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１ はじめに 
 
（１）持続可能な地域づくりを目指して 

人口減少や少子高齢化が進む中で、住み慣れた地域で将来にわたり安心して暮らしていくため

には、まずは住民一人ひとりが自分が住んでいる地域のことを知り、地域の課題を把握した上で、

これからの地域の「持続可能性」や「目指す姿」について考えることが大切です。 

「持続可能な地域づくりのために、具体的に何をすればいいのか分からない。」と言った地域の

声に応えるために、国の「まち・ひと・しごと創生総合戦略」では、将来にわたり地域住民が暮

らし続けるための一つの方策として、人口減少や高齢化が著しい中山間地域等において、一体的

な日常生活圏を構成している「集落生活圏」を維持するための地域住民が主体となった取組の必

要性を掲げています。 

その流れを受けて、住民の暮らしを守り、地域コミュニティを維持して持続可能な地域づくり

を目指すための取組である「小さな拠点づくり※1」や、住民生活を支える新しい地域運営の仕組

みとなる「地域運営組織の形成※2」に注目が集まっています。 

※1 小さな拠点とは 

（H29.6 内閣官房まち・ひと・しごと創生本部事務局・内閣府地方創生推進事務局資料） 

 小学校区など、複数の集落が散在する地域（集落生活圏）において、商店、診療所などの日常

生活に不可欠な施設・機能や地域活動を行う場所を集約・確保し、周辺集落とコミュニティバス

等の交通ネットワークで結ぶことで、人々が集い、交流する機会が広がっていく、集落地域の再

生を目指す取組 

※2 地域運営組織とは 

 （H29.3 総務省「地域運営組織の形成及び持続的な運営に関する調査研究事業報告書） 

 地域の暮らしを守るため、地域で暮らす人々が中心となって形成され、地域内の様々な関係主

体が参加する協議組織が定めた地域経営の指針に基づき、地域課題の解決に向けた取組を持続的

に実践する組織 

 

（２）これまでの長野県事業の振り返り 

県では、人口減少により、人々の暮らしの原点である「地域の絆」や、文化・歴史・景観など

の無形財産、農地・山林などの「ふるさと」の基盤が失われてしまうことを課題として捉え、各

地域の実情を踏まえた「集落対策」や「地域づくり」の取組が必要であると考えています。 

そこで、地域コミュニティの根幹である集落を守り、市町村と住民の力を再び熱く燃やして欲

しいという思いから「集落“再熱”実施モデル地区支援事業」（H25～H28）、地域コミュニティの

維持と地域での暮らしを総合的に支える仕組みづくりの観点から「住民によるまち・むら活力確

保支援事業」（H27～H29）に取り組んできました。 

 

〇 集落〝再熱〟実施モデル地区支援事業（H25～H28） 

趣 旨 市町村と住民が一体となった、自分たちの暮らす地域の存続のための取組に対し

支援を行い、その成果を検証・発信することにより、各地域への広がりを期す 

実施内容 地域住民が主体となり、地域の目指す将来像（ビジョン）を策定し、策定したビ

ジョンに基づく取組を行政との協働により実施（９地区） 

成 果 課題解決に向けた住民主体の取組がスタートし、事業の継続実施や他団体等と連

携した取組に発展するなど、一定の成果あり。 

課 題 ・持続可能な取組とするための担い手や、取組に寄り添う人材不足 

・当事者意識を醸成させ、地域住民を巻き込んだ活動にまで発展させていくこと

が課題 
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〇 住民によるまち・むら活力確保支援事業（「小さな拠点」関連事業）(H27～H28) 

趣 旨 「小さな拠点」の形成や「地域運営組織」の運営について、県内市町村に対

する制度の周知を図る。拠点整備や組織の立ち上げについては国事業を活用

することにより、住民主体による取組を支援 

実施内容 【平成 27年度】 

『「小さな拠点」づくりセミナーin信州』の開催による制度周知 

【平成 28年度】 

・拠点形成をめざす２地区をモデル地区として選定し、委託事業により拠点形成

のノウハウやプロセスを調査研究 

・「小さな拠点」に関するセミナーの開催により、研究内容を発表 

成 果 ・「小さな拠点」の制度概要を多くの県内市町村に周知 

・委託事業による研究を通じて、拠点形成（立ち上げ期）に関する課題等を把握 

課 題 ・「小さな拠点」の概念や制度の内容を理解した市町村が、具体的な進め方で戸

惑っている。 

・実際に取組を進めて行く上では、住民意識の醸成や組織の担い手となる人材の

確保、運営体制などが課題 

 

（３）平成 29 年度の取組 

〇 住民によるまち・むら活力確保支援事業（「小さな拠点」関連事業）(H29) 

平成 29年（2017年）度は、平成 27年、28年に取り組んできた「小さな拠点」事業のまとめと

して、取組の初期段階である「ファーストステップ」に焦点を当て、県内市町村における取組事

例から市町村や地域の皆さんが取り組みやすいプロセスについて研究し、「小さな拠点事例集」を

作成してみようということになりました。 

そこで、11月に「中山間地域の住民力・地域力による社会的事業支援研究会※3」の中に「小さ

な拠点分科会」を立上げ、事例集作成について具体的な検討を始めました。 

（※3）『10 年、20 年後を見据えた持続可能性を模索するために、住民自らが学ぶことで課題を発見し、社会的

事業化等の取組により課題解決していくことにおける県の政策的可能性』について研究するため、H29.9 に

立ち上げた庁内関係課による研究会 

 

【参考１】分科会開催 

開催日 内容 

第 1回 H29.11.16（木） 分科会の進め方、県内の現状・課題、事例紹介（上田市真田地域） 

第 2回 H30. 1.26（金） 調査結果報告（喬木村・豊丘村）、事例集作成の方向性 

第 3回 H30. 2.15（木） 事例集の内容検討 

【参考２】分科会構成員 

○ 有識者（県内実践者） 

  新 雄太 東京大学大学院工学系研究科都市工学専攻特任助教 

○ まちづくり・中山間地域等活性化全般 

  建設部都市・まちづくり課、農政部農村振興課、企画振興部地域振興課（事務局） 

○ 生活サービス機能の提供 

  企画振興部交通政策課、長野県農業協同組合中央会（ＪＡ長野県くらしのセンター） 

  

○ 小さな拠点分科会での議論 

分科会では、既に県内で取組が始まっている「小さな拠点」や「地域運営組織」などの事例を

取り上げて、それぞれの取組を始めたきっかけや、地域住民の合意形成に向けたプロセスなど、

拠点や組織を形成するための「ファーストステップ」に特化した事例集を作成しようと考え、２

回にわたり議論を行いました。 
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メンバーからは、 

「『ファーストステップ』とは何なのか。何をもって『ファーストステップ』と定義するのか。」 

「『小さな拠点』の形成に向けて、取組を推進する必要はあるのか。」 

「『小さな拠点』や『地域運営組織』を形成すること自体が目的化してはいけないのではないか。」 

「事例集を作成するねらいを明確にしなければいけないのではないか。」 

「この事例集を読んで欲しいターゲットは誰なのか。」 

「いろんな事例があるのだから、事例紹介のフォーマットは統一しない方がいいのではないか。」  

など、事例集作成の方向性や中身について多くの意見が出ました。 

 

また、平成 29 年（2017 年）９月から始まった研究会本体において各種事例研究を進めて行く

中で、「拠点や組織の形成」はプロセスから導かれた結果に過ぎず、単に「拠点を形成しました」

という事例を紹介することよりも、「取組の過程でどう判断してそうなったのか」というプロセス

そのものを分析することが大切であると認識するに至りました。 

 

これらの検討結果を踏まえ、「『小さな拠点』や『地域運営組織』の事例をまとめて一冊の本に

する」というこれまでの固定観念から脱却し、地域住民等が主体となり取り組んでいる「地域活

動」を取り上げて、その取組が行われてきたプロセスについて研究し、まとめてみるという新し

いタイプの事例集にチャレンジすることに方針転換いたしました。 

 

今回の分析集作成にあたり、有識者の皆様からいただいた主なアドバイスを紹介します。 

○ 新 雄太 氏 東京大学大学院工学系研究科都市工学専攻特任助教 

・「小さな拠点」や「地域運営組織」という言葉は、初めて聞く方が多いというのが実情。

新しい言葉として出回って、概念として出来あがっているが、地域で活動している方々のほ

とんどがある意味「小さな拠点」と「地域運営組織」を持っているという捉え方もできるの

ではないか。 

・「暮らしを支える組織、暮らしを支える活動」、「小さな役場」、「官の縮小ではなく公の拡

大」とか、そういった言葉を使って住民に伝えるよりも、自分たちがやっている活動そのも

のがそういうものなのだと気づいてもらえることに意味がある。 

・事例集は、組織立ち上げを誘導するものでは全くない。「手を携えてみんなでつくってい

こう」、「これなら自分の地域に取り入れられそう」というノウハウを入れること。 

・「こうするとアドバイザーを呼べるし、ワークショップという手法があるんだ」というよ

うに、何かきっかけを繋げていけるようなものになるとよい。なかなかこういうものを取り

まとめるということは今までなかったし、価値ある作業になる。 

・デフォルトは常に動いているので、点で切るのではなく、時間を追って見てほしい。事例

もどんどん時間を経て変わっていくので、後追いも可能であれば、更新可能性も含めて検討

すること。事例も今後増えていくとさらにいい。 

 

○ 船木 成記 氏 長野県参与（信州総合ブランディング担当） 

・誤解のないように言うと、国が「小さな拠点」として取り上げているものは、「小さな拠

点」を作ろうとしたわけではなく、地域の暮らしや営みの結果であるということ。ある意味、

後付け。 

・その意味で、「事例集」という言葉を使ってしまうと、こうやれば、小さな拠点になりま

すよ的な、小さな拠点形成マニュアルに捉えられてしまうので、作成方針を捉え直し、言葉

を丁寧に使ってほしい。 

・結果的に「小さな拠点」として評価できる地域活動には、それぞれ、その地域ごとの歴史

やつながり、人の動きがあり、そのプロセスを丁寧に、時間軸を追って作り上げて欲しい。 
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○ 広石 拓司 氏 株式会社エンパブリック代表取締役 

・「どういう取組をしているか」よりも「何が起きているか」がイメージできるものにする

こと。 

・「合意形成のために新たな取り組みをしている」という観点よりも、「結果的に何が起きて

いるのか」ということが分かるものにする。 

・「そういうことだったらうちでもやっているよ」とか、「小さな拠点づくりという道筋では

なかったけれど、我々は必要性に迫られてそういう交流が起きている」とか、「高齢者も参

加している状況がある」とか。今こんなことが起きていて、こんな人たちが集まっていてと

いうところが見えると、顔が見える事例集になるのではないか。 

・つい施策の説明ばかりしがちだが、「施策の結果、こんなことが起きて、こんな人たちが

暮らしています」というアウトプット、アウトカムのイメージが見えるといい。 

 

 

（４）しあわせ信州創造プラン 2.0 との関連性 

平成 30 年（2018 年）度から始まる長野県の総合５か年計画「しあわせ信州創造プラン 2.0」

は、副題に「～学びと自治の力で拓く新時代～」を掲げ、自主的・能動的に知識や技術を身につ

けようとする主体的な「学び」と、学びが社会や組織の中で共有され、各人が協働して地域課題

を解決していこうとする「自治の力」の二つを政策推進エンジンに掲げています。 

 平成 29 年（2017 年）度の研究会での「学び」を次の５か年計画につなげていくために、「住民

が自主的・主体的に地域の価値を捉え直し、課題解決に取り組むための新たな手法の構築」や「小

さな拠点の形成など、地域での暮らしを総合的に支える市町村や住民の取組支援」を計画に盛り

込み、県民一人ひとりが「学びと自治」の実践者となり、「自治の力みなぎる県づくり」の取組を

県全体で進めていきたいと考えています。 

 

「しあわせ信州創造プラン 2.0～学びと自治の力で拓く新時代～」（抜粋） 

 

「学びと自治の力」 

かつて「教育県」と呼ばれた長野県には今も学びの精神が息づいています。変化の激 

しい時代にあっては、誰かから与えられるだけの受動的な教育ではなく、自らを高める 

ために自主的・能動的に知識や技術を身に着けようとする主体的な学びが重要です。県 

民の皆様一人ひとりが学び続け、変化に適応し対応していくことが、これからの時代の 

大きな力になります。 

また、学びが社会や組織の中で共有され、各人が協働して地域の課題を解決していこ 

うとする力、すなわち自治の力がなければ、地域の向上・発展は望めません。 

地域に根付く学びの風土と自主自立の県民性を再認識し、未来に向けて活かしていく。 

そうすることで、長野県は、これからの時代を牽引する新しい生き方や暮らし方、価値 

を創造できる最先端の地域、すなわち“クリエイティブ・フロンティア”になり得るもの 

と考えます。 
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（５）分析集にこめた想い 

 当初は、「小さな拠点分科会」という入り口で、「小さな拠点の形成」に特化した事例集の作成

に取り掛かろうとしていましたが、県内で行われている様々な事例について研究していく中で、

拠点の形成を目指していたわけではないのに、結果として「小さな拠点」や「地域運営組織」に

繋がっていると言えるような取組を見てきました。 

 また、取組の結果や成果だけを見るのではなく、それぞれの取組のプロセスに寄り添い、相手

の立場に立って事業を見ることの大切さ、自分たちが直接関係する事業単位で地域活動を切り取

って見るのではなく、地域で起きていることを総括的に受け止めるために、ものごとを見る時の

見方を変えることの大切さに気づきました。 

そこで、有識者の意見やメンバーで議論した結果を踏まえた上で、本分析集は、一般的な事例

集のような、取組の中で「何が行われてきたか」だけではなく「その時どう判断したか」という

観点で、取組概要を紹介することとしました。 

これから紹介する取組には、「地域住民が作りだしたいと思う状態」、「地域にある物語（アイデ

ンティティ・資源・プロジェクト）」、「各事業の分岐点における判断」の３つの視点を取り入れて、

それぞれの取組のプロセスと今を紹介しています。そして、「地域づくり」という、日々変化する

現場の状況について、県庁内の関係各課がチームとなって学んできた過程を開示しています。 

「分析集で取り上げた取組から何かを学び取りたい」「地域づくりの取組を実践するためにこれ

から動き出したい」と考えている地域の方々や市町村をはじめとする行政職員の皆様などに読ん

でいただきたいという想いをこめて、本分析集を作成しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 30年（2018年）６月 

中山間地域の住民力・地域力による社会的事業支援研究会 

小さな拠点分科会 

（写真１）研究会の様子 （写真２）小さな拠点分科会の様子 
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２ 地域活動の取組について 
 

○ 県内における地域活動のケース・スタディ（数ある地域活動のうちの一部を掲載） 

番号 団体名 着眼点 キーワード 取組のポイント 

2-1 

千代 

しゃくなげ会 

飯田市 

千代地区 

 

食工房 

十三の里 

飯田市 

上久堅地区 

・地域に根付いた公民館活

動 

・住民自治の取組が機能し

ている 

・キーパーソンの存在 

・地域住民の理解 

公民館活動 

地域の学び 

・キーパーソンの存在 

・持続しやすい環境整備 

・活動に対する地域の人

たちの理解 

・後継者づくりに成功 

2-2 

真田の郷まちづ

くり推進会議 

 

上田市 

真田地域 

・外から来たファシリテー

ターに対する地域住民の

想い 

・外から来た人が地域に入

って、コミュニケーション

をとる方法 

・充て職で仕方なく参加し

ていた住民意識が変わっ

た瞬間に、何が起こってい

たのか 

・人をやる気にさせる「フ

ァシリテート力」 

行政主導 

ゼロからの対

話 

ファシリテー

ターの役割 

・ファシリテーターの存

在 

・対話の積み重ね 

・活動や思いを地域で共

有し、取組に対する機運

を醸成 

2-3 

ＮＰＯ法人 

 ふるさと 

 

長野市 

信州新町地区 

・商店主の団結力、葬儀を

やると決めた着眼点 

・地域にあるニーズとリソ

ースをどう活かしたか 

・ニーズに対応できる供給

力体制の確立 

・地域における信頼関係 

・一人多役 

・日常を支える一石十鳥の

取組 

住民主体 

自発的な取組 

・地元商店主の着眼点、

行動力、団結力 

・地域経済の循環、一石

十鳥の取組 

・地域のつながりから生

まれる信頼感 

2-4 

御田町商店街 

 

下諏訪町 

御田町 

 

 

・商店街の歴史や特性を踏

まえ、地域のリソースをど

のように活用したか 

・キーパーソンの存在 

・おかみさん会による移住

者への見守り（伴走）支援 

プロデューサ

ーの役割 

プラットフォ

ームとしての

役割 

・「モノを売る場所」から

「コトづくりの場所」へ

の発想転換 

・「リソース」「アクショ

ン」「シェア」の視点 

・町を支える４つの力

「Stock」「Value」「Rest」

「Design」 

・キーパーソン（地域の

プロデューサー）の存在 

 

○ 小さな拠点の形成に向けた取組 

番号 団体名 取組のポイント 

2-5 

下伊那郡  

喬木村 

立地特性や既存のサービス提供機能を活用した拠点形成例 

下伊那郡  

豊丘村 

新設する「道の駅」を活用した拠点形成によるコミュニティビジネス展開

例 
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王滝村 

高山村 

木島平村 

山ノ内町 

野沢温泉村 

  
栄村 

小川村 

松川村 

小谷村 

山形村 

立科町 

原村 

富士見町 

川上村 

小海町 

南相木村 
南牧村 

北相木村 

佐久穂町 

安曇野市 

南箕輪村 

高森町 

飯島町 

中川村 

箕輪町 

辰野町 

宮田村 

大桑村 

上松町 

南木曽町 

大鹿村 

下条村 

天龍村 

喬木村 

平谷村 阿南町 

豊丘村 

松川町 

  飯山市 

伊那市 

大町市 

長野市 

小諸市 

須坂市 

千曲市 

佐久市 
松本市 

駒ヶ根市 

東御市 

坂城町 

 

 

白馬村 

塩尻市 

信濃町 

御代田町 

軽井沢町 

木祖村 

根羽村 
売木村 

茅野市 
諏訪市 

朝日村 
岡谷市 

下諏訪町 

阿智村 

泰阜村 

 

生坂村 
池田町 

 

麻績村 

上田市 
青木村 

 

中野市 

小布施町 

飯田市 

長和町 

 

飯綱町 

筑北村 

木曽町 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-3  ＮＰＯ法人ふるさと 

   （長野市信州新町地区） 

 地元商店街の商店主として、また、

中山間地域に暮らすことに誇りを持つ

地域住民として、自らの手による冠婚

葬祭事業や高齢者配食サービスを展開

する「ＮＰＯ法人ふるさと」 

ここでは、長野市の中でも高齢化が

著しい地域の中において、ビジネスベ

ースで持続可能な取組がどのように形

成され、展開しているのか、時代背景

を重ねながら、活動のきっかけや転機

を探りながら実現に至るプロセスを分

析した。 

 

2-1 食工房 十三
と さ

の里 

（飯田市上久堅地区）  

地域の高齢化と女性の社会参加とい

う課題に向き合う「食工房 十三の里」 

ここでは、取組が実現した背景とし

て、主体となる人材の輩出や地域の風

土がどのように形成されたのか、飯田

の特徴である住民主体の公民館の歴史

や活動とつなげて分析した。 

2-2 真田の郷まちづくり推

進会議 

（上田市真田地域） 

 「地域内分権」の確立に向け

た取組を目指す「真田の郷ま

ちづくり推進会議」 

ここでは、取組のキーパー

ソンとなる地元住民、ファシ

リテーター、行政の３者に対

するインタビューを通して推

進会議設立までの過程や取組

の分岐点などについて分析し

た。 

2-4 御田町商店街 

（下諏訪町御田町） 

商店街の空き店舗活用にあたり、「モ

ノをつくることを通じてコトを売る」

という発想の転換を図り、空き店舗ゼ

ロを達成した「御田町商店街」 

ここでは、「人と人との有機的なつな

がり」による御田町商店街のこれまで

の歩みを振り返り、「人の力が起こした

商店街の活性化」を分析した。 

2-5 小さな拠点の形成に向けた取組 

（喬木村） 

立地特性や既存のサービス提供機能を活

用した拠点形成例 

（豊丘村） 

新設する「道の駅」を活用した拠点形成

によるコミュニティビジネス展開例 

2-1 千代しゃくなげ会（飯田市千代地区） 
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千代地区について
1,693人 （参考）飯田市全体

