


28 

 

 

 

 

１．活力のある産業と交流のつるぎを創りましょう 

 

（1）商工業の振興 

現状と課題 

過疎化と高齢化が進む地域は、ナショナル・ミニマムを確保するため、生活に身近な

地元商店街の重要性が再認識される反面、古くからの小売店や商店街は衰退しています。 

 衰退の原因として、モータリゼーションの発達や道路交通網の整備により、生活圏

域が広域化され、郊外型の大型ショッピングセンターや大型量販店の進出を促すこと

になったことがあります。 

 また、流通網の発達により通信販売やインターネット販売を利用した時間と距離を超え

た消費活動が可能となったことと、それによる生活スタイルの変化と消費者ニーズの多様

化が原因と考えられます。 

 さらに商店経営者の高齢化と後継者の不在は、廃業や事業の縮小などの悪循環を招

き、商業を取り巻く環境は厳しさを増しています。しかし、商店街の衰退は買物弱者

の増加をまねくことが考えられることから、商工会等と連携し買い物環境を整える対

策を検討しなくてはなりません。 

 製造業においては、本町は約 270 億円（令和元年）の工業出荷額となっています。

製造業である「半田そうめん」は、200年近い歴史を持ち全国的な知名度のある特産品

です。現在、30社あまりのそうめん製造業者が 30億円程度の製造出荷額を維持してい

ますが、若者のそうめん離れが進行しており、将来も安定した産業であるために、あ

らゆる世代のライフスタイルに受け入れられる食品としての地位を確立する必要があ

ります。 

 また、つるぎ町には小山北工業団地、第 2 小山北工業団地、第 3 小山北工業団地、

江ノ脇工業団地、小野工業団地の５箇所の工業団地（製造出荷額約 240 億円）があり

ます。工業団地には優良な製造業を中心とした 10企業を誘致しており、徳島県西部の

貴重な雇用の場として、町内外から約 780 人が働いています。今後も、優良企業の誘

致による雇用と所得の安定をはかり、定住人口の増加をはかります。 

 

＜ナショナル・ミニマム＞ 

国家が国民に補償する最低限の生活水準のこと。日本のナショナルミニマムは憲法第 25条で「健康

で文化的な最低限度の生活」と規定されている。保障の仕組みは、社会保険と生活保護を主な 2 本

柱とする社会保障制度を中心に構築されてきた。  

＜モータリゼーション＞ 

自動車が生活必需品として普及する現象。自動車の大衆化。 
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主な施策 

ア．地場産業の振興 

 つるぎ町には、「半田そうめん」をはじめ「ユズ」、「一宇大和柿の干し柿」、「半

田あたご柿」などの特産品があります。さらに世界農業遺産認定に伴い、地域固有の雑

穀等の生産拡大が図られているところであります。これらの特産品の販路拡大を積極的

にすすめ、売り上げの増大による経営の安定をめざします。 

 また、これら特産品のブランド化をめざし、差別化による付加価値を高め、利益率の

増加をはかります。 

 

イ．商店街の再生 

 商店街の活性化をはかるため商工会と連携し、空き店舗の有効利用や起業・創業の支

援を積極的に行います。二層うだつの町並みを利用した観光や地場産業の体験の場など、

新たな視点での振興策を検討します。 

 

ウ．高齢者等の購買ニーズへの対応 

 高齢化の進行とともに移動手段を持たない高齢者は、今後ますます増加することが予

想されます。日常生活物資の購入が容易となるよう、公共交通の充実や購買ニーズに柔

軟に対応できる施策を実施します。 

 

エ．雇用促進対策の充実 

 つるぎ町の 5つの工業団地には 10社の企業が進出しています。今後は、第 3小山北工

業団地への優良企業誘致による雇用促進や遊休地を利用した工業団地の整備をすすめ、進

出した企業に対しては、企業立地補助金、各種優遇制度により支援を行います。 

 また、都市部の企業に対するサテライトオフィス誘致を進め、都市部の方々との交流

や地元企業との連携を促進することで、雇用の促進をはじめ、地域の活性化と地域産業

の成長につなげます。 

 

