
白桃 薫

稲刈り体験の様子 地域の在来の小麦や野菜を使った地域パン

経 緯

○中山間地域の神山町では、農業
者の高齢化、後継者不足による
耕作放棄地の増加などが大きな
社会問題になる。

○地域の農と食を次の世代につな
いでいくために町役場、サテライト
企業、町の公社の３者が出資し、
地産地食の(株)フードハブ・プロ
ジェクトを設立した。

取組内容

○地域で栽培した農産物を使った食堂・パン
屋・食品店を運営及び地元の食材で加工
品を開発。

○新規就農者を受け入れ。

○保・小・中学校の先生の「子供たちとやって
みたい」を形にする、農業生産、加工、販売
などの体験を環境保全型農業を軸に実施。

○地元の農業高校と連携し、環境保全型農
業を軸とした、農業生産、加工、販売などの
カリキュラムを構築。

活動の効果

○地域内から農産物、加工品、サービスなどの購入額が年間約2千万円（H30年～）。

○「地産地食」で地域を育て、地域で食べる食を支え、若者が日々の農作業や料理に
打ち込む姿が、地域の人の協力意識を変え始めている。

○地域の子供達が、神山町で農業や食に関わる仕事に興味を持つようになった。

徳島県名西郡神山町神領字北190-1 Ｔｅｌ：088-676-1011

応募団体からのアピール・メッセージ

徳島県神山町

～地域の農業をつなぐフードハブプロジェクト～

農業の担い手育成と
新規就農者の移住・定住食育・教育

かみやまちょう17 ６次産業化

日本全国の中山間地域に、フードハブという考えを広め、様々な地域でそれぞれの
課題解決の糸口になるよう、視察の受け入れや講演活動を積極的に進めていきます。

しらもも かおる
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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、
防護対策を取らなければならなく
なった。
○６年前に、１万円札の原料であるミ
ツマタの90数％が輸入されている
ことを知り、国産ミツマタの生産に
取り組んだ。加工は軽作業のため
年齢を問わず行えるので、地域の

活性化に繋がると考えた。

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・補植・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

○ミツマタ事業も６年目を迎え、他県からの視察に応じたり、視察に行ったりすることで
いろいろな情報を交換し、それを作業に活かすことで事業が安定してきた。

○地域の人たちと会話しながら作業をしたり、県外へ視察に行くことは高齢者の方々の
活力となっている。

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、１万円札原料半分以上が国内産ミツマタ
となるよう活動していきたい。

～山のお宝を活かす！！～

きさわ

農林漁業、
農村文化体験

なかちょう18 鳥獣被害防止

白皮剥ぎ作業は人の手で丁寧に仕上げる 食害のひどい山地で他団体との交流植林体験

徳島県那賀郡那賀町沢谷字井元34 Ｔｅｌ：0884-65-2022

高齢者の
活躍
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大会風景 大会風景（近影）

経 緯

○古くから木頭杉の産地である木頭地
域では、バラ流しと呼ばれる一本ご
とに流す方法で木材の搬出を行って
おり、そこから丸太の一本乗りの技
能が生まれ、トラック輸送に変わる昭
和30年後半ごろまで行われていた。

○一本乗りの技術の伝承と地域おこし
のためにイベントとして復活させた。
かつての一本乗りの名残りが伺える
のは全国で唯一となる。

取組内容

○「木頭杉一本乗り大会」を毎年開催し、令
和元年度で32回を迎える。

○大会2ヶ月前から毎週講習会を開催し、
参加者の技能の向上、伝承を図る。

○毎年、地元中学生に体験講習を実施し、
大学生や各種団体からの体験講習も積
極的に受け入れている。

活動の効果

○ 「木頭杉一本乗り大会」は、他に類を見ない大会で、県内はもとより県外から毎年
100人程度の参加者があり、夏の恒例イベントとして定着してきており、地域外の人
との交流の場となっている。

