
香川町浅野土地改良区

ひょうげた姿で新池を目指し行進する 祭りのクライマックス。神輿を新池に投げ込む

経 緯

○ひょうげ祭りの起源は新池を築造
した矢延平六の功績を称えるもの
で、三百余年前から継承されてい
る。

○新池にまつわる行事であることか
ら水利組合を中心に催されてきた
が、平成９年からひょうげ祭り保
存会で祭りを開催、浅野土地改良
区で法要と神事を行うこととなった。

取組内容

○土地改良区で管理している新池にゆかりの
ある矢延平六を悼み毎年法要を行うととも
に、新池築造の功績を後世に伝えていく。
また、伝統行事であるひょうげ祭りを後世に
伝えるだけでなく全国、世界に広げていく。

○神事、ひょうげ祭りは９月第２日曜日に開催
し、法要は前日の土曜日に行う。

○ひょうげ祭りをテーマとした写真展を開催。

活動の効果

○法要・神事・ひょうげ祭りの伝統文化を継承することで、地域住民の交流を図るととも
に、香川県の伝統文化として全国、海外へと発信。

○ひょうげ祭りの起源や意義を知ってもらうことで、矢延平六のこと、香川県の水事情、
歴史に関心を持ってもらう機会となっている。

○年々見物人も増加し、地区の行事としてだけでなく香川県の名物となってきている。

応募団体からのアピール・メッセージ

香川県高松市

三百余年前から先人が守り続けてきたこの伝統行事を大切に絶やすことなく後世に

伝承することにより、他の地域と交流を深め地域の活性化を目指していきたい。

～新池ゆかりの矢延平六を祀る伝統を継承～

かがわちょうあさの

伝統の継承
たかまつ

５

高松市番町五丁目1番29号 Ｔｅｌ： 087-832-7140
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有限会社 赤松牧場

堆肥を利用して栽培したトウモロコシの収穫 ジェラートショップ

経 緯

○経営規模の拡大と安定化を図る
ため、平成15年に法人化した。ま
た、平成22年に自家製牛乳を利
用したジェラートショップを開設し、
６次産業化に取り組む。

○平成27年に米価下落の対策とし
て耕畜連携による稲ＷＣＳの栽培
を実施し、平成30年からトウモロ
コシの試験栽培に取り組む。

取組内容

○赤松牧場が堆肥を供給した圃場で、耕種農
家が稲ＷＣＳを栽培し、生産した稲ＷＣＳを
飼料として畜産農家へ供給。平成28年にＷ
ＣＳ生産組合を設立し、平成30年には耕種
農家14名で、栽培面積を20ｈａまで拡大。

○堆肥調整保管施設の整備等を実施し、耕
畜連携の可能性を拡大。

○ジェラートショップは地産地消のため、近隣
農家のブドウ・イチゴ等を仕入れて利用。

活動の効果

○耕畜連携の拡大は、耕種農家の収益等の向上、畜産農家の飼料コスト低減や飼養
規模の拡大に繋がり、相互にメリットがある取り組みとなっている。また、地域の相互
交流で、地域が一体となって農業を盛り上げようとする気運が高まっている。

○ジェラートショップの運営は、耕畜連携の拡大を押し進めており、さらなる環境整備や
安全・安心な生乳生産に活かされている。

高松市香南町由佐2240 Ｔｅｌ： 087-879-3446

応募団体からのアピール・メッセージ

香川県高松市

今年は、さらなる消費者との交流や耕畜連携の拡大を進めるため、チーズ製造施設
（工房）の整備を予定しています。

～耕畜連携と６次化で地域とともに発展～

あかまつぼくじょう

その他（耕種農家と
畜産農家の耕畜連

携）

たかまつ

６次産業化６
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澳 敬夫

オリーブ畑の中のカフェレストラン ワインパーティー

経 緯

○西植田地区には、四季の移ろいと
ともに様々な色を発する山々、静
かに佇む神内池を水源とし潤され
ている田畑、またそれらを古来か
ら守り続ける人々がいる。

○そのような里山での暮らしや自然
体験を地区外、国外の人々に体
験してもらうため、西植田地区活
性化協議会を結成。

取組内容

○盆栽や漆芸、保田織といった”讃岐の意匠”
を打ち出して民家をリノベーション。地元食
材とオリーブを用いた料理を提供し、香川ら
しい「おせったい」の心でおもてなしを行う。

○地区内産の米、野菜、オリーブオイルに始
まり、本地区の山々に多いクヌギのドングリ
を食べて育ったイノシシを活用した料理（ジ
ビエ）を提供するカフェレストランを整備。

○国内に限らず海外からの旅行者にも農作
業を手伝ってもらい、対価として食事と宿泊
場所を提供する仕組みを取り入れる。

活動の効果

○国内に限らず海外からの旅行者にも農作業を手伝ってもらい、対価として食事と宿
泊場所を提供する仕組みを取り入れることにより、農業において一番必要とされるマ
ンパワーを確保し、少ない農業従事者で広大な農地を管理するシステムを構築した。
また、守り伝えていくべき日本・地域の文化・伝統を広く発信するという貴重な機会を
創出している。

