第
回
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住まいとコミュニティづくり活動助成
報告書

一般財団法人ハウジングアンドコミュニティ財団

本報告書は、第21回（2013年度）
「住まいとコミュニティづくり活動助

成」の助成対象団体の活動報告を掲載しています。各団体の報告に

つきましては、例年のように助成対象団体のメンバーに執筆していた

だいた原稿を基に、事務局で全体のバランスを考慮して内容の追加
及び整理をさせていただきました。

本報告書に掲載している各事例を見ますと、
メンバーが実に多彩で

あることに気づかされました。商店主、移住者の若者、地場産業の経

営者、
そして高校生から建築系大学生や医大生など、各地域でふつ

うに生活されている多様な方々が、
のびのびと活動に参加している様
子が窺えます。

また、
近年、
その地域ならではの「食」の果たす役割が大きくなってい

ると感じられます。農と関わりを持つことも当たり前になってきています。
地域の歴史文化、伝統などについても、
自分たちとは遠い存在と考え

るのではなく、身近な存在として、観光資源に活用しようとする動きも見

られます。

さらに、活動の場（結節点）
は特別なところではなく、
いたるところに

眠っているということにも改めて気づかされました。

財団としては、
ここで報告されている活動を多くの人に知らせるだけ

でなく、
このような魅力的な活動がうまく継続されるように、今後、活動

をしている人たちに具体的に示せるノウハウを蓄積していく必要があ

ると考えています。

最後になりましたが、助成対象団体のメンバーの皆様、選考委員の

皆様、
そして当助成事業に関心をお持ちいただいている皆様にお礼

を申し上げます。

2014年8月23日

一般財団法人ハウジングアンドコミュニティ財団
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岩手県花巻市

18

山形県酒田市

元気! 岩手つちざわチーム

飛島ロマン

高齢化、後継者不足、花巻市との合併などの

若者が殆どいない山形県の離島「飛島」で、

彩なイベントを開催し集客に効果をあげてい

内外から多数の来店者を得、
その売上げで

影響で活力を失いつつある土沢商店街。多

50

昨年の夏に観光拠点「しまCafé」
を開店し島

福井県小浜市

特定非営利活動法人 WACおばま

映画の上映機器を入手した。

地域に自生する
「アブラギリ」は、
その種を圧

助成対象活動では、次世代の商店経営者

に、空き家を改修して文化の拠点「島の映画

小浜市周辺は桐油の一大産地だった。昨年

くりを目指し、商店街の広報チームづくり、
リー

資料の展示などを行う。
ここで多様な交流を

て試験的圧搾や葉や幹の活用について検

るものの、
日常的な賑わいづくりには至ってい
ない。

が核となり、商売ができ住み続けられるまちづ
ダー育成、土沢ファンづくり、空き店舗の活用

などに取り組む。
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新潟県長岡市

特定非営利活動法人
醸造の町摂田屋町おこしの会
江戸時代に醸造業で繁栄した町が誇る豪商

の館「機那サフラン酒本舗」が、倒壊の危機

団体は、
関市内の3ヶ所のお寺で、
お年寄りと

館」
とし、島の映像資料の上映、歴史・民俗

団体は、地元産業高校や関連団体と協働し

づくり
（てらっこ）
を開催している。
そのうちの1ヶ

討し、
シンポジウムを開催した。

試行的に開設して、
自立の道を探ってきた。

するアブラギリの実・葉・幹の収集と、地域住

る手作り料理を中心とした実家カフェを本格

行い、地域連携の機運醸成と地域産業の活

愛着を醸成するとともに、地域で子育てを支

促すとともに、若者に雇用の場を提供すること

34

民や学校と連携した商品化への取り組みを

新潟県柏崎市

荻ノ島地域協議会
かつて茅葺環状集落としてその名を馳せた
荻ノ島集落は、20軒以上あった茅葺きの建

シンボルである蔵元の建物修復の機運を高

め、摂田屋地区の魅力向上につなげることを

10

物が8軒に減少し、
そのうち2軒が空き家にな

民家ワークショップで空き家の基礎調査を実

民に積極的に関わってもらいながら、
まちの

助成対象活動では、地域住民等が広く参加

を目指している。

の参加者があった。

文化財の申請をはじめ、庭園修復などを住

度、都市の学生と地元大工による茅葺き古

18

施し、多くの参加者を得た。

助成対象活動では、学生が滞在して住民と

の協働で建物の修繕作業に着手し、
2年後を

目処に茅葺きアトリエの開業を予定している。

考えている。

42
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特定非営利活動法人
高田瞽女の文化を保存・発信する会
江戸時代から農山村への巡業を行っていた
盲目の女旅芸人「瞽女」は、越後高田の歴

50

史文化を語るうえで欠かせない存在である。
団体が中心となり実施した署名活動が実を
2011年に上越市に寄贈された。

助成対象活動では、地域に由緒ある空き町

家を修理して寄贈作品等を展示できるように

するとともに、瞽女に関する情報発信、雁木
町家と高田瞽女を専門とする案内人の養成

などを行う。

34

新潟県上越市

結び、斎藤真一画伯の瞽女の絵画と資料が

74

82

66

58

26

子連れママを中心とした多世代の憩いの場

所の寺の境内の「茶屋」
を活用したカフェを

助成対象活動では、
「ばあば」のスタッフによ
実施する。多世代が集うことにより地域への

性化を目指す。

える仕組みをつくり出す。

66

74

岐阜県郡上市

兵庫県たつの市

特定非営利活動法人
ななしんぼ

特定非営利活動法人
龍野町家再生活用プロジェクト

中間支援組織として、地域づくり団体、行政、

これまでに、地元高校と地域が協力して「町

企業などを面的につなぎ、多様な人々が集う

ぢゅう美術館」の開催や「龍野アートプロジェ

助成対象活動では、講座形式で、
プロの林

課外授業で醤油蔵の外観改修が行われた。

場づくりに力を入れてきた団体。

家やログビルダーの指導の下、実際に木を
伐って家（ログハウス）
をつくるまでの工程を

クト」
を行ってきており、昨年は、高校生による
助成対象活動では、地元高校と協力して蔵

の実態調査と内部空間・設備の再生を行

学び、出来上がった家を森と人とをつなぐた

い、蔵を活用した「龍野アートプロジェクト」
を

に対する関心の醸成、担い手づくり、都市と

化と地域文化の発信、町の若い担い手づくり

めに活用する。
プロジェクトを通じて、山や森
農村の絆づくりなどにつなげていく。

82

奈良県橿原市

実施する。
これにより、地域コミュニティの活性

などを目指している。

04

総評・講評

89

応募要項

チームPREドクターズ
医大生が、積極的に社会と関わっていくこと

により社会人としての姿勢・態度の習得を目
的にしている団体。

助成対象活動では、空き家となっている古

い町家を専門家の協力を得ながら自分たち

の手で改修し、
「コミュニティスペース」や「カ

レー食堂」
として活用する。
また、子どもたちの
ための寺子屋の開設やアートスペースの整

備のほか、健康や食育に関するセミナーを行

うなどして、地域のコミュニティの拠点とする
ための活動を行う。

4

特定非営利活動法人
せき・まちづくりNPOぶうめらん

搾して採取される桐油の原料で、江戸時代、

るなど保全・活用が課題となっている。昨年

助成対象活動では、建造物調査と登録有形

岐阜県関市

助成対象活動では、島に住む若者を中心

に瀕している。
これまで行ってきた大看板修

復の募金活動や清掃ボランティアには、多く

58

※ここに記載している
「団体・活動概要」
は、
助成決定時の資料に掲載したものです。

5

講評

総評
選考委員会委員長
はじめに
今年の応募件数は330件と、昨年を30パーセントも上回

りました。
コミュニティを良くしたい、楽しくしたいという活動

が当たり前になってきた時代であり、活動団体が年々増加

鈴木輝隆［江戸川大学教授］

えられましたが、
前向きな生き方に期待したいと思います。

高校生が地元の歴史的な建造物の修復を行う
「特定非

営利活動法人龍野町家再生活用プロジェクト」は、町のた

めに汗を流して働く若者が地元の心を動かしています。
こ

していることを実感します。志ある活動から学ばせていただ

うした活動には、地元の行政も継続して助成していくことが

となりました。
日本の少子高齢化が一層進むことを考えます

が「アブラギリ」に興味を持ち、伝統的地場産業に関わり始

くとともに、今後の助成事業はどうあるべきかを考える機会

と、社会の課題は増え、行政と住民や企業との協働事業は
ますます必要となってきます。

選考委員

遠藤幹子 ［office mikiko 代表］

窪田亜矢［東京大学 准教授］

今回はじめて本助成の選考委員会をさせて頂きました。

に重視した二点を述べたいと思います。

勉強になりました。

にしながらも、
新たなつながりを創り出したり、
豊かなものにす

大切です。
「特定非営利活動法人WACおばま」は、
高校生

いコミュニティづくりの活動が行われていることを知り、
とても

めています。子どものころから地元のまちづくりに参加できる

助成対象となった団体の中で、
特に内容を評価している

のは「飛島ロマン」の島の文化拠点をつくるプロジェクトで

律ではなく、委員の評価に応じて配分することになりました。

女の文化を保存・発信する会」は消えゆく文化の再評価と

して島に拠点を作る本活動は、
島の風土とそこにある何の

体のモデルとなる優れた活動を期待しています。

こしの会」は魅力ある伝統的建造物「サフラン酒本舗」の

ン力とネットワーク力によって島外の人にも魅力を感じられ

選考にあたって

けとなり、地元の努力により、行政の理解を得て、地域の文

33倍の倍率で選ばれたのですから、誇りを持って、他の団

当助成事業は、地域における豊かな環境を作り出すこと

を目的にしており、活動主体については、地元で生活してい

る人が中心になって動いている活動であってほしいとの願

いが基本にあります。助成金は、出来るだけ地元で使われ

ることが大切です。

この地域でしかできない大切な活動があります。
「高田瞽

伝承活動で、
「特定非営利活動法人醸造の町摂田屋町お

今年度からはじめて審査に加わりました。
そこで、
審査時

驚いたのは応募数の多さで、
日本各地でさまざまな素晴らし

社会の仕組みは評価したいです。

10の活動団体を選考しましたが、今年から助成額は一

す。
20代を中心とした若者が地域の人や外部識者と恊働

変哲もない建物の味わいを上手に引出しつつ、
若いデザイ

まず、
助成金が、
地域の中で、
これまでのつながりをベース

ることに役立ちそうかどうかという点です。
直接的なつながり
の創出も良いですが、
場づくりを介して間接的に次の展開

を期待するものであると、
ますます魅力的だと感じました。

人と人とがつながって、
そのまちならではのネットワークを

創っていくことは、
3.11以降、
その必要性が強く認識されて

います。
しかし、
必要だからという理由ではつながりは持続で

修復活動で、
ともにお金がかかりますが、
この助成がきっか

る新しいタイプの拠点に育ちそうで、
非常に楽しみです。
また

きません。場を共有し、
その使い方をみんなで工夫し、
それ

化を後世に残していただきたい。

なっていて、
運営費や講師料などをボランタリーあるいは他

クが形成され、
維持されると考えます。
留意したいのは、
この

NPOぶうめらん」
は、
女性ならではの優しく温かい視点で、
お

成終了後も自立した活動を行えるのではと判断できました。

子育て支援活動「特定非営利活動法人せき・まちづくり

寺と高齢者の活用に特徴があり可能性の多い活動です。

予算の内訳も拠点の整備にどうしても必要な資金が中心と

の方法での資金調達を前提としていることが伺われ、
本助

「特定非営利活動法人せき・まちづくりN PO ぶうめらん」

が楽しい、
という状態があれば、
自ずとしなやかなネットワー

ネットワークが排他的であってはならないという点です。
地域

や共同体は排他的になりがちです。
そのこと自体を否定した

いとは思いません。
それが共同体内部の結束を強める側面

の多世代の集いの広場のプロジェクトも、
現在の子育てを

もありますし、
そもそも共同体は外部との差異化によって出来

粘り強い活動が必要となります。
「特定非営利活動法人な

ます。

向きな活動ではなく、
地域に開こうという姿勢を評価しようと

いことが起こりそうな気がします。
「元気!岩手つちざわチー

に、
ふと悩んでいることや子育てで気になることをうちあけた

山村や小さな町の商店街は人口減少と高齢化の厳しい

活動内容については、選考委員が助成したいと心動

現実が眼前にあり、
これまでとは違うクリエイティブな発想と

要なのか、未来に向けて価値ある活動かも議論になりまし

なしんぼ」はアイデアと長期的なビジョンが興味深く、面白

の地域だからできるという地域性のある活動が望ましいと

ム」の土沢地区は自立志向の高い商店街として知られてい

り、
ある意味無責任に
「だいじょうぶよ」
と言ってもらえるような

これもまた3.11から学ぶべきことですが、
地域の主体は住ん

必死の活動で奇跡を起こすかもしれません。
「荻ノ島地域

護者にとって、
本当に心強いものです。
是非このカフェが本

す。
たとえ失敗してもその失敗を積み重ねた先にしか、
地域

住民自治で有名な地域です。現実は茅葺きの集落が風前

思います。

を再生する挑戦的な活動です。新しい山村創造活動に大

れるのが「魚を与えるのでなく、
魚の釣り方を教えよ」
という言

かす活動であるかが重要です。時代背景も大事で、今必

た。新しい挑戦が感じられるかも大きな要素です。更に、
こ
考えました。

ますが、店舗の疲弊が激しく、思い切ったドキドキ感のある

のある団体であるかも判断材料になりました。団体の存続

協議会」は、
日本で唯一残っている茅葺きの環状集落で、

活動メンバーが限られた人か、
それとも開放的な広がり

維持のためや他の助成事業の補てんのために助成金を充

てるという例は、好ましくないと判断しました。
お金の使い方
や配分が適切であるかも重要です。

の灯で、家屋を修復し、若者の移住を積極的に進め、集落

いに期待したいと思います。

選考された団体について
今回は、若い人を中心にした活動に勢いがあり、
ユニー

さいごに

高齢化が進む離島の
「飛島ロマン」
はしっかりした年次計

ない時もありますが、嘘のない企画で使命感や熱意をもっ

ります。
「チームPREドクターズ」
は、
医学生がまちづくりを行う

ずです。住民団体の活動の質が問われる時代です。選考

クなものが見られました。

画が立てられており、
楽しい島の実現につながる可能性があ

時代になったのかと驚きました。
大学生のサークル的な活動

に助成金を出すことや卒業などによる継続性などの課題も考

6

選考委員

助成対象団体の現場を訪れますと計画通りに進んでい

て誠意ある活動をしていけば、必ず解決策が見つかるは

巡る地域環境においてとても評価の高い取り組みだと思い
血縁者ではなく近所でなんとなく顔を知っている程度の方

機会は、
一人で悩みを抱え込みがちな昨今の乳幼児の保

上がるものです。
しかし、
今回は助成金の審査ですから、
内
考えました。

もう一つは、
助成金を使う主体が、
地域住民か否かです。

だり働いたりして、
そこに居る方であることが本質的に重要で

助成終了後も自立した運営体制を築けるよう、
応援したいと

が身近な環境に対して主体的に関わる状況は生み出せま

私は国際協力の分野での仕事もしておりますが、
よく言わ

信がまずかったのか、
きちんと議論して次に生かすなら、
助

葉です。
単に居場所やホームページ等のモノやしくみを作る

せん。
目標の立て方が悪かったのか、
人の集め方や情報発
成金の有効な使い方です。

ただしその場合には、
失敗から得たことを広く共有できるよ

だけでは、
なかなか地域を育てる活動は長く続きません。
地

うに配慮していただけたら有り難いです。
それが今回惜しく

の活動を引き継ぐ人を育ててゆくような活動を、
本助成を通

ます。

域の人が主体となり、
より多くの人に愛着を持ってもらい、
そ

じ今後も応援して行きたいと思います。

も助成金を得られなかったグループや活動への還元になり
活動成果を楽しみにしています。

委員はできる限り現地に足を運び、現実の課題を共有し、
楽しいコミュニティの実現を目指したいと思います。
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選考委員

選考委員

小伊藤 亜希子

図司直也［法政大学 准教授］

［大阪市立大学 准教授］

様々な魅力的な活動がありましたが、中でも過疎化する

今年度は昨年度以上の数の応募があり、
選考委員として全

高見沢 実［横浜国立大学 教授］
昨年よりさらに応募件数が増え、
選考委員会でも票がば

村・島の再生や空家活用に取り組んでいるものが大変多く、

国各地から寄せられた多彩な志に触れる機会となりました。
一

らついて助成対象団体を絞り込むのにかなり時間がかかり

じまっていることを実感しました。

域や条件不利地域における地域づくりを専門領域とする評者

力が蓄えられ軌道に乗り始めた活動はどちらかというと

人口減少時代の中で地域再生への挑戦が全国各地では

選考にあたっては、地域の課題に沿う取り組みであるこ

と、
イベント的に終わらずに、
地域の人々に根付き持続的に
発展していく力があることを重視しました。

方で、
予備選考結果の範囲に限られてしまいますが、
農山村地

ました。

にとって、
今年度はこのような地域からの活動が少なかったよう

「卒業」
になる傾向があるため、
次に続く活動に注目が集ま

条件不利地域にも関わらず地域内外の若者の積極的な参画

も増えてくるため、
申請数が増えるとそうした中間層がふくら

離島からの応募も目立つ今年度でしたが、
その中でも
「飛

まえがきはこれくらいにして、
今回最も注目したのはオンリーワ

にも思えます。
それでも、
最終的に助成対象となった活動には、

ることになります。
活動は多様化しており、
次々と新しい申請

使われなくなった町家の改修・活用の取り組みはいくつも

があり、
今後の展開に期待を抱かせてくれるものばかりでした。

体全員が地元の医大生というところが特徴で、
自分たちで

島ロマン」
は、
島に関わる内外の多彩な若者のネットワーク団

ン度の高い
「高田瞽女
（ごぜ）の文化を保存・発信する会」

姿勢と、
町家の改修をDIYで実施しながらも専門的な部分

しようとする意欲が伝わってくる活動です。
島民に対して自分

地域のユニークな文化を広く発信しようとするその姿には共

ることから、
質の高い空間の実現と持続性も担保されている

行錯誤から島の狭い社会に新たな刺激が生まれていく好機

デルになりうると思いました。
高田世界館にも近く、
街なかの他

農山村地域でも、
「特定非営利活動法人ななしんぼ」
は、
過

期待したいと思います。
「特定非営利活動法人醸造の町摂

ありましたが、
その中で、
「チームPREドクターズ」
は、
実施主

運営しながら地域の人たちとゆっくりつながっていこうとする
に関しては建築家やデザイナーとの連携をしっかり図ってい

体が核となって、
自分たちの世代での仕事おこしにチャレンジ

たちの活動を理解してもらう関門が大きいようですが、
その試

と評価されました。

に繋がって欲しいと思います。

は、
醤油蔵を再生しギャラリーとして活用する取り組みに、
高

去5 年にわたって地域内の様々な団体を繋ぎながら、
また移住

ちづくりへ、
市民の意識を高めていこうとする長期的な視点

も得て、
中間支援活動を地道に重ねてきた実績が注目されま

て残すためにも、
今後、
町家所有者の抱える共通の課題の

クが広がり、
活動が前進することを期待しています。
「荻ノ島地

「飛島ロマン」
は、
使われなくなった旅館を島の再生拠点と

ながらも、
今日では空き家の再生・再活用が喫緊の課題になっ

「特定非営利活動法人龍野町家再生活用プロジェクト」

校生も巻き込みながら、
歴史的建造物を生かした龍野のま

を持っていることが評価されます。
1軒だけでなく町並みとし
解明や解決策にまで踏み込んでいかれることを期待します。

して活動する取り組みで、
地元の人たちが、
地に足をつけて

促進事業を契機に関わりを持つようになった外部人材の参画

す。
今回、
森林活用の講座を立ち上げることで、
さらにネットワー

域協議会」
は、
茅葺き集落でその景観保全活動が著名であり

田屋町おこしの会」
は、
味噌、
酒、
醤油の社長さんたちが取り

組むユニークな事例。
再生しようとしている建物も魅力的で、
是非応援したくなるタイプです。
「飛島ロマン」
は、
離島を舞台

にした新しい活動です。
活動パターンとしては決して新しくは

ないかもしれませんが、
若者たちのエネルギーを感じ、
また、
2015年度までの発展ストーリーに希望を感じて推薦しました。
その他気になった活動として
「チームPREドクターズ」
があ

