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第 2 回鳥取県中山間地域活性化連続セミナー記録 

 

立ち上がる地域自治 
 

【開催趣旨】 

中山間離島地域をはじめとする過疎地域等では、「市場の失敗」と「行政の限界」によ

り、「新たな公（新しい公共）」の重要性が叫ばれて久しい状況です。しかし、経済的に

自立した組織・仕組みの確立は容易ではなく、全国各地で試行錯誤の取組が行われてい

ます。 

その中で、一部地域では、住民等が出資し、会社や NPO 等を立ち上げ、地域に必要と

なるサービスを賄っている事例が見られています。本セミナーでは、こうした先進事例

を学び、鳥取県内の中山間地域での適用可能性の検討、鳥取県の中山間地域のあるべき

姿を考えるきっかけとしたいと思います。 

 

【開催概要】 

日 時：平成２８年 10 月 7 日（金） １９時～２１時 

会 場：とりぎん文化会館 第２会議室 

内 容：（１）津山市阿波地区の小さな拠点の取組 

（あば村運営協議会事務局  皆木  憲吾  氏） 

（２）住民主体の地域経営の取組（川根振興協議会会長  辻駒  健二  氏）  

（３）質疑応答・意見交換 

 

【講 師】 

〇皆木  憲吾（みなぎ  けんご）  氏   

（あば村運営協議会事務局）  

平成の大合併で津山市となった阿波村において、合併 10 年を機

に、地域住民が地域の自然とともに生き、子供たちに引き継いでい

く「新しい村」をスタートさせる「あば村（むら）宣言」を発表し、

ガソリンスタンド復活プロジェクト、木の駅プロジェクトなどを試

行錯誤しながら実践している。 

 

 

〇辻駒  健二（つじこま  けんじ）  氏 

（川根振興協議会会長） 楽しく、豊かに、安心して地域に生きる

ために、自ら提案し、責任を持って行動することを通して、誇りと

自信の持てるふるさとを目指して、生活の中からの取組を続けてい

る。 2006 年立ち上がる農山漁村（農林水産省）選定 
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（皆木氏） 