オ．起業・創業の支援 

 地域の産業資源を活用した起業、創業を支援するために、優秀な技術者や起業家の育

成・招へいなど、人材の確保につながる施策を実施します。また、新たに店舗を借り上

げて創業や起業を行う場合、改築等にかかる費用に対して支援を行い、地域商工業の振

興に寄与します。
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    協働の視点 

 商工業振興は、地域振興と複雑にからみあっています。人の集まる場づくりや、それ

にかかるイベントの開催、新しい視点での起業・創業など、行政と商工会が協働し相乗

効果のある施策を実施します。 

 

つるぎ町の目標 
（単位：件） 

施策 施策目標 現在 令和 7年度 

つるぎ町空き店舗等活用支援事業 起業や創業による空き店舗の活用 1 2 

【説明】 

つるぎ町内の空き店舗、空き家、空き地を活用し、新規出店や規模拡大を行う場合、物件の所有者と借受者に対

して改修等に要する費用の１/２、または上限 50万円を補助する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：件） 施策施策目標現在37年度 つるぎ町空き店舗等活用支援事業起業や創業による空き店舗の活用12 【説明】 　つるぎ町内の空き店舗、空き家、空き地を活用し、新規出店や規模拡大を行う場合、物件の所有者と借受者に対して 改修等に要する費用の１/２、または上限５０万円を補助する。

半田そうめん 

ユズ 一宇大和柿 



32 

 

（2）観光の振興 

現状と課題 

 人々が物質的な豊かさだけでなく、心の豊かさを求めるようになった今日において、

個々のライフスタイルも多様化しています。観光も、従来の団体旅行から個人旅行の需

要が増加する傾向にあり「見る、食べる、遊ぶ」だけでなく「交わる、体験する、学ぶ」

と、五感をフルに使った旅行形態へのニーズが高まっています。このような変化を的確

に見極め、国際化も見据えた新しい観光ニーズに対応できる受け入れ側の体制を整備し

なければなりません。 

 つるぎ町には巨樹・巨木をはじめとした豊かな自然や、山間地域独特の農山村文化が

あります。住民には見慣れた当たり前のものでも、訪れる人から見れば魅力的な資源と

なります。このような自然や文化は外国からも注目されており、地元でしか経験できな

いこだわりや本物を掘り起こし、さらに磨き上げることが必要となっています。 

 また、高速道路の整備などによって、都市部からつるぎ町周辺の観光地との時間距離

は短縮され、観光客の活動範囲はますます広域化することが予想されます。このため、

情報発信や観光づくりにおいて、他市町村との連携を視野に入れた広域的な取り組みを

すすめていくことが求められています。 

 

 

巨樹・巨木ツアー 

 

剣山 

 

＜ライフスタイル＞ 

衣食住等の生活様式から仕事への取組み方、住まい方や社会との関わり方などを含めた、広い意味

での「暮らし方」、「生き方」のこと。 
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主な施策 

ア．明確な地域イメージの創出 

 優れた情報発信は、つるぎ町の印象を決定づける大きな要因となります。戦略的な情

報発信の一歩として、旅行者が求めるものは何かを把握するため、試験的な観光プログ

ラムのモニターツアーなどを実施し、つるぎ町の動きの継続的な情報発信を行います。

そして、観光を牽引する「剣山」、「巨樹・巨木」、「山村集落」、「半田そうめん」、

「二層うだつの町並み」を核とした新しいイメージを構築していきます。 

 

イ．広域観光、広域交流の推進 

 平成 20年、つるぎ町を含む２市 2町は、観光立国にむけて国際競争力の高い魅力ある

観光地の形成を促進するため、「にし阿波～剣山・吉野川観光圏」として観光圏認定を

うけました。 

 平成 23 年には「一般社団法人そらの郷」を設立しました。2 泊 3 日以上の体験型観光

の商品開発や体験型教育旅行を斡旋し、にし阿波観光圏の観光コーディネートをすすめ

ています。また、にし阿波地域に点在する山村集落は、耕作限界とも言える急峻で狭隘

な耕地で築き上げられた独特の農業文化をもっています。この貴重な農法や文化は平成

30 年 3 月に「世界農業遺産」として認定され、文化的な価値の再認識と後世に残す取組

が行われています。さらに日本版ＤＭＯの設立による観光マネジメントの強化充実をは

かります。 

 