地場産業の復活を試みる意欲的な取り組みであり、
ぜひ活動

は残念です。
さまざまな助成が既に入っているとも聞きます

最後に、
農山村地域ではないですが、
若者主体の活動と

一昨年の「朝日座を楽しむ会」、昨年の「ship for ship（西

く、
ばあばとママの組み合わせによって多世代交流を内包

が自立できるまでに資源の磨き上げを進めて欲しいと思います。

もここが交流拠点になり、
新しい地域の居場所になっていく

して
「チームPRE ドクターズ」
にも触れておきます。
というのも、

定的な事業運営のために本助成金を役立てていただけた

たちと地域の方々と一緒に作り上げた経験があり、
似たような

らと思います。

の活動とも連携・呼応しながら、
相乗効果をあげていくことに

とを楽しみにしています。

に、
地元の高校生を含んだ多彩な参加の場を作りながら、
伝統

のではと期待します。
これまでの実績もあり、
さらに自立的安

感でき、
地域が主役になるこれからの地域活性化の1 つのモ

営利活動法人WAC おばま」
も、
地域資源であるアブラギリを軸

は、
親子の子育てネットワーク拠点を作るという今日強く求め

しているところが魅力です。
ホストであるばあばたちにとって

の活動です。
絵画作品163点と資料というコンテンツをもち、

ります。
映画『僕たちは世界をかえることができない』的な、
ド

などが一堂に会して取り組む工夫が見られます。
また、
「特定非

られている課題に応えるものですが、
同世代の親子だけでな

み選考が難しくなるのかもしれません。

ており、
その技術継承に建築を学ぶ大学生や地元の工務店

地道に活動して行こうとする姿勢に好感がもてました。

「特定非営利活動法人せき・まちづくりNPOぶうめらん」

クターの卵の側から発するメッセージのようなものが聞けるこ
東北の復興にかかわる活動が結果的に入らなかったの

が、新たな課題も次々に起こっていると思われます。私自身、
土佐連合青年団）」が縁になり、南相馬と名取に行く機会が

評者も学生時代に地域づく
りインターン活動の足場を、
仲間

できました。地元が中心となった立上り期の真剣な取り組み

温度を感じたからです。
地域の中で、
学生と地元の方々が楽

の輪をつくっていく姿に接することができ、助成のもつ触媒

しみながら学び合う場がまたひとつ生まれつつあり、
ゆくゆくは
地域から医学生にお呼びがかかるような取り組みに育って行

くことを期待しています。
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選考委員

が次につながっていく様子や、外からの応援が地域に連携
的役割を感じています。助成額が限られるなかで、多様化

し数も増える申請にいかに答えられたか。皆様からのご意
見も是非交流会などの場でお聞きしたいと思います。

※ここに記載している
「総評・講評」
は、
助成決定時の資料に掲載したものです。
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子どもたちが誇れる
未来の土沢商店街プロジェクト
元気!岩手つちざわチーム
［岩手県花巻市］

団体設立の経緯
花巻市東和町地区では、農業、商業など色々なエリアで
各団体、
グループが地域のために個々に活動しています。
2012年に、東京都板橋区大山商店街で土沢商店街とそ
の周辺の農業グループが一緒に東和町の物産展を開催し
たことがきっかけとなり、業種・世代の枠組みを越え、
（株）
土
澤まちづくり会社と花巻市商工会議所青年部東和ブロック
が中心となり、地域の将来のために行動するチームを結成し
ました。

地域概要
岩手県花巻市東和町にある土沢商店街は、
かつては和
賀郡東和町の中心市街地として栄えてきました。
しかし、大型店、
コンビニの進出やインターネット販売など
による購買機会の多様化、人口減少などの要因により廃
業、閉店する店が増加し、商店街としての機能が失われつ
つあります。
街かど美術館、
アート&クラフト土澤マーケットな
ど土沢ならではのイベントを展開し期間中は賑わいを見せる
ものの、商店街の衰退という大きな流れをとめるまでには至
りません。
一方の周辺の農村部に目を向けると、少子高齢化、人口
減少、後継者不足、空き家の増加など、商店街と同じ問題を
抱えながら農業を営んでいるのが現状です。
2006年に花巻
市と合併したことにより人口の減少と高齢化が加速し東和
町という地域性も薄れ、
このままでは土沢商店街はもとより
東和地域全体が、衰退どころか失われてしまうのではと危機
感を抱かざる得ない状況が続いています。
設立年月 ･･･2012 年 3 月
メンバー数 ･･･15 名
代表者名 ･･･ 松葉孝博（まつば・たかひろ）
連絡先 ･･･ 〒 028-0114 岩手県花巻市東和町土沢 8‐90
☎ 0198-42-1331 tmotowa@vesta.ocn.ne.jp
団体のミッション ･･･ 私たちは、花巻市東和町の商店街と農家が一緒にチームを結成し、
共に学び、共に行動しながら、持続可能な地域を見出すためのアクションを展開しています。

万 国 旗 がはためく土 沢 商 店 街 。
（アート＆クラフト土澤マーケット）
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元気!岩手つちざわチーム
［岩手県花巻市］

11

に、土沢商店街とその周辺の農家グルー

一方、
高齢化だけに目が行きがちです

が、
これからの子どもたちのために住環境

の整備も地域にとっては大切な課題です。
今の地域づくりは50〜70代が中心に行

われていますが、子育てをしている世代

（20〜40代）
と、問題や課題の共通認識

を持たなければ、次の世代に引きつぐこと
は容易ではないでしょう。
このように地域

に危機感を持った商店街と農村部、
そし

て次の担い手となる世代が一緒になり、
こ
のチームを立ち上げました。
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元気!岩手つちざわチーム
［岩手県花巻市］

加を繰り返しながら、地域内の距離感を

縮め、
チームの方向性を明確にしていくこ

ととしました。

アート&クラフト土澤マーケットは、街

かど美術館《土澤》
と共に土沢の大きな

イベントです。
このイベントは県内外から

140店をこえるクラフト関係の店が集まり、
商店街の通りを埋め尽くし、2014年春の

マーケットでは2日間で3万人が集まりまし

た。
しかし、商店の前に店を構える為、実

際には通常より商店の中に入りにくくなり、
従来の商店の売り上げに結びついていな

いのが現状です。

左：アート＆クラフト土澤マーケットで
のつちざわ屋台村。焼きたての米粉
ピザを待つお客さん。
右:アート＆クラフト土澤マーケット
のにぎわい。毎年春と秋の2回行わ
れ、多くの人たちが訪れます。

回を重ねるごとにつちざわ屋台村も来

客者のみなさんに定着し、3回目の屋台

村では、東和町町井のおでって工房のコ

メ粉ピザが大人気で行列が出来るほど

でした。
また、
メンバーがつくっている朝摘
みイチゴも即完売と、今後は農家の野菜

などの販売も考えていきたいと思います。

花巻産白金豚の豚汁

課題が共通していることに気がつきました。

期間、
ワークショップ、他のイベントへの参

に声をかけ共同で屋台村を開きました。

東和町佐々長の味噌おにぎり

活動の限界など、
お互いが持つ問題点、

を東京での物産イベントとし、
それまでの

2013年5月3〜4日/10月12〜13日
2014年5月3〜4日の計3回

いくことに重点をおきました。
その最終目的

ニューを準備すると共に、地元の飲食店

花巻産白金豚ソーセージのプラチナドック

者不足、
空き家の増加はもとより、
一団体の

とし て 出 店

紹介したいと、地元の食材を使用したメ

東和町町井おでって工房のコメ粉ピザ

この物産展を通して、
少子高齢化、
後継

ながら、物産で東和つちざわを発信して

くの機会に東和の食材を多くの人たちに

東和町産きのこのスープ

になりイベントを行うのは初めてでした。

「 つ ちざ わ 屋 台 村 」

東和町佐々長の味噌おにぎり

が、東和地区の農村部と商店街が一緒

ら、
チームでイベントへの参加を繰り返し

についての発信ができていません。
せっか

東和町町井おでって工房のコメ粉パン

それぞれでイベントを行うことはありました

ものづくり、販売に関わってきていることか

土 澤 マ ー ケットに

たちが集まるのに地元のよさ、食材、物産

おたすけキッチンのコロッケパン

ざわ物産展」を開催しました。
これまでは

立して間もないこともあり、
また、
メンバーが

また、地元の参加者も少なく、多くの人

春

街のハッピーロードイベント会場で「つち

のチームづくりと位置付けていますが、設

ア ート& ク ラ フト

秋

プが一緒になり、東京板橋区大山商店

今回のプロジェクトは、
地域存続のため

メニュー

東日本大震災の1年後の2012年3月

農 村と 都 市 の 交 流 を 通 し

理由や背景

次の 世 代へ地 域 を 受 け 継 ぐ 。

活 動 に 至った

農家のおばさんたちが東和町産の
米で作っている、町井おでって工房
のコメ粉ピザ生地に東和町産トマト
をトッピングして売り出しました。生
地がもっちりして大人気でした。
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地 域 ブ ラ ンドと
発信会議
2013年6月21日、7月22日、8月19日、
10月21日、11月21日、1月20日

今回のチームを作ったひとつの目的に、

商店街と周辺の農村部の遠くなった距離

感を縮めていくことがあります。
かつては、
農家のみなさんが自分の作った野菜を
商店街に持ってきて売り、
そのお金で商

ブランド・発信会議は次のような流れで

進んでいきました。

（1）東和地区の農業、商業の現状
（2）現在加工し販売している食品の試食
（3）商品のもつ発信力とは
（4）新しい加工品の検討
（5）
自分たちにとっての地域ブランドとは

店街の商品を買っていくという循環型の
経済が成り立っていましたが、今は、農家

は農協を中心に、商店街は商工会、商工
会議所などの組織が中心となる業種の中

での完結型となり、
また流通の多様化によ

り、農家のみなさんも商店街で買い物を
しなくても困らない、
そんな関係になってし

まいました。
その関係を修復するというよ

り、新たな関係を築くためのワークショッ

プです。他業種、多世代の集まりのため、

どんな意見でも発言できるように、
ワーク

ショップでは出された意見は否定しない、
ケチをつけない100円罰金のルールをつく

りました。

この会議の狙いは、商品開発というよ

り、
このワークショップを続けていくことに

より、
お互いの距離を縮めてチームワーク
を強めていくことにありました。商品開発

の話もいくつかありましたが、最終的には

東和つちざわのブランドは「人」だというこ

とで一致しました。
自分たちの生き生きと
した姿を見ていただいて、
この人たちが

作っている商品を食べてみたい、
この人

たちがいるまちに行ってみたいと思っても

らうことが私たちにとって発信であり、
ブラ
ンドであると考えました。

特 別 ワ ー ク ショップ
2014年3月17日

板橋区大山商店街の物産イベントに

先立ち、首都圏の消費者は、地方の商
品に対してどのような意識をもっているか

を、前回の大山商店街物産イベントで商

品の構成のアドバイス、物産イベントの装

飾品、PRツールのデザインをしてくださっ

た「ほほえむデザイン」の岩佐洋介さんを

お招きしてワークショップを開きました。食

品の信頼を揺るがすような食品、産地の

偽造が多発し、消費者の商品に対する
信頼は大きく崩れてきています。岩佐さん

のお話を聞きながら、
その中で自分たちが

都市に行って売る意味とは、
自分たちが

作ったものを直接消費者に手渡す、つま

岩佐洋介さんのワークショップ。
発信する側の思いだけではなく受け
手側（消費者）が何を求めているの
かを知る必要があるとアドバイス。

り商品の安全を直接手渡すことであり、
消費者からいただくお金は、商品に対し

ての対価でもありますが、作り手、売り手
である自分たちに対する支持、信頼の証

を得るためと、物産イベントの核となるもの
が明確になりました。

カチカチの会議にしたくなかったの
で、だれもが自由にアイデアが出せ
るようにルールを決めました。
アイデ
アにアイデアをプラスしていく足し
算会議の誕生です。
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元気!岩手つちざわチーム
［岩手県花巻市］

多世代による会議。会を重ねるごとに主導権はベテ
ランから若者に移っていきました。会議皆勤賞のチャ
ロ。
いるだけで会議の雰囲気が和みます。
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岩 手 花 巻・

プ ロ ジェクトを 通 し て

つ ちざ わ うま い も の 市

一 番 感 じ た こと

準備会議・・・2014年3月4日、
3月11日、3月24日
開催日・・・2014年3月28,29日

小さなグループは
フットワークの良さが
決め手

いよいよ東京イベントです。準備会議を

重ね、商品構成、当日までの段取り、配送

の手配などを決めていきました。

3月は年度末、
それも今回は消費税増

個々の団体に所属しているものの、参

税が4月から行われることもあり、早目に配

加は個人の意思に任せました。義務や

送のトラックを手配したはずでしたが、
ぎり

強制では長続きしないからです。
また、団

ぎりになり首都圏の配送が混み合ってト

今後の予定

体ごとの集合体になると団体の思惑がで

ラックが手配できないと言われ、急遽それ

てきて、地域をなんとかしたいという気持

ぞれが宅急便の時間指定で送ることにな

◎釜石線土沢駅での

ちが二の次になってしまう可能性が出て

りました。
その宅急便ですら、首都圏では

東和地区の発信（現在進行中）

くるため、個人として参加し、バックグラ

時間指定どころか、期日につかない状況

現在、釜石線ではJR東日本の復興支

ンドにある団体は利用できる時に利用す

だったようで、無事にスタートができたこと

援プロジェクトとして42年ぶりに復元され

るというスタンスですすめていきました。

が実は奇跡的なことだったことを後で知り

た蒸気機関車が、
「SL銀河」
として花巻

次世代の参加もメンバーの声掛けによる

ました。

―釜石間（90.2キロ）
を秋まで土日運行し

ものです。
ワークショップだけに参加する

イベントでは、2日間で1300人の方に御

ています。

人、屋台村にだけに参加する人など、参

来場いただきました。商品構成は、農産

土沢駅は、宮沢賢治の「銀河鉄道の

加できるときに参加する形で一年間続い

物、味噌醤油、酒、菓子、
しょう油たこ焼

夜」の始発駅。せっかくのチャンスを生か

てきました。

き、東和裂き織り、東和和紙、経木など地

し、初日に土沢駅構内で、東和町内の観

そのゆるさが 、
これからも続く一 因に

元のものにこだわりました。

光、
グリーンツーリズムのイベントなどのパ

なっていくと思います。
また、少人数のた

また、東日本大震災後お付き合いして

ンフレットを配布しようと目論みましたが、

め他人任せではなく、
「自分で考え、
自分

きた岩手県大槌町マリンマザーズのわか

JR側の許可が下りずにあえなく断念。行

で行動する」
ことが原則となり、
自発的に

めかりんとう、昆布の加工品も販売しまし

政を巻き込んで、再度検討中です。

役割分担が出来てきたことも大きな収穫

た。
自分たちの商品を売るともに、
自分た

でした。

ちの背景にあるまちに関心を持ってもらう
ことが目的です。

◎農家（作り手）
と
売り手（商店）
との商品開発

地域の中の
まとまりが力になる

「自分たちが地域ブランド」を合言葉

に、来ていただいたお客様に自分たちの

言葉で積極的に話しかけました。
また、
イ

ベントに対するアンケート調査も行い多く

地域ブランド会議の継続。作るのが得

意な農家と売るのが得意な商店が一緒

になって商品を開発できないかを検討し

ていきます。農家との連携を深め、商店街

地域存続の危機感は、各地区、各業

の方たちに答えていただきました。

で産直のような販売ができないかも考え

種で痛感しており、何とかしなければと考

同じ会場で農業、商店街の垣根を越え

ていきたいと思っています。

えているものの、
自分たちのエリアを守る

てチームとして一緒に販売していく。
これ

のが精一杯で、同じ地域にいながら地域

こそがこれからの東和地区の形だと思い

の課題を共有せずに来たような気がしま

ました。逆になぜ今までこのことに気がつ

す。今回のプロジェクトを通して、業種、世

かなかったのか不思議なくらいです。

代を越え、地域のことを考える機会が得ら

れ、新しい形の地域づくりチームがこれか

らの地域を変えていくと予感しました。

今

後は定期的に集まりを開き、地域のために、時にはゲリラ的に、時に

は冷静にアクションを起こしていきます。外に向けた東和つちざわ

の発信を、東和地区内部に向けた問題解決の話し合いを通して、次世代

につなげていく地域再生の糸口を見つけていきたいと思います。

これからの地域存続のためには若い世代の定住が不可欠です。定住

には、住居と雇用と生活環境の3つが必須条件で、大きな企業、工場の誘

致も必要ですが、働く場所を選ぶことが出来るくらいの雇用の場があるこ

とが魅力になってくると思われます。私たちがしていることは小さな活動で
はありますが、地域ブランドという名のもとに農業だけで行われている6次

左上:専業農家の新人。声は小さいけど一生懸命／左中:東和弁の達
人。
なまり言葉でお客様を引きつけます／左下:東和町名物のしょう油
たこ焼き。
このチームのリーダーです／右上:大槌町マリンマザーズの
わかめの加工品／右中:アンケート調査もしました／右中:準備中。手
前は専業農家のベテラン。
チームを引きしめます／右下:チームのゆる
キャラ担当。東和手裂き織の職人です

16

元気!岩手つちざわチーム
［岩手県花巻市］

産業化を、
「地域内6次産業化（他業種の中で循環していく）」に変換して

いくことで、新たな雇用を生み出したいと考えています。
それに加えて、空き
家、空き店舗の活用、子育てのための教育環境の維持等、
やるべきことは
山積みですが、
「できることから、
できるところから、
できる人」が、少しずつ

やっていく、
そんなチームに育っていけばいいなと思っています。

17

とびしま

飛島拠点プロジェクト02
〜飛島に文化の拠点をつくる〜
飛島ロマン
［山形県酒田市］

団体設立の経緯
2011年5月、山形県飛島にとびしま未来協議会が発足
しました。
とびしま未来協議会は、島民、島の応援団（市民、
NPO、大学など）、山形県、酒田市などが一緒に島の未来
を考える合意形成の場として設立されました。同協議会の
24年度の主な事業として、緑のふるさと協力隊（NPO法
人地球緑化センター）
の導入と、島の観光拠点となる「しま
café」の運営（2012年度新しい公共の場づくりのためのモ
デル事業）があります。
こうした前向きな取り組みの中で、
U・Iターンの若者が島に出入りし、
それを島民が応援する
状況が徐々に整ってきました。初めはそれぞれの立場で活
動を行っていた若者たちも次第に集まり始め、島における
若者としての課題を話し合う機会が増えました。
そして、2012年10月に、飛島で夢を持った若者が活躍出
来る仕組みをつくるための団体「飛島ロマン」を結成。
その
初めの取り組みとして、
「第21回 住まいとコミュニティづく
り活動助成」に応募することとなりました。

地域概要
飛島は山形県の北部に位置する酒田市より北西へ
39.3kmの日本海上に位置し、周囲10.2km、面積2.75㎢
の小さい島です。山形県唯一の離島であり、以前は飛島村
として一島一村の自治体を形成していましたが、1950年に
酒田市と合併しました。1940年には最大1,788人の人口を
有し、昭和30年代後半以降に高校へ進学する子どもとそ
の親が本土側へ相次いで転出したことなどにより、人口減
少と少子化が急速に進みました。2010年の国勢調査によ
る人口は228人、65歳以上の高齢者人口は59.6%、18歳
未満の人口が占める割合は2.2%と、少子高齢化が顕著に
なっています。
島の基幹産業は漁業と観光業で、
ともに就業者の高齢
化と後継者不足により、衰退の一途をたどり、島の風景や
文化は徐々に失われてきています。
しかし、縄文時代の遺物
の発掘、平安時代のものとされる人骨が発見された「テキ
穴」、鳥海山大物忌神社と飛島の小物忌神社に伝わる「火
合わせ神事」など、離島特有の生活様式、歴史文化資源が
豊富に存在しています。
設立年月 ･･･2012 年 10 月設立
メンバー数 ･･･10 人（島内 6 人・島外 4 人）
代表者名 ･･･ 渡部 陽子（わたなべ ようこ）
連絡先 ･･･ 〒 998-0281 山形県酒田市飛島字勝浦甲 44 matsumoto@apcollage.net
団体のミッション ･･･ 夢を持った若者が飛島を舞台に活躍できる仕組みをつくるために、
若者の活動拠点を整備・活用しています。
各拠点で様々な人の繋がりをつくり、雇用創出・交流人口の拡大・移住者の誘致に繋げます。
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飛島ロマン
［山形県酒田市］