○地元中学生への体験講習により、大会に参加する生徒が増えている。

徳島県那賀郡那賀町木頭出原字マエダ34 Ｔｅｌ：0884-68-2311

応募団体からのアピール・メッセージ

徳島県那賀町

イベントのみによる広がりだけでなく、林業との連携、地域の活性化につなげていき
たい。

～一本乗りの技能をイベントで復活～

なかちょう

伝統の継承

木頭杉一本乗り保存会

19
き と う す ぎ いっ ぽ ん の

農林漁業、
農村文化体験
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田植え交流会 看板設置，生産履歴の提出

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、病害虫防除農薬の使
用は３回以内として生協と協定書
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、化学農薬及び化学肥料を徳
島県が制定した慣行レベルより５割以上
低減し栽培、全員がエコファーマーに認
定されている。

○栽培開始前には講習会を開催し、栽培
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、山間部でもあり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、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字寺前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。

～環境保全と美味しさにこだわった『乙姫米』～

みなみちょう

みさと

食育・教育 高齢者の活躍

日和佐乙姫米栽培研究会

20
ひ わ さ お と ひ め ま い

環境保全・
景観保全

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-29-　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　



奉納花火の打ち揚げ（燃焼状況）

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。その製造技法の衰退と赤
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衰退を回避し、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。

〇秋まつりに帰省する人達や地域外から花火の観覧に来る人も増加し、例年700人
から800人の観覧客がいる。

徳島県海部郡美波町赤松字日浦236 Ｔｅｌ：0884-79-3024

応募団体からのアピール・メッセージ

徳島県美波町

190年余り歴史のある吹筒花火は、地元の住民が手造りすることに特徴があり、点火
され燃焼する花火の下を若者が掛け声とともに、勇ましく駆け巡る、全国の伝統花火の
中でも珍しい風習になります。

～きてみんで できたん どしたん 吹筒花火～

みなみちょう
伝統の継承

特定非営利活動法人赤松煙火保存会

21
あかまつ えんか

花火の舞い散る下を若者が駆け巡る
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はーとふる川内株式会社

経 緯

○ 2014年から、障がい者の新規職
域開発としてハウストマトの生産
を開始。

○ 2015年から、障がい者就労支援
センターと協働し、ドライトマトの
製造販売を開始（６次産業化の農
福連携）。

○2017年、「とくしま安2 GAP農産物」
認証を取得し、環境保全に配慮し
た安心安全なトマトを市場に供給
できるようになった。

取組内容

○障がい者就農を目的とした農園（大型ビ
ニールハウス）で中型トマトを水耕栽培。

○企業と福祉施設で就労する障がい者が連
携して高品質のドライトマトを開発。トマトの
生産、加工、販売を実施。（6次産業化）

○ 「とくしま安2 GAP農産物」認証を取得し、障
がい者が安心して働ける作業環境を整備。
（令和2年1月22日ノウフクJAS取得）

○阿波吉野川青年農業者会議にて取組みを
紹介。徳島労働局と連携し、見学受入れや
セミナーを開催。

活動の効果

○障がい者就労支援センターへの業務委託により、工賃向上や利用者の増加が見込ま
れる。

○障害者雇用は、トマトの生産部門（アグリ事業部）において６名。トマトの収穫量は、38t
から78tに増加。（H26→H30）

○ドライトマトの生産量は、70㎏から150㎏に増加。(H27→H30)

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。チャレンジドたちが「感謝」の気持ちと「ま
ごころ」がいっぱい詰まったトマトを育てています。どうぞ見学と応援においでください。
ＵＲＬ： http://www.heartful-kawauchi.co.jp/

～農に障がい者の力を～

かわうち

６次産業化
きたじまちょう22 雇用

障がい者雇用農園 まごころファーム「コスモス」

徳島県板野郡北島町高房字居内１－１ Ｔｅｌ：088-678-5276

農福連携

商品化されたドライトマト「愛さんさん」
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とくしま上板熱中小学校第５期入学式 藍の種まき～根付け～刈り取り～刈飛ばし

