
小豆島陽当たりの里伊喜末

芋掘り体験みんなで写真撮影 二条大麦プロジェクト

経 緯

○瀬戸内海を望む風光明媚な地区
だが、過疎化・高齢化が進み、数
年前から荒廃地が目立つように
なってきた。

○危機感を抱いた有志数名が、地
域に活気を取り戻そうと、農業振
興と明るく元気な農村づくりをめざ
し、平成29年度に「小豆島陽当た
りの里伊喜末」を立ち上げた。

取組内容

○ビール醸造所「まめまめビール」と「小豆島
陽当たりの里伊喜末」が協力して、100%小
豆島産のクラフトビールを誕生させる「二条
大麦プロジェクト」を実施。

○地元の子供らにサツマイモのつる挿しと収
穫の体験を実施。

○獣害の防止のため、約2.2kmに渡る被害防
止柵を設置。

土庄町伊喜末1925 Ｔｅｌ： 090ｰ4500ｰ9925

応募団体からのアピール・メッセージ

香川県土庄町

グリーンツーリズムなどのイベント参加の募集や活動の情報発信のためHPを開設し、
当地区内の各団体と連携を図り、様々な活動を行って元気な農村にしていきたい。

～みんなが集う憩いの場「陽当たりの里」～

しょうどしまひあたりのさといぎすえ

食育・教育鳥獣被害防止
とのしょう

25 農林漁業、
農村文化体験

活動の効果

○麦の作付けにより遊休農地の解消。

○「芋づるの塔」は芋のつるを自然乾燥させて牛の餌や堆肥にするための古くからの
知恵で、地元住民と町職員でつくる「よつみいきいき協議会」が９年前から実施して
いるが、収穫後の芋のつるを利用することで継続している。

○獣害防止柵の設置により、現在では獣による被害はほとんど見受けられない。
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唐櫃棚田保存会

豊島唐櫃棚田 田植え体験参加者全員で記念撮影

経 緯

○島しょ部で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、平成20年度に唐櫃棚
田保存会を立ち上げた。また翌年
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

○県内各地から毎年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を販売。

○「島のお誕生会」を毎月開催。
○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、イベント参加者に
農林漁家民宿を案内。

活動の効果

○アート目的が多数だった観光客が、棚田で農業イベントを行うことにより、アート目的
以外の観光客も豊島を訪れるようになり、「島のお誕生会」は参加者が年間500人を
超える。

○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、豊島全体の活性化につながった。

○活動の輪が広がり、島内外から多くの仲間が集まり、かつての唐櫃地区の原風景を
取り戻しつつある。

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」の島 豊島～

からと

伝統の継承
農林漁業、
農村文化体験

とのしょう

26 環境保全・
景観保全
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四海漁業協同組合

小豆島島鱧まつり・初出荷式 京都産業大学との連携

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から次世
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した。

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鱧を共同出荷する
ことで、安定した品質・出荷量を確保。

○加工品の開発を可能にするため、鱧骨切
機、大型真空包装機等を導入し、骨切を
行った鱧の販売（１次加工品）に取り組む。

○京都産業大学と連携し、情報発信を強化。

活動の効果

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

○流通、加工、ＰＲと産官学で連携し、順調に事業は拡大している。

応募団体からのアピール・メッセージ

香川県土庄町

将来は、小豆島と言えば「小豆島 島鱧」と呼ばれるよう、今後も認知度向上、販路
拡大に努めています。

～厄介者を高級品に！小豆島の鱧を売り出せ！～

しかい

教育機関との
連携

農林漁業、
農村文化体験

とのしょう

食育・教育27

土庄町伊喜末１－４ Ｔｅｌ： 0879-64-6001
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東條地域農業集団