（H30.2.28現在） 102,408人
594世帯 （参考）飯田市全体

（H30.2.28現在） 39,803世帯
41.2% （参考）飯田市全体

（H26現在） 30.8%

上久堅地区について
1,319人 （参考）飯田市全体

（H30.2.28現在） 102,408人
502世帯 （参考）飯田市全体

（H30.2.28現在） 39,803世帯
43.1% （参考）飯田市全体

（H27.4.1現在） 30.8%
高齢化率

２－１ 公民館活動を入口とした、飯田市の社会事業化の取組から

　　    飯田市（千代
ちよ

地区 千代しゃくなげ会、上久堅
かみひさかた

地区 食工房 十三
とさ

の里）

人口

世帯数

高齢化率

人口

世帯数

飯田市地図

出典：飯田市ホームページ

千代地区中心部地図

上久堅地区中心部地図

上久堅自治振興センター・

上久堅公民館

ＪＡみなみ信州上久堅

事業所

食工房 十三の里

千代自治振興センター千代保育園

千代保育園

千栄分園

千代公民館
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〇 取組の概要

地域の少子化と保育園の存続という課題に向き合う「千代しゃくなげ会」、地域の高齢化と女性の社会

参加という課題に向き合う「食工房 十三（とさ）の里」

これらの取組が実現した背景として、主体となる人材の輩出や地域の風土がどのように形成されたのか、

飯田の特徴である住民主体の公民館の歴史や活動とつなげて分析した。

〇 分析集における３つの視点

１ 住民がつくりだしたいと思う状態（2地区共通）

・ 地域住民が、地域の課題に向き合う取組に関わることを通して、自治の担い手として育っていく。

自治体職員が、住民自治の取組に寄り添うことで、自治の支え手として育っていく。

住民自治の取組を支えることで、自治体の資本がより的確に活用される。

２ 地域にある物語

【共通】

自らのものさしを持って物事を判断する人たちが生まれ育つ風土についての物語

戦後、その物語を受け継いで続いてきた飯田型公民館の物語

【上久堅地区】

「中山間地域等直接支払制度」という農家の個別保障制度を地域の共通課題に還元しようと実現し

た、食工房 十三の里の物語

農業専業の暮らしから、図書館活動を入口に、人とのつながりを広げ、食工房 十三の里に至る塩

沢幸子さんの人生の物語

３ 分岐点と判断

【共通】

昭和38年（1963年）

市町村合併の際に、住民の学習・交流拠点として支所、公民館を残して今に至る飯田市の判断

昭和48年（1973年）

住民自治力を高めるために、力のある職員を公民館主事に登用した松澤太郎市長の判断

【千代地区】

昭和33年（1958年）から35年（1960年）

地域に残る農業青年たちを冬場、合宿方式で農業や社会について学ぶ「青年建設班」を農協と役場

合同で主催し、そこで育った若者たちが今に至るまで、地域づくりのリーダーとして活躍

昭和48年（1973年）

千代公民館が主催した、地域の課題を住民自身が発見解決する「水資源セミナー」「過疎問題セミ

ナー」に取り組んだ経験を通して、リーダーが育つ。

昭和57年（1982年）

市民セミナーで育った人たちが中心となり、地区内20地区すべてに地域づくりグループ「同志会」

が誕生

昭和63年（1988年）

自治会が呼びかけ、同志会のリーダーたちが中心となり、千代地区基本構想を策定、その後の他地

域から注目される活動に結びつく。

平成17年（2005年）

地元住民が出資して、社会福祉法人千代しゃくなげ会を設立し、地元立保育園を運営

・平成23年（2011年）

高齢者の居場所として「デイサービスセンター千代しゃくなげの郷」を設立し、地域住民自ら暮ら

しを守る仕組みづくりに取り組む。

【上久堅地区】

平成３年（1991年）

「十三の郷 鎮守の杜構想」として、集落ごとの開発計画の策定と、推進エンジンとしての地域づ

くりグループを立ち上げた、地域の判断

平成22年（2010年）

公民館を土台とし、地域づくりグループの育成を通して育った人材が結び付き、「食工房 十三の

里」が誕生

  

9



  

 

Ⅰ 自治の担い手が育つ、飯田型の公民館活動 

(1) 草創期の公民館の活動と事業部制度 

飯田市における社会事業化の取組分析は、地域に根付いた公民館活動の存在を抜きに行うことはでき

ません。そこで冒頭では飯田型の公民館の特徴と、その活動を通してどのように人が育つのかを分析す

ることから始めてみます。 

「公民館には特定の役者も演出家も用意されていない。舞台装置も脚本家も何もかも一切合財皆がや

るのだ。そして観客は一人も居ないのである。…面白い芝居を見ようとするのではなく、良い芝居を演

じようとするのである。…公民館には観客は一人も居ないのである。」－これは昭和 23 年（1948 年）

３月の竜丘
たつおか

村公民館発足に併せて発行された「公民館報たつおか」創刊号に寄せた、公民館初代教養部

主事、橋本玄進氏の言葉です。（竜丘村は昭和 32 年（1957 年）に飯田市と合併しましたが、合併前の

村役場がそのまま公民館・市役所支所となり、その後飯田市竜丘公民館として現在に至っています。） 

 草創期の竜丘公民館には、総務部、教養部、図書部、産業部、体育部、保健衛生部、芸能部という７

つの事業部が置かれ、各部は地域から選ばれた住民委員によって主体的な運営が行われていました。橋

本氏の所属する教養部は、講座、講演会、座談会などの企画運営を担当しており、橋本氏は、地元寺院

の住職を務める傍ら、教養部の運営に中心的に関わっていた人物です。冒頭の言葉からわかるように、

竜丘地区では公民館は発足当初から、地域住民自らが主体となって運営するものと捉えられていたこと

がわかります。 

 竜丘地区は大正期、自由画教育や生活綴り方教育などを柱とし、身の回りの生活をあるがままに捉え

ることを大事にした自由教育が花開いた地でもあります。自由教育で育った子どもたちはその後、もの

ごとの良し悪しを測る自らの尺度を持った人として育ち、昭和初期の青年団自主化運動や自由大学運動

などを支える青年として育っていきました。そういう人や気風の存在が、昭和 21 年（1946 年）に当時

文部省が提案した公民館構想にいち早く反応し、この構想をわがものとして主体的に公民館設置に結び

ついたと捉えています。竜丘村公民館の第２代公民館長を務めた北沢小太郎氏は、自由教育や青年団自

主化運動で育った人物です。戦争とそれを進めるための国家権力による教化政策による中断はありまし

たが、竜丘に限らず長野県内各地の地域では、自由と民主主義を求める大衆運動の積み上げが、国の公

民館設置の方針に呼応して、下からの運動としての公民館設置の動きが広がったものと捉えています。 

草創期の公民館は戦後初期の民主化を支えた青年会や婦人会のメンバーが支えており、住民主体の事

業部にも青年会や婦人会メンバーが多く参加し、民主的な公民館運営の先導者として存在していました。 

草創期の事業部制度は、現在の竜丘公民館では専門委員会という名称となり、文化、体育、広報、民

俗資料保存、育成という５つの委員会に 68 人の住民委員が組織され、公民館事業の企画運営の主体と

して活動しています。竜丘公民館に限らず飯田市では各地区公民館の企画運営の体制の根幹は専門委員

会制度であり、これは公民館制度発足後変わらぬ形で存続してきた飯田市の公民館の仕組みの根幹であ

ると捉えています。 

飯田市にはおおむね小学校区単位に 20 の地区公民館が設置されていますが、それぞれの公民館には

併せて 70 の専門委員会があり、900 人の住民が委員として活動しています。さらに住民生活に身近な

地域に施設の管理から事業の運営まですべて地域住民の手によって賄われる 103 の分館があり、数千人

の住民が分館役員として活動しています。 

 

飯田市の住民はよく「公民館をやる」という言葉遣いをしますが、公民館を施設ではなく、自らが主

体となって運営する活動と捉えていることがわかります。この言葉からも、飯田市においては、公民館
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が日常生活に大変身近な機関として位置づけられており、特に、住民が主役で公民館の企画や運営に関

わる専門委員会や分館制度が、地域を支える人材が育つ場や機能として位置づいていることがわかりま

す。 

 

(2) 専門委員の活動を通して住民が何を学んでいるか 

公民館の学習は、専ら学級や講座などの「学び」の機会と捉えられがちですが、飯田市の専門委員会

の活動の中で様々な学びがあることが見えてきます。つまり、委員会の活動やその運営そのものが学び

となっています。 

地域住民は、公民館活動を通して、地域課題に取り組むきっかけに出会い、自らが当事者として取り

組むことの達成感、大勢の知恵や力を集めることで豊富なアイデアが生まれることなど、組織化や協働

の意義を実感しています。そしてこうした専門委員会の経験の積み重ねが、自治の担い手の養成に結び

ついていると捉えています。 

このように地域に根付いた公民館活動を通して育った住民や、住民同士のつながりが、次に紹介する

ような多彩な地域づくりが生まれる背景にある、と捉えています。 

 

Ⅱ 地域づくりの取組事例から 

飯田市の地域づくりの事例として今回取り上げた千代
ち よ

地区、上久
かみひさ

堅
かた

地区共に、飯田市の中山間地域で

ある「竜
りゅう

東
とう

地区」に位置し、飯田市の中でも少子高齢化に伴う人口減少が進んでいます。 

その一方で戦後草創期からの公民館活動が人を育て、地域課題に向き合う取組の担い手となっていま

す。 

２つの地区の取組を紹介することにより、それぞれの取組に共通する、地域課題に向き合う人の育ち

と公民館の役割についてまとめてみました。 

 

(1) 千代しゃくなげ会の取組から 

① 地域の課題を学ぶ公民館市民セミナーで育つ住民 

千代地区は全国に先駆けて農家宿泊・体験を中心としたグリーンツーリズムに取り組むなど、住民自

治力が高く、多彩な地域づくりの取組が行われている地域です。 

昭和 48 年（1973 年）飯田市の公民館は「地域の課題を、住民自身が発見し、解決する学習運動」と

して「飯田市民セミナー」に取り組み、全国の公民館・社会教育関係者から注目を集めました。 

千代地区は中山間地域にあり飯田市の水源地ではありましたが、肝心の地域にはきちんとした水道施

設がなく、水不足に悩まされていました。そこで公民館広報委員会が中心となり、「水資源セミナー」

という市民セミナーを立ち上げ、学習の成果として、簡易水道施設の敷設という成果に結びつけました。

このことがきっかけとなり、地区内各集落で、地域の課題解決を継続的に進めるための「同志会」が生

まれ、同志会のメンバーが、地域の自治活動のリーダーとして活動を続けてきました。 

今回の調査では、多彩な地域づくりの活動の核となる千代地区まちづくり委員会の活動と、その活動

を支える千代自治振興センター・公民館の役割、そして保育園存続の危機を乗り越えるために地域住民

が出資して設立した社会福祉法人「千代しゃくなげ会」の設立経過と活動について聞き取りを行いまし

た。 
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② 千代まちづくり委員会（自治の担い手）と、自治振興センター・公民館（支え手）の連携 

飯田市の場合、市内 20 地区に自治振興センター・公民館が設置され、窓口業務だけではなく、地域

自治組織の運営事務局の役割も担っています。市役所に近い５地区の場合は公民館主事だけの配置です

が、昭和 31 年（1956 年）以降、町村合併により編入された 15 地区には、自治振興センター所長の他、

小さい地区でも２人の窓口職員、保健師、公民館主事が配置されています。飯田市職員の定数 800 人の

うち、100 人を超える職員が各地域に配置されている計算です。 

しかし類似規模の自治体との財政比較の上では、人件費の比率はほぼ同じです。ここに自治振興セン

ターが地域自治組織の事務局として活動することで、自治的な活動で地域課題の解決を進めることによ

り、飯田市の財政支出が、より効率的に必要課題に執行できる仕組みとなっていると捉えています。 

また、自治振興センターや公民館での仕事経験が、職員の意識の中に、地域住民の皆さんとの平らな

関係性を作ることのできる力量を育てることで、本庁に勤務していても現場視点を持った仕事を行うこ

とで、より柔軟で的確な財政執行が可能になっています。 

千代地区の場合は、全国棚田百選にも選ばれた「よこね田んぼ」の保全、中学生の修学旅行などを農

家で受け入れる体験教育旅行などの活動が千代まちづくり委員会との協働により行われ、その事務局を

自治振興センターが担っているほか、地域の景勝地である万古
ま ん ご

渓谷を観光資源として人々を受け入れる

ための「万古渓谷会」の立ち上げに関わるなど、地域の様々な取組を自治振興センター職員や公民館主

事が支えています。 

自治振興センターは、地域の鳥獣害対策のための防護柵の敷設を、「中山間地域等直接支払制度（※

１）」を活用したり、よこね田んぼの取組を進めるための拠点整備の財源として、「地域発 元気づくり

支援金（※２）」を活用する際の県などとのつなぎ役の役割も担っています。 

飯田市の自治振興センターや公民館は、千代自治振興センターの例のように、住民自治を支えながら、

団体自治との橋渡し役という役割を果たしています。 
 
（※１）中山間地域等直接支払制度は、農業の生産条件が不利な地域における農業生産活動を継続するため、国及び

地方自治体による支援を行う制度として、平成 12 年度から実施（農水省 HP より） 

（※２）地域発 元気づくり支援金とは、市町村や公共的団体等が住民とともに、自らの知恵と工夫により自主的、

主体的に取り組む地域の元気を生み出すモデル的で発展性のある事業に対して、必要な経費を支援する県の事業 

 

③ 閉園・統廃合の危機を住民立の社会福祉法人で乗り切る 

千代地区は、飯田市の中山間地域にあり、面積は大きいのですが、人口は 1,693 人（平成 30 年（2018

年）２月末）と、市内でも小規模の地区です。けれども広い地域であることや地域の歴史的経緯から、

千代地区と千
ち

栄
はえ

地区それぞれに市立の小学校と保育園が設置されています。 

平成 15 年（2003 年）度、千栄保育園の園児数が初めて９人と一桁になりました。飯田市からは「保

育園を統合するか、両園を存続するか」という相談がありました。 

地域では、両保育園共に残していきたいという願いから、自治協議会（まちづくり委員会の前身）に

よる検討委員会を設置し、あり方についての検討を重ねる中で、地域で社会福祉法人を設立し、両保育

園の維持を図ろうという結論に至りました。 

社会福祉法人の設立には、経営の安定を担保するために一定の基金の積み立てが必要となります。千

代地区では各世帯からの均等負担と、篤志寄付により 1,000 万円を調達し平成 17 年（2005 年）に社会

福祉法人「千代しゃくなげ会」を設立し、地元立の保育園の運営を続けています。その後地域の高齢者

は地域で守るという地域ニーズを受けて、平成 23 年（2011 年）には「デイサービスセンター千代しゃ

くなげの郷」も開所、しゃくなげ会は、地域の課題である少子化と高齢化という複数の課題に対処する

地元立の事業体として活動しています。 
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④ 地元立法人ならではのきめ細かな運営 

平成 29 年（2017 年）４月現在、千栄保育園には 13 人、千

代保育園には 20 人の園児が在籍しています。園では夜７時ま

での延長保育や０歳児保育なども受け入れており、このこと

により地区外から子どもを預けるケースもあるようです。併

せて学童保育や、入園未満の親子の交流拠点である子育て広

場「くまさんの家」の運営など、私立保育園を含めた市内の

保育園の中でも、保育サービスの多彩さはトップクラスです。 

（写真１、写真２） 

また「デイサービスセンター千代しゃくなげの郷」は平成

29 年（2017 年）４月現在の定員は 18 人、老いても地域で

暮らし続けられるための環境づくりの役割を担っています

が、定期的に保育園の子どもたちとデイサービスに通う高齢

の方たちの交流会も行われており、このことによりお年寄り

に活気が生まれ、子どもたちはお年寄りとのふれあいを通し

て人に対する心遣いを身に着けています。児童福祉施設と高

齢者福祉施設を一つの法人が経営することによる成果とい

えます。 

千代しゃくなげ会は、地域の意向を丁寧に受け止めた地元

立社会福祉法人として、地区の子育て環境を支えています。 

これらの取組とは別に千代公民館では図書館と相談し、保

育園と小学校に通うすべての子どもたちに毎年、推薦図書を

示してその中から子どもたちが希望する本をプレゼントし

ています。また公民館の読み聞かせグループが定期的に保育

園や小学校に出向いて、読み聞かせの活動などにも取り組ん

でおり、地域全体で子どもたちを育てようという気風が満ち

あふれています。（写真３） 

 

⑤ 住民自治の力が高まると、地元ニーズを満たしながら財政負担も軽くなる 

保育園の取組では、飯田市からの統合提案に対して、地元立の社会福祉法人の設立により２園の存続

を可能とし、飯田市はこれを受けて、民間保育園に対する助成を行う形となりました。地域としては基

本的な希望が叶うとともに、これまで以上に充実した保育園の運営が叶いました。飯田市としても直営

の頃よりも財政負担が軽くなり、かつこれまで以上に地元側に必要な取組に対する資金援助が可能とな

りました。 

しっかりとした住民自治があり、地域の課題に自治的に取り組み、地域だけでは解決できない課題を

行政がカバーすることにより、行政が効率的な予算執行を可能とする。千代地区の取組はそのお手本と

もいえる事例です。 

 

 

【ヒアリング実施日：平成 29年(2017年)12月 18日、場所：飯田市千代地区 千代自治振興センター】 

（写真１ 保育園の子どもたち） 

（写真２ 子育て広場「くまさんの家」） 

（写真３ しゃくなげの郷、お年寄りと子どもの 

交流風景） 
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飯田市千代地区 関係図（活動展開図）

飯田市千代地区 千代しゃくなげ会のこれまでの歩み

14
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青年会 

公民館専門委員会・分館役員 

自治会 まちづくり委員会 
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自治の担い手が育つ 

地域の課題に人材を生み出しあるいはつないでいく 
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○しっかりとした住民自治があり、地域の課

題に自治的に取り組み、地域だけでは解決で

きない課題を行政がカバーすることにより、

行政が効率的な予算執行を可能とする。 

破線：ヒアリング時点 



  

 

 

 

(2) 食工房 十三
と さ

の里の取組から 

① 十三の郷 鎮守の杜構想 

平成３年（1991 年）４月、飯田市上久堅地区では、地区の基本構想「十三の郷 鎮守の杜構想」を

策定しました。上久堅には 13 の集落があり、それぞれが鎮守の鐘の聞こえる範囲であり、地域づくり

はそういう集落ごとに積み上げていくもの、というのが構想の名前に込められています。 

また構想策定に合わせて、構想の実現に向けて 13 の地域ごとに地域づくりのグループが誕生しまし

た。そして集落ごとの地域づくりの活動をつなげることをねらいとした地域づくりグループ「ひさかた

風土舎」も誕生しました。これらグループの中心メンバーは、青年会運動や公民館活動などで育った人

たちで、その後の上久堅の地域づくりの取組も、こういう取組の中で育った人材が支えてきました。 

 

