通じて、自然豊かな環境で栽培された果物や野菜、
加工品などが販売されています。

8:00 8:10〜9:10 9:20〜10：20 11:20〜12:30 11:30〜12:30
宿舎 ▶ ①Konchan Farm　▶ ②(有)サンビーフ齊藤 ▶ ③田嶋牧場 ▶ ④牛若丸【昼食】

12:50〜13:50 15:20 16:20 17:10
▶ ⑤金津創作の森 ▶ ＪＲ芦原温泉駅  ▶ ＪＲ福井駅 ▶ サンドーム福井　

14:00〜15:00
▶ ⑥きららの丘
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コース

B-5
次世代を担う若手農家とスマート農業満喫コース
　水田地帯でＩＣＴを駆使したトマトやイチゴの大規模施設園芸、スマート農機を利用した土地利用型作物の大規模
法人経営の視察を行います。

コース

B-4
緑と光があふれる坂井北部丘陵地の園芸満喫コース
　福井県を代表する坂井北部丘陵地で展開される先端の農業紹介と、地域の資源を活かした大人気のファーマーズマー
ケットの視察を行います。

8:45 9:00〜10:00 10:15〜11：15 11:30〜12:30
宿舎 ▶ ①金津創作の森 ▶ ②（株）︎フィールドワークス　▶ ③なみまちカフェ【昼食】

12:45〜13:45 15:10　 16:10　 17:00
▶ ④木下良治 氏 ▶ ＪＲ芦原温泉駅  ▶ ＪＲ福井駅 ▶ サンドーム福井　

②三つ星（株）︎（坂井市）︎
福井県の園芸カレッジで学んだ後、最新設備を備えた
50a の大型ハウスを導入しトマトを栽培を開始。露地部
門では、約 8ha のネギ栽培もおこなっています。

①金津創作の森（あわら市）︎
芸術・美術活動の支援・育成をおこなっている美術館で、
陶芸家、ガラス工芸作家、竹人形職人、作曲家 、音楽監
督の方々が活動しています。今回は、北陸をはじめ全国
の発酵文化を紹介する企画展が開催されています。

③ICHIGOOJI（坂井市）︎
ＪＡのリースハウス事業の公募で審査を通過し、県外か
ら農業の世界に飛び込んだ新規就農者。イチゴの高設栽
培で摘み取り体験も実施しています。

②（株）︎フィールドワークス（あわら市）︎
「豊かな大地を未来へ」をコンセプトに福井のブランド野
菜である「とみつ金時」を栽培しています。環境に配慮
した栽培や施設の導入を行い、持続可能な農業を目指し
ています。

④朝採りたまごダイニングLily（坂井市)【昼食】
平飼いのにわとり農家が営む、ゆっくりと美味しい時間
を過ごせるお店。福井県のブランド地鶏「福地鶏」の朝
採り卵の「卵かけご飯」や「ふわとろオムライス」が人
気です。

③なみまちカフェ(あわら市)【昼食】
小学校に併設されていた幼稚園を改装してできたカフェ。
その名残がノスタルジーをそそります。地元で収穫され
たフルーツや野菜をふんだんに使った料理をお楽しみく
ださい。

⑤ゆりの里公園　ゆりいち（坂井市）︎
15万輪のゆりが咲き誇る公園。3,800平方メートルある「展示圃場」の中に、 ゆりを形どっ
たユリーム春江 がそびえ、 周囲には芝生広場が広がります。地元の野菜などの農産物直売
所「ゆりいち」も併設され、夜はイルミネーションをお楽しみいただけます。

④木下良治氏（坂井市）︎
坂井北部丘陵地の特産の一つであるナシの大規模栽培と
ハウススイカ、露地ニンジンの複合家族経営に取組んで
います。

⑤ファーマーズマーケットきららの丘（あわら市）︎
スイカの屋根が目印の JA が運営するファーマーズマーケットです。約 300 軒の農家がメロンやスイカ、ナシなどのフルー
ツをはじめ数多くの農産物を毎日届けてくれます。

⑥田中農園（株）︎（坂井市）︎
令和元年度より国のスマート農業実証事業に参画し、輸出用米を加えた 2 年 3 作体系 ( 水
稲 + 大麦 + 大豆 ) の超低コスト大規模営農体系を実践。ロボットトラクタや自動給水栓な
どのスマート農機を活用した、効率的な農業に取組んでいます。

8:30 8:40〜9:40 9:50〜10：40 10:50〜11:30　 11:40〜12:30
宿舎 ▶ ①瀧谷寺 ▶ ②三つ星（株）︎ ③ICHIGOOJI（イチゴ王子）︎ ▶ ④ダイニングLily【昼食】

12:30〜13:30 14:40　 15:40　 16:30
▶ ⑤ゆりの里公園、ゆりいち　 ▶ ＪＲ芦原温泉駅  ▶ ＪＲ福井駅 ▶ サンドーム福井　

13:55〜14:55　　　　
▶ ⑤きららの丘

13:40〜14:30
▶ ⑥田中農園（株）︎
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福井県のシンボル

コース

B-6
地域特産を活かした特色ある農業と中山間地域づくり満喫コース
　米やソバ、地酒などの生産と加工・販売を含めた特色ある農業と、行政や地域住民が協働して取組む中山間での地
域振興の視察を行います。

①坂井カントリーエレベーター（坂井市）︎
令和２年に既存施設を再編して建設され、水稲・大麦・
大豆・ソバの効率的な集出荷体制が整備されました。こ
れにより、美味しいお米を安定して全国に出荷できるよ
うになりました。

②農事組合法人 大川あぐり（坂井市）︎
常時雇用を入れて水稲 55ha、大麦・ソバ 34ha を作付
けする農業法人。大型低温倉庫と精米施設を整備、ＪＧ
ＡＰも取得し、新たな販路開拓にも力を入れています。

③竹田文化共栄会（ちくちくぼんぼん）︎（坂井市）︎
廃校となった小学校を改修した体験型宿泊施設を核とし
て、大学生や地域おこし協力隊、地域住民が協働し、様々
なイベント、地域づくりに取組んでいます。

④大宮亭（坂井市）︎【昼食】
地元丸岡産の玄そばを契約農家から仕入れ、100％丸岡
産にこだわってお客様に提供しています。福井名物の越
前「おろしそば」をご賞味ください。

⑤久保田酒造（坂井市）︎
漫画「蔵の宿」のモデルにもなった江戸時代から続く造
り酒屋。自社生産した酒米と敷地内に湧き出る地下水、
高品質で安定した麹造りによるこだわりの酒造りを見学
します。

⑥丸岡城（坂井市）︎
江戸時代以前に建設され、それが今もなお残っている「現
存十二天守」と呼ばれる貴重な天守です。北陸地方に唯
一残るのが丸岡城で国の重要文化財にも指定されていま
す。

8:30 8:50〜9:30 9:50〜10：30 10:50〜11:30
宿舎 ▶ ①坂井カントリーエレベーター　▶ ②(農)大川あぐり ▶ ③竹田文化共栄会（ちくちくぼんぼん）︎

