
はーとふる川内株式会社

地元マルシェにて（ＦＡＮ推進ﾊﾟｰﾄﾅｰ活動）

経 緯

○特例子会社の従来の事業に加え、
知的あるいは精神障がい者の職域
開発として農業（トマト栽培）に参画。

○企業グループの協力を得、栽培技術
の取得と安定収穫が見込めるように
なり、さらに付加価値の高い商品開
発に取り組んだ（6次産業化）。

取組内容

○障がいを持つ社員が育てたトマトは企
業グループの社員食堂で利用すると
ともに、ホテルやレストランあるいは徳
島生協及びＪＡなどへ販路を拡大。

○採れたてのトマトを農園近くの障がい
者支援センターでドライトマトへ加工。
美味しさが濃縮された上に、保存期間
が長く、輸送も容易な加工品として販
売を開始。

活動の効果

○企業で働く障がい者が育てたトマトを福祉施設の障がい者が加工し、企業で障がい
者が販売に携わる新たな農福連携と6次産業化の取組みを実践。

○採れたてのフレッシュトマトとドライトマトは、企業グループ外でも高い評価を得てお
り、障がい者雇用の理解と啓発の推進の一助。

徳島県徳島市川内町平石若松108－4 Ｔｅｌ：088-666-4205

応募団体からのアピール・メッセージ

徳島県徳島市

トマトには「感謝」という花言葉があります。チャレンジドたちが「感謝」の気持ちと

「まごころ」がいっぱい詰まったトマトを育てています。どうぞ見学と応援においでくださ
い。
ＵＲＬ： http://www.heartful-kawauchi.co.jp/

～障がい者（チャレンジド）の力を農業に～

かわうち

医療福祉
とくしま
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食農体験プログラムTsunagu＊Kitchen

草抜き＆生き物観察 米の販売体験

経 緯

○30年近くにわたり、地域の子供たち
に田植えと稲刈りの農業体験活動を
実施。活動の中で地道な水の管理、
中間管理などを知ってもらうことの必
要性を実感。

○食育活動を行っていた管理栄養士と
タッグを組み、お米の魅力だけでなく、
農業と食に関わる職業人の魅力も
知ってもらう活動を開始。

取組内容

○親子向けにおよそ半年かけて、お米に
関する学習（苗の学習、草抜きや生き
物観察）及びお米を使った調理体験を
実施。

○収穫祭において、大学生がお米の魅力
をプレゼンし、お米のPRを実施。

○行政や大学などと連携して、親子向け
の食生活支援活動を実施。

活動の効果

○お米作りに参加した小学生が定期的に圃場の様子を見に来るようになり、地域と
子供たちの接点が増加。

○「お米の消費拡大に向けて大学生ができること」をテーマとしてお米の価値について
の意見交換を実施。大学生が食について考えるきっかけとなった。

徳島県鳴門市大麻町牛屋島字中北16-2 E-mail : tsunagu.kitchen@gmail.com

応募団体からのアピール・メッセージ

徳島県鳴門市

私たちは、その土地で作られている農作物を使って、農作物を栽培するところから実
際に食すところまでの一連の流れを体験し、食の魅力を知ってもらう取組を行っていま
す。ご興味のある方は、お気軽にお問い合わせ下さい♪

URL：http://tsunagu-kitchen.jimdo.com/

～お米作りで地域を繋ぐ食農体験プログラム～

なると

地産地消
子ども

（教育・体験）
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有限会社 うずしお食品

わかめの種を三陸へＴＢＳが取材

経 緯

○鳴門わかめについては、相次ぐ産地
偽装問題による消費者離れに加え、
生産者の高齢化、後継者不足、わか
めの生育環境等も影響して生産量も
年々減少。

○歴史ある鳴門わかめの伝統を継承す
るため、トレース情報を発信するとと
もに、認証制度や新商品開発に取り
組み、新しいマーケットの創造と生産
現場の活性化を開始。

取組内容

○鳴門わかめをお客様に安心した商品とし
てお届けするトレーサビリティーの仕組を
徹底するとともに、鳴門わかめ認証制度
により、安全・安心を徹底。

○特殊な冷凍技術の開発により、新商品と
して「冷凍鳴門わかめ」を開発し、新たな
価値を創出する活動を実施。

活動の効果

○仕入先にトレースに係る帳票管理の仕組みを伝える取組や、鳴門わかめ認証制度、
フォーラム・セミナーでの情報発信を通し、産地偽装を防止する手段を地域に浸透させ
ることで、生産者の所得安定に繋がった。