高松市西植田町4532 Ｔｅｌ： 080-1623-7772

応募団体からのアピール・メッセージ

香川県高松市

地域住民、都心部のお客様、外国からの旅行者らがみんな参加型で、オリーブなど
を中心とした食や健康、地域社会を作り上げていきたい。

～みんなで創るオリーブテーマパーク～

おき たかお

食育・教育農泊
たかまつ

７
農林漁業、
農村文化体験
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特定非営利活動法人 奥塩江ボランティア協会

楽農人事業 茶畑再生 環境フォーラム事業 わら草履作成

経 緯

○かつては木・炭・農産物の供給地
や交通の要所として賑わっていた
が、過疎・高齢化が進み、地区の
小学校も廃校となり、地区の活気
が失われた。

○賑わいを取り戻そうと、有志20名
が中心となり地区の活性化を目
的として2006年に「奥塩江ボラン
ティア協会」を設立した。

取組内容

○かつて地域で中核的な特産物であった茶
の復活のため、耕作放棄地となっていた茶
畑を再生した。

○地元で採れた食材を使い、地域内外の人
が集まり調理や食事会を行っている。

○ハイキング、山菜採り、史跡紹介事業を実
施し、参加者に自然と山村風景の残る奥塩
江の魅力を紹介している。

活動の効果

○現在はお茶だけでなく、ソバの栽培も始め、少しずつ耕作放棄地を減らすことに貢献
している。

○当協会の100名の会員は、『モモの広場』と名づけた元上西中学校・上西保育所跡と、
山村『奥塩江』に残る豊かな自然・風土が好きで、『のんびり、ゆったり、心豊かに』、
『スローライフを楽しみ、持続可能な社会に貢献する』を合言葉に集まっている。

高松市塩江町上西甲77番地 Ｔｅｌ：080-5665-1614

応募団体からのアピール・メッセージ

香川県高松市

山村『奥塩江』に残る豊かな自然・風土を活かし、伝統文化の継承、農村文化の体
験等を行っています。

～スローライフを楽しみ持続可能な社会に貢献～

おくしおのえ

伝統の継承
農林漁業、
農村文化体験

たかまつ

８ 環境保全・
景観保全
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社会福祉法人 洋々会

社会福祉法人 洋々会外観 就労継続支援Ｂ型「きらり」通所障がい者

経 緯

○洋々会の活動地域は、農家の高齢
化・過疎化が進み、担い手不足か
ら農業の引き受け手がいないため、
遊休農地が増え、地域農業の維持
が困難になりつつある。

○障がい者は、景気の低迷等から就
労先の確保が困難となりつつある。

○障がい者の勤労先の確保と地域の
農地維持等の観点から、農業分野
と福祉分野の両面の対策として福
祉農園活動を実施。

取組内容

○福祉農園における営農の収益性、継続性を
確保するため露地栽培とビニールハウス栽
培を併用した通年栽培を実施。

○専門家の指導を受けながら市場に受け入れ
やすい指定野菜に特化（ミニトマト栽培に注
力）した栽培を行う。

○市場に出荷できる形態への野菜調製は、
洋々会施設内に加工所を設けて実施。

○生産物の一部は、関連施設の食品事業者に
契約販売するとともに、地元スーパー等にも
販売。

活動の効果

○福祉農園事業を推進することによって、障がい者の安定的な就労機会を確保すると伴
に、更なる就労機会の創出を目指す。

○増加傾向が顕著な周辺遊休農地の解消もあわせて実施する。

○農地耕作の担い手が減少している同地区においての歯止め効果、障がい者就労機会
はもとより、この事業に携わる人材の賃金収入の向上が期待できる。

高松市庵治町4151番地7 Ｔｅｌ： 087-870-3500

応募団体からのアピール・メッセージ

香川県高松市

地域の皆様からの福祉農園に対する期待は高まっており、今後も地域に根差した活動
を行っていきたい。

～障がい者が生き生きと働くあじの里福祉農園～

ようようかい

その他（遊休
農地の活用）

６次産業化
たかまつ

９ 農福連携
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塩飽部隊（四国夢中人）

京大農学部学生への香川本鷹農家による現地指導 島民と若者の触れ合いバーべキュー

経 緯

○香川県丸亀市沖の手島は人口わ
ずか20人で、高齢化率は90％。
2016年11月に３人の京大農学部

学生と島を訪問。島に生きる人た
ちの力強さに感銘を受け、塩飽諸
島を盛り上げるための活動の必要
性を抱く。

○手島を活性化するため、京都大学
農業系サークルの学生と ＮＰＯ

「四国夢中人」と手島の住民によっ
て任意団体「塩飽部隊」を設立。

取組内容

○幻の唐辛子「香川本鷹」の生育過程の実地体験
を通じ、香川本鷹レシピ集を作成、香川本鷹カ
レーを開発。

○離島で初めて竹林伐採を実施し、カブト虫育成の
ための場所を整備。また、地元養護学校から提
供された四季の花の苗を、ボランティアが休耕田
に植栽し、フェリー乗り場から島の中心部に至る
道路にフラワーロードを形成。

