
阿南市那賀川北岸地域広域保全協定 運営委員会

H30 １１団地１３ｈａでコスモスの植栽 R1 シンボル広場 花しょうぶ・タチアオイ

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３０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、①平坦コースと②山なみコースを選定し、見晴台や古道
を挿入する等の工夫したことと、加えて、地元の接待等があり、参加者も増加して
地域の交流の場となっている（H27年度・56人 → H30年度・226人）。

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

都市農業伝統の継承
あなんし

５ 環境保全・
景観保全
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新居 希予

現在４０歳。三人の子育てをしながら農業を行っている。 食いしん坊図絵を作成し食育、メディアで活用

経 緯

○結婚により12 代続く米農家で栽培
に従事し、農業の厳しさや農産物
の将来性、地域の魅力などを伝え
ることの重要性を痛感。
○地域の食文化を伝える食材の復
活等を行いながら、わかりやすく消
費者に伝える「表現する農業」の取
組を実施。

取組内容

○伝統黒米「弥生紫」の唯一の生産農家とし
て伝統を継承している。
○テレビ、ラジオ放送局のメディアの番組コー
ナーを担当し、生産現場を知る強みで農林
水産物の情報発信を行っている。
○保育園、幼稚園20校と連携し、田植えや稲
刈りの農業体験、毎月の食育便り発行等を
行い学校教育をサポートしている。

活動の効果

○地元ケーブル TVで番組を監修。ラジオ局の番組の中でコーナーを担当（H30年1月
～）。

○農業体験や食育には年間1,100人が参加（H30）。
○「食育たより」は、H29年1月から毎月学校向けに発行し、R元年度見込みも含め累計

25,700部となった（徳島県及び東京都計7校）。
○米の栽培面積は当初の 10倍に増加し、県内最大の無農薬米の栽培面積に。

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。

～伝統継承者が行う『表現する農業』～

に い き よ

教育機関との
連携

伝統の継承
あなんし

食育・教育６
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高開 文雄 (高開の石積み)

高開石積み芝桜まつりの様子 （４月） 石積み学校 高開文雄講師の様子

経 緯

○急峻な山の斜面を段々畑や宅地
として活用するため石積みが発達。
地元の者からすると見慣れた風
景であったが、2000年景観工学の
専門家（大学教授等）から希少価
値があるという教示を受け、地域
の活性化及び後世に残す為に地
域のNPOと共に活動を始めた。

取組内容

○地元のNPOと協力し、毎年4月１日から20日
間程、「高開石積み芝桜まつり」を開催。

○高開石積みの美しさをライトアップしようと
2001年から、12月第3土日２日間開催。

○東京工業大学 真田准教授と協力し「石積

みを後世に残す」取組みの石積み指導者と
して、全国的に石積みを指導する「石積み
学校」を開催。

活動の効果

○「高開石積み芝桜まつり」では、石積みと芝桜のコラボがいいと評価を受け、多くの
県外の人も訪れるようになっている。（年に約１万人 花の開花状況や天候により変
動有り）

○「石積み学校」の開催により、若い指導者も生まれ、今では県内外においても「石積
み学校」を開催。

徳島県吉野川市美郷字宗田82-1 Ｔｅｌ：0883-43-2888

応募団体からのアピール・メッセージ

徳島県吉野川市

高開地区に人を呼び込める、「石積み学校」により、石積みを後世に残してほしい。
400年もの間「石積み」により守られてきた地域の生活基盤や生活の知恵等、田舎の
小さな「宝」を伝え、少しでも長く残していきたい。

宝は石？～石を愛し地域を活性化～

たかがい ふみお

高齢者の活躍
環境保全・
景観保全

よしのがわし

伝統の継承７
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2019年度PR用ポスター 小学校での食育「ナスにいい虫・わるい虫クイズ」

経 緯

○「GOTTSO阿波」は阿波市の若手農業
後継者が中心となって、平成24年に

阿波市観光協会の所属ｸﾞﾙｰﾌﾟとして
発足。「まちのPR隊」として活動。

○ナスの消費量は減少傾向。子供たち
に好きになってもらうため、クセのな
い、ひすいナス「美～ナス」の栽培を
始める。

○「平成28年度とくしま特選ブランド」に
認証される。

取組内容

○GOTTSO（ごっつぉ）とは阿波弁で「ごち

そう」という意味。野菜の出張販売や広
報などを行い、農業の盛り返しを図る。

○「美～ナス」を使って、幼稚園や小学校
で食育を行い、消費量増加の取組みを
行っている。

○「グローバルGAP」、「とくしま安2GAP 農
産物」認証の優秀認定を取得し、東京
オリンピック・パラリンピックの選手村に
「GOTTSO美～®ナス」の納品を目指す。

