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【宣言１】ここなら安心して子育てできることを。

家族，学校，地域。
みんなの支えがあるから

徳島の子どもは，すくすく育つ。

インタビュー：子育て支援団体「キラ☆ニコ」代表 住友 真美さん
「キラ☆ニコ」は，「キラキラニコニコ 輝く笑顔」というのを略した団体な

んですけれども，徳島県の家族とか子どもが一緒に楽しんで遊べる空間とか場

所とか，楽しんでもらえる場所をつくってます。

小学校とかもそうですし，地域と学校と家が一緒に子育てしているという感
覚をいろんなところであるので，企業さんに「『キラ☆ニコ』っていう子育て
のイベントをしたいんですけど御協力いただけますか」と言って，ほとんど断
られたことがないんです。

出産の時に不安はありましたけれども，育てていくうえで，一人で悩んだり，

というのはなかったです。何か悩んだときに人生の先輩，お父さんとか，お母
さんとか，地域の人でもすぐ聞けるという状態が徳島にはあると思います。

道の駅とか，産直市がすごく充実してて，地域ごとに必ずあるんですね。土
日になると，家族連れで訪れて，新鮮な取れたての野菜をすぐ買えるんですね。
本当に安全安心な，地元の地産地消のものをすごく新鮮に食べれます。

共働きの家も，もちろんたくさんあるんですけど，お父さんが凄く寛大な方
が多いと思うので，女性が働きに出てもサポートしてくれる男性が多いと思い

ます。
私が小さい時からずっとそうなんですけれども，徳島県内は，一つの家族で

子どもを育てているというよりも，地域と学校と家族がみんな一緒になって，
子どもを育てていると思います。

私の子どもも「あそこでちゃんと会話してたよ」とかいうのを聞くので，地
域と学校と家が連携して子育てできていると思います。今も。

小学校は今も，少人数が多いので，先生達も目が行き届きます。一人ずつに。
あと，子どもたちも，人数が少ないからこそ，小さい時からずっとクラスが

変わらずに，ずっと一緒なんですね。なので私も，子どもの時に１３人のクラ

スで，ずっと保育所，小学校，中学校も一緒だったので，今でも同級生に子ど
もができると，全員で連絡を取り合って，みんなでお祝いに行ったりするんで
すね。なので私の子どもも，今，小学校で，１９人のクラスなんですけれども，
一生の友達を作りに小学校に行ってるのかなと思うと嬉しく思いますね。

子どもを育てるって、幸せだ。
だから徳島は宣言する

ここなら安心して子育てできることを。



- 2 -

【宣言２】歳をとってもいきいきと輝けることを。

徳島のお年寄りにリタイアは，ない。

サンゴを守るために，ダイビングを始めたり。

子どもをびっくりさせるために大きな妖怪を作ったり。

ガジェットを使いこなしてビジネスを始めたり。

インタビュー：いろどりビジネス 西蔭 幸代さん

近所のあばあさんが「幸ちゃん，会社に行っても給料安いんやけん，ほなけ
ゆ き

ん『いろどり』しーだ。これほどいいもんないでよ」って勧めてくれたんです。

あまりにも勧めてくれるんで，花壇に植えてある，「あじさい」をひとつや

ってみようかと思って，やっております。

いろどり

日本料理の'つまもの'に使われる，季節の葉や花，山菜などを，栽培・出荷・販売する農

業ビジネス。「葉っぱビジネス」と言われ，商品が軽量で綺麗なので，

女性や高齢者でも取り組めるのが特徴。

この「いろどり」をするようになって，携帯も使うようになって，ほんでパ

ソコン，タブレット。

みんながこういうことするのには，一緒についていかんと遅れるんで，私は

何でも新しいものに挑戦するのが好きなんで。

「佳歩」っていう映画に出たんですよ。そしたら，いただいた（ハガキに）
か ほ

「これ，観たい。幸ちゃん，すごい」って言うて書いてくれて，嬉しかった。

みんなから言われて嬉しかったのは，「幸ちゃん働き過ぎじゃわー，楽しー。」
ら く

って言うてくれるんです。ほなけど，私は，楽っていうよりは，楽しみながら
ら く

仕事ができるっていうことが，人生の生きがいだと思います。

ほんで仕事が好きで，特にこの「いろどり」が大好きです。やっぱり気持ち

の持ち方だと思います。やる気があれば，何でもできる。高齢になってもでき

ると私は確信しています。ほんで百歳まで現役で，この「いろどり」ビジネス

をがんばっていきたいと思います。

人生は，死ぬまで楽しい。

だから徳島は宣言する。歳をとってもいきいきと輝けることを。
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【宣言３】しなやかに災害に立ち向かうことを。