〇県内在住外国人有志が集合し、島民の生活体験
を通じ、手島プロモーションビデオを作成。

〇2019年春には2000kmを渡る蝶「アサギマダラ」が
好物のフジバカマを植栽。

活動の効果

○塩飽部隊は、様々な分野の人の集まる場所として、島の資源を活かした取組を実施。これら
の活動を英語版You Tubeを通じて国内外に発信することで、メディアにも取り上げられ、「手
島」の認知度が高まった。

○陶芸家男女4人の2カップルが手島に移住してきた。

丸亀市７番丁71 Ｔｅｌ： 0877-23-7262

応募団体からのアピール・メッセージ

香川県丸亀市

塩飽部隊は京大農学部、養護学校園芸部、外国人ALT（英語補助指導教諭）等の若者た
ちと共に、様々なジャンルの方々を巻き込んで人と自然を循環させるモデルアイランドを実
践している。県産品の材料にこだわった菓子職人が手島の柑橘系果実を使った素材を検
討している。将来に向けて新たな開拓に力を注ぎたい。

まるがめ

～自販機1台の島を宝島にするチームラボ～

しわくぶたい しこくむちゅうじん

10 教育機関との
連携

環境保全・
景観保全
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有限会社フジカワ果樹園

写真中央男性：まるい未完塾卒業独立生 柑橘果汁がない期間、飲食店に卸売り

経 緯

○柑橘類の価格低迷と生産者の高
齢化に伴い、全国的に柑橘産地
は縮小傾向。丸井地区も例外で
はなく、後継者が育たず廃業する
ケースが多く、園地が荒廃、産地
維持が難しくなっている。

○産地存続にむけて、後継者を育
成するための研修制度や独立後
の生産基盤を斡旋する仕組み作
りに取り組む。

取組内容

○柑橘技術研修制度「まるい未完（みかん）
塾」を創設。県内外から、原則、柑橘生産者
として独立を希望する者を募り、２年間で生
産技術を習得してもらう。

○儲かる農業を実践・提案して、地域の柑橘
生産者の生産販売を強化。

○６次産業化に取り組み、販売チャンネルを多
様化。直売所やネットショップを運営。柑橘
類のジュースやアイス等の加工品を委託製
造、販売に取り組み、県内外の飲食店に卸
売りする。

活動の効果

○「まるい未完（みかん）塾」を創設後、独立した卒業生第１号が平成30年度に誕生。

○地区内の柑橘生産者の所得を確保することで、廃業と園地荒廃を防ぎ、産地の維
持と環境保全の効果が出ている。

○県内外の飲食店に卸売りし、飲食店の活性化に一役かっている。

高松市番町四丁目1番10号 Ｔｅｌ： 087－832－3395

応募団体からのアピール・メッセージ

香川県観音寺市

儲かる農業の実践こそが、新規就農者の離農を防ぎ、後継者の確保、雇用の促進
に繋がる。ひいては農山村の環境保全と地域活性化の原動力となると信じて経済活動
を行っています。

～「まるい未完（みかん）塾」で産地存続！！～

雇用
かんおんじ

６次産業化11
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近藤 雅彰

自慢のロメインレタス （株）中大で修行 後列右から３番目が近藤氏

経 緯

○地元は古くからのレタス産地である
が、高齢化により土地を手放す人が
多い。このため、ロメインレタスの日
本一の産地化を目指しながら、10年
後、20年後も農地を守り、子供達に
繋げていきたいとの思いで、「土づく
りに努力」「緑を守るために努力」
「家族・社員を守るよう努力」をモッ
トーに、平成25年に独立、平成30年
に株式会社「土緑家」を設立した。

取組内容

○平成27年度、「ロメインレタスぶきゃい」を設
立。面積拡大とブランド化を進めている。

○平成30年度、株式会社「土緑家」を設立。
新規就農者や外国人技能実習生を積極的
に受け入れている。

○地元企業や学校と連携し、地域に愛される
産地づくりを展開。地元のかまぼこ会社と
連携しロメインレタスを使用した天ぷらを開
発。地元高校の食物連携の授業にロメイン
レタスを提供し、生徒に食育を行っている。

活動の効果

○地元や県内にはロメインレタスの産地はなかったが、将来性を見込んでロメインレタ
スを導入。ロメインレタスの産地化を目指し、地域の仲間たちとぶきゃい（部会）を設
立、初代ぶきゃい長に就任。

○ロメインレタスの売り上げは、約3.2万円（平成27年度）→約1,400万円（平成30年度）
に増加。

高松市番町四丁目1番10号 Ｔｅｌ： 087－832－3418

応募団体からのアピール・メッセージ

香川県観音寺市

ロメインレタスへの愛情が深すぎて、スーツも自家用車も家さえもロメイン色で頑張っ
ています。

～目指せ！ロメインレタス日本一！～

こんどう まさあき

学生・若者の
活躍

食育・教育
かんおんじ

雇用12
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