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フットパスコース



フットパスコース コンテンツ１

日本神話に登場する女神、大宜都比売命 （お

おげつひめのみこと）が伊勢国丹生の郷から馬

でやってきて、この地に粟を広めたという伝説

が残っています。

大粟神社では、神山と大宜都比売命神話の関係、

神道と仏教の違いや日本固有の「神道」に関す

る伝統（鳥居、絵馬、おみくじ、お参りの作法

など）を学ぶことができます。

大粟神社

通年対応可



フットパスコース コンテンツ２

大粟山では気軽なハイキングが楽しめます。き

れいに整備された森林のなかを歩き、最近ヨー

ロッパでも話題になっている日本のコンセプト

「Shinrin-yoku」（森林浴）を堪能できます。

また、毎年開催されるアーティスト・イン・レ

ジデンスにおいて芸術家により制作・展示され

た作品を巡り、作品のコンセプトや制作方法の

説明を受けながら、それぞれの見方・感じ方に

ふれあうことができます。

大粟の森/アーティスト・イン・レジデンス

通年対応可



フットパスコース コンテンツ３

大粟山の頂上から、神山の全体を写真に収める

ことができます。奥社を訪問して神山の歴史と

さらにふれあいましょう。神山の絶景や歴史に

出会うことができます。

付近のベンチに座り、お茶と地元のお菓子を食

べながら休憩を取り、アート作品を巡ります。

大粟山天辺丸

通年対応可



フットパスコース コンテンツ４

アート作品巡りを終え、スタート地点へと戻る

途中には、昔からある神山の風景（ヒノキ、米、

すだちなど）や古民家の傍らで、移住者による

新たなビジネス（地ビールの醸造）やその職場

を観察することができ、神山の昔と今をより深

く学ぶことができます。

神山の日常とのふれあい

通年対応可



フットパスツアーの全体地図

①
②

③

④

⑤

⑥

■フットパスツアーポイント

総距離：約 1.5 km
所要時間：約1.5時間～2時間
1年を通じたガイドが可能

① スタート地点
ゴール地点

② 大粟神社

③ 大粟の森の作品めぐりパート1

④ 大粟山天辺丸

⑤ お茶等のお接待

⑥ 大粟の森の作品めぐりパート2

⑦ 神山の風景
神山ビールなど⑦

100ｍ



ファームステイコース



ファームステイ（農泊体験）のコンセプト

神山での日常にふれあうなら、

農泊体験をしましょう！

神山の昔ながらの古民家に宿泊すれば、日本の田舎暮らし

が体験できます。

古民家をベースポイントにして、各体験メニューから興味の

あるものを選び、神山での生活、文化、伝統、自然の理解を

含め、「神山ならでは」のユニークな体験をしましょう。

収穫体験 生活体験 季節体験

選べる体験



ファームステイとして宿泊を提供する神山の3軒の古民家（2020年３月現在）

モジャハウス さらや 堂治

2019年にオープンしたゲストハウス
式の宿泊施設。
ここでは神山料理作り体験やすだち
収穫体験に加えて、季節毎にイベン
ト・講座もあります。
特に若者にお勧めです。

神山で一番古い古民家です。
神山の中心部から徒歩でいける距離
にあり、買い物や外食をされる方に
お勧めです。
隣にある個性的な「幸福神社」も見
どころです。

堂治は、神山の中心部から離れてい
ますが、その分、豊かな自然に囲ま
れ、ゆったりとした時間を過ごすこ
とができます。部屋が広く、自由に
使える大きなキッチン・ダイニング
スペースも設けられているので、団
体で神山を楽しみたい方にお勧めで
す。