誰にも見向きされることのなかった空
き家を改修し、地域資料館として生
まれ変わらせることができた。

19

それぞれの仕事がある中、時
間を合わせてペンキ塗り。初
めての作業に戸惑うも、笑い
声が響く。

と び しま 漁 村 文 化
研究会の設立
飛 島に文 化の拠 点を作るにあたり、

島の文化的な動きが活発になりました。
2013年6月には「とびしま漁村文化研究
会」が設立されました。
この研究会は、飛

島の3地区の区長、漁師、若者などの島

民と、島外の専門家や新聞記者、大学関

係者などで構成されています。今回作り
上げた地域資料館のソフト部分をはじめ

2階での映像上映。

とする、島の文化的な活動を行う主体と
して実践を積んでいきます。

飛島学の提唱
とびしま漁村文化研究会では「飛島

学」
を提唱し、多角的な視点で飛島を捉

活 動 に 至った
理由や背景
先に述べたとびしま未来協議会では、

しまcaféの売り上げから映像上映の為の

機材を購入しました。
しかしそれらはマン

パワー不足ということもあり充分に活用さ

れているとは言い難い状況でした。
また

全国でも取り沙汰されていますが、
飛島で

も人口減少に伴い、空き家が目立つよう
になってきました。
この空き家を何とかした

いという思いと、上映機材を活用しようと
いう思いが重なって、空き家となっていた
旧民宿を改修するに至りました。

飛島で暮らす若者の活動の拠点、島

の文化を発信する拠点として映像資料

館という結果になったのは、上映機材の

他、島の各所に眠っている資料・民具を
収集し活用する場をつくるという目的が

あったためでした。

え、
学びの成果を蓄積するとともに実践活

空き家 の 修 復

動を行っています。2013年度は、様々な

分野から専門家を呼んで飛島について

かつて民宿として営業していた空き家

の講義を行う
「飛島学講座」
を主な活動

を利用して、新しい場作りを始めました。

としました。全6回の講座と、
それに関わる

まず、団体のメンバーで空き家の片付

2回の写真展を開催しています。

けと掃除を行い、実測して図面を作成。
そ

飛島学講座の第1回目は「縄文と飛島」

の後、島の大工さんにアドバイスを受けな

というテーマを掲げ、飛島の蕨山遺跡発

がら打ち合わせを重ね、設計を進めてい

きます。2階を映画上映スペース、1階を
展示スペースとして計画を進める中で、
空

き家の現状と予算の問題で、比較的きれ

いな2階は既存のまま活用し、1階を重点
的に改修することになりました。

改修の主な作業は大工さんに依頼し、

ペンキ塗りや照明の配置などの作業はア

掘に携わった考古学研究者を招き、2階

実施しました。
メンバー自ら島を紹介する

多くの方々が様子を伺いに来ていたこと

が印象深いです。

い、島で発掘された縄文時代の石器や

土器も展示。
これらは飛島小中学校から

カーなどの機器を用いて島内で撮影し

思います。

受けられない活動であるため、通りすがる

的な話をすることが出来ました。講座に伴

いました。2階では、スクリーンやスピー

は県内の水産高校より依頼があり、20人

和も深まりました。
これまでの飛島には見

がいたため、講座に参加した島民と具体

ランスを利用して幾つかのイベントを行

仕上がりですが、一人一人が手をかけた

また、共同作業をすることでメンバーの

ロマンにも発掘調査に加わったメンバー

改修作業を進めながらも、2階やエント

た映像を上映し、島外の方に対し飛島に

ことで思い入れのある空間となったように

のスペースにて講座を行いました。飛島

新しい 場 の 活 用

ドバイスを受けながらメンバーで行おうと
いう流れに。素人作業で少々粗の目立つ

おばあちゃんを招いてイカの一夜干し作り体験。

お借りしました。島外から訪れた家族の
お子さんは、
石器を手に大喜びでした。

ついて説明する講座を数回開催。夏に

島内の開催だけでは呼べる人数に限り

があるため、飛島をより多くの方に知って

程度の生徒を相手に簡単な課外授業も

もらおうという思いから本土側でも飛島学

講座を開催しました。内容はバードウォッ

他、島内で企画された環境系のツアーに

チング、漂着学（漂着物に関わる、民俗

おいて、講師を呼んで環境という視点か

学からの派生）、歴史学等です。各回の

ら島を学ぶ講座も行いました。

テーマに興味を持った参加者が訪れ、活

エントランスでは、島のおばあちゃんを

講師として招き、20人程度の親子を対象

にイカの一夜干し作り体験を提案し実施

とびしま漁村文化研究会第一回総会。

発に意見交換がなされました。

飛島学講座広報物。

島外での飛島学講座開催。

しました。初めて生のイカに触る子供も多

く、賑やかな声があたりに響きました。

メインとなる場所が改修中ではありまし

たが、
それ以外のスペースを活用して島
プロの映像作家より指導を受
ける。
目に見える形で飛島を
記録していくのは重要なこと。
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飛島ロマン
［山形県酒田市］

内外の人々がふれ合い、交流する場の提
供が出来たように思います。

21

島 を 記 録 する 。島に 思い出 話の 花 を 咲 か せる 。

宮本常一写真展では来場者それぞれが思
い出を語り、島に対する想いを垣間見るこ
とができた。

写真展覧会の開催
毎年5月下旬に実施される
「飛島クリー

ンアップ作戦」
（島内外から約300名が

集まり、飛島の海岸漂着ごみを清掃する
活動）
に合わせて、
「飛島アーカイブス 飛
島クリーンアップ作戦の歴史」
という写真

展を開催しました。
クリーンアップ作戦は
2013年で13回目を迎え、
これまでの経歴

を振り返ることで、現在の活動をより効果

的に位置づけることを目的としました。展

示場所は昼食会場脇にし、
休憩の際に多

くの人が目にしていました。現在と過去の
写真を比較することで海岸漂着ごみの増

減を知り、活動の効果、意義を感じてい

ただけたようです。

また、8月下旬から9月上旬にかけて、

「宮本常一 離島へのまなざし」
と題して
写真展を開催しました。
これは1963年に
民俗学者・宮本常一が飛島を訪れた際

の写真を展示したものです。飛島・粟島・

佐渡島の近隣3島による「三島交流会」

の開催に合わせ、同時代の粟島と佐渡

島の写真も展示しました。島の昔の写真

を見ながら思い出話に花を咲かせる島
民の姿が多く見受けられました。

飛島クリーンアップ作戦での写真展示。

とびしま漁村文化研究会発行の飛島学
叢書第一弾『飛島の磯と海』。今後も発
行予定。

22

飛島ロマン
［山形県酒田市］
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今後の予定
改修を進める中で島の方々に「地域資料館をつ

くる」
と説明したところ、昔使用していたという漁具

や民具を提供していただきました。
いただいた中に

は灯籠があり、現在は行われていない、
お盆の灯

籠飾りのお話も併せて聴くことが出来ました。道具

にまつわるエピソードも共に記録していきます。

ミューゼアムに展示してほしいと、
いくつかの作品

の提供も受けました。飛島に20年以上通っているア

マチュア写真家の方からは、40点近くの作品を譲り
受けました。島出身メンバーの幼少の頃の写真や

故人の写真、島の植生の写真もあり、貴重な資料と

なっています。

徐々に、
島内外にミューゼアムの存在が周知され

てきました。
まだまだ多くの方の協力を仰がねばなら

ない状況ですが、
ミューゼアムに興味を持っていた
だけるのは非常に喜ばしいことだと感じています。

初めて飛島を訪れた方を対象に、飛島を学ぶ場

として活用することも考えています。飛島に関する
書籍や写真、
地図などを設置し、
飛島について学ん

でもらいたいです。2014年度は山形県の事業で県
内各地から多くの人が飛島を訪れます。
その一会

場としてミューゼアムも利用されるため、1階では展

示を見てもらい、
2階を座学の場として提供します。

写真、動画、聞き書き等による島の生活の記録も

継続して行います。今後も積極的に外へ出かけ、島

の人々の姿をとらえていこうと思います。島民と一緒

に活動（漁、畑、料理作り等）
をすることで、技術の
蓄積にもつながります。

飛島の記録
島の生活や風景の映像記録を随時進

めています。普段の何気ない生活でも、移

り変わる時代の中で消え行くもの、取り入

れられるものもあります。漁の手伝いや畑

地域資料館
「 島 のミュー ゼ ア ム 澗 」
の開館

員が来島し見学をしていくこともありまし

さんをはじめ、数名の方からご協力いた

が多く出入りしています。冬場の天候不

の来島が増え、準備期間中から様子を

た。
また、飛島には島外から工事関係者

良のため作業が出来ず、時間が出来た

改修を進めていた空き家を、地域資料
にま

では積極的にシャッターを切るように心が

として2013年11
館「島のミューゼアム澗」

化は独自のものがあり、
これらを記録する

然の岩場を利用した船着き場のことを指

だきました。4月末からバードウォッチャー

伺いに訪れる方もいました。バードウォッ

のでミューゼアムを訪れたという業者さん

チャーの交流の場となることはもちろん、

め、余暇の時間を有効に活用していただ

の魅力の一部を知っていただける機会に

もいました。飛島には娯楽施設がないた

普段鳥を見ることの少ない方々にも飛島

月14日に開館しました。
「澗」
とは飛島で自

くことが出来たように思います。

なると考えています。
自然体験教室で飛

ことも重要であると考えます。

しており、澗は舟、人、海産物が集う場所

おいては、出張ミューゼアムとして「しまシ

訪れてほしいと計画しています。

他、島外から映像作家の方を呼んで映

報等が交わる場になればとの思いを込め

た。
ミューゼアムの改修途中の写真も掲

けています。食生活も同じです。島の食文

島に住んでいるメンバーで記録をする

でした。
ミューゼアムも様々な人やもの、情

像制作も行いました。
また、簡易の写真ス

て
「澗」
と命名しています。

を実施しました。

ビウオ漁の映像上映、島の昔の映像上

て残しました。放っておいては忘れ去られ

た島の方々には大変好評で、嬉しい限り

タジオを設置し、縄文土器や民具の撮影

映像の他、聞き書きしたことも記録とし

てしまいますが、人の記憶は生きた証でも

開館に合わせ、宮本常一の写真展やト

飛島ロマン
［山形県酒田市］

のは、飛島の立地や島民の母数を考えても難しい

ことは承知しています。様々な方面から興味を持っ

ていただけるような展示を企画していくことが最も
難しいところですが、
ミューゼアムが継続するため

に最も重要な部分であるでしょう。展示以外でも学

びの場、交流の場として、
「島のミューゼアム澗」に
様々な視点から蓄積がなされていくことが期待され

ます。

映像上映で盛り上がるおばあちゃん達。

2014年度に入ってからも展示は続けて

ウォッチングの聖地としても知られていま

ループもいました。開館式の様子がマス

野鳥をテーマに写真展を開催中です。野

コミにも取り上げられたので、酒田市の職

季節が変われば展示テーマも変わる。

ませんでした。絶えず一定の人数が訪れるという

を行いました。

です。
開館式以降も
「あの映像が見たい」

が感じたこと等を書き留めていきます。

島を訪れる酒田市内の小学生にも是非

正直に述べれば、冬場はほとんど来館者があり

示し、我々の活動について来訪者に説明

います。飛島は日本で観察される野鳥の

と数人連れ立って訪れるおばあちゃんグ
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ネマ」の名前で飛島の映像を上映しまし

映などを行いました。開館式に訪れてくれ

あります。飛島の人々と関わる中で語られ

る昔の記憶や、聞いたこと、見たこと、
自身

全国の離島の祭典「アイランダー」に

島のミューゼアム澗・館長と
島のおばあちゃん。
ちょっとし
た挨拶の時も、
すぐに笑顔が
広がる。

半数に当たる約300種が飛来し、バード

す。
「 春の渡り」の季節である5月現在は
鳥の写真は日本野鳥の会山形県支部長
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豪商の館「機那サフラン酒本舗」の
保全の為の地域活性化活動
特定非営利活動法人 醸造の町摂田屋町おこしの会［新潟県長岡市］

団体設立の経緯
平成になって、地域の歴史的建造物や地場産業を活か
したまちづくりについて幾度か議論が重ねられましたが、
具体的進展が見られないまま時が経過してしまいした。
そんな中、2004年に着任したJR長岡駅長が摂田屋の
魅力に着目し、組織的な活動を提言し、
これに呼応し地域
が動き出そうとした時、未曾有の災害をもたらした新潟県
中越地震が発生したのです。
地域の蔵造りの建物も大き
なダメージを受け、
このままでは永らく親しまれてきた景観
が失われてしまうかもしれない危機的状況でした。
地震から数カ月が経ち再建の計画を練り始めた頃、地
域の蔵元が集まって話し合い、古いものを残しながら再建
しようということで一致しました。
そして私達の考え方に賛
同する地域や市内の有志が集結して、2005年にNPOを
作って本格的な町づくりがスタートしました。

地域概要
戊辰戦争と太平洋戦争で市街地のほとんどが焼失した
長岡市にあって、摂田屋は明治、大正の面影を残す貴重
な地域といえます。
長岡市南部に位置するこの地域は、土地が安定してい
た上に交通の要衝でもあった為、古くから町が形成され
ていたとされています。江戸時代になるとこの地域は天領
（上野寛永寺領地）
に組み込まれ、
自然の恩恵に加え緩
い規制の下、産業が根付きました。酒・味噌・醤油など醸
造の蔵元が集まり、長岡藩領とは異なる独自の発展を遂
げたのです。
そして、地域のほぼ中央を、
旧三国街道が当時の道幅
に近い形で残っています。
戊辰戦争
（北越戦争）
での長岡
藩本陣、光福寺もここにあります。
明治になると機那サフラ
ン酒本舗が薬酒の製造を始め大躍進を遂げると共に、
そ
の財力を惜しみなく使って蔵や屋敷を建て、
この町に色を
添えてゆきました。
現在7件の有形登録文化財が在り、
どこ
か懐かしさを感じさせる街並みです。
設立年月 ･･･2005 年 8 月設立 2006 年 1 月法人化
メンバー数 ･･･ 正会員 30 名
代表者名 ･･･ 中村 隆（なかむら・たかし）
連絡先 ･･･ 〒 940-1105 新潟県長岡市摂田屋 4 丁目 8 番 16 号
☎ 0258-35-3000 settaya@yosinogawa.co.jp
団体のミッション ･･･ 私達は、個性豊かで創造的な活力のある地域社会づくりに寄与することを目的とし、
長岡市摂田屋地域を中心とした構成員相互の協力と資源の相互活用を通じて、
町づくりや地域おこしの事業を行っています。
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唐破風の玄関をはじめ、職人技の粋
を集めて造られた本舗の迎賓館「離
れ座敷」。昭和6年の上棟式の告知
には、飛行機から大量のビラがまか
れたそうです。
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理由や背景
き

な

かつて繁栄を謳歌した機那サフラン酒

本舗も、戦後急速に衰退し今ではかろう

じて製造を続けています。
そしてその建物

は老朽化と中越地震のダメージで見るも
無残な状況になってしまいました。

しかし、
これらを修復するとなると莫大

な費用がかかると予想されます。
この地

域の宝をこのまま無くしてしまって良いの

だろうか?これを後世に残す為、修復へ
の道筋を考えるとき、
いくつかのハードル

が存在します。
その一つがこれだけの文

化財でありながら、市民にもほとんど知ら

れていないことです。
これは本舗が衰退し

てかなり時を経たことと、屋敷が永らく閉

鎖され人々の目に触れることが無かったこ

とに起因します。

私どもはこの事に着目し、
自分達のでき

ること、調査や公開、情報発信からスター

トさせることにしました。
そして地域のボラ

ンティアなど市民の手で活動を進めようと
考えました。

活 動 を 盛り上 げ る
グッズ の 制 作
活動を盛り上げるグッズとして今回T

シャツを80着製作し、
ボランティアや会員
に配布してイベント等で着用、一部はイベ

ントで販売しました。今回は初めての試み

でしたが、今後、摂田屋やサフラン酒の

キャラクターグッズを積極的に開発して
ゆきたいと思います。

建造物調査
5月1日、長岡造形大学平山育男教授

率いる調査チームが初めて本格的調査

に入りました。6名の調査員は建物を一つ
一つ調査し記録してゆきます。

屋根裏に入り埃にまみれながら探って

いくのは見ていても大変でしたが、棟札を
見つけた時には歓声が聞こえました。
この
調査は2日間続けられ、
多くの事実が判明

しました。最後にカメラマンが離れ座敷を

きれいに写真に納めようと、何時間もかけ
て部屋を片付けていました。

地 域の 宝 を 世 代 を 超 えて 取 り 戻 す 。

活 動 に 至った

荒れた邸内の
片付け作業
4月27日、最初の片付け作業は主屋と

離れ。間近に迫った建築調査が行えるよ

う、少なくとも通路を確保しなければなりま
せん。
この日集まってくれたボランティアは

30名。数十年放置された内部は極めて

荒れており、物が散乱し足の踏み場もな

い状況でした。埃と格闘しながらごみをよ

り分け袋に詰めてゆきます。

懐かしいものや、珍しいものがたくさん

あることがわかりました。先の見えない作

業でしたが、
なんとか通路を確保してこの

日は終了しました。

サフラン
草 取 り ボ ラ ン ティア
「抜いたる隊夏」
6月1日、
この日の参加者は53人。

実はこのボランティアイベント
「抜いたる

隊」は2009年から始まりこの日で8回目、

いつかはこの素晴らしい庭園を公開し

て、多くの人に見てもらいたいと始まりまし

た。最初はジャングルのようだった庭も、
今はかなり奥の方までゆけるようになりまし

た。

このボランティア、作業はきついが終

わった後は、
おにぎりと摂田屋の味噌汁
が待っています。飲み物も用意され、会

員、地元住民、学生、地元企業の方々が

乾杯して交流を深めます。
この日は午後

から地元向けではありましたが、公開も行

われました。

庭園修復
5月2日、3日の両日実施された庭園の

灯篭積直し工事。
クレーンが持ち込まれ、
中越地震で倒れたままだった、大型灯篭

4基を含む多くの石灯篭を9年ぶりに建て

ることができました。往時の頃に比べれば

まだまだですが、災害の傷跡が少し減り、
痛々しさも多少薄らいだ感じです。

上から順に 建物を実測する調査員／本舗
建物の話題が飛び交う昼食風景／多くの石
燈灯篭が建て直されたが、
まだ半数
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公開に向けて
7月に1回、
その後しばらく休んで、9月に

した事実とそれを基にした考察が発表さ
れました。

最後に教授はこう述べました。

なると10月に開催する「おっここ摂田屋

「摂田屋には、国の登録有形文化財と候

け、片付け作業も頻繁に行われました。
も

醸造を中心とした産業に基づいた建物で

市」での庭園と離れ座敷一般公開に向

補がずいぶん増えた。
これらが生業である

ちろん庭園の草取り
「抜いたる隊」
も。

あることがすごく良い。醸造業がこの地に

散乱していました。
これをとっておくものと

ると思う。蔵があり、連続的な手入れが必

たことの無かった部屋の中には興味深い

ものが生まれた。吉沢家は大きな資金力

も。
あとで整理したら、楽しい展示ができ

る力があったから造れたのだろうと思う」

各部屋には腰の高さほどいろんな物が

廃棄するものにより分けます。永く整理し

ものも多く、思わず手を止めて見入ること
るかもしれません。破れた障子紙を取り
除いて埃をきれいに払い、新たに障子を

建築文化を育てたことは非常に意味があ
要な為、大職人が地域で育ちこれだけの
で、
いろんな建物を造ったが、地域に作れ

このサフランの建物をどうしていったら

貼ってゆきます。細工が細かく手間のか

良いだろう。基本は「まちづくり」
とか「まち

が進むにつれ立派なお座敷が少しずつ

と思います。多くの人に見ていただく価値

中になり終了時間も忘れるほどでした。

かを考えた上で、残せるところは修理して

かる作業で、何より数が半端でない。掃除

蘇ってきます。
そのせいもあり、作業に夢

9月21日、
この年2度目の草取りボラン

巡り」の拠点として使って行く必要がある

を十分持っています。
どういうふうに使う
公開、必要な部分は新たに整備しなけれ

ティア「抜いたる隊」が実施され、参加者

ばいけません。

は草取りボランティアに並行して、離れの

らば、最初に建てた主屋の部分は壊して

完了し、正門が20年ぶりに開かれました。

て古い時から在った部分は、機那サフラ

が過去最高の60名に達しました。
この日
清掃も行われました。庭園草取り作業が

離れの清掃はこの後も公開直前まで続け

られました。

保 存を願う
市民の会を立ち上 げ
6月23日、活動のネットワークを拡大し、

より具体的に組織的な保存活動を目指す

「機那サフラン酒本舗保存を願う市民
の会」がスタートしました。長岡の中心施

設「アオーレ長岡」で開催された設立の

会には、NPO会員の他にも市内外から
30名が集合しました。

会長には長岡造形大学の豊口協理事

長、副会長には前の副市長二澤和夫氏

が選出され、機那サフラン酒本舗を市民

の財産として保存・活用を目指すことが

吉沢仁太郎のメッセージを受け取るな

はいけない。鏝絵蔵があって主屋があっ

ン酒本舗の全体で何とも言えない雰囲気
をよく示しているところです。市民の大切

な財産です、未来にこの建物を伝え、
うま

く使えるような形で残していくべきです。

草 取り後 の 庭と
姿 を 現した
離れ座敷
まだまだかもしれない。
しかしなんとかボ

ランティアで公開までこぎつけました。

庭では雑草を取り除き、離れでは掃除

を終えて良く見ると素敵な意匠がいたると

ころに見ることができました。今ではとても
手に入れることができない、
そして造ること

ができないものです。

宣言されました。

建築調査報告会
「保存を願う市民の会」に引き続いて、

5月に実施した調査結果をまとめた報告

会を行いました。長岡造形大学平山教授

によって、本舗の建築年代や構造、建築

に携わった人達など、調査によって判明
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本舗の魅力はいろいろ。
ご高齢の方のお話ですが、
子供の頃学校の遠足でここを訪れ皆が鉛筆をも
らったそうです。
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庭 園 、離 れ 座 敷
一般開放
10月5日、摂田屋最大のイベント
「おっ