経 緯

○上板町においても、過疎化は深刻な
問題として捉えられている。
そこで、活力ある地方創生を図ること

が急務であるとの認識から、上板町
の要請を受けて、人材育成を中心と
する町の活性化を担う団体 「非営利

型（一社）ジャパンブルー上板」を結
成し、活力ある農山村社会の実現を
目指すための活動を始めた。

取組内容

○活力ある人材を育てるため、大人の社
会塾「とくしま上板熱中小学校」を開校。

○藍の栽培と染料生産を行い、藍染文化
を伝承し、藍の振興と普及活動を実施。
藍の6次産業化を推進し、その過程の
中で障害者支援施設と契約し農福連携
にも取組んでいる。

○地域資源である藍をテーマとした活性
化を図る温かみのあるマルシェを開催。

活動の効果

○とくしま上板熱中小学校の塾生は、多彩な先生による講義から刺激を受け、そのこ
とを活力として、藍栽培から染料づくりと藍染、古民家再生、ものづくり、地域貢献活
動など多様な取組みを自主的に行っている。

○藍染文化の伝承と普及活動により、染料生産量は着実に増加しており、藍色は東
京オリンピック2020の公式エンブレムに採用された。また、羽田空港国際線ターミナ
ルでの藍染体験は多くの方から高い評価を受けた。

○藍マルシェの開催により、人の交流が図られ、地域が活性化した。

徳島県板野郡上板町泉谷字原東32-4 技の館内 Ｔｅｌ：088-694-7766

応募団体からのアピール・メッセージ

徳島県上板町

人材育成を通じて地方活性化イベントを創出すると共に藍文化の伝承と振興を
図り、藍の６次産業化を目指します。

～人材育成で藍の６次産業化をめざす！～

かみいたちょう
農福連携

非営利型一般社団法人 ジャパンブルー上板

23
かみいた

伝統の継承 ６次産業化
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○県西部4市町で伝統的に続く「に
し阿波の傾斜地農耕システム」
の世界農業遺産への登録申請
を契機に、平成26年頃から、「傾
斜地農耕を実感し、伝統的な農
耕行事も楽しんでもらいながら、
次世代に繋いでいきたい。」 とい
う思いで活動を始めた。

花咲くソバ畑 歌いながら「立てずき」で庭先を叩く小学生

経 緯 取組内容

○標高300㍍、傾斜30度の急傾斜地の畑20
㌃で栽培しているソバの花が満開になる毎
年9月下旬から10月中旬に、観光農園とし
て一般開放し、傾斜地農耕を実感しても
らっている。

○平成27年、旧暦10月の最初の亥の日に行
われる地域の伝統的農耕行事「お亥の子さ
ん」を、地域の小学生とともに25年振りに復
活させた。

活動の効果

○人口減少等が課題になっている集落に明るさを取り戻している。

○在京、関西及び県内の大学生が体験学習で訪れるほか、平日でも外国人を含む多
くの人が訪れる。テレビ局や新聞社も取材に訪れ、観光農園の訪問人数は、取組開
始当初のH26年は60名程度であったものがH30年には152名となった。

○次世代に「お亥の子さん」の行事が伝承されるよう、毎年地域の小学生の参加を得
て取組んでいる。

徳島県美馬郡つるぎ町貞光猿飼149 Ｔｅｌ：0883-62-2780

応募団体からのアピール・メッセージ

徳島県つるぎ町

～世界農業遺産の農耕と伝統を守る～

教育機関との
連携

農林漁業、
農村文化体験

ちょう

24 伝統の継承

そばの体験型観光農園と伝統的農耕行事の「お亥の子さん」を継続させていきたい。

にし おか た はる き

西岡田 治豈
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ブランド商品法市の干し芋「ぽちいも」 東みよし町 しごと体験ツアーの様子

