
① 2017601 徳島市 はーとふる川内株式会社 ６次産業化 医療・福祉 －

② 2017602 阿南市
阿南市那賀川北岸地域広域保全協定
運営委員会

自然・景観
子ども（教育・
体験）

都市農業

③ 2017603 鳴門市 食農体験プログラムTsunagu＊Kitchen
子ども（教育・
体験）

地産地消 －

④ 2017604 つるぎ町 徳島剣山世界農業遺産推進協議会 自然・景観 伝統・継承 国内観光

⑤ 2017605
東みよし
町

徳島県農林漁家民宿うり坊 ジビエ 農泊 自然・景観

⑥ 2017606 三好市 天空ノ山茶川内園 自然・景観 伝統・継承 高齢者の活躍

⑦ 2017607 美馬市 山人の里運営委員会 農泊 伝統・継承
子ども（教育・
体験）

⑧ 2017608 勝浦町 坂本グリーンツーリズム運営協議会
「食」の提供・
活用

子ども（教育・
体験）

女性の活躍

⑨ 2017609 阿波市 法寺地域資源保全隊 自然・景観 伝統・継承
子ども（教育・
体験）

⑩ 2017610 阿南市 なかがわ野菊の里 伝統・継承
子ども（教育・
体験）

６次産業化

⑪ 2017611 上勝町 中津賀くるま座会議 自然・景観
子ども（教育・
体験）

地産地消

⑫ 2017612 美波町 日和佐乙姫米栽培研究会
「食」の提供・
活用

子ども（教育・
体験）

－

⑬ 2017613 徳島市 国府ロマン保全隊 自然・景観
子ども（教育・
体験）

－

⑭ 2017614 美波町 「四国の右下・魅力倍増」推進会議 観光
「食」の提供・
活用

－

⑮ 2017615 海陽町 海陽町元気農業研究会
「食」の提供・
活用

地産地消 －

⑯ 2017616 三好市 社会福祉法人池田博愛会
「食」の提供・
活用

子ども（教育・
体験）

医療・福祉

⑰ 2017617 三好市 大歩危・祖谷いってみる会 国内観光 インバウンド 自然・景観

⑱ 2017618 三好市 河内谷土地改良区 自然・景観
子ども（教育・
体験）

農業遺産
の保全

⑲ 2017619 小松島 和田島漁業協同組合女性部
「食」の提供・
活用

女性の活躍 －

⑳ 2017620 上勝町 やいたか 自然・景観 観光 －

※ 参加証コードは、中国四国農政局「ディスカバー農山漁村（むら）の宝」選定委員会が応募団体に発行する「参加証」に記載される番号です。

※ 参加証コードは、応募受付順で付与しております。

（注）　「四国の右下・魅力倍増」推進会議は、県南地域の１市４町（阿南市、那賀町、美波町、牟岐町、海陽町）で構成

Ｎｏ.

「ディスカバー農山漁村（むら）の宝」（第４回選定）　応募団体　一覧　（徳島県）

該当する取り組み選定地区 参加証コード※ 市町村 団体名
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徳島市 徳島市

鳴門市

鳴門市

鳴門市

鳴門市

小松島市

阿南市

吉野川市

阿波市

美馬市

三好市

三好市

勝浦町

上勝町

佐那河内村

石井町

神山町

那賀町

牟岐町

美波町

海陽町

松茂町

北島町藍住町

板野町

上板町

つるぎ町

東みよし町

応募団体位置図（徳島県）

4

6
17

12

14

14

14

14

14

14

7

16
5

18

9

3

13

15

19

10

11
28

20

1
北島
町

注：⑭「四国の右下・魅力倍増」推進会議は、
県南地域の１市４町（阿南市、那賀町、美波町、牟岐町、海陽町）で構成
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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）。

○障がい者が安心して働くことのできる
作業環境の整備や環境保全のため、
徳島県が推進する「とくしま安²ＧＡ
Ｐ」の優秀認定を取得。

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に加工。
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。