65歳以上の高齢者が，ほぼ半数を占める美波町阿部地区。
あ ぶ

防災訓練に参加する世帯は，８割。

阿部地区は，本気で巨大地震に立ち向かう。

インタビュー：阿部自主防災会 会長 蔭谷 忠義さん

現在言われている，東南海地震の地震災害について，どうやって地元の人を

守っていくのかというのを，今のところは前提に思ってがんばっています。

インタビュー：阿部自主防災会 事務局長 瀬戸 興宣さん

悲観的な事業なんですよね，壊滅するっていうね。けど，やってる事業は快

楽的に取り組むと。だから，いろんなこと，あーやって炊き出しをするという

のでも，やってる方はおもしろいんですよ。

インタビュー：阿部自主防災会 会長 蔭谷 忠義さん

小さい村ですけど，昔から団結力が強い。年寄りの人があれだけ出てきても，

若い人が，こう，お手伝いしながらやるとか。一旦団結したら，皆が固まりに

なって，やっていくというところもまた，いい面だと思います。

インタビュー：阿部自主防災会 事務局長 瀬戸 興宣さん

村興し，地域興しという考え方が，今までは主流でしたよね。僕やも，そう

いう動きをちょっとやってみたけど，なかなかうまいこといかない。今からぐ

ーっと足したろう。足し算の世界じゃないですか。

そうじゃなしに，もってる地域の力。それを維持するとか少し上げる。こう

いうことでいいじゃない。例えば，ああいう炊き出しをできる力を持っている

とか。皆が手伝える力を持っているとか，地域力をアップさせる，地域力を維

持させる，こういう方向に，僕は防災がちょうどいいことになると思う。

逃げるのも，助けるのも，みんなと一緒だから楽しい。

だから徳島は宣言する。しなやかに災害に立ち向かうことを。
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【宣言４】山奥でも速い，日本一のネット環境を。

過疎×インターネット

＝健やかなワークライフバランス

＝五感を刺戟する創造性

＝人と人とのオフラインのつながり

＝ほぼ，東京。

インタビュー：株式会社えんがわ 代表取締役 隅田 徹さん

東京のスタッフは当初，ローカルオフィスを作ることに関して，「何でそん

な田舎に作るの，山の中に，ましてや過疎の街に作るんですか」と。

当初は，そんな山の中で仕事ができるとは思ってなかったみたいですね。結

局開いてみれば，あまり東京でいる事務所と変わらないんですよ。

ここは，こんな山の中にもかかわらず，非常にネットのインフラが強固であ

ると。かつ，ここは，周りの空気は五感から入ってくる感じが全然違うので，

時々ここに来て，羽を伸ばしながら，のんびりしつつも，仕事もするというス

タイルが受け入れられたんじゃないかなと。

神山が，一番よかったのは二つあって，一つはサテライトオフィスという考

え方があります。神山流のサテライトオフィスという考え方は，常に人が流動

しているっていう，我々が思ってたのがそういうスタイルで，唯一神山だけが，

そういうスタイルを既に想定していた。そこが一番合致した。

もう一つは神山の町全体が，あまり我々，外から来た人間や企業に対して，

特別扱いしないというか，普通に扱ってくれるということですね。そのへんの

寛容性が非常に大きなポイントでした。

家飲みというのがあるんですけど，こっちは。それはみんな持ち寄りで，そ

れぞれの家でお母さんが作ったおかずを，料理を持ち寄って，それがすごく楽

しみですよね。「誰々さんちのこれ」とか言いながら。絶対東京ではお金を払

っても味わえないような雰囲気で，これは大好きですね。

＝もしかしたら，東京以上。

だから徳島は宣言する。山奥でも速い，日本一のネット環境を。
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【宣言５】女性が自分らしく生きられることを。

徳島の女性は，昔から働き者で知られてきた。

インタビュー：株式会社本家松浦酒造 代表取締役 松浦 素子さん

社長の話があったときには，もちろん，「はい，わかりました」という気持
ちでは全くなかったので，他に人はいないのかなと，すごく提起したんですけ
れども，私しかいないという結論に至りましたので，受けることになったんで
すけれども。

異業種に転職するということのハードルはほとんど無かったんですね。どこ

の会社も，基本は同じだと思っていて，人と人なので，やっぱりどれだけ相手
のことを思えるかだと思っているので，一生懸命考えて，そのとき判断したこ
とを，行動するようにしているんですけれども。

