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　 日本一人口の少ない町

早川町 ( 山梨県南巨摩郡 )は、南アルプスの山々に
囲まれ、森林が 96％を占め、ニホンジカやニホン
ザルなどの野生動物が多く生息しており、日本で
一番人口の少ない町です。

ようこそ！私たちの野外教室へ

　 ユネスコエコパークに認定

日本で最も美しい村連合に加盟しており、
町全域が南アルプス・ユネスコエコパークに指定されています。

　 人と自然のつながりをテーマに活動

活動の中心となる三里地区には、「新倉」「茂倉」「早川」「中洲」
「塩島」「大原野」と云う６つの集落があります。
かつて林業や発電所建設の産業をささえ人々に新倉銀座とよばれ
た「新倉」には、日本の東西を分ける国指定天然記念物「糸魚川・
静岡構造線」の大断層が見られます。
また、日本のマチュピチュとも呼ばれる「茂倉」には、急峻な
地形にある畑でできる「茂倉うり」などの伝統野菜が今も残って
います。

そして、「中洲」では、元中学校を活用した校舎の宿・温泉宿泊
施設「ヘルシー美里」と、野生生物との出会いが感動を呼ぶ
「野鳥公園」の２つの町営施設が、「南アルプス生態邑」として
自然環境の保全と地域活性化のために、人と自然のつながりを
テーマに多様なプログラムを提供しています。
　

茂倉の急峻な畑
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日本一人口が少ない町、早川町。
町のほぼ中央に位置する三里地区では、担い手
の減少と獣害の増加により、中洲エリアにおけ
る田畑の遊休農地化率は 85％に達し、おばあ
ちゃんたちによる「直売所」が閉店されるなど、
農村コミュニティの活力が低下しています

１） 私たちの使命 （ミッション）

そのため、私たちは、「早川町における山林及び里地里山等
の生物多様性を保全する中で、人の暮らしと生態系の健全な
発展を図り、持続可能な社会形成を推進するために、遊休農
地や山林等を活用した営農・営林と都市との交流、食と農、
野生生物等に関する生態教育、並びに自然と共生する地域づ
くりに貢献する事業を行い、もって社会全体の利益の増進に
寄与すること」を目的に、ＮＰＯ法人早川エコファームを立
ち上げました。

25 年前の水田

拡がる遊休農地

私たちは、このような目的を達成するため、次の事業を行います。
　
(1) 里地里山の遊休農地等の整備による、作物等を生産・加工・
　  販売する事業
(2) 山林・里山の保全を図るとともに、間伐材等を
　  加工・販売する事業
(3) 農業体験農園や直売所、農村カフェ等の運営事業
(4) 都市との交流促進に関するイベントや体験ツアー
      等の運営事業
(5) 寄付及び預託された物品の加工・販売等、地域支援事業
(6) 作物の加工研究による酒類の製造・販売等、六次産業化事業
(7) 食と農・野生生物等に関する知識の普及・啓発、及び生態教育に関する事業
(8) 地域づくりに関する担い手の育成・派遣、及び助言・指導等に関する事業
(9) ホームページ等の活用による関連情報の提供事業
(10) その他目的を達成するために必要な事業

２） 私たちの活動 （アクション）

みんなで
遊休農地を畑へ！

～生きものいっぱい生態農園～

１ 早川エコファームとは
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都会の人が関わっても良いか？畑を誰かに貸しても良いか？

→責任が持てるなら、都会の人に関わってほしい！

貸すことは
考えていない

貸したい

条件があえば
考えたい

条件が
あえば

関わってほしくない

関わってほしい

草刈りをしてくれるのなら
責任を持って続けてくれるのなら

３

自然とふれ
あえる場所

畑の使用方法として受け入れられるものはどれか？

→田畑だった事を生かせるような使い方を…

その他の意見
調査中の会話に出てきた意見

・草刈りはしてほしい
・花畑するなら種あげる
・機械貸すよ
・大きなトラクターは難しい
・元河原だから深く掘ると石が出
てくる

・水を張るなら他に田んぼやって
いる人との調整が必要

・梅もぎツアーやオーナー制度も
・巨大迷路もいいかも
・ハリエンジュは伐採した方がい
いよ

・この土地は小麦があう

都市交流農園 農地 景観地

　遊休農地の所有者調査や、今後の活用について、住民の皆さんにアンケートを行いました。
１） 三里地区 町民の想い

遊休農地に繁茂している外来植物を抜き、耕した後は防獣ネットを設置します。
昔、田んぼだった場所に生きものの生息地 ( ビオトープ ) を復活する試みも行われました。