② 「食工房 十三の里」誕生の背景 

「中山間地域等直接支払制度」があります。これは山間地など農業を営むには条件的に不利益な農家

に対して、国が所得補償を行う制度です。所得補償を受けるためには希望する地域で組織を作り共同で

申請することが必要です。この制度は基本的には個別農家の所得補償が目的ですが、上久堅地区では参

加農家の合意の下、所得補償の一部を共同で積み立てて、地域の課題に投資する取組を進めています。 

中山間地では生態系の破壊が進み、そのことによりどこの地域でもシカやイノシシなどによる鳥獣被

害が続いています。そこでこの資金を活用し、隣の地域との境界線に獣害防止の柵を設置する取組を進

めています。 

もう一つが十三の里の取組です。上久堅地区にはもともと食料品や消耗品を販売する JA 上久堅支所

の生活センターがありましたが、平成 19 年（2007 年）頃に撤退し空き店舗となっていました。 

当時上久堅の自治会産業委員会では、空き店舗の活用を考えることを目的として「地域をよくする会」

を開催しました。ここに集ったメンバーのうち、このあと紹介する事務局長の塩沢幸子
ゆ き こ

さんが中心とな

り、生活改善グループ、食生活改善推進協議会、農業振興会議、中山間地域等直接支払制度の関係者な

どに呼びかけて、店舗活用についての視察や研究を行いました。 

平成 21 年（2009 年）、視察や研究に関わったメンバーのうち、女性メンバーの皆さんが、「料理研究

グループ」を立ち上げ、平成 22 年（2010 年）５月、その施設を借用し、中山間地域等直接支払制度の

資金を活用して地元食材を使った加工施設をつくり、「食工房 十三の里」が発足しました。 

 

③ 高齢者への配食サービスを核に 

食工房 十三の里には 30 代から 70 代の 17 人の地域の女

性が参加し、毎週２回高齢者のための配食サービスに取り組

んでいます。昨年度は１年間で 4,500 食を提供したそうです。 

この取組は「病気にならない身体をつくりたい」「買い物に

行く場所がない」「毎日の食事が大変である」という地元高齢

者のニーズと、「豊富な野菜を生産している」「集まりやすい

場所がある」という地元にあるものを結び付けた取組です。 

（写真４） 

（写真４ お弁当作りの様子） 
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毎週２回、50 食を高齢者世帯に配食していますが、高齢者

の顔を見てのやり取りを大事にするために、毎回現金の引き

換えとしています。訪問の際に野菜をお返しでいただいたり、

会話が弾んで次

の配達先になか

なかお弁当が届

かないなど、コミ 

ュニケーションが大事にされた活動です。 

食工房 十三の里の取組は、「居場所」「生きがい」「楽し

み」「活動」であり、事務局長の塩沢さんや代表の長沼昭子
あ き こ

さ

んからは、「人に当てにされていることのやりがいと、仲間

がいることが活動を続けるエネルギー」、とお話ししていた

だきました。（写真５、写真６） 

 

④ 事務局長塩沢幸子さんの学び 

塩沢さんのお話で印象に残ったものを紹介します。 

「この取組を始めたのは、そこに住む人が年をとって

も、元気でいれば上久堅は素晴らしい地域として暮らし

続けることができます。そのための大事な手段として健

康的な食事を提供することを考えました。」（写真７） 

「この仕事を始めてみて、人の口を預かることの大事

さを改めて感じるとともに、私たちの作ったお弁当を待

つ人がいるということに対する責任を感じており、それ

が取組を続ける理由でもあります。」 

「私も含めて参加する女性たちは皆、子育てがひと段落し、地域での役目も終えたメンバーであり、

この活動が、自分が必要とされる場所であると捉えています。」 

「私たちのお弁当を利用されていた人が先だって入院され、日を置かずに亡くなられたそうです。考

えてみるとこの方は、亡くなる直前まで自宅で元気で暮らすことができており、そういう暮らしを支え

ることができたのかな、という思いも生まれました。」 

「この活動の前に、自分たちの家族の暮らしがあり、そういう暮らしに寄せた力の残った力を、この

活動に使う、という考えです。」 

塩沢さんはもともと他地域で生まれ、結婚を機に上久堅に移り住み、会社勤めの夫の代わりに家業の

花卉
か き

を中心とした農業に携わっていました。その頃は公民館活動などの地域の活動にはまるで縁がなく、

農業一筋だったそうです。あるきっかけで農業を廃業することになり、たまたま上久堅自治振興センタ

ーの用務員としての仕事に就くことになり、そこで様々な地域の人たちと出会う中で、自身の社会が広

がり、ここで生きていこうと腹をくくることができたそうです。そしてせっかく地域で生きていくなら

ば充実した楽しい生き方をしたいと考え、食工房 十三の里の活動にも関わっています。 

塩沢さんは読書が好きで、図書館上久堅分館の職員も長年勤めてきました。また、飯田市の女性枠の

農業委員も務めており、聞き取りにおいても言葉遣いは豊かであり、そういう言葉遣いの背景には、読

書を通した学びや、農業委員のような活動を通した社会を見る目の裏付けがあるのではないかと捉えま

（写真５ ある日のお弁当） 

（写真６ お弁当配達のボランティア） 

（写真７ 事務局長の塩沢幸子さん） 
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した。 

 

⑤ 公民館活動が地域づくりの入口に 

十三の里代表の長沼昭子さん、事務局長の塩沢幸子さん共に上久堅公民館の専門委員を務められた経

験があり、そういう活動で生まれたつながりから現在の活動に至っているそうです。 

戦後から 1970 年代くらいまでは地域では婦人会が青年会と共に活発な活動を進め、地域の封建的な

気風や古い因習を変えていく取組を進め、その活動を通して女性たちが育っていました。婦人会の衰

退・解散の流れの中で、特に中山間地域においては、地域における女性たちの居場所や活動があまりあ

りません。上久堅地区においては公民館活動が入口となり、そこで育った女性たちが地域の課題に向き

合う取組を進める動きが始まっているようです。 

 

(3) 持続的な地域としていくために 

現在でも千代地区、上久堅地区ともに少子高齢化に伴う人口減少の状況は進み、次の時代を担ってく

れる人材育成が課題です。 

千代地区では、平成 25 年（2013 年）度より東京大学との共同研究に取り組み、地域づくりや公民館

活動に対する住民意識調査を行いました。そして調査の振り返り会で集った人たちが中心となり、「明

日の千代を考える集い」というグループが誕生しました。 

また公民館事業として取り組んできた「万古
ま ん ご

渓谷」沢渡ツアーが、主催メンバーの高齢化によって休

止となったことを受け、若い世代に声をかけ、「万古渓谷会」が誕生し、新たにツアーを再開していま

す。 

これらの取組は先人たちの想いを次代に引き継ぎたいと、千代公民館が呼びかけて始まった動きです。 

上久堅地区の十三の里メンバーは当初、50 代から 70 代で、子育てや仕事がひと段落した世代が中心

でしたが、最近は 30 代の若者世代が活動に関心を示し、子育て中や I ターンのメンバーなど多世代の

取組に広がっています。 

両地区とも、地域の課題を住民自身が主役となって解決する取組を次の世代につなげ、持続していく

取組が始まりつつあります。 

 

Ⅲ 自治の力で公共を変えていく 

国は地方創生の一環で、小さな拠点（内閣府）、地域運営組織（総務省）など各省庁が、住民自身の

力で地域課題の解決に向き合う組織づくりを推進しています。 

これは、少子高齢人口減少を迎えた日本社会の状況を背景とし、財政縮減を前提とした上からの改革

という側面として捉えることができます。 

しかし一方で、学びに基づき自治的に地域課題を解決する取組は、人々が暮らすうえで基本的に大事

な営みとして捉えることもできます。 

大事なのは各地域で自治的に地域課題に向き合う取組が広がり、そのことにより国や地方自治体の政

策を自分たちの自治の実現に寄り添うような姿勢や政策に変えていく、下からの改革の動きを広げるこ

とにあると捉えています。 

飯田市の場合、市内 20 地区に公民館と自治振興センターを残し、ここに人を配して住民自治と団体

自治の橋渡しを行う仕組みとした点に特徴があります。 

このことにより公民館や自治振興センターに配置された職員が住民との協働力を学び、自治体全体が
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住民との信頼関係に基づいた、本当の意味での協働のまちづくりを行っていく姿を展望しています。 

そして本当の意味での協働が機能していれば「①まずそれぞれの地域で自治体財政による執行なしに

地域の課題解決が行われ」「②地域の力だけでは解決できない課題が明らかとなり」「③本当に必要なと

ころに自治体財政を投入することができ」「④このことにより健全な財政執行が可能となる」のではな

いか、と捉えています。 

今回調査の対象となった千代と上久堅の取組共に、中山間地域における、自治力や地域力を発揮した

社会事業化の典型的な取組です。 

 

【ヒアリング実施日：平成 29年(2017年)12月 18日、場所：飯田市上久堅地区 食工房 十三の里】 
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飯田市上久堅地区「食工房 十三の里」の取組のポイント 

 

 

 

 

○ 自治会の産業委員長の存在（塩沢幸子さんに注目したキーパーソン） 

○ 塩沢幸子さんの存在（地域のことを考えてくれそうで、かつ仕事等の役を終えても地区で活

動してくれる人を探し、17名からなる女性グループを結成） 

○ 上記産業委員長に代わり、新しくまちづくり委員会の産業委員長になった方の存在（元コッ

クで調理師免許有。塩沢さん達に厳しくも丁寧に指導し、弁当には５品を入れることや魚の捌

き方等を伝授。人様に出せる物を作れるかという塩沢さんの不安を払拭） 

 

 

 

○ 家庭の都合や農繁期等を考慮し、３人１グループでローテーションを回している点（活動

日：月・水曜日（配食日前日の仕込み）の 19時～21時 30分、火・木曜日（配食日）の 10時

～13時） 

○ 自分たちの生活を守るため「無理をしない」をモットーに、週２回の配食サービスを実施。

注文に応じて弁当を作り、弁当以外での儲けは考えていない点 

○ 中山間地域等直接支払制度を活用し、ＪＡの建物を取得の上、配食用の弁当を作りやすい調

理場に改修した点（元々仕出しをやっていた施設） 

 

 

 

○ ７年間の取組を地区の人が関心を持って見てくれていた点 

○ 近所の人々の理解と無料での食材提供。（毎日何らかの食材が届くので、都度当初予定のメ

ニューをアレンジして活用。材料費の節減に役立つとともに、自家製の野菜等を弁当に活用し

てもらえることで、住民の生きがいを生み出している。） 

○ 配食には地域の男性４名が協力。男性が配達することで、地域住民も自家製の野菜を（大量

に）渡しやすくなっている点 

○ 配達に伴い住民への声掛けも行い地域の見守り機能も有している。住民からもあてにされ、

人と人とを繋ぐ「配食サービス事業」が形成されている点 

 

 

 

○ 後継者についても、Iターン者が２名、フルタイム勤務と掛け持ちでパンを焼いてくれる方

１名（月に数回、パンを提供する日あり）の計３名の若い方がグループに加わっている点 

○ 昔からメンバー同士の仲も良く、特段の派閥等も無いので、新しい人も入りやすい点 

【ポイント１】 キーパーソンの存在 

【ポイント２】 持続しやすい環境整備 

【ポイント３】 活動に対する地域の人たちの理解 

【ポイント４】 後継者づくりに成功 
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飯田市上久堅地区 関係図（活動展開図）

飯田市上久堅地区 食工房 十三の里のこれまでの歩み
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上久堅村公民館発足 

飯田市と合併 

まちづくり委員会発足 

少子化への取組 

十三の郷鎮守の森構想策定 

松沢市政誕生 

食工房十三の里発足 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

婦人会 

青年会 

公民館専門委員会・分館役員 

自治会 まちづくり委員会 

1947 

2006 

2002 

1991 

1973 

1963 

2010 

【戦後復興期】 
1945～ 

【高度成長期】 
1660～ 

【地方の時代】 
1970～ 

【バブル崩壊】 
1991 

【少子高齢人口減少時代へ】 
2006～ 

【東日本大震災】 
2011 

住民の暮らしを守る 

自治の担い手が育つ 

支所公民館が

自治の拠点に 

地域課題解決の公
民館市民セミナー 

13の集落ごとの 
地域づくりグループ 

少子化対策 
特別委員会 

子育て支援の会 

自治会+団体+公民館 
統合的な組織である 
まちづくり委員会 

JA くらしのセンター
を拠点とした 
食工房十三の里 

地域の課題に人材を生み出しあるいはつないでいく 

目指す姿 

○高齢社会となった地域の課題を支える取組みと、女性たちの社会参加による自己実

現を重ねる取組みを通して、女性たちの力や可能性を女性自身や地域が発見し、地域

が活性化する。 

破線：ヒアリング時点 



  

 

（写真 木下巨一さん） 

（コラム） 地域づくりの風土を支える公民館の存在について 

 

 

 ここでは、平成 30年（2018年）１月 18日に開催しました「第３回 中

山間地域の住民力・地域力による社会的事業支援研究会」において、飯田

市での取組を振り返る中で、元飯田市職員で現在長野県教育委員会事務局

文化財・生涯学習課企画幹の木下巨
のり

一
かず

さんから「地域づくりの風土を支え

る公民館の存在」についてレクチャーしていただきましたので、その概要

を記載します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域づくりの風土を支える公民館の存在について 

 

１ 多様性の中で新たな事業構想の元が生まれる 

  飯田市においては、職業、経験、特技、価値観、年齢、ＩＵターン者など多彩な人々

が公民館活動を通して協働することで、新たな発想が生まれる原体験をしています。 

 

２ 平らな関係の中で「コト」を動かす経験の場 

  会社組織などの上司の指示に基づき部下が仕事をするという縦の関係に対し、地域は

主従あるいは上意下達の関係ではなく、話し合いや説得、納得により物事が決められて

いきます。  

  公民館事業の企画や運営を通して、住民は平らな経験の中で「コト」を動かす経験を

積んでいます。 

 

３ 組織化の意味を原体験する場 

  皆で力を合わせると大きな力となり、課題解決の道筋が見えてくることを、公民館事

業の企画運営の経験の中から原体験しています。 

 

４ 互いの信頼関係の上で「コト」が動く 

  同じ目的を持つ者同士が「コト」に当たる際、公民館活動を通した信頼関係があるこ

とで、互いを信頼しており「コト」が動き出すまでのプロセスが早いです。 

 

５ 誰かが思い立てば誰かが支える～サーバント・リーダーシップ（※） 

  誰かがリーダーになっても、その人にすべてを任せるのではなく、皆で取り組んでい

こうという姿勢があることで、リーダーが生まれやすい環境があります。 

 

（※）サーバント・リーダーシップとは、「リーダーである人は、まず相手に奉仕し、その後相手を導く

ものである」というリーダーシップ哲学 
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上田市真田地域について

10,337人 （参考）上田市全体

（H30.3.1現在） 158,420人

4,020世帯 （参考）上田市全体

（H30.3.1現在） 67,290世帯

32.1% （参考）上田市全体

（H30.3.1現在） 29.6%

人口

世帯数

高齢化率

２－2　対話の積み重ねから住民主体の取組へ

　　　  真田の郷
さと

まちづくり推進会議（上田市真田地域）

上田市真田地域地図

出典：上田市ホームページ

真田地域

真田地域中心部地図

長谷寺

真田の郷まちづくり推進会

議会長の宮下俊哉さんが住

職を務める

真田地域自治センター

真田総合福祉センター

真田中央公民館

真田の郷まちづくり推進会議

活動拠点
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〇 取組の概要

市町村合併により上田市となった旧真田町において、「地域内分権」の確立に向けた取組を目指す「真

田の郷まちづくり推進会議」

上田市真田地域にある寺の住職を中心に取組を進めているが、その道のりは決して平坦なものではな

かった。

本事例では、取組のキーパーソンとなる地元住民、ファシリテーター、行政の3者に対するインタビュー

を通して発見した「真田の郷まちづくり推進会議」設立までの過程や取組の分岐点などについて分析した。

〇 分析集における３つの視点

１ 住民がつくりだしたいと思う状態

・ 50年後、100年後も「誇れる真田の郷」を子や孫たちに引き継ぐため、地域住民が主体的に

取り組む組織づくり

・地域課題の自主的な解決や、地域の個性や特性を生かした、誰もがいきいきと暮らせる魅力ある

まちづくりの推進

２ 地域にある物語

・阪神淡路大震災のボランティア活動をきっかけに、社会活動の重要性だけではなく、他の団体等と

の協力の必要性や、自分から出て行ってアクションを起こす必要性を学んだ「真田の郷まちづくり

推進会議」宮下さんの物語

・話し合っているのは自分の世代の話ではなく、20年30年後に子どもたちの未来に向けて今何を

すべきであるかを地域住民とともに考え進めたファシリテーター役の東京大学新先生（平成28

年当時は信州大学に在籍）の物語

・「行政は本来条件を整えるのが仕事」という思いを持って、準備会から推進会議立ち上げにかけて

さまざまな調整を行った、上田市真田地域自治センターの宮崎さんの物語

３ 分岐点と判断

・ 平成22年（2010年）

地元住民を主体にしたボランティア組織である「ＮＰＯ法人ほこほコネクト」を立ち上げた宮下

さんの判断

・ 平成27年（2015年）9月

「地域経営会議設立に係る検討会議」の会長職を引き受けることとした宮下さんの判断

平成２8年（2016年）

・「真田の郷まちづくり推進会議」の前身である「真田地域のまちづくり準備会」会長に就任する

決意を固めた宮下さんの判断

・「地元だけで行政主導で進むよりも、外部の人の力も必要だ。」と感じ、当時信州大学に在籍さ

れていた新先生にファシリテーターをお願いした宮下さんの判断

・ただ新しい組織を立ち上げることに疑問を感じ、組織の必要性に立ち返った上で、中立的な立ち

位置でファシリテーションを行い、住民に気持ちを発散してもらうことを心掛けた新先生の判

断

・住民主導の組織立上げの動きを後押しする宮崎さんの判断
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（写真１ ヒアリングの様子（2018.2.24）） 

Ⅰ 地域の概要 

上田市真田
さ な だ

地域は平成 18年（2006年）３月に旧

真田町が上田市に合併したもので、36の自治会の中

に本原
もとはら

、長
おさ

、傍
そえ

陽
ひ

、菅平の４つの小学校区がありま

す。これは、旧真田町が昭和 33年（1958年）10月

に合併した旧村（本原村、長村、傍陽村）に１校ず

つ存在するものです。（菅平は長地区の中心部から

距離があることから、小・中学校が設置されている

ため、小学校区は４つ。） 

世帯数 4,020 戸、人口 10,337 人、高齢化率（65

歳以上）は 32.1％（平成 30年(2018年)３月現在） 

の地域です。 

平成 28 年（2016 年）度に放送された真田丸の主人公真田信繁（幸村）の生誕地として一躍脚

光を浴び、多くの観光客が訪れる観光地です。また、菅平は夏季の大学ラグビーの合宿、冬季の

スキー等スポーツのメッカとしても有名です。 

 

Ⅱ 市町村をめぐる動き 

平成７年（1995年）に地方分権推進法、平成 12年（2000年）に地方分権一括法が施行された

ことに伴い、地方分権改革が進み、平成 18年（2006年）３月に旧真田町は上田市、丸子町、武石
た け し

村

と対等な立場で地域のまとまりを大切にしながら、地域全体の発展を目指す「分権型合併」を行

いました。 

そのような状況の中、合併後の上田市では、①合併に対する住民の不安を払拭する体制づくり、

②住民の自治意識の高揚、③地域のまとまりを大切にしながら上田市全体の発展を目指す「分権

型自治」実現の体制づくりを目指しました。この取組を達成するために段階を設定し、「地域内分

権」の確立に向けた取組が始まりました。 

上田市の地域内分権に向けた段階的取組は、合併後の地域自治センター及び地域協議会の設置

から自治基本条例の制定などを経て、最終段階の住民自治組織の設立促進へと進んでいきました。 

平成 27 年（2015 年）９月に地域協議会委員と自治会連合会役員による「地域経営会議設立に

係る検討会議」を設置し、真田地域のまちづくり準備会の設立に向けての具体的な検討を重ね、

まちづくり準備会の骨格となる委員構成案や規約案、名称案等を決定し、平成 28 年（2016 年）

３月 23日に「真田まちづくり準備会」を設立し、議論を重ね平成 29年（2017年）７月１日に「真

田の郷まちづくり推進会議」が設立されました。 

 