ウ．観光拠点施設の充実 

 急速に進行する高齢化やユニバーサルデザインへの関心の高まり、国際化の進展など

に伴い、観光分野においても、社会情勢の変化に応じた「やさしく分かりやすい」環境

整備が必要です。観光施設や宿泊施設における高齢者や障がい者に配慮した施設整備や

外国人に配慮した観光案内やパンフレットなど、誰もが安心・快適に旅行ができる観光

地づくりをすすめます。また、住民のふるさとへの愛郷心や誇りを醸成し、来訪者に対

するおもてなしの心を育成するため、地元の観光資源について住民自身が学び、実践で

きる機会や場を提供します。また、観光施設の有効な民間利用についても視野に入れた

展開を検討します。 

＜ユニバーサルデザイン＞ 

年齢や能力に関わらず、全ての人々が利用可能であるように、製品・建物・空間をデザインす

ること。 
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エ．都市部との交流の推進 

 観光の着地型商品の開発には、市場の需要にあった商品の開発が必要です。観光資源

の掘り起こしや市場調査をふまえて、「農山村体験ツアー」や「巨樹・巨木ツアー」、

「山村集落訪問ツアー」のような地域ならではの文化に触れるプログラムを改めて見直

していくことも必要です。 

 また、観光を生業とする民宿や体験インストラクターを支援し、「一般社団法人そら

の郷」がすすめる 2泊 3日以上の体験型観光と連携できる拠点づくりをすすめます。 

 

オ．伝統と創造の文化を提供 

 つるぎ町に暮らす人々の生活の中に息づく歴史や文化などの魅力を継承するとともに、

自然や風土から創造される新たな文化を磨き上げていく取組をすすめます。さらにつる

ぎ町に訪れる人がそれらに出会い、体験し、感動する機会を提供します。 

 商家の賑わいを今に伝える、「二層うだつの町並み」や伝統・民俗芸能である「天の

岩戸神楽」、「雨乞い踊り」、「踊り念仏」、「廻り踊り」などを保存・伝承するため

の支援と魅力に関する情報発信をします。 

 

カ．他業種との連携 

 観光ニーズの多様化や個性化により、今日の観光産業は商業や農業などの異業種との

連携は欠かせない要素となっています。 

 こうした背景を受けて、多様な観光ニーズに対応するために、他業種と積極的に連携

をはかっていきます。 

 

協働の視点 

 広域観光をコーディネートする「一般社団法人そらの郷」のすすめる観光事業を支援

するとともに、つるぎ町内の観光案内人「つるぎの達人」の後継者づくりや技術の向上

に努めます。 

 

つるぎ町の目標 
（単位：人） 

施策 施策目標 現在 令和 7年度 

つるぎ町観光入込客数 つるぎ町内への観光入込客数の増加 372,316 380,000 

【説明】 

つるぎ町内の景勝や観光施設への入込客数の増加をめざす。「剣山」「パークゴルフ場」「剣山木綿麻温泉」「道

の駅 貞光ゆうゆう館」「土々呂の滝」「土釜」「旧永井家庄屋屋敷」「二層うだつの町並み」 
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（3）農林業の振興 

