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餅本膳料理

【周遊ルート】〜「にし阿波・桃源郷」の実現〜【地域の⾷】

農

KPI H27 （現在） H32
外国人旅行者 15,000人 30,000人

うち香港 5,166人 8,500人
台湾 1,342人 2,500人

アメリカ 1,095人 3,000人
中国 967人 5,000人

農泊施設 200施設 400施設

【５ヶ年計画の定量⽬標】

一般社団法人そらの郷（徳島県にし阿波地域）

○ 急峻な傾斜地で畑作を営む中⼭間地において、「にし阿波のありのままが世界に誇れる
桃源郷である」をコンセプトに、交流体験の有料化等地域にお⾦が落ちる仕組みを追及。

○ そば・雑穀等の郷⼟⾷や歴史を⼥性やシニア層が地域ガイドとなって案内することや、
古⺠家を⾼級感ある農泊施設として整備することで、交流し共感できる滞在型地域として
インバウンドを呼び込む。

阿波葉たばこの隆盛や酒蔵のあるマチ
ジャパンブルーの原点

阿波藍はじめ四季の花と果実の彩り

傾斜地畑の絶景と
農業の民 阿波忌部氏の歴史

にし阿波ゴールデンルート

平家落人伝説が残る日本屈指の秘境

「阿波牛」 ハレとケ珈琲

たばこ資料館

三好酒蔵 「増川笑楽耕」

「祖谷そば」

古民家体験

かずら橋
平家屋敷

ラフティング

「でこまわし」 「そば米雑炊」

干し柿

美村が丘

藍染め体験

阿波尾鶏
うだつの町並み

LED夢酵母日本酒

「ひらら焼き」

｢吉野川｣

「阿波地美栄」

シャイ ン

マスカット

「雑穀」の創作料理

半田そうめん

落合集落

急傾斜地農法

集落体験｢霊峰・剣山｣

○米が作れない条件で
の中山間農業

○雑穀､そば､いもなど条
件に合った作物を順次
導入することにより､守ら
れている伝統料理

（そば米雑炊）

（でこまわし） （ひらら焼き）



越えｍ

さぬきの農泊食文化海外発信地域推進協議会（香川県さぬき地域）

○ 良質な⼩⻨をはじめとして、イリコ、塩、醤油など、地域の資源が融合して
「さぬきうどん」が発展し、地域全体にうどん店が展開。伝統的なうどんから
ターゲット国の嗜好に合わせたうどんまで、多様な⾷を堪能できる。

