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住まい活動助成

国栖の里観光協会　くにすにくらすプロジェクトチーム
奈良県吉野町
地場産や地域の職人を活かし「アート×空き家×地域再生」を目指す
まちづくり活動

団体設立経緯

ɹࠃʢͣ͘ ʣ۠ɺ͘ݹ ͔Βखࠉ
͖ࢴׂΓṟΛੜۀͱ͢Δॅ
ຽ͕ଟ͘͠ॅډ· ɻͦ͢ͷ୲͍खΒ͕
ઃཱͨ͠ࠃͷཬڠޫ؍ձͰɺʮ
ͷͮ Γ͘ͷཬʯͷັྗΛൃ৴͖ͯ͠·
ͨ͠ɻ͔ۙ͠͠ɺͷͮ Γ͘ʹؔ
ΘΔॅຽͷྸߴԽͱɺूམͷۭ͖Ո
૿Ճ͕ͱͳ͍ͬͯ· ɻͦ͢͜ Ͱஂ
ମͰɺ����ʹएखϝϯόʔʹΑΔ
ϓϩδΣΫτνʔϜΛൃ͠ɺʮͷͮ
Γ͘ͷཬʯίϛϡχςΟ࠶ੜʹऔΓΜ
Ͱ͍· ɻ͢

活動に至った理由や背景
ɹಸྑ٢ݝ٢܊ொͷ౦ʹҐஔ
͢Δࠃ۠ɺੈ���ࡏݱଳ͕ډ
ॅ͢ΔҬͰ ɻ͕͢ۀΜͰɺ
٢ਿɾᐻͷݐஙࡐؒെࡐΛར
༻ׂͨ͠ṟʹै͢ࣄΔॅຽ͕ଟ͘

͠ɺܳज़ՈҠॅऀͷ༠கʹͭͳ͛
ΔࢼΈΛ։ͨ͠ͷͰ ɻ͢

活動内容と成果
1.アートイベント「奈良・町家の芸術
祭 はならぁと こあ」の開催
1-1. 空き家調査と利用交渉
ɹஂମͰ����͔Βɺچ༮ஓԂ
ࣷݹຽՈΛͯͬɺܳज़ՈʹΑΔ
ϥΠϒύϑΥʔϚϯεՃܕϫʔΫ
γϣοϓΛల։͖ͯ͠·͠ ͨɻʮಸ ɾྑ
ொՈͷܳज़ࡇ�ͳΒ͊ͱʯͱͷ࿈ܞ
ͷ·ΓͰ ɻ͢
ɹʮͳΒ ͱ͊ʯࠓͰ�ճΛ͑
Δɺۭ͖ՈΛͨͬΞʔτϓϩδΣΫτ
Ͱ ɻۭ͖͢ՈΛআ͠ɺमཧɾϦϊϕʔ
γϣϯͯ͠ ܳज़࡞ΛలࣔɻΠϕϯτ
։ޙ࠵ɺۭ͖Ոձ͕ళฮॅډ
ͱ͠ ΕΔ͞༺׆ͯ ͱ͜Λࢦ ·͠ ɻ͢
ɹࠓՃ�Λܴ͑ΔࠃͰɺ
ϝΠϯలཡձʮͳΒ ͱ͊�͜ ʯ͋Λ։
͠·͠࠵ ͨɻͳΒ͊ͱۀࣄɺՃ
͢ΔҬஂମͰ࡞Δ࣮ߦҕһձࣜܗ
ͰӡӦͯ͠ ͓ΓɺΩϡϨʔγϣϯɺΞʔ
ςΟετট͍ɺใΛ୲͠· ɻ͢
ϓϩδΣΫτνʔϜͰूམͷۭ͖Ո
୳͠ɺॅຽҬஂମͱͷҙݟௐɺ
ொͱͷ࿈ܞͳͲɺҬίʔσΟ
ωʔτશൠΛ୲ ·͠͠ ͨɻ
ɹ֤۠ͷһ͔ΒใΛಘͯɺۭ
͖Ոॴ༗ऀͦͷੰͳͲʹঢ়گΛ
֬ ·͠͠ ͨɻۭ͖Ոͷঢ়ଶΛ֬͠
ͳ͕ΒɺຊۀࣄͷझࢫΛཧղ͍ͨͩ