Ⅲ NPO法人ほこほコネクトの設立 

「当初、全く地域づくりは考えていなかった。」真田の郷まちづくり推進会議（以下「推進会議」

という。）の会長宮下俊
とし

哉
や

さんは言いました。宮下さんは上田市真田の長
おさ

にある長谷寺
ちょうこくじ

の住職です。 

宮下さんの活動の原点は、曹洞宗青年会のボランティア活動がきっかけでした。青年会では人

口減に伴い檀家制度も変わっていく中で、青年僧は何をしていくべきかを考えました。 
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そうした中、阪神淡路大震災のボランティア活

動に参加し、そこで社会活動の重要性だけではな

く、他の団体等との協力の必要性を感じたそうで

す。その後、地元の社会福祉協議会ボランティア

センターの運営にも関わり、その活動の中でも全

国の被災地の復興支援活動に参加しました。 

被災地では、ボランティアが届かないところが

あり、一人暮らしの高齢者が、災害の発生で暮ら

せなくなっていました。「災害の起きていない自

分の地元も同様ではないか。もし、災害が地元で

発生したら、自分たちだけの力でやっていけるのか。学んだことを地元に還元しなければならな

い。」と感じたそうです。そこで、平成 22年（2010年）に全国社会福祉協議会との関わりで「Ｎ

ＰＯ法人ほこほコネクト（※）」を立ち上げました。 

ＮＰＯ法人を立ち上げた理由を宮下さんは、「人として生活している以上、共通の課題があって、

近隣の人だけではなく遠くの人との連携も大事である。」と考えたそうです。 

もう一つのきっかけは、活動に対する覚悟を決めるためとのこと。法人格を持つとルールに基

づいた運営をしていかなければならなくなります。そういう意味で、ＮＰＯ法人化による活動を

展開することが、活動に対して覚悟を持って取り組むことを意味しているのだと思いました。 

実際に様々な活動を行うには助成金や補助金が必要となります。そのためには法人格が不可欠

で、車両の所有や外部との折衝にも法人格が必要になります。設立時のメンバーに行政書士や行

政のＯＢ、若手の方がいて、行政手続等はそれらの人に任せました。 

こうして地域活動に積極的に携わっている宮下さんも、すぐに活動に関わったわけではありま

せん。大学卒業後は地元に戻らず、会社勤めを経て、地元に戻ったそうです。 

帰郷後、宮下さんは、「自分が住んでいるのは山の中なので、自分から地域に出て行かないと終

わってしまう、自分から出て行ってアクションを起こさなければいけない。」と思ったそうです。

それから、消防団をはじめとした地域活動に積極的に参加するようになりました。ほこほコネク

トのメンバーは、宮下さんの近所の方や知り合い、飲み仲間、それに、それぞれの付き合いの中

で集まったそうです。 

地域活動に携わる中で宮下さんが感じたことは、移住者の方は、地域になじもうとして地域活

動に積極的に参加してくださることです。それにより、受入側の地元の方と移住者の方との交流

が生まれ、活気ある活動につながっているそうです。 

また宮下さんは、「僧侶をしているので地域住民のいろいろなことがわかってしまう。」と言い

ます。そのため、相談を受けると、その事情にあった顔を繋げることができるそうです。 

「声をかけられたら断れないので、役を受ける。受けてやってみると、共通する面がある。学

校に行って話したことが民生委員の仕事やＮＰＯの活動にもつながることがある。地域のイベン

トに参画することで仲間が増える。」と宮下さん。さらに、ＮＰＯ法人の定例会は、お寺で開催し、

互いに親睦を深めていくこともあるそうです。こうして、仲間が広がっていきました。 

 

（※）ＮＰＯ法人ほこほコネクト 

（写真２ 真田の郷まちづくり推進会議会長 宮下俊哉さん） 

宮下さんを中心に地元住民を主体にしたボランティア組織。活動を通じて地域の人の社会参画や人の繋が

りを通じてあたたかい貢献を目的にしています。 
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Ⅳ 真田まちづくり準備会設立 

住民自治組織の機能を持つ「真田まちづくり準

備会（以下「準備会」という。）は、地域内分権の

取組の最終段階として、地域協議会を中心に設立

されたと、上田市真田地域自治センター地域振興

課の宮崎忠
ただ

博
ひろ

さんは説明しました。平成 27 年

（2015年）９月に「地域経営会議設立に係る検討

会議」を設置し、準備会の設立に向けて 10回ぐら

いの会議が行われました。そこで、地域で活動す

る宮下さんに会長になってもらいました。 

 

それまでに宮下さんは上田市との合併を契機に設置された地域協議会の会長を平成 18年（2006

年）から２期４年務めていました。上田市の他地域は、各地区の自治会長がメンバーになってい

て、毎年任期が終了して交代していました。 

検討会議では、上がってくる意見は行政に対する文句ばかり。「私も準備会の会長に就くことに

疑問を感じており、当初厳しいなと感じていました。」と宮下さん。「準備会の会長を仕方なく引

き受けたが、頼まれた委員が並ぶ中で、委員もどうしたらいいかわかりませんでした。地域の中

心になってくれと言われても委員は戸惑っていました。」と当時のことを振り返ります。 

検討会を踏まえ、平成 28 年（2016 年）５月に第１回準備会が開催されました。準備会の設立

に当たっては、行政的な色合いが非常に強くありました。そんな中、宮下さんは準備会の進め方

に大きな不安を持っていました。 

また、委員のなり手がいませんでした。既に、皆いろいろな役職を兼務していて、生産年齢の

人はまちづくりに関わる機会が多くありませんでした。生産年齢の人、充て職でない人、声掛け

の人は、自分に責任を感じるので、委員に最適と宮下さんは考えていました。充て職だと、その

職にある期間だけは責任をもって活動しますが、時期が来ると交代してしまいます。また、今後

を考えると、手上げの人か声掛けの人のほうが永く関わってくれると考えたそうです。 

 

Ⅴ ファシリテーター新
しん

先生の登場 

準備会を進めていく中で「地元だけで行政主導で進

むよりも、外部の人の力も必要だ。」と宮下さんは感

じるようになりました。真田の地域性で住民は理詰め

で話をするため、理論立てて話をすると納得するから

です。 

そこで、当時信州大学に在籍されており、現在は東

京大学の新雄
ゆう

太
た

先生にファシリテーターをお願いし

ました。宮下さんは、以前新先生が開催していた「地

域戦略プロフェッショナル・ゼミ―中山間地域の未来

学」の受講生だったのです。そのゼミの参加者とは今 

もつながっており、その縁から新先生にお願いしたそうです。それともう一つお願いした理由が

（写真３ 上田市真田地域自治センター地域振興課 
宮崎忠博さん） 

（写真４ 東京大学大学院工学系研究科都市工学専攻 
特任助教 新 雄太先生） 
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ありました。それは、新先生が若い先生だったからです。 

これまで宮下さんが見てきた例の中で、年配の研究者だと自分のやりたいことだけをやって、

地元は調査に使われるだけという残念な事例もあったことが大きな理由でした。 

新先生の加入は非常に有効でした。精力的で若手ということが大きかったようです。「永く関わ

っていただくには若手の方がいいと思います。研究発表だけして離れてしまうのではなく、永く

関わっていただけることが重要だから。」と宮下さん。   

いずれ次世代に引き継いでいかなければならないので、若い方に関わって欲しいという思いが

強かったそうです。 

そもそも、準備会は設立されたものの、最初か

ら推進会議の立上げありきの会合でした。委員も

地区の役員などの充て職が主だったので、早く役

を降りたいという人が多くいました。宮下会長自

身もこの会が必要なのか迷っていました。同様に、

新先生も既存の組織ではダメなのかという疑問を

持っていました。そのため、新先生が最初に参加

した準備会で、先生が委員に「この会議、作る必

要ありますか？」と投げかけると、委員が皆頷い

ていました。新先生は、第三者的な中立的な立ち

位置で臨みました。宮下会長としては、地域にいる以上あまり好き勝手なことも言えません。そ

のため、バランスを取らざるを得ませんでした。また、委員同士も言いたいことが言える状況で

はありませんでした。そこで、新先生はワークショップの形式を取り入れ、ともかく最初は委員

に気持ちを発散してもらうことを心掛けたと言います。 

準備会を月２回のペースで開催し議論を深め、さらに、準備会で話し合いをしていてもその中

だけなので、住民懇談会における各地区や団体への説明を行い、延べ 900 人が参加しました。そ

の説明を準備会の委員が行いました。委員には消防団やＰＴＡの方もいたので、それぞれの選出

母体で委員が説明を行いました。今まで受け身であった準備会の委員が、今度は説明側にならな

ければならず、それを契機に委員の意識も大きく変わりました。「話し合っているのは自分の世代

の話ではない。20年 30年後を見据え、今の小中学生の未来に向けて、今何をすべきかだ。」と委

員たちも思い始めました。 

それでもまだ、毎回の準備会のアンケートで「立ち上げる組織とは何か」という疑問の声も多

く見られたそうです。 

 

Ⅵ 真田の郷まちづくり推進会議設立 

上田市内の他の協議会とは異なる独自のやり方により、16回の準備会を経て、平成 29年（2017

年）７月に「真田の郷まちづくり推進会議」の設立総会が開催されました。 

準備会は、最初全員充て職で始まりましたが、「ワークショップを行う中で、６名がまちづくり

推進会議のメンバーになりたいと言ってくれ、助かりました。」と宮下さん。メンバーにはなれな

いけれど、サポーターになるという人も現れたそうです。 

（写真５ ワークショップの様子） 
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「他地域の協議会と設立経過等が違っていて

行政と対立していると映るかもしれないが、そこ 

は十分理解しているつもり。行政は本来条件を整

えるのが仕事だと思います。」そう語る宮崎さん

は、準備会から推進会議立ち上げにあたり、上田

市と住民の間に立ち、各種調整を進めてきました。

「あえて板挟み役となって行政との調整を行っ

てくれる宮崎さんが来てくれたことで、準備会の

雰囲気がガラッと変わったと感じています。」と

宮下さんが振り返りました。 

「さなぎは、幼虫のうちは中がドロドロしている変態生物。変態という言葉を使ったら怒られ

ましたが。さなぎの中で分化していて、体の組織を作っていく。今はさなぎの状態でいいかなと

思います。」と立ち上がったばかりの推進会議について宮下さんは語ります。 

「立ち上げてからもいろいろな意見が出ました。個別に手紙をくれる人もいたり、行政の言い

なりはだめだとの意見があったり。現在、行政、自治会からの依頼も多い状態です。まだ、うま

くいっていない。立ち上げたはいいが、後ろを決めて強引に立ち上げたので、この先を地域で考

えることになっています。現在の課題は、メンバー同士に意思疎通の場がないことで、生産年齢

の人を多くメンバーにしたので、日程的になかなか集まることができないことです。」これが現在

の宮下さんの思いであり、推進会議の現状です。 

「組織基盤整備を平成 29 年（2017 年）度に謳い、今後活動を模索しています。理事会では、

充て職は理事に入らない、その代わり地域協議会には地域の代表に入ってもらい、チェック機能

を果たすことでやっていく。若手の委員もどう活動していくのか、どう作り上げていくのか、ミ

ッション、ビジョンがわからない。みんなが模索している途上です。それを本来は地域全体で考

える場が必要です。今後どう運営していくのか、どう厚みを持っていこうか、どの方向に向かっ

ていくのか。結論は出ないと思う。どう意思疎通を図って行くか、連絡を取るのも難しい。情報

伝達も難しい。苦しむ中で生まれるものがあると思っている。もっともがいていいかなとも思っ

ています。」と宮下さんは言いました。 

なお、今回ヒアリングを行った日には、推進会議主催による「真田の郷タウンミーティング」

が開催されました。タウンミーティングを通して、課題を地域全体で共有し、関係する各種団体

の横の連携を図る取組が始まったところです。 

今後は、横の連携を活かしながら各種団体との協働により課題を解決するため、宮下さん達の

挑戦は続きます。 

 

 

【ヒアリング実施日：平成 30年(2018年)２月 24日、場所：上田市真田総合福祉センター】 

（写真６ 当時の様子を語る 
（左から）宮崎さん、新先生、宮下さん） 

） 
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（コラム） 新先生に聞く！ ファシリテーターとは？ 

 

 ここでは、真田の郷まちづくり推進会議の立ち上げに関して、ファシリテーター（※１）とし

て関わった東京大学の新 雄太先生に単独インタビューを行い、ファシリテーションに関する工

夫等について伺いました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

聞き手： なぜ、縁もない真田に入る判断をされたのですか。 

新先生： 真田の郷まちづくり推進会議（当時はまだ準備会）会長の宮下さんから頼み込まれた

ことがきっかけです。 

その時点で既に準備会を３回開いていたのですが、宮下さんはこの先どう進めてよい

かわからないと悩んでいました。宮下さんは信州大学主催の「地域戦略プロフェッショ

ナル・ゼミ（※２）」の修了生であり、その縁から私に白羽の矢が立った訳です。 

     ただ、宮下さんの地域活動での実績を知っていたので、なぜここまで困っているのか

は疑問でした。 

  

聞き手： 様々な地域活動を行っている宮下さんが困っていたのはなぜですか。そして、新先生

がそこに気づいたのはなぜですか。 

新先生： 宮下さん自身が「小さな拠点」や「地域運営組織」という新しい言葉に惑わされてい

ました。また、行政がやりたいことと地域の現状とのミスマッチが当時から言われてい

て、そういう問題意識があったので、話を聞きながら、互いに整理しました。 

 

聞き手： 「言葉に惑わされた」というのは、「小さな拠点」や「地域運営組織」といった新しい

言葉から、何か新しいものをゼロから作らなければならないという誤解があったという

ことですか。 

新先生： （拠点や組織とは）一体何なのかということですね。その必要性がわからないのに何

が作れるのかということです。 

 

聞き手： 「旗となるものが無く、立て方もわからないのに無色の旗を立てるのか」ということ

ですか。 

新先生： そのとおりですね。何のためにやるのかが分からない。なぜ拠点や組織について国が

言っているのかをまず住民にお伝えして、その裏として、人口減少でお金の問題と行政

サービスの問題があるということが背景であるという認識が、宮下さんを含め住民の皆

さんに共有できていませんでした。 

 

 新 雄太 先生 

【東京大学大学院工学系研究科都市工学専攻 特任助教】 

建築設計・意匠、地域運営、空き家活用まちづくり等を専門領域としながら、

長野県各地の様々な地域づくり事例に精通し、信州大学在職時には地域課題解

決人材育成講座「地域戦略プロフェッショナル・ゼミ」に中心的な存在として

携わる。多様な主体が関わるワークショップの開催経験も豊富 
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聞き手： お恥ずかしい話、我々行政の人間も分かっていない所があると感じています。 

新先生： 地域の人も、聞けば充て職で集められていて、行政主導の色が強いと聞きました。結

局は『対話』しかないと判断したわけです。ただし、相当手探りで進めたので、正直言

ってゴールは見えていませんでした。 

     私は、第４回の準備会から真田に入りましたが、その冒頭で「本当に（地域運営組織

を）作る必要がありますか。」と発言したら、住民の多くが頷いていました。その様子を

見て、地域の合意形成とか共通理解がない状態で動き出してしまっていることが分かり

ました。 

     学びの機会を得ながら、いかに地域の方々の言葉を拾っていくかということを準備会

という場を通じてやっていかない限り、

まず共通理解ができませんし、何も作る

必要がないと感じました。結局今のこの

状況で豊かであるし、そこまで皆が困っ

ていなくて、地域の役も多く担っている

ため、こうした状況の中で新たにという

のは難しいという思いでした。 

 

聞き手： ワークショップの中で地域の物語は何

か、そしてそこから導き出される真田の

強みや課題は何かを議論していらっし

ゃいましたが、そのあたりの工夫された

点についてはいかがでしょうか。 

新先生： 地域の方の思いを一言で言えば「面    

倒」ということです。「平日の夜７時か 

ら仕事終わりに来ていただくのは面倒 

ですよね。お越しいただくだけである意 

味拠点はできていますよね。」という話 

から始めて、「面倒ですけれども、この    

地域を次代にいかに繋げていくか。皆が 

それぞれ思っている真田の印象や良い 

ところ、課題というのは人によって違 

うので、アイデアを出す場ではなくて、 

皆さんの文脈や地域に対する想いなどを語ってもらう場としましょう。」としました。 

     結局、最初からアイデアを出すとなると、住民は黙ってしまいます。これはワークシ

ョップのタブーです。現時点は、ある流れの中の一面に過ぎないので、各人がこれまで

取り組んできたエピソード等を地域の方を先生として教えてもらうスタンスで臨みまし

た。ファシリテーションというのはそういうことだと思います。この場で最も分かって

いない生徒ということです。 

また、いかに「聞く」ことができるかが重要です。ファシリテーターは聞いた内容に

解釈を与えたり、翻訳したり、地域の価値を見出したりする「デザイン」のお仕事だと

思っています。ファシリテーショングラフィック（※３） のようにその場でホワイトボ

ードにどんどん書き出してもらうとか、模造紙に書き「見える化」していくと、自然と

合意形成ができたよう
．．．．．

に見えます。この偶発性を楽しみながら声を蓄積していきます。 

この積み重ねが重要で、１回ではどうしてもできません。その回ごとにまとめはして

いますが、参加者には「発散型」で書いてもらいます。「今日はいっぱい言いたいことが

言えたな」という風に思ってもらうことが大事です。 

（写真１、２ ワークショップの様子） 
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その場で取り上げられなかったものは、アンケートに記入してもらいデータとして活

かしながら、アンケートでの意見も次の回で全体意見と併せて共有する。 

     こうした流れで進めていったので、ワークショップのストーリー自体の質が上がった

のではないかと思います。 

 

聞き手： 新先生がワークショップで行った「発散」と「収束」について、「収束」をどのように

行ったのでしょうか。 

良くあるのは、似たような意見が貼られた部分を丸で囲むというものですが…。 

新先生： 収束は難しいですね。ただ、気を付けているのは、「キーワードで括らない」ことです。 

例えば、模造紙等に農業にまつわるキーワード（担い手、高齢化等）が並んでいたと

しても、それらを「農業」というキーワードでは括りません。 

     その代わり、「言葉（フレーズ）」で括ります。具体的には、括った言葉（ふせん）を

見るだけでストーリー（どんなことが話し合われたか）が第三者にも分かるようにする

ものです。これはファシリテーター側の能力に依るところも大きいでしょう。参加者（ア

ウトプットする側）には言いたいことを言ってもらうことが重要です。 

     例えば、「担い手」、「高齢化」といったキーワードがあれば、「これからの担い手がい

ないことが心配」というフレーズで括ります。これが非常に大事なことで、これは模造

紙を見てその場で口頭で確認しながらまとめていきます。 

     ちなみに、キーワードを他のキーワードで括ったところで、話は先に進みません。フ

レーズで括ることが極めて重要です。このやり方でワークショップを進めれば、括った

フレーズだけで声が浮かび上がってきます。 

次に大切なのは「ささやかに肯定してあげること」です。「これってこういうことです

よね。」という聞き返しとちょっとした深堀りをするとなお良いですね。この繰り返しも

重要です。 

 

聞き手： 最後に、新先生にとって、ファシリテーター（ファシリテーション）とは何でしょう

か。 

新先生： そんなに大層なことは言えませんが、価値を見出すお手伝いでしょうか。 

あくまでもお茶の間視点で「聴き」「問う」エンターテイナーのようなものですかね。 

聴いて、問う反すうの中で、同じものなのに違って見えてくる。 

そんな価値を見出すことを、焦らず時間をかけて、そして誰よりもファシリテーター

が自分ごととして楽しく向き合えることが大切なのかもしれません。 

 