○チャレンジドたちが育てたトマトを2020
年東京オリンピック・パラリンピックへ
の提供を目指す。

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。

徳島県板野郡北島町高房字居内1-1 Ｔｅｌ：088-678-5276

応募団体からのアピール・メッセージ

徳島県北島町

トマトには「感謝」という花言葉があります。チャレンジドたちの「感謝」の気持ちと
「まごころ」がいっぱい詰まったトマトは「とくしま安²ＧＡＰ」認定を受け
ました。美味しくて安心安全なトマトを沢山お召し上がりください。

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６次産業化

商品開発されたドライトマト

きたじま

１
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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
あなん 子ども

（教育・体験）
２
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食農体験プログラムTsunagu＊Kitchen

稲刈り体験 米の調理体験

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。

○働く女性向けや子育て世代向けの料理
教室を実施。

○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）３

つなぐ きっちん
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徳島剣山世界農業遺産推進協議会

文化継承事業 民芸品タカキビほうき製作講習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、世界農業遺産へ申請。
（平成30年３月認定）

○『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。

○学校教育との連携や、講習会等を開
催し、次世代に継承している。

活動の効果

○にし阿波地域の傾斜地集落及び「にし阿波の傾斜地農耕システム」に対する理解
が深まり、地域内での価値が再認識されてきた。

○テレビなどで（主につるぎ町猿飼集落が）取り上げられたことにより注目を集め、地
域外からの訪問客も増加。集落が活性化した。

○農林水産省が実施する日本農業遺産に認定。

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

伝統・継承 国内観光自然・景観４
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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猪等を、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している。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

傾斜地農耕システムという独特の景観や伝統に肌で触れ、ジビエ料理の本当のおい
しさを味わって、にし阿波地域が世界農業遺産に登録されるよう応援してください。

～ジビエ料理を核とした田舎暮らし民宿～

農泊 自然・景観ジビエ徳島県東みよし町
ひがし

５
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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
AWARD2014」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「自然農法」で栽培。

○茶摘みは、昔から手慣れた老年達を
雇って手摘みし、一番茶のみ収穫。

活動の効果

○平成29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倍増となる見込み。

○これまで当たり前に行っていた昔ながらの自然農法でも付加価値がつくことを認識
することができ、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 高齢者
の活躍

自然・景観

「天空ノ山茶」は、自然農法で栽培することから、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。

かわうちえんてんくうのやまちゃ

伝統・継承６
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徳島県美馬市

山人の里運営委員会

フィールド学習で宿泊の大学生と山人の里運営委員 地域の女性たちが指導するそば打ち体験

経 緯

○重清北小学校が閉校となったことで、
跡地利用検討委員会が発足。「里帰り
運動会」等の地域イベントの開催や、
「宿泊施設」として利用を開始。

○中山間集落の豊かな生活空間を「体
験メニュー（商品化）」として売り出し、
「賑わいの灯」を燃やし続けるために活
動を開始。

取組内容

○地域の木材を活用した炭焼きや薪づく
り等の林業体験や、農業体験、地元
野菜を使った本格石窯でのピザづくり
等様々な体験メニューを展開。

○小中高生の合宿や企業研修、家族連
れ等幅広く活用されている。

○地元住民のための「いきいきサロン」
「健康教室」の実施。

活動の効果

○地元集落で取り組んでいる修学旅行の受入＝「民泊」と相俟って、各方面への「口
コミ」から、利用者の増加が図られている。

○農園管理や農業体験、そば打ち体験などへの来訪者が増加し、地域の賑わいや経
済面での貢献につながっている。

徳島県美馬市美馬町狙ケ内26番地3 Ｔｅｌ：0883-63-3260

応募団体からのアピール・メッセージ

豊かな自然と、山間部で暮らすのに必要な知恵や経験を持つ「山人（やまんと）」の暮
らしは、大変贅沢かつ豊かです。「山人」と同じ時を過ごしてみませんか。

URL：http://yamantonosato.com/

～元は小学校の宿泊施設を地域で運営～

伝統・継承農泊

やまんとのさと

子ども
（教育・体験）

み ま

７
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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