্͍ͨͰɺؒظͷିܖ
Λక݁͠·͠ ͨɻަবͷ݁Ռɺ
ۭ͖Ոݢ�ɺۭ͖ళฮݢ�ɺط
ଘళฮͷݢઌݢ�ɺݪ
Λ༻Ͱ Δ͖ ͱ͜ʹͳΓ·͠ ͨɻ
1-2. 空き家の掃除とリノベー
ション
ɹ� �݄ɺܳज़Ոͷ॓ധɾ
ॴͱͳΔʮຊՈʯ࡞੍ࡏ
ͷআΠϕϯτΛ։͠࠵·͠
ͨɻܳज़ՈɺେձίʔσΟωʔ
λʔɺͳΒ͊ͱࣄہɺϘϥ
ϯςΟΞɺνʔϜ͕ؔऀՃ͠ɺ৯
͠ʹڞΛࣄ ͳ͕Βআ ·͠͠ ͨɻ
ɹ�্݄०ɺݐஙܥͷ࡞ՈνʔϜֶ͕
शक़ʮখೆՈʯͷϦϊϕʔγϣϯΛ
͠·͠ࢪ࣮ ͨɻهతॵʹ·͞Ε
ͳ͕Βɺഇͱͳ͍ͬͯͨक़ɺ
ྑ࣭ͳ٢ࡐΛ༻͍ͯշదͳΦʔϓ
ϯεϖʔεʹੜ·ΕมΘΓ·͠ ͨɻ
ɹಉ֗͡ಓԊ͍ʹ͋Δʮޱҥྉ
ళʯͰɺดళฮΛ։͍ͯϦϑΥʔϜ
͠·ͨ͠ɻຊۀࣄͷॅຽͷؔ৺
ߴ ɺ͘ݟʹ๚ΕΔॅຽ͕ଟݟΒ
Ε·͠ ͨɻ
1-3.アーティストと住民との交流
ɹ� �݄�ɺ۠ͷՆࡇΓ͕͋Γ·͠
ͨɻલʹ͠ ʮͨখೆՈʯԻ
ϒʔεͱ͠ڹ ͯར༻͞Εɺݐங࡞ܥՈ
νʔϜຍགྷΓʹ Ճ ·͠͠ ͨɻ
ɹ� �݄�ɺ۠ͷՖՐେձͰɺʮ
ຊՈʯͰ࡞͍ͨͯ͠࡞੍ࡏՈΒ͕
લ͔ΒձઃӦʹՃΘΓɺࢠ

ॅ·͍ɺจԽி͔Βอଘ
ٕज़ࢦఆΛड͚Δ�छྨͷ
ࢴͷΛखֻ͚͍ͯ
· ɻ͢
ɹ۠Ͱɺ��લ͔
ΒܳՈσβΠφʔͳͲ
͕Ҡॅͯ͠དྷ͍ͯ·ͨ͠ɻ
ͷͷͮ͘Γͷ෩
ɺʑʹғ·Εਗ਼ྲྀ٢
͕ऄ͢ߦΔඒ͍͠
ࣄݹՈฒΈɺͦͯ͠ܗ
ΕΔ͞هʹلɾຊॻه
ྺ͋Δฑʹऒ͔Ε
ͯͷ ͱ͜Ͱͨ͠ɻ
ɹ͔͠͠ɺूམͷͷͮ͘
Γͷݱঢ়ࢥΘ͘͠ ͋Γ·ͤΜɻࢴ
ॴΘ͔ͣݢ�ͱͳΓɺׂṟ
ॴʑݮগͯ͠ ͍· ɻ͢ूམશମͷ
ԽਐΈɺ��౩ͷۭ͖Ո͕۠ྸߴ
ʹଘ͢ࡏΔͱใ͞ࠂΕ͍ͯ· ʢ͢ฏ
��ۭ͖Ո࣮ଶௐࠪʣɻ

