
坂本グリーンツーリズム運営委員会

子ども達がわら草履作りに挑戦 街並みのおひな様のなかで結婚式「ヒナコン」

経 緯

○地元小学校が廃校となり、地域の一
層の衰退が危惧された。

○廃校舎は、町が「農村体験宿泊施
設」として改修したが、地元による
「独立採算」での運営には高いハー
ドルがあった。

○「何とかしなければ」との熱い思いを
持った住民有志が中心となり、団体
を設立後、体験事業の実施や宿泊
施設の運営を開始した。

取組内容

○地元で採れた野菜などをふんだんに使った地
産地消の田舎料理を提供。

○同施設を拠点に、自然や文化、食などを活か

した「農村体験事業」、ひな祭りや行灯を活か
したイベントなどの「交流事業」、廃農園を活か
した桜・紅葉の名所づくりなどの「美しい村づく
り事業」を実施。

○都市部の大学からのインターンシップやフィー

ルド研究の受入れ、中山間地域等直接支払制
度集落と連携した「果樹オーナー制度」の実施。

活動の効果

○農村体験宿泊施設は、合宿やお遍路さんの宿としてのリピーター利用も多く、町人
口の２倍以上にあたる年間１２，０００人以上の利用がある。

○女性を中心に６０人以上の地元雇用や、地元で採れた野菜などの新たな販売ルート
ができるなど、地域経済の活性化に貢献し、高齢者の生き甲斐づくりにもなっている。

徳島県勝浦郡勝浦町大字坂本字宮平１－５ Ｔｅｌ： ０８８５－４４－２１１０

応募団体からのアピール・メッセージ

徳島県勝浦町

１７年以上が経過し、今では、地域はもとより、町になくてはならない活性化の拠点と
なりました。平成２８年には地元の若手が中心となった「さかもと元気ネットワーク」が結
成され、新たに、ひな祭りイベントを一層盛り上げる「おひな様盛り上げ隊」や、地域の
坂道を逆手にとった「さかもと坂道マラソン」の開催に挑戦しています。