15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

女性の活躍「食」の提供・活用
かつうら 子ども

（教育・体験）
８
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法寺地域資源保全隊

自然環境に配慮した自主施工の実施 伝統的農法の保全 古代米の稲刈り・はで掛け体験

経 緯

○近年農業の担い手不足による高
齢化が進み、耕作放棄地、遊休
農地が増加しつつあり、その解
消・改善が強く望まれていた。

○地域の活性化を図ること、農業者
自らが行うきめ細やかな手入れで
農業用施設を長持ちさせること、
自然や景観を守ることを目的に活
動。

取組内容

○再生させた農地でそば・小麦を栽培し、地
域の子供達と収穫体験やそば・うどん打ち
体験等を実施し、食育の場を提供する。

○地域住民と子供達で古代米の稲刈り、わら
ぐろ作り、はで掛けに挑戦し、伝統的農法
を体験。昔ながらの農村の景観を再現する。

○地域の小学校と連携し、EM泥団子を作り、

発酵した泥団子をため池へ投入する等の
水質保全活動を実施。

活動の効果

○農業を通した世代間交流を深める中、環境保全・農業の重要性を再認識する契機と
なり、農業の大切さを次世代へと繋げていきたいと考えている。

○環境保全型農業の推進により、自然栽培による農作物の生産に努めることで、特別
栽培米をブランド化し、地域の活性化に繋げたい。

徳島県阿波市市場町大俣字原渕298 Ｔｅｌ：0883-36-4903

応募団体からのアピール・メッセージ

徳島県阿波市

地域資源の中での農業・地域環境の大切さを次世代に引き継ぎ、「地域とともに歩む」
活動組織を目指します。

～環境と資源を守り、農・水・食の大切さを次世代へ～

ほうじ

子ども
（教育・体験）

自然・景観
あわ

伝統・継承９
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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、新商品を開
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～

のぎくのさと

６次産業化伝統・継承
あなん 子ども

（教育・体験）
10

やよいむらさき
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中津賀くるま座会議

新メニュー「ジビエ」を使った料理 空海の道

経 緯

○平成15年10月、上勝町住宅マス
タープラン推進に町内で一早く手を
挙げ、集落再生の可能性を検討。

○環境、経済と雇用、コミュ二ティを育
て、新たな農山村居住ライフスタイ
ルを確立、実践することを目的とし
て協議を開始。

取組内容

○自然環境やほたるの生態を知って
もらう「ほたる鑑賞会」にあわせて子
供たちや参加者に説明会を実施。
近年は「ジビエ料理」も提供。

○「四国いやしのみちづくり事業」に参
画し、荒廃したへんろ道の修復、見
回り整備を実施。

活動の効果

○地産地消や地域のもてなしや案内による地域交流が所得の向上につながることを
念頭に行動が進んでいる。

○実際に地域に足を運んで頂く「オーナー制」や「通販システム」等により６次産業化へ
の取り組みが芽生えている。

徳島県勝浦郡上勝町大字正木字棚田1 Ｔｅｌ：0885-45-0458

応募団体からのアピール・メッセージ

徳島県上勝町

「できることをできる者ができるときに」頑張り、会員が協力して次世代により良い形で
安心安全を引き継ぎたい。また、「住んで良かった」と言える取り組みを集落で多く増
やしていきたい。

～地産地消 安心安全 交流で地域資源を活性化～

なかづか

地産地消自然・景観
かみかつ 子供

（教育・体験）
11
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稲刈り交流会 栽培研究会・食味検討会

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、JA、
日和佐町(現 美波町)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

12
ひわさおとひめまい

自然・景観
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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

○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。

○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

子ども
（教育・体験）

自然・景観
とくしま

○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。

13
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「四国の右下・魅力倍増」推進会議

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」で、地域の知名度
向上と入り込み客数の増加を目
指すため、新たに協議会を設立。

○商工会、観光協会、行政やＪＡな
ど地域が一体となった観光情報
の発信や観光客向けのご当地グ
ルメの開発に取り組むなど活動し
ている。

取組内容

○飲食店舗と協力し、地元の特産品を使った
ご当地丼「南阿波丼」を開発し県南地域と特
産品のPR、地産地消の推進。

○「南阿波鍋」「南阿波スイーツ」といった「南阿
波グルメ」を開発し、「四国の右下」食の博覧
会を年１回開催し、集客数を増やしてきた。

○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」を開催し、地域内外の
イベントと連携して誘客促進の取組みを推進。