12:00〜13:00 15:00 16:00 16:50
▶ ④大宮亭【昼食】 ▶ ＪＲ芦原温泉駅  ▶ ＪＲ福井駅 ▶ サンドーム福井　

13:10〜13:40
▶ ⑤久保田酒造

14:00〜14:40
▶ ⑥丸岡城

水　仙 つぐみ

　松 越前がに

花 鳥

木 魚

（昭和29年 5月指定） （昭和42年 12月指定）

（昭和41年 9月指定） （平成元年3月指定）

日本海のきびしい風
雪に耐えぬいて寒中
に咲く忍耐の強さは、
県民性に通じていま
す。

毎年秋になるとシベ
リアから本県に渡っ
てきて、厳しい冬を
県民と共に過ごす冬
鳥の代表です。

清楚で岩や砂地にも
たくましく育つ生命
力は、質実剛健な県
民性を象徴していま
す。

荒々しい日本海で生
育し、福井の味とし
て広く定着しており、
冬の味覚の王者とし
て親しまれています。
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コース

C-1
日本有数の水稲種子産地と複合経営メガファームコース
　県内外に供給している水稲種子の産地や水稲・大麦・ソバの２年３作体系で 100ha 以上の経営を行うメガファーム、
第３セクター会社が行うレストラン・ショップを紹介します。

8:40 9:10〜9:50 10:10〜10：50 11:10〜11:50
宿舎 ▶ ①（農）︎アバンセ乾側 ▶ ②ＪＡ水稲種子調製施設　▶ ③（農）︎大野市総合農場

12:10〜13:00 13:30〜15:00 16:00 17:00
▶ ④平成大野屋・はいから茶屋【昼食】 ▶ ⑤福井県立恐竜博物館　▶ ＪＲ福井駅 ▶ サンドーム福井　

①（農）︎アバンセ乾側（大野市）︎
９集落の枠を越えた広域営農組織の先駆けであり、平成 12 年に法人化しました。現在経営面積約 270ha 農地のうち水稲
種子生産に 220ha 作付けしています。水稲種籾として 11 品種および転作用としてもち麦種子にも取組み、種子生産を主
とした有利な経営を展開しています。米、大麦、ソバでＪＧＡＰ認証を取得し従業員の意識改革や信頼性の向上を図って
います。水田園芸としてサトイモ 2ha、ネギ１ha を作付けています。

②ＪＡ水稲種子調製施設（大野市）︎
荷受、計量、乾燥、精選、消毒、計量、出荷までを一貫
したシステムで行う施設です。長年蓄積された豊富な実
績とノウハウを活かし、優良種子の安定した供給を実現。

③（農）︎大野市総合農場（大野市）︎
旧大野市農協が管内一円を対象に農地の経営委託を受け、
昭和 63 年に同農協が母体となって設立しました。現在
は遠距離地や点在田も受託し、約 190ha を経営。大規
模農家の経営モデルとなっています。

④平成大野屋・はいから茶屋（大野市）︎【昼食】
お食事は地場産野菜・米などをふんだんに使っています。

「結楽座」では、お菓子、地酒、醤油、加工品、地場野菜
など、大野のおいしいものを取り揃えています。

⑤福井県立恐竜博物館（勝山市）︎
恐竜化石の一大産地である勝山市に建てられた、恐竜を
中心とする地質・古生物学博物館です。恐竜骨格をはじ
めとして標本の数々、大型復元ジオラマや映像などをご
覧になれます。

奥越地域交流会
地　域
テーマ

山々からの雪解け水と冷涼な気候が育む
奥越前の多彩な農業

　奥越地域は大野市および勝山市の２市から
なり、総面積は約 11 万３千ｈａで福井県の
約 27％を占めています。管内総面積の 85％
が森林であり、この豊かな森林に育まれた水
は重要な農業用水源となって管内各地を潤し、
農林産物の生産や生活用水などに広く活用さ
れています。
　奥越地域は昼と夜の温度差が大きく農畜産
物の生産に適しており、水稲を中心に里芋や
キクなどの園芸作物や畜産物が経営の基幹と
なっています。

10/20木 情報交換会
15：30終了予定
全体会（会場：サンドーム福井）︎

17：30〜19：30
▶ 情報交換会（結とぴあ（多田記念大野有終会館）︎多目的ホール）︎

▶ 宿泊（ 勝山ニューホテル、ホテルハーヴェストスキージャム勝山、ホテルサンレア 21、俵屋旅館、扇屋旅館、
旅館ふじや）︎

10/21金 現地研修会
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コース

C-3
奥越高原の恵み・６次産業化コース
　奥越高原の自然豊かな地域でとれる青豆・サトイモなどの生産・加工を行う担い手の取組み、道の駅にある地元農
産物が揃う直売所などを紹介します。

コース

C-2
豊富な水を活用した地域特産サトイモ水田園芸コース
　荒島岳から流れる豊かな水で潤される地域でサトイモを生産する担い手の取組みやサトイモ選果場、道の駅にある
地元農産物が揃う直売所などを紹介します。

8:30

8:40

9:00〜9:40 

9:00〜9:40

10:00〜10:40

10:00〜10:40

11:00〜11:40

11:00〜11:40

宿舎

宿舎

▶ ①SFV生産農場　建石農園

▶ ①愛菜園はしもと 

▶ ②（株）︎ゆいファーム・農家のとうふ屋さん

▶ ②（同）︎上田農園 

▶ ③道の駅　越前おおの荒島の郷

▶ ③ＪＡ福井県里芋選別所（上庄営農施設センター）︎

12:10〜13:00

12:00〜13:00

13:30〜15:00

13:30〜15:00

16:00

16:00

17：00

17:00

▶ ④ミルク工房奥越前 六呂師高原の時計台【昼食】

▶ ④道の駅　越前おおの荒島の郷【昼食】 

▶ ⑤福井県立恐竜博物館　

▶ ⑤福井県立恐竜博物館

▶ ＪＲ福井駅

▶ ＪＲ福井駅

▶ サンドーム福井　

▶ サンドーム福井　

②（株）︎ゆいファーム・農家のとうふ屋さん（大野市）︎
米・大豆・麦・ソバ・サトイモの生産・加工を行っています。

「農産物や加工品をあなたの食卓と結び、自然の恵みを分
かち合うこと」がゆいファームの使命と喜びです。

①愛菜園はしもと（大野市）︎
サトイモの生産と加工品の製造販売を主力とした経営を
行っています。里芋は専用の貯蔵施設により長期間の販
売が可能となっています。また、ショッピングセンター
での農産物の直売にも力を入れています。

①SFV生産農場　建石農園（大野市）︎
水稲、サトイモの生産を行っています。福井県民生協と
産直農場にしようとスタートしました。特産サトイモの
可能性を引き出すため加工にも力を入れています。

② （同）︎上田農園（大野市）︎
「つくる喜び、食べる幸せ」を合言葉に、たのしい農業を
めざしています。米や大豆に加え、サトイモやジャガイ
モなどの園芸品目の栽培や、加工品の製造販売も行って
います。

③道の駅 越前おおの荒島の郷（大野市）︎
大野市「道の駅 産直の会」の皆さんが丹精込めて作った
農林産物や地場産品のほか、福井県内や大野市と交流の
ある市町村などの特産品を取り揃えております。

③ＪＡ福井県里芋選別所（大野市）︎
（上庄営農施設センター）︎

生産者により丹精込めて生産された高品質なサトイモを、
人の目とカメラによる画像解析により高精度に選別し、
箱詰めします。

④ミルク工房奥越前（大野市）︎【昼食】
大野市のアルプスリゾートで地場野菜ランチが楽しめま
す。奥越高原牧場の原乳を低温殺菌した生乳でつくるソ
フトクリームは、甘さが控えめでおいしいです。

④道の駅 越前おおの荒島の郷（大野市）︎【昼食】
大野市「道の駅 産直の会」の皆さんが丹精込めて作った農林産物や地場産品のほか、福井県内や大野市と交流のある市町
村などの特産品を取り揃えております。

