
南川自然薯研究会

南川じねんじょまつり 自然薯料理コンテスト審査の様子

経 緯

○昭和62年、農家の有志が転作作物とし
て自然薯栽培を開始。

○品質の向上に向けて、試行錯誤を繰り
返し、次第に品質の良いものができる
ようになり、今では県内外でも有数の
産地。

○平成元年４月研究会を設立。
○平成13年全国宅配、じねんじょまつり
を開始。

○平成29年度の栽培は２haで、3,360kgを
完売。

取組内容

○栽培履歴の作成を含めた年３回の栽培
圃地巡回研修を実施。

○地域の一大イベントとして南川じねん
じょまつりを開催、自然薯を使った料理
コンテストなどを実施。

○中学生等の自然薯掘り体験学習の実
施。

○地元での直売・全国への宅配、各種イ
ベントへの出店など、積極的に販路を
拡大。

活動の効果

○地域高齢者の生きがい対策と地域を元気にする起爆剤となっている。

○収穫物は直売と全国宅配で完売、消費者との信頼関係を構築。

○毎年12月に地域の一大イベント「じねんじょまつり＆収穫感謝祭」を開催し、地域内
外の人との交流を通じて地域が活性化。

さぬき市大川町南川1317番地2 Ｔｅｌ： 0879-43-4066

応募団体からのアピール・メッセージ

香川県さぬき市

これからも地域だけでなく関係機関と連携し、後継者を育成しながら生産量の拡大
を図り、消費者ニーズに対応していきたい。

～「特産の自然薯」で地域おこし、全国発送へ～

みなみかわ

地元食材の
提供・活用

女性・高齢者
の活躍

20 し
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唐櫃棚田保存会

豊島唐櫃棚田の原風景 収穫祭参加全員で写真

経 緯

○平成20年度に島しょ部の急傾斜
地という悪条件と農業従事者の高
齢化、後継者不足等で急激に荒
廃が進んでいる地区で、棚田保
全活動に携わることができる環
境・体制の整備を図るため、唐櫃
棚田保存会を立ち上げた。翌年
土庄町及び福武財団と共同で、
「棚田プロジェクト」をスタートした。

取組内容

○毎年県内各地から40名を超える参加者が
棚田の田植えを経験。

○秋の収穫祭では「食のマーケット」で地元食
材を使った料理や農産物が販売され、毎月
開催している「島のお誕生会」では平成25
年度の参加者は500人を超えた。

○瀬戸内国際芸術祭の開催を契機に農林漁
家民宿を開業した９名で構成する豊島民泊
組合と協力体制を整え、地域住民と観光客
との交流の場となっている。

活動の効果

○豊島を訪れる観光客はアート目的が多数だったが、棚田で農業イベントを行うことに
よって、アート目的以外の観光客も豊島を訪れるようになった。

○農業や食育という身近な話題がテーマとなっているため住民の多くがイベントに関心
をもち、豊島地区全体の活性化につながった。

○近年は都市部からの移住者も増加傾向にあり、唐櫃棚田保存会にも２名の移住者
が参加。

応募団体からのアピール・メッセージ

香川県土庄町

地域住民や移住者と連携して農閑期にも楽しめるイベントを企画中。ＳＮＳを利用し
て積極的に情報発信していくほか棚田オーナー制などを計画しています。

～「食とアート」豊島にぜひお越しください。～

からと

地元食材の
提供・活用

農泊
とのしょうちょう

21 農林漁業・農山
漁村文化体験
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山南営農組合 農村レストラン部会

農家レストランどんぐりころころ 地域の特産品を加工して販売

経 緯

○平成16年に農家の高齢化や後継者
不足が進行する中、50戸の農家、非
農家が組合員となる集落営農組織
（山南営農組合）を設立し、農業機械
の共同化や米、野菜の直接販売に
着手した。

○高品質の農産物を広くＰＲすることや
地域の女性達が活躍できる場を作
ることを目的に農家レストラン「どん
ぐりころころ」を開業した。

取組内容

○地元のエコファーマーが栽培した減農薬栽培
の米や野菜、猪肉等を使い、猪肉ハンバーグ
がメインの山鯨御膳を提供。平成24年からは
姑クラブがメンバーに加わり、昔ながらの山菜
料理、郷土料理を提供。餅やおせち料理の予
約販売も好評。