ɹஂମʹ͓͍ͯઃཱϝϯόʔͷߴ
ྸԽ͕ਐΈɺ৽نͷऔΓΈ͓ͷ
ͣͱݮগ͍ͯ͠·ͨ͠ɻϓϩδΣΫτ
νʔϜൃʹΑΓɺʮͷͮ Γ͘ͷཬʯ
Λ࠶ੜͤ͞Δ׆ಈͱ͠ ͯɺूམʹ૿
Ճ͢Δۭ͖ՈΛͨͬΠϕϯτΛ։࠵

国栖集落の全景

8月1日に開催した「福本家」の掃除イベント

88歳の大工、建築家、画家の3人ユニットで小南塾跡をリノ
ベーション。猛暑での作業で熱中症になりかけるメンバーも。

芸術祭の開催期間中、草原広場のイベント会場で（写真：佐伯 慎亮）

Ͳ͚ͷϫʔΫγϣοϓΛ։ͯ͠࠵
ॅຽͱަྲྀΛਂΊ·͠ ͨɻଞͷձͷ
আɾઃӦͱ࡞੍ࡏΠϕϯτ։࠵
·Ͱଓ͚ΒΕ·͠ ͨɻେձίʔσΟωʔ
λʔ࡞Ո͕ҬΛཧղ͠ɺॅຽ͕

担当者の手描きマップ。
イベント会期中には来場
者に配布しました。

「小南家」
の改修前
（左）と改
修後（下）

花火大会では作家たちがワークショップを開催
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●国栖の里観光協会　くにすにくらすプロジェクトチーム
設立年月  2015年8月（プロジェクトの設立時期） 
メンバー数 5人（観光協会会員は30人）
代表者名  大西 秀明（おおにし・ひであき）
住　所　  〒639-3434　奈良県吉野郡吉野町国栖100
Eメール　 washinomori2@gmail.com
ウェブサイト http://www.kuzunosato.jp/
【団体のミッション】手漉き和紙や吉野割箸の生産地として知られ、悠久の歴史が息
づく「ものづくりの里 国栖」の魅力を発信しています。ものづくり作家を中心とした
地域活動や各種イベントの運営を通して、地域力の向上を目指しています。

ͨͷͰͼͬ͘ Γ͠ ʯͨʮੲਓ͕ूͬͨ
εϖʔεʹɺਓ͕ू·Δʹ͔͗ͳ෩
ײΔ͜ͱ͕Ͱ͖ͨʯͱ͍͏ݟͼ࠶Λܠ
͕ͤدΒΕ·͠ ͨɻ
2.住民の「やりたい！」が形になる
イベントが自然発生
ɹ�݄��ɺ͘چ ͢ΓΛձʹ͠ ʮͯࠃ
ͷখ͞ͳϚϧγΣʯ͕։͔Ε·͠ ͨɻ
Ҭ͓͜͠ ͱ͠ୂྗڠ ͯຊ݅ʹॅډ
͢Δ૮୩ཅҰ Μ͕͞ɺݟकΓ৯αʔ
ϏεΛखֻ͚Δʮ΄Γ͓͜͠ձʯʹ
Λֻ͚ɺΦϦδφϧหΛൢച͠·͠
ͨɻ͜ͷଞɺݩͷࡊεΠʔ
πͷൢചͱܰ৯ΧϑΣ͕։ళ͠ɺॅຽ
Ͱʹ͗Θ͍·͠ ͨɻ
ɹ�݄��ɺ۠ͷࣗٞڠձʹΑΔ
ʮࠃΧϑΣˍόʔʯΛຊՈͰ։࠵
͠·ͨ͠ɻຊՈॳ։์͢Δ༧
ఆ͕ͳ͔ͬͨͷͰ͕͢ɺେͳෑ
ͷཱͳݐͰ͍ͬͨͳ͍ͱͷ͔
Βɺࣗ Խϝϯόʔੑ׆ձͷҬٞڠ
ʹ૬ஊͯ͠ �ݶఆΠϕϯτΛ։͢࠵Δ
ͱ͜ʹͳͬͨͷͰ ɻ͢
ɹɺݩΒ͋͠͞;ΕΔϝ
χϡʔ͕ฒͼɺόʔʹૣมΘΓ͠
͓ͯञͱͭ·ΈΛָ͠ΊΔεϖʔεͱ
ͳͬͯ ɺۙ ྡॅຽͰຬ੮ͱͳΓ·͠ ͨɻ
ɹ�݄��ɾ��ɺ��݄�ʹʮΘͩΘ
ͨలʯΛ͘͢چΓͰ։͠࠵·ͨ͠ɻ
ͷׂṟ৬ਓా͞Μͱ٢ॅࡏࠃ
࡞ͷΠϥετϨʔλʔ။͞Μͷॅࡏ