・10 年前に市町村合併し、様々な試練を乗り越えてきたが、それを皆様と共有したい。 

・まずは平成 26 年 2 月に作成された PR ビデオをご覧いただきたい。 

＜ビデオ上映＞ 

・岡山県津山市阿波地区は中心部から 30 キロほど離れている。鳥取県に抜ける道がない

ためどん詰まりの地域だ。555 人 229 世帯の典型的な山村地域だ。阿波地区は 94％

が森林で林業が生業であった。 

・平成 23 年の人口構成は 60 代以上の世代が圧倒的に多く、10 年後の不安から取組が

始まった。児童数も 33 人であったが、10 年後は 12 人になると予測されている。 

・平成 17 年に津山市と合併したが、急激に中心部へ人口が流出した。津山市の呼びかけ

もあり平成 20 年度から連合町内会の支部を中心に地域課題に取組む自治協議会のモ

デル事業が始まった。 

・若手の企画部会を作り、源流地域ということで環境に特化したエコビレッジ阿波構想

を平成 22 年度に作成し、エコビレッジ阿波推進協議会という名称に変更した。 

・過疎地輸送の NPO運送事業、有機無農薬のあひる農法、間伐材をチップ化し中心部の

温泉にチップ用ボイラーを導入した。 

・平成 23 年に全世帯の聞き取り調査を行った。調査員が 2 カ月かけてニーズや課題を

聞いて回った。その中で冬場の除雪、病院への送迎が挙がり、過疎地有償運送事業が

始まった。利用者は事務局に連絡し、輸送車を手配している。地域内は 100 円、最寄

りの駅まで 200 円で、最近は冬場の利用が増えてきている。ただニーズがあった病院

への輸送ができないという課題があり、別の方法も研究している。 

・移住者、大学との連携、交流が進んでいるが、合併して 7～8 年経った頃、幼稚園、小

学校が閉校し、JA のガソリンスタンドが撤退した。 

・合併 10 年を機に「あば村（あばむら）」を宣言した。行政名は阿波村（あばそん）だ

が、お年寄りが勘違いしないようにひらがなで表記している。リーフレットも作り内

外に発信している。島根大学を休学した学生が HP で阿波の住民を取材し情報を発信

してくれた。 

・推進協議会も名称変更しあば村を皆で運営する協議会とした。連合町内会は総務部で

防犯、防災、イベントを担当する。NPO は環境福祉部、一般財団法人グリーン公社は

農林事業部、ガソリンスタンドの会社はエネルギー事業部など役場の組織を模してい

る。 

・それから 1 年半がたち、事業も大変な状況で、現在は三つの取組を行っている。一つ

は小さな拠点づくりで、二つ目が阿波地域の食材を商品にして販売し雇用を確保する

こと、三つ目が都市農村交流を強化し移住定住に繋げていく取組を行っている。三本

の矢としローカルアバノミクスと呼んでいる。 

・小さな拠点づくりは、平成 24 年から始めている。円卓会議を持ち話し合いを進めてい

る。全世帯にアンケートを行ったが、ガソリンスタンドについて会社を立ち上げて出

資をしても存続するか、燃料代が上がっても買い支えるかということを問うた。7 割

が支えるという結果が出て平成 26 年 2 月に合同会社を立ち上げ 6 月から運営を始め

た。ガソリンスタンド、小学校跡地、市役所出張所、温泉交流館を核施設にし、中心
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部に来れば高齢者の暮らしを支え合える仕組みにしている。ガソリンスタンドだけで

は経営が厳しく、小学校の教員住宅を無償で借り受けお試し住宅にし、購買を開設し

ているがまだ収益性は厳しい。現在はスーパーと連携し宅配事業の仕組みを検討して

いる。サロンドマルシェと呼んでいるが、野菜、魚、手作りパンを出す催しも企画し

ている。 

・阿波のブランドの開発、流通では、小学校跡地に農産加工施設を移設する取組が進ん

でいる。箱モノだけではなくあば村の世界観を前面に出した商品を届ける取組をして

いる。パッケージにもこだわりあば村の認定も行っている。今年度中に施設が整備さ

れ、来年春から活用し阿波の商品を生産し届ける体制を作っていきたい。 

・都市農村交流では、中心施設を核にし、フード（風土）エコツーリズムのプログラム

を企画している。阿波暮らしの小学校で食の掘り起こしを行っている。3 年で 15 世帯

30 人が移住や U ターンで来られている。千葉から来た方が農家レストランを開設して

いる。まるごと雪まつりなど地元にとってはマイナスとなる雪を活用したイベントを

開催している。 

・地域再生法が改正になり、今年 3 月に再生計画の認定を受けて取組を進めている。環

境に特化したまちづくりとして小水力発電も検討している。 

・ガソリンスタンドは小さな拠点整備補助事業を活用し、平成 28 年度からタンクの維持

ができる仕組みになっている。 

 

＜質疑応答＞ 

（参加者） 

・パッケージやブランドは素敵だが、地域だけでやる場合もあるが、外のサポート、移

住者などからどういった支えをもらっているのか。 

・温泉利用はどれほどの規模か、木の駅事業でどれだけの材が出ているか、買い取り価

格等を教えていただきたい。 

（皆木氏） 

・温泉と宿泊施設は年間で 6 万人ほどの利用がある。木の駅事業は年間 300 トンで、買

い取り価格が 1 トン 5,000 円だ。商工会の商品券を渡している。温泉の指定管理の条

件に地域の間伐材を優先すること、その値段も決められている。 

 

（辻駒氏） 

・川根振興協議会の会長をさせていただいて今年で 24 年になる。 

・住民自治に携わった経緯について話したい。広島から帰ってきた際に、広島で食いは

ぐれたから地域に帰ってきたのだと思われた。妻にも反対された。父を看取ったが 77

歳までこの地で生かされた感謝の気持ちを忘れてはいけないと思っている。小さい頃

は「お陰様」、「お互い様」、「もったいない」という言葉を地域の方がよく語っていた。

自分がここでどう生きるかを考えていく必要がある。 

・かつては 400 戸 2,000 人を超えていたが、現在は 500 人を下回っている。市町村合

併し、役場の本庁まで行くのに車で 40 分もかかる。片道タクシーで 6,000 円から

7,000 円がかかる。とても年金生活者は暮らすことができない。中学校の統合もあっ
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たが、跡地は活用されていなかった。 