○ブランド化を目指した米や採れたての旬の野
菜の他、希少糖（レアシュガースウィート）を活
用した椎茸佃煮やイチジクジャムを製造し、直
売や出稼ぎ営業を実施。

活動の効果

○農家レストラン「どんぐりころころ」を開業したことで、飛躍的に地域に賑わいが生まれた。
○農村レストラン部会のお母ちゃんたちが中心となり元気に活躍することで、お父ちゃんたち
も自然に協力する仕組みが構築され、それが地域全体に波及。現在では、農家・非農家を
問わず地域全員がそれぞれの役割を明確にし、助け合いながら活動できるようになった。

○地域の活性化はもとより、県外を含めた地域外住民との直接的な交流が生まれることによ
り、自ずと利益が上がる仕組みが形成されつつある。

三木町氷上3970-11 Ｔｅｌ： 087-898-2790

応募団体からのアピール・メッセージ

香川県三木町

今後は、地元高校との連携により開設したＨＰ（晴ノチコミノ）を活用し、農泊へのチャ
レンジや農業体験を推進。各種イベントや農産物の出張直売にも積極的に取組む。

～全員参加型の集落営農を牽引する女性クラブ～

さんなん

女性・高齢者
の活躍

ジビエ
みきちょう

22 ６次産業化
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三ッ子石池資源保全組合

地区内外の親子連れなどが参加した芋ほり大会 農地を活用したコスモス園

経 緯

○農地の住宅化が進み、非農家の
混住化、農業従事者の高齢化等
により、農家個々では地域内の農
業用排水路等施設及び地域農業
を守ることが困難になる。

○地域コミュニティにおける交流が
希薄化し、地域一体となって地域
資源である農地、農業用施設の
保全管理が必要となる。

取組内容

○住民アンケート結果を踏まえた体制整備構
想を作成し、地域資源の保全管理、農業後
継者の育成・確保及び地域の連携を柱とし
た活動に取り組む。

○隣接する活動組織と共同して主要幹線道
沿いの農地70aにコスモスを植栽。

○地区内外の幼稚園児を対象に「親子連れ
芋ほり大会」を実施し、ドローン撮影による
「思い出提供」に取り組む。

活動の効果

○農業用施設の点検・維持改良はもとより、集落間のつながりが深まったことや農家と
非農家の交流が促進された。

○遊休農地を防止することを目的としたコスモス植栽では、訪れる写真愛好家や親子
連れとの交流が生まれ、「さわやかロード活動」などの景観保全意識が高まり、活動
は継続されている。

三木町大字田中3006番地1 Ｔｅｌ： 090-2789-9349

応募団体からのアピール・メッセージ

香川県三木町

可能な限り、この活動を三木町全体に広げるべきと考えており、高齢化等による活
動継続が難しい組織に対する支援（区域編入等）を予定しています。

～地域のみんなで明るく・楽しく～

みつごいしいけ

女性・高齢者
の活躍

自然・景観・
伝統・継承

みきちょう

食育・教育23
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鵜足津古代米生産組合

古代米の田植え体験 人気のリセノワール 純米大吟醸酒

経 緯

○宇多津町は、県内でも都市化が進む
地域に位置し、農業の規模拡大が
難しく、地産地消で特産品を開発し、
所得を確保する機運が高まっていた。
○平成18年から休耕地に古代米を作
付けし、酒造メーカー等に販売して
酒や菓子に加工する取組みを始め、
中四国随一の古代米生産地として、
全国にアピールすることとした。

取組内容

○古代米生産組合では古代米の生産だ
けでなく、農・商工・学の連携のもと、古
代米を利用した地域特産品の開発・販
売（６次産業化）により、地域の活性化
を進めている。

○古代米の作付面積は平成20年の60aか
ら平成27年には450aまで拡大。田植え
時期を遅らせることにより、古代米の本
来の発色が良好となり、21年１月に人
気のワイン（リセノワール）を開発。

活動の効果

○ワイン、日本酒、讃岐うどん等が商品化され、「さぬきうまいもん祭り」等のイベント
や「うたづ海ホタル」等でＰＲすることにより、順調な売上を続けている。また、田植
え体験を通し、古代米に対する一般の消費者の認知度も高まっている。