○鳴門わかめの新たな価値を創出する取組は、多くのお客様から素材への高い評価を
いただき、地産地消と食育及び地場産業への就労意欲向上に繋がった。

○ライバルでもある三陸地方にわかめの種を届ける取組は、被災地を元気づけ、地域の
壁を越えて協力し合い、国産わかめを盛り上げる意欲が地元生産者に生まれた。

徳島県鳴門市里浦町里浦字花面350-32 Ｔｅｌ：088-685-3301

応募団体からのアピール・メッセージ

徳島県鳴門市

鳴門わかめの伝統を守り続け、お客様の信頼に応える、食品事業者として当たり前
の取組を実践し続けた結果、県内外から高い評価をいただけるに至りました。認証制
度の更なる普及と、徳島大学との連携で鳴門わかめの新たな可能性を追求し、地域資
源・産業の更なる活性に努めます。

～わかめ発祥の街～鳴門わかめの伝統を紡ぐ～

なると

６次産業化食の提供・活用

トレーサビリティの取組を発信
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特定非営利活動法人美郷宝さがし探検隊

学生に「石積み教室」 ホタルの保全、自然学習

経 緯

○地域の活力が低下し、将来に向けた
まちづくりなどの取組を進めることが
難しい状況。

○このため、美郷の文化や地域資源を
調査し、保存活動を実施。

○この取組を利用して地域活性化を図
り、住民が自信と誇りを持って生活
できる環境の創造を目標として、宝さ
がし探検隊を結成。

取組内容

○住民だけで保存が難しくなった石積み
を、大学機関と連携し保全体制を構築。

○天然記念物に指定されているホタルの
生息環境を整備し、「ほたるまつり」を
地元の各団体と協力して開催。

○「梅酒特区」認定を受け、酒蔵及び農家
民宿と連携し、試飲・購入が出来る「体
験型ラリーイベント」を各事業所と協力
して開催。

活動の効果

○過疎高齢化で衰退の途を懸念していた地域に、年間８万人の観光客が訪問。

○梅酒特区の認定により、Ｕターン、Ｉターンによる梅酒の製造者が増加。地域おこし協
力隊の移住者も村内５人目の梅酒製造者となった。

○農家民宿の開業、６次産業化を手がける農園、県、市及び地元商工会の農山村体
験交流イベントの開催など、地域に波及効果。

徳島県吉野川市美郷字宗田82－１ Ｔｅｌ：0883-43-2888

応募団体からのアピール・メッセージ

徳島県吉野川市

「キレイのさと 美郷」の宝（自然、文化や知恵、人）を発掘し、人と触れ合い体験する
事を通じて後世に伝え残す取り組みをしています。ぜひ、美郷へ「おいでなして！」
URL：http://www.misatonowa.jp/