～廃校再生の体験交流拠点を核に農村を元気に～

さかもと

女性・高齢者
の活躍

国内観光客の
誘致

かつうらちょう

雇用２
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徳島県農林漁家民宿うり坊

外国人旅行者の農泊夕食風景うり坊自慢の料理「猪のしゃぶしゃぶ」

経 緯

○にし阿波地域では、教育体験の旅行
生を受け入れ、農作業や狩猟体験を
通じて地域の自然、文化、人々との触
れ合い等、田舎の魅力を伝えてきた。

○外部との交流により地域に賑わいを興
し、耕作放棄地解消や農業生産の維
持、美しい里山の保全を図るため活動
を開始。

取組内容

○鳥獣害対策として捕獲したいのしし等
を農家民宿で地場産農産物と共に提
供。併せて、狩猟体験や学生の狩猟
講座を実施。

○教育体験旅行は一般社団法人そらの
郷との協業により実施。旅行者は、中
高生や専門学校生、外国人、モニター
ツアー等多岐に渡る。

活動の効果

○集落全体で景観保全や鳥獣害対策を施したことにより、安定した農業生産活動や
地域環境の改善が図られた。

○テレビ番組で紹介されたことやＳＮＳでの発信により、民宿の知名度が向上。

都市部からの観光客や視察者が増え、地域は賑わいを取り戻し、経済効果がもたら
された。

徳島県三好郡東みよし町東山字内野29 Ｔｅｌ：0883-79-5226

応募団体からのアピール・メッセージ

にし阿波地域の傾斜地農耕システムが世界農業遺産に登録されました。伝統の傾
斜地農耕に肌で触れ、おいしいジビエ料理を味わう田舎暮らしを体験してみませんか。

～ジビエ料理を核とした田舎暮らし民宿～

鳥獣被害防止
自然・景観・
伝統・継承

ジビエ徳島県東みよし町３
ひがし ちょう

ぼう
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天空ノ山茶 川内園

急傾斜地の山茶と川内園代表夫妻 天空ノ山茶

経 緯

○平成26年に開催された「日本茶ＡＷ
ＡＲＤ2014」で、自然農法と希少性が
評価され、うまいお茶部門審査員奨
励賞を受賞。

○受賞を機に、「天空ノ山茶」が一躍注
目されたことで、昔ながらの茶づくり
が貴重で地域の宝になると感じた。

取組内容

○「天空ノ山茶」は、昭和30年から約60年
間栽培する自生種を原料茶に使用。

○原料茶は、標高300m以上で約40度の
急斜面の茶畑で、肥料は山のカヤ等を
敷き詰めるのみ、農薬を一切使用しな
い方法で栽培。

○茶摘みは、昔から手慣れた高齢者を
雇って手摘みし、一番茶のみ収穫。

活動の効果

○平成30年における「天空ノ山茶」の生産量及び販売額は、平成25年に比べてそれ
ぞれ約４倍増となる見込み。

○これまで当たり前に行っていた栽培方法でも付加価値がつくことを認識し、急斜面地
での所得向上につながり、やりがいが高まった。

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」～

みよしし 女性・高齢者
の活躍

「天空ノ山茶」は、山のカヤ等を根元に敷く方法で農薬を使用せず栽培することから、労働負
担が少なく高齢者が取り組みやすい。今後は、栽培農家を増やし、地域の活性化と農業所得
向上に取り組みたい。

やまちゃてんくう

４ 自然・景観・
伝統・継承

かわうち
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加茂谷元気なまちづくり会

都市圏での就農誘致活動

経 緯

○主産業である農業の経営環境の悪
化に伴い、若者は地域外へ流出。

○状況を打破しようと、平成24年、ワー
クショップを開催し、住民主導で取り
組む夢のあるまちづくり実行計画を
策定。

○農業や地域資源を活用しながら、む
らづくりを進めるため、「加茂谷元気
なまちづくり会」を結成し活動を開始。

取組内容

○都市部（東京・大阪）での就農誘致イ
ベントに住民が参加し地域を自らPR。

○短期体験ツアーを開催し、空き家、空
き農地を活用した農作業体験。

○関東の大学生を農業インターンシップ
として大規模に受入。

○移住希望者には、生活面から営農指
導までトータルサポートを行い、移住
者を毎年受入。

○関西や県内スーパーで農産物等を店
内販売し、利益を確保。

活動の効果

○移住は、平成27年から毎年受け入れており、今では13家族52名が移住・定着化し
地域が活性化。（子供は、１名から13名に増加し、催事が復活した地域も。）

○スーパーの店内販売は、利益率が高く売上高は毎年増加。山間部の条件不利地域
における経営スタイルとして確立。

徳島県阿南市細野町中上17 Ｔｅｌ：0884-25-0608

応募団体からのアピール・メッセージ

徳島県阿南市

加茂谷は徳島県南部にある那賀川の中流域両岸の10町から構成される温暖で水の
きれいな地域です。徳島県特産のスダチ、イチゴやチンゲンサイ、サンチュ、コチョウラ
ンなど色々な農産物が栽培されています。阿南市の市街地近くにありながら、深い谷に
囲まれた秘境の雰囲気満点の人情味豊かな、静かな地域です。

～住民参加の誘致活動で加茂谷が「住んでみたいむら」へ～

か も だ に

6次産業化移住・定住

移住就農希望者への農業体験ツアー

あなんし

５ 企業・地域住民・
大学との連携
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阿南市那賀川北岸地域広域保全協定 運営委員会

コスモスの植栽 シンボル広場

経 緯

○用水路の老朽化と共に担い手の
高齢化や後継者問題等に直面し、
多面的機能支払交付金事業に着
手。

○１５の地域保全会の活動を進める
中、環境の保全や景観形成を広
域活動として取り組むことの利点
に着目し、古き賑わい復活の思い
を達成させるべく活動を開始。

取組内容

○幹線沿い荒地をバックフォー、チェーン
ソー、人力を駆使し整備。後地にヒマワリ
やコスモスを植栽し景観地域に変貌。
○各地域にコスモスを植栽。（平成２９年は
１１地域１３ｈａ）
３つのコスモス園を結ぶウオーキング大
会を実施。