宇多津町1881 Ｔｅｌ：0877-49-8012

応募団体からのアピール・メッセージ

香川県宇多津町

古代米生産組合を地域産業の中核的組織と位置付け、法人化により体制を強化
し、県内外の実需者に働きかけ、新たな加工品を開発し需要の掘り起こしを図る。

うたづちょう

～農・商工・学が連携 古代米で特産品作り！～

うたづ こだいまい

企業・地域住民・
大学との連携

24 ６次産業化食育・教育
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四海漁業協同組合

小豆島の島鱧 「小豆島 島鱧」四海漁協加工施設の除幕式

経 緯

○昨今の少子高齢化・魚価低迷に
よる収入の不安定化等により次
世代を担う後継者不足が問題とな
る。

○小豆島や香川県では、鱧を食べ
る文化が無いため、安価で取引さ
れていた。高価格で取り扱われて
いる関西に出荷することで、漁業
者の所得向上を目指す。

取組内容

○「小豆島 島鱧」を名乗るため、４つの基準
を設け、他地域との差別化を図る。

○島内業者が水揚げしたハモを共同出荷す
ることにより、安定した品質・出荷量を確保。

○加工品の開発を可能とするため、ハモ骨切
機、大型真空包装機等を導入し、骨切を
行ったハモの販売（１次加工品）に取り組む。

活動の効果

○ハモを食べる文化がある関西に出荷することで高価格で取引され、漁業者の所得が
向上。

○現在では、新たなブランドとして認知され、小豆島島内の飲食店やホテルからの問い
合わせが大幅に増加。

○ふるさと納税の返礼品として扱われ、定着が図られている。

応募団体からのアピール・メッセージ

香川県土庄町

平成29年度に完成した加工場を活用し、一次加工することで、単価の安かった鱧の
価格向上、販路拡大を目指しています。

～俺たちの、「小豆島 島鱧」～

しかい

学生・若者の
活躍

食育・教育
とのしょうちょう

企業・地域住民・
大学との連携

25
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小豆島食材開発会議

醤油粕を活用した栽培試験 長命草のＰＲ展示会出展の様子

経 緯

○島内企業から、新商品開発に繋がる
新たな島内産の原料を求められて
いた。

○塩生植物である長命草を選出。醤油
粕を活用でき、軽量で高齢者にも栽
培し易い。また、健康長寿の野菜と
して付加価値が期待できることから、
生産者有志、食品企業等を中心に６
次化への取組みを開始した。

取組内容

活動の効果

○農業者の安定収入が確保できた。

○食品企業は製造副産物（醤油粕）の活用で廃棄費用の削減と長命草の新商品の開発がで
きるとともに、農業者は環境にやさしい効率的な栽培方法の確立と肥料費の低減が図られ
た。

○島内小学生や婦人会への長命草苗の無償配布などにより普及・定着が図られ、イベント等
の集客も増加して地域の活性化につながった。

小豆島町片城甲44-95 Ｔｅｌ：0879-82-7021

応募団体からのアピール・メッセージ

香川県小豆島町

「しょうどしま長命草プロジェクト」は、“まるごと小豆島”の叡智と協働により、食で健
康をかなえる取組です。

～島を元気に！「しょうどしま長命草プロジェクト」～

しょうどしま

女性・高齢者
の活躍

６次産業化
しょうどしまちょう

26 企業・地域住民・
大学との連携

○「小豆島長命草の会」が、醤油粕やオリーブ堆
肥を施用する試験栽培を行い、栽培技術を確
立。

○小豆島食材開発会議に参加する食品企業・団
体が、各々新商品の開発に取り組み、７種類
の新商品を開発・販売。

○香川大学等で栄養価や機能性を調査。

○島内外のイベント、展示・商談会へメンバーの
企業はじめ、農家、普及センターなど一丸と
なって参加し、開発した新商品のＰＲを行うとと
もに、長命草の認知度の向上に努めた。
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公益財団法人 福武財団

田植え体験の様子 もちつき体験の様子

経 緯

○平成18年に開催された展覧会「直島ス
タンダード２」の関連企画として、直島
の昔の景観や豊かさを取り戻す取組と
して始まる。

○一度荒れ果てた土地を再び耕し、お米
を収穫するだけでなく、知識や感覚を
学び、実作業を通して暮らしや生き方
を考え、島の文化を見つめ直す「きっ
かけ」の場を目指す。