～「キレイのさと」 美郷の宝の守り人～

よしのがわ

みさと

食の提供・活用自然・景観

平成27年度
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天空ノ山茶 川内園

急傾斜地での茶摘 天空ノ山茶

経 緯

○過疎化と高齢化が進み、限界集落と
なりつつある地域の活性化が目標。

○地域の自然及び景観を活かした農
業により、所得を向上させる手段を
検討。

○急斜面と深い霧による日射の制限が
ある中で、風が織りなす絶妙なバラ
ンスにより生まれたお茶「天空ノ山
茶」のブランド化を発案。

取組内容

○地元自治体等関係者に対し、「天空ノ
山茶」のブランド化への協力を依頼。

○様々なイベントやマーケティング商談会
等に参加。

○春の摘採時は、昔から手慣れた老年達
を雇って手摘みで収穫。

活動の効果

○平成26年に開催された「日本茶ＡＷＡＲＤ2014」の「うまいお茶部門」において、審査
員奨励賞を受賞。

○平成28年における「天空ノ山茶」の生産量及び販売額は、平成25年比でそれぞれ
約3.5倍増となる見込みであり、地域の活性化や所得向上に寄与。

○生産農家は、３戸に増加し、横連携を図りインターネットによる共同販売等を実施。

徳島県三好市山城町上名1924 Ｔｅｌ：0883-84-1274

応募団体からのアピール・メッセージ

徳島県三好市

～四国の大歩危に発見された逸聞逸話の逸品「天空ノ山茶」～

みよし

伝統自然・景観

昨年、台湾の博覧会へ商品を出展し、海外のバイヤーと交流を深め、視察や商談に繋
がってきているところ。今後は、「天空ノ山茶」の輸出にも取り組んでいきたい。

やまちゃてんくう
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大歩危・祖谷 いってみる会

地域一体となって実施した海外営業の様子 ホテルの露天風呂

経 緯

○大歩危・祖谷の美しい風景がいつま
でも残り、そこに住む人々がいきいき
と暮らすことができ、世界中の人々を
魅了する場所でありつづけることを
目標に設定。

○県西部エリアのホテル５社と、地域
の観光業者28社で、自分たちの力を
合わせて県西部エリアを売り出して
いくことを目的に平成12年に発足。

取組内容

○地元行政との連携強化。

○旅行会社等への誘致宣伝活動。

○インバウンド誘致宣伝活動。

○インターネット・ＳＮＳを利用した情報発信。

○新名物料理の開発。

○勉強会、フォーラム等の開催。

活動の効果

○平成12年の発足当時から様々な誘致活動を行う中で、平成20年ごろよりインバウン
ド営業に力をいれており、近年その効果がでてきた。

○地元行政と共同で特に香港に力を入れ、誘致活動を行ったところ、その効果で外国
人宿泊者の約50％が香港からのお客様となった。

徳島県三好市西祖谷山村善徳33-1 Ｔｅｌ：0883-87-2171

応募団体からのアピール・メッセージ

徳島県三好市

大歩危・祖谷を、四国の秘境から世界の秘境へ、世界に通用する観光地にしてきたい。

～１００年後も美しい大歩危・祖谷であるために～

みよし

おおぼけ

インバウンド自然・景観

いや
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社会福祉法人 池田博愛会

小学生との蕎麦刈り交流会の様子 菜種油は、「里の雫」として販売

経 緯

○菜の花プロジェクトというエコ・リサイ
クル活動に参加したことがきっかけ
で、障がい者が主役になり農業を通
じてプロジェクトの一翼を担うとともに、
未耕作地の再利用による地域への
貢献活動や、地域の子供や住民と
共に連携して食育や生産のあり方、
成長し収穫する喜び、協働の目的を
達成するため活動を開始した。

取組内容

○近隣住民と障がい者、職員が協力し合
い、菜の花やそばを播種、刈り取り、乾
燥作業を実施。開花時期には花見会を
開き鑑賞。

○搾油した菜種は、ガラス瓶に詰め、三
好市のアンテナショップとキッチンカフェ
で「里の雫」として販売。

○地元の小学生とそば打ち体験を行い、
自分で打ったそばの試食をして交流。

活動の効果

○地域住民や小学生、関係者と共に仕事を行うことで、緊張感を持ち責任感が養われ
るとともに、役割が出来たことに喜びや達成感を享受。

○小学生と障がい者の交流を通し、共生社会を支えていく人材の育成。

○耕作放棄地が活用され、春、秋には花が咲くことで地域の景観が向上。

徳島県三好市池田町州津滝端1271-7 Ｔｅｌ：0883-72-3150

応募団体からのアピール・メッセージ

徳島県三好市

現在法人が取り組んでいますＣＣＲＣで移住者の住まいの場と雇用の場を生む中で、産
直市事業の特産品として、菜種・そばの販売、加工品の生産を近隣者と共に開発してい
きます。