ファームステイコース 古民家での宿泊５ 通年対応可



ファームステイコース 選べる体験６

神山の農家を訪ね、野菜や果物等、季節に合わ

せた収穫体験を行います。

日本の独特な植物、神山で愛されている食材の

育て方や美味しい食べ方を教えてもらえます。

農業・収穫体験

季節により旬が異なる
主に春～秋頃



農業・収穫体験（選べる体験）５ ファームステイコース 選べる体験７

昔の日本の家には必ずあった囲炉裏。古き時代

の日本人の生活を体験し、その知恵等を学ぶこ

とができます。火の起こし方、火吹き竹の使い

方、ご飯や食材の調理の仕方等を体験しながら、

最後に神山の美味しい食材で作った料理を召し

あがれ。

*ベジタリアン、ビーガンにも対応可能

囲炉裏体験

通年対応可



農業・収穫体験（選べる体験）５ ファームステイコース 選べる体験８

神山で採れた新鮮な食材を使って、地元の伝統

的な料理（バラ寿司、蕎麦米が入った汁など）

を楽しく作り、学び、食べることができます。

教わった料理を簡単に作れるレシピは持ち帰る

ことができます。

*ベジタリアン、ビーガンにも対応可能

神山 料理教室

通年対応可



農業・収穫体験（選べる体験）５ ファームステイコース 選べる体験９

小学校の廃校を再利用して運営されている郷土

資料館。神山で日常的に利用されていた小さな

宝物や住民たちの生活品等（昔の農機具、武具、

襖からくりのコレクション等）が保管されてい

ます。

神山の昔の生活や文化を実感できます。

郷土資料館ツアー

通年対応可



農業・収穫体験（選べる体験）５ ファームステイコース 選べる体験10

昔の神山には、たくさんの人形浄瑠璃の舞台が

ありました。現在、町で唯一残っている「小野

さくら野舞台」。この舞台の“襖からくり”（ 5

～6枚の襖に描かれた絵の組み合わせが次々に

披露される）の舞台裏を見学したり、住民の話

を聞いたりしながら歴史や文化に触れることが

できます。

襖からくりとは何か、どのようにして作られて

いるか、どう動かすのか等、実際に体験するこ

とで昔の人々の知恵等を学ぶことができます。

襖からくりの舞台裏見学

通年対応可



農業・収穫体験（選べる体験）５ ファームステイコース 選べる体験11

神山町に古来より伝わる人形浄瑠璃のリハーサ

ルを見ることができます。

楽器の演奏を聞いたり、人形の操り方等を見た

りすることに加え、リハーサル後には、住民の

レクチャーによる人形の操り方を学ぶ体験もで

きます。

人形浄瑠璃の見学

通年対応可



農業・収穫体験（選べる体験）５ ファームステイコース 選べる体験12

大自然に触れ合える神山の中でも最も人気のあ

るスポットです。観光客だけではなく、日本の

滝１００選に選ばれた名勝で、住民も、リフレ

ッシュに頻繁に訪れる場所として地元で愛され

る神山の名所です。

道沿いは、綺麗な川や緑で溢れ、フォトジェニ

ックなスポットがたくさんあり、30分程度の

初心者向けのハイキングができます。

雨乞の滝は、見る人を必ず感動へと導きます。

雨乞の滝でハイキング

通年対応可



農業・収穫体験（選べる体験）５ ファームステイコース 選べる体験13

神山の自然を感じることができる岳人の森。

植物園内は絶滅危惧種や、多くの希少種を保護

育成しており、失われゆく種の保存に取り組ん

でいます。1,500株余のシャクナゲをはじめ、

唯一現存する四国のレンゲショウマの原種など、

神山の四季、花、植物について学ぶことができ

ます。

森に詳しいガイドが同行し、豊かな自然に関す

る知識を共有してくれます。

岳人の森で神山の自然を学ぶ

通年対応可



農業・収穫体験（選べる体験）５ ファームステイコース 選べる体験14

天女からの贈り物と言われている神山唯一の温

泉。重曹を含む食塩泉の温泉。ややぬめりを含

み、湯冷めしないのが特徴。神経痛や筋肉痛、

リュウマチ、冷え性、アレルギー性皮膚炎など

に効果があります。住民はもちろん、周辺の町

からもこの温泉を訪れるファンが多くいます。

神山で様々な体験をした後は、日本の温泉文化

に触れ、疲れを癒す至福の時間を過ごしましょ

う。