聞き手： 新先生ありがとうございました。 

 

（※１）ファシリテーションとは、人々の活動が容易にできるよう支援し、うまくことが運ぶよう舵取りするこ

と。集団による問題解決、アイデア創造、教育、学習等、あらゆる知識創造活動を支援し促進していく働

きを意味し、その役割を担う人がファシリテーター。 

（特定非営利活動法人 日本ファシリテーション協会ＨＰより） 

（※２）地域戦略プロフェッショナル・ゼミとは、信州の地域資源や活性化に関心を持つ方々とともに、地域を

未来へと繋ぐ革新的な知を創造する「地域協働型の人材育成プログラム」。信州大学において平成 26年度

から平成 29年度にかけて開催 

（※３）ファシリテーションを行う時、「何について（議論の対象）、どのように（議論の構造）話しているか」

参加者の認識を一致させるために、発言を記録・図式化したもののこと。 

 

【インタビュー実施日：平成 30年(2018年)２月 15日、場所：長野県庁】 
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上田市真田「真田の郷まちづくり推進会議」設立までの取組のポイント 

 

 

 

 

○ 地域に縁のない、新先生が行政と住民の間に立ち、住民側と行政側の考えを理解した上で、

住民対話型のワークショップや住民懇談会等をプロデュースした点 

○ 地域に縁がないからこそ、しがらみがなく、地域のことを一生懸命考える姿勢を住民に見せ

ることで、住民の信頼感・親近感を上げることができた点 

○ 住民一人ひとりがアウトプットを行う機会を創出し、そこから地域の強み・弱みを住民自ら

が捉え、強みや課題を生かすための取組を行いたい住民が生まれ、想いが繋がっていった点。

（住民曰く、「先生、僕たちを育てたでしょ」） 

○ 対話のポイントを「子どもたちの未来を考える」こととし、住民のやる気を引き出した点 

○ ワークショップ等の際は、新先生が内容を分かりやすく解説し、意味付けをした上で、発散

と収束を繰り返しながら合意形成を進めた点  

 

 

 

○ ワークショップ型の対話の場を時間をかけてじっくり・継続的に実施した点 

（１年間で 21回実施、延べ 22団体・900名を超える住民と懇談会を開催） 

○ 会議を「受け身」で終始することなく、頭と体を使って考え、一人ひとりがアウトプットし

続ける「生み出す会議・決めない会議」を実践した点 

（いわゆる「発散」と「収束」を繰り返しながら進め、ワークショップに来てもらったら「発

散」してもらい、発表することで共有ができ、そういう中で合意形成（「収束」）されていくと

いうやり方で進めた点） 

○ 対話の後にはアンケートを実施し、一人ひとりの思いや言えなかったことをしっかり記述し、

次回にその意見を紹介することで、住民一人ひとりが活動に参画しているという満足度を上げ

た点 

 

 

 

○ ワークショップ型の対話を通じて、様々な視点で地域を見ることにより、地域に宝が溢れて

いるということに気づいてもらうことができた点 

○ 地域に溢れている宝を子どもたちのためにどう活用するかを考えてもらうことで、地域全体

で取り組む機運が生まれた点 

（機運が生まれた後は住民から様々なアイデアが出されるようになった。） 

○ 他の地域運営組織の活動を視察し、その中心メンバーと意見交換を行ったことでその後の活

動のイメージを住民が共有した点 

【ポイント１】 ファシリテーターの存在 

【ポイント２】 対話の積み重ね 

【ポイント３】 活動や思いを地域で共有し、取組に対する機運を醸成 
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上田市真田地域 真田の郷まちづくり推進会議 関係図（活動展開図）

上田市真田地域 真田の郷まちづくり推進会議のこれまでの歩み
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長野市信州新町地区について

4,125人 （参考）長野市全体

（H30.3.1現在） 　　　379,835人

1,910世帯 （参考）長野市全体

（H29.12.1現在） 160,270世帯

49.4% （参考）長野市全体

（H30.3.1現在） 28.8%
高齢化率

人口

世帯数

２－３　地域の葬儀文化をこどもたちに伝えたい
　　   　～ＮＰＯ法人ふるさとの葬祭ビジネス（長野市信州新町地区）

芋井

浅川

松代

若穂

篠ノ井 松代

（西条）（豊栄）

（保科）

（信里）
犀川

ＪＲ

小田切

芋井

七二会

戸隠
鬼無里

大岡

信更

中条

信州新町

ＪＲ長野駅

長野市信州新町地区地図

出典：長野市ホームページ

信州新町地区中心部地図

信州新町支所

信州新町水防会館

ＮＰＯ法人ふるさとが指

定管理事業者である、葬

祭事業の拠点

１階：商工会会議室

２階：アクアホール 商店街立地エリア

f
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〇 取組の概要

地元商店街の商店主として、また、中山間地域に暮らすことに誇りを持つ地域住民として、自らの手に

よる冠婚葬祭事業や高齢者配食サービスを展開する「ＮＰＯ法人ふるさと」。長野市の中でも高齢化が著

しい地域の中において、ビジネスベースで持続可能な取組がどのように形成され、展開しているのか、時

代背景を重ねながら、活動のきっかけや転機を探りながら実現に至るプロセスを分析した。

〇 分析集における３つの視点

１ 住民がつくりだしたいと思う状態

高齢者が多い地域では知人の死は住民に身近なことで、住民の思いを地域で共有し、孤立すること

がない状態

専門業者に委託し地区外で葬儀を行うことも当たり前になってきたが、かつての自宅葬のような住

み慣れた愛着のある町で心に残る葬祭が執り行われる状態

人口減少で周辺部から中心部に人が流れ、あきらめざるを得ないものが増えてくる中、昔から地域

が育んできたアイデンティティは次の世代にも受け継がれていく状態

２ 地域にある物語

脈々と受け継がれてきた葬儀を地域の文化と捉え、その風習やしきたりを子どもたちにも伝えてい

こうとしている大人たちの物語

住民が求める足元の需要に気づき、一つの商店では提供できないものを、協力により供給体制を確

立した商店主たちの物語

３ 分岐点と判断

平成12年(2000年)

毎月１回の「朝市」スタート。商店街の活気を取り戻そうと、有志数人が集まり、できることから

始めることとし、組織を束ね大規模に実施しようとはしなかった。

平成14年(2002年)

葬祭請負スタート。大手専門業者のやり方をまねるのではなく、地域のお寺から仏事や作法を学び、

葬儀に関わる人の役割を、自分たちの葬儀の体験や記憶をもとに新町らしいやり方を考えていった。

平成23年(2011年)

高齢者宅配スタート。コミュニティの強化のため見守りも兼ねた新たなサービスを展開。収支的に

厳しくなることは覚悟の上、「ふるさと」の事業をトータルで考えた。

平成29年（2017年）

地域おこし協力隊をアルバイト雇用。隊員の活動の合間に、月４回程度の現金収入を得られる機会

として雇用の場を提供している。
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Ⅰ 背景 

 長野市信州新町は長野駅から国道 19号を車で約 40分、

犀川の中流、谷あいに広がる中山間地域で、いわゆる「平

成の大合併」で長野市に編入した旧町村のひとつです

（図１）。昭和 40年代の高度成長期に１万人を超えた人

口も、平成 30年(2018年)３月時点では約４千人、高齢

化率 49.4％（長野市全体 28.8％）で長野市の中でも高

齢化が著しい地域です。 

 信州新町中心部には、長野市の支所（旧役場）、病院、

銀行、小学校、中学校、コンビニ、商店などが徒歩圏内 

にあって住みやすい町ですが、かつて 160あった商店も 

平成 30年(2018年)１月時点では 50店舗程度で、商店主達は「この町から商店が無くなったらこ

の町は終わる」という強い危機感を抱いています。 

 商店街の活気を取り戻すため、平成 12年(2000年)１月から有志数人で、毎月１回、地元のス

ーパーの駐車場で朝市を始めました。平成の大合併の真っ只中、ＮＰＯ法人制度や介護保険制度

が始まった頃のことです。その時の有志の一人が地元で衣料品店を営む黒岩伸
のぶ

雄
お

さん（写真１）

で、ＮＰＯ法人ふるさとの理事長も務められ、平成 30年(2018年)１月 18日に県庁で事例発表を

していただきました。（写真２） 

空き店舗が増加し、町の活気が失われつつある状

況を前に、どうすればよいか仲間で意見を出し合う

中、「地域のセレモニー支援事業」というアイデア

が出たのが、平成 13年(2001年)頃のことでした。 

 この地域においても、かつて葬儀は自宅（写真３）

や菩提寺で家族や親戚が主体となって執り行われ

ることが一般的でしたが、葬儀を支える家族の高齢

化や核家族化、生活様式の変化により専門業者に依

頼することが主流となり、長野市中心部のセレモニ

ーホールで行われることが多くなっていました。 

菩提寺の側でも、遺族や参列者への負担の配慮か

ら、葬儀と同じ日に初七日の法要を行うなど、現代

の生活に合わせた変化もありました。 

 

葬儀は突然の出来事で、喪主や喪主をサポートす

る亭主役は、数日という短期間に非日常的で多忙な

スケジュールをこなさなければなりません。準備の

時間も限られる中、行政機関、医療機関、菩提寺の

住職、親戚や故人の関係者、ご近所の方々、遠方か

らの参列者など様々な関係者と調整しながら、目の 

前のことに迅速に対応しなければなりません。葬儀の簡素化、簡略化も自然な流れで、喪主が専

門業者に発注するというやり方も私たちの生活に定着しています。 

（写真２ 事例発表の様子） 

（写真１ ＮＰＯ法人ふるさとの皆さん。      

前列右から 3番目が黒岩さん。） 

（写真３ 自宅での葬儀の様子） 
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 その一方で、地域の個性や風習、昔からの所作や作法も、葬儀の中から姿を消していきました。

新町の商店主たちは、葬儀を地域の文化と捉え、地域のしきたりを子どもたちに伝えようと、葬

祭ビジネスに向き合いました。 

「葬儀の司会進行、仏事も知らないことばかり。宗派によってやり方も違うので、各宗派のお

寺に出向き、一から教えてもらいました。」と、黒岩さん。地元の葬儀に関しては、これまでの

経験や知識はあったことと思いますが、あらためて学んでみると奥が深く、得られた知識はその

後の葬祭ビジネスにも活かされていくことになりました。 

 

Ⅱ 葬祭ビジネスの始まり 

 平成 14年(2002年)５月、９人の商店主で任意団体「セレモニーふるさと」を立ち上げ、「商店

街の復活」、「コミュニティの強化」、「文化、しきたりを子どもたちに継承する」の３つを柱に活

動を開始し、初めて受託した業務は小中学校の歓送迎会でした。一つの商店では提供できないサ

ービスを、各商店で持ち寄り、協力することで今まで地域になかったサービスの提供を実現しま

した。「ふるさと」は商店主の集まりなので、何が足りていて、何が不足しているかは、経営者

としての経験や感覚が活かされたので、全く経験や知識のない人が一から計算するよりも短期間

で地域の供給力の現状を把握することができました。 

 歓送迎会は、あらかじめ日程や参加者が決まっ

ているのである程度余裕をもって準備できますが、

葬儀はある日突然、依頼を受けた瞬間から慌ただ

しく準備が始まります。お斎
とき

（精進落とし）のお

膳にしても、複数の商店で調達した料理や商品を、

会場で素早く一つのお膳にセットしなければなり

ません。いつでも滞りなく対応できるよう事前に

段取りを何度も確認し、初めて葬儀を受託したの

は、平成 14年(2002年)９月、メンバーの家族の葬

儀でした（写真４）。 

 平成 29年（2017年）は年間 50件程度の依頼がありました。季節変動の影響はほとんどないと

考えられるので、計算上１週間あたり１件程度の請負になりますが、「不思議なもので、葬儀は

しばらくないな、と思っていると立て続けに依頼がきます。１週間に複数の葬儀も珍しくないで

す。」と、黒岩さん。 

葬儀の依頼はメンバー９人の誰にしてもよく、依頼を受けた人が家族との打ち合わせ、会場の

準備、お膳や引き物の手配など一切を取り仕切り、急な 200膳にも対応できるようになりました。

メンバーだけでは人手が足りないので、近所のおばちゃんにもあらかじめ手伝いの声を掛けてお

き、その時になれば手伝ってもらいます。おばちゃんにとっては突然の仕事になりますが、１週

間に１回程度、友引の日に葬儀が行われることはないと思えば、協力しやすい業務でもあります。 

 また、「ふるさと」自体に事務所はないので、依頼を受けたメンバーの商店が「ふるさと」の

葬儀の事務所として機能します。遠方の喪主ともあらかじめ連絡をとっておき、突然都会から来

た喪主と、近所の人たちとの間で摩擦が起きないよう丁寧に地域のしきたりや伝統を伝えていく

という配慮をしています。 

 「ふるさと」は文化、しきたりを子どもたちに継承することを活動の３本柱の一つに掲げてい

（写真４ 葬儀の段取りの確認の様子） 
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るので、子どもたち一人一人に旅支度の役割を与えたり、参列者の見送りをする中で一言でも会

話が生まれたりすることを大切にし、世代を繋ぐ文化やしきたりに関わる部分を省略することは

ありません。「住職によっては、子どもたちにご遺体に触れさせることもある。人の死がどうい

うことか感じ、命を大切にする子どもたちになってもらいたい。」と、黒岩さん。 

 

Ⅲ ＮＰＯ法人化 

 平成 16年(2004年)１月、ＮＰＯの法人格を取得

したことで、葬祭事業の拠点となる水防会館（写真

５）の指定管理事業者となりました。１階の商工会

会議室で葬儀・儀式を行い、２階のアクアホールで

お斎の席を設けるというスタイルを確立させまし

た。 

なお、この地域の葬儀はお骨を搬入して行う「骨

葬」が一般的で、公共施設や民間の貸しホールでは、

遺体の安置ができない所が多くありますが、骨葬と

いう慣習が公共施設での葬儀を可能にし、「ふるさと」が関わることができるケースを多くして

います。 

 また、この頃主要メンバー全員が、厚生労働省認定の民間資格である葬祭ディレクター技能審

査２級の資格を取得しました。夜、仕事が終わってから水防会館に集まり、皆で一緒に勉強し、

技能向上に努め、質の高いサービスの提供を目指しました。同業他社には負けられないという商

店主の誇りや気概が感じられます。「地元の業者だからと言って料金が高いと皆さんに怒られま

す。冠婚葬祭事業者はセット料金とは言っているが、払ってみると結構高いことに気付く。価格

面でもなんとかなる。」と、黒岩さん。 

 あるテレビ番組の取材中、「ふるさと」を視察に訪れた県内の町役場職員からの「自分達の地

域にも同業者がいるが、その辺はどう考えたらよいか教えていただきたい。」との質問に、「それ

を考えたら話はそこで終わり。その先には進まない。」と即答した黒岩さん。遺族を中心に地域

の人たちが加わって故人とお別れができるように、「ふるさと」はあくまでサポートする立場を

貫きつつも、これまでに培われた商店の経営者としての厳しさもあります。  

 

Ⅳ 活動の発展 

 「ふるさと」は、葬祭事業を継続することを活動の柱にし

ているわけではなく、「商店街の復活」や「コミュニティの

強化」を目指しているので、葬祭ビジネスを軌道に乗せたら

終わりということにはなら

ず、様々な取組に展開して

いきます。平成 22年(2010

年)から始めた高齢者向け

宅配サービスもその一つで

す。（写真６）昔ながらの御用聞きをしてまわり、依頼のあった

商品を地元の商店街から調達して届けます。 

（写真６ 宅配弁当） 

（写真７ 宅配の様子） 

（写真５ 水防会館の外観） 
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高齢者の二人世帯や一人世帯が多く、65歳以上の高齢者が過半数を占める集落となっている地

域もあり、信州新町地域や近隣の高齢者世帯にお弁当を宅配し、それに合わせて安否確認も行い

ます。お弁当は必ず手渡し（写真７）とし、会話をすることで状況を確認し、前日のお弁当の残

り具合を見ることで健康状態や異変も把握します。お弁当の内容にも気を配り、1週間ごとに信

州新町地域内で業者を替え、毎日違うメニューで届けられ

ます。作り手側も、どうしたら喜んでもらえるか、一生懸

命考えて１週間のメニューを作ります（写真８）。 

 １日あたりの走行距離は 130㎞、４時間もかかり、ガソ

リン代が赤字の要因になっていますが、「高齢者にとって

日々の食事は健康に直結。やり出したらやめられなくなっ

た。」と、黒岩さん（写真９）。ガソリン代を商品の代金に

転嫁し、利用者に負

担を求めることができないことは、恐らくサービスを始め

る前から分かっていて、黒字部門も含めトータルで事業を

考えていたことと思われます。 

また、宅配に従事しているのは障がい者で、「活動の場を

作ることで生きがいにもなる。少しでも生活の糧になれば

と、短時間ですが毎日働いてもらっています。」と、黒岩さ

ん。「ふるさと」のメンバーは、高齢者や障がい者などの生

活が困難な方々を地域で見守り、支え続けています。 

 更に、最近は、地域おこし協力隊など移住した若者を夏祭りをはじめ、地域の活動にも積極的

に誘い、時にはお酒を酌み交わすなど本音で語り合いながら、地域への若者の溶け込みも自然な

形でサポートする人間関係を築いています。「せっかく来てもらったのだから、隊員の婚活も考

えないといけないな。」と、笑顔で話す黒岩さん。「ふるさと」の取組は、これからも多面的に展

開します。 

 

【ヒアリング実施日：平成 30 年(2018 年)１月 18 日、場所：長野県庁】 

（写真８ 弁当作りの様子） 

（写真９ 宅配用の車両） 
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長野市「ＮＰＯ法人 ふるさと」の取組のポイント 

 

 

 

 

 

○ 自らの体験をもとに、自分達が暮らす地域で自分達の手で冠婚葬祭を行いたいと考えた地元

商店主達の着眼点と実施までにこぎつける行動力 

○ 次世代まで地域や文化をつなぐという明確なビジョンや地域に対する思いのもと、昔からあ

るものでできなくなっているものがないかを考え直し、事業を実施した点 

○ 事業の実施にあたり、商店主同士のつながりや、地域の強い結びつきを活かし、一人ひとり

の特技を掛け合わせて事業を実施した点 

 

 

 

○ 地域に密着した身近な需要に気付き、商店が連携し必要な物を地域内で調達することで、総

合的な地域事業を実施している点 

○ 事業実施に当たり、十分な準備期間を設け、ビジネスの視点からシミュレーションを繰り返

し、持続可能性を追求した点 

○ その結果、地域経済の循環や商店街の活性化に繋がり、ボランティアベースではなく、ビジ

ネスベースで持続可能な一石十鳥と言える取組を実施している点 

 

 

 

○ 地域に根付く濃いつながりを強みとして、総合的な見守りを実施している点 

（葬儀の際の域外にいる喪主と予め連絡を取り、円滑な葬儀を実施している点や配食サービス

による見守りを実施している点） 

○ 活動を行う際には、地域の文化やしきたりを大事にすることで、次世代への継承を促す役割

を果たしている点 

○ 冠婚葬祭や弁当の配達等、地域の人に見える取組を着実に実施することで、活動に対する地

域の信頼感を獲得している点 

○ 地元の人達が互いの顔の見える関係の中で、それぞれの役割を果たし、地域を支えている実

感や、地域から必要とされている自信を付け、それをもとに活動がより活発化している点 

 

 

 

【ポイント１】 地元商店主の着眼点・行動力・団結力 

【ポイント３】 地域のつながりから生まれる信頼感 

【ポイント２】 地域経済の循環、一石十鳥の取組 
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長野市信州新町地区 NPO法人ふるさと 関係図（活動展開図）