లͰ ɻ͢μΠφϛοΫͰϢʔϞΞ͋
;ΕΔా࡞ͱɺॊΒ͔͘ણࡉͳ
။͞Μͷࠃूམͷεέον͕ฒ
ͼ·͠ ͨɻ
3.空き家活用シンポジウム開催と、
冊子『くにすに暮らそう』作成
ɹ�݄��ɺ۠ͷެຽؗͰʮۭ͖Ո
ɻͨ͠·͠࠵γϯϙδϜʯΛ։༺׆
��໊ͷՃऀͷதʹɺେࡕಸ
ྑೆ෦Ҭ͔Β๚Εͨਓ͍·͠ ͨɻ
ɹࠃͷۭ͖Ոͷ׆༻ঢ়گΛใ͠ࠂ
۠দࢢۙྡͷӉଫࠃɺޙͨ
٢ொ্ࢢ͔۠Βܴ͑ͨήετε
ϐʔΧʔʹɺઌਐྫࣄΛհ͍͖ͨͩ
·͠ ͨɻՈΛି͠आΓ͢Δ্Ͱͷ࣮ྫ
ҙͳͲΛɺ/10
๏ਓۭ͖ՈίϯγΣϧ
δϡ͔Βઆ໌ ·͠͠ ͨɻ
ɹ͞Βʹɺࠃ۠
Ͱͷۭ͖Ո׆༻Λ
հ͢Δࢠh ͘ʹ ͢
ʹΒͦ͏ʱΛ࡞
͢Δ͜ͱʹͳΓ
·ͨ͠ɻ۠ॅ
ຽʹશށͯ͠
ऀرಈΛप͠ɺҠॅ׆
͚ʹۭ͖ՈίϯγΣϧδϡொͰ
͢ΔͷͰ ɻ͢
4.空き家の一時利用・住居利用の実現
ɹຊ׆ಈΛల։͢Δ্ͰҰ൪ͷత
ͷɺۭ͖ՈͷҠॅ͖ͨͯ͛ܝʹ

ͦΕʹؔ৺Λͪͳ͕ΒΠϕϯτΛ࡞
Γ্ ͍͛ͯ͘͜ ͱΛେ͖ͳతͱ͠ ͍ͯ
·͠ ͨɻ
1-4. アートイベント開催
ɹ�݄��ʙ��݄�ͷि� ʮؒ
ͳΒ͊ͱ�͋͜ʯΛ։͠࠵·͠ ͨɻʮඬ
ധຽͷܳज़Ոूஂ͕͖ͬͯͯɺͦ
ΕͧΕͷͳΓΘ͍Ͱ͋ΔٕΛͤݟɺ·
ɻདྷΔਓɺܴ͑Δਓɺԋ͍ͯͬ͘ڈͨ
͡Δਓɺ؍ΔਓɻؔΘΔਓ͕ͯ͢ l͘
ͣͨΈzʯͷίϯηϓτͷԼɺΠϕϯτ
ʹԆ����ਓ͕དྷ͠·͠ ͨɻ�ͭ
ͷ݅ͱݪɺϝΠϯϏδϡΞϧ
ͷড়ݪݟਆࣾΛؚΊɺདྷऀ͕ूམ
શମΛप༡͢ΔΑ͏ ͠·ֻ͚ʹ ͨɻ
ɹؒظதɺۙྡॅຽ͕དྷ๚ऀੲ
ͷ༷ࢠΛઆ໌ͯ͠ ͍ Γͨɺۭ͖ՈΦʔ
φʔ͕ઃӦΛੵۃతʹख͍ͬͯͨ
Γɺपลళฮ͔ΒτΠϨఏڙൢച
ؒԆͳͲͷྗڠਃ͠ग़͕͋ͬ Γͨ
ͱɺͯ͢։࠵લʹ༧͠ͳ͔ͬͨ
ىԠ͕͍͠خ Γ͜·͠ ͨɻʮ͠ٱͿΓ
ʢʹดళͨ͠ʣళฮʹೖΕͯջ͔͘͠
ಈ͕ͱͯΑ׆ʯʮʹ͔͗ͳ͍͠خ
͍ɻؾݩʹͳΔʯͱͷɺཬग़ࣜͱ
໊͚ͮͨดձύϨʔυʹɺॅຽ͕
Ոʑ͔ΒखΛৼͬͯݟૹΓͳ͕Βʮऐ
͠ ʯ͍ʮ·ͨ։ͯ͠࠵ ΄͍͠ʯͱͷ͕
Γ͋·͠ ͨɻ
ɹۭ͖ՈΦʔφʔ͔Βɺʮͯͬ Ε͘
ͯ༗͔ͬͨʯʮ͑ͳ͍ͱ͍ͯͬࢥ