○条件の不利な遊水地を活動のシンボル
広場として整備。

活動の効果

○幼稚園児や施設からの来訪者、また、花の愛好家の来訪も増加している。
○イベント時には、獅子舞保存会や各種サークル団体の発表があり、文化の保存、
サークル活動披露の場となっている。

○ウオーキング大会では、コスモス園の鑑賞のほか、山からの眺望、非灌漑期で
通水していない幹線水路の歩き体験、地元の接待等もあり、地域との交流が増
えている。

徳島県阿南市羽ノ浦町中庄上ナカレ１８－１ Ｔｅｌ： 0884-24-8318

応募団体からのアピール・メッセージ

徳島県阿南市

コスモスの質量、ロケーションのすばらしさを誇るウオーキングコースを多くの人に経
験をしてもらいたい。また、シンボル広場での素敵なパフォーマンスも続けていきたい。

～みんなで守ろう地域の宝 農地・水・環境～

あ な ん し な か が わ ほ く が ん

都市農業自然・景観・
伝統・継承

あなんし

６
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仕出原自治会（リバーサイド「しでの家」）

清流穴吹川と「しでの家」 人気のブルーベリー狩り

経 緯

○平成15年に美馬市が観光・物産販
売施設と駐車場（100台）を備えた「し
での家」を設立。現在、仕出原自治
会が管理・運営。

○各種支援制度を活用し、積極的に中
山間地域の環境整備に取組み、「平
成16年度優良農村集団知事賞」を
受賞。

取組内容

○自然景観と農地の維持継承のため、集
落が共同で安全対策や環境整備に取
組む。

○伝統果樹の八朔（とくしま特選ブランド
認定）は、EUへ輸出。

○「しでの家」は夏場の川遊びやブルーベ
リー狩りの人気スポットとなり、人を呼
び込める集落を目指す。

活動の効果

○「しでの家」の共同運営により協調性が醸成され、集落外の人々との交流や受け入
れの気運が増した。

○従来の個別の農作業から、共同作業へ移行中。個々の能力に応じた作業を担当し
無理なく作業を実施する。鳥獣害対策により被害が減少したことで作付け意欲が回
復。

徳島県美馬市穴吹町口山仕出原175-1 「しでの家」

他の多くの八朔産地は見切りをつけたが、当集落では、伝統の八朔を守り昭和30年
代から品種変更せず栽培を行っており、逆に希少価値を高めた。加工品の開発にも力
を入れ、「はっさくシャーベット」「ブルーベリーアイス」は「しでの家」の名物となっている。

応募団体からのアピール・メッセージ

徳島県美馬市

～四国一の清流穴吹川と自然を楽しむ人気のスポット～

みまし 地元食材の
提供・活用

国内観光客の
誘致

しではら

７
自然・景観・
伝統・継承
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若手農業者集団 GOTTSO阿波

2018年度のPR用ポスター ひすいナス「美～ナス」

経 緯

○「GOTTSO阿波」は阿波市の農業後継
者が中心となって、平成24年に阿波
市観光協会の所属ｸﾞﾙｰﾌﾟとして発足。
「まちのPR隊」として活動。

○ナスの消費量は減少傾向。子供たち
に好きになってもらうため、クセのな
い、ひすいナス「美～ナス」の栽培を
始め、「平成28年度とくしま特選ブラ
ンド」に認証される。

取組内容

○GOTTSO（ごっつぉ）とは阿波弁で「ごち
そう」という意味。野菜の出張販売や広
報などを行い、農業の盛り返しを図る。

○「美～ナス」を使い、幼稚園や小学校で
の食育を通じて、消費量増加への取組
を行っている。

○「グローバルGAP」、「とくしま安２GAP農
産物」認証の優秀認定を取得、東京オ
リンピック・パラリンピックの選手村に
「GOTTSO美～®ナス」の納品を目指す。