○ 県産⼩⻨「さぬきの夢」こだわり店の推進や、うどん店を巡る「うどんバス」の運⾏⽀援等、地域の⾷と観光を融合した取組を推進。

馬瀬川鮎
餅本膳料理

【周遊ルート】〜お接待の⼼でもてなす「さぬきの路」〜【地域の⾷】

KPI H27（現在） H33
外国人旅行者 210,000人 639,000人

【５ヶ年計画の定量⽬標】
（しっぽくうどん）

○古くから各家庭
で愛されてきた「さ
ぬきうどん」。コシ
のある麺が特徴で、
食べ方も様々。

○瀬戸内産の「サ
ワラ」や伝統的な
野菜を活用した家
庭料理も豊富。

（オリーブ牛肉うどん）

さぬきうどんと空海ゆかりの四国遍路を体感

１
日
目

・国内最大級のため池「満濃池」

・中野うどん学校（琴平校）

・第75番札所善通寺

・宿坊いろは会館 泊

２
日
目

・善通寺で朝のお勤め体験

・第81番札所「白峯寺」

☆厳粛な遍路道を歩く☆

・第82番札所「根香寺」

・宿泊（高松市内）

３
日
目

・中野天満宮「献麺式（7/2）」

・第88番札所大窪寺

・県産小麦「さぬきの夢」

こだわり店「八十八庵」
＜オリーブ牛肉うどん＞

さぬきうどんと「さぬきの農」を体感

１
日
目

・フルーツ狩り体験

・「さぬき麺業」手打ちうどん体験

・東かがわ市五名地区

農家民宿「五名やまびこの宿」 泊

２
日
目

・ハマチ養殖発祥の地「安戸池」

ハマチ餌やり体験、解体見学

・「ワーサン亭」＜オリーブハマチ料理＞

・道の駅「源平の里むれ」 ＜地元の農水産物を販売＞

・宿泊（高松市内）

３
日
目

・ＪＡ香川県国分寺盆栽センター

・海の幸ふれあい市場

・綾川町うどん会館

・県産小麦「さぬきの夢」こだわり店
「うどん田中」 ＜オリーブ牛肉うどん＞

満濃池

宿坊いろは会館 中野うどん学校

白峯寺

根香寺

遍路道

献麺式

大窪寺 お遍路さん

ｵﾘｼﾞﾅﾙ品種「さぬき姫」

「五名やまびこの宿」

ハマチ餌やり体験

黒松盆栽綾川町うどん会館
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一般社団法人 八幡浜市ふるさと観光公社（愛媛県八幡浜市）
○ 海・山・川の自然に恵まれた八幡浜市は、日本屈指の温州みかんの産地であり、四国有数の水揚げを誇る魚市場を
有する“みかんと魚のまち” として栄えてきた。その地の利を活かし、地域の農林漁業等の生業やそれらを取り巻く
自然環境、さらに地域住民の暮らしそのものを観光資源として磨き上げ、市内での滞在時間を伸ばすことで観光消
費額の底上げを図っていく。

○ 具体的には、ターゲット層を欧米豪に設定し、各種の農林漁業等の体験プログラムをガイド付きで実施する。宿泊
先は、愛媛県が推進する「愛媛型農林漁家民宿」（簡易宿所）を新規に開拓・整備し、体験から宿泊、食事に至る
まで八幡浜らしさを存分に満喫できるプランを提供することで、まさに“暮らすように旅する”を具現化する。

八幡浜みなっと
（観光拠点）

八幡浜ならではの景観

向灘の段々畑

豊かな自然・アウトドア体験

諏訪崎 八幡浜大島

日本屈指のみかん産地を舞台にした農業体験・イベント

みかん収穫体験

四国
八十八景

地の利を活かした漁業体験・味覚体験

養殖餌やり体験 さつま汁づくり体験

地域の暮らしを丸ごと体験

愛媛型農林漁家民宿(簡易宿所)

どーや
市場・食堂

年間来場者
100万人超

愛媛・南予の柑橘農業システム

みかんの
品質
日本一

“食”の魅力で
市内を周遊
させ宿泊に
つなげる

アゴラ
マルシェ

市内
飲食店

市内
商店街

ショッピング
食事

各種柑橘ジュース 各種マーマレード

日本農業
遺産

じゃこ天 さつま汁 八幡浜ちゃんぽん八
幡
浜
な
ら

で
は
の
“食
”

マダイの
養殖日本一
(愛媛県) 船釣り体験

マーマレード
世界大会

市内
宿泊
施設

宿 泊

宇和海と養殖筏

夢永海岸

【５ヶ年計画の定量目標】
KPI R1 R2 R3 R4 R5

外国人 3,466人 3,541人 3,616人 3,691人 3,766人
延べ宿泊者数

八幡浜市で生産される温州みかんは日本一の品質を誇り、温
暖な気候と爽やかな潮風のなか、空・海・地からの反射による3
つの太陽の光を浴び、色も甘みも素晴らしい品質に仕上がる。
秋になると黄金色に輝く段々畑は、「愛媛・南予の柑橘農業シ
ステム」として日本農業遺産にも選定されており、将来に残し
ていきたい日本の大切な風景の一つといえる。
一方で、八幡浜市はトロール漁業の基地として全国に名を広

め、四国有数の規模を誇る魚市場には日々豊富な魚が水揚げさ
れ、広く関東・関西に出荷されている。

黄金色に輝くみかんの段々畑 豊富な魚種が水揚げされる市場
【地域の食と関連性のある地域資源】
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