ऀड͚ೖΕͰͨ͠ɻࠓճɺͳΒ͊
ͱʹؒظ༻ۭ͖ͨ͠Ոͷ͏ͪ ͷݢ�
Φʔφʔۭ͖ՈόϯΫΛར༻͠ɺখ
ೆՈक़ͱ�����݄ʹೖऀډ
͕ܾ·Γ·͠ ͨɻ
ɹҠॅرऀͷ๚ࡏݱ·Ͱʹ�
͋Γ·ͨ͠ɻ·ͨɺ�݄��ͷγϯ
ϙδϜͰɺՃऀ͔Β৽ͨʹ༻
Մͳۭ͖Ոݢ�ͷใఏ͕͋ڙΓɺ
ͦͷ͏ͪ ͠·Γ·ܾ͕ऀډೖʹݢ� ͨɻ
5.マスコミ掲載状況、奈良県景観デザ
イン賞受賞
ɹࠓճͷΠϕϯτɺςϨϏࣾ�ہɺ
৽ฉ֤ ʢࣾಡച৽ฉɺຊࡁܦ৽ฉɺ
৽ฉ΄͔ʣͰऔΓ্ܦ ͛ΒΕ·͠ ͨɻ
ͦͯ͠ɺಸྑݐݝஙձओ࠵ʮಸྑ
σβΠϯ����ʯʹ͓͍ͯɺখ؍ܠݝ
ೆֶशक़ͷϦϊϕʔγϣϯ͕ɺࣄ
ɺϦϊϕʔγϣϯΛ8ड ·͠͠ ͨɻ
本活動の成果
ɹΠϕϯτดձޙɺۭ͖Ոॴ༗ऀ͕
ʮ͜ΜͳՈɺյ͔͢͠ͳ͍ͱ͍ͯͬࢥ
ͨɻआΓ͍ͨਓ͕͍ΔͱເʹࢥΘ
ͳ͔ͬͨʯͱޠΓɺି݅ͱͳͬͯ
ೖܾ͕ऀډ·Γ·ͨ͠ɻ͜ͷΑ͏ʹɺ
ۭ͖Ոॴ༗ऀͷҙࣝʹมԽ͕͖ͨى
ͱ͜େ͖ͳՌͩͬͨͱ͍ࢥ· ɻ͢
ɹ·ͨɺۙྡॅຽͷؒͰۭ͖Ո׆
༻ͷؔ৺͕ߴ·Γ·͠ ͨɻۭ͖Ոͷ
ใఏ͑૿͕ڙɺॅຽͷࣗओతͳಈ
͖Ͱೖܾ͕ډఆ͢Δͱ͍͏Ұඈͼͷ
Ռ͕ݟΒΕͨ͜ͱɺඇৗʹ͍͠خ
ͱ͜Ͱͨ͠ɻ
ɹ·ͨΠϕϯτؒظதʹɺࣗવൃ

ੜతͳΠϕϯτ։͞࠵Εɺॅຽͷ
Γ͍ͨ͜ͱ͕ܗʹͳΓ·͠ ͨɻͦͯ͠ ɺ
খೆक़ͷಸྑ؍ܠݝσβΠϯड
ʹΑΓɺσβΠϯݐஙؔࠃ͕ऀ
͢ΔػձʹͳΓ·͠ ͨɻ͜ͷ
݅ɺॴ༗ऀͱ૬ஊͷ্ɺआओ͕
ՄΛಘͯڐ༺Πϕϯτޙͨͬ·ܾ
͓Γɺۭ͖Ո׆༻ͷϥϯυϚʔΫͱ͠ ͯ
ಈʹར༻͢Δ༧ఆͰ׆ͷޙࠓ ɻ͢