活動の効果

○自分たちが生産した野菜の価値を見直し、「野菜の力でまちおこし」という目標で関
西圏、関東圏への出張販売や広報を幅広く行い、地域の活性化に一役買っている。

○甘くて柔かい果肉のひすいナス「美～ナス」は、加熱するとトロリとした食感になるこ
とから、ナスが苦手な子供にも「おいしい！」と好評。食育を通じ、農業を身近な職業
として感じてもらい、野菜の消費拡大に貢献している。

○多くの人との出会い・交流が生まれ、会員の視野はどんどん広がっている。

徳島県阿波市阿波町東原173 Ｔｅｌ：090-3787-2756（寺井会長）

徳島県阿波市の若手農家たちが、町おこしと農業活性化に大奮闘！「農家の力でま

ちを元気にしたい」という熱い思いで協力し合い、農業の未来を見据えた活動を自ら行
います。

応募団体からのアピール・メッセージ

徳島県阿波市

～野菜の力で町おこし！めざせ東京オリパラ！～

あ わ し

食育・教育

GOTTSO阿波
ご っ つ ぉ

企業との連携

あ わ

８ 持続可能な農業に
向けてのGAP取得
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○四国最長河川「吉野川」の中流域に
ある日本一の川中島「善入寺島」は、
阿波市と吉野川市にまたがる総面
積５００ｈａの島で、約３５０ｈａが肥
沃な農地となっている。年間を通し
て様々な野菜や水稲が栽培され、
両市にとって重要な農業資産となっ
ている。
この「宝島」を農業のみならず、歴史、
文化、景観、教育の場として次世代
に継承していくため、活動を始めた。

善入寺島の全景 島に渡る潜水橋付近の一斉清掃

経 緯 取組内容

○支障を来していた、農地の間の巨木を
森林組合に依頼して伐採。点在している
不作付地は一般市民と共同で除草。耕
作しない農地には緑肥となるヒマワリや
コスモスを植え美しい景観を演出。

○島内にある「四国八十八ヶ所遍路道」の
整備。（看板やトイレの設置）

○地元幼稚園児や小学生を対象に、野菜
の植付けや収穫体験を実施。阿波市、
吉野川市の給食センターに野菜を供給。

活動の効果

○雑草や害虫の巣窟となっていた不作地が市民との共同作業により改善。花々が咲
き誇る美しい景観は、結婚式用の写真撮影や家族の憩いの場として多くの人に親し
まれている。

○約千二百年前に空海上人が開祖した遍路道を整備したことにより、気持ちよく巡礼
できると、歩き遍路が増加している。

○食育により子供たちの農業に対する理解を深め、阿波市、吉野川市の給食セン
ターで使用する多くの野菜がこの島から供給されている。

徳島県阿波市市場町市場字上野段737-1 Ｔｅｌ：0883-36-3240

応募団体からのアピール・メッセージ

徳島県阿波市

日本の「サンチャゴ・デ・コンポステラ」として、歴史、農業、文化、景観を地
域住民と共に守り次世代に継承する。”ようこそ!トレジャーアイランド(宝島)へ”

～日本一のトレジャ-アイランド「善入寺島」～

あ わ し 環境保全・
景観保全

吉野川善入寺土地改良区

９

よ し の が わ ぜ ん にゅ うじ
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徳島県美馬市

山人の里運営委員会

子ども会のピザ体験。地元食材がたっぷり。 そば打ち体験の様子。そば粉は当然、地元産

経 緯

○廃校した重清北小学校を地域イベント
の場所として利用していたが、地域住
民アンケートを実施した結果、「宿泊施
設」として利用することとなり、施設整
備を開始した。

○「地元住民で守った思い入れのある木
造校舎を風化させない」その強い「思
い」から、「山人の里運営委員会」を結
成した。

取組内容

○地域の木材を活用した炭焼き等の林
業体験や、農業体験、本格石窯で地
元産の野菜を使ったピザづくり等、
様々な体験メニューを展開。

○小・中・高・大学生や企業研修に活用。
○地域住民のための「いきいきサロン」
「健康教室」を実施。小学校時代の写
真を展示し、転出した卒業生の「思い
出の母校」を守る活動も行っている。

活動の効果

○農業体験、林業体験、ピザづくり体験などの地域性溢れる体験メニューが、幅広い
世代で利用されるようになり、交流促進と賑わいを創出。

○秋から冬にかけては、星空観察や山歩きの家族連れにも利用されるほか、民間企
業の長期滞在型利用も行われるようになった。

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様々な技術を有する「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：https://ja-jp.facebook.com/Yamantonosato/