現状と課題 

 つるぎ町の農業は、急峻で狭隘な耕地のため生産効率が悪く、農業収入だけで生活を

支えることは難しくなっています。山間地域は、古来より「阿波葉」と呼ばれる葉たば

この生産により現金収入を得ていました。阿波葉は刻みたばこと呼ばれ、キセルにつめ

て吸うものでした。急峻な地形と寒暖差のある気候から発生する霧は、葉たばこの生育

に適しており過去には全国に出荷するほどの一大産地を形成していました。 

 しかし、消費者が紙巻きたばこへ移行したことによる需要の減少により、阿波葉は減

反政策がとられ、農家はゆず、愛宕柿、山菜、養鶏業へと転作することとなりました。

その後、過剰生産による価格の低迷や海外からの輸入による作物価格の低迷、そして高

齢化の波に対抗することができず、規模の縮小や他業種への転職が起き始めました。こ

のような状況は、さらに農業経営の不安を増幅し、農業以外への転職や都市部への人口

流出を加速させ、耕作放棄地の増加と担い手の不足を産む原因となりました。 

 都会へ移住し、残された山村の農地には、将来に換金できるであろうと杉が植えられ

ましたが、原木価格の低迷により手入れされないまま時間が過ぎています。山の尾根ま

で耕作されていた農地は、荒れた杉林に変貌し、美しかった山村景観と文化は消え失せ

ようとしています。 

 農地は単に耕作するだけでなく多面的な機能を持っており、景観や環境、また、災害

の予防機能の確立ために、農業水利施設に係る維持・整備などの土地改良事業を計画し、

推進します。今後は、農業と観光、農産物の 6 次産業化など、複合的な生業へと成長す

ることにより、新たな農業を志す移住者を受け入れる環境を創り出す必要があります。 

 その手段のひとつとして「世界農業遺産」認定地としての振興策や「有害鳥獣対策」

は、農山村集落の付加価値を上げるとともに農地を保全し流動化させる施策のひとつと

して非常に有効です。 

 また、林業においては、平成 30年 6月に制定された森林経営管理法に基づき、森林経

営管理計画による適切な施業管理を行うことが義務化されました。今後は、森林環境譲

与税等の活用を積極的に図りながら、荒廃の進む森林環境を効果的に改善し、かつ、森

林資源の有効活用に務めなければなりません。 

＜農地の持つ多面的な機能＞ 

農業・農村の多面的機能とは、「国土の保全、水源の涵養（かんよう）、自然環境の保全、良好な

景観の形成、文化の伝承等、農村で農業生産活動が行われることにより生ずる、食料その他の農産

物の供給の機能以外の多面にわたる機能」のことを言う。  

 

＜6次産業化＞ 

第一次産業である農林水産業が、農林水産物の生産だけにとどまらず、それを原材料とした加工食
品の製造・販売や観光農園のような地域資源を生かしたサービスなど、第二次産業や第三次産業に
まで踏み込むこと。 
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主な施策 

ア．中山間地域対策の充実 

 中山間地域では、平野部に比べ著しく高齢化が進み遊休農地が増えています。集落の

維持さえ困難となるところが増えつつある中、農地の持つ多面的な機能を維持するため

に、地域の資源を活かした産業を創造し、農業と観光などの複合的な経営を推進します。 

 また、古くから継承された農業文化である、在来希少種農作物の保護と活用をすすめ

ます。 

 

イ．農業生産・販売体制の推進 

 つるぎ町は地産地消を積極的に推進しており、学校給食でも地元の農産物を利用して

います。今後は、農産物の産直市での販売拡大はもちろん、地元で生産し他地域で消費

する地産他消も推進します。 

 また、高齢者でも生産可能な軽量作物を中心に、少量で多品目を栽培する農業経営、

葉たばこの乾燥技術を活かした薬草栽培の推進につとめます。 

 一方、JA とさらに連携を深めるなど、「ゆず」、「一宇大和柿」、「愛宕柿」、「阿

波尾鶏」、「山菜」などの既存の農産物の販路拡大に取り組みます。 

 これらの取組を支えるため、農産物の搬出や生活インフラのひとつとして、農道の新

設・改良を今後も継続してすすめます。 

 

ウ．担い手の育成と新規就農支援 

 つるぎ町の農家戸数は、昭和 35 年の 3,895 戸から平成 22 年の 1,174 戸まで減少してい

ます。優良農地を保全し、経営規模の拡大と生産性を向上させるため、認定農業者や農業

生産法人等の意欲のある担い手への農地の利用集積をすすめ、生産体制の強化をはかる必

要があります。 

 移住等により新規に農業を始めたいと希望する人に対しては、農業次世代人材投資事

業の利用や空き農地バンク、空き家バンクの充実をはかり就農を支援します。 

＜地産地消＞ 

地域で生産されたものを地域で消費するだけでなく、地域で生産された農産物を地域で消費し

ようとする活動を通じて、農業者と消費者を結び付ける取組であり、これにより、消費者が、

生産者と『顔が見え、話ができる』関係で地域の農産物・食品を購入する機会を提供するとと

もに、地域の農業と関連産業の活性化をはかることと位置付けている。 
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エ．有害鳥獣対策 

