


徳島県

⻄部
山エリア

街エリア

海エリア

南部

東部

・年中温暖で、⽇照時間が多い
・⼭間部では記録的豪⾬になることも
・海・⼭・川がそろう豊かな⾃然

・新鮮で安全・安⼼を誇る豊富な⾷材

・⽐較的温暖

・気温が氷点下まで下がることはあまりない
・⼤型ショッピングモール、学校、
病院など施設が充実
・公共交通機関も他のエリアに⽐べると充実

・内陸性の気候

・⼭岳部では雪が積もったり路⾯凍結する
こともあるが、夏季は⽐較的涼しい。
・美しく雄⼤な景観、古い街並みや暮らしを
楽しむことが出来る
・近年インバウンドの動きが⼤きい
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⼈⼝減少

東京圏23年連続転⼊超過 名古屋圏・⼤阪圏 共に 6年連続転出超過
東京⼀極集中

現状・課題

東京⼀極集中を是正し、若者の定着を図るための取組みが必要！
→とくしま回帰の加速
→政府関係機関の地⽅移転

◆デュアルスクール実証

地⽅・都市双⽅体験

⽂科省 全国に「区域外就学制度」活⽤を通知
全国知事会「先進政策⼤賞」受賞

Ø引越⼿続不要！転校が可能に

◆全国Ｎｏ.１のサテライトオフィス集積！
○全国屈指の
“光”ブロードバンド環境活⽤
ØＩＣＴ企業や映像関連企業など
1２市町村に６４社

【H31年3⽉末時点 総務省調】

全国１位
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⼈ と の 交 流 を 第 ⼀ に 考 え
「ピンチをチャンスに」変えてきた歴史

徳島県

若者の県外流出

増加する地域問題

限界集落の増加

サテライトオフィス

新たな取組み

デュアルスクール

消費者庁誘致

交流好き⽂化

お接待⽂化

新しい物好き⽂化

徳島らしさを活かす

前例に囚われないピンチをチャンスに

お遍路１２００年のお接待⽂化
＋４００年間県⺠総出で交流する
「阿波おどり」で育まれた⽂化

「阿波おどり」が有する“地域交流の仕組み”をモデルにして、

地域交流体験事業を企画し、関係⼈⼝の更なる創出を⽬指す取組み 4



情報を発信する⼈

「鳴り物」
||

活動をする⼈

「踊り⼦」
||

体験をする⼈

「にわか」
||

情報を⾒る⼈

「お客さん」
||

地域で活動をする⼈ 活動を応援する⼈

|| ||

美⾺市

美⾺市で推進する「うだつの町並み
再⽣プロジェクト」へ事業企画、情
報発信スキルのある⽅をお呼びし情
報発信のお⼿伝いやアドバイスをも
らう事業を実施

役割：情報発信、企画
＝鳴り物体験

美波町

美波町で推進する「九州出漁団
絆プロジェクト」を通じ、地域
の祭りや住⺠との交流を体験し
情報発信のお⼿伝いやアドバイ
スをもらう事業を実施

佐那河内村

佐那河内村で推進する「すだち
連プロジェクト」に参加し交流
体験、地域体験、料理体験や加
⼯⼯場の活⽤企画などのお⼿伝
いをする事業を実施

役割：情報発信、企画
＝鳴り物体験

役割：活動体験
＝踊り⼦体験

交流

プロジェクト

2018年11⽉1〜2⽇実施⽇

３名参加者

アテンド 美⾺市３名・県１名

説明 地域住⺠４名

2018年10⽉3〜7⽇実施⽇

３名参加者

アテンド 美波町１名・県１名

説明 地域住⺠８名

2018年8⽉13〜15⽇
2018年9⽉1〜2⽇

実施⽇

１０名 / １２名参加者

アテンド 佐那河内村１５名

説明 地域住⺠８名

県・ターンテーブル

各事業へ参加された⽅々と関東
在住の徳島と縁のある⽅、阿波
おどり連の⽅をターンテーブル
へ集めて交流を図るとともに来
季事業への参加周知を実施

事業振り返り交流会

2018年12⽉6⽇実施⽇

⼀般３０名参加者

アテンド 県３名・市町村４名

徳島県縁者１４名

徳島県

「踊る阿呆」と「⾒る阿呆」がまちづくりで連携し「徳島ファン」を増やす事業概要

踊る阿呆 ⾒る阿呆
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現地体験会の趣旨や⾏程を美⾺市役
場担当者より改めて共有しました。