～博愛育農プロジェクト（障がい者が主役）～

みよし 子ども
（教育・体験）
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や い た か

棚田ウェディングの実施 人材育成、地域での体験NEALリーダー養成

経 緯

○「八重地地区」、「市宇地区」、「樫原地区」
及び「田野々地区」の棚田が、第17回全国
棚田（千枚田）サミットの現地会場として選
定。

○棚田サミット開催を契機に、連携組織「や
いたか」を結成。

○「かみかつ棚田未来生活圏交流プロジェク
ト」の活動をもとに、25組織ネットワークが、
本プロジェクトを実施。

取組内容

○関係者アセスメント、ビジネスフ
レーム検討、連携型ビジネス経営
検討を実施。

○商品開発（棚田ウェディング・棚田
アクティビティ）、連携プログラム講
習会を実施。

○連携型ＰＲルールづくり、募集チラ
シ作成、インターネットＰＲ募集を
実施。

活動の効果

○連携による強力なリーダー力の発揮による棚田アクティビティ商品の企画・試行を
実施。集落課題解決に直結したビジネス・プログラム開発を実現。（棚田ウェディン
グ等）

○本プロジェクトにより、発展的な「かみかつ観光交流協議会」を設立。ＪＡＬパックに
よる上勝旅行商品（２商品）が誕生。

徳島県勝浦郡上勝町大字福原字川北30番地 Ｔｅｌ：0885-44-6290

応募団体からのアピール・メッセージ

徳島県上勝町

棚田感動ビジネスは、棚田を活用した感動とビジネス創出のため、連携組織である
かみかつ棚田のめぐみ会議（やいたか、徳島銀行、上勝町）で推進しています。

ＵＲＬ：https://www.facebook.com/kamikatsu.satoyama/

～棚田のめぐみ感動ビジネスプロジェクト～

かみかつ
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阪 東 食 品

経 緯

○昭和40年頃より本格的にすだち、ゆず、ゆ
こうを栽培。

○昭和63年より本格的に果汁（すだち、ゆず、
ゆこう）加工に取り組む。

○平成15年有機栽培・有機加工食品の認証
（すだち・ゆず・ゆこう・阿波晩茶）

○以前から海外志向があり、四国の山奥の
個人の事業者が海外でどこまで通用する
のか挑戦したいとの思いから平成24年輸
出を開始。

取組内容

○当初は主に香港・上海等近隣のア
ジア地域への輸出を目的に活動。

○平成24年上海へポン酢を初めて
輸出。

○海外での柑橘に対する関心の高
さを感じ、ヨーロッパの展示会に参
加し、ゆず果汁を中心にＰＲ。

○和の柑橘の海外での定着と自社
及び徳島県の柑橘のブランド力
アップを目指す。

活動の効果

○海外の展示会への出展やプロモーションを行うことにより、ゆず果汁、すだち果汁、
ゆこう果汁の海外での需要が増加傾向。

○近隣の果樹農家に対して果実の買い取りを約束することにより、耕作放棄地も減り、
柑橘産業が継続していく。

○田舎の景観を守ることにも繋がり、何よりも農家にとって自分たちが育てた柑橘が世
界へ羽ばたいているという誇りを持って農業ができる。

徳島県勝浦郡上勝町生実字上野63 Ｔｅｌ：0885-46-0822

応募団体からのアピール・メッセージ

徳島県上勝町

耕作条件不利地域からでも、世界に挑戦していくことにより、ブランド力を高め日本
に逆輸入することで国内の需要の喚起、近隣農家の自信や所得の向上、雇用を生み
出し、最終的に農業の未来の担い手を増やしていきたい。
ＵＲＬ：http://bando-farm.com/