＊タトゥーのある方は入れません。

神山唯一の温泉「神山温泉」で至福の時間

通年対応可



Brompton コース
サ イ ク リ ン グ



５15

神山町内の寄井地区周辺では、移住した若者達

に出会える場所があります。靴屋さん、コーヒ

ーの豆屋さん、文房具屋さん、サテライトオフ

ィス等・・・

お店には、彼らのこだわりが詰まっています。

彼らにお会いして、なぜ神山に惹かれて来たの

か、神山の未来など、「新しい神山」を発見で

きるチャンス。

寄井のお店、サテライトオフィス

Brompton コース 通年対応可



５16

大正末期に建てられた劇場寄井座は、昭和３０

年代半ばまでは演劇、浄瑠璃、映画などが上演

されていました。後に廃屋になったところを２

００７年にＮＰＯ法人グリーンバレーが修復。

寄井座の天井には１４７枚の広告があり、かつ

ての繁栄がうかがえます。

劇場寄井座

Brompton コース 通年対応可



５17

神山で、ひっそりと暮らしているヤギが4頭い

ます。サイクリングの途中、ヤギに触れて癒さ

れ、そして、飼い主（広瀬さん）から、ヤギの

エサやり、ヤギの話、神山町の話‥等、ヤギと

神山町の住民とのふれあいを通じて、神山町の

様々な魅力を知ることができます。

ヤギとの触れ合い

Brompton コース 通年対応可



５18

徳島の名産、神山のすだち畑は見逃せません。

すだちの収穫シーズンには、すだち農家さんの

協力を得て、収穫の見学や実際に収穫を体験で

きます。

サイクリングで疲れた身体に、酸っぱい、すだ

ちを味見してリフレッシュしよう。

すだち収穫体験

Brompton コース 収穫期：8月～9月（目安期間）



５19

神山の歴史はとても古く、正確な時代や名前の

由来が解明されていない場所も多く残っていま

す。大昔、神山は阿波の国の中心だったという

話もあります。妙見宮もその一つです。謎めい

た神秘の神山町の遺跡を巡れば、不思議な体験

ができるかもしれません。

灯篭・妙見宮

Brompton コース 通年対応可



５20

横に長い神山町の中心を流れ住民に愛される

鮎喰川。

フラットな道が続く川沿いは、自転車で走ると

とても快適で気持ちよく、竹藪のような日本ら

しい変化に富んだ風景を見ることができます。

神山町の美しい川沿い

Brompton コース 通年対応可



５21

神山の原風景と四季によって変わるたくさんの

景色を発見しましょう。田んぼの中にある古民

家、リノベーションされた家、お屋敷･･･たく

さんの素敵な写真を撮るチャンスがあります。

街の中を走ると、街を見守ってきた年配から学

校帰りの子供まで挨拶してくれます。

田んぼ、畑、町の風景

Brompton コース 通年対応可
田んぼは春～秋



農業・収穫体験（選べる体験）５ Brompton コース22

コースの最後は「SHIZQ Gallery Shop」です。
移住した若者が、地元の木を使いおしゃれなコ

ップや器を創作しながら、神山の水と森を守る

活動をしています。

神山の環境保全の課題と解決をもたらす彼らの

取り組みを聞くことができます。

SHIZQ Gallery Shop

通年対応可



Brompton ツアーの全体地図

■Bromptonツアーポイント

総距離：約 17 km
所要時間：2時間 程度

雪の影響がない限りは通年での案内が可能

① スタート地点：寄井エリア

（寄井のお店、サテライトオフィス、寄井座）

② ヤギとの触れ合い

③ すだち畑

④ 灯籠、妙見宮

①
②

③

④

⑤

⑥ ⑦
⑧

⑤ 神山の川沿い

⑥ 神山の田んぼ、古民家や屋敷の風景

⑦ ＳＨＩＺＱ Gallery shop

⑧ 神山温泉辺りで終了

500ｍ







■体験コンテンツの問い合わせ先■

〒771-3310 徳島県名西郡神山町神領字中津132

認定特定非営利法人 グリーンバレー

担当：中山 竜二

e-mail :nakayama@in-kamiyama.jp

tel : 090-9775-1311

【事業名】訪日グローバルキャンペーンに対応したコンテンツ造成事業

【受託者】株式会社コムブレインズ