ここ摂田屋市」に併せ、機那サフラン酒

本舗を開放。離れ座敷に上がった人だ

けでも1,000人を超えたと思われます。正
門（南門）
が20年ぶりに開かれ、
この日行

われた米百俵祭りの武者行列も屋敷内

を行進しました。

開放には町内会と長岡造形大の学生

がスタッフとして参加し、庭園は長岡造形
大学渡邉誠介教授、離れ座敷は平山育
男教授に解説をいただきました。

見学した人たちの多くは感動の言葉を

発し、長岡にこんな場所が残っていたこと

に驚きを感じていたようです。

来 場 者を対 象にしたアンケートの結

果は、
庭園を初めて見た人は75%、
離れ

座敷は90%でした。
また本舗の将来につ

いて、
「 絶対残すべきだ」
と回答した人は

75%。
「できれば残すべきだ」
の回答を加え

ると実に97%の方が保存を望んでいます。

歴史講演会
11月3日、河井継之助記念館館長の稲

川明雄先生による講演会「吉澤仁太郎と
摂田屋」
を摂田屋の光福寺で開催しまし

建物内部もすばらしいですが、外側もとと
ても精緻な木組み。残念ながらいたる所
に欠損が見られます。

た。入場者は約100名。歴史講演の前に
長岡造形大学、平山育男教授による2回

目の「機那サフラン酒本舗建築調査報
告」
も行われました。

稲川先生の講演では、本舗の創業者

がなぜこの摂田屋の地で創業したのか。

どうやって事業を拡大していったのか。
どんな人物だったのかを資料を示しなが
ら、講師の推理も含め語っていただき、創

業者の人物像を紐解きながら本舗の魅
力が語られました。

今後の予定
昨年の離れ座敷と庭園の一般公開で

保存への共感者を募るためにも、情報

伝説が事実に近い。創業者の商才が莫

作中です。本舗の魅力とタイムリーな情報

継続すれば、更に多くの新事実が期待で

発信が重要です。現在ホームページを制

大な利益を生み出していた等々。調査を

実施したアンケートでは、予想以上の保

を発信して、
ファンを増やしてゆきます。

きます。片付けで保管した資料は膨大で

した。公開は今後も積極的に継続してゆ

が集える場所にすることです。活用方法

ることが期待できます。

ています。
そのためにも清掃活動は続ける

も使えない状態ですが、今年は試験的に

ました。今後はこの会を中心として活動

部屋がまだたくさん存在します。

て7月に狂言のワークショップと琴や篠笛

つあり、助成金と募金で最低限の補修を

うと工事もできなくなる為、緊急工事となり

います。公開に際しても地元住民や大学

ます。

せんでしたが、
とりあえず雨漏りは止まりま

の参加が戴けるよう、
ネットワークの拡大

本舗の建材はとても貴重で、現在では入

雨 漏り
11月も終わろうとする頃、離れ座敷で

雨漏りが発生。調査をすると離れ座敷の
屋根が傷んでおり、数か所で雨漏りが発

生していました。貴重な桐の天井が雨で

しみだらけになっており、雪が積もってしま

ました。
とりあえずの応急処置しかできま

した。
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存に対する要望を確認することができま

きます。公開範囲も広げてゆきたいと考え
必要があります。屋敷内には荒れたままの

活動には多くのボランティアが参加して

生や教授が活躍しました。今後更に多く

を図ってゆきます。

私たちの目標は保存だけではなく、市民

についても検討を始めました。未だトイレ

チャレンジしてゆく予定です。第一弾とし

の演奏を聴きながらライトアップを実施し
活動で新たな事実も判明しております。

手できない物が多い。語り継がれている

す。
保存を進める上にも、
有益な情報があ
昨年保存の為の市民の会を立ち上げ

を展開します。募金活動も軌道に乗りつ

させて戴くことにしました。今私たちに出

来ることは応急処置だけで、修復は未だ

先になりそうですが、市民の力を結集し
活動を加速させ、
できるだけ早く保存修
復につなげたいと思います。
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学生と地域の協働による
茅葺きの空き家の再生・再活用
特定非営利活動法人 荻ノ島地域協議会［新潟県柏崎市］

団体設立の経緯
荻ノ島集落は、1988年から茅葺き環状集落の景観を
地域資源と位置づけ、都市との交流を軸に、集落一体と
なってイベントや茅葺き宿の運営、景観保全などに取り組
んできました。
その結果、交流人口が飛躍的に増加すると
ともに、牧歌的な農村風景と集落ぐるみの地域づくり活
動は、多くのマスコミから取材を受け、全国的にも認知度
が高くなりました。
しかし、
その一方で集落の高齢化が一段と進み、茅葺
き屋根の補修もこれまでのように其々の世帯だけでは難し
くなってきました。
また人口減少から茅葺きの空き家が増
え、度重なる豪雪で除雪費が嵩むことから、空き家を取り
壊す事例が目立つようになっています。
このような状況を何とか打開するため、2010年度に集
落の活性化を担う
「荻ノ島地域協議会」を設立し、
「茅葺
き屋根の手入れの風景づくり」、
「生活行事の復活による
魅力づくり」、
「交流体験プログラムの開発」、
「農家の誇
りの再生を目指す米・野菜プロジェクト」などの取り組み
を進めて来ました。

地域概要
新潟県柏崎市荻ノ島集落は、集落の真ん中に田んぼ
が広がり、
それらを取り囲むように環状に茅葺きの建物が
残されています。人口66人（高齢化率50%）、28世帯で高
齢化が進む小さな集落ですが、昔ながらの暮らしの営み
が継承されています。春には庭先にゼンマイが干され、夏
の緑、秋には稲を収穫する農作業の姿など季節ごとに生
活の移ろいが見られます。2000年には、
「美しい日本の農
村景観コンテスト」で農林水産大臣賞を受賞しています。
このような暮らしの風景と茅葺きが織りなす農村景観は、
まさに“ニッポンのふるさと”
を象徴する、荻ノ島集落の代
名詞と言えるものです。荻ノ島の冬は、毎年2mを超える
降雪で厳しいものですが、
その分集落内での助け合い・
支え合いの精神が強く残されています。
特に近年には、集落の長閑さ、懐かしさを求めてスケッ
チツアーやフォトツアー、散策など地域外からの来訪者が
増加しています。
設立年月 ･･･2010 年 5 月 31 日
メンバー数 ･･･31 人
代表者名 ･･･ 会長 春日俊雄（かすが・としお）
連絡先 ･･･ 〒 945-1512 新潟県柏崎市高柳町荻ノ島 969 ☎ 0257-41-3295 a-ruga@kisnet.or.jp
団体のミッション ･･･ 私たちは、荻ノ島集落の再生産を目指し ①外部人材との連携による茅葺きの空き家再生と再活用、
②再生家屋を活かした若者等の定住促進と仕事づくり、③集落のブランドづくり、に取り組み、
「ニッポンのふるさと」の一つとしてその役割を担うことを目的としています。
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近所の方から、
スイカの差し入れ
があり、猛暑にもかかわらず「思わ
ず笑みがこぼれた正にじょんのび
の一服」。

35

活 動 に 至った
理由や背景
これまで荻ノ島集落では、20年以上も

の間、都市農村交流を中心とする地域づ

くり活動に取り組んできましたが、人口減
少や高齢化が進む現状を踏まえ、荻ノ島

地域協議会では、2011年度に「荻ノ島集
落の新たな10年を目指すビジョン」を策
定しました。

このビジョンが目指すものは、
「集落とし

ての再生産」です。具体的には、①外部

人材との連携による茅葺きの空き家再生

と再活用、②再生家屋を活かした若者

等の定住の促進と仕事づくり、③集落の

小さなブランドづくり、
に取り組み、集落の

維持・活性化に向けて動き出したところ

です。

2012年度から、若手大工や木工建築

を学ぶ学生などを対象に、地元の建築

士、木工建築の専門家等の協力を得な

がら、空き家となった茅葺き家屋の修繕

作業に取り組む≪茅葺き古民家ワーク

ショップ≫プロジェクトをスタートさせまし

た。集落の人々と参加者との交流を通じ

て、地域内外の新たな“結い”を構築し、
茅葺きの環状集落の景観を保全していく

ことを目的としています。

2012年度は、3軒の空き家の実測調査

および図面作成を行いました。

活 動 内 容と成 果
2014年3月現在、荻ノ島集落には8軒

の茅葺きの建物と、屋根にトタンをかぶせ

家を集落に招聘し、一定期間滞在しなが

解体・除去作業は予想以上に大変で

た元茅葺きの建物が8軒あります。
このう

ら創作活動を行うとともに、
その様子を見

した。原因は、各部材毎に大きな釘を何

域協議会では、空き家所有者の方々の

す。

した。
なんとも大工さんの仕事らしからぬ

持ち）
を、茅葺きアトリエ「アート・イン・レジ

あたり、2012年度から連携・協力いただ

そのものでした。学生と地元の協働で悪

ます。

で修繕作業を進めました。併せて、地元

ルギーに触発され、地元住民も大いに頑

空き家になってから既に5年経っていま

業でも取り組みました。

ち4軒が空き家となっています。荻ノ島地
協力を得て、空き家の1軒（屋号:新宅家

デンス」
として、利活用を図ることとしてい

新宅家持ちは、築100年の古民家で、

す。建物の主要構造体は部材が大きく損

耗も比較的軽度なのですが、簡易な基礎

のため、建物の傾き状況はかなり酷く、外
壁、茅屋根も著しく老朽しています。

また、水回りの台所、浴室、
トイレは造っ

学できる場として、利活用を進めていきま
本事業では、
この新宅家持ちの改修に

いている東京の芝浦工業大学との協働

の新潟工科大学とのインターンシップ事
具体的には、夏休み期間を利用し、学

生が1週間集落に滞在し、地元工務店な

どの指導のもと、
まずは空き家の下屋部

分の解体・除去作業を行いました。
この
下屋は、かつての近代化の時代に家族

た時代も古く、現代の生活に合うような構

が増えて大所帯になったことから急遽増

金面から困難でした。
そこで、若手工芸

題の多い箇所でありました。

造ではなく、住居としての再生利用は資
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築したもので、構造的にも、景観的にも問

本も使って無理やり固定をしていたことで
施工内容で高度成長時の遣っ付け仕事

改修前の新宅家持ち

新宅家持ち修繕ワークショップ開催概要
参加者:36名

7/29（月）

7/30（火）

7/31（水）

8/1（木）

8/2（金）

8/3（土）

○前中門下屋
解体作業
○裏中門トタン
屋根解体作業

○前中門下屋
解体作業
○裏中門トタン
屋根解体作業

8/4（日）

戦苦闘しながら、
学生の明るく元気なエネ
張って充実した活動となりました。

○ワークショップ
ガイダンス及び
新宅家持ち
現況調査

新宅家持ちの
ガイダンス
○茅葺き民家の
構造についての
解説、作業方針
の説明
○旧風呂場、台所
内部解体作業
○雁木ビデ足場
掛け及び
下屋解体作業

○前中門ビデ
足場掛け及び
下屋解体作業
○ニワ屋内床板
解体及び一部
根太解体作業

○座敷床板・トイレ・
物置等内部解体
作業
○前中門下屋
解体作業

○前中門
ブルーシート
養生作業
○裏中門
解体作業
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学 びな が ら 、楽 しみな が ら 、茅 葺 きの 家 を 修 復 する 。

学 生との 協 働 に よる
茅 葺き古 民 家
修 繕 ワ ー ク ショップ

茅葺き古民家の解説
元棟梁の方から
「カギマヤ中門づくり」

の特徴について、具体的に建物の部位

学生の声から
茅葺きの家の解体作業とい

差しづくりの構造や部屋の配置、昔の

うとても貴重な体験ができま
した。
みんなでドロだらけにな

を示しながら解説をしてもらいました。

大工は、使う場所を見極めて山から木を
伐り出したこと、上部からの荷重のかか

りながらの作業も良い経験
となりました。
じゃがいも、お
いしかったです。

対応したこと、桁から下の仕事は大工さ

ありがとうございました。

る場所については、弓なりの木を用いて
ん、桁から上の仕事は集落の住民が担

当したこと、
などに関心や質問が寄せら

れました。

最後は、本屋の屋根裏（ソラ）
にみんな

で上り小屋裏の構造を学びました。

※所感 解体が予想以上に難渋し、
全
体の進捗が予定通りに進みませんでし
た。学生が初めて解体作業を行ったた
め、
関心をもって精力的に取り組んでくれ
ましたが、
技術の面で対応できなかったと
ころが多々見られました。
また、
古釘を3人
が踏んでしまいました。

学生の声から
茅葺きという貴重な建

学生の声から
初めての新潟、
初めての解体、
初めての茅葺き、
すべてが新
鮮で最高の経験になりました。
これも地元の皆さんのおかげ
です。
ありがとうございました。

茅葺き古民家の
解体作業

物の実測や解体という
作業が体験できて、感
動しました。

○床板の解体
地元住民の方と協働して、台所、
ニワ

（作業所）の解体を行いました。大きな
地松の床板が取り付けられており、
取外し

したところ、
まだしっかりとしていて転用で
きそうなため活かし取りを行いました。
○増築部の解体
解体作業については、地元の元棟梁

の方からアドバイスを受けながら、足場の

設置、外壁取外し、
トタン屋根の除去、

学生の声から
初めて本物の茅葺き住宅に
触れ、
とても貴重な経験ができ
ました。差し入れなど、皆さん
の優しさが嬉しかったです。
あ
りがとうございました。

垂木、柱の除去と進めていきました。解体

は、学生にも関心が高く、難関部分の作
業では、元棟梁の助言に加えて参加者

が協議をしながらアイデアを出し合うなど
大いに盛り上がりました。
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地 元 住 民と

修 繕 ワ ー ク ショップ

職 員との 連 携 に よる

等の成果

基礎改修

空き家再生後の活用を担う
「グルグルハウス」と新潟工科専門学校インテリ
アデザイン科の学生との室内プランづくりのミーティング。2014年内に集落の
方々へのプレゼンを予定。

夏における一週間の修繕ワークショッ

夏のワークショップでは、下屋や裏中

在して茅葺きの空き家の修繕作業を行い

プ、
さらにその後も職人の協力を得ながら

ました。
これだけの期間若者が集落で活

今後の予定

礎改修作業を行ったことで、年度内に予

鮮に映り、
それだけで集落が明るくなるな

（1）作業スケジュール

荻ノ島地域協議会のメンバーで解体、基

門の解体作業に大幅に時間がかかり、建
物の構造を支える「さす」や「はり」の補

動することは、集落の人たちにとっては新

定していた修繕作業が終わったことが何

強や基礎改修作業に着手することができ

どの意見が挙げられました。

よりもの成果と言えます。

ませんでした。
このため、残された作業に

外から来た学生達が地元の人たちと

ただ、実際に「アート・イン・レジデンス」

ついては、専門技術が求められる部分は

一緒に汗を流しながら協働で修繕作業

として空き家を甦らせるためには、建物

職人の協力を得て、
その他は荻ノ島地域

を行ったことで話題性を生み、マスコミ

内部の設計やデザイン、必要な設備・備

協議会で対応し、
修繕作業を継続して取

にも多く取り上げられ、荻ノ島の茅葺き

品などを取りそろえていかなければならな

り組みました。

いため、2014年度も継続的に活動を行っ

高柳でのアート活動は 年目に、荻

の島での関わりでは 年になります。

アートの力で 人 と 人 を 継 ぎ 、集 える

場を作るという 想いはますます 強く

年 を一区 切りと 考 えてきました

3

5

大きな課題となっています。特に古民家の
場合、
規格どおりの住宅を建てるのとは異

なり、実際に手を入れてみて初めて、修繕

が必要な個所が見えてくるという側面が

あります。
なかなか事前の計画通りに進ま

ないのが古民家再生の常です。
このため

と、集落側の意向を踏まえて、学生さんか

ます。

みです。

は、
これまで20年間の地域づくり活動の

ら色々な提案をしていただけることが楽し

なってきています。

のでちょうど中盤に差し掛かった所で

す 。序 盤の基 礎 作り段 階から人を集

月から 冬の厳し

10

める中盤の仕事になって来ています。

試 金 石に、昨 年

い時 期に、 人の作 家に滞 在 制 作 を

依頼しました。空き家をアトリエ利用

して公開制作してもらいました。

そして、成 果を高柳滞在制作展と

して 発 表しました 。志のある 若 者が

人来るだけで多くの局面が産み出

される事がわかりました。
この体験を

通してお互いが可 能 性を感じられた
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と思っています。

現 在 、空 き 家 をアトリエとギャラ

リーを兼ねたスペースに改装して複数

始めました。

のアーティストを 受 け 入れる 準 備 を

荻の島の茅 葺 き 屋（ 新 宅 家 持 ち ）

の修 復 、改 装にはまだまだ 時 間が必

要ですが、重要なポジションにあると

思っています。

荻の島の時間や空気を、じっくりと

感じ過ごせるスペースになれば良いと

思っています。
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1

10

は「アート・イン・レジデンス」
として改修し

一方で、改修にあたっての資金調達が

ていくための設計を協力して実施するこ

りました。

の間、若い大学生達が荻ノ島集落に滞

1

締結することとなり、新宅家持ちについて

とが決まっています。専門教諭の指導のも

「アート・イン・レジデンス」を
運営する予定のアーティスト
今井伸治氏の声

また、
修繕ワークショップを通じて1週間

学校と荻ノ島地域協議会が連携協定を

の空き家修繕および集落景観の保全活

動のPRとしては、非常に大きな効果があ

ていく予定です。

2014年度からは、県内の建築系専門

（2）資金調達

2015年度は、
いよいよ
「アート・イン・レ

多少余裕を持った予算確保が必要となり
資金調達にあたっては、荻ノ島集落で

なかで全国の様々な著名人、地域・個人

ジデンス」
としての完成を迎える年となりま

とのつながりを育んできました。
このような

び外部のさまざまな協力を得ながら、茅葺

ディングなどの仕組みも併せて活用して

いくこととします。

ンディングは、寄付という行為もさることな

す。
2012年度に作成した図面をもとに、
再

き古民家修繕ワークショップを開催して
既に若 手 工 芸 家を支 援する団 体が

「アート・イン・レジデンス」
を運営すること

が決まっているほか、
若手工芸家の需要も

ネットワークを活用しつつ、
クラウドファン

いきたいと考えています。特にクラウドファ
がら、様々な人が目にすることで、荻ノ島

集落のPRにもつながります。
また、寄付金

のお返しに集落の米や野菜を発送するこ

見込まれます。
このため荻ノ島地域協議会

とで地域内の経済循環にもつながるととも

う努力していきたいと考えています。

島集落のファンづくりへとつなげていけれ

としては、
計画通り古民家の改修が進むよ

に、
そこで生まれる交流から、新たな荻ノ
ばと思います。
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団体設立の経緯
2008年春、画家斎藤真一の研究者である池田敏章氏
（北海道恵庭市）
が上越市に来られて、160点余りの斎藤
真一作品と多くの資料の寄贈先として高田(上越市)も候補
のひとつにあげられました。
これを機に市民の中から、
「是非
とも寄贈を受入れたい」
という機運が生まれ、
その秋に署名
活動を始めたことが、
当会の発端です。
その斎藤真一独特の作品の中には、盲目の女旅芸人
【瞽女】が、深い情念をたたえて描かれています。彼女たち
は、高田の雁木のまちに家を構えて、毎年300日近くは旅に
出ていました。瞽女という存在を知ってはいましたが、
これを
契機にして、
その真摯な生き方を改めて理解することとなり
ました。瞽女と瞽女を支えた人々から、斎藤真一画伯と池田
敏章さんに引き継がれた想いを、高田の歴史財産として受
け継ぎ、伝えなければならない。
この気持ちが引き金となっ
たのです。

地域概要
東西南北約2キロ四方の上越市高田地区の旧市街地
は、400年前に城下町が開かれて以来、
まちの骨格はほぼそ
のまま残されています。特に町家の連なる街道筋には、
「雁
木」の街並みが連続して、
日本海側の豪雪地に特徴的な景
観を残しています。
雁木は道路沿いの私有地に架けられた
屋根付きの歩廊が続くもので、
だれでも歩くことができます。
車社会と暖冬傾向と中心市街地の衰退を経て徐々に減っ
ては来たものの、
大雪の時にはその役割を実感します。
当会の活動拠点は、信越本線高田駅
（北陸新幹線開業
後は第3セクターに移管）
の北東の一角にあり、以前から雁
木の街並みを活かして、市民主体の様々な活動を実践して
います。
高田世界館再生活用と雁木町家の景観向上活動とも重
なる地域で、小学生向けの総合学習支援や街なみ観光の
プログラムも蓄積してきました。
さらに、瞽女の文化が雁木の
まちと周辺の村々をつなげることを知ることで、上越地方全
体の長い歴史を重層的にとらえることができます。
設立年月 ･･･2008 年 9 月設立 2013 年 5 月法人化
メンバー数 ･･･ 役員 9 人 登録会員数 145 人
代表者名 ･･･ 会長 市川信夫（いちかわ・のぶお）
連絡先 ･･･ 〒 943-0832 新潟県上越市本町 7-3-22 きものの小川気付 小川善司
☎ 025-522-3400 ogawazenji@gmail.com http://www.takadagoze.info/
団体のミッション ･･･ かつて越後高田に暮らした盲目の女旅芸人『瞽女』は、都市と農村を結ぶ絆でした。
私たちは斎藤真一作品の常設展示を契機として瞽女文化の意義を継承するとともに、
雪国高田の雁木町家地域の活動を発信していきます。
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瞽女の年中行事であった「妙音講」
にならい、本会でも折々に瞽女唄を
奉納しています。
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理由や背景
作品受け入れの署名活動と上越市へ

