地域再生大作戦の支援策
■ 集落のステージに応じた支援策があります

将来を見据えた体制整備
活動場所の確保
本格的な活動段階
地域の誇り

取組初期段階

集落のつぶやき
い！
なんとかした

何から初めていいか分からない
■ 村のみんなのやる気をアップさ

せたい
■ 一度試しにやってみたい
■ 視察に行ってみたい
■

ることは何？
みんなでやれ
若者や外の人と一緒にお金にな
ることがしたい
■ うちの村の特産品がほしい
■ 都市住民との交流イベントがしたい
■ 観光客にもっときてほしい
■ 合宿や視察の受け入れがしたい
■ 都会から若い人にきてほしい
■ 移住促進のために人を雇いたい
■

るか
どこでがんば
みんなで集まれる場所がほしい
廃校を活用したい
■ 使われていない施設で直売活動

をしたい
■
■

けたい
これからも続

支援策
取組に向けたアドバイスや将来に向けた計画
づくりの支援など
【 地域再生アドバイザー派遣事業 】

■

先進地視察、祭り・イベントの実施や特産品
開発等の試行的な取組の支援
【 トライやる事業 】

■

地域が地域おこし協力隊等と協力して起業す
る際の支援
【 地域おこし協力隊等起業化モデル事業 】

■

地域が企画・提案する取組（特産品開発、交流
イベント、観光 PR、視察受け入れ等）への支援
【「がんばる地域」交流・自立応援事業】

■

都市部からの移住・定住を促進する取組への支援
【 田舎に帰ろうプロジェクト 】

■

若手移住者の受け入れのための長期的な計画づ
くりや、移住コーディネーターの雇用などの支援
【 戦略的移住推進モデル事業 】

■

地域で集まるための活動拠点の整備や、廃校等
を活用した稼ぐ仕組みづくりへの支援
【
「がんばる地域」交流・自立応援事業 】

■

周辺地域が集まって広域的な組織をつくる際の
計画づくりの支援
【 広域的地域運営組織支援事業 】

■

周辺地域と一緒に活動したい
■ 孫にも元気な集落を残したい

■ 今ある地域団体を法人化して収

益事業に取り組みたい
■

地域団体の法人化の支援
【 地域運営組織法人化推進事業等 】

■

※事業の詳細については、県HPから「地域再生大作戦」
で検索するか、右のQRコードからHPにアクセスしてください。
※事業の実施には各種要件があります。
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地域再生アドバイザー座談会
兵庫県には多自然地域の活性化を支援する「地域再生アドバイザー」が約50名在籍しています。今回は、
その中から7人が集まり、
「これまでの地域再生大作戦(10年間)」を振り返り、
座談会を行いました。そして、
「これからの10年」の集落(地区)での取組のポイントや、地域活動のポイントについて、話し合いました。

これまでの地域再生大作戦での取組

先進地視察は貴重な機会になっています

～10年を振り返って～

三宅 バスで先進地を視察する場合、住民みんなで行く

−この10年の取組地区の変化や取組のポイントについ
て教えてください。

ことで合意形成につながります。楽しくやってい
る地域を見てもらえばいい。細かなことを数人の
リーダーを中心に進めていけばいいんです。リー

「経営」という視点ができてきました
柏木 大作戦がエンジンの役割になっていると思います。
計画書を作る過程で、集まって議論することで変化
が生まれています。生田では、視点が「経営する」
に変わりました。例えば、余った野菜を売ることに
抵抗を感じていた農家が、野菜を売りはじめたりと
変わってきたそうです。
中井 給料が払えて継続することが一番のポイントですね。

ダーと住民との両輪で回していくことが大事です。
井原 視察は事業のよい面や課題を含めて生きた教科書
になります。

しっかりした組織体制がポイントです
浅見 長谷で地域づくりの進め方(作法)を共有したこと
が良かったです。この作法をどう継承していくの
かが課題です。組織のあり方を決める際に、規約
や組織の体制をデザインすると、うまく回ります。

柏木 地域外に売って稼ぐためには、ブランドを作って
いく意識が大切です。

柏木 持続可能な組織づくりをサポートするには、組織
図を作ったり、規約づくりまで落とし込み、地域

交流拠点が10年続けば効果がみられます
平櫛 交流拠点を造ったのはよかったです。みんなの心の

で継続できる形にするのがポイントです。
松原 会長の代替わりや、地区の状況の変化など、時期

よりどころになり、半日ぐらい滞在する人もいて、

に合わせて、組織のあり方を変えていくことも継

交流することで普段言えないことが言えるように

続する上で大切なことです。

なりました。住民が料理をふるまい、頼られるよう
になり、やりがいを感じるようになりました。

平櫛 海上では、直売加工部会や都市農村部会に分かれ
て実施した結果、それが現在の経営につながって

柏木 何か相談があるときは、身近な拠点を利用します。
悩みがあったら相談できる場所があるというのは
集落の中で孤立することを防ぐ効果があります。
松原 交流拠点は地区内の交流促進にとっても重要です。
そこから新しい活動が展開する可能性が高いです。