長野市信州新町地区 NPO法人ふるさとのこれまでの歩み
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下諏訪町御田町について

203人 （参考）下諏訪町全体

（H28.10.1現在） 20,648人

89世帯 （参考）下諏訪町全体

（H28.10.1現在）  8,928世帯

２－４「人」が「人」を呼び込むまちづくり
　　　下諏訪町「御田町商店街」活性化の取組から
　　　（下諏訪町　御田町商店街）

人口

世帯数

下諏訪町御田町商店街地図

出典：下諏訪町より提供

御田町

御田町商店街地図

御田町商店街エリア

ミーミーセンタースメバ

「匠の町しもすわ・あ

きないプロジェクト」

活動拠点

マスヤゲストハウス

42



〇 取組の概要

商店街の空き店舗活用にあたり、単に「モノを売る」のではなく「モノをつくることを通じてコトを売

る」という発想の転換を図り、空き店舗ゼロを達成

その背景にあったのは、「あるものを使い、できる人がやる」という方針の下で、地域資源を活用した

取組を総合的にプロデュースする「地域プロデューサー」の存在、商店街でものづくりをしたいという意

欲ある若者を支える「商店街のおかみさんたち」の存在であった。

この二つの視点から、「人と人との有機的なつながり」による御田町商店街のこれまでの歩みを振り返

り、「人の力が起こした商店街の活性化」を分析した。

〇 分析集における３つの視点

１ 住民がつくりだしたいと思う状態

マーケットのマス（大量消費型）からミニ（高付加価値型）への変化に合わせた「ミニ」のニーズ

に応える地域の価値を創出する。

空き店舗を埋めるだけではなく、よそ者が担い手となり、５年、10年先を見据えたまちづくりを

目指していく。

必要な人材獲得のための「マグネットコミュニティ」への進化を図る。

２ 地域にある物語

地域に根付く「ものづくり」の文化に着目した、空き店舗を活用した「ものづくり」と「商い」の

マッチングに成功した物語（匠の町 しもすわあきないプロジェクト）

「御田町商店街」の価値に着目した物語

・ 単にモノを売るための場所ではなく、ものづくりに機会と付加価値を生み、製品力・ブランド力を

増幅させる。

・ ものづくりを中心に人が集まり、場を創出

・ これらが可能であることが価値であり、アイデンティティ

プロデューサーの立場で、平成29年（2017年）現在の御田町を作り上げた原さんの歩み。

プロジェクトに主体的に関わり、新たな人を呼び込むことに成功したおかみさん会の歩み。

３ 分岐点と判断

平成14年（2002年）

高橋文利町長が立ち上げた「下諏訪町はってん100人委員会」に参加した原さんが、「商店街活性

化グループ」に参加し、よそ者である自分がリーダーになろうと決めた判断

平成15年（2003年）

「匠の町 しもすわあきないプロジェクト」を立上げ、地域の強みである「ものづくり」に着目し、

「商店街活性化のために空き店舗に工房を作ってみよう。」と提案し、実行した原さんの判断

平成15年（2003年）５月

「自分たちの手でお店を１軒作ってみよう。」という目標を掲げ、集まったメンバーの力で第１号

店をオープンさせたプロジェクトメンバーの判断、それを受け入れた地域の判断

店舗が空くのを待つ人たちがいる状態をつくり上げた「みたまち おかみさん会」。このおかみさ

ん会との連携によりプロジェクトを進めていこうと決めた原さんとおかみさん会の判断

平成16年（2004年）～

空き店舗対策から担い手づくりへのステージの変化。「やりたい人」「できる人」が集まる自律分

散型の取組とイベント等に発展させた判断（三角八丁等）

平成23年（2011年）

「御田町スタイル」の開催により、「モノを通して街を売る」取組として、首都圏での「商店街」

展示をやってみようと新たな一歩を踏み出した判断

インターネットでは伝わらない「ホンモノ」を通して、商品の差別化と商圏拡大を狙う。

「商店街ファン」の創出による「マグネットコミュニティ」へのハブ化を実現
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「あれ？ 意外と人通りが少ないなぁ・・・。」  

 

私たちが初めて御田
み た

町
まち

を訪れたのは、

木枯らしが吹き始めた秋も深まる平日

の昼下がり。 

下諏訪町にある「御田町商店街」は、

商店街の再生事例として全国的にも有

名な町であり、一度は行ってみたいと思

っていた町でした。そして、私たちがイ

メージしていた「御田町」は、東京など

で良く見られる「〇〇銀座」的な商店街、

飲食店や惣菜店などが立ち並び、平日で

も大勢のお客が行き交う活気溢れる商

店街でした。（写真１） 

 

「何かが違う」 

これが御田町に対する第一印象でした。 

 

「商店街の活性化＝人の賑わい」をイメージして初めて御田町を訪れた私たちは、まずそのギ

ャップに衝撃を感じましたが、実はこの町、「人の賑わい」はなくても、「人の力」で「商店街の

空き店舗ゼロ」をやり遂げているのです。 

 

高齢化や代替わりなどにより、商店街で空き店舗が増加するという課題は、他の地域でも発

生しています。ここ御田町は、地域の特性である「工業の町＝ものづくり」に焦点を当て、「商

店街はモノを売る場所ではない、コトをつくる場所だ」というコンセプトを掲げ、単にモノを

売るのではなく、作り上げたモノに対し、ここでしか手に入らない「希少価値」を付加するこ

とにより「匠の町」としてのブランドを作り上げました。 

これこそが、私たちが第一印象として受けた「何かが違う」の意味、一般的に他の地域で行

われている「モノを売る」という商店街の活性化との相違点なのです。 

そして、御田町の取組の根底には、「『地域にあるもの』と『地域に合うもの』を活かしてみ

よう」、「新しいお店を開きたいという意欲的な人がチャレンジできる舞台を整えてみよう」と

いう発想がありました。 

 

今回、御田町の取組を紹介するにあたり、これまでの歴史ある御田町の活動の中でも、特に

「人と人との有機的なつながり」に着眼点を置き、そこでどんなことが起こり、現在の御田町

になったのかを紐解いていきたいと思います。 

 

 

（写真１ 御田町商店街） 
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Ⅰ プロジェクトのはじまり 

下諏訪町は、明治期に製糸工業が栄え、戦後は精密機械工業のメッカとして「東洋のスイス」

と呼ばれるほど、国内でも有力な工業集積地、ものづくりが盛んな地域として発展してきまし

た。 

下諏訪駅に程近い御田町商店街は、明治 44年（1911年）、近隣に開業した片倉製糸工場の関

係者や地域住民の生活を支えるために形成された商店街であり、その当時、通りには一日２千

人～３千人の往来があったそうです。  

 下諏訪町で一番賑わっていた時期もあった御田町商店街でしたが、町の中心部周辺の宅地化

の進展や、幹線道路沿いへの大型店出店などの影響を受け、昭和の終わりから平成にかけて往

来人口の減少や高齢化等を理由とした廃業や閉店が進み、平成 15年（2003年）には約 30軒あ

った店舗の 1/3が空き店舗となってしまいました。  

 ことのはじまりは、平成 14年（2002年）11月９日、町政運営のパートナーとして、町と住

民が協働しながらまちづくりを行う住民組織「下諏訪町はってん 100人委員会」が設置された

ところから始まります。 

 「なんだか面白そうだから参加してみようかな。」 

 当日集まった参加者の中に、平成 29 年（2017 年）現在の御田町をつくり上げた、それまで

地域づくり活動とは無縁だった一人のキーマンがいました。 

 

Ⅱ 「人を動かす力」を持つリーダーの存在 

NPO法人「匠の町 しもすわあきないプロジェクト」 

専務理事  原 雅
まさ

廣
ひろ

さん（写真２、写真３） 

 

「諏訪地域は元々は工業の町。実際に観光従事者は少ない。

特に下諏訪町は通過型観光地だったので、ホスピタリティ

がなっていない。工業化が早く進んだため、宿泊者がいな

くてもコンベンションで食べていけたんだよね。」 

これは、御田町の歴史を私たちに語ってくれた中での原さ

んのコメントです。 

  

 平成 14年（2002 年）に設置された「下諏訪町はってん 100 人委員会」では、住民自らの発

意で研究グループを立ち上げることができ、後に「匠の町 しもすわあきないプロジェクト」

となる「商店街活性化グループ」が設置されました。このとき集まったメンバーは原さんを含

めて５名。原さん以外は商店街関係者と１名の主婦の方でした。 

「商店街の仲間だけでは新しい発想が出てこない。外から見た視点で、新たな風を送り込ん

でもらえないか。」というメンバーからの声を受け、幼少期時代を御田町商店街周辺で過ごし

たものの、学生時代には下諏訪町を離れたＵターン組でもあり商店街の店主でもない、いわゆ

る「よそ者」の原さんがこのグループのリーダーとなりました。 

 「自分は商店街ビジネスとは関係ない立ち位置にいる。本業はめっき屋なんだよね。」と語

ってくださった原さん。 

「まちづくりに『ヨソモノ、若者、ばか者』の力を活かし、内から見ているものだけではな

（写真２ 原雅廣さん） 

ヒアリング時撮影(2017.11.20) 
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く、外から見た客観性も必要だと気づいた。外から目線でどれだけ取り込めるかが大事だ。」

という原さんの言葉にあるとおり、外部の人の力により新たな発想を取り入れることは、私た

ちが仕事を進めていく上でも非常に大切な要素になるのです。 

原さんをリーダーとした「商店街活性化グループ」は、商店街の現状をメンバー全員が共有

し、今、取り組むべき課題は何かについて話し合いを始めました。その結果、商店街でまず取

り組むべき課題は「空き店舗対策だ」ということになり、よそ者の力を取り入れて解決策を考

えてみようという第一歩が踏み出されました。 

 各自がアイデアを出し合い検討を重ねていく中で、原さんが目を付けたのは、この地域の強

みである「工業生産」です。 

「そこで培ってきた技術があるじゃないか。」 

「町の中でモノを作っている人がいるじゃないか。」 

 この「ものづくり文化」＋「人」の組み合わせで、「商店街の空き店舗に、工房を作ってみ

たらどうだろう。」という原さんのアイデアにメンバーが賛同し、本格的にプロジェクトが動

き始めました。 

 ここで注目すべきは、プロジェクトを進める上で原さんが取り入れた、工業の現場で一般的

に使われている「PDCA サイクル（※１）」の手法です。目標を設定し、具体的に作業を進めて

いく上での工程表を作り、実行段階では工程通りの作業が問題なく進められているかを絶えず

チェックする。そして問題があれば、速やかに対応策を講じることにより、設定した目標を達

成するとともに、次につなげていくために必要な改善策を検討しながら更なるステップアップ

を目指していく。 

原さんのリーダーシップの下で、このような進め方に馴染みがない他のメンバーも、楽しみ

ながらアイデア出しの作業を進めていくことができたようです。 

（※１）生産管理などの業務で使われる、Plan（計画）、 Do（実行）、 Check（評価）、 Action（改善）の 4

段階を取り入れた業務改善手法 

 

「空き店舗を埋めても、５年経ったらまた空いてしまったら意味がない。５年、10年先に町

が続いていく継続性が重要である。それを考えた時に、教育（人材）、まちづくり（ハード）、

それをつかさどる機能（ソフト、仕組み）を総合的にどう組み合わせるかが重要であり、その

結果として、この地域に住んでいる価値、この町に住んで良かった、この町に住みたいという

ことに結び付けていきたい。」 

これが平成 15 年（2003 年）に立ち上げた「匠の町 しもすわあきないプロジェクト」に対

するリーダー原さんの想いでした。 
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Ⅲ 取組のコンセプト 

御田町では取組を行う際に大切にしている３つのコンセプトがあるので、ここでご紹介します。 

①「リソース」：あるものを使い、ムリはしない 

②「アクション」：できることからはじめ、できる人がやる 

③「シェア」：情報と人脈を共有し、長を作らない（自律分散） 

一つ目の「あるものを使い、ムリはしない」という考え方は、あるものはそのまま活かし、

身の丈に合った取組をしようということです。この「ムリはしない」という心掛けは、取組を

持続させていく上での重要な視点の一つになると考えられます。目的を達成するために無理を

して頑張らなくてはいけないタイミングはありますが、無理をし続ける取組は長続きしません。

無理をしてやり続けることが、必ずしも成功につながるとは言い切れないのです。 

この「ムリはしない」という考え方は、二つ目の「できることからはじめ、できる人がやる」 

ということにも繋がっていきます。やりたいことを思い描くことは誰でもできますが、それを

実行しなければ意味がありません。「自分たちができることを活かして、まずはムリをせずや

ってみよう。」という形でスタートを切ってみることが何よりも大切になるのです。 

一般的な取組として、この部分が足りないからやれ、お金をつけるからやれという形でスタ

ートを切ることになりがちですが、御田町では「できるところからはじめる、できる人がやる」

「餅は餅屋で」という考え方で、メンバー各自が持つ得意分野を活かし、まずはできることか

ら始めてみるという取組を継続してきました。 

原さんの言葉を借りれば、「活動を始めて 15 年。やれる人たちを前に出す。「先ずやってみ

る」の積み重ねだった。」ということになります。 

三つ目の「情報と人脈を共有し、長を作らない」というやり方は、情報は必ず全員が共有す

る、長は作らず、やれる人、できる人が集まり、それぞれがそれぞれのやり方で進めていこう

という「自律分散型」の考え方です。 

原さんはロボットを例にして、この「自律分散型」を説明してくれました。 

「ロボットを動かす時に、全体を一つの頭脳で制御すると不具合が発生することが多く、むし

ろ手や足などのそれぞれのパーツを動かし、それぞれが連携して機能を発揮する方がうまく動

く。つまり、各要素の相互作用によって全体が機能する、

これが「自律分散型」である。」と。 

取組を行う際に、どこかでまとめようとすると、まとめ

ることにエネルギーを費やしてしまいます。それぞれがで

きることをやり、足りない部分は隣から借りてくればよい

という考え方「相互補完、相互支援」、ここでも「餅は餅

屋で」の考え方が重要になります。原さんは言いました「相

互補完、相互支援で全体の底上げにつながることが、地域

づくりの大きな要になる。」と。 

 

原さんは、「これまでこの三つのコンセプトでやってきて、この三つを作って守ってきただ

けです。」としか言いません。この言葉が意味するものは、原さん自身はプレーヤーとして動

いているのではなく、活動のフィールドは用意するから、できる人ができることをやってい

（写真３ 原雅廣さん） 

ヒアリング時撮影(2017.11.20) 
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いよというスタンスを貫いているということ。つまり、原さん自身は、活動のプレーヤーで

はなく全体を総括するプロデューサーであるということです。そして、この三つのコンセプ

トをメンバー全員が共有し、揺るぐことなく今日まで続けてきたことこそが、御田町の取組

の成功のカギであったのではないかと考えます。 

 

Ⅳ 一番初めにやったことは「大工」だった    

 「できることから始めてみる」を合言葉に、

平成 15 年（2003 年）３月から始まったプロジ

ェクト。 

「とりあえず形にしてみるか。お店を 1軒作っ

ちゃおうか。それも、あるものを使って自分た

ちでやってみようじゃないか。」 

メンバーの中には、自分の店を自分の手で造

り上げた、日曜大工が得意のパン屋さんがいま

した。「なるべくお金をかけないで、やってみ

よう。」ということで、近隣の住民に声を 

かけ、廃材や不用品をもらい、日常の仕事が終わってからの夜間に、手弁当での店舗改修工事

をスタート。1週間ほどの工事期間を経て、平成 15年（2003年）５月に総工費約 10万円の織

物の店「あざみ工房」がオープンしました。（写真４～６：改築作業①～③） 

空き店舗改修による第 1号店のオープンについて、この取組を間近で見ていた商店街の人た

ちはどのように感じていたのでしょうか。 

 「人を納得させるためには、「形」を見せるこ

とが大事。本当にできるのか心配して見ていた周

りの人が驚き、10人中２～３人が関心を持ってく

れたことに意義があった。『言うよりも見せるが

やすし。』とはまさにこのことだ。」と語ってくだ

さった原さんの言葉は、実体験から得た教訓その

ものであると感じました。 

  

一般的に、地域づくりで行われている様々な活

動は、トライ＆エラーを何度も何度も繰り返した

上で、現在に至っているものが多いと言われてい

ます。そういう意味でも、できることからまずは

「トライ」してみないと何も始まりません。原さ

んたちの「ファーストトライ」である「手作りに

よる第 1 号店のオープン」は、「具体的な形を見

せること」により、何を始めるのか不安だった周

りの人たちの「信用」を得て、更なる「ネットワーク構築」につなげることができた意味でも、

大きな一歩であったと言えるでしょう。    

（写真６ 原さん説明資料より（改築作業③）） 

） 

（写真４ 原さん説明資料より（改築作業①）） 

（写真５ 原さん説明資料より（改築作業②）） 

） 
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Ⅴ おせっかいおばちゃん「みたまち おかみさん会」の存在 

（１）おかみさん会の活動 

昭和の良き時代の風情が残る御田町商店街には、各商店のおかみさんが集まった「みたまち 

おかみさん会」があります。この会は、平成９年（1997 年）に設立し、平成 29 年（2017 年）

11 月現在の会員は 14 名。この「みたまち おかみさん会」と「匠の町 しもすわあきないプ

ロジェクト」が連携することで、商店街の空き店舗ゼロを実現しているのです。 

「おかみさん会」は、御田町で起業したいという若者が、スムーズに地域コミュニティへ参

加できるよう、生活の相談を受けたり、きめ細かいお世話をするなどのいわゆる「おせっかい」

をしています。また、若者の御田町への起業の夢を叶えるために、商店街にある空き物件を探

したり、入居交渉や家賃交渉などを行っています。 （写真７） 

その際には、きれいな状態でないと貸すことはできないという所有者の思いをくみ取りつつ、 

そのままでいいから安く貸していただけるよう交渉することがポイントだそうです。 

また、空き店舗が空き地にならないように、所有者が遠方にいる場合は、お墓参りに来た時

などに必ず声をかけるなどの取組を行っているそうです。 

 

 

（写真 7 みたまち おかみさん会） 

おかみさん会は関係性を作るという意味でも重要な役割を担っています。 

「あいさつがきちんとできるかどうかが、人を見る時のポイントの一つです。」とおかみさ

んたちは言います。地域の人たちとの良好な関係を築き上げていくためには、まずは「あいさ

つ」をすることが基本になるのです。「商売人のおかみさんたちは、人を見る確かな目を持っ

ている。これを〝おかみさんフィルター〞と私は呼んでいる。彼女たちが選んだ人は、私たち

も信頼できるので、おかみさんたちが人を選ぶこの基準に全て任せることにしている。」と原

さんは言います。これまで商店街を支えてきたおかみさん会だからこその視点で、起業する若

者たちを、自分たちが応援したい相手としてしっかりと見ているのです。 

このように、おかみさん会が関係者との程よい距離感を保ちつつ、自然体で御田町を支えて

います。 
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（２）おかみさんたちの気持ち 

御田町で起業したいという若者たちを、おかみさんたち

はどんな気持ちで迎え入れ、どういう対応をしているのか、

坂本由
よし

江
え

さんと河西美智子
み ち こ

さんにインタビューしてみまし

た。（写真８、写真９、写真 10） 

お二人が答えてくれたことは、 

・「御田町を選んで来てくれてありがとう。」という感謝

の気持ちを決して忘れないこと。 

・受入れにあたり、まずは自分ができることは何だろう

と考えること。 

・地域へのあいさつ回りに同行し、新しく来た人と地域

とをしっかり結び付け、両者の不安を払しょくすること。 

・個々の仕事には立ち入らず、とにかく世話を焼くこと。 

・若い人たちは地域の草刈り作業などにも出てくれるので、大事にしないといけないこと。 

・これまでの取組を通じて、外から来た人、若い人たちから学ぶことは多いということに自

分たちが気づいたこと。 

質問に答えてくださったおかみさんたちの笑

顔や接し方を見ていると、このおかみさんたちが

いれば、自分も御田町で頑張っていけそうだとい

う気持ちに自然となってきました。 

また、空き店舗ゼロを達成することができた理

由については、「匠プロジェクトと連携し、自分

たちができることを楽しくやれたこと。原さんと

友達感覚で取り組めたことがうまくいった。」と

答えてくれました。 

 