課題と解決方策
ɹຊ׆ಈͷॳͷత΄΅����ୡ
͞Ε·͠ ͨɻ͔͠͠ͳ͕ΒɺνʔϜ
͕͢Δʮͷͮ Γ͘ͷཬʯΛ͑ࢧ
Δܳज़Ոͷೖډɺళฮͷೖډɺܳ
ज़ܥେֶͷηϛφʔϋεͳͲͷར༻
ʹࢸΓ·ͤΜͰͨ͠ɻ
ɹΠϕϯτޙʹିՄͱͳͬͨ݅
ɺདྷ๚ॱʹೖܾ͕ډ·Γͭͭ͋Δ
ঢ়Ͱݱ ɻ͔͢͠͠ҰํͰɺͨͱ͑ҿ
৯ళήετϋε͚Ͱ͋Ζ͏ େ͖
ͳ݅ʹ୯ೖډɺͱ͍ͬͨྫ Γ͋
· ɻͦ͢ͷݐͷಛੑʹԠͨ͡ೖډ

ऀΛืू͢Δ͜ͱ͕·͠ ͍ͱνʔϜ
Ͱҙ͕͋ݟΔͷͷɺݸਓॴ༗
ͷॅͰ͋ΔҎ্ɺக͠ํͳ͍ࣄ
Γ͋· ɻ͢
ɹ׆ಈॳ͔Β͑ߟΕɺ᩵ͳ
ΈʹͳΓͭͭ͋Δͱ͍ࢥ·͕͢ɺͲΜ
ͳਓʹॅΜͰ΄͍͠ͷ͔ɺͦ͠ ͯूམ
ͲͷΑ͏ޙࠓ͕ ʹͳͬͯ ͍͖͍ͨͷ͔ɺ
ͱ͍͏͜ ͱΛϓϩδΣΫτνʔϜ͚ͩͰ
ͳ ɺ͘ҬશମͰ͍ͯ͑͘͜ߟ ͱࠓ
·͑ߟඞཁͰͳ͍͔ͱޙ ɻ͢

今後の予定
ɹຊ׆ಈͷ࣮͕ΊΒΕɺ����
ࠃ۠ࣗٞڠձͷ׆ಈͱ͠
͠·ଓ͢Δ͜ͱʹͳΓܧͯ ͨɻ����
େنͳΠϕϯτΛ࣮͠ࢪ·͠ ͨ
͕ɺޙࠓখنͰ࣮ݱՄͳऔ
ΓΈΛଉ͘ܧଓͤ͞Δ͜ͱΛॏࢹ
·͠ ɻ͢
ɹ׆ಈͰɺͨͱ͑�ʹݢ�Ͱྑ͍
ͷͰۭ͖ՈͷআΠϕϯτΛ࣮͠ࢪɺ
ूམͷΠϕϯτͱಉ։࠵ͷ͓൸࿐
ΠϕϯτʢΧϑΣग़ళͳͲʣͷ։࠵Λ
ࢦ ·͠ ɻ͢͜ ͷಈ͖͕पғʹ͠ٴɺ
ൃݩͷऔΓΈ͕ࠓճͷΑ͏ ʹੜ·
ΕΔ ͱ͜Λظ ·͠ ɻ͢

アーティスト集団の里入式 古松家での展示とワークショップ 森口衣料品店の展示

草原会場でのワークショップ、ライブイベント

アーティスト集団の里出式

福本家で開催した「国栖カフェ&バー」

2人の作家による「わだわた展」

自治協議会の地域活性化メンバー

「国栖の小さなマルシェ」ではオリジナル弁当を販売

ガソリンスタンド跡での展示小南家塾跡。草原広場のイベント会場を臨み、出張カフェや作家の展示などで一番の集客。

（76ページの写真：佐伯 慎亮）

イベントポスター