の陳情が実り、2011年に絵画作品と多く
の資料は、池田敏章コレクションとして上
越市に寄贈されて、
その翌年には総合博

物館で「斎藤真一と瞽女」企画展が開催

されました。当会の第一の目的は達成さ
れたわけです。
しかし、
「これらの作品に

こめられた想いを、多くの人々が共有でき

ること」すなわち
「常設展示」については、

上越市との協議が煮え切らない状態で、
依然として模索しています。

この間に、瞽女文化の顕彰と記録の整

理、市民への啓発活動を継続して、市民

自らが瞽女文化の再評価に動き始めまし
た。
もちろん全国からの研究者と愛好家

も、再び高田瞽女に注目しています。

来年はこの地に城下町が開かれてか

ら400年、2015年春には北陸新幹線が

：

在りし日の高田瞽女。親方の杉本キクイさん
（左 1898〜1983）
は最後の親方でした。

活 動 に 至った

上越市への寄贈を願う署名運動も行い、
池田さんとの信頼関係を深めていきました。

1 年 前 から:
雁木町家に
拠点を整備
昔ながらの町並みが残る雁木の通り

に、瞽女の親方は一家を構えて弟子たち

長野から金沢まで延伸し、上越妙高駅が

と暮らしていました。明治中期の記録に

た瞽女の歴史を、地域の誇りとして語り

います。
ですから、瞽女の資料館と斎藤

開業します。雁木のまち高田に生き続け

継いでいくために、私たちは大きな一歩を
踏み出したと考えます。

斎藤真一作『あげ石瞽女・神保瞽女一覧』
（1971年 越後瞽女日記）
「越後瞽女日記」には、詳細な瞽女宿の地図と記録が円熟期の作品とともに紹介されています。

は、17軒で89人の瞽女の名前が残って
真一ギャラリーを合わせて、雁木と町家の
一角に設置することが、本会の次の目標

になりました。

高田城址公園内にある博物館は、
確か

な保管場所ですが、
残念ながら、
池田コレ
クションの常設スペースを設ける余裕はあ

りません。
市財政の厳しい状況から、
新築

も困難です。
むしろ瞽女が暮らした雁木の
町の中で、
その記憶をたどりながら、
本物の
作品に触れるほうが相応しい。
本会では

昔から変わらない瞽女の旅姿ですが、履物は戦
後、
ワラジから地下足袋に変わりました。

まず 瞽 女 資 料 の 整 理
50年前の瞽女ブーム以来、
「瞽女につ

いて知りたければ、最後はやはり、高田の

当初からそれを目指していました。

しかし、町家は個人の資産ですから、

所有者と本会の思惑がすれ違い、最初

の候補町家は白紙に戻りました。改修費

用だけでなく、維持運営の資金繰りも大き

な課題です。

一方、寄贈作品の貸出しを受けるに

市川先生に聞くしかない。」
と言われてき

は、防火、防犯対策と展示環境の整備も

川家には、詳細な資料と貴重な写真が保

リーとして活用している事例を調べつつ、

研究者たちの成果も増加中。
それらを整

高野」を資料館として活用することで、再

ました。親子二代で瞽女を支えてきた市

管されています。
さらに、様々なジャンルの
理、公開していくことは、斎藤作品の鑑賞

とあわせて、瞽女文化の理解を助けてく

必須です。
既存の町家を改修して、
ギャラ
徐々に改善していく方針を立てて、
「麻屋
出発しました。

昭和10年築の「麻屋高野」は、昔は麻

れるでしょう。本会で資料を預かり、画像

商品を扱う問屋兼住宅で、吹き抜けと中

して保存整理作業を始めました。
しかし、

野さんも、10年前から、積極的に町家の

データにするとともに、先生の解説を追加

膨大な量なので、少しずつ進めています。
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庭のある典型的な作りです。所有する高
活用を図ってきました。建物は登録文化

間口3間の「麻屋高野」は昭和10年築。
周辺一帯が大火で焼け落ちた後に再建されました。
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まち づくり 活 動 の

アできます。設備面での条件整備には多

発信地

の助成整備事業の基本的な条件をクリ
額の費用を要しますが、技術的に不可能

なことではありません。

一方、
日常的な町家の手入れと維持管

理も欠かせません。
関係者一同で障子の

張り替え、
建具のガラス交換、
照明器具の

埃掃除と不用品の分別と片づけを実施し

この10年間の活動を通じて、雁木の

門付け風景の再現と町家の瞽女唄演奏

会、
あわゆき組の一日限定甘味処、雪の

高田と温泉満喫のモニターツアーなど、
各種ソフト事業の成果を積み重ねてきま

大きな美術館ではないが、歴史を伝え

心な大町5丁目につながり、高田駅から雁

の生き方に触れる資料を探す。瞽女唄と

ます。大町通りには定期朝市が開かれま

えの座敷から、雪化粧した中庭を眺め、

感できます。

る雁木の町家で作品を鑑賞する。瞽女

三味線を習ってみる。雪国らしいしつら

お茶と手作りの甘味で一休み。一度は味

わってみたい情景です。
それを実現する
ために、努めていきましょう。

もちろん、
「 麻屋高野」は昭和の暮らし

木界隈へのまち歩き観光の拠点に位置し

すので、人情味あふれる人のぬくもりが実

来春の北陸新幹線の延伸開業後は、

上越妙高駅から高田まで、第三セクター

の鉄道をご利用ください。関西方面から

も、瞽女に関する情報に注目する方々が

ました。
丁寧に掃除していても、
大きな家に

した。

ぶりを体験できる町家としても、公開の価

の歴史、
商売の記録と道具、
昔の雑誌な

た町家の斎藤真一作品展で、池田さん

ものの小川」、
日本最古の映画館「高田

2013年夏

分せずに、
今後も整理を続けます。
4月に

ました。
そういえば斎藤真一画伯は、
ご自

町」、
そして雁木景観の保全と整備に熱

瞽 女 の 道 から

の枝払い、
雑草と灌木の手入れなどの中

のくぼみの中に飾ってみたい。」
と書かれ

は、
いつしか多くのモノが溜まります。
家族

ど、
時代を語る品々が多いので、
一度に処

は、
地震で外れた石灯籠の復旧や樹木
庭整備を行い、
かなりすっきりしました。

6年前から、機会あるたびに開催してき

は、
和の空間での展示に好印象を持たれ
身の著作で、
「蔵のような小さな空間の壁

ています。高田の大きな町家にも、土蔵が
あるのです。

値があります。本会の事務局でもある
「き
世界館」、上越市の町家交流館「高田小

増えています。

縁が広がる
斎藤真一は、
杉本キクイからの聞き取り

を基に瞽女宿を訪ねて農山村を廻りまし
た。
「越後瞽女日記」
（1975年河出書房新

社）
に見られる綿密な瞽女宿の地図と記

録は、
私たちにとって教科書にあたります。
しかし、
それから40年余を経て、
まだ瞽

左:障子紙張り替えのボランティ
ア作業。大坂格子と呼ばれる町
家独特の建具があります。
右:大雪のあとには、樹木が傷つき
ます。今年は中庭の木と石灯篭を
すっきり。
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女宿はあるでしょうか。瞽女を知る世代

瞽 女の 縁 が

財であり、文化庁の補助事業や上越市

時 を 超 えて 人々 を 結 ん で ゆ く 。

8月には樽本峠を越えて、飯山方面の瞽女宿を調べてきました。昔の懐かしい日々が甦りました。

冬の雁木町家で、瞽女の門付け風景を再現するイベントを行っています。

いている」
と話してくれました。記録として
残すことの意義は大きいのです。

本会では、5年前から瞽女ゆかりの地

を巡るバスツアーの準備を兼ねて、近郊

の瞽女宿を調べてきました。
さらに昨年

の夏には、長野県北部に抜ける峠道をた

どり、途中の村々で昔の瞽女宿を訪れ、
話を聞くことができました。斎藤さんの著

作に記載のない瞽女宿も数軒見つけまし

た。若かった日々、瞽女との思い出を生き
生きと語るお年寄りの笑顔に、
こちらも力

づけられました。
また、本会会員の田辺さ

んは、独自に綿密な調査をしていました

が、
その成果資料と写真を提供してくれま

した。瞽女さんのご縁に感謝します。

（注） この調査記録は文化庁の補助

事業として小冊子に整理して印刷製本

を行いました。

は、既に80代以上が大半です。今のうち

に、
その話を聞き、
その記憶を記録に残さ

なければ、早晩消えてしまうでしょう。時に
は60代の方が、
「親から瞽女のことは聞

瞽女の年中行事であった「妙音講」にならい、
本会でも折々に瞽女唄を奉納しています。
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2013年秋

そ し て 、こ れ か ら

左:1泊2日の弾丸ツアーで倉敷音楽祭に
行きました。越後瞽女唄は、本会なじみの
月岡さんと、新潟の萱森さんの二人が力
強い演奏を披露しました。
片道7時間余りの旅であっという間の2日
間でしたが、池田コレクションが、倉敷でな
く、上越に寄贈されたことをかみしめ、
これ
からのことを思いながら帰途につきました。

タク シ ー 会 社 に
出前講座
瞽女宿の調査から、高田瞽女の晴れ

舞台は農山村の瞽女宿にあったことを、

まずは、今年度中に「麻屋高野」
を「斎

藤真一ギャラリーと瞽女の資料館」
として

スタートさせるために、上越市の助成事

業を活用し、一般にも寄付を呼び掛けて
改修工事を進めます。運営経費は、文化
庁の補助事業に申請しましたが、次年度

改めて知りました。地元高田では、
その真

以降はこれからです。発信を続けて実績

髄に触れる機会が少なかったので、説明

を重ねていかなければなりません。資料

できる人材が不足しています。本会の市

整理と作品展示は、関係者に呼び掛けて

川会長と小川事務局長のコンビで、数多

相互協力を続けていきたいと考えます。

くの出前講座と案内を実施してきました

寄付募集の案内状を作成しました。

が、
もっと多くのガイド役が必要です。

歴史的な街なみの価値を見直し、歴史

そこに、地元タクシー会社の社長さん

的建物をまちづくり・人づくりに活用する動

から
「高田開府400年と新幹線で観光客

きが増えています。機会を得て、交流を続

が増えるから、瞽女について基礎的なこ

けていきたいと考えます。瞽女宿の記録

とだけでも説明できるように、社員向けの

調査は、
さらに長野から上田、佐久方面

基礎講座を開きたい」
と申し入れがありま

に範囲を広げていきたいと考えます。

した。

早速、小川さんが資料を作成して、
タク

シー会社の全従業員に向けて、3日間の
講座を実施しました。直接ガイドを行う運
転手だけでなく、従業員全員が交代で聞

いてくれました。

一方、貴重な資料も増えました。1970

2014年春

年に杉本キクイ親方が、文化庁から瞽

瞽女の文化で

際、
その選定資料となる録音テープがあり

女唄の無形文化財保持者に選定される
ました。市川信次氏（民俗学者で市川会

広がる交流
上:ツアーのお客様を案内する本会事
務局長の小川さん。市川先生に次ぐ
瞽女の語り部です。
左:市川先生と小川さんのコンビで、市
内各地の学習会で、出前講座を開催
しています。

瞽女唄の継承者は、新潟だけではあり

ません。本会と縁の深い東京の月岡祐紀

子さん、
長岡瞽女の小林ハルの弟子であ

る萱森直子さんの二人が、3月の倉敷音

楽祭に出演することになりました。倉敷は

の組織があったということで、市内の寺院

では越後瞽女唄のほかに、越中おわら節

にお墓と過去帳が保管されているそうで

と五箇山民謡が披露されて、立ち見の出

す。瞽女唄の音楽性から研究されたジェ

る盛況でした。

ラルド・グローマーさんの著書に紹介され

倉敷駅から歴史的な街区を歩いたこと

ています。最近、地元の若者たちが、新し

も大きな成果でした。倉敷の街並み景観

10年前なら、高田との格差を思い知らさ

れるだけだったと思いますが、今は、
もう少

し客観的にとらえることができました。

「高田なりの蓄積があり、一目で伝わら

なくても、時間と共に気づく魅力があるし、

わります。
キクイ親方のおっとりした口調

また、静岡県沼津市にも、大きな瞽女

に、本会から4名が参加しました。音楽祭

名作が立ち並び、偏差値の高いところ。

冗談を交えながら、和やかな高田弁で語

る中に、互いの信頼と尊敬の気持ちが伝

でいます。

斎藤画伯に縁のある人々が集まる機会

います。伝統的街区以外も近代建築の

がCD化してくれました。生前の二人が

先生がワープロによる文書化に取り組ん

ます。池田敏章さん、関西方面の会員、

は線だけでなく、面的な保全が行われて

く形で録音されましたが、最近、文化庁

は優しく響き、人柄が感じられます。市川

斎藤真一氏の故郷（旧味野町）
でもあり

上:タクシー運転手も大事なガイド役になります。高田瞽女の基礎講座で勉強会を行いました。
下:門付けの時に、登録文化財「麻屋高野」を公開し、
ツアーのお客様にも見学していただきました。

長の父）
が、
キクイ親方に様々な事柄を聞

い視点で活動を始め、高田瞽女にも注目

高田で最後まで瞽女として生きた三人
の瞽女さん。馴染みの村人たちとの交
流を描き、雁木の町で暮らす日常を記
録した映像と瞽女唄から、私たちが見
過ごしてきた大切な何かが、浮かんで
くるようです。
記録映画《瞽女さんの唄が聞こえる》
監督 伊東喜男

して、記録映画と瞽女唄の演奏会を行っ
ていると聞きました。近いうちに、交流の機
会を持ちたいと考えます。

このように、瞽女の縁で、
日々新たな交

流が広がっていきます。
『瞽女』
という言

葉を聞き、文字を見かけたら、是非、思い
出してください。

外見の整備はじっくり考え、
あきらめずに
進めて行こう」
と。
それにしても、倉敷国際

ホテルや市民ホールなど、近代建築の遺

産は大切にされていて、倉敷の地域力を
感じました。
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高田瞽女の文化を保存･発信する会［新潟県上越市］
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伝統地場産業「アブラギリ」の復活を通した
地域コミュニティの場づくり
特定非営利活動法人 WACおばま
［福井県小浜市］

団体設立の経緯
WACおばまは、2004年6月にオープンした「小浜市ボランティア・
市民活動交流センター」に参集した市内NPO法人・任意団体の運
営協議会としてスタートしたものです。
その後、2006年にNPO法人格の認証を受け、
まちづくり・子ども健
全育成・中間支援を主な活動内容として、
小浜市内外の各種団体・行
政・企業商店街等と協働で様々な活性化事業に取り組んでいます。
まちづくり活動としては、NPOボランティア団体・社会福祉団体・
地域団体・行政・企業などと広く連携し、中心市街地活性化・歴史
文化保全活用・里地里山活性化などをテーマに、年間数回のイベン
トを開催したり、会議体を作って活動のあり方について議論をしたり
しています。
子ども健全育成としては、夏休みにおける理科体験教室（天体観
測、化石採取）
などを実施しています。
また、中間支援としては、市内を中心に県内全域でのNPOボラン
ティア活動のアドバイス等を行政と連携して行っています。

地域概要
福井県小浜市は、福井県南西部にある人口3万人あまりの小都市
です。古来より京都・奈良との結びつきが強く、
「御食(みけつ)国(く
に)」
と呼ばれる食材提供地であるとともに、仏教伝来初期の寺院等
が神仏混淆を残して現存し、
さらに江戸時代の古い町並みや祭礼
もよく保存されており、国宝・重要文化財をはじめとした文化財が多
くあります。
本活動地域である小浜市上根来（かみねごり）地区は、かつて小
浜から京都へ鯖を運んだ「鯖街道」沿い、遠敷（おにゅう）
川上流の
滋賀県との県境近くにあり、小浜市街地から車で30分、標高300m
ほどの山間小集落です。
かつては炭焼き・アブラギリ
（種を圧搾して桐油を取る）
を主産業
とし、人口は最大300人を数えました。石油輸入に伴いこれらの産業
が廃れてからは植林を進めましたが外材輸入増加とともにこれも廃
れ、昭和末期には畜産団地を運営したものの牛肉自由化とともにこ
れも廃業せざるをえなくなりました。
このように山奥の小集落でありながら国際経済に翻弄された上根
来集落は、現在居住者は実質なく、
すべてが空き家になっています。
設立年月 ･･･2004 年 6 月設立 2006 年 8 月法人化
メンバー数 ･･･16 人
代表者名 ･･･ 理事長 鳥居直也（とりい・なおや）
連絡先 ･･･ 〒 917-0078 福井県小浜市大手町 5-31 小浜市中央公民館 小浜市ボランティア・市民活動交流センター内
☎ 0770-53-2456 apec@arrow.ocn.ne.jp
団体のミッション ･･･ 福井県小浜市の市民・各種団体と連携し、地域づくりのため、
まちづくり・子どもの健全育成・科学技術の発展・社会福祉の増進および
他団体の支援を行うことを目的として活動しています。
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WACおばま
［福井県小浜市］

アブラギリの収穫期は晩秋です。11
月初旬、上根来のアブラギリ群生地
で若狭東高校の学生たちと一緒に
収穫しました。
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理由や背景
かみねごり

今では無住の上根来ですが、
その一方
おにゅうがわ

で、元住民の多くは遠 敷川下流地域に
移転し、車で20分程度で上根来集落に
来ることができます。

このため、集落に残る自宅の維持管理

や畑仕事、集落内の清掃活動や法事な

どの年中行事の一部が現在でも維持さ
れており、無住なのに地域コミュニティが
残っている、
ユニークな限界集落です。集

落内の道路も老朽化しておらず、
まだ十

分使える家屋も多く残っています。
さらに
畜産団地跡は屋根つきの広いオープン

スペースで、様々な活動の場として活用
可能です。

このように地域資源がまだ残っている

一方で、上記活動の主要メンバーは50

代〜70代で、
その次世代は上根来で生ま

れ育っていないため、
「この活動も自分た

ちの世代で終わり」
というさみしい言葉も
聞かれます。

こうした実態を知るにいたり、
この自然

豊かな地をこのまま荒れ果てさせてしま

うのはしのびない、
まだ活動しているメン
2011年から里山再生への取り組みを模
索してきました。

活動内容の概説
上根来地域の里山再生を目指し、
地元

住民・地域まちづく
り委員会・森林組合・地

元産業高校などと連携して2011年度から

①桐油圧搾

バーがいる今が最後のチャンスだと考え、

開始した
「上根来プロジェクト」
は

①里山トレッキングなどの
自然体験型観光
②自然素材を活用した
伝統的工法による治山
③今も自生する
アブラギリを活用した地場産業
から成りますが、本活動はこのうち③を

引き継ぎ、
さらに発展させようとするもの

で、
アブラギリの様々な部位の多面的活
用策を探ろうとしたものです。

具体的には、以下の3つの取り組みを

行いました。
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WACおばま
［福井県小浜市］

畜産団地跡に密集箇所があるので、
こ

こを中心的に上根来地区および遠敷川

流域全体で実を収集し、若狭東高校産

民に対してアブラギリ収集協力のお願い

チラシを配ったところ、多くの方が実を集

業技術課実習室を拠点として圧搾手法

めてくださいました。

6〜8月ー分布状況の調査

狭東高校にて3回ほど行いました。

を開発しました。

アブラギリの分布状況を調査し、畜産

10月には、圧搾器具の開発検討を若

さらに桐油の活用方法として、木工製

団地跡地周辺に密集地があることを確認

品のニスとしての塗布実験、特産品の若

9月ー収穫の準備

どの製品化について小浜市内専門家と

しました。

アブラギリの実を採取し、
種を取り出して圧搾して
桐油を収穫する。

また、若狭東高校から保護者・地域住

アブラギリの実は10月に落ちるため、効

率的な実の収集を目的として、実の多い

アブラギリの下にネットを張りました。冬季

積雪量が2mを超えることもあるため、簡
単に撤去できる構造としました。

10月ー実の収集と活用方法の検討
実の収集を始めました。
9月に襲来した

台風18号の影響で未熟な青い実がかな

り落ちたため、収量が見込みを下回る可

狭和紙を使った日用品や屋外装飾品な
打ち合わせをしました。
11月ー実の収集
11月7日、若狭東高校と上根来畜産団

地周辺で実の収集を行い、米袋に6袋ほ

ど集めました。実は畜産団地跡で一週間

ほど乾燥させた後、若狭東高校に運びま

した。

またこの日は上根来集落内で伝統治

山工法「しがら組み」を行いました。
これ

能性が出てきたことから、当初予定して

は木杭と竹を使って人力施工で作る簡

落内随所、
遠敷川流域などにも範囲を広

に日常的にどこでも行われていましたが、

した。

としていたものです。

いた畜産団地跡地だけでなく、上根来集

げ、
みんなで手分けして少しずつ収集しま

アブラ ギ リの 樹 か らはじ まる 、新 しい挑 戦 。

活 動 に 至った

易土留め工で、
かつては用材伐採後など

土木工事の機械化の中で忘れ去られよう

中央写真：上根来畜産団地跡に並べられたアブラギリの
実。
ここで一週間ほど乾燥させてから若狭東高校に運び
ました。
上から：アブラギリの効率的な収穫のためにネットを張る/
若狭東高校の学生たちと収穫/同じく若狭東高校の学生
と殻を割る器具の開発検討/同じく割れた殻と種をふる
いで選別/以前は一つ一つペンチで割っていましたが、
ず
いぶん効率的に種を選別できるようになりました。
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③ キノコ栽 培

