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◎活動の詳細は農業振興公社ホームページ（とちぎ夢大地応援団の案内）でご覧ください。
◎とちぎ夢大地応援団活動は、県と農業振興公社が募集・活動の支援を行っています。

平成28年度　とちぎ夢大地応援団　カレッジ活動 ― アンケート調査 ご協力ありがとうございました ―

▲第3回　鹿沼市中粟野で。竹伐採作業やまんじゅうづくりを体験

▲第2回　鹿沼市中粟野で。畦畔漏水シート張り作業やそば打ち体験を行いました

▲第1回　栃木市大柿で。鎌を使っての草刈り。　慣れない仕事に汗だくです

とちぎ夢大地応援団

検索

第1回活動報告 「栃木市大柿地区」 H28・９・17（土）
第2回活動報告 「鹿沼市中粟野地区」 H28・12・10（土）
第3回活動報告 「鹿沼市中粟野地区」 H29・２・18（土）

　平成 28 年度の夢大地応援団活動時に 190 名のボランティアの方々からアンケート調査に御協
力をいただきました。
　アンケート集計の結果は下記のグラフのとおりです。
　参加者は、男性が 8割近くを占め、年代別では 60歳と 70歳代が約 50人ずつと多く、次いで 20
代の順になっています。「農山村地域の魅力は」の問いには「美しい景観をみることができる」、「きれ
いな空気や水を感じることができる」、「心のやすらぎを感じる」の順でした。「ボランティア活動に
参加した理由」では、「農村の環境保全に貢献したい」が最も多く、次に「自然に触れたい」、「健康づく
り」、「同志と交流ができる」の順でした。「参加してみたい協働活動」は、「農業を支えるための水路清
掃や耕作放棄地の刈払い作業」（126名）、「農山村の景観向上やホタルの保護等の生態系保全活動」
(117 名 ) を希望されています。
　今後も活動への参加をよろしくお願いします。

　カレッジ活動は、高校生や大学生、専門学校生に農作業体験を通して農業農村環境の維持・保全の重
要性を学んでもらうのがねらいで、平成23年度から実施しています。
　平成28年度は、宇都宮市にある文星芸術大学の学生が、第1回目は9月に栃木市大柿地区等でナスの収
穫や畑の草刈り、かかしづくりを、2回目は12月に鹿沼市中粟野地区でそば打ち体験や畦畔に漏水防止
シートを張る農作業を、3回目は2月に前回と同じ鹿沼市中粟野地区で竹の伐採作業やまんじゅうづくり
体験を、それぞれ行いました。
　参加した学生たちは、「農業をやっている人の大変さを知った」「地元の人たちと農作業やそば打ち
をするのがとても楽しく、よい経験になった」「竹切りやまんじゅうづくりなど初めての体験ができて
楽しかった」「地元の人たちがやさしく、交流が楽しかった」「機会があればまた参加したい」などと
感想を話していました。

　とちぎ夢大地応援団の平成28年度新規推進地区活
動は、平成28年10月に塩谷町百目鬼、29年2月に
那須烏山市大木須下地区で、それぞれ行われました。
（次ページに詳細）

平成28年度新規推進地区



̶ 平成28年度　とちぎ夢大地応援団活動の紹介 ̶

　夢大地応援団員12名、イベント関係ボ
ランティア13名、地元自治会員16名等が
参加して、約3時間にわたって地区内４カ
所の耕作放棄地の草刈りを行いました。
応援団には宇都宮大学のサークル『さと
びと』の女子学生3名も参加し、背丈ほど
に伸びた雑草を刈り払い、約30ａの放棄
地をきれいにしました。

９月６日
実施
９月４日
実施

土呂部自治会
（日光市　土呂部地区）

　夢大地応援団員26名と地元柴田保全会
員10名が参加して、再生農地約3haの一
斉草刈りを行いました。
 同地区では、4年前から耕作放棄地の解
消に取り組んでいます。

５月16日
実施
５月７日
実施

柴田保全会

☆継続地区

☆新規推進地区

（佐野市　多田地区）

　夢大地応援団員30名、
地元会員30名が参加して、
イノシシやシカ等獣害を
防ぐための柵を1.8㎞にわ
たって設置しました。同
地区は12月11日にも2回
目の夢大地応援団活動を、
59名が参加して柵の設置
を行いました。

平成28年
10月28日
実施

百目鬼農地保全委員会
（塩谷町百目鬼地区）

　夢大地応援団員26名、
地元おおぎす遠下農活倶
楽部会員8名ら合計38名
が参加して、地区内の田
んぼ周りにイノシシ害防
止柵を約1.3㎞にわたって
設置しました。

平成29年
２月25日
実施

おおぎす遠下農活倶楽部
（那須烏山市大木須下地区）

　夢大地応援団関係者44名、地元子供会
やホタルの里関係者など総勢94名が参加
して、ホタル生息地の水路清掃（外来植
物コカナダモの除去）および水路脇の休
耕田へ小松菜の種まきを行いました。ま
た、今回は近くの耕作放棄地の草刈りや、
子供たちと大人も一緒に楽しめる生き物
観察も行いました。

９月27日
実施
９月25日
実施

和田用水
　　ホタルの里の会

（鹿沼市　中粕尾地区）

　同町会は、平成25年度まで４年間夢大
地応援団活動を実施していましたが、こ
こ２年間活動を休止していました。再開
した今回の活動には、夢大地応援団10名
と地元町会員ら12名の合わせて22名が参
加しました。作業は、地区内の山すそや
秋山川沿いに設置された獣害防止柵周辺
の草刈りを行いました。