 有害鳥獣の被害は年とともに増加しており、農業者の生産意欲の減退をまねいていま

す。また、鳥獣を捕獲する狩猟免許の保有者の減少・高齢化が課題となっており、後継

者の育成などに向けた対策を検討していきます。 

 こうした被害の拡大を抑えるために、個人としての取り組みのほか、集落単位での防

除、ジビエ料理の開発や狩猟体験ツアーなど、防除だけでなく積極的に利用する新しい

発想の事業をすすめる必要があります。 

 

オ．住民が守り、親しめる林業の推進 

 原木価格の低迷により、林業経営は厳しい状況から抜け出せていません。しかし、植

栽から 30年以上を経て、利用されることを待つ人工林がつるぎ町には多くあります。建

築資材や建築構造物での木材の地産地消を促進するとともに、国や県がすすめる各種事

業の導入によって林道や土場などを整備するなど、効率的な森林づくりと生産性の向上

をめざします。 

 また、森林の果たす役割は、住宅などの建材を供給するだけではありません。森林の

持つ水源かん養能力や土砂流出の抑制、生態系の保全など、多面的な機能を持っていま

す。こうした森林を持続的に維持・保全していくためには、そこに住む人たちが森林の

持つ価値や役割を再認識し、さらに自らが森林に親しみ、守っていく意欲を高めるよう

な取り組みをすすめていきます。 

 

協働の視点 

 新しい視点での農業振興をすすめるため担い手づくりを地域と共にすすめます。また、

農地や森林が持つ多面的な機能を活かした美しい農山村を創り上げます。 

 

つるぎ町の目標 
（単位：件） 

施策 施策目標 現在 令和 7年度 

認定農業者 
農業の中核的な担い手である認定農業

者の数を維持する。 
22 22 

【説明】 

つるぎ町の農業の中核的担い手である認定農業者の育成と認定により、認定農業者の数を維持し優良農地の維持

と農業の継続をめざす。 

農地の持つ多面的な機能（景観） 
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（4）地域情報化の推進 

現状と課題 

  高速通信網を利用した情報通信の進展は、人々の暮らしを大きく変えつつあります。

インターネット技術は、情報収集の手段としてだけでなく、コミュニケーションや商品

の取引など、新しい商業手段としての機能を持ち合わせています。 

 つるぎ町でも、デジタルデバイドの解消のため、全地域に光ケーブルを敷設し高速通

信の利用とデジタル地上波の視聴が可能となっています。 

 

＜デジタルデバイド＞ 

IT（情報技術）を利用できる層とできない層との間で生じる格差のこと。デバイドは「分割する」

「分裂する」などの意。デジタル格差。 
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主な施策 

ア．地域情報化の推進 

 インターネットを利用したサービスは、今後さらに増加することが予想されます。つ

るぎ町役場のホームページ等による情報発信をさらにすすめるとともに、インターネッ

トを利用した各種受付や申請手続きなどの簡素化と充実をめざします。 

 

イ．行政情報の伝達 

 行政情報は、町が発行する広報誌と告知放送を通じて周知しています。発信される情

報は、住民の生活情報から災害・緊急情報まで、暮らしに必要不可欠な情報です。 

今後においても、情報通信技術の発達等の動向を見ながら、最適な行政情報の伝達方

法に対して検討を重ね、さらなる充実をめざします。 

 

ウ．「Society5.0」の実現に向けた技術の活用 

情報通信技術をはじめとする未来技術は、モノやサービスの生産性・利便性を飛躍的

に高めるとともに、産業や生活の質を大きく変化させ地域を豊かにするものとして期待

されています。 

本町においても、未来技術を活用した社会（Society5.0）をイメージしつつ、直面す

る課題解決に取り組むために、公共・社会基盤・交通・生活・医療・教育分野等の各分

野において連携体制強化に努めます。 

 

協働の視点 

 つるぎ町共聴テレビ共同体や NHK 共聴組合と協働して、つるぎ町の情報通信の充実を

めざします。 

 

つるぎ町の目標 
（単位：件） 

施策 施策目標 現在 令和 7年度 

インターネット、IP電話加入件数 

インターネットの加入者数とインター

ネットの技術を利用した IP電話の加入

者数の増加 

3,662 3,100 

【説明】 

町内全域に敷設された高速通信網を利用しインターネットやインターネット技術を利用した IP電話の全世帯加入

をめざす。 

 