２） 遊休農地の整備

私たちは 2015 年から 2 年間、準備組織として「三
里地区振興協議会」を結成し、遊休農地活用を軸
とした都市と山間地域の共生をめざした活動を、
農林水産省「都市農村共生・対流総合対策交付金
」で実施してきました。
延べ 500 人を超える皆さまが参加されたモニタリン
グとワークショップ、体験セミナーなどで意見交換
を重ね、検討されてきた早川エコファームができる
までをご紹介します。 ▲エコファーム拠点施設

　　　　　「おばあちゃんたちのお店」

都会の人が
防獣ネットを
張りました！

外来種を
抜き取りました

2 早川エコファームのできるまで



４

農作業やワークショップで活用できる「体験ハウス」を整備しました。
３） 活動拠点をつくろう

セミナーや研修会、ワークショップの間、
夜遅くまで早川エコファームの未来を話し合いました。

４） 農園の未来を語ろう

エコファームのポテンシャルを調査したところ、生きものいっぱい農園には、
遊休農地や耕作地の３倍にも上る昆虫が生息していることが分かりました。

鳥類は、耕作地では採餌、耕作放棄地では休
憩など、利用方法にちがいがありました。
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昆虫類の種数変化の比較（2016年）

耕作放棄地、市民農園、耕作地で
調査した結果・・・ 生きものいっぱい農園の方針

・草を残して周辺環境との
　つながりを保つ

・年間を通じて複数の作物を
　育て、緑を残す

・農薬を使わない

・水環境を作る

さあ、
一緒にはじめましょう！

昆虫の種数が
3倍！！

遊休農地をどうするか？
いろんな意見が
飛び交いました

雨の日でも
安心して
作業できます！
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生きものいっぱい農園や体験農園での、
農作業に参加できます。農機具等はそろって
いますので、お気楽にご参加いただけます。
まずは日帰り参加や体験会員からお試しください！
※農作業用衣類と帽子・長靴はご準備ください。　

２時間～半日、２泊３日、年間参加など、年間を通して、ご都合に
合わせた参加ができます。体験農園では、共同作業が前提ですが、
ご自分の場所と作物を決めて、作物づくりをすることもできます。 
★収穫物は、一定量が持ち帰り可能です！

１)楽農体験 作物栽培の年間スケジュール例

直売所＆農村カフェ「おばあちゃんたちの店」では、加工所や体験
ハウスを利用して、収穫物をつかった加工体験に参加できます。

２)加工体験

生きものいっぱい農園や体験農園、おばあちゃん
たちの畑で収穫したとれたての野菜を、現地で購
入できるとともに、産直便を利用することもでき
ます。
何が入っているかは…?! お楽しみに！
　　　
　　　

３） 産直によるご支援

※早川きのこ園のしいたけ、本蜜、
茂倉うり、とうねいもなど、　早川町
ならではの特別メニューもあります！

野生動物の観察、エコツアーなど、南アルプス生態邑の提供する
自然体験プログラムを、ご利用いただけます。
※詳しくはヘルシー美里 HP をご覧ください。
　http://www.hayakawa-eco.com/

４)自然体験

いろんな
関わり方が
できます

※加工品は、一定量が持ち帰れます。柚子胡椒、干し柿リース、味噌、エゴマなどの雑穀等

（会員特典）

３ 早川エコファームを応援しよう

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

あけぼの大豆

サツマイモ

ダイコン

エゴマ

茂倉うり

ダイコン

ジャガイモ

トマト

ソバ

西山インゲン

ジャガイモ



　 さらなる会員特典！ ( 体験会員を除く )