今までの経験があるから，例えば，私が従業員だった頃にどう感じていたか
とか，そういったことも活きてくるということですね。

徳島の女性社長さんと接する機会も多いんですけれども，「私についておい
でよ」みたいなタイプの社長さんよりは，世話好きなのかなという風に思うん

ですね。これでもかっていうくらいに尽くすみたいな人が多いと思います。も
ともとの気質として。

阿波女【あわおんな】
辛抱強く献身的に男性を支える明るく元気な働き者

徳島で生まれて，徳島で育ったんですけれども，県外に出たのは，大学が初
めてです。大学4年間，大阪で暮らして，徳島に帰ってきて，徳島の会社に就
職しました。自立した女性になりたかったので，仕事をさせてくれる会社に入
りたかったんですね。

ジャストシステムは，女性にもっと輝いてもらおうという社風があったよう

に思います。実際開発陣は，男性が多かったんですけれども，そこを牛耳る「プ
ロジェクト推進」という部署が，女性だけで，20人くらいいたと思うんです
けれども，その部署が怖がられてもいましたし，頼られてもいたので，ものす
ごく阿波女を象徴する部署でありましたし，その阿波女を活かして会社が大き

くなっていったというのを実感したように思います。

楽しさを社員のみんなに感じてもらえるような会社にしたいというのが一つ
と，あとは，社員のみんなが，成長したり，嬉しいと感じているのを見るのが
嬉しいですね。

今も昔も，阿波女は社会を支え続ける。
だから徳島は宣言する。女性が自分らしく生きられることを。
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【宣言６】この地で生まれる，世界を変えるイノベーションを。

世界一のLED先進県，徳島。
LEDの応用力は，食にもイノベーションを起こした。

インタビュー：徳島県立工業技術センター 食品･応用生物担当 岡久 修己さん
私の研究の中では，清酒酵母に，LEDを照射して，新しい清酒酵母を取っ

てくるという，そういう研究をしています。

単に従来の方法で駆使するのではおもしろくないので，徳島県といえば地域
資源としてLEDというのがありますので，これを酵母の育種に利用できない
かと思って，試してみたところ，案外うまくいきまして，それを使って，県内

の酒造メーカー，酒造業界を盛り上げていきたいと思っています。

LEDの商品力は，世界への扉を開いた。

インタビュー：サン電子工業株式会社 代表取締役 岡田 宏さん
ものづくりというのは，どこでもできる。ところが，販路というのは，東京，

関東地方がトップですよ。関東地方を攻めてると，ああこれだけでは大手のコ
ストには対抗できないなと。それに対抗しようと思ったら，どっかで生産量の
補いをせないかんと。

うちは直接自分とこでやる。設備は全部ある。生産量の問題で，あとは，い
けるわと。五分の勝負でできる。そのために輸出を図る。

ドミニカ共和国，向こうの大使ご夫妻が，ここに来たから，ドミニカでもL
EDというのが最近多くなっている。ということで，いろいろと話し合った。
それじゃあ，うちから，半完成品。要するにLEDならLEDプリント基板。電
源なら電源。ケースならケース。そういうのをバラバラにして送ろうかと。向

こうでノックダウン（※）しましょうかと。そうしたならば，自分たちで作っ
ているというプライドが出てくる。そうしたら，ドミニカの大使が，それはい
いということで，早速，ドミニカの方へ送ることとなった。

※ノックダウン
≪名≫「ノックダウン輸出」の略。部品で輸出して，現地で組み立てる方式。

３段飛びで言えば，今はまだ助走期間かな。これから，ホップ・ステップ・
ジャンプというふうになっていくんじゃないかなと思う。

インタビュー：徳島県立工業技術センター 食品･応用生物担当 岡久 修己さん
現在いろいろ，新しいタイプのLEDが開発されておりますので，用途の幅

が広がってきてると思います。意外な組み合わせで，LEDが今までなかった
ようなものに使われると。

日本酒とLEDって非常にミスマッチというか全然違った分野だと思うんで
すけど，そういうのにも応用できますので，そういう開発とか研究されてる方
が，是非利用していただいて，新しいことを取り組んでいくようなことがあれ
ば非常にいいんじゃないかと思います。

進取の心と，LEDが徳島の未来を照らす。
だから徳島は宣言する。この地で生まれる，世界を変えるイノベーションを。
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【宣言７】日本の原風景を残していくことを。

何もない。
だから，
美しい。

インタビュー：東洋文化研究家 アレックス・カー さん
１９７１年ですけど，一夏で日本一周したんですね。ヒッチハイクで。北海

道から九州まで。もちろん四国にも来て。そして，ある，まあ，一つの不思議
な縁ですね。この祖谷というのを発見しました。

その，田園の美しさというのはどこにでもありましたけれども，この祖谷の
地形ですね。これはいつも戻るたびに，こんな何十年経ってもびっくりする。
びっくりというか，凄いものが伝わってくる。雲の上にいるような雰囲気が，
やっぱり祖谷の特徴ですね。

