
高知県立大学 福間ゼミ３回生 

稲田・高橋・延永・濱田 
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✔ 高知県の生活困窮者 → 雇用 
 
✔ 大豊町の経済力アップ 
 
✔ 碁石茶の普及 
 
✔ 大豊町の人口を増やす 

 
 

ねらい 
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碁石茶の存在を知る 

  ↓ 

後継者が不足 

  ↓ 

碁石茶を存続させたい 

大豊町の人口減少も食い止めたい 

高知県は生活困窮者が多い 

     ↓ 

就労が可能な人に働いてもらい
たい 
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✔ 人口 3,962人（2015年） 
 
✔ 人口増減率 ・高知市 -  1.80％（2015年）  
   〃   ・大豊町 -16.03％（2015年）  
 
✔ 高齢化率が四国で50％を超える！ 
 
✔ 限界自治体 

大豊町の人口（RESAS） 
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大豊町 人口グラフ 
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財政力指数  0.16（2014年） 
 
自治体の財政力を示す指標。基準となる収入額 ÷ 支出額。 
1.0であれば収支バランスがとれていることを示している。 

大豊町の経済力（RESAS） 
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✔ 65歳以上・・・50.54％（高知市）平均62.8歳 
  〃  ・・・82.87％（大豊町）平均71.5歳 

 
 
 

大豊町 農業従事者の構成（RESAS） 
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中国四国農政局 http://www.maff.go.jp/chushi/kohoshi/kankoubutu/39kochi/index.html（2017/10/19） 

単位：ha 

http://www.maff.go.jp/chushi/kohoshi/kankoubutu/39kochi/index.html
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作物統計調査＞作況調査(水陸稲、麦類、豆類、かんしょ、飼肥料作物、工芸農作物)＞長期累年 

http://www.maff.go.jp/j/tokei/kouhyou/sakumotu/sakkyou_kome/index.html 

農林水産省 

今後の減少を
懸念… 

（2017/10/24） 



碁石茶販売状況 

 

✔ 新規取引先 237社（2012年～2015年） 

 

✔ 碁石茶関連商品の総販売額 

  0.2億円（2010年）→1.09億円（2015年） 

 
 

 

第三期 高知県産業振興計画｜飛躍への挑戦を新たなステージへ！【高知県庁／産業振興推進部計画推進課】 
http://sanshin.pref.kochi.lg.jp/keikaku/pdf/2016/h28_vol3_keikaku_first_pr.pdf，2017/10/24 
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(2017/10/24) 
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７～８軒ほど 
（1軒にまで減少したことも･･･） 

 

碁石茶の担い手不足（現状） 

 

11 

若いもんがおってくれ
たらええがやけんど… 



✔ 日本唯一の完全発酵茶 
 （ヨーグルトの200倍の乳酸菌） 
 
✔ 大豊町のみで生産 
 
✔ 茶葉は全て無農薬 
 
✔ 2007年 『本場の本物』 認定 
 
✔ 2008年『高知県地場産業賞受賞』 

碁石茶とは 
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【楽天市場】※4個までゆうパケット送料180円※『碁石茶20g』：癒しの村 
https://item.rakuten.co.jp/nakashop/goishicha-20g/ 



✔ 免疫力を高める 

✔ 代謝の促進 

✔ 美肌効果 

✔ 老化の防止 

✔ コレステロールの低下 

✔ 動脈硬化の予防 

✔ 便秘改善 

碁石茶の効能 
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嬉しいクリスマスプレゼント！？大豊町碁
石茶「ここだけ大福」が高知新聞に掲載さ
れました。｜株式会社末広 
http://www.suehiloya.jp/%e3%83%96%e3
%83%ad%e3%82%b0/tencho/%e3%82%b9
%e3%82%a6%e3%82%a3%e3%83%bc%e3
%83%84/4559/ 