取組内容

○２mを超える茅などの雑草を草刈り機で
刈取り、農地を再生。

○島内外から参加者を募り、田植え体験・
稲刈り体験を実施。

○石臼と杵を使い、古くからこの島で行わ
れてきた数人で臼を囲み、順番に杵で
蒸したもち米を練っていく「マワリヅキ」
を体験。

活動の効果

○直島町積浦地区は、島のかつての穀倉地帯で、米の栽培が復活したことからカエルや水鳥
の飛来など自然生態系がよみがえった。

○10年以上継続していることで、島内に住む子供からお年寄りまでが一緒になって参加する
恒例行事の１つとして定着した。

○コメづくりプロジェクトで試行した鳥獣害防止策を島内の農業者に情報提供するなど、協力
体制を構築。

直島町3449-1 Ｔｅｌ：087-892-3754

応募団体からのアピール・メッセージ

香川県直島町

今後も、コメづくりを通じて知識や感覚を学び、実作業を通じて暮らしや生き方を考え、
島の文化を見つめなおすきっかけとなることを目指して活動を続けていきます。

～アート活動の一環としてのコメづくり～

ふくたけ

企業・地域住民・
大学との連携

農林漁業・農山
漁村文化体験

なおしまちょう 自然・景観・
伝統・継承

27
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帆山地域保全活動組織

ほのやま中山ひまわり団地 まんのう町ものづくりセンターの展示場

経 緯

○「帆山地域農業集団」を中心に営農
活動を行ってきたが、農業従事者の
高齢化等が進み、地域農業の維持
が困難。

○新たに農事組合法人｢ほのやま｣を
設立、農地の利用権設定や作業受
託等に取り組み、農地集積と機械の
有効利用を図ると共に、次世代の担
い手を育成。

取組内容

○ひまわり約25万本（５ha）の開花にあわ
せ｢ひまわり祭り｣を開催。写生大会や
フォトコンテストなどを実施し地域の活
性化に寄与。

○「ひまわり油」や県内企業と連携・開発
した「ドレッシング」、「ひまわり牛」と孟
宗タケノコを使用した｢ヒマワリコロッケ｣
など地域の特産品を開発し最寄りの道
の駅などで販売。

活動の効果

○ひまわり祭りは、地域住民の世代を超えた交流が活性化、若者のボランティアが増
えるなどまんのう町のイベントに発展、県内外から延べ４万人余りが訪れる夏の風物
詩に成長。

○県内企業や地元の畜産農家と連携し、ひまわりを活用した特産品を数多く開発・販
売、人気商品となり地域経済の活性化に貢献。

まんのう町買田277-1 Ｔｅｌ：0877-73-5371（事務局 近石）

応募団体からのアピール・メッセージ

香川県まんのう町

日本の花風景100選に選ばれたひまわりの里帆山地区、魅力ある農村景観を未来に
繋げたい思いで、今後も耕作放棄地の解消を推進し更なる地域の活性化を目指したい。

～ほのやまロード、ひまわりに託す夢と希望～

ほのやま

６次産業化
地元食材の
提供・活用

28 自然・景観・
伝統・継承

ちょう
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香川用水土地改良区

香川用水幹線水路・開水路区間 香川用水記念会館 外観

経 緯

○香川用水記念会館の移転整備を
契機に、香川用水の恩恵と水源
地域への感謝の気持ちをこれま
で以上に県内外の方々に広く伝
える。

○地域住民を巻き込んだ香川用水
や用水施設の大切さの理解。

取組内容

○平成29年７月に香川用水記念会館の移転
整備を行い、新たな記念会館を拠点として
の情報発信。

○小学４年生を対象に出前授業を開催し、併
せて香川用水施設の見学と幹線用水路内
の清掃作業を実施。

○幹線用水路（59km）について、地域住民を
ボランティア巡視員に委嘱し、一体となった
施設巡視体制を構築。

活動の効果

○小学生を対象とした出前授業等は内容が分かりやすいと好評を得て、広範囲の小
学校から数多くの出前授業の要望がある。

○非農家や主婦を含めた多様な主体がボランティアになり、香川用水施設巡視員とし
て水利施設の維持保全に尽力している。

高松市番町5丁目1番29号 Ｔｅｌ： 087-802-5711

応募団体からのアピール・メッセージ

香川県高松市

新たな香川用水記念会館が香川用水の安定した配水管理の重要性と意義や恩恵
を伝える情報発信拠点となるよう、資料館を積極的に活用した広報活動を実施する。

～「いのちの水・友情の水」香川用水～

かがわ

食育・教育
たかまつし

その他（地域住民
と行う施設管理）

29
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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％。
平成28年11月に３人の京大農学部学生が
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、ＮＰＯ法人「四国夢中人」、
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。

〇平成31年春には2,000kmを渡る蝶「アサギマダ
ラ」が好物のフジバカマを植栽予定。

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。現在、陶芸家男女４人の２カップルが手島の移住を検討している情報がある。

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。

まるがめし

～人と自然が循環するモデルアイランドの創出～

しわく しこくむちゅうじん

学生・若者の
活躍

自然・景観・
伝統・継承

農林漁業・農山
漁村文化体験30
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