2012年12月に、福井県林業課の協力

をいただきワークショプで試作をしまし

た。
その結果、2013年秋から冬にかけて

ウスヒラタケ、
エノキ、
エチゼンカンタケが

順調に発生し、
アブラギリの幹が榾木とし

て優秀であることがわかりました。

そこで2013年は原木100本を用意し

て、
より本格的な種駒打ちによる植菌を行

うとともに、本格栽培に意欲のある若手

農家とともに、
さらに50本の榾木を作りま

昨年度の植菌したウスヒラタケが良好に
生育しましたので、
これをもとに、効果的な
植菌および育成方法について3回打合せ

ものを冷凍ストックしました。

また市内レストラン業者とキノコ料理に

ついて打ち合わせ、
アブラギリシンポジウ

ムでの試食メニューを決めました。
12月ー原木採取

アブラギリシンポジウムの一週間前に

榾木にするための原木採取を行いまし

た。20本ほどを伐採し、
これから100本あ

した。

4〜9月ー育成方法の検討

カンタケも順調に発生しました。12月のア

ブラギリシンポジウムに備えて塩ゆでした

まりの原木を作りました。

アブラギリの幹を榾木にした
キノコ栽培の
可能性を探る

と試食をしました。

11月ーシンポジウムに向けて

② 葉 寿 司の 開 発

ウスヒラタケに続いてエノキ、
エチゼン
先進地である福井県永平寺町では、

鱒寿司をアブラギリの葉でつつんだ葉寿

司を作り販売しています。
この生産販売

グループに作り方をご教示いただき、小

浜風にアレンジして小浜市特産の「へし

こ」
（鯖の糠漬け）
を使った寿司を使った

葉寿司を考案し、
へしこも昔ながらの作り
方で漬けたものを使うこととしました。

開発には小浜水産高校や市内ホテル

業者等の協力をいただき、2013年9月に
福井市で開催された里山国際会議では

ゲ ストハ ウ ス 整 備

参加者の弁当に採用されました。

また、上記活動拠点としてゲストハウス

6〜8月ー葉の採取

アブラギリの葉を使った
「葉寿司」
を開発し、
商品化を探る。

葉を800枚あまり採取し、
ストッカー
（冷凍

小浜市内で食の新製品開発に取り組

んでいるグループと一緒に、葉寿司の試

当」
として使っていただきました。
11月ーアブラギリの枝打ち

実の収集作業に並行して、
いくつかの

アブラギリを選び枝打ちをしました。
これ
は、先進地である永平寺町のグループか

ら、枝打ちをしておくと虫に食われにくい
良質の葉が取れると教わったためです。
12月ー「へしこ」の取り出し
アブラギリシンポジウムの前日、昨年

漬けた「へしこ」を取り出し、寿司を作り

ました。
WACおばま
［福井県小浜市］

め、
これをお借りして、休憩・食事・宿泊が

9月ー葉寿司の試作品づくり

されていた里山国際会議にて、
「里山弁

特定非営利活動法人

をご提供いただける住民がおられたた

庫）
に保存しました。

作品を作りました。
ちょうど福井市で開催
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を整備しました。上根来集落内に空き家

できる施設として営繕を行い、すでに数
アブラギリの葉は手のひら大で柔らかく、葉寿司に最適です。

組の宿泊をいただいています。
4〜7月ー営繕

ゲストハウスとして使用するための簡単

な営繕（棚等をそろえ、脱衣場のスペー

ス確保、古畳の確保と敷設など）
を行いま

した。

8〜9月ー宿泊体験
3グループに宿泊体験をしてもらい、

使い勝手などを確認するとともに、
オープ

ン記念バーベキューを催しました。
10〜12月ー活動拠点として活用

アブラギリの実の収集などの活動拠点

として使用しました。
12月ー冬囲い

積雪に備えて冬囲いをしました。
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ア ブ ラ ギリ

活動の成果

シンポジウ ム

これまでの活動で、
アブラギリが一定の

付加価値商品を作り出せる可能性が十

12月15日、
これまでの活動成果の市民

分あることがわかってきました。

向け発表の場として「アブラギリシンポジ

地域産業として生活を支えるほどでは

ウム」
を若狭東高校で開催しました。

ないにせよ、地区住民の皆さんが比較的

まず高校性がこれまでの活動内容を

近傍に居住しておられることから、上根来

発表し、
そのあと葉寿司とキノコ料理を試

を仕事場として高齢者の小遣い稼ぎ程

食、午後は桐油圧搾見学・体験とキノコ

度の段階からスタートさせられることは、

植菌があり、参加者は自分が植菌した榾

現実的な目標としていいのではないかと

木を持ち帰りました。

考えています。

これまでは若狭東高校の産業科だけで

また、若狭東高校産業科との協働の中

アブラギリに取り組んでいたのですが、今

で、卒業後地元に残り、我々の活動に参

年は生活科がキノコ料理などで協働して

加してくれる子が出るなど、互いの絆を深

くれ、活動の幅が広がってきました。
また

めつつあると感じています。

しがら組みなどの里山保全全般に幅を
広げ、
「アブラギリシンポジウム」を「里山

今後の予定

シンポジウム」に発展させようという意見
が出ました。

（1）桐油圧搾
圧搾技術はおおむね確立できたので、

今後は用途を探ることが課題になります。
当初は木工製品のニスを想定していま

したが臭いなどの問題があることがわかり
ました。特産品・若狭和紙に耐水浸透性

塗料として使うことによる日用品（コース

ターなど）や屋外装飾品、付加価値のあ

る和傘などへの活用など可能性を探って
いきたいと考え、
一部試作品を作るなど少

しずつ進み始めています。

その他

（2）葉寿司
商品化してもかまわない品質になった

(4) 上根来全体として
ゲストハウスを拠点として散策・トレッ

とレストラン業者さんからも評価をいただ

キング・登山・渓流釣りなどの自然体験

だくところまで来ました。

すでに畜産団地の裏山にはトレッキン

き、里山国際会議では弁当に使っていた

また、
アブラギリシンポジウムで使った

「へしこ」は「究極のへしこ」
として付加

の場としての整備に取り組んでいます。
グコースと休憩所（ベンチ等）が設置し

てあるのですが、
ここから集落に迂回で

価値製品化を進めていますが、
このへし

きるルートも整備して、
自然を満喫できる

のもの」
としてさらに付加価値をつけてい

えています。

こを葉寿司とすることで「海と山の出会い
きたいと思います。

今 回 、小 浜 市 内で食の新 製 品 開 発

に取り組んでいるグループとの協働を
行いました。
これは今後も続けていく予
定です。

周回散策ルートを整備していきたいと考

アブラギリ関係とゲストハウスを中心と

した自然体験活動を主なテーマとして、
一定の収入が得られるようになることが最
終的な目標です。

（3）キノコ栽培
予想以上に発生がよく、
キノコ栽培を

仕事として成り立たせることも可能な榾木

が得られることがわかりました。

キノコ栽培に取り組んでみたいという

若手農家と50本の榾木を3月に作りまし

た。特に今回はきくらげを植菌してみまし
た。市場のきくらげは大部分が中国産の

乾燥ものなので、生きくらげのサラダなどと

して付加価値化のカギがないかと期待し
ています。問題はシカやサル等による食

害で、有効な対策を考えていかねばなら

ないと思っています。

アブラギリシンポジウムで種の圧
搾を市民に実演する若狭東高校
の学生。
じゅわじゅわと油が搾り出
され、
「おおー」と歓声が上がりま
した。

9月に福井市で開催された里山国際

会議のポスターコンクールに「上根来里
山再生プロジェクト」
としてこれまでの活

動を出展し、グランプリに次ぐ「福井賞」

を受賞しました。

56

特定非営利活動法人

WACおばま
［福井県小浜市］

上から：キノコ栽培の結果を発表
する若狭東高校の学生／市民の
前で挨拶する緊張気味の若狭東
高校産業科の学生たち／生えた
キノコを味見して、
どんな料理にす
るかを話し合う若狭東高校の学
生／収穫したキノコは地元野菜と
一緒にキノコ汁にして市民に試食
してもらいました。
好評でした。
左円内：みんなでキノコの植菌をし
ました。
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「多世代憩いの広場てらっこ」
茶店の本格開店
特定非営利活動法人 せき・まちづくりNPOぶうめらん
［岐阜県関市］

団体設立の経緯
2007年6月、岐阜県関市のまちづくりをするために当団
体を立ち上げました。関市はもともと代表の北村が生まれ
育ったまち。大学進学で関を離れてから、少しずつ活力を
失っていくまちに危機感を覚え、市民の力でまたこのまちを
元気にしたいと思い始めたことがきっかけです。活動を志
す上で、いまこのまちに足りないことはなにか。
それは、
目的
を持った市民の実行部隊ではないかと考えています。意見
やアイディアを言う人はたくさんいますし、
まちづくりを掲げ
て活動する団体もありました。
イベントも多いですが単発で
す。今必要なのは、専従の職員を持ち、今あるまちづくり活
動をコーディネートする存在である。
そう考えました。
まずは、
「関なんてなんもない」と話す大人の諦め感から
変えて行きたいと考え、関市の魅力を発信するフリーマガジ
ン「ぶうめらん」を創刊することからはじめました。
その後、
2009年には関市市民活動センターの運営委託を受け、
ま
ちづくり活動をサポートしています。

地域概要
岐阜県関市は、人口約92,000人。岐阜市に隣接し、名古
屋から約40kmに位置します。2005年2月に5市町村が合併
し、
「V字型」の新関市が誕生しました。同じ関市内でも、名
古屋まで1時間で行ける地域もあれば、豪雪地域、過疎地
域に指定される地域もあり、大変多様なまちです。
産業としては古くから
「刃物のまち」
として栄えています。
鎌倉時代から関鍛冶のまちとして発展し、戦国時代には、
多くの大名に召し抱えられ重宝され、全国各地へ関鍛冶が
散って行きました。火縄銃を日本で最初につくったのも関鍛
冶といわれています。歴史だけではなく、現在の刃物産業
も、包丁、ナイフ、爪切り、ハサミ等多くの分野で日本一の
シェアを誇ります。外国産の安価な製品が出回る中、企業
がそれぞれ工夫をしながら取組んでいます。
関市におけるNPO法人は32団体。市民活動団体は130
団体（関市市民活動センター登録団体）
あります。現在、
「地域の事は地域で」を合い言葉に、小学校区に一つ、地
域の主要団体を網羅した地域委員会を設置。地域の課題
を解決する実行部隊として動き始めています。
設立年月 ･･･2006 年 12 月設立 2007 年 6 月法人化
メンバー数 ･･･50 人
代表者名 ･･･ 北村隆幸 ( きたむら・たかゆき )
連絡先 ･･･ 〒 501-3253 岐阜県関市栄町 1-22-2F
☎ 0575-46-8035 info@vousmelan.com http://vousmelan.com
団体のミッション ･･･ 私たちは関市が元気で住み続けられるまちにすることを目的としています。
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特定非営利活動法人 せき・まちづくりNPOぶうめらん
［岐阜県関市］

「多世代憩いの広場てらっこ」の開
催で、古くからまちを見守ってきた歴
史ある寺に多世代の人々が集い、地
域ぐるみで子育て支援の機運が高
まりつつある。
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活 動 に 至った
理由や背景
本事業は、2010年に当団体が運営す

る関市市民活動センターへ、関善光寺
の住職が、
「善光寺を市民の憩えるお寺

にしたい」
と相談にお越しいただいたこと
からはじまりました。同センターは、市内

NPOに声をかけ、関善光寺を活かして
地域づくりをしようと、市民活動団体約10

団体が連携し「関善光寺癒しの会」
を結

成。年に数回善光寺を舞台にイベントを
開催してきました。

2011年、恒常的な賑わい創出のため

には、恒常的な取組みの必要性を感じ、
開設したのが「多世代憩いの広場てらっ

こ」です。
おばあちゃんのスタッフとママが

世話役のスタッフとなり、
子どもを連れてマ

マが遊びにくる児童館のような場所です。
この取組みは、浄土宗主催2012年第5

回地域・共生文化大賞優秀賞、2013年

日本生命未来を強くする子育て未来賞を
頂くなど、
子育て支援の場、
地域の宝を活

かした地域づくりと評価されました。2012

年、
同市内の武芸川地域、
上之保地域で

もてらっこを開設。2013年には武儀地域
でも開設しました。

て らっこ 茶 屋 を
つくる 理 由
関善光寺にて、多世代憩いの広場て

らっこを開催し3年目。継続的な取り組み

に向けての資金確保やてらっこのさらな

る魅力づくりを考えた末、境内に30年ほ

ど使われなくなった茶店があることに着眼
しました。

2012年、賞を受賞した資金を活用し

て、茶店を改装し営業許可をとり、
てらっ

こ茶屋として、
てらっこスタッフの中でテス

ト的に開店しました。
しかし、急にはじめ

た事やカフェ経験者もおらず、思い描く
様なてらっこ茶屋には至っていませんで

した。

善光寺の境内で遊ぶ親子。茶屋からみた風景

そこで、今回、改めてコンセプトを練り直

し、中心になってやってくれるおばあちゃ

んスタッフを強化し、本格的なキッズカ

フェとしてリニューアルオープンしようと取
組み始めました。
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特定非営利活動法人 せき・まちづくりNPOぶうめらん
［岐阜県関市］
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コ ン セ プト会 議

その他のメニュー
○ドリンクall350円（モーニング付き400円）

まずは、
コンセプト、
ターゲットをしっかり

○新善光寺うどん ラーメン 500円

と練り直しました。
スタッフとともに、前年度

○スコーン 300円

とったアンケートを基にして、何度も検討

○離乳食

を重ねました。
その結果、下記のコンセプ

○新ぜんざい
（焼き餅入）450円

トに決定しました。

ドリンクには、妊婦さんでも飲めるようた

◉ターゲット:子どもを連れたママ

んぽぽ珈琲を置き、葉酸がとれるグレー

（主に未就園児）

プフルーツジュースもメニューに加えまし

◉コンセプト:「キッズカフェ」

た。
ランチには、子ども用に柔らかいにゅう

ばぁばが作り手となる実家のようなカフェに

めんを用意し、
ママも子どもも満足できるも

その後、
それに合う、
メニューや雰囲気等

のにしました。

について議論しました。
この会議は、
3月から

引き続き、
4月、
5月に1回ずつ開催しました。

コンセプトをもとに、料理好きのばぁば

（飲食店での経験がある方がなおいい）
のスタッフ募集を開始しました。ハロー

ワーク等で募集してもコンセプトに合う方

らう手法をとりました。いろいろとツテを
辿って探しましたが、
やはり求める人材の
ハードルが高くなかなか適任者が見つか

りません。予定していた7月のリニューアル

オープンを延ばさざるを得なくなりました。

その間は、週2回、
これまでのてらっこのマ
マスタッフにより、
てらっこ茶屋のテスト営
業とイベントを引き続き行ってきました。

適任者は、
7月になり見つかりました。
60

代の恩田和子さん。
ご自身も多くのお孫さ

んをもつばぁばです。
関市内で、
長年ご夫

婦で喫茶店を営まれてきましたが、
旦那さ

んが身体を悪くされた事もあり、
9月いっぱ

いでお店を閉店するとのこと。
これまでの喫

茶店での経験と恩田さんの人柄にこれ以

上の方は見つからないと考え、
9月の閉店を

まって10月から茶店をリニューアルオープ

ンできるように準備を整えることとなりました。

メニュー の 決 定
恩田さんを含め、8月、9月と2ヶ月かけ

て、10月のリニューアルオープンに向けて

様々なことを話し合う会議を開催しまし

た。
そこでは、
メニュー、食器、食材等につ
いて話し合いました。

「日替りばぁばのヘルシーランチ」600円
煮物を主とした、
ばぁば自家製の旬野

菜のランチです。実家にいるような温かさ

をお楽しみに。
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特定非営利活動法人 せき・まちづくりNPOぶうめらん
［岐阜県関市］

旦那さんは、幅広く野菜をつくっており、
安心安全な季節の旬野菜が安く手には

いります。
また、
その野菜をてらっこ茶屋で
販売もすることにしました。

て らっこ 茶 屋
リニュー ア ル 記 念
イ ベ ント
10月29日
（火）11時〜

リニューアルオープンイベントとして、関

善光寺佐藤住職の協力を得て、下記の
記念イベントを開催しました。
◉みんなで、関善光寺護摩の
御祈願体験と住職とのティータイム
これは、
リニューアルオープンするラン

チを注文してくれた方に「お願いごとの護
摩木」
をプレゼントし、願い事を書いて本

堂へお納めいただき、善光寺の住職が皆

さんの願い事の書いた護摩木をご祈祷

して燃やしてくれるという内容のイベント
です。住職より護摩の由来等の説明もし
ていただき、みなさんの護摩木を御祈願

してくれます。

1日で大きなイベントをやり、人を集めて

上から:リニューアルオープ記念イベント。
まずは住職のお話からスタート/リニュー
アルオープ記念イベントの記念品の護摩
木/記念イベントでは護摩も体験/創作紙
芝居劇団孫六座の公演。会場である善
光寺の歴史を学びました/賑わう茶屋の
様子

おいしいごは んと

こスタッフのばぁばから口コミで探しても

食材は、恩田さんの旦那さんが作って

いる野菜を使う事にしました。恩田さんの

楽 しい笑 顔 あ ふれる お 寺に 。

が見つかる可能性は低いと考えて、
てらっ

食材について
上から:茶屋を切り盛りしてくれる優しいばぁば恩田さん/人気のばぁばの日替りヘルシーランチと茶屋からみる善光寺の風景/恩田さんの旦那さんがつくる野菜

ばぁば ス タッフ の 募 集

200円

も、一過性であり、
スタッフも対応できない
ため、
期間を長めにしました。
また、
善光寺

で行っている意味を感じる事ができるもの

とするため、
このようなイベントにしました。

この狙いは大成功で、当初予定してい

た30本を大きく超えてしまったため、住職
にお願いして倍の60本の護摩木を用意

していただきました。
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成果
ここでは、
「多世代憩いの広場てらっ

こ」
と
「てらっこ茶屋」をあわせた成果を

今後の予定
てらっこは開始から4年が経ち、
お寺で

多世代交流できる場として、定着したとい

書きたいと思います。

えると考えます。
いつまでも助成金に頼っ

地域で子育を応援する場として

立運営していくために、2014年4月から下

同じ子育て中のママ、
ばぁばのスタッフ

が常駐する広場として、子育てについて、
地域の風習、姑との話など、気軽に会話

ては継続できません。助成金に頼らず自
記のように体制を変えました。

①武芸川てらっこを月曜日、関善光寺を

の中で相談ができるようになりました。
ママ

金曜日。武儀てらっこは閉館

かならないことも多いですが、
ここでは、具

善光寺で週2回、武儀地域で週1回開催

だけが集まっても単なるストレス発散にし

体的な相談ができることが良い事でした。

利用者の声
スタッフのばぁばの存在が大きい。穏
やかなばぁばが多く、子育て、家庭で

2013年度は武芸川地域で週2回、関

してきましたが、武芸川地域、関善光寺
で週1回とし、武儀地域のてらっこは閉館

しました。
これは、継続するために、
スタッ

フの負担を減らす事、支出を減らす事と
いう理由があります。

の相談事もできる。お寺の雰囲気と
ばぁばの存在に癒される。

②スタッフはボランティアにてお願い
2013年度までは、有償ボランティアとし

てスタッフをお願いしてきました。
しかし、

多世代の交流の場として
スタッフのばぁば、遊びにきたばぁばが

子どもたちとふれあう事で、
いきいきと楽し

める場所となりました。
スタッフとして参加

て らっこ 茶 屋 の 定 着

上:てらっこ茶屋の軒先の風景
右:てらっこ茶屋リニューアルオープン時のチラシ

てらっこ茶屋の開催風景

に、
てらっこに遊びにきたママが茶屋を利

んだ事も要因としてあげられます。
てらっ

この開催場所と茶屋は20メートル程離れ

ていますが、
お弁当を持って来たお友達

茶屋リニューアル前の1日平均売上5525.2円(4月〜9月)
⬇
茶屋リニューアル後の1日平均売上7341.6円(10月〜3月)

しかしその分、予想以上にスタッフの労

の恩田さん、
ホールの1名ママスタッフに

8,000

加え、運んでもらう人のお手伝いが必要

になりました。

リニューアルを受け、着実に売上げも上

6,000

がりました。特に、2月、3月では、暖かくな

からのしきたり、
マナーなどについても
勉強できた。こういう機会がないとお
寺にくることはあまりないので、
ありが
たい。

ある程度の収入を確保するため、て

ク基金」、子どもの不要品を寄付してもら

うバザーを行う事にしました。

茶屋は、
ある程度目処が立ったため継

続的にやっていきます。
「ブック基金」
と

は、
お金ではなく本で市民活動へ寄付を

しようという取組みで、当団体で昨年9月
より取組んでいる事業です。利用者、地
域の方々から本を寄付してもらい、当団

体が運営するブックカフェ
「ブックエカ」

で買取を行い、
その金額を市民活動へ

寄付する仕組みです。
このブック基金によ

お寺が市民活動、
まちづくりの拠点とし

り、少しでも自立に向けた資金と支援を集

は、
てらっこだけではなく、様々な市民団

このように、一つ一つからは利益が少な

て、認知されてきました。特に関善光寺で

体がお寺を活用しはじめています。
うちの

お寺も市民に開かれたお寺にしていきた
いと相談をいただき、市民に解放するお

るに連れて来客も増えました。
これに合わ

めて行く事を目指して行きます。

くても複合的な収入口を広げて長い間続
くてらっこをつくっていきます。

寺がこの1、2年の間に3軒増えました。

せ、
てらっこ自体の来場者も増え、相乗効

特定非営利活動法人 せき・まちづくりNPOぶうめらん
［岐阜県関市］

らっこ茶屋の継続、本の寄付を募る
「ブッ

まちづくりの拠点として

力がかかることとなり、昼時にはキッチン
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どもがお参りする習慣ができてきているこ