講 座 地域紹介

活動内容紹介 交流会

町並み再⽣プロジェクトの参考地域
や課題など約３時間かけて案内を実
施しました。

町並み再⽣プロジェクトに参加して
るG&Cコンサルタント社より活動説
明を⾏いました。

町並み再⽣プロジェクトに参加して
る⽅と地域住⺠の⽅との交流会を実
施しました。

美⾺市「うだつの町並み再⽣プロジェクト」応援イベント２０１８年１１⽉１⽇〜２⽇

⾏程・参加者等

美⾺市で推進する「うだつの町並み再⽣プロジェクト」への理解を深めていただいた上で、情報発信や企画提案などを実施していただくため、起業・新規事業⽴上げ等で
地域活性化に取り組む事業者へのインタビューや美⾺市の歴史・伝統⽂化（藍染・和傘）の魅⼒体験等を実施した。

３名参加者 アテンド 美⾺市３名・県１名

説明 地域住⺠４名情報発信 １名（インフルエンサー）
プランナー １名（事業アドバイス）
経営者 １名（事業アドバイス）

徳島県
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現地体験会の趣旨や⾏程を美波町役
場担当者より改めて共有しました。

講 座 地域紹介

出漁団体験・所縁の地視察

九州出漁団との縁が深い地域の
お祭りを視察、関係者へのイン
タビューを実施しました。

地元漁師の協⼒の下、出漁体験を実施。波が⾼く悪天候に悩まされるも当時の⼤変さが伝わったとのコメント
が挙がった、また九州出漁団が多く出船した美波町の港と港町を探索し住⺠から話を聞く

２０１８年１０⽉３⽇〜７⽇

⾏程・参加者等
美波町で推進する「九州出漁団150年の絆プロジェクト」関係者らへのインタビューや地域の歴史・⽂化体験
等を通じ、プロジェクトへの理解を深めていただいた上で、さらなる取組展開に向け、ＳＮＳ等による情報発
信やプロモーションのための企画提案など、プロジェクトを後押しする活動を実施

３名参加者 アテンド 美波町２名・県１名

説明 地域住⺠８名情報発信 １名（インフルエンサー）
プランナー １名（事業アドバイス）
デザイナー １名（事業アドバイス）

美波町「九州出漁団150年の絆プロジェクト」応援イベント

プロジェクトを推進する美波町影治
町⻑から九州出漁団との繋がりの説
明を受ける

徳島県
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現地体験会の趣旨や⾏程を役場担当
者より改めて共有しました。

地元の阿波踊り連へ参加し地域
⽂化について体験しました。

佐那河内村・納涼夏まつりへ参加し
地域住⺠との交流を図りました。

２０１８年８⽉１３⽇〜１４⽇

都市部における「関係案内⼈」の創出を⽬指し、「東京・⼩⾦井すだち連」の設⽴をきっかけに、両地域での
「阿波おどり交流」等を通じた関係性の構築を図るとともに、 「関係案内⼈」＝「準村⺠」として、「佐那河
内村ふるさと住⺠票」へ登録いただいた。

佐那河内村「すだち連プロジェクト」

２０１８年９⽉１⽇〜２⽇

「⼤阪ミリカヒルズ⾃治体」住⺠の⽅々との関係性構築を⽬指し、地域産品の加⼯体験やすだち収穫体験を
通じた地域産品の商品化に向けた提案、「佐那河内すだち連」との阿波おどり交流などを実施