最近の傾向として、開店したお店の３軒に１軒

が空いてしまうそうですが、おかみさんたちは「またどうせすぐ来るから。」と静観していま

す。なぜなら、彼女たちの力により、ものづくりに取り組む人たちにとって御田町が憧れの町

となりつつあり、空き物件が出るのを待つ「ウェイティングリスト」がそこには存在している

からです。 

「実際にどうしてもここがいいと言って、待っている人がいるんです。だからこの商店街の空

き店舗対策はもう終わっているのかもしれませんね。」と原さんは笑顔で解説してくれました。 

 

（写真９ 左から 坂本由江さん[お茶屋]、河西美智子さん

[カメラ屋]）ヒアリング時撮影(2017.11.20) 

（写真８ 左から 坂本由江さん[お茶屋]、 

河西美智子さん[カメラ屋]） 
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（写真 10 おかみさんへのヒアリングの様子(2017.11.20)） 

 

Ⅵ 御田町が活用する４つの力「Stock」「Value」「Rest」「Design」 

 これまで「人」に着眼点を置いて取組を紹介してきましたが、御田町が活用している４つの

力にもそれぞれ「人」の要素が含まれているのでご紹介します。 

     

（１）「Stock」（写真 11） 

 御田町が元々もっている力を活用すること

です。御田町の「Stock」は、「おかみさん会」

とそれを支える旦那さんたちの寛容力である

と原さんは言います。おかみさんたちが活動

できる背景には、おかみさん会の活動を誇り

に感じ、自由に活動をしてもらう一方で、何

か問題があったら駆けつけるという旦那さん

たちの寛容力も重要な要素であるそうです。 

また、旦那さんたちが飲みに行こうと皆を

気軽に誘うことが、コミュニケーションの機会づくりに大きな役割を果たしています。 

 

（２）「Value」（写真 12） 

 元々持っている「地域の力」、「職人たちのもの

づくりの精神」「御田町であることの価値」です。 

 「商店街は単にモノを仕入れて売るだけのとこ

ろではない。商店街の固定観念を脱却し、「モノ

を売ること」から「コトを売ること」に商店街を

変化させていきたい。」と原さんは言います。も

ちろん、御田町で「コトを売る」ということは、

「モノを作る」という意味になります。 

 「地域の力」は商店街というハードだけではなく、商人が持っている知恵やノウハウもあり

（写真 11 原さん説明資料より（Stock）） 

） 

（写真 12 原さん説明資料より（Value）） 
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ます。おかみさんたちは商売をしてきたので、商人や商品を見る目があり、「人」や「モノ」

のクオリティーは感覚的に判るようです。 

「コトを売る」の意味を分かりやすく説明すると、地域に根付いている「ものづくり」の文

化の下に集まった人たちが、新たな地域の価値を生み出し外へ発信することにより、地域の資

産を向上させるということになります。 

外へ発信する際に、若い職人たちは自分たちの作品を「御田町スタイル」というブランドに

します。このブランドを東京で物販することを通じて、モノを売るのではなく「御田町」とい

う町を売るのです。そして、御田町という冠を背負って事業をすることで、よそ者である若者

が、町の担い手に変わり、その結果、町の持続性や発展につながっていくのです。 

御田町は若者の斬新な発想で、この「コトづくり」を行っています。 

「若い人たちの感覚で、いろんなものを作ってくれる。コトづくりに正解はないんだよね。」

と原さんは言います。そして、「御田町」という冠をつけるための「価値」を作ることを「エ

リア・アイデンティティ」と原さんは名付けています。 

                          

（３）「Rest」（写真 13） 

 人と人とを繋げる「ご縁の力」、それぞれの

力の集中と実行の分散により相乗効果を発揮

する「プラットフォーム効果」です。 

 原さんは「Rest」を「たまり場」と置き換え

て説明してくれました。「御田町が、職場や自

宅と隔離された、心地よい「第３の居場所（サ

ード・プレイス※２）」となり、町に対する特

別な思いを持つ人が増え（ファンの増加）、自

然に人が集まる場所になること」を目指したい

と考えているようです。 

 （※２）サード・プレイスとは、コミュニティにおいて、自宅や職場とは隔離された、心地の良い第３の居

場所を指す。『ザ・グレート・グット・プレイス』という著書で、アメリカの社会学者レイ・オルデンバーグ

は、サード・プレイスが現代社会において重要であること、その場所に対する特別な思いを論じている。日本

では「サード・プレイス」を持たない者が過半数を占める。（原さん説明資料より） 
 

ただ待っていても人が来ない場合、口コミを基本としたネットワークを活用したり、自ら出

掛けて行って人を探すことが重要です。ここでのポイントは「ネットワークを持っている」と

いうことです。地域コミュニティの中でネットワークを持っている人が、そのネットワークを

通じて仲間を呼びます。この「口コミによるネットワーク」の活用により、良い仲間が良い仲

間を呼ぶ「信用」を核とした連鎖の輪が広がり、人集めのための宣伝は不要になると原さんは

説明してくれました。 

 合わせて、「町の成長を測る物差しは、『皆が憧れる』『住んでみたい』『また行ってみたい』

『これから行ってみたい』と思ってもらえるような、幸福度を感じることができるまちづくり

だ。」と原さんは熱く語ってくれました。 

 

（写真 13 原さん説明資料より（Rest）） 

） 
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（４）「Design」（写真 14） 

 第三者として外部の人達が客観的に商店

街に関わり、商店街の機能補完を果たしてくれ

るよそ者の力が「デザインの力」です。 

元々ものづくりの文化がある諏訪地域はク

リエイティブな活動を行う方々が多い土地柄

であり、その中でデザインに関わる人たちも自

然と集まりやすい環境にあります。 

ここで言うデザインとは、「何かを描く」だ

けのデザインではなく、構想・企画・設計な 

ども含まれます。商店街のメンバーだけでは 

足りないスキルとして第三者がデザインの部分で関わっているところがポイントになります。 

 

 

Ⅶ 人と人とのつながり 

 

 

明治時代における製糸産業の発展に伴い、多くの人との交流が生まれた御田町では、外から

の人を受け入れ、受け入れた人に寄り添い支援する寛容な風土が育まれてきました。長を作ら

ない「自律分散型」の組織運営を掲げ、「やりたい人」「できる人」が集まり、それぞれが主体

性を発揮できる場を提供し、「相互補完・相互支援」で相乗効果を生む取組を展開しています。

（写真 15） 

これまでの御田町の取組を振り返ると、まず、商店街の女性の集まりである「みたまち お

かみさん会」を中心とした第１世代で活動が始まります。このおかみさん会が、原さんが中心

となって立ち上げた「匠の町 しもすわあきないプロジェクト」と連携し、空き店舗対策とし

て新しい人たちを呼び込む活動を始めます。そして、プロジェクトを進めてきた結果、平成 15

年（2003 年）に約 30 軒あった商店街の１/３が空き店舗だったものが、平成 23 年（2011 年）

にはゼロになり、平成 28年（2016 年）までの 13年間で、延べ 35件を開業に結び付けること

ができました。 

（写真 15 御田町商店街の活動の様子） 

（写真 14 原さん説明資料より（Design）） 

） 
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御田町でものづくりをしたいという思いで集まり、新たに起業した人たちが中心となり形成

された第２世代。この第２世代は、空き店舗を改修し、おかみさんたちの支援を受けながら人

と人とがつながる御田町で、独自の創作活動に取り組むとともに、御田町の冠を背負って、御

田町で作り上げたものを東京で発信しています。 

 第３世代のステージでは、口コミによるネットワークで人が人を呼ぶ「マグネットコミュニ

ティ」が展開されます。平成 27 年（2015 年）には、古民家を活用し、新たなコミュニティ基

地となる「マスヤゲストハウス」をオープン。口コミによるネットワークで人を呼び込み、改

装工事には全国から 100人以上のボランティアが集まったようです。（写真 16、写真 17） 

  

 

 

現在の取組として、御田町ブランドの展覧会「BiDA（ビダ）」（※３）や、下諏訪町全町型の

イベントである「ぶらりしもすわ三角
さんかく

八丁
ばっちょう

」（※４）、そこで開催される「少年少女の星コス

モス」（※５）といった独創性に富んだイベントが誕生し、子どもだけではなく大人が本気で

商店街を楽しんでいます。 

（※３）Brand incubation with Design Artisanの略。信州諏訪を中心に、ものづくり×デザインで、ブラン

ド育成を支援し、「作り手」と「使い手」をつなげる場として平成 27年（2015年）にスタートしたプロダ

クトブランドデザイン展 

（※４）八丁の路で三角形に囲まれた昔からの旧市街地で、様々なイベントを同時開催する、平成 16年（2004

年）からスタートした持ち寄り型イベント 

（※５）毎年秋ごろ御田町に出現する少年少女による少年少女のための惑星「コスモス」。「惑星」を通して子

どもたちが自分たちにとっての「楽しい商店、人の集まり」を考える年一回のお祭 

 

今回、御田町の事例を紹介するにあたり、取組のカギとなった「人」の観点から、 

「プレーヤーではなくプロデューサーである原さん」 

「新たに町にやってきた若者を支援するおかみさん会」 

の二つの視点にフォーカスし、それぞれの立場から見た「人と人とのつながり」をまとめてみ

ました。しかしながら、今回の研究では、地域の人たちや、商店街で起業した若者たちが原さ

んやおかみさんたちのことをどう見ていたかという踏み込んだヒアリングまではできていま

せん。これまでの御田町の取組を、周りで見ていた第三者などからヒアリングすると、また新

たな視点での分析ができるのではないかと考えます。 

商店街の活性化に取り組んで 15 年の御田町は、人が人を呼び込むことを通じて新たな風を

吹き入れ、個性豊かな取組を展開し、これからも進化し続けるでしょう。 

 

（写真 16 原さん説明資料より マスヤゲストハウス外観） （写真 17 原さん説明資料より マスヤゲストハウスの様子） 

54



  

 

 今回の事例研究を通じて、地域づくり活動の主体となる「人」、そこからネットワークでつ

ながっていく「人」、この「人と人とのつながり」を広げていくことがいかに重要かというこ

とを学びました。 

とかく地域づくりを進めていく手法として、まずはハード整備に着手し、ハードが完成した

後にそれを運営する仕組みをつくり、最後に担い手となる人を集めるという進め方を取りがち

ですが、この順番を逆にしてみる、すなわち活動を担う「人」を集めることから始め、実際に

ハード整備などを通じて形を作り、具体的に見せていくことで周りの信頼や理解を増幅させて

いく。これこそが、御田町が歩んできたやり方、御田町で取り組んでいるまちづくりの進め方

であり、これからまちづくりに取り組む際の参考手法のひとつになると言えるのではないでし

ょうか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅷ これからも続く私たちの「学び」 

今後の課題として私たちが考えなければならないことは、できることをやる、ムリはしない、

自律分散型の取組が展開されている御田町に対し、行政はどのような支援・関わりができるの

かということです。各団体の取組の成熟度により、行政が果たす役割は異なりますが、既に自

律し、自走している団体に対して、活動支援のための「補助金」を出すことだけが行政の役割

ではないということに私たちが気づいたことも、今回の事例研究の成果であったと考えます。

そして、今回の研究から私たちが得たこの「学び」を、ただ「そうだったのか」で終わらせる

ことなく、次のステップにつなげていくことが何よりも重要になります。 

行政からの押し付けではなく、地域住民自らが地域の課題を把握し、課題解決にあたり主体

的に動いていけるようにするために、行政は何ができるのか、そして何をすべきなのかを、私

たちは引き続き研究していきたいと思います。 

 

 

【ヒアリング実施日：平成 29 年(2017 年)11 月 20 日、場所：下諏訪町御田町商店街 mee mee 

center Sumeba（ミーミーセンタースメバ）】 

（写真 18 御田町商店街ヒアリングの様子（2017.11.20）） 
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下諏訪町御田町商店街「匠の町 しもすわあきないプロジェクト」の取組のポイント 
 
 
 

 
 
これまで商店街は「モノを売る場所」と捉えられていたが、その固定観念から脱却し、御田町

でしか手に入らないモノづくりを中心とした匠の町づくりを進め、商店街を「コトづくりの場所」

へと変革させた点 
 

 
 
 
取組に当たり、以下の３つの視点を大切にしている点 

①「リソース」：あるものを使い、ムリはしない 

②「アクション」：できることからはじめ、できる人がやる 

③「シェア」：情報と人脈を共有し、長を作らない（自律分散） 

 これらの視点をもとに、まずは一軒の空き店舗を町の人たちやＮＰＯメンバーの手作りで、お

金や手間をかけずにリフォームするところからスタート。小さな成功体験を積み重ねて、多くの

創業事例を創出 
 
 
 
 
①「Stock」：「おかみさん会」（商店街のおかみさんの集まり）とそれを支える「旦那さん」の

存在 

新しく商店街で起業を希望する若者達と面談し、地域での人間関係が築けるか等を

判断し、受け入れ後は、起業した若者達を我が子のように支えている。 

また、おかみさん会の活動を誇りに感じて支える旦那さんたちの寛容力、コミュニ

ケーション力も御田町を支えている。 

 ②「Value」：職人たちの創作力 

      若い職人達が協働し、自分達の作品を共通の「御田町スタイル」というブランドと

して東京等で物販を実施。モノだけでなく「御田町」も売り込む手法を取り、御田

町の価値を向上させている。 

③「Rest」：プラットフォームという考え方 

     各人の情報や人材を共有し、個々の問題を相互補完することによって、互いの悩み

の解決や得意分野を共有している。 

     主な事例として、長を作らないイベント運営を実施。事務的なとりまとめは行政が

行い、その他の企画や人材は、各自ができることを実施することで、実行力の相互

補完や集客・課題の相互支援が成立している。 

④「Design」：デザイナー 

     諏訪地域には、専業・副業を問わずデザインに関わる方が多く、御田町とのコラボ

により、客観的な立場で取組の全体のデザインをまとめてくれている。  
 
 

    
 
 
「ＮＰＯ法人匠の町 しもすわあきないプロジェクト」専務理事の原雅廣さんの存在（平成

14 年（2002 年）に当時の下諏訪町長の発案で生まれた「下諏訪町はってん 100 人委員会」に

参画。そのメンバーの中から生まれたグループが核となり、上記法人での活動を実施。上記ポ

イントを最大限活用し、御田町を支えるプラットフォームのハブとして活躍。御田町の製品力

及びブランド力を増幅させている。） 

【ポイント１】 「モノを売る場所」から「コトづくりの場所」への発想の転換 

【ポイント３】 町を支える４つの力「Stock」「Value」「Rest」「Design」 

【ポイント２】 「リソース」「アクション」「シェア」の視点 

【ポイント４】 キーパーソン（地域のプロデューサー）の存在 
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下諏訪町御田町商店街のこれまでの歩み

下諏訪町御田町商店街 関係図（活動展開図）
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２－５ 小さな拠点の形成に向けた取組 

 

〇「小さな拠点」とは（再掲） 

小学校区など、複数の集落が散在する地域（集落生活圏）において、商店、診療所などの

日常生活に不可欠な施設・機能や地域活動を行う場所を集約・確保し、周辺集落とコミュニ

ティバス等の交通ネットワークで結ぶことで、人々が集い、交流する機会が広がっていく、

集落地域の再生を目指す取組です。（※１） 

 

〇「地域運営組織」とは（再掲） 

地域の生活や暮らしを守るため、地域で暮らす人々が中心となって形成され、地域内の

様々な関係主体が参加する協議組織が定めた地域経営の指針に基づき、地域課題の解決に

向けた取組を持続的に実践する組織です。（※２） 

 

〇 長野県における取組の方向性 

人口減少と高齢化により、生活に不可欠なサービスを維持していくことが困難になりつ

つある地域がある中で、地域での暮らしを総合的に支える取組の一つである「小さな拠点」

の形成について、県内での事例等の紹介やセミナー等の開催による周知を行っています。 

本項目では、喬木村及び豊丘村で行われている、暮らしを支える組織や暮らしを支える活

動について、「小さな拠点」という切り口からヒアリングを行った内容について記載します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（※１、※２及び上図１）出典：内閣府地方創生推進事務局「小さな拠点情報サイト」より抜粋 

（図１ 小さな拠点形成のイメージ図） 
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（１） 下伊那郡 喬木村 

（立地特性や既存のサービス提供機能を活用した拠点形成例） 

 

① 取組のきっかけ 

喬木村では、急峻な村上段地

区（村東部地域）から下段地区

（村西部地域）に生産年齢人口

を中心に人口移動が見られる

ことから、人口減少・高齢社会

に備えた村づくりの検討を始

めました。 

 

② 取組の経過  

平成 25年（2013年）10月に

「小さな拠点づくり検討委員

会」を立ち上げ、小さな拠点に 

関する検討を始めました。（委員構成：住民、ＮＰＯ法人、自治会、村内企業、金融機関、喬木村） 

拠点にどのような機能を持たせるかについては、住民対象のモニター調査や村の交流センター

周辺調査（交通量や店舗利用状況調査）によりニーズを把握し、必要な機能につき以下のとおり

意見が出されました。 

【主な機能とエリア】 

 

 

「小さな拠点」のエリアをどの集落に形成するか ← 委員会で検討 

 

 

 

 

拠点のエリアが概ね決定したことから、平成 27年（2015年）11月に「小さな拠点づくり検討

委員会」を発展させ「交流センター周辺整備検討委員会」が発足しました。 

一方で、喬木村では平成 27年（2015年）度からコミュニティバスの実証運行や交通結節点と

なるバスターミナル等の整備を実施し、交通ネットワークを確保する取組を進めています。 

 

③ 今後の予定 

現在は、村農村交流センター周辺に店舗や薬局、ガソリンスタンド等の生活サービス機能が集

積しているため、交通ネットワークの確保を中心とした取組が進められていますが、今後は、小

さな拠点を核とした「生活・商業ゾーン」や「交流・福祉ゾーン」といった、地域内外との交流

や生活の拠点形成を都市計画として実施することを予定しています。 

また、今後の課題である活動主体の検討については、小さな拠点検討委員会に参画していた住

民やＮＰＯ法人の代表が平成 29年（2017年）から村議会議員として活動しており、活動主体や

拠点形成を含めた村づくりの検討が始まったところです。 

 

【ヒアリング実施日：平成 29 年(2017 年)12 月 19 日、場所：喬木村役場】 

○ 日常生活を支える機能    ⇒ 戸籍窓口・育児相談・キャッシュコーナーなど 

○ 高齢社会を支える機能    ⇒ 新たな公共交通・タクシー乗り場・高齢者住宅 

○ 交流・活性化を支える機能  ⇒ 交流広場・直売所・飲食 

○ 生活を支える機能の集約が可能な場所 

○ 村内交通の結節点 

農村交流センター周辺エリア 
・すでに機能の集約が進んでいる 

・村民バスや広域循環バスの乗換場所 

（図１ 喬木村交流センターを中心に小さな拠点となりうるエリアを記載したもの） 
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（２） 下伊那郡 豊丘村 

（新設した「道の駅」を活用した拠点形成によるコミュニティビジネス展開例） 

 

① 取組のきっかけ 

 豊丘村では、急激な人口減少と高齢化の進展や、農

業従事者の減少と高齢化による耕作放棄地の拡大

等による地域存続の危機感から、村が住民と検討

し、リニア新幹線開業を見据えた６次産業化の検

討を始めました。 

 