活動の効果

○南阿波丼は24店舗29種類、南阿波鍋16店舗20種類、南阿波スイーツ13店舗23種類
が現在販売されている。また、各地の百貨店での出張販売や全国丼サミットへの出店
などを行っている。

○毎年開催している「四国の右下」食の博覧会では、年々来場者数が増加（2.7万人
(H24)、5.5万人(H28)）しており、「四国の右下」の食をはじめとする地域の魅力PRに
貢献している。

徳島県海部郡美波町奥川内字寺前493-6 Ｔｅｌ：0884-77-0759

応募団体からのアピール・メッセージ

徳島県美波町

今後、地域の観光ボランティアガイドや観光協会などが参加する「観光マネジメント
塾」の開催を通じ、着地型観光商品開発に取組み，さらなる誘客人口の拡大を目指す。

～徳島県南部地域「四国の右下」右上がり！～

しこくのみぎしたみりょくばいぞう

みなみ

観光

南阿波丼「南阿波右上がり丼」

食の
提供・活用

14
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「孫にも食べさせたい野菜」の集配風景 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を提供。

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～

取組内容

かいよう

地産地消
「食」の
提供・活用

海陽町元気農業研究会

15
かいよう

高齢者
の活躍
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社会福祉法人 池田博愛会

近隣の小学校との交流（そば打ち体験） 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）

医療・福祉
「食」の提供・
活用16

いけだはくあいかい
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大歩危・祖谷 いってみる会

ロサンゼルス総領事館公邸でのプレゼンテーション 社員を対象としたおもてなし英会話講座

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。

○道路網の充実で通過点となることを
危惧し、ホテル５社で会を立ち上げ。

取組内容

○行政や地域住民との連携強化。

○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。

○英会話講座、観光フォーラム等の開催。

活動の効果

○会員ホテルへの宿泊客は、約5.8万人から約7.4万人に増加（H24-H28）。
○外国人宿泊者数は、香港の個人客を中心に、約2,000人から約1.5万人に増加（H24-
H28）。

○これに伴って、地域のゲストハウスや民宿の宿泊客も増加。
○路線バスやタクシー乗客が増えるなど、地域に効果が波及。

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いきた
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

自然・景観インバウンド

いや

国内観光17
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河内谷土地改良区

三村用水隧道内部 小学校現地見学・学習活動

経 緯

○三野平野の干ばつ被害解消のた
め、約200年前、農民自らの手に
より多くの犠牲と困難を経て、河
内谷川から隧道により導水する三
村用水を築造。

○三村用水を地域の遺産・宝として
後世に残すため、昭和50年頃か
ら地元小学校での現地学習や土
地改良区を中心とした地域ぐるみ
の保全活動を実施。

取組内容

活動の効果

○三村用水の現地学習や清掃活動等へ、毎年約300名の地元小学生が参加すること
で、地域農業への関心度を高めることに貢献。

○地域住民と連携して三村用水の保全活動を実施することで、地域全体での保全意識
が醸成。

徳島県三好市池田町マチ2145-1 Ｔｅｌ：0883-72-7690

応募団体からのアピール・メッセージ

徳島県三好市

県外から若者が移住し、ブドウ栽培（ワイン）や農家レストラン等、新しい農業の営み
が芽生えている。用水を果樹、野菜等、高収益作物栽培にも利用し、６次産業の振興
等、三村用水の新しい物語を紡いでいきたい。

～三村(さんそん)用水 未来へつなぐ命と水の物語～

こうちだに

自然・景観
みよし 子ども

（教育・体験）

○地域の子供達（芝生小学校、王地小学校）
を対象とした歴史継承、保全活動の実施
（「三村用水物語」の現地見学、学習、用水
路周辺の草取り、清掃活動）。

○三村用水物語パンフレット作成等による歴
史継承、PRや三好長慶武者行列祭りへの
協力（沿道の水路清掃）、三村用水記念碑
の整備等。

農業遺産の
保全

18
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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」の消費拡大をめざ
した。

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・組合が一体となりサポートし、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

女性の活躍「食」の提供・活用
こまつしま

19
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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

○連携と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

観 光自然・景観20
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