⑤福井県立恐竜博物館（勝山市）︎
恐竜化石の一大産地である勝山市に建てられた、恐竜を
中心とする地質・古生物学博物館です。恐竜骨格をはじ
めとして標本の数々、大型復元ジオラマや映像などをご
覧になれます。

⑤福井県立恐竜博物館（勝山市）︎
恐竜化石の一大産地である勝山市に建てられた、恐竜を
中心とする地質・古生物学博物館です。恐竜骨格をはじ
めとして標本の数々、大型復元ジオラマや映像などをご
覧になれます。
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コース

C-5
冷涼な気候を生かした奥越の色とりどりな園芸コース
　消費者が喜ぶ伝統野菜や大規模施設野菜、花き生産、また、道の駅にある地元農産物が揃う直売所などを紹介します。

コース

C-4
勝山の農村地域の魅力結集コース
　地域資源を最大限活用している集落営農やまちづくり組織、道の駅にある地元農産物が揃う直売所などを紹介しま
す。

7:45

8:20

8:00〜9:00

8:50〜9:30

9:10〜10:10 10:30〜12:00
宿舎

宿舎

▶ ①長谷川農園

▶ ①（農）︎エコ・ファームてらお　

▶ ②ＪＡ福井県奥越キク部会③勝山水菜出荷組合

11:00〜12：30
▶ ③福井県立恐竜博物館　

▶ ④福井県立恐竜博物館

12:50〜13:50
▶ ④あまごの宿【昼食】

13:20〜13:40 14:00〜15:10

14:10〜14:40

16:00　

15:30

17:00

16:30

▶ ⑥勝山市雪室ブランド推進会議

9:50〜10:40　
▶ ②ＮＰＯ法人まちづくりのむきの会　

▶ ⑦（株）︎エアル 

▶ ⑤道の駅 恐竜渓谷かつやま　

▶ ＪＲ福井駅

▶ ＪＲ福井駅

▶ サンドーム福井　

▶ サンドーム福井　

①長谷川農園（若猪野出荷組合）︎（勝山市）︎
勝山市若猪野地区では、ハウスを利用して
ネットメロンの栽培が行われ、旧盆を中心
に贈答用の高級メロンとして生産されてい
ます。

①（農）︎エコ・ファームてらお（勝山市）︎
「集落の農地は集落で守る」をモットーに設立した全戸参
加型の法人です。令和元年度全国そば優良生産表彰で農
林水産大臣賞を受賞しました。

②ＪＡ福井県奥越キク部会
（大野市・勝山市）︎

キクは生産調整が開始された昭和 40 年代
から生産されており、県下最大の産地と
なっています。

③勝山水菜出荷組合（勝山市）︎
勝山水菜は江戸時代から栽培されている伝
統野菜です。京水菜とは全く違い、太くて
甘い茎が特徴的な春野菜です。

④福井県立恐竜博物館（勝山市）︎
恐竜化石の一大産地である勝山市に建てられた、
恐竜を中心とする地質・古生物学博物館です。
恐竜骨格をはじめとして標本の数々、大型復元
ジオラマや映像などをご覧になれます。

⑦（株）︎エアル（勝山市）︎
環境制御された大規模施設でいちごを生産しています。自家製
いちごと相性抜群の勝山産ジャージー牛生乳 100% でつくる
自慢の濃厚ソフトクリームもお楽しみください。

⑤道の駅　恐竜渓谷かつやま（勝山市）︎
勝山市内外のお土産や農産物をはじめ、道の駅オリジナルグッズや恐竜グッズなど多数取り揃えます。

⑧道の駅 恐竜渓谷かつやま（勝山市）︎
勝山市内外のお土産や農産物をはじめ、道の駅
オリジナルグッズや恐竜グッズなど多数取り揃
えています。

③福井県立恐竜博物館（勝山市）︎
恐竜化石の一大産地である勝山市に建てられた、恐竜を
中心とする地質・古生物学博物館です。恐竜骨格をはじ
めとして標本の数々、大型復元ジオラマや映像などをご
覧になれます。

④あまごの宿（勝山市）︎【昼食】
採卵から孵化・成魚になるまで無投薬（農業なら無農薬）
で養殖しています。常に泳いで運動をしているので身が
締まり、食べると骨が柔らかく美味しい魚に育ちます。

②NPO法人まちづくりのむきの会（勝山市）︎
地区住民が全て会員であるユニークな組織です。直売所

「風の郷」を拠点としたエゴマ油の生産・販売、地元農産
物の直売、収穫体験等様々な活動を行っています。

▶ ⑧道の駅 恐竜渓谷かつやま 

12:20〜13:00
▶ ⑤JA福井県勝山ふれあいセンター【昼食】

⑥勝山市雪室ブランド推進会議（勝山市）︎
平成 26 年から JA の冷凍倉庫を借りて取
り組んでいます。ソバや米、日本酒、茶を
保管しています。

⑤ ＪＡ福井県
勝山ふれあ
いセンター

（勝山市）︎
　【昼食】
昼食は、農家レストラ
ン「ふるさと茶屋　縄
文の里」の地場産食材
を使ったお弁当です。
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10/21金 現地研修会
コース

D-1
スマート農業と伝統産業のまち満喫コース
　ICT を活用した最先端の農業や野菜などの周年直売・伝統野菜「吉川ナス」の生産者紹介と、地域ぐるみの獣害対
策、伝統産業の見学も行います。

8:15 8:30〜9:30 10:00〜11：30 12:00〜13:30　
宿舎 ▶ ①（農）︎エコファーム舟枝＆ＪＡ福井県野菜出荷場 ▶ ②【獣害対策】下新庄町＆河和田東部美しい山里の会 ▶ ③うるしの里会館【昼食】

13:45〜15:00 15:15〜16:15 16:30 16:50
▶ ④ふくおか農園＆⑤福岡重光【吉川ナス】 ▶ ⑥道の駅 西山公園 ▶ ＪＲ武生駅 ▶ サンドーム福井

①（農）︎エコファーム舟枝＆ＪＡ福井県野菜出荷場(鯖江市)
エコファーム舟枝では、菜花を緑肥とした「さばえ菜花米」の作付をしています。
また、地域でいち早くスマート農機を導入するとともに、経営や技術の改善に意欲
的に取組んでおり、令和 2 年にＪＧＡＰを取得しました。ＪＡの野菜出荷場は、地
域の特産品であるブロッコリーを氷詰めを行って出荷できる設備が整っています。

②【獣害対策】下新庄町＆河和田東部美しい山里の会（鯖江市）︎
下新庄町は町内会に猪対策委員会を設置し電気柵の設置や点検等を行い
集落ぐるみ対策で成果を上げています。河和田東部美しい山里の会は、
４集落が連携して電気柵等の維持管理を行うとともに、若狭牛を山際に
放牧し緩衝帯を設置するなど地域ぐるみの取り組みを実施しています。

③うるしの里会館（鯖江市）︎【昼食】
1500 年以上の伝統を持つ越前漆器の歴史を学べるほか、隣接の職人
工房では伝統工芸士による実演が見学できます。昼食を用意する喫茶
椀椀は地元女性で組織する「うるしの里いきいき協議会」が運営し、
地元野菜を使った料理を河和田の漆器でいただくことができます。

④ふくおか農園（鯖江市）︎
家族で米作りの他、ハウスで野菜やイチゴ等を栽培し、
周年で直売できるように工夫しています。春はイチゴ狩
りを開園したり、ブロッコリーや白ネギなどの水田園芸
にも取り組むなど、多角的な家族経営を実践しています。