～四国の山奥の町から世界へ挑戦！～

かみかつ

瓶詰め後の果汁 商談会で海外の取引先と

輸 出地産地消151



大久保の里づくり協議会

山遊び体験でカブトムシの夜間採集 竹筒でご飯を炊く川遊び体験

経 緯

○農業者の高齢化や後継者不足によ
り人口が年々減少し、このままでは、
地域の風景が失われるだけでなく、
集落そのものが失われると危惧。

○「カブトムシランド大久保の里で命を
受け継ぐ」という新たな計画を策定し、
集落環境と同時に人の命を次の世
代へ受け継ぐことを願い、地域ぐる
みの活動を開始。

取組内容

○地域住民自らが自然を学び、守る活動。
都市住民と共に自然を感じ、楽しむ、昔
ながらの川遊びや山遊び体験の提供。

○クワガタムシの繁殖活動を行い、夏の体
験教室でお土産として配布。

○参加した子どもや大人に地域のことをよ
り深く知ってもらうために、住民が地域の
歴史や自然を題材にした演劇を披露。

活動の効果

○企画運営会議の開催、演劇の練習により集落住民の意欲や誇りが形成。

○田舎遊び体験教室を通じて都市部の子どもや保護者と交流が図れたことにより、
地域の住民は、元気をもらい、地域の魅力を再認識。

○荒廃していた山林等をクヌギ林へ転換し、将来への地域資源の可能性と子どもや
孫の世代につながる取組となった。

徳島県名西郡神山町神領字東大久保65 Ｔｅｌ：088-676-0803

応募団体からのアピール・メッセージ

徳島県神山町

毎年、回を重ねていくごとに参加者が増加し、受入れ側も創意工夫をこらして、お互
いの満足度が向上している。さらに新しい事を仕掛けていきたい。

～カブトムシランド大久保の里で命を受け継ぐ～

かみやま 子ども
（教育・体験）
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木頭ゆずクラスター協議会

スーパーマーケットトレードショーへの共同出展 大手流通企業との連携「木頭ゆず食文化振興協議会」

経 緯

○生産者の減少や高齢化、価格低迷、
鳥獣被害の増加などから、高品質な
ゆずの生産力が低下。

○加工面においても、ゆず果汁の需要
が低迷。

○平成21年から６次産業化に取り組む
企業、ＪＡ、生産者、行政等により「木
頭ゆずクラスター」を設立し、地域が
一体となって「木頭ゆず」の需要拡大
に向けた取組を開始。

取組内容

○地域一体で「木頭ゆず」の需要拡大を
図るため、６次産業化に取り組む企業
等が連携してトレードショー、ＦＯＯＤＥＸ
など全国商談会へ出展。

○大手流通企業と連携し、ポン酢や缶
チューハイなどＰＢ商品の全国販売や
店舗を活用したＰＲイベントを開催。

○「木頭ゆず」のブランド力を強化するた
め、平成26年から青果ゆずの輸出を開
始。

活動の効果

○全国商談会出展をきっかけに大手流通企業との連携を実現。「木頭ゆず」を使用し
たポン酢や缶チューハイなどのＰＢ商品の全国発売や店舗を活用したＰＲ活動を通
じ、「木頭ゆず」の認知度を高めブランド力の強化に寄与。