活動の効果

○甘くて柔かい果肉のひすいナス「美～ナス」は、加熱するとトロリとした食感になるこ
とから、ナスが苦手な子供にも「おいしい！」と好評。食育を通じ、農業を身近な職業
として感じてもらい、野菜の消費拡大に貢献している。

○東京オリンピック・パラリンピックの選手村納品を目指すと決めた時には、「絶対に無
理だ」と言われたが、様々な取組みの結果、現在は実現可能性の高い目標となった。

徳島県阿波市阿波町東原173（一社）阿波市観光協会内 0883-35-4211

農家は高齢化が進み、若い人が目指しにくい職業となっているが、年功序列的な体

制を改め、「農家の力でまちを元気にしたい」という熱い思いで協力し合い、若手農家
を引き入れて、楽しみながら農業で儲けられるような「新たな農業」を目指して活動する。

応募団体からのアピール・メッセージ

徳島県阿波市

～野菜の力でまちおこし（GOTTSO美～®ナスの生産）～

あわし

食育・教育

ごっつぉ

地元食材の
提供・活用

あわ

８ 企業・地域住民・
大学との連携
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有限会社 うずしお食品

職場体験学習 冷凍わかめの観察、試食シンガーポールへ冷凍わかめを輸出

経 緯

○鳴門わかめについては、安価な外国
産の流通の増加や生産者の高齢化、
後継者不足で生産量は年々減少。

○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

○小中学生を対象に海の楽しさや大切
さを再認識してもらうため、鳴門わか
めの学習。加工工場の見学を実施。
また、行政と民間企業の連携による地
域活性化の取り組みを学習してもらっ
た。

○冷凍わかめをシンガポールへ輸出。

ドバイでは冷凍わかめのテストマーケ
ティングを実施。

活動の効果

〇食の適正表示に向けたトレーサビリティーに取組んだ結果、消費者団体などから評
価を受け、鳴門わかめブランド価値の向上に繋がった。
○冷凍わかめの試食アンケートを実施した結果、回答者から高く評価された。
特にわかめを喫食する事が少なかった小学生以上の子供が、好んで喫食する機会
が増えたとのコメントを多くもらった。

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

安全・安心な「鳴門わかめ」を求める全国の消費者の信頼に応えるため、官民で組
織した地域連携活動を継続して行い、鳴門わかめに携わる生産者・加工業者へ鳴門
わかめ認証制度を普及させる活動に努めていきたい。

～わかめ発祥の街～鳴門わかめの伝統を紡ぐ～～

食育・教育 輸出徳島県鳴門市９
なるとし

企業・地域住民・
大学との連携
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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大字生実字上野63-1 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！～

かみかつちょう

瓶詰め後の果汁 商談会で海外の取引先と

輸 出6次産業化10
ば ん ど う

自然・景観・
伝統・継承
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和田島漁業協同組合女性部

漁協女性部食堂「網元や」 しらす釜揚げ丼

経 緯

○徳島県産ブランドである「阿波ちり
めん・しらす」を活用した「しらす釜
揚げ丼」を地産外商で社会実験と
して提供。

○この経験やノウハウを生かし、女
性漁業者が活躍できる漁協女性
部食堂「網元や」を開店し「阿波ち
りめん・しらす」の消費拡大を目指
す。

取組内容

○食堂「網元や」の運営（改装計画・メニュー
考案・PR 情報発信・仕入れ・調理・接客等）
を漁協女性部全員の創意工夫で行ってお
り、女性漁業者の活躍する場が確立した。