⑤福岡重光【吉川ナス】（鯖江市）︎
鯖江市伝統野菜等栽培研究会の会長のハウスにて、主に
GI 登録された伝統野菜「吉川ナス」圃場の見学をします。
吉川ナスを生産する研究会の取組みは、「令和３年度地産
地消等優良活動表彰」で農林水産大臣賞を受賞しています。

⑥道の駅 西山公園（鯖江市）︎
つつじの名所に併設している道の駅です。地域密着型の道の駅とし
て、めがねや漆器などの鯖江ブランドや近辺の農家の方の新鮮な野
菜が購入できる農産物直売スペースがあります。季節によっては、
伝統野菜吉川ナスの「吉川ナスバーガー」を食べることもできます。

丹南地域交流会
地　域
テーマ

豊かな里山資源とモノづくり文化が
織りなす多様な農業

　丹南地域は福井県の中央に位置し、 日野川流域に
広がった平野部（盆地）と、東西の山間部で構成さ
れています。西部は日本海に面し、東部は大野市、
岐阜県と境界をなし、山あり海ありで豊かな自然に
恵まれています。
　新ブランド米「いちほまれ」をはじめ越前スイセ
ン、ソバ、越前ガニなど福井県を代表する特産品の
宝庫です。
　さらに古い歴史の中で受け継がれてきた越前和
紙、越前漆器、越前打刃物、越前焼、越前箪笥の伝
統的工芸品産業が集約しています。

10/20木 情報交換会
15：30終了予定
全体会（会場：サンドーム福井）︎

18：00〜20：00
▶ 情報交換会（会場：サンドーム福井）︎

▶ 宿泊（ K&N サンドームホテル、ホテルルートイン武生インター、スーパーホテル越前武生、渓流温泉
冠荘、花はす温泉そまやま、サバエシティーホテル）︎
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コース

D-2
コウノトリが舞う里と手仕事を巡るコース1
　潤沢な河川が多く稲作や地場産業が発展した越前市は、コウノトリに象徴される環境保全型農業が進められていま
す。効率化と自然との共存が融合した多様な農業の取組みをご覧ください。

コース

D-3
コウノトリが舞う里と手仕事を巡るコース2
　潤沢な河川が多く稲作や地場産業が発展した越前市は、コウノトリに象徴される環境保全型農業が進められていま
す。効率化と自然との共存が融合した多様な農業の取組みをご覧ください。

8:00 8:30〜9:30 10:00〜11:00 11:30〜12:30

12:40〜13:40

宿舎 ▶ ①コウノトリPR館 ▶ ②日野川用水土地改事務所　▶ ③明城ファーム株式会社

▶ ④越前そばの里【昼食】
13:50〜15:20 15:30〜16:15 16:30 16:50

▶ ⑤越前和紙の里 ▶ ⑥タケフナイフビレッジ ▶ ＪＲ武生駅 ▶ サンドーム福井

③明城ファーム株式会社（越前市）︎
トマト、イチゴの生産とカフェ３店舗を経営。イチゴ観
光農園では６月まで数種の品種を食べ比べることができ
ます。カフェでは自慢のイチゴをたっぷり使ったパフェ
が人気です。

①コウノトリPR館（越前市）︎
H23 に兵庫県から移送されたコウノトリのつがい１組の
受け入れに伴いオープンしました。コウノトリの暮らし
や越前市の取組みなどを紹介しています。

②日野川用水土地改良事務所（越前市）︎
越前市、鯖江市、福井市、南越前町の 3 市 1 町 5,610ha
の水田にダムや水路を整備して農業用水を安定的に供給
しています。

③(株)上嶋ファームZEN（越前市）︎
一戸一法人の稲作経営体で、県内で先駆けて「ＪＧＡＰ」
認証を取得しました。水稲、大麦、ソバ等約 80ha を作
付しています。

④越前そばの里（越前市）︎【昼食】
越前そば発祥の地にて大正 14 年創業の老舗製麺所「武生製麺」
の直営店。自社農場でそばの栽培から全行程を手掛けたこだわり
の「おろしそば」が自慢。お土産処では福井名物が揃い、そば打
ち体験や工場見学もでき、体験する、食べる、買うを楽しめます。

⑤越前和紙の里（越前市）︎
「紙の文化博物館」「卯立の工芸館」など 3 つの施設から
なる複合施設で、和紙に関する知識を学んだり、越前和
紙が出来る工程を見学したり、紙すきを体験したりと、
様々な角度から和紙の魅力に触れることができます。

⑥タケフナイフビレッジ（越前市）︎
700 年の歴史を持つ越前打刃物の総合観光施設。職人の
技術を見学できる共同工房や、海外で人気の切れ味に優
れた包丁を購入できるショップもあります。

8:00 10:00〜11:008:30〜9:30 11:30〜12:30

12:40〜13:25

宿舎 ▶ ②コウノトリPR館▶ ①日野川用水土地改事務所　 ▶ ③(株)上嶋ファームZEN

▶ ④越前そばの里【昼食】
14:55〜16:1513:40〜14:40 16:30 16:50

▶ ⑥越前和紙の里▶ ⑤タケフナイフビレッジ ▶ ＪＲ武生駅 ▶ サンドーム福井

①日野川用水土地改良事務所（越前市）︎
越前市、鯖江市、福井市、南越前町の 3 市 1 町 5,610ha
の水田にダムや水路を整備して農業用水を安定的に供給
しています。

②コウノトリPR館（越前市）︎
H23 に兵庫県から移送されたコウノトリのつがい１組の
受け入れに伴いオープンしました。コウノトリの暮らし
や越前市の取組みなどを紹介しています。

④越前そばの里（越前市）︎【昼食】
越前そば発祥の地にて大正 14 年創業の老舗製麺所「武生製麺」
の直営店。自社農場でそばの栽培から全行程を手掛けたこだわり
の「おろしそば」が自慢。お土産処では福井名物が揃い、そば打
ち体験や工場見学もでき、体験する、食べる、買うを楽しめます。

⑤タケフナイフビレッジ（越前市）︎
700 年の歴史を持つ越前打刃物の総合観光施設。職人の
技術を見学できる共同工房や、海外で人気の切れ味に優
れた包丁を購入できるショップもあります。

⑥越前和紙の里（越前市）︎
「紙の文化博物館」「卯立の工芸館」など 3 つの施設から
なる複合施設で、和紙に関する知識を学んだり、越前和
紙が出来る工程を見学したり、紙すきを体験したりと、
様々な角度から和紙の魅力に触れることができます。
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コース

D-5
南越前町　海から山へ！中山間地で奮闘する農業者と明日を語るコース
　全域が中山間地に指定されており、営農条件が良い場所ばかりではありません。しかし本町の農業者は水稲を始め、梅や柿（つるし柿）、花ハス、水仙、そば
などの特産品を生産・加工して魅力ある地域づくりに励んでいます。そんな中山間地の担い手と農業の喜びや苦労を語り合い、一緒に明日の農業を考えましょう。

8:00

8:30

9:00〜10:30

9:30〜10:20 

10:40〜11:10

10:40〜11:40

11:20〜11:50

12:10〜13:10　

12:00〜13:00
宿舎

宿舎

▶ 池田町能楽の里文化交流会館(池田町の紹介)