セレブに習うティートックス！どうせ飲むなら美しくなるお茶をいただきましょう‐
ふぉーちゅん 
http://fortune-girl.com/beauty/articles/qHBzy 

あひるの家Blog  
http://ahirunoie.boot-boo.com/blog/?p=3008 



✔ 高知県は、全国平均の倍以上 
 （高知県生活保護率 27.6％） 
 
✔ 生活保護率全国 第3位・15,279世帯（2011年） 
 
✔  1,000人あたり27.4人 
 
✔  20,778人が受給 

高知県の生活保護受給者（現状） 
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◎効果 
 
  ✔ 生活保護から脱出 → 納税者に！ 
 
  ✔ 碁石茶の後継者問題を解決！ 
 
  ✔ 大豊町の経済を潤す 
 
  ✔ 大豊町の人口が増える 
 

碁石茶(農家 ) × 生活保護受給者（求職者） 
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✔ 社会福祉協議会等が生活困窮者と農家の橋渡しを行う 
 
✔ 「大豊町を『たすけてください！』」プロジェクトに 
   碁石茶も参入！ 
 
✔ 「大豊町を『たすけてください！』」のチラシを設置 

 
 
 
 

農業移行のために 
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協力 



✔ 住居・・・空き家を活用 
           廃校になった校舎を活用 
 
✔ 生活困窮者と農家の仲介人を立てて作業 

 （生活困窮者はひきこもり等、仲介人は福祉従事者を想定） 

 
 

大豊町にて 

17 

僕も活用してほ
しい！ 

学校に泊まろう！みどりの時計台｜大豊ナビ 
http://www.otoyo-kankou.com/stay/midorinotokeidai/ 
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碁石茶共同組合 
・農協 

碁石茶農家 
生活困窮者 

社会福祉協議会 
・福祉事務所 
・福祉施設 

地域住民 

ハローワーク 

労働 

雇用 

仲介人 

企業 

連携イメージ図 

【楽天市場】【1ケース（30本）】碁石茶 スッキリドリンク 195g×30本 後発酵
茶協同組合 本場の本場 国産【整腸作用・腸内フローラで話題♪】：ＴＵＣＡ
ＮＯ楽天市場店 
https://item.rakuten.co.jp/tucano/10000610-30/ 

連携イメージ図 



✔ デパートで販売 
 
✔ 中央公園のフェスで販売 
 
✔  SNS・ブログの活用 
 
✔ 碁石茶を加工したお菓子を開発・販売 
 

碁石茶の売り上げを伸ばすために 
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【高知県嶺北地域・大豊町】ラフティングを愛する店主がつくる「大田口宇
カフェ」へ｜灯台もと暮らし 
http://motokurashi.com/kochi-reihoku-tosacho-ohtaguchi-

coffee/20160717  
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碁石茶の効果・効能、副作用は？ コレステロールが簡単に下がる!! 
http://m-news.xyz/417/ 
 
碁石茶の効能と飲み方～効果はインフルエンザ予防とダイエット～ 
https://lifeoreat.com/archives/781.html 
 
高知県大豊町の深山で生産をされる 碁石茶 

 
「本場の本物」大豊の碁石茶-大豊町│おいでよ！おおとよ 

 
 
都道府県・市町村ランキングサイト 日本☆地域番付 
http://area-info.jpn.org/KS02002All.html 
 
農林水産省 作物統計調査＞作況調査(水陸稲、麦類、豆類、かんしょ、飼肥料作物、工芸農作物)＞長期累年 
http://www.maff.go.jp/j/tokei/kouhyou/sakumotu/sakkyou_kome/index.html ,(2017/10/24) 
 
「本場の本物」大豊の碁石茶-大豊町│おいでよ！おおとよ 
http://www.town.otoyo.kochi.jp/tokusan/dtl.php?id=43 
 
問題提起 生活保護実施機関の現状と課題 
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000002fjpt-att/2r9852000002fjsk.pdf 
 
 

参考サイト 
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