どろんこ祭り 産地交流市場「ファームステーション安田の郷」

経 緯

○基盤整備を契機に農地の受託者
を組織化するため、集落営農組
織を設立。

○安全・安心なお米を消費者に提供
するため、全構成員がエコファー
マーの認定を受け、減農薬・減化
学肥料栽培に着手。

○水稲の共同防除にドローンを使用。
会員を対象にGAP講習会を実施。

取組内容

○米の減農薬・無化学肥料栽培による安全・
安心なブランド米「安田の郷」を栽培。

○農作業体験の実施とともに、産直市場・農
家食堂を開設、収穫祭の開催など生産者と
消費者の「顔の見える」結びつきを強化。

○地元の子供を対象に水稲やサツマイモの
栽培等10回以上の食育イベントを開催。

○地域住民と共に地区全体に獣害対策用柵
を設置したほか、会員が狩猟免許を取得し
て箱罠を設置。

活動の効果

○独自ブランド米「安田の郷」は、毎年早期に完売し購入希望数に追いつかない状況。

○米やさつまいもの農作業体験や農産物を利用した食育イベントを通じ、保育所・幼稚
園・小学校等の子供たちへの情操教育に貢献。

〇イノシシ・シカなどによる獣害対策に取り組み、自作の箱罠などにより100頭以上の
いのししを捕獲することで被害は減少傾向となった。

小豆島町安田甲845-3 Ｔｅｌ： 0879-82-2333

応募団体からのアピール・メッセージ

香川県小豆島町

農業者の高齢化と地域の過疎化が進む中、農地を守り次世代へ継承するとともに、
地域内外の交流促進により「活気あふれる心豊かなむらづくり」を目指しています。

～小豆島で、子供と一緒に心豊かなむらづくり～

ひがしじょう

食育・教育鳥獣被害防止
しょうどしま

28 環境保全・
景観保全
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小豆島食材開発会議

醤油粕を肥料に使った栽培試験中 長命草プロジェクトの展示会出展の様子

経 緯

○島内企業から、新商品開発に繋がる
特長ある原料農産物が求められて
いた。

○長命草は、島嶼部の露地栽培に適し
た塩生植物で、醤油粕を肥料に活用
できる上、軽量で高齢者にも栽培し
易い。また、栄養価が高く機能性が
期待されるため、これを特産品化す
ることで地域振興につなげようと食
品団体等と生産者有志が集まり、６
次産業化とPRの取組みを開始した。

取組内容

活動の効果

○長命草は地元食品業との契約栽培のため、農業者は安定した収入を確保している。

○食品企業は産業廃棄物だった製造副産物（醤油粕）が活用でき、小豆島らしい循環型の効
率的な栽培方法が確立された。

○島内小学生への苗の無償配布や島内イベントへの出展を継続することで、新たな健康食
材として注目度が高まった。長命草を目当てにしたイベント等での集客が増え、島内飲食
店やパン店等で新たに取り扱う店舗も増え、地域の活気に繋がっている。

小豆島町馬木甲1032-1 Ｔｅｌ：0879-82-1011

応募団体からのアピール・メッセージ

香川県小豆島町

「小豆島長命草プロジェクト」は、長命草を使った小豆島らしい特産品づくりと地域振
興を目指した取り組みです。

～島を元気に！「小豆島長命草プロジェクト」～

しょうどしま

高齢者の活躍６次産業化
しょうどしま

29 企業との連携

○「小豆島長命草の会」が、醤油粕を施用する試
験栽培を行い、最適な施肥量を調査。さらに、
農薬や化学肥料を使わない栽培技術を確立。

○メンバーの食品企業・団体が長命草を使った
13種類の商品を開発・販売。特産品化を目指
し、「しょうどしま長命草」を商標登録。

○香川県発酵食品研究所等で栄養成分や機能
性の分析・研究を実施。

○島内の小学校新入生に、苗と育て方の資料を
配付して紹介。また、地元生活研究グループ
の料理教室で長命草や本取組みを紹介。
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小豆島町中山棚田協議会

復活した伝統行事「虫送り」 中山棚田オーナーによる稲刈り作業

経 緯

○中山千枚田では、耕作者の高齢
化と後継者不足が進み、エリアの
３割が耕作放棄地となり、地区住
民は将来を危惧していた。

○文化の源である中山千枚田を守
るためにアドバイザーに農村工学
研究所を迎え、住民主体のワーク
ショップ等を通じて、「棚田の村構
想」を打ち立て、その具体的な取
り組み主体として設立された。

取組内容

○平成26年度から棚田オーナーを募集し、棚
田での耕作作業・伝統行事などに参加して
いただいている。

○平成25年に日本とインドネシアの６大学に
よる農業体験プログラムをきっかけに、学
生たちによって「棚田の会」というプロジェク
トが立ち上げられ、ボランティアの受け入れ
や棚田の耕作体験の支援を実施している。

○平成27年度から、地元の酒造会社と連携し、
酒米の耕作に挑戦している。

活動の効果

○地区外の人たちとの交流により、外部の視点から意見を聞く機会が多くなり、今まで
気が付かなかった棚田の魅力に気づき始め、地元住民の棚田の文化を守らなけれ
ばという意識が強くなってきた。