○漁業者が直接販売することで、県産ブラン
ド「阿波ちりめん・しらす」の消費拡大やブラ
ンド力の維持向上に繋がり、漁村の活性化
の核となる拠点となっている。

活動の効果

○漁獲高の減少により、廃業が加速化しているなかで遊休資源（空き倉庫）加工場を
活用した新たな取り組み。

○漁村地域における新たな交流拠点の確立ができたことで、観光と交流の基礎土台が
でき、市外県外の人々が当該地区へ訪問するきっかけとなっている。

徳島県小松島市和田島町字遠見85-259 Ｔｅｌ：080-6287-8000

応募団体からのアピール・メッセージ

徳島県小松島市

女性漁業者の活躍を、官民や地域・組合が一体となってサポートし、水産業の持続
や漁村全体の活気に繋がっています。

～四国・徳島ブランド「阿波ちりめん」を活用した漁協女性部直営食堂～

わ だ じ ま

女性・高齢者
の活躍

地元食材の
提供・活用

こまつしまし

11 国内観光客の
誘致
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や い た か

薪ビジネス・マキビト交流会（スギ薪づくり）棚田LEDライトアップ（樫原の棚田）

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」を結成し棚田感動ビジネス等を展開。

○棚田感動ビジネスの発展形して、新たに23
団体が連携し2017年より「かみかつ棚田
未来づくりプロジェクト」を実施中。

取組内容

○棚田地区の決定的な交流人口を
獲得し集落ビジネスを実現する棚
田LEDライトアップを実施。

○活動促進のため全国スタンダード
の体験活動NEAL指導者の養成講
座を開催。

○森林とともに循環する地域づくりを
実現するため、集落ビジネス創発
型薪ビジネスの検討試行。

活動の効果

○過年度のライトアップ（ローソクによる１日開催）の経験を踏まえ、2018年度棚田LED
ライトアップを２ヶ月間開催し、夜間交流人口の獲得の環境ができた。

○集落でのスギ薪ビジネスの基礎となる情報を獲得し、スギ薪生産・販売展開の仕
組みの基礎を築くとともにスギ薪関心層の交流の場を創出した。

「やいたか」：徳島県勝浦郡上勝町大字福原字川北30番地、Ｔｅｌ：0885-44-6290（電話環境とまちづくり気付け）

徳島県上勝町

～棚田未来づくりプロジェクト～

かみかつちょう 企業・地域住民・
大学との連携

自然・景観・
伝統・継承

応募団体からのアピール・メッセージ

「棚田未来づくりプロジェクト」は、過疎高齢化がすすむ棚田集落で、
交流活動促進による元気な集落の持続や集落居住をめざします。
ＵＲＬ：https://kamikatsutanadamirai.amebaownd.com/

12 国内観光客の
誘致
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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。その製造技法の消
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、製造技
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
技法と奉納花火を伝承する活動。

〇各種イベントでの吹筒花火の実演を
通して魅力を発信し、伝統文化への
理解を深めてもらう活動。

〇花火工場の見学会、花火免許の取得
奨励などによる後継者の育成活動。

活動の効果

〇危惧されていた、吹筒花火の製造技法の消滅を回避し、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図りながら、
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～

取組内容

みなみちょう 自然・景観・
伝統・継承

特定非営利活動法人赤松煙火保存会

13
あかまつ
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木沢林業研究会

経 緯

○那賀町では20年ほど前からニホン
シカによる造林木の食害が増え、
造林地をネットで囲うなどの防護
対策を取らなければならなくなった。
○5年程前に、１万円札の原料であ
るミツマタの90数％が海外から輸
入されていることを知り、国産ミツ

マタの生産に取り組んだ。

取組内容

○ミツマタの研究にゼロから取り組み、自生ミ
ツマタの原木での出荷を始める。

○ミツマタの苗木づくり・下刈り・捕植・除伐・
収穫と一連の作業を行いながら、ミツマタ
加工倉庫を建設し黒皮剥ぎ作業を行い乾
燥させた黒皮を出荷できるようになった。

○白皮剥ぎ作業まで取り組み、植栽したミツ
マタが収穫できるようになり、効率の良い収
穫・皮剥ぎ・乾燥方法や、出荷前の完成品
を質の良い状態で保存する方法の研究に
取り組んだ。

活動の効果

○ミツマタは安全で簡単な作業が多いので、誰でも参加ができ、参加者も年々増加。
○ミツマタ事業がテレビや新聞などで取り上げられ、視察者が訪れるようになった。
○黒皮を乾燥させた状態で保管しておけば1年中屋内で作業はできるので、悪天候時
の作業が可能なため通年雇用にもつながる。