10,000

とも一緒に食べる事ができます。

果が生まれるようになりました。

③収入の確保

お寺にくることで、仏教のことや古く

しいことです。

これは、
ランチをてらっこの会場まで運

話してくれます。

む事ができて、毎日元気をもらっている」
と

利用者の声

用してくれる頻度が高くなったことがうれ

ンティアでのスタッフをお願いする事にな

りました。

とを大変喜んでくれています。

は、来店者数も売上げも伸びました。特

催日時を減らし、
スタッフの負担を軽減し

た上で、
てらっこ広場のスタッフには、
ボラ

しているばぁばは「若い人、子どもと楽し

また、
関善光寺の住職は、
若いママと子

10月からリニューアルしたてらっこ茶屋

そこまでの収入がないため、①のように開

4月

5月

6月

7月

8月

9月 10月 11月 12月 1月

2月

3月

4,000

上から:人気のイベント住職とのお話会/お寺の境
内でシャボン玉遊び/人気のイベントわらべうたの
会/人気の似顔絵コーナー/お寺の境内でシャボン
玉遊び

65

未来の森をつくる
木の家づくりプロジェクト
ぐじょう

特定非営利活動法人 ななしんぼ
［岐阜県郡上市］

団体設立の経緯
2011年秋、市主催で開催されたワークショップに、明宝で
地域づくりに関わる人々約30名が集まりました。未来ある地
域をつくるために、様々な課題やアイディアが出る中、最も支
持を集めたのは「ヨソ者も交えて、
もっと自由に話し合おう」。
これを受け2012年2月、住民主体の集いが開催。
「MOSO
（妄想）でいいから夢を語ろう。サケを飲みながら」… そ
んな想いを込めた「MOSO塾」に、地域内外から30名以上
が集まり、地域の夢を語り合いました。第１回目のMOSO大
賞、
それは「地域の夢をカタチにする、妄想実現NPOをつくろ
う
！」。
地域住民の想いから生まれた「中間支援組織ななしんぼ」。
「ななしんぼ」とは明宝の言葉で「名前の無い者」。
そのロ
ゴマークは「黒子」に。人と人、人と自然——「つなぐ」をキー
ワードに、持続可能な地域の実現を目指し、地域の黒子とし
て2012年9月、
ななしんぼはNPO法人として活動を開始しま
した。

地域概要
岐阜県のほぼ中央部に位置する郡上市。全国有数の鮎釣
りのメッカとなっている清流・長良川の源流域にあたり、市全
体の90％を森林が占めています。
７つの町村が合併して誕生
した郡上市の中で、明宝地区（旧明宝村）
は人口2,000人を
割り、過疎に指定される、市内でも人口減少が著しい中山間
地域です。
「明宝ハム」や「めいほうスキー場」など、村時代につくった
第３セクターの努力で地域雇用を創出、人口流出にブレーキ
をかけていますが、行政職員は減り、地域で必要なサービス
が維持できるのか、住民の将来に対する不安も大きくなって
います。
一方、明宝地区ではB-1グランプリに出場する「めいほう鶏
ちゃん研究会」など、地域住民がさまざまな団体をつくり、地
域を元気にする活動をおこなっています。厳しい条件を抱えな
がらも、行政だけに頼らず、住民自らの手で明るく楽しく未来
を創ろうとする「明宝スピリッツ」が今も引き継がれ、息づく地
域です。
設立年月 ･･･2012 年 5 月 25 日設立 2012 年 9 月 6 日法人化
メンバー数 ･･･22 人
代表者名 ･･･ 西脇洋恵（にしわき・ひろえ）
連絡先 ･･･ 〒 501-4307 岐阜県郡上市明宝二間手 361
☎ 0575-87-3799 meiho@nanashinbo.com http://nanashinbo.com
団体のミッション ･･･ 人口 2 千人を割り、過疎化する郡上市明宝地域で、
自立できる地域づくりを目指し、市民団体や都市住民、行政などをつなぐ中間支援組織として、
コミュニティカフェの運営など、人がつながる場づくりを行なっています。
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2013年12月22日、棟上げ。
雪積もる
静かな森の中に、人々のかけ声と掛
矢
（かけや）
の音が響く。
素人大工の手で、地域の木が、家へ
と生まれ変わる。
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活動に至った
理由や背景
森林率70%と世界有数の森林大国で

ある日本。
その多くは戦後植えられたスギ
やヒノキなどの人工林です。
しかし国産材

価格の低迷などを受けて、多くの山林では

間伐が遅れ、放置されています。山村でも
人は森から離れ、森に関わる人は少なくな

りました。

「昔は裏の山の木で、
みんなで、家を建てたもんや」
——そう遠くない昔、森は家を建てる
「材」

としてはもちろん、
「木の実」、
「山菜」、
「薪

炭」、
「 獣肉」、
そして「水」
など、
さまざまな
恵みを里にもたらしてくれる場所でした。
森

がっていたのです。

裏山の木を使い「家」を建てることを

通して、山里ではあたりまえであったこの

「つながり」を学ぶ場をつくり、未来の子ど
もたちの資産となる「森」について考えた

い——そんな想いから
「森をつくる家づくり
講座」
をスタートしました。
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山 里のつな が り を 学 び 、未 来の 森 をつくる 。

と家や、人と人、人と自然は、
しっかりとつな

森（ 山 ）と つ な が って
〜生きてきた 里 の 智 恵 を 学 ぶ
2013年夏、山の木を伐って、
自力で家

をつくり、伐った山を広葉樹の色づく森へ

「栃尾里人塾」
を行っています。

いた、
スギの木が一斉に伐られることにな

岐 阜 は 木 の 国 、山 の 国

となりますが、
あとは、紙の材料や、合板

〜智 恵と技 術 を 持 つ
ス ペ シャリストた ち

この塾を通して「森」について、多くの

りました。
これらの木々は、
いいものは建材

多くの山村と同様に、過疎化や林業従事

のチップとなってしまいます。昔のように、
こ

気づきがありました。
この土地でも日本の

者の高齢化などがすすみ、先祖が植えて

の木で家づくりができたならば！ しかも

まわりを見渡すと、地元はじめ、近隣に、

と変えるプロジェクトが始まりました。

くれた未来のための「木」が、
うまく活用さ

その場で建てればウッドマイレージ０
（ゼ

「森」
そして「木」に関するスペシャリスト

郡上市明宝。清流長良川に注ぐ支流・吉

ているという問題を抱えていました。

練られ始めました。

した。

活動の拠点は、森と水の山里、岐阜県

田川の上流域にある山里です。

れずに、場所によっては山の荒廃を招い

里山倶楽部で描いた夢。
先祖が紡いで

ロ）
の家！ こうしてプロジェクトの構想が

の方たちがたくさんいることに気が付きま
ならば、
この里に招き、
ここを「森の学び

古民家・源右衛門と栃尾の里をフィー

きた森
（山）
とつながって生きてきた智恵と

場」に。
日本屈指のログビルダー・関根潤

栃尾里山倶楽部は、
「 森」、
「 農」、
「自然

て、小屋づくりを自分たちの手で……。夢

想いは一気にかたまりました。

たちの力も借りて、月に一回の里山づくり

古民家・源右衛門の周りに植林されて

ルドにして里山づくりをすすめる、
ふるさと
エネルギー」の３つのテーマで、都会の人

技術を学びたい。
それは、
裏山の木を使っ

が、
だんだんと膨らんできたのです。

一氏を郡上市高鷲町に訪ねたとき、
その
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「森を知る」

こど も た ちと 一 緒 に

「技術を学ぶ」

未 来 の 森 を つくる

家 づくり 講 座 ス タ ート
2013年夏。山では、土用を過ぎた8月

中旬から、約100本のスギの木が伐られ、
葉をつけたまま、9月末まで「葉枯らし」を

し、準備は着々と進みます。

8月24日、岐阜県の助成事業を活用し

た【基礎編】がスタート。
まずは、実践編
の講師、関根潤一氏の建てた、郡上市高

鷲地域のログハウスを見学しました。参
加者は、近年の日本での住宅建築の常

識とは違う、柔軟さ、
自由度の高さと、木と

対話しながらハンドメイドでつくる手法に、
魅了されました。

次いで、明宝地域に戻り、森の伐採見

学を行いました。地元、明宝山里研究会

の原幹雄氏を講師に迎え、
50年生のスギ

伐倒を見学。木材としてよい木の見分け
方、木材価格の低迷から、
山主にお金が

残らない現状などのレクチャーを受けまし

た。一方で、
ログ業界の視点から見ると、
使う側の意識次第で、
安価なために市場

には出ていかない木材でも十分活かすこ

とが可能であるということを知りました。

続く9月14日に開催された【基礎編】第

3回では、
「森の名人」でもあり、林業の現
場に立たれている地元の講師、
くさかべ

林業の日下部修氏を招き、
ログハウスづく

りに欠かせない道具、チェーンソーの構
造と使い方、
メンテナンスを学びました。

翌9月15日は、明宝山里研究会・副会

長の熊崎弘一氏による、
ログハウスを実
際に建てる現場の木の伐倒講習。12本

の木を実際に伐り倒し、枝払い、切り株を
整えるなど、林内をきれいにしていく作業

も行いました。立っている木を伐ることは

予想以上に難しく、見事かかり木になり
倒れない木も。
そんな時、講師がチェーン

ソーの刃を軽く入れただけで、
びくともしな

かった大木が、
ぐるりと回って大きな音を
立てて地面に落ちる様子に、感嘆の声が

あがりました。

9月21日、
いよいよログハウスのための

丸太の加工がスタート。今回は、柱（ポス

ト）＆梁（ビーム）構法で建てていきます。
伐採した森からほど近い土場を借り、伐

り出した丸太の皮を人力でむき、チェー

ンソーでの加工など、2ヵ月間作業が続き

ます。
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「ド ン グリ拾 い と
苗 木 づくり 」
基礎編のテーマは「森を知る」
こと。
こ

のため、森とのつながりを深める二つの座

学と、親子で参加できるワークショップも
企画しました。

座学は、岐阜県立森林文化アカデミー

の教授でもあり、
「森の案内人」
としても活

躍している川尻秀樹氏から、
『神話から

森話へ』
と題し、
日本人と山とのつながり

について話を聞きました。
また、郡上割り
箸株式会社を起業された、大原林産代

表取締役、小森胤樹氏からは、
『 森の現

状、未来へのチャレンジ』
と題し、林業の
未来について語っていただきました。

10月27日、
親子で参加できるプログラム

も同時に開催しました。主に、地元や、講

座参加者の家族などに声がけし、明宝地

域の広葉樹の森で行った「親子で楽しむ

ドングリ拾いと苗木づくり」では、山のネ

ズミとドングリの関係をわかりやすく解説

したアニメを作成。岐阜県立森林文化ア
カデミー准教授

柳沢直先生に、苗木づ

くりについて教わりました。

こうして終了した基礎講座および「ドン

グリ拾い」では、延べ181人のみなさんが
参加されました。

自分の手で
木に新しい命を吹き込む
〜 木 と 向 き 合 う 家 づくり
10月12日、
いよいよログハウスを実践的

につくる
「広葉樹の森をつくる家づくり講

座【実践編】」がスタート。
【 基礎編】から

通ってくれた参加者のうち、7名のみなさ

んが一括で全講座を申し込まれました。

ななしんぼスタッフや、
ふるさと栃尾里山
倶楽部のメンバーなども加わり、
学びは続

きます。遠くは、京都、愛知、岐阜県東部
などから毎週末通っていただきました。参

加者のみなさんは、
「自分で小屋を建てた

い」、
「自分の山の木を使いたい」、
「道具
の使い方を覚えたい」
など、真剣に取り組

まれる方ばかり。積極的に道具を使って

どんどんスキルアップしていきます。

ホゾ加工など高度な加工もこなしなが
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ら、12月の棟上げを目指し、間に合わない

部分はエキストラの回も設けて木を刻みま

した。

地元のみなさんも、週末ごとに行われ

る作業に足を運んでくださいました。
「昔

の家のつくり方と同じやなぁ」
と関心をもっ

てさまざまな話をしてくださいました。
なか

「 結 」の 力
〜熱 気 あ ふ れ る 棟 上 げ
年も押し迫った12月22日、雪の舞うな

か行われた「棟上げ」には、地元の大工

さんや、土木関係、林業関係のみなさん

くり」
という大きな目標に、一体となっても

今後の予定

ながら、将来に負担を与えない、
「できる

ど、森の中で自立できる「アンプラグドな

なりました。

未来へのメッセージ

す。
そのため昔の知恵や天然素材を使っ

訪れ、
いっしょに考えられる場になることを

のづくりに励んだ者達は、新しい「仲間」
と
よき参加者に恵まれ、無事成功した講

座ではありましたが、家づくりということで、
整地や基礎、丁張り、電気や浄化槽など
講座以外の段取りごとも思った以上に多

でもこの地域で、復活した伝統的な拝殿

も集まってくださり、
まるでお祭りのような熱

く、地主さんや、地元協力者、
そして、
ふる

じょ」は、
この辺りで新家を建てるときに、

と計ってつくったはずのホゾ穴に柱が入

力なくしては、進まないことばかりでした。

踊り
（盆踊り）のなかに、唄われている
「ど
近所中が集まって、土がためをするときに
唄われたものだというお話も伺うことがで

きました。

気のなかで行われました。
あんなにきちん

らず、
力技で入れていく! そんな場面も。
餅まきの準備や料理をななしんぼ会員

間、延111名。
「裏山の木をつかった家づ

……それが私たちの感想です。

ながら導入していきたいです。

かかるのです。

使用があり、一般の方の参加が難しいの

みの数倍が、水回りや電気などの設備に
では昔ながらに地域の材料と知恵を活

かし、
できるだけコストをかけないようにし
がかかります。

かけて造り上げることが難しくなった現代

社会の課題を、家づくりを通してあらため

て考えさせられます。

そんな「コストとスピード」の狭間に悩み

家」
を研究できる場として、多くの人びとが
望んでいます。

こども達が森と関わる場所へ
みんなで学ぶ場づくり

「コストとスピード」が優先され、時間を

んなでやるとこんなにも楽しい

た断熱、木や土壁などの活用も、勉強し

つは資金。建築コストの中で、家の骨組

んだ、家づくり。困難も多かったですが、
み

会「あとふき」を開催することができまし

つけてくださったみなさんへのねぎらいの

づくりが進んでいます。大きな課題のひと

たいところですが、
そうすると人手と時間

を学びました。身近な山の木を伐って挑

【実践篇】講座の、参加者は計14日

特定非営利活動法人 ななしんぼ
［岐阜県郡上市］

かつてそうであった、家づくりの「結」の

人が住めるゲストハウスを目指して、家

力を改めて痛感し、
スタッフ側も多くのこと

のみなさんが担当してくださり、結でかけ

た。
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さと栃尾里山倶楽部のメンバーの智恵と

〜「土に還る家づくり」を目指して

だけ土に還る家づくり」を目指していきま

そして「人が住める家」ができたら、次

現在の作業は高所作業や電動工具の

は森の暮らしを体験できる
「栃尾のゲスト

ですが、今後内装などの作業を通して、

ストハウス周辺に苗木畑をつくり、昨年の

ハウス」
として整備していきます。
まずはゲ

できるだけ地元の方やこども達も参加でき

「ドングリ拾いワークショップ」でこども達

感じ、
考えられる機会を多くつくっていきた

森でドングリを拾い、家で育て、大きくなっ

る場をつくり、家づくりを通して森のことを
いです。

またログハウスが建つのは電気や水

道、下水がない森の中。
まず水を引くこと

も、貴重な経験になるでしょう。
そのほかバ

が育てたコナラを植えたいです。人々が

たら森をまた訪れる ——

森と人がつ

ながり、循環する
「森の入り口」
として深化

させていきたいです。

イオマストイレや水力発電、薪ストーブな
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地元高校生による
醤油蔵の再生活用「展示ギャラリー化」
特定非営利活動法人 龍野町家再生活用プロジェクト
［兵庫県たつの市］

団体設立の経緯
伝統的な町並み景観は日本全体の財産です。国民全体の財
産ともいえる伝統的な町並み景観を守るために、伝建地区への
指定による法規制や補助金による助成は大きな力を発揮しま
す。
この効果は大いに期待されるところであり、現在龍野地区で
も指定に向けて、住民の手により進められようとしています。
伝建地区への指定による法規制や補助金による助成で建物
の形の保存を進めるとともに、新たな活用等を提案していくこと
で町家や伝統的な町並みが付加価値を生み出せるようにするこ
とを、車の両輪のように進めていくことが、理想的な伝統的な町
並み保存の手法であると考えます。
「特定非営利活動法人龍野町家再生活用プロジェクト」は、
専門的な知見を駆使しながら、後者の「新たな活用等を提案し
ていくことで町家や伝統的な町並みが付加価値を生み出すよう
にする」ために、地域住民に限らず龍野地区の町並みを守りた
いとの想いを有するものが集まり、2011年に設立されました。

地域概要
たつの市龍野川西地区の歴史は古く
「播磨国風土記」には、
すでに龍野の地名のおこりが記載されています。鶏籠山、的場
山、
白鷺山と揖保川に囲まれた扇状地で、鶏籠山上に龍野城が
築かれたのは文明年間とも明応年間とも言われています。
江戸時代になってから城は麓に移り、
明治維新まで200年間
藩政が続きました。
特に城下町の貴重な町割りは、
大きな政変や
第二次世界大戦の空襲も受けることなく、
今も大きく変わらず町
なかにその遺構を見ることができます。
伝統産業の醤油業の醤油
蔵が醸し出す特色ある町並みが維持されています。
1990年に兵庫県都市景観形成地区に指定されました。更
に、1995年に「町並み整備助成事業」が制度化され、町並み保
存のために、景観形成地区内の現存する民間の建物の中で特
に重要なものを伝統的建造物として選定した上で、修景する場
合にその工事費の一部が助成されるようになりました。
龍野地区は、各地伝建地区の要素を併せ持つ複合的/独自の
文化的景観を形成し、生きた城下町博物館都市として注目され
てきました。
設立年月 ･･･2011 年 4 月設立 2011 年 4 月法人化
メンバー数 ･･･16 名
代表者名 ･･･ 岸野裕児（きしの・ゆうじ）
連絡先 ･･･ 〒 671-1664 兵庫県たつの市揖保川町金剛山 505
☎ 0791-72-7275 yuji666@jeans.ocn.ne.jp
団体のミッション ･･･ 播磨の小京都と呼ばれ、兵庫県の景観形成地区に指定されている龍野地区の地域住民、龍野の出身者、
龍野の町並みに想いを有する人を対象に、町家等の再生活用を通じて伝統的な町並み景観の保全と
地域の活性化に寄与することを目的として活動を行っています。
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高校生が建物に合うよう下地（タテ
胴縁、
ヨコ胴縁）
の準備中。
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活動に至った
理由や背景
龍野には醤油蔵のほか、童謡「赤とん

ぼ」の作詞者、三木露風の生家、江戸時

代に人のあるべき倫理を説いた「石門心
学」
を広めるために町民自らが建設・運営

した「思誠舎」
など、多くの文化財がありま
すが、朽ちるにまかせ活用されていないの

野北高等学校の生徒（総合デザイン科）

と地域が協力して「町ぢゅう美術館」を開
催しています。

また、2011年からは、地域に残る醤油

蔵や伝統的建造物を再生・活用した現

代美術展「龍野アートプロジェクト」がス

タートしました。龍野北高等学校環境建

設工学科による伝統的建造物を改修す

る課外授業は、2011年に開始し、2012
年には国土交通省の補助を受け、旧龍

野醤油協同組合の本館に付属する蔵の
外観改修を手掛け、歴史的景観形成地

区に相応しい伝統的建造物として蘇りま

した。

今回の活動は、
この蔵を市民が年間を

通じて気軽に活用できる“展示ギャラリー”

として再生させ、龍野の文化芸術の振興
を図る拠点の確立を目指すものです。

将 来の まちづく りの

一方、10年前から龍野地区を舞台に龍

担い手 を 、現 場 で 育 てる 。

が現状です。

高校生、専門家、
ＮＰＯによる歴史的建造物の
見学会。

高 校 生 による

ないよう、周辺の観察をして搬入搬出路を

指していることもあって、校内とは違う緊張

醤油蔵の再生

上げるなど、一回で決めていく事が大事で

的な知識や技術を伝えながら、
あわせて

県立龍野北高等学校

確認し、一番邪魔にならないところに積み

環境建設工学

科は「ものづくり」
「まちづくり」
「ひとづくり」

の教育を通してスペシャリストを育成し、
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草刈りとなりました。

次に改修プランを決める調査を行い、

一級建築士の指導を受け、調査のポイン

地域の活性化に貢献できる将来の担い手

トや、仮設計画まで広範囲で観察する力

や、
まちづくり協議会がサポートし、地域の

設計で当初のプランを直すのは当たり前

を育成しようとしています。
そこで建築士会

社会の厳しさや工程（段取り）
など、技術

ではない部分も沢山伝えていく機会となっ
ています。

この活動を通じ生徒一人ひとりが笑顔

になり自主的に物事を考え、活動し始めた

が必要との指導を受けています。実際の

ことが大きな成果です。地域貢献と共に担

文化や歴史、建築技法などの指導を通じ

ですが、
その際に周辺の景観、環境も併せ

また、歴史的建築物の修理を通じ、子

ます。

に教えてもらっています。

て将来のまちづくりの担い手を育成してい
ヒガシマル醤油㈱が所有する旧醤油

い手づくりをしていけたと思っています。

て考えることが大事だということも専門家

供たちが携わった建物が何かの形で再

現場へ資材が運ばれると、
まず、
どこに

が直した思い出がよみがえり、経験が歴

作業の邪魔にならず、
今後の段取りに

生オープンしていけば、卒業しても訪れる

生利用されていくと、将来訪れたとき自分

蔵(現在使用されていない)をお借りして、

置くか?