○休耕田となっていたところや耕作者が不在となるところで、オーナー制度や酒米づく
りを実施することにより、休耕田の解消・予防につながった。

小豆島町片城甲44番地95 Ｔｅｌ： 0879-82-7026

応募団体からのアピール・メッセージ

香川県小豆島町

高齢化により離農される方から、担い手へのスムーズな引き継ぎや、休耕田の復田
により、先代から受け継いできた棚田を守っていく仕組み・体制づくりの構築を目指す。

～先人の汗の結晶を未来へ継ぐ「中山千枚田」～

しょうどしまちょうなかやま

その他（地元食
材の提供・活用）

農林漁業、
農村文化体験

しょうどしま

30 環境保全・
景観保全
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久保 輝明

ゲストハウス＆カフェ「あんず」 シーカヤック無人島巡り

経 緯

○坂手地区は少子高齢化や核家族
化の影響から空き家となる民家が
年々増加している。

○小豆島を訪れる旅行者に坂手地
区に来てもらえるように宿泊施設
と飲食店を確保し、現地体験型の
プログラムを通じて非日常的な体
験をしてもらいたい。

取組内容

○坂手地区にあった２軒の古民家を農泊宿
泊施設に改築し、外国人を含めた宿泊者に
提供。うち一軒は、観光客、宿泊者、地域
住民のコミュニティの場としての活用を視野
にカフェを増築した。

○地元漁協と提携した「建て網漁・漁業体験
ツアー」、「無人島シーカヤック」の体験メ
ニューを創設し、地域観光資源を活かした
体験プログラムを充実した。

小豆島町坂手甲416番地 Ｔｅｌ： 0879-62-9881

応募団体からのアピール・メッセージ

香川県小豆島町

坂手地区に足を運んでくれた方が、また訪れたいと思うような最高の現地体験と思
い出作りが出来るよう地域の方々とともに頑張っていきたい。

～瀬戸内の小豆島で、農泊と現地体験を実践！

くぼ てるあき

その他（イン
バウンド）

農泊
しょうどしま

31 農林漁業、
農村文化体験

○平成27年の１軒目の開業以来、施設利用者は着実に増加し、談話室等で旅行者同
士の交流も活発に行われるため、リピーターも多い。

○現地体験プログラムの参加者も年々増加しており、坂手地区の交流人口の増加と地
域の活性化に貢献している。

活動の効果
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坂手古民家活用推進協議会

漁家民宿「ゲンザ」 漁業体験

経 緯

○坂手地区は少子高齢化や核家族
化の影響から空き家となる民家が
年々増加している。

○小豆島を訪れる旅行者に坂手地
区に来てもらえるように宿泊施設
と飲食店を確保し、現地体験型の
プログラムを通じて非日常的な体
験をしてもらいたい。

取組内容

○坂手地区にあった２軒の古民家を農泊宿
泊施設に改築し、外国人を含めた宿泊者に
提供。うち一軒は、観光客、宿泊者、地域
住民のコミュニティの場としての活用を視野
にカフェを増築した。

○地元漁協と提携した「建て網漁・漁業体験
ツアー」、「無人島シーカヤック」の体験メ
ニューを創設し、地域観光資源を活かした
体験プログラムを整備した。

小豆島町坂手甲416番地 Ｔｅｌ： 0879-62-9881

応募団体からのアピール・メッセージ

香川県小豆島町

坂手地区に足を運んでくれた方が、また訪れたいと思うような最高の現地体験と思
い出作りができるよう地域の方々とともに頑張っていきたい。

～瀬戸内の小豆島で、農泊と現地体験を実践！

さかてこみんか

その他（イン
バウンド）

農泊
しょうどしま

32 農林漁業、
農村文化体験

活動の効果

○平成27年の１軒目の漁業体験民宿の開業以来、施設利用者は着実に増加し、談話
室等で旅行者同士の交流も活発に行われるため、リピーターも多い。

○現地体験プログラムの参加者も年々増加しており、坂手地区の交流人口の増加と地
域の活性化に貢献している。
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三ッ子石池資源保全組合

田中幼稚園芋ほり大会 遊休農地を活用したコスモスの植栽

経 緯

○宅地化が進み、非農家との混住
化、農業従事者の高齢化等によ
り農家個々のみでは地域内の農
業用排水路等施設及び地域農業
を守ることが困難となる。

○地域コミュニティにおける交流が
希薄化しており、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。

○遊休農地の活用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つつ継続されて
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

この活動を可能な限り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

高齢者の活躍
環境保全・
景観保全

みき

食育・教育33
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