○平成26年から青果の輸出を開始。フランスの有名シェフやバイヤーから高く評価さ
れ、輸出量は240kgから1,500kg（H26‐H27）に増加。

○地元ＪＡによる加工原料の全量買上実現や加工用単価の上昇の結果、ゆず農家の
生産意欲が向上。

徳島県那賀郡那賀町延野字王子原31-1 Ｔｅｌ：0884-62-3776

応募団体からのアピール・メッセージ

徳島県那賀町

全国展開・輸出・農商工連携により、企業の経営基盤強化、雇用の創出、生産者
の所得向上、担い手の育成を図り、「木頭ゆず」産地の活性化を図る。

～６次産業化を核とした「木頭ゆず」産地の活性化～

なか

きとう

輸 出６次産業化

平成28年度
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「四国の右下・魅力倍増」推進会議

南阿波丼「南阿波右上がり丼」 「四国の右下・まけまけマルシェ」

経 緯

○１市４町からなる徳島県南部地
域「四国の右下」は、知名度向
上と観光客数増加を目指して取
組を検討。

○平成23年に、商工会や観光協
会、行政やＪＡからなる「四国の
右下」右上がり協議会を設立し、
地域が一体となった観光情報等
の発信等を開始。

取組内容

○徳島県南部の飲食店舗と協力して、地元の
特産品を使用したご当地丼等を開発し、「南
阿波グルメ」としてＰＲ。

○平成23年度から「四国の右下」食博覧会を
開催し、食の魅力や地域の伝統芸能をＰＲ。

○平成26年から、新たな販路開拓に向けた産
直市「四国の右下・まけまけマルシェ」の開
催。

活動の効果

○開発した「南阿波グルメ」は、各店舗で提供され、現在、南阿波丼が24店舗32種類、
南阿波鍋が16店舗20種類を、南阿波スイーツが14店舗29種類で現在販売。

○これまでに総額６千万円近くを売り上げたほか、各地の百貨店での出張販売や全国
丼サミットへ参加。

○「四国の右下・まけまけマルシェ」は、徳島市内の「とくしまマルシェ」と合同開催。

徳島県那賀郡那賀町延野字王子原31-1 Ｔｅｌ：0884-62-0183

応募団体からのアピール・メッセージ

徳島県那賀町

地域のお米を使い、メイン食材は地域産（阿波尾鶏、鹿肉、あわび、はも、アオリイ
カ、うつぼ等）を使った、南阿波丼で地域の活性化を図っています。

～徳島県南部地域「四国の右下」右上がり！～

なか
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伊座利漁業協同組合

海女さんから直接指導を受ける「海女さん体験塾」 海女さんたちが営むイザリＣａｆｅ店内

経 緯

○人口減少化問題を地区存亡の危機
と捉えた平成12年、「地域のために
なることなら、できることはなんでも
やる！」と全住民が立ち上がった。

○伊座利漁業協同組合と地域づくり活
動団体とが連携し、自主的・独創的
な交流・定住・定着促進活動を開始。

取組内容

○新規漁業就業希望者（家族）の確保・育
成活動や海女さん体験塾の開催。

○現役の海女さんや漁家女性たちが経営
する漁村カフェ「イザリＣａｆｅ」の運営支
援、地域特性を踏まえた特産品の開発。

○地元の子供たちを対象にした、伊勢えび
漁、ひじき刈り、大敷網漁、魚のさばき
方などの漁業体験活動、地元学校への
転校を呼びかける漁村体験イベントの支
援。

活動の効果

○新規漁業就業者や海女さん希望者の受入（計８名）による、漁業後継者の確保。

○地域の人口と学校の維持、高齢化率の低下、未就学児の増加、地域の安全・安心を
守る消防団員の確保にも寄与。

○漁村カフェ「イザリＣａｆｅ」に県内外から年間１万人以上が訪問。地域の知名度向上、交
流人口の拡大（年間約２万人）、地域コミュニティや地域経済の維持に寄与している。

徳島県海部郡美波町伊座利301-１ Ｔｅｌ：0884-78-1185

応募団体からのアピール・メッセージ

徳島県美波町

特別な観光名所も、有名な料理もありません。ただ、変な人たちがたくさんいます。
ＵＲＬ ： http://www.izarijin.jp/gyokyo/

～なにもないけど、なにかある！目指せ、日本一変な漁村～

みなみ

いざり

子ども
（教育･体験）
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社会福祉法人柏涛会

彼岸用の鶏頭の定植作業 地元高齢者のアドバイスを受け米作り

経 緯

○障がい者の作業支援の一環で取り
入れていた農作業が、利用者の情
緒の安定に効果があるとの経験。

○過疎地域にある法人特有の課題で
ある職員の確保が困難を極めてい
たこと。

○地域に暮らしている高齢者の農業に
対する知識・経験に着目。

取組内容

○障がい者と高齢者が共同し働くことで、
障がい者に対する理解が徐々に深化。
次第に一体感が醸成され高齢者が障
がい者をパートナーとして認識。今では
互いに、なくてはならない存在。

○知識や経験、特技を活かし、水稲、野
菜、花卉の栽培や味噌、漬物といった
農産物の加工を行い、市場へ出荷する
ことで高い評価。

活動の効果

○耕作放棄地を利用し、事業拡大を図ることにより、田畑の荒廃を防止。また、田畑周
辺を草刈等で管理することにより鳥獣害を防止。

○農作業を通じ、障がい者と健常者が気軽に付き合える雰囲気の醸成。

徳島県海部郡美波町北河内字本村344番地1 Ｔｅｌ：0884-77-0434

応募団体からのアピール・メッセージ

徳島県美波町

障がい者のための日中活動の場だけでなく、過疎の進む地域の活性化対策に貢献で
きるような体験・集客型の事業所を目指します。

～障がい者も高齢者も皆の笑顔がいっぱい元気村～

みなみ

はくとう
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レストランと産直が併設 阿波尾鶏の粗挽きのハンバーグが人気