・「行政に頼っていると地域がなくなる、地域は自分たちで守っていかなくてはいけない」

という理念を先輩たちが残してくれていた。1972 年に川根振興協議会を立ち上げた。 

・1992 年中学校の跡地にエコミュージアム川根を作った。地域を守るためには攻めて行

く必要がある。まずは建物を作らせた。ふるさと創生で 1 億円のうち 200 万円を活用

した。 

・住んでいる住民がしっかりすれば役場の職員もしっかりする。自分たちが議論して物

を作っていく。要求型から提案型に意識を変え、自分たちがしたいまちづくりを提案

していった。行政は「住民参加のまちづくり」を叫ぶが、自分たちは「行政参加のま

ちづくり」という考えだ。主役は自分たち。自分たちでできないところは行政に参加

してもらう。 

・空き家対策にお好み住宅を整備したが、入居の条件として、義務教育の子どもがいる

こと、地域づくりに参加することとし、20 年後に払い下げることにしている。 

・地域の施設、サービスを残すためには皆が使う必要がある。自分たちがここでどう生

きるかを提案する。そのためには自分たちで考える必要がある。利用すればそこで経

済が動き始める。 

・自分の住んでいる場所がいちばんだ。役場の職員も地域に帰れば一住民だ。自分たち

で地域をどうしていくか考える必要がある。 

・生活交通として「もやい便」を運行しており、マイクロバス 1 台、9 人乗りのワンボ

ックス 1 台、障害者用 1 台を動かしている。タクシーで片道 7,000 円を 500 円で行

くことができる。これは行政が 640 万円を補助している。車検も修理も役場が担って

いる。運転士は 16 名で 1 名が正規雇用で、後は時給 1,000 円のパートタイムだ。 

・中山間地域は拠点を作り、自分たちで何とかする組織作りが必要だ。 

 

