
剣山・吉野川を活用した
アドベンチャーツアー&

世界農業遺産絶景傾斜地畑体験



日本は、複数の大陸プレート
の境界に位置。

にし阿波地域は、中央構造線
上にある。

→隆起、変形により山岳が形
成
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• 吉野川等の氾濫を回避
• 湧水が豊富
• 効率的に日光を受ける
• 畑の造成・復旧が容易

• 土壌流亡
• ときに過剰な水
➡土壌や水流の管理が
困難
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■地域の特徴
・大歩危祖谷温泉郷など

豊富な温泉資源

・剣山・吉野川に代表される
多自然な環境を活かした
アクティビティ

・世界農業遺産に認定された
価値ある農文化・食材。
それを体験できる農泊施設



剣山



吉野川



祖谷のかずら橋



Michelin Green Guide ★★

祖谷渓



うだつの町並み



• 耕作不適とされるような急峻な山の中腹で
• あえて棚田などの水平面をつくらず傾斜地をその

まま活用
• カヤのすき込みや独特の農具、技術による土壌流

亡の抑制
• 地域固有品種の雑穀、イモ、野菜、茶を中心に時

代に応じた複合経営
• 400年以上続く持続可能なシステム

世界農業遺産 GIAHS



• Globally ･･････ 世界的に

• Important･････ 重要な

• Agricultural････農業の

• Heritage ･･････ 遺産

• Systems･･････ システム
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世界農業遺産（GIAHS）とは

• 社会や環境に適応しながら何世代にもわたり形づくられて

きた伝統的な農林水産業と、それに関わって育まれる生物

多様性、文化、ランドスケープなどが一体となった世界的

に重要な農林水産業システムを、国連食糧農業機関

（FAO）が認定する制度

GIAHS
（ジアス）



世界遺産 世界農業遺産
(UNESCO) (FAO)
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• 世界遺産（文化遺産）

• 遺跡や歴史的建造物

• 過去の人間活動

• 不動産

• 現状を「そのまま」保
全

世界農業遺産
 土地利用・文化・景観・
生物多様性からなる「シ
ステム」

 現在から未来にむけて
の人間活動

 変化する智恵

 ダイナミックな保全



• 世界農業遺産は、もともと「緑の
革命」に代表される農業の近代化
に対抗する「プランB」として考え
出されたもの

• 従って、農業の近代化に対立する
要素を重要視（ある意味で、農政
の本流とは別の流れ）
• 近代化された農業 ⇔ 伝統的な農業
• 大規模で効率的な農業 ⇔ 小規模で付加価値の高い農業
• 企業的経営 ⇔ 家族経営
• モノカルチャー ⇔ 多様性のある農業
• 収奪的な農業 ⇔ 持続（可能）性のある農業

世界農業遺産は「伝統的な農業」
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にし阿波の傾斜地農耕システム
• 耕作不適とされるような急峻な山の中腹で
• あえて棚田などの水平面をつくらず傾斜地をその

まま活用
• カヤのすき込みや独特の農具、技術による土壌流

亡の抑制
• 地域固有品種の雑穀、イモ、野菜、茶を中心に時

代に応じた複合経営
• 400年以上続く持続可能なシステム







剣山&源流おまかせハイキング
剣山のガイドを中心に、リクエストやご相談に応じて剣山系の山へご案内致します。
水が豊富なこのエリア、源流で水を汲みコーヒーを(コーヒー以外もあります)淹れたり、隠れたスポット
へご案内したり、そして特に初心者にはハイキングのノウハウをしっかり詰め込んだがツアーです。

■所用時間：5時間
■価格：10,000円/人
■問い合わせ先
Trip四国の川の案内人
0883－68－8022
anabukigawa@gmail.com
https://trip-yoshinogawa.com/

mailto:anabukigawa@gmail.com
https://trip-yoshinogawa.com/


吉野川カヤックツーリング
最大水量日本一を誇る「吉野川」はその安定した水量と河原の広さが特徴。少しレクチャーを受けた後、
安定感のある２人乗り艇で下ります。途中にはコーヒーを飲んだり川の歴史に触れたりと川旅の魅力が
詰まったツアーです。コースは川の状況やメンバーを考慮して当日決定します。