経 緯

○美波町では若年層の人口流出によ
り過疎化が加速。

○「地域経済・産業の縮小」「伝統
催事や町内活動など地域文化・地
域活動の維持困難」といった様々
な課題に直面。

○過疎化の進む美波町が直面する課
題解決に向け、平成25年地域活性
化プロデュ－スを展開すべく設立。

取組内容

○徳島県南部に特化した、一次産品の販
路拡大と製品ブランド構築の支援。

○販売とレストラン、加工品製造所を一体
化した施設の開設支援。

○同施設において産品の販路強化、商品
開発のプロデュース。

○徳島県のブランド鶏「阿波尾鶏」専門店
odori を開設。

活動の効果

○ odori における活動が注目を集めメディア等で取り上げられたことが、農家におい
て、自らが生産した農作物が色々な商品に変わり、大勢の人の関心を引くという事
実として、自らが生産する農作物の価値を改めて農家が実感するきっかけとなっ
た。

○農家から積極的なアプローチが増え、一次産業従事者と一体となった地場産業の
盛り上げが可能となった。

徳島県海部郡美波町日和佐浦114 Ｔｅｌ：0884-70-5831

応募団体からのアピール・メッセージ

徳島県美波町

県南地域全体のプラットフォームとなり、地域と協力し合い「美しく活力のある
農山漁村」を実現に貢献したい。

～阿波尾鶏が食と農から地元を活性化～

みなみ

きとう

６次産業化
「食」の
提供・活用

株式会社あわえ
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稲刈り交流会 全員エコファーマーです

経 緯

○平成元年、米の有利販売と地域の
環境保全を目的として、農家、Ｊ
Ａ、日和佐町の三者で「日和佐乙
姫米研究会」を組織。

○肥料は油粕、病害虫防除薬の使用
は３回以内として協定書を結び栽
培を開始。

○消費者に農業、乙姫米の理解を深
めてもらうために農業体験と交流
会を始めた。

取組内容

○田植えと稲刈り時に消費者を招き農業
体験と交流会を開催。

○乙姫米は、徳島県が制定する慣行レベ
ルの５割以下に化学農薬及び化学肥料
を削減し栽培、全員がエコファーマー
に認定されている。

○栽培開始前には研修会を開催し、栽培
技術、方法を徹底。

○生産履歴記録を作成、その年の収穫後
に栽培反省会、技術検討会を実施。

活動の効果

○エコファーマーによって栽培される乙姫米は、単収が他の地域に比べ少ないが
特別栽培米として買い取られる。

○消費者と生産者が農業体験交流会により顔の見える関係を構築しており、双方
が納得できる価格により、安定的な取引が続いている。

○消費者との関係が生産者の栽培意欲につながり、乙姫米の栽培を通じ地域の環
境保全に寄与。

徳島県海部郡美波町奥河内寺前200 Ｔｅｌ：0884-77-1266

応募団体からのアピール・メッセージ

徳島県美波町

農村の原風景を次世代につなげるため、きれいな水で生物の住みやすい環境保全型
農業を推進し、消費者に農業と乙姫米に対する理解を深めてもらうため、農業体験会や
交流会を継続していきたい。

～消費者と交流し山間のお米を届けて四半世紀～

みなみ

みさと

食の提供・活用
子ども

（教育・体験）

日和佐乙姫米栽培研究会
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吹筒花火の打ち上げ風景 「できたんどしたん」の掛け声で若者が駆け回る様子

経 緯

〇美波町赤松地区は過疎化と高齢化
が著しく190年余の伝統ある吹筒
花火（美波町無形民俗文化財）の
作り手が減少。その製造方法の消
滅と赤松神社への奉納花火の継続
が危惧されていた。

〇平成７年、有志により設立されて
いた赤松煙火保存会を平成25年に
継続可能な法人として特定非営利
活動法人赤松煙火保存会に再構築。

取組内容

〇五穀豊穣と家内安全を祈願し赤松神
社に奉納される吹筒花火は、製造方
法が地区15の花火組ごとに異なり秘
伝とされる。地域を活性化し、製造
方法の伝承と奉納花火の継続活動。