＜質疑応答＞ 

（参加者） 

・1972 年に協議会ができたことに感銘している。ちょうど有機農法、街並みの運動が始

まるころだ。40 数年のプロセスがあるが、時代時代における課題とその対処法を教え

ていただきたい。 

（辻駒氏） 

・当時はどこの市町村も打ち出の小槌を持っていた。ハード面からソフト面を議論する

必要を感じた。骨をうずめる覚悟で地域を思った。昔を考えると嘆きになってしまう

ため、夢を語りながらまちづくりを進めてきた。エコミュージアム川根は自然の中で

暮らしていることを誇りに思い、町全体をミュージアムとした。これからの 40 年は農

家がなくなる可能性があるが、日本の食料を支え景観を保存してきた誇りがある。自

分たちが変化し更に挑戦し続けることが必要だ。 

（司会） 

・皆木氏には商品のアイデアやデザインをどういう方がされているのか、辻駒氏には 40

年の取組で今の時代の知恵や新しい提案をどういう人たちで議論しているのかを伺い

たい。 
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（皆木氏） 

・移住者の中にスキルを持っている方がいた。彼らに協力いただいて取組んできた。認

定マークの責任はだれが取るのかという問題も出てきたが、形にして成果を出してい

き認めていってもらった。あば村宣言も 1 年前からプロモーションをしていき、理解

していってもらった。最初は反対があっても、成果が目に見えてくると大きな流れに

繋がっていく。 

（辻駒氏） 

・人間は生涯現役で生活できることが重要だ。病院で生まれ病院で死んでいくことは考

えなおす必要がある。そのため年金プラス 30 万円（年間）を提案している。どの町で

も若者がいないから大変で、年を取ったら穀つぶしという意見をよく聞く。年を取っ

ても自分たちで生きていけるまちづくりをしていけば良い。年に 30 万円は時給 100

円の仕事だ。杖をついていても鍬を持たせれば一人前の労働者だ。そうして作ったも

のを自分たちの子ども達に売っていけば良い。明日起きればこういう仕事がある、こ

ういう人に会えるということが大切だ。地域の高齢者が元気で日々を送れることを実

現したい。もう一度若者に自分たちの背中を見せよう。 

（参加者） 

・中山間地域でまちづくりの NPO 活動をしている。私の地域も危機的な状況になってい

る。法人が立ちあがって 3 年になるが、地域内にも少しずつ危機感が出てきている。

小学校の統廃合の話が出ているが、あば暮らしの小楽校はコミュニティスクールの模

範的な事例だと感じているが更に詳しく伺いたい。辻駒氏には新しいことに挑戦する

中で失敗や反対もあったと思うが、他の世代を巻き込んでいく方法が何かあったのか

お聞きしたい。 

（皆木氏） 

・あば暮らしの小楽校は、地域おこし協力隊の一人が管理栄養士の資格を持っており、

地域の食の掘り起こしを行っているが、食に限らない暮らし全般の掘り起こし作業を

目的としている。地域の伝統を共有している。 

（辻駒氏） 

・振興協議会は 4 代目になる。会社勤めの方や若いお母さんに役は作らない。時間とお

金に余裕がある者が生涯現役でい続けるべきだ。30 分会議をしてその後飲みながら会

議を行う。形式的な議論では本音は出ない。必ず反対する者がいる。汗をかかない者

がいちばん反対する。それはこちらが話を聞かないから反対する。人の話を聞けばそ

こからヒントが出てくる。ワンマンで突っ走る時代ではない。お互いの考えを聞いて

一緒に進めていくべきだ。役場がやるべきだと言ってしまえば地域は衰退していく。

地域に帰れば一住民である事を忘れてはいけない。 

（参加者） 

・鳥取県庁で移住、定住と中山間地域対策を担当している。あば村の近くの智頭町出身

だ。県が信用を得られないのは 3～4 年たてば異動してしまうからだ。市町村は地元に

近いため言いにくい部分もあるが、それを県が言えば伝えられることもある。県だか

らこそがんばってほしいということがあれば伺いたい。 

（皆木氏） 
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・岡山県は知事選挙が始まっている。支援事業に乗る場合単年度であることが多いが、

地域の事業は単年度では難しい。地域内の合意が未消化で進めざるを得ないこともあ

るため、長いスパンで支援してもらえる制度を考えていただきたい。 

（辻駒氏） 

・国にせよ県にせよ報告書の量が多い。そちらでやっていただければ有り難い。互いに

共有する関係を作るべきだ。行政は公平、平等と言われるが、一生懸命頑張っている

ところを応援すれば、同じようにがんばるところが出てくる。大学の先生との連携は

必須だ。困った時に先生に聞けばアドバイスをいただける。 

（参加者） 

・生涯現役に共感している。大学生は 4 年の縛りもあり、地域の受け入れにも差がある

が、大学生を地域で受け入れることについて伺いたい。 

（皆木氏） 

・地元にも私立大学があり交流を続けている。最近は岡山大学と共同調査も行っている。

協力隊とは別に研修生 2 名に来ていただいている。関心がある若者と交流していこう

と様々な取組をしている。 

（辻駒氏） 

・大学、高校を卒業した人を受け入れたい。月 10 万円で寝る場所を与えて、それ以上は

地元の高齢者とがんばって売って稼いでほしい。パソコンではアイデアが出ない。外

に出て行って高齢者にご飯を食べさせてもらい、お酒を飲ませてもらうことから始ま

る。地域を知らなくてはいけない。わからなければ勉強をすれば良い。自分たちが危

機感を持って何かをすることで地域が盛り上がる。若者の発想は素晴らしい。かつて

はよそ者を排除する風潮があったが、そういう人が世代交代し積極的に受け入れてい

る。 

（司会） 

・仕事柄さまざまな地域と関わるが、時間とお金に余裕がある高齢者に頼ることはもっ

ともだが、自分たちの人生に危機感を持っていない高齢者に気付きを与える工夫はあ

るか。 

（辻駒氏） 

・年寄りは詐欺に危機感を持っている。自分は一人ではないというところから始めるべ

きだ。75 歳以上が 137 人いたが男性は 45、46 人だった。地域は家族だと思って活

動するべきだ。お年寄りは一人前の労働者だ。デイサービス等の大きな施設を作らな

くても畑や田んぼを作れば良い。 

 

以上 