▶ ①黄金の梅

▶ ①池田町農業公社（おこもじや・食ラボ）︎

▶ ②北前船主の館　右近家

▶ ②ウッドラボいけだ

▶ ③ 農家のごはん屋さん　四季菜【昼食】

▶ ③農村de合宿キャンプセンター【昼食】
13:10〜13:40

13:30〜14:30

13:50〜14:20

14:45〜16:00

15:50

16:20

16:10

16:40

▶ ④あぐりパワーアップセンター

▶ ④（有）︎リトリート田倉

▶ ⑤魚見こんにゃく道場

▶ ⑤道の駅　南えちぜん山海里　

▶ ＪＲ武生駅

▶ ＪＲ武生駅

▶ サンドーム福井

▶ サンドーム福井

①黄金の梅®（南越前町）︎
生産者の高齢化や販売促進の問題解決策として、完熟すると芳
醇な香りを放ち黄金色に輝く「新平太夫」の栽培を開始しまし
た。樹上完熟させた梅の実を「黄金の梅 ®」と名付け、地元加
工業者とタイアップするなどしてブランド化を進めています。

②北前船主の館　右近家（南越前町）︎
北前船の船主である右近家は海運業で財を成しましたが、
北前船の衰退をいち早く感じ取ると汽船を導入したり、保
険業に参入するなど先を見通した経営を行いました。この
時始めた海上保険はのちの損保ジャパンの礎となりました

③農家レストラン「四季菜」（南越前町）︎【昼食】
農産物直売所を起点に女性グループを結成。10 年前に
法人化して総菜づくりを行ってきた（企）そまの恋姫サ
ラダ会が、農家のごはん屋さんとして本年 3 月に開店し
ました。

④（有）︎リトリート田倉（南越前町）︎
経営面積 46ha。生産拠点の谷筋を中心に農地を集積していま
す。山際の 1 筆 3 〜 4a の田も多く、更には猪や鹿の被害が
後を絶たない地域ではありますが、「緑の中、おもしろたのし、
百姓」を目指し地域との連携を大切にした経営を行っています。

⑤道の駅南えちぜん山海里（南越前町）︎
北陸自動車道の南条 SA に隣接するエンターテインメント
型道の駅で、特産の「今庄おろしそば」を味わい、地元
農産物を購入できます。隣接する公園とはロングすべり
台で直結され、子供も楽しめる公園一体型の道の駅です。

14:35〜15:10
▶ ⑥あそびハウス・おもちゃハウス・こってコテいけだ

コース

D-4
“地域資源連結循環型農業”と森林に囲まれた「能楽の里」満喫コース
　池田町が提唱する “ 地域資源連結循環型農業 ” の紹介およびその要となる堆肥施設や生産・加工・販売の取組み、
さらに豪雪地帯の食文化や森林資源を活用した施設を視察します。

①池田町農業公社（おこもじや・食ラボ）︎
（池田町）︎

池田町の伝統的な野菜と豪雪地域の伝統の技で漬物を加
工・販売したり、地域の農産物と受け継がれてきた食文
化を地域資源として、新たな商品化につなげています。

②ウッドラボいけだ（池田町）︎
木材利用・木育活動を活発に推進するための拠点施設と
して、木工を体験したい初心者から、木工機械を使って
本格的に木工製作を行いたいプロまで、幅広い方が利用
しています。

③農村de合宿キャンプセンター（池田町）︎【昼食】
かつて小学校だった建物を木を使って改装した、池田の
里山の自然や伝統・文化、暮らしの知恵などの風土を五
感で感じて味わうことができる合宿施設です。

④あぐりパワーアップセンター（池田町）︎
堆肥化施設「あぐりパワーアップセンター」で池田町の
家庭から出される生ごみを牛糞と混ぜ合わせた堆肥づく
りをしています。その堆肥を「土魂壌（どこんじょう）」
とし町内に販売しています。

⑤魚見こんにゃく道場（池田町）︎
魚見地区に明治以前から伝わる伝統の製法でこんにゃく
作りを体験できます。こんにゃく芋を蒸してつぶし、1
時間程練り続けてこんにゃくを作ります。

⑥まちの市場 こってコテいけだ（池田町）︎
まちの市場 “ こってコテいけだ ” は、地場産の野菜や加
工品の販売はもちろん、生活物資なども揃えたお店です。
また、観光に訪れた人には、『道の駅』の役割も果たし、“ 村
の食堂 ” もあります。
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コース

D-6
６次産業化と越前海岸満喫コース
　港町イメージのある越前町は、丹生山地周辺の中山間から平坦地域で特色ある農産物が生産されています。観光客
が多い地域性を生かし農産物の６次産業化や農産物直売所の取組みを紹介します。

8:00 8:30〜9:40 10:00〜11：30　 11:45〜12:30 12:50〜14:20　　
宿舎 ▶ ①丹生寺坂農園㈱　 ▶ ②越前陶芸村 ▶ ③オタイコヒルズ【昼食】 ▶ ④道の駅えちぜん カニミュージアム

14:50〜15:20　〜徒歩〜 　  15:20〜15:35 15:55 16:15
▶ ⑤陶芸の里農産組合 ・ ⑥miyazakiおもいでなfarm ▶ ＪＲ武生駅 ▶ サンドーム福井

①丹生寺坂農園（株）︎（越前町）︎
有機栽培で米や大豆を生産している寺坂氏は、それを使っ
た味噌やスィーツ、農産加工体験などに取組んでいます。

「味噌や米を食べることが普通の生活になってほしい。日
本の食文化を守りたい」との思いで取組んでいます。

②越前陶芸村（越前町）︎
越前焼は日本六古窯として中世から現代まで生産されている焼き物で
す。12ha という広大な敷地を誇る越前陶芸公園は日本の都市公園百選
にも選定され、一帯は昭和 46 年に越前陶芸村として整備され、福井県
陶芸館、越前古窯博物館、越前陶芸村文化交流会館や窯元があります。

③オタイコヒルズ（越前町）︎【昼食】
織田家一族の発祥の地である越前町織田地区にある観光施設。太鼓
の町としても有名で、館内には、日本有数の大きさを誇る「明神太
鼓」を実際に叩くこともできます。毎年夏には、全国から和太鼓の
奏者があつまり「OTAIKO 響け」が盛大に開催されています。

④道の駅 カニミュージアム（越前町）︎
越前がにや近海の魚を遊
びながら学ぶ体験施設と
して、海遊歩道やシア
ター、漁船チャレンジ、
絵画水族館などを設置し
たミュージアムです。
新しい「かに文化」に出
会えます。

⑤陶芸の里農産組合（越前町）︎
水稲主体の経営を営んでいる武藤氏は、生産物を利用し
た６次化に取組んでいます。糯米を餅に加工した「雪ん
こ餅」は、多くのファンを持つ地域の名物に育っています。

⑥miyazakiおもいでなfarm（越前町）︎
「おもいでな」は満足した、心に残った、という意味の福井弁で
す。お客様の満足のため、美味しく新鮮な地元の農産物を提供
することを目指して運営しています。春のタケノコシーズンに
は、県内各地から新鮮なタケノコを求めて多く人で賑わいます。

福井県の観光

一乗谷朝倉氏遺跡（福井市）

東尋坊（坂井市）

氣比神宮（敦賀市）
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二州地域交流会
地　域
テーマ

棚田だ！梅だ！
伝統ある農業と未来をめざす農業めぐり

　福井県の南、若狭湾に面する二州地区は、三方五
湖がラムサール条約湿地に登録され、風光明媚な地
形が特徴です。
　歴史を物語る棚田保全、日本海側最大の梅産地、
様々な伝統野菜、さらには水稲とイチゴのスマート
農業を見て、感じることで温故知新の機会となりま
す。
　近年増加している若い農業者とベテラン農業者が
地域の魅力をお伝えします。 