応募団体からのアピール・メッセージ

徳島県那賀町

那賀町が日本一のミツマタ生産地になり、1万円札に使われるミツマタの半分が日本
産となるようにしたい。

～地域のお宝「ミツマタ」復活大作戦～

きさわ

自然・景観・
伝統・継承

なかちょう

14 鳥獣被害防止

専用の皮剥ぎ機を使った黒皮剥ぎ作業 仕上げの白皮剥ぎは丁寧に人の手で行う

徳島県那賀郡那賀町沢谷 Ｔｅｌ：0884-65-2022

６次産業化
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国府ロマン保全隊

集落ぐるみで水路の泥上げ・草刈 小学生以西用水の生き物調査

経 緯

○国府町では都市化が進み、以西
用水末端部では宅地と農地のス
プロール化が問題になってきた。

〇水路の維持管理がおろそかにな
ると住環境に悪影響を及ぼしかね
ない状況になってきたため、農家・
非農家が協力して維持管理を行う
必要性が高まり、組織の結成に
至った。

取組内容

活動の効果

○水路や農地の多面的機能が保全され、良好な農村・生活環境が維持されている。

○子どもたちが以西用水を始めとする地域資源を地域の良さとして認識し、混住家の
進む地域ではあるが、連帯感が醸成されつつある。

○集落営農が地域農業の継続に寄与している。

徳島県徳島市国府町府中55-1 Ｔｅｌ： 088-642-1402

応募団体からのアピール・メッセージ

徳島県徳島市

昔から地域に受け継がれてきた「人と人とのつながり」「和」｢絆」を発信し、誰もが
「住みたい」と思う地域を目指します。

～心ふれあう未来をつくるまちづくり～

こ く ふ

食育・教育
自然・景観・
伝統・継承

とくしまし

○農家･非農家が協力して、水路の泥上げや
藻の除去、草刈り、用水路のゲートの保守
点検等を実施。維持管理の大切さ、水路や
農地の役割について共通認識づくりを行っ
ている。

○地域の小学生と共に「生き物調査」を実施
し、用水路を始めとする田園環境の大切さ
を学ぶ機会をつくる。また、休耕田や稲刈り
後の田んぼへ、コスモスやレンゲの植栽を
行い、景観の美化を図る。

15
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なかがわ野菊の里

伝統黒米 弥生紫のご飯 地域の食文化を活性化する新商品の開発

経 緯

○伝統黒米「弥生紫」は、代々我が
家のみで栽培しているお米。

○1300年の長い歴史がありながら
知られることなく消えてしまう岐路
に立たされた黒米を「全国に知れ
渡る日本一有名なお米のブランド
にする」と奮起し、戦略的にブラン
ド化することに決定。

取組内容

○伝統と健康に役立つ付加価値の高い米を
バイヤーや卸ではなく消費者に直接販売す
る事で下請けから脱却し、6次化に特化。

○地域の食文化や職人と連携し、新商品の開
発。

○徳島全域をまきこみながら食材情報を集約
するテレビ番組の放送とYouTube配信。

活動の効果

○代々無農薬無化学肥料を貫き、伝統から新たな価値を14年の歳月をかけて構築し
たことで認められ、農家が自分で価格を決め、相場だけに振り回されない黒米のブ
ランドになった。

○伝統のお米を通じてたくさんの人や地域、学校と一緒になり、食育と地域活性を行う
メディアを持つまでになった。

徳島県阿南市那賀川町小延94-1 Ｔｅｌ： 088-664-1311

応募団体からのアピール・メッセージ

徳島県阿南市

海外展開も視野に入れ、弥生紫を超一流ブランドに仕上げながら、新たなブランド米
の構築を手掛けていきます。私達の『表現する農業』が地域活性の種子となり、次世
代に実り多きものとなるように育てて参ります。

～農家が行う最小かつ最強のブランド戦略～

のぎく さと

６次産業化
自然・景観・
伝統・継承

あなんし

食育・教育16
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