経 緯

○世界農業遺産認定地である法市集落
では、古くから干し芋の生産販売が行
われていたが、量包装・廉価販売とい
う商習慣が根強く、適正価格での販売
が出来ていなかった。このことが集落
衰退の一因になっていると考えた。

○所得の確保、集落の存続のためには、
適正価格での販売が必要不可欠であ
り、ブランディング・販路開拓を進め、
地域資源の6次産業化に取組むことを
決めた。

取組内容

○30代～40代の女性を「干し芋」のター
ゲットに決め、食品売場から雑貨店やア
パレルにも展開できる量目、サイズ、
パッケージを考案した。

○平成30年度関係人口創出事業（町主
催）の体験コンテンツとして干し芋づくり
を実施。

○地元中学生の体験授業の受入れ。

○営農を核とした集落の再生を目的に、地
域住民で集落活性化組織を設立。

活動の効果

○干し芋の売上高が、令和元年度においては平成28年度に比べて約１０倍となった。今後も更なる
売り上げ増加を目指し活動を行う。

○2017とくしま安2 GAP取得。2018バイヤーズセレクション受賞（全国商工会連合会主催）。2018東
京オリパラ食材供給候補に選定。

○令和元年度には、集落の現状を伝えるため地元中学校で出前事業を実施した。また、干し芋づく
りを体験した人が、再度集落を訪れ農作業の手伝う等、活性化に寄与している。

○「集落活性化組織」では、鳥獣害対策勉強会や芋生産による耕作放棄地の利活用を行い、景観
維持と活性化に繋がっている。

徳島県三好郡東みよし町東山字法市139 Ｔｅｌ：080-3166-4574(山川代表)

応募団体からのアピール・メッセージ

徳島県東みよし町

限界集落とも言われている法市集落であるが、「干し芋ぽちいも」の生産販売
を通して人々との交流と景観維持を行い、知名度の向上や活性化に繋げる。

～限界集落 法市の挑戦！～

ひがし ちょう
高齢者の活躍

合同会社 法市の干し芋
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〇高齢化や人口減少が進む当集落に
賑わいを取り戻したいという思いから
活動開始。

○すばらしい自然が広がる、にし阿波
地域で、都会の中・高・大学生等に四
季折々の農作業等を体験してもらい、
にし阿波地域の伝統的な傾斜地農耕
や文化に対する理解を深めてもらい
たい。

木下 正雄 (農林漁家民宿 うり坊)

ジビエ料理を囲んで台湾からの宿泊客と談笑慣れない農作業に汗を流す女子大生

経 緯 取組内容

○都会の学生が班に分かれ、周辺の農家
に出向き、傾斜地の農作業を体験。

○狩猟罠の見回り体験を行い、希望者に
は、シカやイノシシの解体作業の見学。

○農作業を体験した人々に、ジビエ料理
を提供し、地産地消の食育を実施。

○大学生と地元住民による当集落の課題
解決に向けたワークショップを開催。

活動の効果

○都会の学生たちに世界農業遺産に認定された傾斜地農耕を体験してもらうことで、
集落の景観や伝統食文化、先人の知恵等を残していくことに繋がっている。

○狩猟体験から、「食べる」ということは動物たちの「命をいただく」ことであると理解し、
それに対して感謝する気持ちを実感してもらえた。

○ワークショップでは、熱心な討論が繰り広げられ、耕作放棄地を増やさないための
新しいアイデアや当集落の新たな価値を見出すことができた。

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

世界農業遺産に認定された傾斜地農耕等を体験し、この地域の独特の景観や伝統、
食文化、先人の知恵と工夫に溢れた田舎暮らしを実感してみませんか。

～やまびこが響く農家民宿うり坊～

ジビエ 食育・教育
農林漁業、
農村文化体験徳島県東みよし町26
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