〇全国伝統花火サミットに参加、全国
の伝統花火関係者との交流、伝承意
識の高揚。

〇吹筒花火を実演、魅力を発信、伝統
文化への理解を深めてもらう活動。

活動の効果

〇危惧されていた、吹筒花火の製造方法の消滅を回避し、赤松神社への奉納花
火の継続が可能となり、伝統文化の保存・振興を図ることが可能となった。

〇地域住民相互のコミュニケーションを図ることにより、地域の絆を深め地域
の活性化に効果があった。

〇奉納花火の時期に帰省する者や地域外からの観覧者が増加し、交流人口増加
につながった。

徳島県海部郡美波町赤松字寺野162-1 Ｔｅｌ：0884-79-3150

応募団体からのアピール・メッセージ

徳島県美波町

吹筒花火の魅力を発信し伝統文化の保存・承継と地域の活性化をはかりながら、
地元の農産物やその加工品の販売促進につなげたい。

～きてみんで できたん どしたん 吹筒花火～

みなみ

伝統

特定非営利活動法人赤松煙火保存会
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農作物、収集のようす 小学校、食育体験

経 緯

〇以前から、海陽町内の山間部では高
齢者が自らの田畑で収穫した野菜を
隣近所に配る習慣があった。

〇人口が減少し地域社会の機能が低
下。消費しきれない野菜の破棄など
の問題が発生、解決する手段が必
要であった。

〇解決手段として、山間地域に住む高
齢者を対象に、「農産物の集出荷支
援」、「買い物支援」事業を開始。

取組内容

〇生産者の自宅を訪問。農作物の集荷と
同時に生活必要品の購入希望の聞き
とり。（高齢者見守り機能）

〇集荷した農作物は、町内の産直市、学
校給食、ホテル、老人ホームに出荷。
（地産地消）

〇子供たちに農業体験の場を提供。（食
育体験）

〇提携した団体を通じて、集荷した農作
物を加工。（６次産業化）

活動の効果

〇農作物の出荷という形で高齢者の社会参加を後押することにより、健康で元気な生
活の維持促進。

〇高齢者が集荷者との情報交換や、農業体験に参加した子供たちと交流することによ
り、過疎地域における生き生きした生活環境の提供。

〇農業体験により、子供たちが育て収穫した農作物が学校給食の食材という見える形
で提供されることにより、子供たちの新たな気づきの場を提供。

徳島県海部郡海陽町宍喰浦字宍喰３６２番地 Ｔｅｌ：0884-76-1511

応募団体からのアピール・メッセージ

徳島県海陽町

現在は町の支援を受けている部分が大きいが今後、継続した事業とするためにも事
業が独立採算ベースに乗るようにしたい。

～「孫に食べさせたい野菜」高齢者やりがい創出事業～

かいよう

地産地消
「食」の
提供・活用

海陽町元気農業研究会
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徳島剣山世界農業遺産推進協議会

シンポジウム傾斜地農業体験できるモニターツアー

経 緯

○学識経験者から、美馬市、三好市、つ
るぎ町及び東みよし町で行われている
傾斜畑をそのまま利用した伝統農法
は、国内で大変稀少であり、ＦＡＯ（国
連食糧農業機関）の提唱する世界農
業遺産に該当するのではないかとの
評価。

○これを地域活性化の起爆剤とすべく、
世界農業遺産認定に向け活動を開始。

取組内容

○傾斜畑をそのまま利用した独自の農
法を『にし阿波の傾斜地農耕システ
ム』と呼称し、農林水産省が実施する
選考へ申請。

○『にし阿波の傾斜地農耕システム』を
広めるため、シンポジウムやモニター
ツアーを実施。地域内外に広く周知し
た。

活動の効果

○ある集落では「景観の写真を撮らせてほしい」、「農家さんが育てている農作物の種
を分けてほしい」という熱心なファンが付いた。

○集落では、畑や農作物を褒めてもらえたり、色々な人に来てもらう機会が増えて、自
分たちの活力にもなってきたとの声が住民から上がった。

○『にし阿波の傾斜地農耕システム』を世界農業遺産にしようという機運が向上した。

徳島県美馬郡つるぎ町貞光字東浦1-3 Ｔｅｌ：0883-62-3111（代）

応募団体からのアピール・メッセージ

徳島県つるぎ町

傾斜地集落が生み出す景観や作物の豊かさ、そこに暮らす人々の温かさにぜひ触
れていただきたいです。
URL：http://giahs-tokushima.jp/

～傾斜地農耕システムを活用した地域活性化～

つるぎさん
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