その，「何もない」ってほっとするよ。休暇の時。この縁側に座って本を読
むといいよ。それに祖谷の特徴は尽きる。とにかく来てもらえば，いつでもい
いんだよ。

そして，個人的に一番僕が好きなのが，梅雨ですよ。雨の時期っていうのは，
見事に霧が，祖谷の独特の霧が見事にわき上がってきて。それがじわーっと来
るんじゃないんですね。すごいスピード，シューッと入って，ぐるーっと，龍
のように，飛び回ってるような。

冬もまた冬で，今日の寒さで囲炉裏のそばに座って，それもまた味だよ。外
も雪で，何とも言えない。

このごろはね，大都会に別にいなくてもインターネットで仕事できる職業た
っぷりあるんですね。本を書く場合でも，いろいろ，つまり，美しい田舎に住
めば成り立つわけなんですね。ただ，ポイントは美しい田舎。

で，だいぶね，下手な公共事業やら，いろんなことで，せっかく美しく残っ
てた田舎を粗末にしたケースが多いですね，日本の場合。そんな粗末になった，
汚らしい，コンクリート張りの田舎に，誰が帰りたいの。

大きな道路を作ったとか，山を一面コンクリートにしたことは，文明・経済
発展ですね。
しかし，ちょっと皮肉なんだけども，今後，ああいうことをしてしまったと

ころは，経済は永遠にダメになっていく。
美しい所に限っては，経済的な未来が明かり。

山，川，海岸，石，滝，苔，あと，昔からある農地ですね。畑とか水田とか，
それをひっくるめての自然がまず美しさの素だと思う。茅葺きの家とか，小さ
な納屋とかですね，古い町の裏筋のちょっとした道ね。そうしたものも大事な
資産だと思います。

意外と「何もない」の裏には大変な努力が必要だと思いますね。

「何もない」は大変だ。
だからこそ，美しい。

だから徳島は宣言する。日本の原風景を残していくことを。



- 8 -

【宣言８】この土地の「食」は，幸せをもたらすことを。

「おいしい」を追求した
生産者の晴れ舞台

それが，とくしまマルシェ

インタビュー：とくしまマルシェ 代表 金森 直人さん
私自身が高校卒業してから，大学が東京で，約６年間くらい東京で生活する

ことになったんです。それから帰ってきて，1番に感じたことは，やっぱり水

がおいしい。

若い時にはそんな，スーパーで，野菜なんか，大学のときに，買って帰って

くるなんてことは，ほとんどなかったんですけど，野菜がこんなにおいしいの

かって実感をしたことがあってですね，当たり前に食べているものなので，気

付かない。

吉野川，大きくて，綺麗な川で，全国的にも有名なんですけど，でも，僕ら

小さい時から，生まれた時からあるものなので，別に珍しくともなんともない

んです。作物も一緒なんですよ。

なんで徳島マルシェをやってるかというと，やっぱり地元，徳島県で育って，

「じゃあ徳島県て何があるの」ってなって。まあ皆さん，「阿波おどり」って

いうのは連想される方多いんですけど，それ以外，あんまり出てこない。

何が美味しいのか，どんな食べ方するのかっていうのを，食材と提供の仕方

を僕らが生み出していきたい。食べないと分からないですよ。

やっぱり僕らは「食大国徳島」っていうのを掲げて，やってますんで，「な

んか徳島って美味しいものがあるよね」っていうことをイメージしてもらえる

ように。やっぱり作り手が見えて，作り手の暖かみを感じながら食べる食事っ

て言うのが最高の食だと。

みんな変態ですからね。なんかこうストイックなんですよね。ものづくりと

いうことに関して。やっぱ徳島の食っていうのは全国，もしかしたら世界に勝

てるんじゃないかと思います。

想像を超えた，おいしさがある。
だから徳島は宣言する。この土地の「食」は，幸せをもたらすことを。
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【宣言⑨】世界に誇れる文化を発信することを。

受け継がれる，阿波の遺伝子。

インタビュー：天水連 野口 航太郎さん
僕が小学校４年生のときに，祖父が入院してまして，そのときに，慰問に来

られた阿波踊りの方がいたんですけど，そこでおじいちゃんが喜んでいたんで，
僕も喜ばしたいなと思って阿波踊りを好きになったきっかけですね。

インタビュー：阿波おどり振興協会 理事長／天水連 連長 山田 実さん
踊り好きの親御さんが，踊りに参加をして，おばあちゃんが連れてきたり，

旦那さんが連れてきたり，逆にお嫁さんが連れてきたりして，そういう子が一
年二年経ってくると，そのリズムというのが体に染み込んできて，「遺伝子」
という形で受け継いでいって，踊りを踊りたくなるということになるんじゃな
いかなと思いますけど。