①無料宿泊施設を利用可能（先着順）自炊設備完備

　　・美里荘／木造平屋１戸建て、８畳・６畳の２部屋と居間
　　・ログキャビン（準備中）／４人用 2 棟、６人用 1 棟　
　　・グランピングテント／ 6 人用 4 棟　
　　 　 施設維持費／大人 500 円、小・中学生 250 円　
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　 役員
　理事長：深澤　渡　　副理事長：大西信正　　専務理事：小河原孝生 
　理　事：小倉伸一郎、早川正治　　監　事：入江春枝
　顧　問：小菅増雄、辻　育久

早川エコファーム会員になるには？

＋家族オプション/年
大人1,000円/人

小・中学生500円/人
（体験参加と会員特典）

ＮＰＯ法人早川エコファームは、ＮＰＯ法人早川山守会の活動を受け継ぎ、平成 29 年 4 月に定款変更 ( 名称・目
的・事業等 ) を申請しました。

●往路　第２土曜日前日（金曜日）　
　品川 18:30、新宿西口 19:30 発　早川 22:00 着
●復路　第２日曜日　
　早川 13:00 発、新宿西口 17:00、品川 18:00 頃着
※H30 年度は 4 月 13 日～ 3 月 8 日運行予定。
※運行協力金（往復）/ 大人 1,000 円・小・中学生 500 円をご寄附下さい。

美里荘ログキャビン

 ４ 早川を一緒に元気にしてくれる人

大

５  団体概要

募集！

会費は郵便振替でお送りください。
（通信欄に氏名（ふりがな）、会員種別、連絡先を必ずご記入ください）
・口座名義：早川エコファーム　・口座番号：00220-2-103996

　②野鳥公園キャビン
　　ヘルシー美里宿泊 を 10％引きで利用可能（空室時）

　③ヘルシー美里温泉
　　野鳥公園入園料 を  町民料金で利用可能

・ヘルシー美里温泉…　大人 220 円、小学生 170 円
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（小学生未満無料）　・野鳥公園入園料　…　無料

④無料送迎バス／定員 30 名
 ※申込み開始 2 か月前より・先着順
 ※H30 年度は 4 月 13 日～ 3 月 8 日運行。
 ※運行協力金（往復）/ 大人 1,000 円・小・中学生 500 円

東京から気軽に
早川町へ！

種　類 内　容 会　費

正 会 員
一緒に早川エコファームをつくろう！

10,000円/年

協働会員
早川エコファームで楽農体験をしよう！

5,000円/年

賛助会員
会費や寄付で早川エコファームを支えよう！

50,000円/年

体験会員
お試しで早川エコファームを体験してみよう！ 大人1,000円/回

小・中学生500円/回

※現地でのお買い物サービス＆議決権があります

※年１回の産直が届きます

※年５回の産直が届きます

※会員特典をご利用になれます

産直について
・１回2,000円分（送料含む）
・現地お買い物券との交換可能



※宿泊、プログラムのご利用は、ヘルシー美里までご連絡ください。
※「早川エコファーム」「品川区民」「山翡翠クラブ」会員の方は、ヘルシー美里の宿泊やイベント参加、　野鳥公園キャビンが割引価格で
ご利用いただけます。
※料金は全て税込価格です。また、小学生未満は無料です。

早川エコファーム　事務局　「おばあちゃんたちの店」
〒409-2704 山梨県南巨摩郡早川町大原野 221 
TEL：0556-48-2817　営業時間 : 10 時 -16 時　定休日 : 火曜日
HP：http://www.eco-farm.or.jp/　　E-mail：info@eco-farm.or.jp

６　宿泊利用案内
◆本　館　…1泊2食 大人￥7,500～　小学生￥6,800～
　　　　　　※小学生未満無料（布団・食事なし）
　　　　　　※1名1室利用は￥1,000の追加料金がかかります
◆コテージ…1泊　　大人￥3,150～　小学生￥1,700
　　　　　　　 ※一部の棟はペット宿泊可。小学生以下無料

