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平成３０年８月２７日

徳島県吉野川市

地域の
プロフィール

吉野川市公式キャラクター

ヨッピー・ピッピー

◆川と緑のふれあうまち 吉野川市
　徳島県吉野川市は、徳島県の中央部に位置し、「四国三郎」と呼
ばれる吉野川の中流域南岸に開けた人口約４２，０００人、総面積
は１４４．１９平方キロメートルの自然豊かな街です。

　北側には吉野川、南側は四国山脈が立ち並び、市東部の鴨島
町は商業の町、中央部の川島町は城下町、西部の山川町は霊峰
高越山が育む自然豊かな町、そして南部の美郷は日本の原風景
がそのまま残る豊かな山村です。

写真：母衣暮露滝
ぼろ ぼろ



◆徳島県内有数の梅産地「美郷」
　美郷では、昭和４２年頃から国営パイロット事業によっ
て整備された梅園を中心として、ほぼ全域において梅
が栽培されている徳島県内有数の梅産地です。

　「梅の里」とも呼ばれる美郷には、梅の花見シーズン
になると、多くの観光客が訪れます。

　美郷は、吉野川から少し入った静かな里山で、
梅の花、高開の石積み、芝桜など観光資源が
数多くあり、「美郷のホタル及びその発生地」と
して地域全体が国の天然記念物に指定されて
いるほど美しい自然があります。

　数々の恵みを与えてくれる川田川では、この
ホタルをはじめ、魚釣り、川遊びなど田舎の昔
懐かしい原風景を楽しむことができます。 

吉野川市「美郷」

◆キレイのさと美郷
写真：川田川とほたる館



地域資源は「梅」

　美郷で古くから栽培されている梅の中に大梅の「鶯宿」という
濃い緑色で酸味の強い品種があります。この品種を梅酒に加
工したところ、梅の特徴が現れた極上の梅酒へと変身しました。

　また、新種で赤い色の「露茜」の栽培にも挑戦し、様々な種類
の梅からそれぞれの個性が引き立つ梅酒づくりをしています。　

　各梅酒蔵が試行錯誤し、自信をもって提供できる梅酒が、美
郷全体で約１９種類誕生し、飲み比べが楽しめるようになりまし
た。

◆美郷の梅酒につかう「梅」の特徴

◆美郷の宝石「青いダイヤ」
　美郷で梅の収穫ができはじめた頃、全国的に青梅は希少価
値があり、高値で取引されました。このことから、美郷では青梅
を宝石のように貴重な資源として「青いダイヤ」と呼びました。

　　　美郷で栽培される「青いダイヤ」主なラインナップ

　
　【大梅】　鶯宿、月世界、白鶯、南高梅、林州

　【小梅】　竜峡、美郷小梅、光陽

おうしゅく げつせかい はくおう なんこううめ りんしゅう

りゅうきょう みさとこうめ こうよう

写真：青梅
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全国 の梅酒特区、美郷で育つ「 」を活用した
             梅加工品群及び産業観光

ふるさと名物の内容

　美郷では、以前から梅の生産農家による梅干し等の梅加工品が生産されていました。しかし、他産地との
競合や安価な輸入青果による価格低迷等の問題に直面したことから、独自性を打ち出した商品開発にチャ
レンジしてきました。平成２０年７月には、生産現場を消費者が訪問できる環境づくり、生産者の顔が見える
「安全・安心」な地元産梅を使用した梅酒製造等の計画が認められ、全国で初めての「自然豊かな梅の里吉
野川市美郷・梅酒特区」の認定を受けました。 

◆梅酒特区とは　
　構造改革特別区域法による酒税法の特例措置です。

　本来酒類製造免許を取得するには最低製造数量基準として
年間６，０００リットルの生産が義務付けられていますが、梅酒
特区内で生産された梅を原料に使い同区内で梅酒(リキュー
ル)を製造した場合には、最低製造数量基準が年間１，０００
リットルに引き下げられるという特例措置が適用されます。

　少量生産の小規模事業者でも、特区内であれば酒類製造
免許を取得することができます。 
　平成３０年６月の時点で、美郷に５つの梅酒蔵ができました。



ふるさと名物の内容

◆収穫後、２４時間以内の梅を使った５つの梅酒蔵

１．東野リキュール製造場

　梅酒特区認定後、最初に梅酒製造免許を取得した梅酒蔵で、
梅酒を夫婦二人で８リットル瓶にひと瓶ずつに丁寧に漬け込ん
でいます。アルコール度数の調整等を一切せずに造られた梅
酒は、梅の新鮮な風味やキレを楽しむことができます。