～木造校舎をリノベーション。“山人”体験！～

雇用
農林漁業、
農村文化体験

やまんと

公共施設の
利活用

み ま し10
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仕出原 自治会

清流穴吹川と「しでの家」 はっさくシャーベットとブルーベリーアイス

経 緯 取組内容

○自然景観と農地の維持継承のため、集落
が共同で安全対策や環境整備に取組む。

○伝統果樹の八朔（とくしま特選ブランド認
定）は、EUへ輸出。

○「しでの家」は夏場の川遊びやブルーベ
リー狩りの人気スポットとなり、人を呼び込
める集落を目指す。八朔やブルーベリー
の加工品を販売。

○明治大学農学部のフィールドワーク受入
れ。

活動の効果

○「しでの家」の共同運営により協調性が醸成され、集落外の人々との交流が深まるこ
とにより、村おこしの起爆剤となっている。

○従来の個別の農作業から、共同作業へ移行中。個々の能力に応じた作業を担当し
無理なく作業を実施する。鳥獣害対策により被害が減少したことで作付け意欲が回
復。

徳島県美馬市穴吹町口山字仕出原80 Ｔｅｌ：0883-52-0468

他の多くの八朔産地は見切りをつけたが、昭和30年代から伝統の八朔を守り、逆に

希少価値を高めた。「はっさくシャーベット」「ブルーベリーアイス」は「しでの家」の名物
となっている。“清流穴吹川と豊かな自然がお待ちしています。是非お越し下さい。”

応募団体からのアピール・メッセージ

徳島県美馬市

～清流穴吹川と自然を楽しむ人気のスポット～

みまし 教育機関との
連携

環境保全・
景観保全

し で はら

11 輸出

○平成15年に美馬市が観光・物産販
売施設と駐車場（100台）を備えた「し

での家」を設立。現在、仕出原自治
会が管理・運営。

○各種支援制度を活用し、積極的に中
山間地域の環境整備に取組み、「平
成16年度 優良農村集団知事賞」を
受賞。
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社会福祉法人 池田博愛会

箸蔵小学校とのそば打ち交流 地域住民、行政、製薬会社との協働で十薬の刈り取り

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躍を担うと共に、
未耕作地の再利用による地域貢献
や、地域の子供たちや住民と連携し
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
めに活動を始めた。

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。地元の小学生とそば打ち体験
で交流。

○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で「里の雫」として販
売。

○地域創生事業として展開している地域交
流拠点「箸蔵とことん」で栽培したサツマ
イモを販売。（干し芋も販売を検討中）

活動の効果

○地域住民や小学生、関係者と共に障がい者が仕事を行うことで、地域住民（子供～
大人）の正しい理解を得るだけでなく、障がい者の工賃の向上や、自己肯定感の向
上に繋げられている。

○生涯活躍のまちづくり事業の一端を担うことで、過疎化が進む社会に歯止めをかけ、
地域の活性化に繋げるための一翼を担っている。

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

農福連携や、移住者支援等、障がいのある人もない人も皆が主役！ 地域住民と手を

取りあい、どのライフステージでも生きがいを持ち、誰もが笑って暮らせるまちづくりを目
指す。

～みんなが主役のまちづくり～

みよしし

移住・定住 農福連携食育・教育12
いけ だ はく あい かい
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遊休農地を利用したそば畑

経 緯

○休校中の旧有瀬小学校を利用し、何
か活動を行おうではないかという提
案に賛同した者により「生活改善グ
ループ有瀬つくし会」を結成。地元で
古くから作られていた味噌、豆腐、コ
ンニャク、そば等を製造し、各種イベ
ントでの出張販売に取組む。その後、
平成27年４月に廃校した校舎を借り
受け、民宿楽校（がっこう）の宿「ある
せ」を立ち上げた。

取組内容

○山間部に位置する有瀬地域の食文化
の再生と伝承のため、遊休農地30ａを
開拓し、原材料となるそば、コンニャク
玉、大豆等を生産。これらを使用した味
噌、石豆腐、コンニャク、祖谷そばを作
り、民宿楽校の宿「あるせ」で提供。

○国際ボランティアを受入れ、農業体験
や里道の整備、石豆腐やコンニャク製
造等の体験を実施。

活動の効果

○平成30年３月、「にし阿波の傾斜地農耕システム」が世界農業遺産に認定された。ま
た、当地域にはラフティングのメッカとしても有名な清流吉野川が流れており、美しい
景観や伝統的な農業・農法を体験しようと、国内外からの観光客が後を絶たない。
楽校の宿「あるせ」の利用者も増えている。