「関係⼈⼝」創出・佐那河内ツアー

日 時 場 所 内 容

３０．８．１３

新家 関係人口創出事業セミナー14:00
∫

17:00

17:30 中央運動公園 佐那河内村「納涼夏祭り」参加
阿波おどり体験∫

３０．８．１４

村内ツアー体験

交流会(さかもと)
村内三社神社→御間津比古神社

大川原キャンプ場→嵯峨川(嵯峨｢さかもと｣)
9:00

∫

14:00

15:30 徳島市阿波おどり 佐那河内すだち連と合流
阿波おどり参加

22:00 宿舎

⾏程・参加者等

日 時 場 所 内 容

３０．９．１(土)

「佐那の里」 直売所視察・食事・打ち合わせ１２：００

～１３：００

１３：３０ 佐那河内村下字尾
境

川遊び
～１５：００

１５：３０
上字北山 宿舎へ移動

～１６：３０

１７：００
〃 (宿舎) 交流会準備

～１８：３０

移動

１９：００
健祥会ハイジ 夏祭り会場にて、阿波おどり”佐那河内すだち連”の出演を見学

～１９：３０

移動

２０：００ 宿舎 交流会・関係人口創出セミナー

～２２：００ 大阪ミリカヒルズ関係者１２名・東邦レオ関係者６名・村内団体関係
者(佐那河内すだち連１０名・佐那人３名・宮前笑会１名・近隣住民１
名)による交流会を行った。

その後、関係人口創出(関係案内人)のセミナーを行い、ミリカヒル

ズ住民(約２，５００名)と、佐那河内村・佐那河内すだち連との今後

の交流について、意見交換を行った。

３０．９．２(日)
下字根郷
すだち畑

➀ 昼食及び「まとめ」
② 佐那河内すだち連との阿波おどり体験
今回の佐那河内関係人口創出ツアーについてのまとめ。
又、最後に佐那河内すだち連が合流し、阿波おどり体験をして締め
くくった。

１２：００

～１４：００

参加者：ミリカヒルズ １２名、東邦レオ ６名

参加者：１０名

現地体験会の趣旨や⾏程を役場担当
者より改めて共有しました。

参加者と地域の⽣産者で地域活
性化について意⾒交換を⾏いま
した。

地場産品の加⼯体験をするなかで、
商品開発への提案もいただきました。

地域交流地域紹介講 座

地域交流地域紹介講 座

徳島県
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○参加者の皆さんに、
「関係⼈⼝」への理解を深めても
らうため３市町村におけるモデル
事業の取り組みを発表！

○宿泊していた外国⼈さんたちも、
⾶び⼊り参加！
さすが
「ターンテーブル」！

イベント⾵景

「TOKUSHIMA-REN」ファン交流・振り返りイベント２０１８年１２⽉６⽇

３市町村での協働実践活動参加者をはじめ、⾸都圏に在住の「徳島ファン」の皆様、「東京⾼円寺阿波おどり振興協会」「南越⾕阿波踊り振興会」「徳島県⼈会」の皆様、
などなど徳島を応援してくれるファンを対象に、今年度事業の振り返りと、今後の更なる関係性構築を図るためのイベントを実施

徳島県
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○東京⾼円寺阿波おどり振興協会
所属「東洲斎」の皆さんによる
「阿波おどり」の実演！

○「南越⾕阿波踊り振興会」
「東京⼩⾦井すだち連」の皆さん
も含め、参加者全員で、
「踊る阿呆！」になりました。

○徳島の美味しい⾷材
・⼤川原⾼原⽜・阿波とん豚
・活伊勢エビ・活アワビ
・みまからフランク
・そば⽶料理 などなど
を肴に、徳島の魅⼒を語り合い！

○瞬殺で料理はなくなりました！

○参加者の皆様に、徳島の魅⼒や
今後の関わり⽅等々について、
インタビューを実施！

○情報発信や「関係⼈⼝」拡⼤に向け、
試⾏的に「イベント・ライブ配信」
も実施！
（終了後の再⽣回数800回超！！）



とくしまと、
つながってみませんか？