◆日帰り温泉利用…大人 ￥550　小学生 ￥220 ※小学生未満無料　　
◆定休日…火曜日（夏休み・年末年始・祝日を除く）
　　　　　　【4～11月】平日15:00～19:00　土日祝日10:00～19:00　
　　　　　　【12～3月】平日15:00～18:00　土日祝日11:00～18:00　　

　　　　　◇チェックインは15:00より。チェックアウトは10:00まで。
　　　　　◇お泊りのお客様は、15:00～22:00、翌7:00～10:00の間、
　　　　　　温泉を何度もお楽しみいただけます。

光源の里温泉
　ヘルシー美里

校舎の宿に泊まろう！

◆入園料　…大人 ￥400　小中学生 ￥200　
　◇ヘルシー美里にご宿泊のお客様は、入園料100円引き

◆開園時間…4～10月　9:00～17:00
　　　　　  11～3月　9:00～16:30
◆休園日　…毎週火曜日(夏休み・年末年始・祝日を除く)
◆宿　泊　
　　　キャビン　……… 1泊  大人 ￥3,360～　
　　　　　　　　　  　小中学生 ￥1,700（ペット宿泊可）
　　　キャンプサイト…1泊 大人 ￥1,000
　　　　　　　　　　　小中学生 ￥300（ペット宿泊不可）
　　　◇チェックインは15:00～17:00。チェックアウトは10:00まで。

早川町の野生生物を紹介する公園。施設にはプロの
ガイドが常駐しています。整備された自然観察路での
バードウォッチングや、キャンプが楽しめます。

生き物に出逢う！

南アルプス邑
　  　野鳥公園

『じゃらん』泉質自慢部門5位* に入る温泉
宿泊施設に生まれ変わりました！（*平成23年8
月号掲載）

野鳥公園
ワイルドライフセンター

観察ルームに来た
エナガとメジロ

品川区交流事業施設

早川町内ご案内
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飯富交差点

上沢交差点

早川町営バス停
「飯富ふれあい

　　センター」

ローソン、
高速バス

「飯富」停留所

〔

〔

富士川
クラフトパーク

甲府

静岡

早川町役場

南アルプスプラザ

草塩温泉
そば処アルプス

早川北小学校

早川中学校

早川エコファーム
おばあちゃん
　　たちのお店

食品スーパー

交通アクセス

・甲府南I.C.から笛吹ライン～R52号～県道37号　50㎞・約70分
・富士吉田I.C.からR139号～R300号～県道37号　66㎞・約90分
・中部横断道六郷I.C.～R52号～県道37号　37㎞・約50分　

▼車でお越しの場合
中央道から

▼JRをご利用の場合

甲府

静岡
下部

温泉駅 早川町乗合バス
[奈良田]行き

ヘルシー
　美里前

片道￥600
JR身延線

▼高速バスをご利用の場合

高速バス
新宿身延線[身延駅]行き

早川町乗合バス
[奈良田]行き

新宿
（バスタ新宿）

ヘルシー
　美里前

片道￥600約3時間
飯富
いいとみ

▼早川町営バス 時刻表

飯
富
ふ
れ
あ
い

セ
ン
タ
ー

下
部
温
泉
駅

ヘ
ル
シ
ー

　
　
美
里
前

7:26　11:46
14:06　17:06 →

7:35　11:55
14:15　17:15 →

8:11　12:31
14:52　17:52

7:44　10:59
14:59　17:04

7:35　10:50
14:50　16:55

6:58　10:13
14:13　16:18→→

・・・東京からお越しの方は、中央高速バスのご利用が便利です。

※早川町内ではバス停以外でも自由乗降が可能です。

★高速バス「飯富」周辺に食品スーパーがあり、
　買い出しができます。

・新宿7:40～飯富10:42着、町営バス11:55～ヘルシー美里12:31着
・新宿9:40～飯富12:42着、町営バス14:15～ヘルシー美里14:52着
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　が乗り換えに便利です。