○会員も高齢であるが、様々な活動を行い、地域の農業・農法を後世に「残そう・守っ
ていこう！」とする意欲はだれにも負けない。今後も村の活性化のため活動していく。

徳島県三好市西祖谷山村有瀬414番地1 Ｔｅｌ：0883-84-1337

応募団体からのアピール・メッセージ

徳島県三好市

楽校の宿「あるせ」を中心に、傾斜地農業の体験や国際交流等を深め、地域の歴史
や文化を国内外の人々に理解してもらいたい。

～絶景と山村食文化の里 「あるせ」～

取組内容

みよしし 農林漁業、
農村文化体験

生活改善グループ 有瀬つくし会

13
ある せ

環境保全・
景観保全

伝統の継承

楽校（がっこう）の宿「あるせ」の全景
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川内 孟 (川内園)

夫妻と急傾斜地の山茶 天空ノ山茶

経 緯

○山城町上名地区では、標高300m以
上の急傾斜地で自生種の茶を栽培。

○平成26年、「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、昔ながらの茶づくりその
ものが「地域の宝」になると感じ、「地
域ブランド」としての販路拡大と、活
性化に繋げる取組みを始めた。

取組内容

○昭和30年から60年以上も栽培している自
生種の茶葉（多様な個性もつ）を原料に
使用し、自然にブレンドされた香り高く味
わい深いお茶、「天空ノ山茶」を製造販売。

○肥料は山のカヤ等を敷き詰めるのみで、
農薬を一切使用しない昔ながらの方法で
栽培。地域内で協力し合いながら、茶摘
みを行い、急傾斜地の景観維持と所得
向上に繋げる。

活動の効果

○令和元年における「天空ノ山茶」の生産量及び販売額は、平成25年に比べてそれぞ
れ約４倍増となった。

○三好市の大歩危・祖谷地域は、インバウンドを含む観光客が増加しており、それに
伴い、お茶を含む土産品の販売量も増加している。

○令和元年７月には、「三好やまびこふるさと会」により「三好の逸品」の登録商品に認
定され、「三好の逸品アンテナショップ」において商品販売が出来るようになった。

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

～自然が生んだ奇跡のブレンド「天空ノ山茶」～

みよしし 高齢者
の活躍

高齢化が進む山あいの地域だが、このお茶を通じて活性化と所得向上を目指します。大
歩危駅を眼下に、まさに、「空」と「山」と「水」から生まれたお茶、「天空ノ山茶」を是非一度
ご賞味下さい。

かわうち

14 伝統の継承

はじめ

環境保全・
景観保全
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かみかつ棚田未来づくり協議会

往還道の交流体験・大学授業と連携棚田ライトアップ・樫原の棚田2018

経 緯

○平成23年度の第17回全国棚田サミット開
催をきっかけとして、上勝町の八重地・市
宇・田野々・樫原の4地区で連携した活動
がスタート。

○連携活動を継続し、平成24年度より「棚田
感動ビジネスプロジェクト」、その発展系と
して平成29年度の「棚田未来づくりプロ
ジェクト」スタートをきっかけに、かみかつ
棚田未来づくり協議会を設立した。

取組内容

○棚田4地区の集落拠点を食でつな
ぎ「星の駅」として相互PRする仕組
みを展開。

○棚田地区での交流人口を獲得し
集落ビジネス環境を創造するため
に、棚田LEDライトアップを実施。

○徳島大学授業と連携し、歴史的文
化資源である往還道において、学
生の棚田往還交流体験を実施。

活動の効果

○棚田地域の集落拠点として登録した「星の駅」との関連の交流人口が、平成29年
度260名から平成30年度520名に倍増した。

○過年度のライトアップ（ローソクによる１日開催）の経験を踏まえ、2018年度棚田LED
ライトアップを樫原の棚田で１ヶ月間開催し、夜間交流人口の獲得の環境ができた。

徳島県勝浦郡上勝町大字福原平間71-1（株式会社かみかついっきゅう内） Ｔｅｌ：0885-46-0203

徳島県上勝町

～集落居住を目指したかみかつ棚田未来づくり～

かみかつちょう 教育機関との
連携

農林漁業、
農村文化体験

応募団体からのアピール・メッセージ

「棚田未来づくりプロジェクト」は、過疎高齢化がすすむ棚田集落で、
交流活動促進による元気な集落の持続や集落居住をめざします。

ＵＲＬ：https://kamikatsutanadamirai.amebaownd.com/

15

た な だ み ら い

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-24-　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　



(株)フードハブ・プロジェクト

地域のみんなでつくる加工品の開発・製造 地域のみんなで農業や食文化を次の世代につなぐ

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～）。

○単なる農業や飲食業に留まらない、地域の農業問題の解決、食文化の継承、雇用
創出、移住促進、コミュニティの活性、次世代教育など、幅広い範囲での地域社会の
課題解決を担っている。

○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

16 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。
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