10月17日
実施
10月10日
実施

下秋山町会
（佐野市　下秋山地区）

今回は水路清掃のほか草刈りも

ショウガ掘りと桜苗木植え作業

交流会のようす

　オオムラサキの保全活動など活発な活
動を行っている大木須地区の活動が、応
援団員27名、地元里山大木須を愛する会
の会員10名等が参加して、地区内5カ所
の休耕田約１haの草刈りを行いました。
参加者は背丈以上に伸びたセイタカアワ
ダチソウやつる性の雑草と汗びっしょり
になりながら格闘していました。

10月18日
実施
10月16日
実施

（那須烏山市　大木須地区）

　夢大地応援団員24名、地元柴田保全会
員６名の合計30名が参加して、再生農地
約２haの草刈りを行いました。5月に続
き今年2回目の夢大地活動です。毛利保全
会長は「草刈りでシカの害が減った。再
生農地に何か作物を栽培し、応援団活動
の成果を出したい」と語っていました。

10月31日
実施
11月５日
実施

柴田保全会
（佐野市　多田地区）

　夢大地応援団員16名、地元グリーンツ
ーリズム推進協議会員10名が参加して、
地区内で同協議会が栽培しているショウ
ガ畑の収穫作業や、同地区コミュニティ
センター敷地内へのエドヒガンザクラ苗
木の植栽を行いました。参加した応援団
員は「この桜が咲く頃、ここで花見をし
たい」と語り合っていました。

11月７日
実施
11月27日
実施

大柿地区グリーン
ツーリズム推進協議会

（栃木市　大柿地区）

里山大木須を愛する会

作業前に手順を教わる▶

▼山林内にきれい
　に張られた柵

◀イノシシ害防止柵を
　田んぼ周りに設置
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（公財）栃木県農業振興公社 〒320-0047　宇都宮市一の沢2-2-13
 TEL 028-648-9515   FAX 028-648-9517
栃木県農政部農村振興課 〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20
　　　　中山間地域担当 TEL 028-623-2334　FAX 028-623-2337
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◎活動の詳細は農業振興公社ホームページ（とちぎ夢大地応援団の案内）でご覧ください。
◎とちぎ夢大地応援団活動は、県と農業振興公社が募集・活動の支援を行っています。

平成28年度　とちぎ夢大地応援団　カレッジ活動 ― アンケート調査 ご協力ありがとうございました ―

▲第3回　鹿沼市中粟野で。竹伐採作業やまんじゅうづくりを体験

▲第2回　鹿沼市中粟野で。畦畔漏水シート張り作業やそば打ち体験を行いました

▲第1回　栃木市大柿で。鎌を使っての草刈り。　慣れない仕事に汗だくです

とちぎ夢大地応援団

検索

第1回活動報告 「栃木市大柿地区」 H28・９・17（土）
第2回活動報告 「鹿沼市中粟野地区」 H28・12・10（土）
第3回活動報告 「鹿沼市中粟野地区」 H29・２・18（土）

　平成 28 年度の夢大地応援団活動時に 190 名のボランティアの方々からアンケート調査に御協
力をいただきました。
　アンケート集計の結果は下記のグラフのとおりです。
　参加者は、男性が 8割近くを占め、年代別では 60歳と 70歳代が約 50人ずつと多く、次いで 20
代の順になっています。「農山村地域の魅力は」の問いには「美しい景観をみることができる」、「きれ
いな空気や水を感じることができる」、「心のやすらぎを感じる」の順でした。「ボランティア活動に
参加した理由」では、「農村の環境保全に貢献したい」が最も多く、次に「自然に触れたい」、「健康づく
り」、「同志と交流ができる」の順でした。「参加してみたい協働活動」は、「農業を支えるための水路清
掃や耕作放棄地の刈払い作業」（126名）、「農山村の景観向上やホタルの保護等の生態系保全活動」
(117 名 ) を希望されています。
　今後も活動への参加をよろしくお願いします。

　カレッジ活動は、高校生や大学生、専門学校生に農作業体験を通して農業農村環境の維持・保全の重
要性を学んでもらうのがねらいで、平成23年度から実施しています。
　平成28年度は、宇都宮市にある文星芸術大学の学生が、第1回目は9月に栃木市大柿地区等でナスの収
穫や畑の草刈り、かかしづくりを、2回目は12月に鹿沼市中粟野地区でそば打ち体験や畦畔に漏水防止
シートを張る農作業を、3回目は2月に前回と同じ鹿沼市中粟野地区で竹の伐採作業やまんじゅうづくり
体験を、それぞれ行いました。
　参加した学生たちは、「農業をやっている人の大変さを知った」「地元の人たちと農作業やそば打ち
をするのがとても楽しく、よい経験になった」「竹切りやまんじゅうづくりなど初めての体験ができて
楽しかった」「地元の人たちがやさしく、交流が楽しかった」「機会があればまた参加したい」などと
感想を話していました。

　とちぎ夢大地応援団の平成28年度新規推進地区活
動は、平成28年10月に塩谷町百目鬼、29年2月に
那須烏山市大木須下地区で、それぞれ行われました。
（次ページに詳細）

平成28年度新規推進地区
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