■所用時間：3時間
■価格：7,000円/人
■問い合わせ先
Trip四国の川の案内人
0883－68－8022
anabukigawa@gmail.com
https://trip-yoshinogawa.com/

mailto:anabukigawa@gmail.com
https://trip-yoshinogawa.com/


Water Sports
ラフティング，サップ，キャニオニング などなど
https://miyoshi-city.jp/naturetourism/



Forest Adventure
■時間: 2 時間
■価格: 4,100円 /人
■問い合わせ先
フォレストアドベンチャー・祖谷
080-6284-2105

iya@foret-aventure.jp

mailto:iya@foret-aventure.jp


ブロンプトンポタリング～祖谷渓コース
「祖谷のかずら橋」やミシュラン2つ星「ひの字渓谷（祖谷渓）」、200mの絶壁に立つ「小便小僧」な
ど、祖谷の見どころを抑えつつ日本三大秘境「祖谷渓」を下る「にし阿波」のハイライトコース。途中、
名物店長のいる日用品店に立ち寄ったり、JRや路線バスの乗車体験など、さまざまな出会いも楽しみの
一つです。

■所用時間：7.5時間
■価格：9,000円/人
■問い合わせ先
株式会社AWA-RE
0883-53-7055
info@awa-re.com
https://www.brompton-pottering-

association.com/

mailto:info@awa-re.com


■所要時間：１時間
■価格：2,850円
■問い合わせ先
一般社団法人そらの郷
0883-87-8988

sora@cn05.awaikeda.net

雲海タクシープラン



秘境・奥祖谷ツアー（タクシー）

■所要時間: 4時間
■価格：8,800円
■問い合わせ先
一般社団法人そらの郷
0883-87-8988
sora@cn05.awaikeda.net



世界農業遺産のエリアで地域住民と田舎体験（共同調理体験付き）

世界農業遺産に認定された傾斜地農業を営む蔵谷家で、採れたて野菜を使用した共同調理だけでなく、
集落の人々との交流を楽しんでください。

■所用時間：3時間
■価格：5,000円/人
■問い合わせ先
古民家宿蔵谷
080-3569-4510
kuratani.stay@gmail.com



世界農業遺産の野菜を農家レストランで味わう
ランチプラン各種

農家レストラン風和里
Tel:0883-56-0725

つづき商店
Tel:0883-88-5625



大歩危・祖谷温泉郷



Hotels and Japanese Inns

https://www.kazurabashi.co.jp/
https://www.mannaka.co.jp/hotel/hotel.html
https://www.iyaonsen.co.jp/
http://www.hotel-hikyounoyu.co.jp/
https://www2.489ban.net/v4/image/133/0/141074.png


日本百名山剣山篪庵
Chiiori

The house was purchased by Mr.Alex Kerr renown 

as a researcher of Oriental Art and Culture and was 

named “Chiiori” (House of the Flute)

Available as a guest house (max. １０ people)
Mr.Alex Kerr



落合集落



桃源郷祖谷の山里





古民家やど 紺屋
築100年程の古民家をできる限りそのまま残し改装していますので、昔暮らしの雰囲気を味わうことがで
きます。また、薪割り、火おこし、野菜の収穫などが体験できます。

■一泊二食付き（体験料込）
価格：13,000円/人

■問い合わせ先
古民家やど紺屋
080-6378-8984
kouya.18.508@gmail.com



民宿 うり坊
集落に広がる傾斜畑で野菜を収穫し、ジビエはハンターである主人が仕留め、丁寧に処理したものを使
います。水は集落の人たちが管理する穏やかな里山の湧水を使い、都会のレストランにはない、ここだ
けの豊かな食体験を味わえます。

■一泊二食付き（体験料込）
価格：12,000円/人

■問い合わせ先
民宿 うり坊
090-4338-2985



古民家宿 蔵谷
世界農業遺産の集落ガイド付き宿泊プラン
日本の原風景が残る徳島県三好市。険しい山々と深い渓谷が織りなす斜面には，
民家と畑が張り付くように立地し，世界でも珍しい独特のランドスケープを創り上げています。
宿の主人による集落ガイド，夕食は家主が地域のおすすめの飲食店を紹介します。傾斜地集落の文化的
背景や，風土，を感じるとともに、地域の人たちの暮らしを感じることができます。（英語ガイド可）

■一泊朝食付き（ガイド料込）
価格：12,000円/人

■問い合わせ先
古民家宿蔵谷
080-3569-4510
kuratani.stay@gmail.com



コロナウイルス対策
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ご清聴ありがとうございました

問い合わせ先

団体名・DMO：一般社団法人 そらの郷
電話： 0883-87-8988 FAX：0883-72-0753
E-mail： sora@cn05.awaikeda.net