　美郷ブランドをさらに広めるべく販路拡大も積極的に行い、
自社のみならず梅酒特区の酒蔵全体の知名度向上に努めて
います。



ふるさと名物の内容

３．大畠酒造

　とくしま安２ＧＡＰ農産物※の認証を受けた自家栽培梅を使用し
ています。１日の温度差の少ない酒蔵で、長期熟成によりエキス
を抽出した梅酒は、フルーティでまろやかなコクがあります。 
　「加えない」「飾らない」「梅そのものを楽しむ梅酒」にこだわった
商品づくりを展開しています。
　※とくしま安２（あんあん）ＧＡＰ農産物とは・・・「食品安全」「環境保全」「労働安全」に配慮した
優れた農業生産体制を徳島県が認定し、認定農産物に「認証マーク」を表示することで商品情
報の入手先を消費者に伝えるものです。

２．農事組合法人フジ

　長年、梅の栽培に携わり、梅を知り尽くしたオーナーが仕込む
梅酒は、梅の成分を仁（梅の種の中身）まで出し切っています。
平成３０年度は８年熟成の梅酒を出荷します。

　古酒ならではのしっかりとしたコクがありながら、熟成されたま
ろやかさのある梅酒を製造しています。



ふるさと名物･･･梅をつかった加工品群

５．徳長梅酒製造場

　美郷の梅酒に新しい風を吹かせるように、今までの焼酎タイ
プの梅酒に加えて、ブランデーで漬けた梅酒を製造販売して
います。

　その他、なると金時の芋焼酎とコラボレーションした梅酒は、
香り高く奥行きのある味わいで梅と芋の良さが引き立ち、若い
感性ならではの個性的な商品を開発しています。

４．株式会社アワグラス

　通常の約１．７倍の量の梅を手摘みから２４時間以内に漬け込
んでおり、無加水・無添加で香り高い濃厚な梅酒が味わえます。　　　　

　契約農家から厳選した梅を２４時間以内に漬け込むのは、梅の
エキスを梅酒に閉じ込めるためのこだわりです。梅の栽培から梅
酒製造までを一貫して取り組むことを目指し、平成３０年度の漬
け込みから梅酒蔵を梅農家の敷地内に移転しました。



○最適な時期に梅を手摘みし、２度の選別を経てきれいな梅の実を漬け込むことで、透明感ある色鮮やかな　
梅酒が完成します。

○梅酒特区だからこそできる小規模生産は、収穫後２４時間以内の漬け込みを可能とし、梅酒は抜群の鮮度
が保たれます。

○小規模生産は、商品一つ一つに対しての管理が行き届きます。フレッシュさを追求し、瓶詰めは販売の２ヶ
月前までとする梅酒蔵や、長期熟成でビタミンＢ１７が豊富に含まれるという仁（梅の種の中身）の成分を十
分引き出した梅酒をつくる梅酒蔵もあります。梅酒特区内には５軒もの梅酒蔵があり、個性を活かした梅酒づ
くりのおかげで、豊富なラインナップから商品を選ぶ楽しみがあります。

○美しい自然の中で飲む梅酒もまた、お店や自宅ではなかなか味わえない醍醐味です。梅酒蔵から直接話
を聞きながら、梅酒の購入ができるため、お客様にとっては安全・安心であり、梅酒蔵にとってもお客様の声
がダイレクトに届くことで、梅酒づくりに素早く反映することができます。

ふるさと名物･･･梅をつかった加工品群

◆梅酒特区、「美郷の梅酒」の強み

１１月の梅酒まつりが　
新酒の「解禁日」です

収穫した梅は洗浄前に
再度選別し、きれいな
梅だけを漬け込みます

収穫後、鮮度を保つた
め２４時間以内に手際
よく漬け込みます

しっかりと管理、熟成を
します



ふるさと名物・・・梅をつかった加工品群

　美郷の完熟梅を原料とした昔ながらの
手作りのしそ漬け梅干しです。塩と美郷で
育てられた赤しそのみで仕上げた、まさに
田舎のおふくろの味です。

　青梅１㎏から約２０ｇしか抽出
できない大変貴重なエキスです。
梅エキス独自の成分であるムメ
フラール※という有効成分が豊
富に含まれています。健康食品
や調味料として塩分が気になる
方も安心してご利用いただけま
す。