10/20木 情報交換会
15：30終了予定
全体会（会場：サンドーム福井）︎

17：30〜19：30
▶ 情報交換会（会場：ニューサンピア敦賀）︎

▶ 宿泊（ルートイン敦賀駅前、東横イン敦賀駅前、敦賀マンテンホテル）︎

コース

E-1
港街つるが　伝統と未来を巡るコース
　大区画圃場での ICT を活用した最先端の農業紹介と、中山間地域の棚田保全の取組み、さらに地産地消の直売所の
視察を行います。

8:00 8:30〜9:30 9:50〜10:35 10:45〜11:40　
宿舎 ▶ ①（株）︎ミライスつるが気比　▶ ②ふぉれすとりーふぁーむ桜の樹　▶ ③小刀根トンネル

12:00〜13:30 13:40〜14:40 16:00
▶ 日本海さかな街【昼食】 ▶ ④ふるさと夢市場　 ▶ ＪＲ敦賀駅 ▶ サンドーム福井　

①（株）︎ミライスつるが気比（敦賀市）︎
大区画圃場整備を契機とした大規模経営体（メガファーム）であり、直進トラクタや可変施肥田植機、自動給水栓など
ICT を活用した福井県内でも先進的なスマート農業経営体です。新規就農者を受入れ、水稲のほかにキャベツなどの水田
園芸にも取組んでいる。

②ふぉれすとりーふぁーむ桜の樹
（敦賀市）︎

滋賀県に接した中山間地域の棚田保全のため畦畔にヤギ
を放牧し、舌刈りによる草刈り省力化を実践している。

③ 小刀根トン
ネル（敦賀市）︎

明治時代に長浜市と敦賀
市をつなぐ鉄道が敷設さ
れ、現存する日本最古の
鉄道トンネルである。「海
を越えた鉄道〜世界へつ
ながる鉄路のキセキ〜」
として令和 2 年 6 月に日
本遺産に認定された。

④ふるさと夢市場（敦賀市）︎
敦賀市内の生産者が地元の方々に旬の農作物や加工品を提供している直売所。新鮮で安心な野菜をはじめお弁当・お
総菜などの加工品が揃っている。

10/21金 現地研修会

港 浜 湖

15:00〜15:50
▶ 気比神宮
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コース

E-3
園芸の取組み事例・人材育成コース
　新規就農者の受入れ「里親農家」の取組み紹介と、園芸人材育成の取組み事例について視察を行います。

コース

E-2
若狭みはま　農業交流・体験コース
　はあとふる体験による農業交流の取組み紹介と、観光いちご園・農業体験施設の視察を行います。

8:00

8:00

8:30〜9:15

8:30〜9:15

9:30〜10:15

9:35〜10:35

10:30〜11:30

10:50〜11:50

11:45〜13:00

12:10〜13:10

宿舎

宿舎

▶ ①田邉農園

▶ ①（有）︎長谷川農園　

▶ ②大野農園

▶ ②HAMABERRY

▶ ③美浜町農業人材育成拠点研修施設　

▶ ③園芸ＬＡＢＯの丘

▶ 千鳥苑【昼食】

▶ 千鳥苑【昼食】

13:30〜15:00

13:40〜15:10

15:50

16:00

▶ ④気比神宮・ムゼウム

▶ ④レインボーライン

▶ ＪＲ敦賀駅

▶ ＪＲ敦賀駅

▶ サンドーム福井　

▶ サンドーム福井　

①田邉和彦 氏（敦賀市）︎
Ｈ 27 年に就農した若手農業者で、お日さまの下で育つ意味を込めて、「おひさんキュウリ」
の地域ブランド化に取組んでいます。

①（有）︎長谷川農園（美浜町）︎
若狭美浜はあとふる体験推進協議会のメンバーで、素顔
の美浜に会える「ほんもの体験交流」の受け入れ農家です。

②HAMABERRYいちごの郷みはま（美浜町）︎
美浜町が新たな観光資源となる立ち寄りスポットとして整備した観光農園。近年整備予定の道の駅と併せ、生産者と消費
者を結ぶ拠点として交流人口の拡大を目指しています。

②（株）︎大野農園（美浜町）︎
水稲を主体に、白ネギ、キュウリ、キャベツ、花など園芸にも取り組む農業法人で、新規
就農者の受入れ「里親農家」にも取組んでいます。

③美浜町農業人材育成拠点研修施設（美浜町）︎
Ｒ 2 年 3 月策定の「第 2 次美浜町農業基本計画」に基づき、多様な人材を確保するため、農業経営に必要不可欠な技術力・
経営力・販売力を学ぶ研修施設です。Ｒ 3 年 3 月に整備されました。人材育成の取組みを紹介します。

③福井県園芸体験施設「園芸ＬＡＢＯの丘」（美浜町）︎
「学ぶ」「作る」「食べる」の実体験を通して、園芸を楽しみながら理解を深める「時間」と「空間」を提供しています。

④人道の港　敦賀ムゼウム（敦賀市）︎
人道の港敦賀の歴史を映像などを活用した展示を通じて
紹介しています。

④レインボーライン（美浜町）︎
観光名所「三方五湖」を一望できる「レインボーライン
山頂公園」は、2020 年 4 月に全面リニューアルしました。
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コース

E-4
日本海側最大のウメ産地育成コース
　伝統ある梅の産地の取組み紹介と、新規就農者による新たな 6 次産業化の取組みについて視察を行います。

8:00 9:00〜9:30 9:40〜10:40 10:50〜11:20 11:40〜13:00　
宿舎 ▶ ①伏見梅園 ▶ ②ＪＡ梅の里会館 ▶ ③（有）︎山田農園 ▶ 水月花【昼食】

13:20〜14:50 15:30
▶ ④レインボーライン ▶ ＪＲ敦賀駅 ▶ サンドーム福井　

①伏見梅園（若狭町）︎
若狭町の地域おこし協力隊から伏見梅園として 2018 年新規就農しました。ウメ栽培の
ほか、梅加工品製造に取組んでいます。

③（有）︎山田農園（若狭町）︎
「福井梅」は約 180 年前の江戸時代から受け継がれ、三方五湖の湖畔一帯で栽培されてい
ます。

②ＪＡ梅の里会館（若狭町）︎
梅干しをはじめ梅ワインなどの各種梅加工品の製造直売所です。例年、梅の花が咲き誇る 3 月に「梅まつり」を開催して
います。

④レインボーライン（若狭町）︎
観光名所「三方五湖」を一望できる「レインボーライン
山頂公園」は、2020 年 4 月に全面リニューアルしました。

福井県のご当地グルメ

ソースかつ丼ボルガライス小鯛の笹漬け油揚げ

へしこ越前おろしそば水ようかん
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京は遠ても十八里、
御食国を支える人の営みを駆け巡る

　若狭地域は、本県の西端に位置しており、古く
より皇室や朝廷に塩や海産物などの豊かな食材を
都に運び、都の食文化を支えてきた国です。国内
３つの御食国（みけつくに）のうちの１つです。
　気候は、暖流の対馬海流の影響により、冬で
も比較的温暖で積雪量が少ない特徴があります。
地形的には、日本海側では珍しい大規模なリア
ス式海岸を形成しています。本地域では、この
ような立地特性を生かした農林水産業が営まれ
ております。
　近年は、スマート農業や大規模施設園芸に取
り組む若手農業者の活躍がみられます。