② 取組の経過 

 平成 24年（2012年）に「６次産業化プロジェク

トチーム」を立ち上げ、６次産業化に関する検討を始

めました。（チーム構成：住民、農家、商工会、ＪＡ、

豊丘村） 

 どのような機能を持たせるかについては、当初は加

工施設を備えた直売所を想定していましたが、村内の

観光拠点としての活用や認知度の向上といった観

点から道の駅として整備することが決定。「６次産

業化プロジェクトチーム」を発展させる形で「道の

駅開設準備委員会」が発足し、以下のとおり村内の

交通結節点としての機能や生活サービス機能を加え

た「小さな拠点」として整備することとなりました。 

 

 

【主な機能とエリア】 

 

 

 

 

 道の駅整備にあたり、本格的な整備を行う前に道の駅の「支配人」を全国から公募しまし

た。その結果、関東在住の元ホテルマンが就任し、構成や動線を綿密に設計。支配人は一家

で豊丘村に移住し、住民の方々に対し丁寧に意見を聞いて回ったそうです。 

 また、道の駅の設計が進む中で、送迎サービスの実施による買い物支援を行っている地元

スーパーを道の駅に移転する案が浮上し、スーパー側も了承。道の駅には珍しい地域密着型

スーパー併設型の道の駅建設が進むこととなりました。 

○ 日常生活を支える機能   ⇒ スーパー（買い物弱者対策のための自社バスを運行） 

○ 少子高齢社会を支える機能 ⇒ 保育所、介護予防施設、コミュニティバスの結節点 

○ 6次産業化、交流・活性化を支える機能  ⇒ 加工施設を備えた直売所・レストラン 

○ 生活を支える機能の集約が可能な場所 

○ 村内交通の結節点 

○ 村役場周辺で飯田市に近い場所 

（リニア開業を見据え） 

・村役場周辺で飯田市に近いエリア 

・近隣に保育所、介護予防施設あり 

・高森町や喬木村とのアクセスも良い 

場所 

（図１ 道の駅を中心とした小さな拠点形成イメージ） 

（図２ 道の駅を中心とした交通ネットワーク形成イメージ） 
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③ 今後の予定 

 拠点となる道の駅開業に向けて、運営主体として住民と村との出資からなる第３セクタ

ー「株式会社 豊かな丘」を設立しました。今後は社員約 50名が運営を担う予定です。 

なお、株式会社化にあたり、国の「小さな拠点税制（※１）」の活用を目指しており、豊

丘村は税制を活用する旨を記載した「地域再生計画（※２）」の全国第１号として注目を集

めています。 

また、交通ネットワークの確保については、地元スーパーが実施している送迎サービスに

加え、村営バスの運行を行うことで、民間活力と村営バスとの合わせ技による交通ネットワ

ークの強化や買い物支援対策の強化が期待されています。 

今後は、周辺施設とのさらなる連携など、「小さな拠点」としての体制整備について本格

的に検討がされていく予定です。 

 

（※１）小さな拠点の形成に資する事業を行う株式会社に対し出資を行う者に所得税の控除を行うもの。 

（※２）地域再生計画とは、地域が行う自主的かつ自立的な取組を国が支援する制度である地域再生制度

の活用に際し、各地方公共団体の計画を記載したもの。地方公共団体は、地域再生計画を作成し、

内閣総理大臣の認定を受けることで、当該地域再生計画に記載した事業の実施に当たり、財政、

金融等の支援措置を活用することができる。 

 

 

【ヒアリング実施日：平成 29 年(2017 年)12 月 19 日、場所：豊丘村役場】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

61



  

 

３ 研究チームメンバー座談会 
 

平成 29 年（2017 年）９月に立ち上げた「中山間地域の住民力・地域力による社会的事業

支援研究会」では、『10 年、20 年後を見据えた持続可能性を模索するために、住民自らが学

ぶことで課題を発見し、社会的事業化等の取組により課題解決していくことにおける県の政

策的可能性』について研究をしています。 

この研究会で行った「県内各地域で実践されている『地域活動の取組』のプロセスヒアリ

ング」を通じて、私たちは複合的・多面的に動いている取組を分析するための視点の持ち方

や、それぞれの活動に対する県の役割とは何かを考えなければいけないということを学びま

した。 

 研究会がスタートしてからこれまでの半年間で、この研究に携わった職員の意識にどうい

う変化があったのか、職員は何を感じ取り、今後の仕事にどう活かそうとしているのか、平

成 30 年（2018 年）３月 19 日に「座談会」という形で意見交換を行いました。座談会の中で

の発言内容を通して、今、私たちの中で起こりつつある、これまでの仕事の仕方に対する「意

識改革」の芽を、行政の仕事に携わる皆さんにメッセージとして届けたいと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇Ａさん（現場の視点、行政が寄り添う視点） 
 
・地域おこし協力隊の仕事を担当していたので、中山間地域の担い手となる協力隊員にどの

ように寄り添うのかというイメージがあった。 

・現場で活動している方々がどのような思いがあって活動しているのかを知ることで、現場

の視点に少しは近づけたと思う。 

・研究会の中で、行政が寄り添うということに、現場の視点が必要だということに気づいた。 
 
◇Ｂさん（既に行われている取組に光を当てる） 
 
・新しい取組を始めたところに目が行きがちだが、身近な取組を見直すと実は大切な取組を

しているという意味付けをするのも県の役割ではないかと思った。 

・地域のストーリー等を我々が知らないと施策等を画一的にやりがちではないか。 
 
 

（写真１、２）座談会の様子 
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◇Ｅさん（市町村と県の垣根をなくす） 

 

・研究会を通して変わった点は、市町村と県の垣根を越えて、市町村と共に仕事を進められ

るように少しは踏み込んでも良いのかなと思ったこと。 

・今までは市町村と県の仕事がはっきり分かれていて、議論や提案をしても、それは市町村

の仕事と言われていた。 
 
◇Ｃさん（現場を知る、県の支援のあり方検討） 

 

・私たちはよく現場を知らないままに施策を実施していることがあるとわかった。 

・県職員を市町村に派遣する際に、ここで研究したノウハウを生かして現場に出れば、派遣

の目的、県としてそれをどう活かすかが明確になり、研修成果も生きてくるのではないか。 

・市町村は課題があってもそれに対応するための人が足りていない状況なので、現場を持っ

ている市町村に対し、どういう形で県がサポートできるかを考えないといけない。 
 
☆有識者Ａさん 
 
・研究会というのは、その場で聞いて終わりではなく、現場に戻って振り返って意味が見え

た時が、最も学びとなるだろう。 

・地域の取組を俯瞰的に見ることができることは、県の良さだと思う。意味付けたり、地域

で生まれたノウハウを広げたりするのは、これからの大切な県の役割だろう。 

・地域の取組は成功事例に目がいきがちで支援も集まりやすいが、成功事例からの学びを他

のうまくいっていない地域に広げることが、広域行政の役割として大切だと思う。 
 
☆有識者Ｂさん 
 
・どうしても、県の職員は、国からの事業を地域に下すという感覚のようであるが、県の広

域行政としての役割が変わり始めていることに、気が付いて欲しい。 

・つまり、自分の担当地域において、国の事業をそのまま当てはめるのではなく、地域の独

自性や特徴に応じて、捉え直す必要がある。 

・また、基礎自治体の枠を超えて、ケースの共有や人のつなぎ合わせができるのも、県の役

割と思う。「この村の事業は、隣町のあの事業と近いので、つないでみよう。」というよう

な動き方が求められてくる。 

・その意味では、自分自身が、その事業をどう捉えているか、必要性を感じられるかが重要

になる。 
 
◇Ｄさん（広い視野を持つ、地域資源の意味） 
 
・県は情報を多く持っているが、国からの情報も補助金や予算等お金の話が多い。今まで関

わった事業も、査定する姿勢で見ていたので、もう少し考えないといけなかったと思って

いる。 

・一つのテーマだけじゃなくて視野を広く持ってみるのが良いと思った。 

・取組のプロセスを年表にして見てみると、ある出来事がきっかけで、大きくジャンプする

ポイントがあることがわかった。 

・地域資源は、ただあるだけでは「使える状態＝資本」にならない。また、小さな拠点等考

えられるものもすでにあるのにそのことに気が付かないことがあるので、それぞれの言葉

の意味をきちんと捉えないといけないと思った。 
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☆有識者Ａさん 
 
・起業の事業計画の時に、多くの人が直線的に成長するイメー  

ジを描く。（右図直線部分） 

・でも、実際の成長曲線は、実際は行ったり来たりで曲線的に 

なる。（右図曲線部分） 

特に最初の段階は、予定通りにいかないことが多いが、成長 

への転換点がある。 

・地域活動を支援していると、どこかで転換点がくる。取組に

は分岐点があり、今うまくいっていない活動も、どこかで変わる可能性がある。そのため

にはずっと関わり続けることと地域活動の成長過程を理解する姿勢が大切。 
 
◇Ｆさん（プロセスに寄り添う）  
 
・県内の企業から出向中。企業では、合理化や効率化を追究しがちであったが、研究会の取

組に触れることで、価値観が揺さぶられる経験をし、自分の中で物事の見方が変わったこ

とを感じている。 

・企業に戻ってからも、経済的な視点だけでなく、どういう取組を行うと社会に良いことが

あるかという観点は持ち帰り、企業の中でも共有したいと思っている。 

・学びという点では、プロセスを良く見るということであり、例えば、お客様が何かが欲し

いという時に、その裏に何があるのかを知るべきということが、ヒアリングも絡めて今ま

であまり気にしていなかった点である。 

・取組などを聞いていると、自分達の地域をこうしたいとか、やらなきゃどうしようもない

からやるという、結構シンプルな気持ちであった。これは聞いてみないと分からなくて、

そこに寄り添うことで、満足感があげられるのかなと思った。 
 
◇Ｇさん（参加者の範囲拡大） 
 
・今年度の研究会メンバーは行政職員だけであったが、本来、教員こそ地域を多面的に見る

素養が必要であり、そのような場面を提供できればと思った。 

・地域と学校が協働して子どもを育むためにも、まずは教員をきちんと育むような形で、中

間支援人材の研修にも教員をどんどん送り込むようにできれば良いと思っている。 
 
◇Ｈさん（公共の福祉の観点、できていない地域にどう寄り添うか） 
 
・地方自治体の仕事というのは「公共の福祉」である。 

・福祉という言葉を辞書で調べると「人々の幸せ」と書いてあり、その幸せな生き方を阻む

ものをどうやって除いていけるかという仕事と捉えている。 

・キーワードでいくと「マイノリティ」とか「マージナル」。 

・これからという形で「若者」。困っているっていうことで「地域」。 

・ずっとそういうような仕事をしてきたと思っていて、できていないところにどういった形

で関わっていけるかというのはやはり大事 
 
☆有識者Ａさん 
 
・「学び」というのは今回の一連の取組で重要なキーワード。 
 
◇Ｄさん 
 
・「学び」と「気づき」はセットで使うと自分の中で研究会のイメージがしやすい。学び自体

を考えると違う方向に行ってしまう気がする。 
 
☆有識者Ｂさん 
 
・いわゆる知識の獲得、情報のインプットのような「学び」ではなく（それも、もちろん大

事だけれど）日常の暮らしの中に、気づきとつながっている学びと捉えて欲しい。 

・学びを目的化せず、「あ、そうか」と気づきとともに腑に落ちることから始まる、学びを大

 

64



  

 

切にして欲しい。 

・また、効率重視の現代的な都市型思考で言えば、長野県の大半を占める中山間地域は、条

件不利地域であるが、四季の変化を敏感に感じ、農ある暮らしが身近にあり、人の営みも

含めて「実は、豊かな地域である」と気づいて欲しい。 
 
☆有識者Ｃさん（中山間地域を自己実現の場として捉える） 
 
・学びとは、「問う」ことと継続的に「問い続けていく」ことだろうなと思っている。日常の

なかで抱く「？」が次の「！」につながることで、それぞれの学問になるのだと思う。 

・中山間地域をテーマにすると一番気になるのが「なぜ中山間地域に人は住んできたのだろ

うか」という部分。人はなぜそこに住まいを求めたのか。水や地勢、食糧などあらゆる生

活の基盤をその圏域で賄わなくてはならないという、生きるための学びの積み重ねがある。

現在よりもよっぽど空間的なコミュニケーションがあったのではないか。 

・こうした生きるための学びから魅力や資源や環境との関係性が磨かれ、中山間地域があり

都市を支えてきた。そして、ひいては田園回帰という現代的な動きの本質的な部分に立ち

返ってくるのかなと思う。 

・あとは、同じものでも違う視点を持つことで価値が変わるということが、さまざまな地域

活動のプロセスの中でも時に生じる。これこそが学びそのものだし、ターニングポイント

を持つジャンプ力にもなっているのかと思う。 

・中山間地域は、特に域外の人にとって自己実現ができる場というか、自分を試す場として

魅力を生み出していたりもするかと思う。一方で、地域側は期待の「担い手」としてばか

り見がちなので、互いの価値をどう両立するかが問われている。 

・自治体職員が副業可であるところも出てきているようだが、自治体職員は地域にとって大

切なキーパーソンなので、かつての村役場のような近さと地域への愛着が発揮できるよう

なことができないだろうか。立場など越えて何か愛おしくなるくらい地域に向き合って一

緒にやったら良いなと思う。 
 
◇Ｉさん（中山間地域の捉え直し） 
 
・私たちはこの研究会を立ち上げる時、県ではこれまで「中山間地域」を条件不利な地域と

して、「いかに維持していかなければならないか」というスタンスで施策構築してきたけれ

ど、そもそも「中山間地域を積極的な評価で捉え直すことができないか」という問いを立

てることとした。しかし、研究を進めていくうちに「捉え直すこと」そのものが目的では

なくて、私たちが、その地域の人や暮らしを直接体験し、気づきを得ながら学ぶことで、

私たち自身が中山間地域を評価する眼を養うことができれば、価値観や施策を転換してい

くことができるのではないかと考えはじめた。 

・中山間地域が複合的に動いているということを承知した上で、「一人多役のような取組をし

ましょう。」というような直接的なアプローチではないのだろうなと現状では感じている。

住民に対して、私たちはどうやってそこに火をつけるのかというところではないかなと思

う。 
 
☆有識者Ａさん 
 
・一人多役みたいなものは上から言ってやらせるものではない。住民主体でやってください

ねという時点で住民主体でないのと一緒 

・最初から地域づくりに主体的に取り組む人はそれほどいない。勉強会などで刺激があるこ

とで、小さく波が立ってくる。そこから、どうなるかというのを見守るのが大切。これに

は時間がかかるし、寄り添っていく必要がある。 

・ただ、長野県は波立ちやすいエリアだと思う。あちこちでいろいろな話が起きている。逆

に言うとその拾い方を上手く身につけるというところがポイントだと思う。 
 
☆有識者Ｂさん 
 
・地域の中で本当に必要なことは、暮らしている人たちの生活の中から立ち上がってくる気

づきであり、それを地域全体の学びにつなげていくこと。 
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・上から目線で、「この地域にこういう事業が必要だから、やりませんか。」ではなく、地域

が内発的に、「そうか、自分たちの課題は、こういうことなんだ。」と気づき、「それなら、

みんなで考えていこう。」という状況を作り出すことが、伴走支援というもの。 

・どうしても、県は、指導的なアプローチになりがちだけれど、地域の学びに寄り添いなが

ら、自分自身も学んでいくことが重要であり、地域の人たちの自発性を育み、ともに歩む

という姿勢が大切だと思う。 
 
◇Ｉさん 
 
・県の集落〝再熱〟実施モデル地区支援事業も３年間の中で事業計画を作って試行するとい

う事業で、３年間経って支援が終わるとなった時、事業としては先程の成長曲線の分岐点

に入るか入らないかの時点ではないかと思うと、私たちはこれまでそこで寄り添いを止め

ていたのではないかという問題意識があった。この研究会の中でリーンスタートアップ（※）

の話もあったが、やはり一直線ではいかないということがわかったので、そういう意味で

は伴走するということの中身が少しわかった気がする。 

・いわゆるモデル的な事業についても同じで、事業等の立ち上げ支援もやっているが、立ち

上げた後に上手くいかなくて悩んでいる時期が皆あるのだろうなと思う。 
（※）リーンスタートアップとは、事業家の思い込みで顧客にとって無価値な製品やサービスを開発し

てしまうことに伴う、時間、労力、資源、情熱のムダをなくすための方法論。 最低限のコストと短

いサイクルで仮説の構築と検証を繰り返しながら、市場やユーザーのニーズを探り当てていくのが

特徴 
 
◇Ｅさん 
 
・県が地域の活動に補助する場合も、補助を受けた団体が適当に事業を行うのではなく、失

敗してもキチンと次のステップにつながるように振り返りができるようになれば認めても

良いかもしれない。 
 
☆有識者Ａさん 
 
・予算は時限的。時限的な予算の中で何をするのかというのは凄く重要 

・時限的な支援の中で、手厚くサポートしてしまうと、サポートがなくなったら自立できな

くなることもある。活動には苦労もつきものなので、苦労という負担感まで含めてやりた

いのかどうかが重要。最初から負担感を押し付けるのは良くないが、住民が苦労している

時に、すぐにサポートし、「助けてもらえる」のが前提となると、結局、活動は続かない。 

・今回の研究会では、職員の勉強会に実際に活動をしている人たちに来てもらい、多くの部

署の職員で検討会を行うという直接体験を入れたのだが、現場感みたいなものを直接体験

とすることが重要であると思った。一緒に現場を検討したことで、みなさんの考えも変わ

ってきて、そこに私自身の一番の学びがあった。 

 

 

（写真３、４）座談会の様子 
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４ おわりに 

 

 「自治」という言葉にあらためてスポットが当たって久しいですが、はたして私たちは地

域を自ら治めているのでしょうか。もっぱら自治サービスを買う消費者として、「他治」の

集合体を私たちは自治会と呼び、「地域づくり」の重要性を唱えています。 

しかしながら、私たちの先輩たちはどうだったのでしょうか。かつての日本人は食糧や水

を求め土地を利用して集まって住まい、あらゆる地域資源を様々な創意工夫と知恵で使い

こなして家族を増やし発展してきました。そこには、隣組やウチワ、マキなどにみられる、

継続的に暮らしを支え合う秩序が家族の延長上に存在し機能していました。それはいまで

言う「地域運営組織」そのものであったし、「小さな拠点」の本質的なあり方でした。（国が

つくってほしいそれとは異なります。）自ら治めなくてはならない仕組みとして地域に根付

き、冠婚葬祭をはじめ養蚕や酪農、そして消防団や PTAなど様々なコミュニティが地域の

暮らしを世代を越えて支えてきたのです。その支え合いの文化は、時代が移ってもなお形を

変えながら現代へ受け継ぎ、例えば東日本大震災等に端を発するボランティア活動や、はた

また SNS等を通じた支援のあり方など、自ら治めなくとも総体で支え合う場もまた育って

きています。 

今回のケース分析集は、長野県内で実際に現在も動いているそうした様々な支え合いの

取組そのものに焦点を当てています。それらはすべて「自ら治める」取組であり、試行錯誤

しながらも人と人が手を携え活動しています。それぞれに歴史・背景があり支え合いの文脈

があるため平易な分類などせず、その歩んだプロセスの解釈に注力しました。この分析集を

契機にした勉強会や現地での交流など、様々な形でご活用いただければ幸いです。 

長野県内には、今回ご紹介する取組以外にも多くのそうした事例が眠っています。例えば、

宮田村の男衆と女衆それぞれの永続的なコミュニティ・マネジメントの仕組みや、大町市八

坂の地域づくり協議会の活動、小布施町のコミュニティ制、根羽村の山業・聞き書きの取組

など、各地固有の明日の地域をつくるヒントがたくさん詰まっています。今後もこうしたメ

ディアの共有を継続して行うことを通じて、支え合い・学び合える機会の創出ができればと

考えております。 

 

東京大学大学院工学系研究科 特任助教 

新 雄太 
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取組のプロセスから見た地域活動ケース分析集 

～取組の分岐点から学ぶ～ 
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