インタビュー：天水連 野口 航太郎さん
最初は，やっぱり年上の方が多かったんですけど，部活とかで学ぶこともあ

ると思うんですけど，それ以上にやっぱり年の差が，上の人と離れてるんで，
中学校，高校生を通しても，経験できないことを，天水連に入って，いろいろ
経験させてもらったという形です。

インタビュー：阿波おどり振興協会 理事長／天水連 連長 山田 実さん
また，親御さんと一緒に近頃やれるスポーツとか営みっていうのはこの時代

にないんじゃないですかね。これはまあ，阿波踊りでしたら，親子３代，孫，
それから，親，おじいさん，３代くらい，どこの連も一組，二組くらいいるん
じゃないですかね。

インタビュー：天水連 野口 航太郎さん
踊ってる最中とかに，顔を向き合って，たまに目があうときに，笑顔になる

ときはやっぱり「あ，踊ってるの楽しいな」ってなるときがあります。

インタビュー：天水連 大山 智久さん
達成できるのかどうなのかっていうのがわからないくらいの，やることがい

ろいろあって，毎年毎年目標に向かってやっていくことが，どんどん奥深さと
いうか，気持ちとして入っていくところだと思います。

インタビュー：阿波おどり振興協会 理事長／天水連 連長 山田 実さん
女の子なんかだったら特に，下駄を履いて，つま先立ちして，きつく，着崩

れしないように着物を着て，男踊りは多少手を下げますけども，女踊りは絶対
手を下げませんので，それで，１００メートルを１０分から１１分くらいかけ
て踊るわけですから，並大抵のことじゃない。普段，きちっとやらないとそれ
ができないということですね。だから，逆に，それを桟敷を一本ぱーっと自分
の納得いく踊りをできたことに対する達成感というのは，汗の何倍も喜びがあ
るのではないかなと思います。

インタビュー：天水連 宮地 芳恵さん
一年目の時に，そうですね，最終日の時に，やっぱりさみしくなったのと，

達成感で，みんなで涙したのが，すごく。それまでは，続けれるのかなってい
うのが不安だったんですけど，最終日，踊りきったので，続けれる，続けよう
と思いました。

インタビュー：天水連 大山 智久さん
自分が楽しくできていなかったら，楽しさって伝えれないなと思うので，ま

ずは自分が楽しく，それが相手にどれだけ伝わるかっていうのを目指してやっ
て，どんどん徳島の人に伝えていければいいなと思います。

阿波の遺伝子は，世界中に拡がっている。
だから徳島は宣言する。世界に誇れる文化を発信することを。
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【宣言⑩】「おもてなし」のルーツがここにはあることを。

あげる。
もらう。

相手を想う心のやりとり。

インタビュー：写真家 2011年「空海と歩く 四国遍路」 三好 和義さん
やっぱり徳島で住んでたら，いつかは回ってみたい。また，いつかは撮って

みたいとずっと思ってました。

まあ，そうだな，まずは徳島から，各お寺，始めて，「境内撮らせてくださ

いね。できたらご本尊も撮らせてもらえんだろうか」という交渉から始まって，

ずっと，お寺順番に，こっちのお寺からこっちを紹介してもらって。とか。

そうだな，結構，おもてなしというか，お接待というのですかね。お接待所

みたいなんでお茶をくれたというのはあるけど，道を歩いてるおばあちゃんが，

袋の中から「これ食べよ～」と言って，くれるっていうのが，他所ではちょっ

と，というかないですよね。やっぱり，あれは，八十八箇所のお遍路の文化。

そうですよね。「おもてなし」というふうになったら，そういう気持ちの素
も と

というのは，すごくフレンドリーな，みんな友達やっていうような，なんかそ

ういう気持ちの素なのかなと思いますね。
も と

お金だからとかそういうのではないということなんですよね。それが自分の

人生のなんかであったり，なんか貴重な体験であったりとか。

「おもてなし」っていうのはこう，人の心，人の心がつながるとか通じると

か，そういうのが一番なんでしょうね。

外から来た人をすごく受け入れるっていう気持ちというのは多分，八十八箇

所の文化というところにも繋がっているというところだと思いますね。

お遍路が育んだ
お金とは無縁の，
本当のおもてなし。

だから徳島は宣言する。「おもてなし」のルーツがここにはあることを。