◆梅干し

◆梅エキス

※ムメフラールとは･･･
　梅肉エキス独自の成分で血液サラサラの
効能が期待されています。

◆梅シロップ
　梅と氷砂糖のみで丁
寧に作ったシロップで
す。ヨーグルトやかき
氷の蜜として、また、

炭酸で割ると爽やか
に、お湯で割ると身体
が芯から温まる飲み
物になります。

ふるさと名物
その２ 

梅酒だけではありません！
美郷で栽培された梅は、様々な梅加工品として商品化されています。

大梅 小梅



ふるさと名物・・・梅をつかった加工品群

　完熟梅を使い、
酸味も少なく甘
酸っぱさが優しい
まろやかな味です。

食パンやヨーグル
トによく合います。

◆梅ジャム ◆梅みそ

　梅をピューレにして、
味噌と砂糖でまろや
かに時間をかけて煮
詰めた商品です。味
噌と梅の旨みが、ご
飯と絶妙に合う一品
です。

◆梅のし

　梅をてんさい糖等
と煮詰め、乾燥させ
た甘酸っぱい素朴
な梅のお菓子です。
梅酒づくりに使用さ
れた梅を使った梅
のしもあります。

　梅の身を丁寧に
裏ごしして作ってい
ます。料理のアクセ
ントとして、きゅうり
などにつけて食べ
るとさっぱりした味
わいになります。

◆梅肉チューブ



◎美郷梅酒まつり（１１月最終の土日）
　毎年１１月に開催される美郷梅酒まつりは平成３０年
で１０回目を迎えます。

　美郷にある梅酒蔵５軒と農家民宿３軒を会場に、開
催しています。毎年、２日間で約３，５００人の方が訪れ、
秋の美郷が賑やかになる時です。

　各会場をシャトルバス（無料）で巡り、それぞれ特色あ
る梅酒の飲み比べはもちろん、美郷の特産品である梅
干しをはじめ、新鮮野菜、おでん、特製カレー、手打ち
そばなど美郷の味を堪能できます。 

◎美郷梅の花まつり（２月下旬～３月上旬）

　梅の花まつりでは、美郷一帯に広がる梅の花を見な
がらウォーキングを楽しむ梅の花見ウォークのイベント
を開催しています。

　美郷の山あいに咲き誇る梅の花の美しさや、さわや
かな香りを楽しむことができ、毎年期間中には、約３，０
００人の方が訪れています。

ふるさと名物･･･梅・梅酒に関する産業観光

ふるさと名物
その３ 



◆吉野川市ブランド認証品としてPR及びバックアップ
　ブランド認証制度は、特産品の競争力強化を図るため発足しました。ブランド認証を受けた特産品は、ふる
さと納税の返礼品として取り扱えることとなり、広くＰＲする取組を行っています。

　また、市外の物産展等への出店に対する補助金制度もあり、新たな販路拡大を目指すブランド認証品取扱
事業所の支援にも取り組んでいます。

吉野川市ブランド認証マーク

市の取り組み



◆美郷スイーツ研究会

地域の取り組み

バレンタインギフト

　吉野川市商工会、美郷地区の会員で、美郷産原材料を
活用して菓子等を製造している５つの事業者が、商品開発
や商品のブラッシュアップに取り組んでいます。

　毎年バレンタイン時期になると、バレンタインギフトを期
間限定、数量限定で販売します。

　年に２回ある徳島マルシェ美郷フェアでは、テストマーケ
ティングやＰＲ活動のために出展もしています。

◆美郷スイーツ研究会考案「ぶっとび焼梅」

　美郷の梅を自然塩のみで漬け込んだ梅干しを天日で少し乾燥させた後、
丁寧に種取りをし、低温でじっくり押さえながら焼いていきます。その後、
乾燥機で乾燥させたら完成です。

　ムフメラールの有効成分が含まれた、眠気も吹き飛ぶ酸っぱさは、旅行、
山登り、スポーツ等の際の携帯おやつにぴったりです。
　乾燥と焼き方にこだわった一品です。

平成３０年、吉野川市ブランド認証品申請中の期待の商品です！



◆四季を通じた観光イベントで地域の活性化！

　２月中旬～３月中旬　　
　４月上旬　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　 上旬～下旬　　　　　　 
　５月下旬～６月中旬　　
　７月中旬　　　　　　　　　
　８月下旬　　　　　　　　
１１月中旬
　　　  最終土・日曜日
１２月第１日曜日
　　　 第３土・日曜日
毎週約２回　　　　　 

地域の取り組み

美郷ほたるまつり

高開石積み芝桜まつり

梅の花まつり
チェリーロードライン桜まつり
高開石積み芝桜まつり
美郷ほたるまつり
ひまわりまつり
美郷川まつり
中村の紅葉
美郷梅酒まつり
美郷一周駅伝
高開石積みライトアップ
美郷アレ☆コレ！※

※美郷の四季を感じる自慢の体験を、年間を通して基本的に毎週末
　 実施しています



地域の取り組み

高開石積みライトアップ

とくしまマルシェ美郷フェア

美郷アレ☆コレ！

◆PR活動にも力を入れています！

＊とくしまマルシェ美郷フェア（徳島市しんまちボードウォーク）

＊梅酒全国制覇利き酒大会（今治ワールドプラザ）

＊グルメ＆ダイニングスタイルショー（東京ビッグサイト）

美郷川まつり