います。最初の２～３回の話し合いで事務局体制
をしっかり計画したことは良かったです。

交流がよい影響をもたらしています
三宅 大学生が地域に入ることで貢献してきました。地
域の将来を考えるワークショップでは学生が出し

井原 ただし、交流促進で人が集まるという点と、勢いで
建てて地域の重荷になる点があります。5年経って、
「あと5年は頑張る、でも、その先はもう無理」とい

たアイデアが1つずつ着実に実現し、成功体験を積
み上げました。外部人材との交流が地域の元気に
つながります。

う地域もありますが、それでもいいと僕は思います。
井原 10年前からやってきた学生との協働が、今はイン
中井 地域交流施設は、住民の交流だけでなく、新たな
観光交流を生みだす場合があります。それが地域
活性化につながっている地区も出てきています。

16

ターンシップや授業での関わりに移行し、学生の
力を活かして講義になることもあります。

❶

❷

❸

❹

❺

❻

❼

❶浅見雅之(合同会社 人・まち・住まい研究所）❷井原友建（NPO法人 地域再生研究センター）
❸柏木登起（NPO法人 シミンズシーズ）❹中井豊
（中井都市研究室）❺平櫛武（キタイ設計株式会社）❻松原永季（有限会社スタヂオ・カタリスト）❼三宅康成（兵庫県立大学 環境人間学部）

中井 学生の“地域型インターンシップ”は、徐々に多

■ ラウンドアバウト型の交流 イメージ図

くの地域で取り組まれてきており、一つの流れに

集落
（地区）
に

なりそうです。

これからの10年～こうやって過ごそう～
−これからの10年のあり方について、ご意見をお聞か
せください。

関わり始める外部人材
集落
（地区）
から

集落

（地区）

関わるのをやめる外部人材
集落
（地区）
と

関わり続ける外部人材

集落や地区でビジョンを持とう
浅見 日本全体で人口が減少するのが明らかなので、減っ
ても幸せになるのをめざすやり方があると思います。
井原 上手にやっている集落は、ビジョンやプランを持っ
ています。ふるさと自立計画などの見直しも行わ
れています。ちゃんと方向修正をしているから、
アドバイザーが変わってもぶれないです。

子供に地域の良さを教えましょう

地域活動を行うときの「ここ」
がポイント!!
浅見 計画書を作成するときに僕がよく書く8箇条があり
ます。嫌がる人を無理矢理いれない、やらない人
を責めない、来る人を拒まないとか、みんなの意
見をちゃんと聴こうとか、この8箇条を入れて計画
書にしてきました。5年以上経つのに、今でも守っ
てくれている集落があります。

三宅 ある集落では子供が戻ってこないが、隣の集落は

平櫛 僕もムラ作りの10個のルールを作ったことがあり

戻っているという事例があります。大学生も戻りた

ます。集落にチェックしてもらえるようにしてい

い、戻りたくない子がはっきり分かれています。子

ます。
（座談会後、地域10原則を以下のとおり整理）

供のときの経験や親の教えがとても重要です。
浅見 子供が帰ってこないというのは、親が外へ出そう
とする教育にも原因があったんです。地域で暮ら

柏木 住民の中での行動原則になっているのがすごいで
す。地域の中で、共感できるビジョンや行動原則
があることはとても大切ですね。

すことの良さや楽しさを教えてから都会に出して
あげたらいいんです。そうしたら、一人増やして
帰って来たり、お金やコネをつかんで帰ってくる
かもしれません。

新しい集落（地区）のかたちを見つけよう
三宅 集落に定住する人が集落の中心（コア）だとすると、
外部の人材はその周りで出たり入ったりしていま
す。例えば地域おこし協力隊が去ってしまう集落
でも、別の人がやってくる可能性もあります。人
がぐるぐるまわり、交流しながら集落が維持され
るという考え方もあります。
（ラウンドアバウト型
の交流）

地域10原則って、こんな感じ。。。
第１ お金が儲かるよりも楽しいことをやる



第２ 話し合いも大切だけど、やってみるのも大事
第３ よい地域を子供達に残す方法を考える
第４ 楽しいことには積極的に参加する
第５ 無理に押しつけたり嫌々引き受けたりしない
第６ できませんという人、やらない人を責めない
第７ だれが意見を言ってもきちんと聞く
第８ できるだけみんなに意見を言ってもらう
第９ 回覧などで情報を共有してみる
第10 他の地域や団体にもPRしてみる
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未来へつなぐ地域づくり
活力にあふれ個性豊かな地域をめざす
「地域再生大作戦」
の取組

未来へつなぐ地域づくり
平成30年10月
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