域の文化や歴史、建築技法などの指導を

とって良い場所と言うことを教わり、
高校生

ことが出来ます。将来生徒には、
まちづくり

している蔵も、旧銀行の蔵でヒガシマル醤

とができています。
材木を触りだすと楽しそう

思っています。

歴史的建築物の修理に携わりながら地

行っています。今回の活動のためにお借り
油㈱が所有するものです。

まず、建物周辺の草を刈り、作業スペー

スの確保を行いました。刈った草をどこに

置くかも重要で二度手間三度手間になら
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す。段取りの難しさの指導を受けながらの

感を感じています。専門家が携わり伝統

も慣れてきたのか的確に良い場所へ置くこ
です。
作業も進んでいるように感じます。

史になっていきます。
たとえばお店として再

の担い手として町で活躍してもらいたいと

地域と専門家と企業、教育(生徒)とが

携わる画期的かつ期待値の高い校外学

習授業であり、
また、伝建地区の選定を目
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上段左から：ワークショップ「お庭片付け大作戦」作業前の様子／作業後の様子／建物周辺の草刈作業中／建物実態調査の指導を受ける。

中段左から：ヘルメットをつけておそるおそる安全確認／建物のタテ墨、
ヨコ墨を出す作業。皆真剣／壁面への焼板設置。墨出しのところへ合わせながらの作業。

下段左から:タテ胴縁を建物の長さに切りそろえ設置準備中／ヨコ胴縁設置完了。焼板の設置方法の指導を受ける／自分たちで実態調査し、施主へ説明をしてい
る様子。
かなり緊張していました。
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地 域 住 民 による
町家の再生
地域住民（自治会）
から依頼があり、古

い町並みの中の町家（空き家）
を、
皆で直

すことになりました。
倒壊の危険があるので

専門家の指導を受けながらの作業となり

ました。所有者の承諾を受け、地域住民、
NPO、
高校生などが参加してワークショッ

プで建物を修理していきます。

第1回ワークショップは中庭・裏建家のゴ

ミ処分を行う作業です。建物内の廃材を

搬出、
長物の根太、
大引き、
柱等は切断し
搬出、
積込みを行います。
トラック3台分の
廃材を処分しました。

次が、焼き板・トタンめくり、丸太足場組

みです。
まずは焼き板めくりから行います。
大胆に、
でも、土壁が崩れないように丁寧

に作業をしていきます。
その後、講師指導

左から時計回りに:胴縁設置作業／建物内の内
装の撤去／胴縁の設置／土間へのコンクリート
打設作業／全員で記念写真。

の下、木製足場を組んでいきます。縦の

丸太を立て、
その後、
横丸太を交差させま

す。
このとき、
丸太どうしを固定するのが番

線ですが、
番線の締め方も指導を受けまし

た。意外にも自治会の方は上手かったで

の活動に対しても追い風となる要素が数多

す。
「昔、
やったことがある。
まかしとき。
」
と声

くあると考えられます。

も飛び交いスムーズに組むことができ楽し

このような動きの中で、NPO法人として

かったです。
横丸太については、
作業の安

単独の動きをすることは各自治会やまちづ

全を考慮して、
縦丸太を挟んで2本組とし

くり協議会、地域住民などとの距離を生む

タンめくり、
土壁・漆喰壁がすべて現れたと

の間で盛り上がった気運の中で、
この流

ています。
足場ができた後は、
高所にあるト

こととなります。
これらの組織や地域住民

ころで養生シートを張って安全確保を行

れに乗ることが私たちの進む道であり活路

い、
次回のワークショップに備えます。

ではないかと考えます。具体的活動につい

新しい焼き板を張り付ける下準備とし

ても特定の売り手、買い手、貸主、借主、
ま

て、
古い胴縁の上に、
ヒバ材を使って新し

た専門的知識を有する人だけではなく、

い胴縁を設置していきます。
設置後、
横か

地域の住民にとっても本NPO法人が理

ら見通すとゆがみがあるため、
ゆがみを無

くす「くさび」
を作り、
それを新旧の胴縁の

解され、必要とされるような活動をすること

間にはめ込み、胴縁の通りを直線にする

格子戸を設置します。

ます。
これは、観光にとってプラスの影響

ど、町家や伝統的な町並みが、新たな価

地区への指定という住民主体の保存の

間がかかり苦労しました。その後、
軒の高

なった時の皆の「笑顔」が忘れられませ

と文化や景観の多様性がイノベーション

た、長い目で見た場合にそれが真の伝統

り組み」
という、
異なった主体のコラボレー

き板を設置していきます。
釘打ちの際には、

て、NPOの活動を分かって頂ける良い機

な文化や景観があこがれの存在にまで高

ると思われます。

が一種のブランド力を持つという例などか

定を進めることで法規による規制や補助金

作業を行います。非常に難しい作業で時

さや勾配に合わせて焼き板を切断し、焼

チョークラインで直線を引き、
ずれのないよ

足場を解体し、町家の全貌があらわに

ん。地域住民や高校生との作業を通じ

があるのはもちろんですが、長期的にみる

を生み出す力になります。
さらに、伝統的

会となっています。

まってきたときに、
その国の生み出す製品

産です。
しかし、全国で町家など古い建物

らも理解することができます。

が急速に失われています。龍野でも多くの

ようにするためには、単に建物や町並み

鍮にせなあかん。
家から持ってくるな。
」
と指

ます。世界がグローバル化する中、今後

でなく、
その価値が最大限に発揮され多く

しました。
その後、
みんなでベンガラを塗り

国の強みになっていくことが予想されてい

う打っていきます。

道路に面した格子戸の修復では、
折れ

伝統的な町並み景観は日本全体の財

てしまった格子や、
欠損した格子部分に新

がどんどん壊され、伝統的な町並み景観

意した釘をみて、
自治会の方から
「釘は真

町家などが失われている状況が続いてい

しい格子を取り付けていきます。
NPOで用

導を受け、
住民の方の経験の深さに感動
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値を生むようにしていく必要があります。
ま
的な町並みや文化の保存・継承につなが

重要伝統的建造物群保存地区への指

による助成で建物の形の保存を進めるこ

しかし、名実ともに国民の財産といえる

とと、
新たな活用等を提案していくことで町

を形として守り保存していくだけでは十分

出すようにしていくことの両方を、
車の両輪

の人に実感されるようにすることが不可欠

です。
このためには建物の利用を進めるな

家や伝統的な町並みが付加価値を生み

有効なものになり、活動そのものもスムーズ

取り組み」
と
「外部の専門的な力による取

になると予測できます。例えば、専門的知

ションによる伝統的な町並み保存・活用の

物や構造物、
まちそのものに興味や関心を

取り組みは、
全国でも例のないものであり、

『龍野モデル』
として全国に発信できるも
のと確信しております。

今後の予定

識を有しない一般の住人にも地区の建造

もっていただくためのイベントを開催するな

ど、一見NPOの設立趣旨からは隔たりの
あるような活動でも、私達のNPO法人が
理解され、協力が得られることで、道が開

けるのではないかと考えます。

これまでの方針から考えると遠回りとな

このところ、
龍野地区において伝建地区

り、試行錯誤もさらに多くなることも考えら

野地区連合自治会やまちづくり協議会でも

して活動ができるように、
その礎を築くべき

のように進めていくことが、
理想的な伝統的

指定に向けての取り組みが進んでおり、
龍

このような「重要伝統的建造物群保存

その活動への盛り上がりが見られ、
私たち

な町並み保存の手法であると考えます。

で、今後我々の目指す『再生活用』がより

れますが、
より地域に根ざしたNPO法人と
時ではないかと考えます。
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地域復興救急科
〜医学生がつくる地域コミュニティ拠点〜
チームPREドクターズ
［奈良県橿原市］

団体設立の経緯
私たちは全員、医大生です。
もともとは将来医者になるという目的のもと、大学の中で
の座学だけでなく、広く社会のことに関心をもち、
自分たちな
りに考えそれを実践してきました。
はじめは気の合う友人2、
3人でものづくりからスタートしました。
病院で捨てられていた車椅子を改造し、三輪車を制作し
ました。実は、車椅子に乗っている人が、立って歩くことはで
きないけれども、座って足を動かす筋力のある人が多いこと
に着目した、ペダルつき足こぎ車椅子の制作です。
このほかにも鳥人間に挑戦しようと、航空力学を勉強し、
模型をつくって実験したり、設計図を書くなどしました。結
果的にはコンテストに出場できませんでしたが、今までに関
わったことのない職種の人とかかわり、刺激を受けました。
その後も、無料学習教室やラーメン屋台の開業から、縁
があってカレー店を開店するなど、積極的に社会と関わって
いくことで、色々な支援を受けて成長してきました。

地域概要
南八木町がある奈良県橿原市八木地区は、近鉄大和八
木駅の南東にあり、古代からの幹線道路である南北に通る
「下ッ道」と東西に通る「横大路（伊勢街道）」との交差点
である「八木札の辻」を中心に、歴史的な町並みが残って
います。
しかし近年、住み手のいなくなった町屋の老朽化及び空
き家化が多く見られ、地域の活気がなくなってきています。
一方で元気の源もあります。
それは、子どもたちです。八
木町には、晩成小学校、鴨公小学校と由緒ある小学校があ
り、
すこし寂しくなった町屋通りで、朝と放課後に子どもたち
の元気な声を聞くことが出来ます。
このような状況の中、地域に昔から住み、町を活気づけ
ようという動きがあり、
「NPO法人八木まちづくりネットワー
ク」を始めとしたいくつかの団体が活動しています。
設立年月 ･･･2010 年 4 月
メンバー数 ･･･41 名
代表者名 ･･･ 峯昌啓（みね・あきひろ）
連絡先 ･･･ 〒 634-0077 奈良県橿原市南八木町 3-2-7
predoctors@hotmail.co.jp http://predoctors.jimdo.com/
団体のミッション ･･･ チーム PREドクターズは、
奈良県橿原のちょっとさびしくなった町屋通りを元気にするため、
空き町屋を改修し、地域のひとと共同でのイベント開催、
地域の子供たちの勉強をみる寺子屋をおこなっています。

ママさん主催
クリスマスツリー作り

82 チームPREドクターズ［奈良県橿原市］
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活 動 に 至った

築 9 0 年 の 空き町 屋を食 事 処 、

理由や背景

イ ベ ントス ペ ー ス 、寺 子 屋 と

私たちの学校の近くには昔ながらのよ

さが残る町屋通りがありながらも、
日常生

活ではほとんど使わず、新しくできた幹線

多 目 的 に 使 え る 場 とし て 改 修
改修によって床の貼り直し、新建材が

道路で医大に通っていました。
そんな中

はがれてむき出しになっていた壁の左

た町屋通りを盛り上げるためのイベント

電気、
ガス、水道の整備にいたる改修作

屋を訪れました。町屋のよさを実感した

を味わうことのできるご飯処やイベントス

で、芸術を使って活気がなくなってしまっ

官作業、構造の補強や、
トイレの設置や

「HANARART」の開催時に、初めて町

業を完了しました。現在も町屋の雰囲気

一方で、看板などがとり残されたままの昔

ペースとして活用していますが、白壁と杉

地域の町おこしNPOの方とお話をする

うに完成させました。

を周りの人々から支援を受けて行ってき

く町屋通りに出入りするようになりました。

な活動をしたいと考えました。

にもかかわらず、ほとんど通ったことのな

南八木町に呼び込み、
日常的にまちに開

ことで、関心をもった周囲の古くから住む

人々が集い交流する場の創設を目的とし

た。毎日のように木を切ったり、壁を塗っ

し、食堂と子供たちに勉強を教える寺子

した。私たちがその後地域で活動するとき

ながらの商店街の雰囲気も感じました。
中で、
それまで自分達が興味をもったこと

材のフローリングで多目的に使用できるよ
改修作業を通して、私たち医大生が多

た経験を基に、
この場所を盛り上げるよう

いままで医大から歩いて5分程度である

その後、奈良県立医科大学の学生を

かった町屋通りに来て、
そこで作業をする

きコミュニティの拠点となるような、様々な
て、空き家となっている古い町屋を改修

屋を開設・運営していくことになりました。

活 動 の 内 容と成 果
活動をしようと決めた当初、築90年、

家主のかたが家を出てから20年ちかく

近所の人たちとの交流も自然に生まれまし

たりの作業を一緒にしてくれるようになりま
に、地域の人に声をかけあっていく第一
歩となりました。

交流が生まれたのは医大生と地域の

人だけでなく、町屋の改修に関心のある
建築系の学生も何度も改修作業を手伝

いにきてくれました。建築家の岸上純子さ

たっていた町屋は床を踏み抜いてしまう

んを窓口として、大阪工業技術専門学校

んや、大阪工業技術専門学校の左海先

ちが私たちではできない構造の補強をお

があり、床の貼り直しから壁ぬり、構造の

専門的な作業をサポートしてくれました。

ような状況でしたが、建築家岸上純子さ

の左海先生の協力が得られ、学生さんた

生、
またその学生さんたちの多大なる協力

こなってくれ、左官作業や土台づくりまで

補強や、
トイレの設置にいたる改修作業

また、学生さんの側でも町屋の改修は

を完了することができました。

7月10日に「南八木町屋食堂はる」、

「寺塾」
としてオープンさせ、現 在も運

学校では得難い実地での経験となったよ

うで、今年からほかの町屋を使ったWS

を企画しているとのことで、空き町屋街に

営に奮闘しています。
また、地域の人の

医大生だけでなく、他の学生団体も継続

れまでに、地域の小学生に漆喰塗りを

です。

交流の場となる利用もすすめていて、
こ

的に活動をする足がかりとなっていきそう

体験してもらうWSの開催や地域の夏

祭りである愛 宕 祭りの出 店のほか 、町

屋をアートでもりあげる奈良県のイベント

「HANARART」では町コンを開催しま
した。
また、近所のお母さん方のクリスマ
スの置物作りや、
手芸教室といったイベン

トにも定期的に使っていただき、地元の

町内の新年会や町づくりNPOのミーティ

ング会場にも使っていただいています。
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地域の子供たちのための寺子屋
寺子屋教室「寺塾」は晩成小学校から

徒歩3分という立地のよさもあり、放課後

になると毎日、小学生が走ってきて元気な

声をきかせてくれる場所として定着してき

ています。

はじめは4人だった生徒も口コミで現在

19人になりました。寺子屋のコンセプトも
普通の進学塾とは異なり、
日々の学習習

慣をつけ、
自分で勉強を管理できるように
指導しているため、来ている子どもが小学

生から中学生、
中学生から高校生に進学

しても来てくれているケースも多く、親御さ
んからも小学校から高校まで面倒をみて
ほしいといわれることがありました。

毎月行っているアンケートでは、
「わんぱ

くな二人に勉強させてもらってありがたい

です!学校の宿題もスーッとこなしてくれて
いるのでうれしいです」
といった温かい声

も聴けて、
寺塾が少なからず地域のご家

庭に貢献できていることを実感しています。

カ レ ー 、丼 を は じ め とし た

また、教える医大生の側も小学生から

高校生まで様々な年齢の子供と触れ合う

ご 飯 処 の 開 業 から

ことが新鮮で、将来医師となるうえでの貴
重な経験となっていることを実感でき、講

地 域 の ひ と が 使 え る イ ベ ントス ペ ー スま で
町屋を改修して、町屋の雰囲気を味わ

いながら、カレーや丼といった誰もがなじ
みのある食事をとることのできる食事処を

とわかりました。
そこで現在はこれまで来

ていただいていた、医大生の部活での宴

会、町づくりNPOの食事会、医大関係者

開業するに至りました。

や町屋の活動に協力してくれていた他大

ことを目指していましが、結論からいうと、

週に1、2回程度の営業で負担を軽減し、

当初、学生を中心にお店に人を集める

かつ、運営資金もまわせるような営業形

ちらのスタッフの労働面での体制づくりを

また、
その分、町屋のスペースがあい

ている時間には地域の人達にイベントス

学生であったため、夜のみの営業しかで

て、現在のところ少しずつ、地域のママさ

ンチどころとしての営業ができなかったこ

会合の場として使ってもらえる機会を増や

きず、近所の人や多くの学生がのぞむラ

み、
お店の番といった仕事があることなど、

となってイベントスペースとして、
また継続

分に検討できていませんでした。

できない時間にも町屋を活用してくれるよ

町屋の雰囲気は喫茶店や食事処に

ぴったりあい、活用法として素晴らしいと
思うのですが、
その中で、
しっかりと金銭

左から時計回りに:町屋玄関正面／「寺塾」風景
（2枚）／手作りブランコで遊んでもらう

いります。

ん会、NPOのミーティング会場、地域の
しています。今後さらに、町屋を使ってい

どれだけの規模で営業するか事前に十

めに、
そして自分たちのために精進してま

ペースとして使ってもらえるようになってい

と、
また毎日の営業には集客の多寡にか

かわらず、
ルーチンでの買い出しや仕込

の継続をキーワードに、今後も地域のた

態にしています。

するには至りませんでした。原因としては、
店の営業スタッフが医大生を中心とした

も、継続性が確保できそうです。10年間

学の宴会の予約に対応するという形で、

食事処を毎日開店し、金銭や人のやりくり

の面で十分に運営できるほどの集客と、
こ

町屋ダイニング「はる」のオープン

師を志望する学生も多く、
そういった面で

ない時間帯やお昼に、地域の人が主体

的なカフェや飲食店として、私たちが営業

うな体制づくりをしていきたいと考えてい
ます。

的、人的にまわしていくためには、
こちらが

どれだけの体制で運営できるかを、はじ
めにじっくりと考慮していなければならない
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町屋にいろいろな人が出入りし、交流

する場を提供しています。
これは現在のと

ころ、寺子屋に通ってくれているお母さん
方の企画がメインとなっていますが、手作

りの小物づくりなどをママさんと子供でお
こなっていくというもので、
こちらの担当者

も企画に加わる形で、
お母さん方のコミュ
ニティの場として継続的に利用してもらえ

そうです。

これまでに地域の新年会、地元の町づ

くりNPOのミーティング会場として使って

もらっています。
また地域のお母さん方に

リースづくり、クリスマスミニツリーづくり、
小物手作り教室など毎月のように使っても

らっています。

子 ど も 、地 域 のママ さ ん 、

町屋の活用

住 民と 大 学 生 の 緩 や か な

イ ベ ントス ペ ー スとし て の

環 がひろ がって ゆ く 。

地 域 の 人 が 使 え る よう に し た

今後の予定
現 在 、定 着しつつある寺 子 屋 教 室

「寺塾」
と予約専門店の食事処「はる」
を町おこしの拠点として今後も継続して
いきます。

加えて、町屋通りに活気を呼び込むた

めに、町屋に主体的にかかわってくれる
地域の人や外からの学生を増やしてい

きたいと考えています。現状では、医大生

が企画、運営しているところにまちおこし
NPOや医大関係者、小学生から高校生

までの子供がきてくれているということにと

どまっています。平日は夕方からしか町屋

を活用できていないというこちらの運営体
制もあります。

そんな中で、
イベントスペース
「はる」
と

しての貸出をはじめてからは、同じ町屋ど
おりに住むお母さんが、平日のお昼や祝

日休日に地域のママさんが子供をつれて

きて一緒に楽しめる企画を立ててくれるよ

うになり、町屋のなかに新しいコミュ二ティ
づくりの場ができました。
お母さん方から

今後も使っていきたいという要望もあり、
多様な世代の継続的な町屋の利用を促

し、地域の活気づくりの一助となりつつあ

ほかにも、町屋の改修を手伝っていた

だいた建築系の学生や芸術関係の学生

さんが、主体的に町屋にかかわる活動も
計画しています。
大阪工業技術専門学校

の左海先生と建築サークルでは新たに
町屋を使い、学生が町でWSを行うことの

できる拠点をつくることができないか模索
中です。

また奈良芸術短期大学の学生さんに

は、町屋のトイレの内装をキャンパスに見

立て今は亡き
「大藤原京」
なるものを描き
上げていただいたご縁もあります。
そのた

め、同大学の教員や南八木町の町屋バ

ンクの関係者を含めた建設的な食事会

の話をいただいたり、
さらに、夏休みには

町屋をつかった展覧会を開催してくれる

ことになっています。

そして私たちのホームページを見てく

れた、近畿大学の食育をおこなっている

サークル「ミノリティ」
とも秋に食育イベント

を開くことになっています。

今後はこちらから呼び込むだけでなく、

町屋で主体となって活動をし、人を呼び

込んでくれる人の輪をひろげていく予定

です。

ることを実感しています。
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