10/20木 情報交換会
15：30終了予定
全体会（会場：サンドーム福井）︎

17：30〜19：30
▶ 情報交換会（会場：ホテルせくみ屋）︎

▶ 宿泊（ せくみ屋、アーバンポート花椿、鼓松、城山荘、流星館、リフレステやまびこ）︎

コース

F-1
御食国のスケールに触れるコース～大規模土地利用型経営～
　スマート農業機械を活用した大規模土地利用型経営の紹介と、地域全体の農地を耕作するメガファームの取組みを
視察します。

8:45 9:00〜10:00 10:15〜11:15 11:30〜12:30　
宿舎（ホテルせくみ屋）︎ ▶ ①（株）︎若狭の恵 ▶ ②（株）︎永耕農産 ▶ ③道の駅若狭おばま【昼食】

12:40〜14:30 15:30/15:35 17:00
▶ ④若狭フィッシャーマンズワーフ　 ▶ 敦賀駅 ▶ サンドーム福井　

①（株）︎若狭の恵（小浜市）︎
150ha の農地で水稲栽培を行っています。農薬や化学肥
料を極力減らした特別栽培米、ひまわりをすき込んだ「ひ
まわり米」など、循環型農業に取り組む若狭のスマート
農業のトップランナーです。

②（株）︎永耕農産（小浜市）︎
四方を山に囲まれた松永地区では、地域の農村風景やそ
こに暮らす人の文化を次世代に残すため、100ha の農地
で土地利用型の農業に取り組んでいます。直営の直売所
や市民農園も運営する地域密着型の法人です。

③道の駅若狭おばま（小浜市）︎【昼食】
小浜ＩＣから 500 ｍにある道の駅で、観光やイベントなどの地域情報を発信しています。また、令和３年６月にオープン
した併設するレストラン「和久里のごはんや おくどさん」では御食国おばまの食の幸を堪能できます。

④若狭フィッシャーマンズワーフ
若狭の海を食と体験で感じることのできるレジャー施設
です。お土産品はもちろん、ぜひ蘇洞門巡り遊覧船でリ
アス式海岸の断崖美を堪能してみてください。

10/21金 現地研修会

（ホテル）︎ （ホテル）︎ （旅館）︎ （旅館）︎（町営ホテル）︎ （温泉旅館）︎
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コース

F-3
情熱を寄せ合うふるさとコース～地域の魅力創造～
　いちご園と桃園の完熟にこだわったくだもの園と、町内の豊かな海山里の幸を使った加工品を手掛ける田舎のかあ
ちゃんグループの熱い思いに触れます。

コース

F-2
きっと想像以上の驚きコース～スマート施設園芸～
　3.6ha の大規模連棟ハウスにおける高糖度トマト栽培施設と、広大なハウスで高設栽培をしている観光農園「海辺
のいちご畑」の取組みを視察します。

8:30

9:00

9:00〜10:00

9：05

10:10〜11:10

9:20〜10:20

11:20〜12:20

10:30〜11:30

宿舎（ホテルせくみ屋）︎

宿舎（城山荘）︎

▶ ①（同）︎くだものがかり　

▶ 鼓松

▶ ②(同)おおい夢工房　

▶ ①（株）︎福井和郷

▶ ③若州一滴文庫

▶ ②（同）︎ジョリーファーム

12:30〜14:20

11:40〜12:45

15:30/15:35

15:30/15:35

17:00

17:00

▶ ④道の駅うみんぴあ大飯【昼食】

▶ ③道の駅「シーサイド高浜」【昼食】

▶ 敦賀駅

▶ 敦賀駅

▶ サンドーム福井　

▶ サンドーム福井　

①（同）︎くだものがかり（おおい町）︎
完熟を売りとしたいちご狩り体験と完熟桃の産直をして
います。「くだものを通じてあなたの笑顔を頂きます！」
をモットーに、訪問してくださる方に美味しく楽しんで
頂くことを目指しています。

①（株）︎福井和郷（高浜町）︎
６ha の敷地内で「伝統的な農業」と「最先端の工業技術」
の融合を目指し、最新鋭の高糖度トマト栽培施設、青果
加工場、植物工場を備え、世界で戦える、進化した日本
農業の一つの在り方を創造しています。

②（同）︎おおい夢工房（おおい町）︎
おおい町の海山里の幸をふんだんに使った地産地消の商
品開発・製造・販売に励む 12 人の女性起業グループです。
出来上がった商品からは、かあちゃん自慢の味が堪能で
きます。毎日笑いを絶やさず、楽しく活動をしています。

②（同）︎ジョリーファーム（高浜町）︎
広大なハウスの中で、数種類の品種のいちごが食べ比べ
できるいちご狩りスポットです。天候を気にせず楽しむ
ことができます。

③道の駅シーサイド高浜（高浜町）︎【昼食】
福井県の最西端の道の駅。若狭湾国定公園「青戸の入り江」に面しており、レストラン、温浴休憩室からは入り江が見渡
せます。物販、レストランのほかに温浴施設も併設しています。

③若州一滴文庫
郷土の作家水上勉氏が主宰した竹人形文楽の劇場と、蔵
書や絵画、文学関連資料などを収蔵しています。文庫に
併設する庭園も見どころのひとつです。

④UMIKARA（高浜町）︎
買い物・食事・漁師体験・大自然のすべてがつまった日
本で一番、海が近いマーケット「UMIKARA」。
UMIKARA がセレクトする厳選商品ラインナップは、魅
力がいっぱいです。

13:00〜14:00
▶ ④UMIKARA

④道の駅うみんぴあ大飯（おおい町）︎【昼食】
地場産新鮮野菜やとれたて魚介類の販売はもとより目前に広がるオーシャンビューを眺めながらの昼食等、景観も満喫で
きる海の見える「道の駅」です。おおい町の情報発信基地を担っています。
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コース

F-5
輝きと優しさに出会えるコース～若者の活躍～
　将来の農業経営者を目指す若者の人材育成の手腕と、Ⅰターン就農で青ネギの施設栽培から始め、トマト、水稲ま
で経営発展させた若者の熱い思いに耳を傾け、地域から期待される若者達の活躍する姿を見つめます。

コース

F-4
住む人の豊かさを感じられるコース～中山間地の魅力発見～
　地区の 95％を森林が占める管内随一の中山間地域において、スマート技術を生かした園芸経営と、効率的で持続的
な農業を実践する土地利用型経営を視察し、暮らしとなりわいが持続的に営まれる農業を視察します。

8:30

9:00

8:45

9:05〜10:15

9:00〜10:00

10:30〜11:30

10:10〜11:10　

11:40〜12:50

宿舎（ホテルアーバンポート）︎

宿舎（流星館）︎

▶ リフレステやまびこ　

▶ ①道の駅名田庄、暦会館　

▶ ①（有）︎かみなか農楽舎　

▶ ②（同）︎ファームスリーユー　

▶ ②（同）︎はなひな農園

▶ ③料理旅館新佐【昼食】

11:25〜13:15

13:00〜14:00

15:30/15:35

15:30/15:35

17:00

17:00

▶ ③道の駅若狭熊川宿【昼食】

▶ ④（農）︎名田の荘

▶ 敦賀駅

▶ 敦賀駅

▶ サンドーム福井　

▶ サンドーム福井　

①（有）︎かみなか農楽舎（若狭町）︎
「未来の農業を育てる」、「農業で地域を元気にする」をコ
ンセプトに新規就農者の育成を手掛ける農業法人です。
就農支援事業、インターンシップ事業、農業体験事業、
販売事業を柱に地域の活性化に一役を担っています。

②（同）︎はなひな農園（若狭町）︎
京都府からＩターンで就農した若者が、青ネギの周年栽
培と水稲、トマトの複合経営を行っています。現在は、
地域から頼られる後継者として活躍しています。

④若狭瓜割名水公園（若狭町）︎
公園の名前の由来は、滝の水のあまりの冷たさに瓜がわ
れてしまったという伝説に由来しています。昭和 60 年、
環境省指定の名水百選の一つに認定され、平成 18 年 1
月には「ふくいのおいしい水」に認定されました。

①道の駅名田庄、暦会館（おおい町）︎
陰陽師安倍晴明の子孫にあたる土御門家が3代にわたり、
名田庄の地に移り住み、天文暦学の道場を開いたことか
ら建設された資料館です。全国でも珍しい歴と天文学に
関する資料、約 1,000 点の展示物が収められています。

②（同）︎ファームスリーユー（おおい町）︎
50 ａのハウスで、水耕栽培による青ネギの周年栽培を
行っており、地域の雇用創出、若い担い手の育成に積極
的に取り組んでいます。

③料理旅館新佐（おおい町）︎【昼食】
名田庄地区ならではの豊かな里山の恵みでおもてなしする料理旅館です。田舎料理、山菜、松茸など旬のものを使った季
節料理、芯からあたたまるぼたん鍋（イノシシ肉）が自慢です。

④（農）︎名田の荘（おおい町）︎
旧名田庄村の全域を範囲とする「一村一農場構想」のもと設立さ
れた法人です。過疎・高齢化、中山間地域といった劣勢環境にも
屈せず、直播栽培やスマート農機の導入、地域住民との役割分担
の明確化により、効率的で持続的な農業経営を実践しています。

③道の駅 若狭熊川宿（若狭町）︎【昼食】
建築家、吉田桂二氏の設計により、若狭と京都を結ぶ鯖街道の宿場町であった熊川宿をイメージして建設された道の駅です。
隣接する「四季彩館」には、は特産品販売所や地元の味が味わえるお食事処と、鯖街道の歴史を紹介する資料館が併設さ
れています。

13:30〜14:30
▶ ④若狭瓜割名水公園
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ふくいの農林水産物幸福度
日本一

ホウレンソウ
福井市東安居地区で、有機肥料を使って作られて
います。色艶が鮮やかで甘味があります。

ベビーリーフ
発芽後 10 ～ 30 日程度の若い葉の総称で、四季
折々、10種類程度栽培されています。

越のルビー
全国に先駆け、福井県で開発したミディトマトの
オリジナルブランドです。福井県出身の芥川賞作
家津村節子さんにより命名されました。

メロン
アールスメロンをはじめ、アンデス
メロン、プリンスメロン、マルセ
イユメロンなどが作られています。

福井すいか
大玉でシャリシャリした食感とコ
クのある甘味が特長です。

三年子らっきょ
全国で唯一、3年間栽培しています。
1年掘りと比べ、歯ごたえがシャ
キシャキしており、食物繊維も1.2
倍多く含まれています。

福井梅
ラムサール条約登録湿地の三方五
湖湖畔で江戸時代から栽培されて
います。果実は、種が小さく果肉が
たっぷりで皮が薄いのが特長です。

ワカメ
お土産としても人気の高い「もみわ
かめ」は、ワカメの芯とめかぶを
丁寧にとりわけ、天日干しした後、
手で揉んで作ります。一升瓶に瓶
詰めするのは福井だけです。

越前うに
日本三大珍味の一つで、江戸時代後
期の書物「日本山海名産図会」でも
「塩辛中の第一」とされたバフンウ
ニの塩漬けです。

ヤリイカ
大きいサイズは刺身、中小サイズ
は塩焼きや煮つけに適しています。

若狭ぐじ
頭の形から「屈頭魚（くつな）」と
呼ばれていたものが、訛り「ぐじ」
になりました。
・アカマダイのうち、大きさや形の
よいものだけが、「若狭ぐじ」と呼
ばれ、古くから高級魚とされてき
ました。

春

夏

1年中おいしい食材
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若狭牛
若狭牛の中でも、おいしさの指標となるオレイン
酸含量が高い（55%以上）ものは「三ツ星若狭牛」
として販売されています。

九頭竜まいたけ
大野市の九頭竜川源流の美味しい水と澄んだ空気
のもとで作られています。身が厚く、歯ごたえ、
香り共に抜群の逸品です。

日本酒
良質な酒米と豊かで清らかな水を用いた日本酒が
醸造されています。県内 30以上の酒蔵では、個
性際立つ地酒が生まれています。

福井米
コシヒカリは、福井県農業試験場
で育成された品種です。平成30年
に新たなブランド米「いちほまれ」
が登場し、生産拡大されています。

越前がに
越前がにの歴史は古く、安土桃山時
代より漁獲されていた記録が残っ
ています。漁場が近く、生きたま
ま水揚げされ、すぐ浜ゆでされる
ため、美味しさが際立っています。

そば
昔から作られてきた地域固有の在
来種を栽培しており、小粒ですが
香りが良いのが特長です。他県産
に比べ、製粉歩合が高く麺のコシ
に富んでいます。

甘えび
越前がにと並んで、冬の福井を代
表する海の幸です。鮮やかな朱色
の体に抱えられている藍色の卵は、
高鮮度の証です。

上庄さといも
大野市上庄地区で室町時代より冬
の貯蔵食物として栽培されていた
歴史があります。身が引き締まり
煮くずれがなく、独特の甘みが特
長です。

若狭ふぐ
昭和29年に高浜町でトラフグの蓄
養を行ったのが、若狭ふぐの始ま
りです。日本海側でトラフグの本
格的な養殖は本県のみです。

とみつ金時
大型キュアリング施設を利用し、徹
底した温湿度管理と長期貯蔵を行
うことで、非常に糖度が高いのが
特長です。

越前水仙
スイセンの全国３大群生地として
有名です。花と葉が引き締まり、香
りが強いことで高く評価されてい
ます。

秋

冬
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福井県へのアクセス
交通アクセスのご案内

サンドーム会場図 鯖江駅からサンドーム
までの徒歩図

無料シャトルバスの
ご案内

お問い合わせ先

第24回全国農業担い手サミット in ふくい実行委員会事務局
〒910-8580　福井市大手３丁目17-1
　　　　　　（福井県農林水産部園芸振興課内）
電話0776-20-0431　FAX0776-20-0650
E-mail ninaitesummit2022@pref.fukui.lg.jp

東京駅 金沢駅 福井駅
特急サンダーバード・しらさぎ

約45分
北陸新幹線（かがやき・はくたか）

約2時間 30分

東京駅 米原 福井駅
特急しらさぎ
約1時間

東海道新幹線（ひかり）
約2時間 15分

東京駅八重洲口 バスタ新宿（新宿駅） 福井駅東口
京福バス・福井鉄道

約45分
京福バス・福井鉄道

約7時間30分

飛行機利用：小松空港経由

鉄道利用：北陸新幹線経由

鉄道利用：東海道新幹線経由

高速バス利用：東京駅八重洲南口 発

羽田空港
ANA/JAL
約 1時間 小松空港 小松駅 福井駅

空港連絡バス
約10分

JR 特急しらさぎ
約30分

鯖江駅

サンドーム
福井

サンドーム
福井

惜陰小

北
陸
本
線

国
道
８
号
線

五郎丸

サンドーム北

鯖江高

229

乗
車
場
所

JR 福井駅

9 時～ 11 時
（随時運行）

約 40 分

運
行
時
間

会
場
ま
で
の

所
要
時
間


