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１

篠山市地域づくりワークショップ体験実習のあらまし
－神大「地域計画論」・京大「農村計画学」合同現地実習－
京都大学農学部

星野

敏

農学部の開講科目「地域計画論(神大)」と「農村計画学(京大)」の受講者を対象にしたワ
ークショップ体験実習を開催します。具体的には，篠山市西紀町内の桑原公民館で地元の
住民とともに地域づくりワークショップを体験します。ワークショップは個人ではなかな
か体験できません。これを機会に，農山村地域の地域活性化を一緒に考えてみませんか？

日時：２００７年７月２２日（日）雨天決行
集合場所と時間：
神戸大学農学部前

８：３０集合

JR 篠山口駅改札前
参加費：昼食代

８：４５出発

１０：００集合～１０：０５頃バスにて現地移動

１０００円（当日，集めます）

ワークショップのプログラム（予定）
１０：４０～班の編成と自己紹介

１０分

１０：５０～桑原集落の紹介

２０分

上田英樹氏（桑原集落在住，篠山市）

１１：１０～集落ウォーキング（学生＋地元）

７０分

１２：３０～昼食

３０分

１３：００～SWOT 分析の説明

中塚雅也氏（神戸大学）

２０分

１３：２０～ワークショップ①

SWOT 分析の拡張（学生＋地元）

７０分

１４：３０～ワークショップ②

提案のとりまとめ（学生のみ）

６０分

１５：３０～発表会（プレゼン３分＋質疑・採点２分）×６班
１６：００～講評

星野

敏（京都大学）

進行：中塚

３０分
５分

１６：１０～現地出発
１６：３５

篠山口駅前

１７：４０

神大農学部前

京大グループ解散
神大グループ解散
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今日１日の作業内容
１０：４０～班の編成と自己紹介
今回は神大と京大の混成チームです。今日一日は同じ班のメンバーとして行動します。
まずは，名札に名前を書いて胸に張ってください。班長さんが中心となって，簡単な自己
紹介をしましょう。
１０：５０～桑原集落の紹介
桑原集落にお住まいの上田英樹さんから集落の紹介をしていただきます。
１１：１０～集落ウォーキング（学生＋地元）
２つのグループ（３班ずつ）に分かれて集落を回ります。気づいたことや印象をメモし
ます。気にいった風景や事物の写真を撮ってください。後で発表の時に使います。
１２：３０～昼食
お昼休みは３０分です。ちょっとあわただしいです。
１３：００～SWOT 分析の説明
午後のワークショップでは SWOT 分析を使います。SWOT 分析の方法（資料１）と昨
年の適用結果（資料２）について神戸大学の中塚雅也先生より紹介していただきます。
１３：２０～ワークショップ①

SWOT 分析の拡張（学生＋地元）

昨年度の結果は資料２のとおりです。それぞれの班には，地元の方が入られますので，
インタビューしながら，昨年の内容が正しいどうかか確認してください。さらに，新たな
項目を書き加えて内容を改訂してください。班長さんは進行役になってください。
１４：３０～ワークショップ②

提案のとりまとめ（学生のみ）

ワークショップの後半では，上術の SWOT 分析の結果をうまく使って，桑原集落の地域
づくりについて提案を考えてください。発表用にパワーポイントのファイルを作成してく
ださい。例：新たな地域特産物開発，コミュニティビジネス1，新たな都市農村交流のかた
ち，新住民の定住促進策など
１５：３０～発表会（プレゼン３分＋質疑・採点２分）進行：中塚
地元の皆さんの前で発表してもらいます。持ち時間は５分です。地元の皆さんからの厳
しい質問もあるかもしれません。優秀な提案は実施の可能性があります。

1

地域資源を活かしながら地域の課題解決をビジネス的手法で取り組むもの。地域の人材
やノウハウ、施設、資金を活用することで、地域に新たな雇用や生きがいを生み出し、コ
ミュニティの活性化に寄与するもの。
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２

参加者リスト

篠山市桑原集落地域づくりワークショップ 2007 年 7 月 22 日リスト
神戸大学グループ

農学部前

８：３０集合
学年

名前

出席

1 神戸大学農学研究科

助教

中塚雅也

(引率)

2 植物資源

3 年生

加賀屋陽介

A

3 食料生産環境工学科

3 年生

乾佐知子

B

4 食料生産環境工学科

3 年生

岩崎有美

C

5 食料生産環境工学科

3 年生

岩谷あゆみ

D

6 食料生産環境工学科

3 年生

河南翔

E

7 食料生産環境工学科

3 年生

篠辺泰助

F

8 食料生産環境工学科

3 年生

中尾彰太

A

9 食料生産環境工学科

3 年生

長嶋真人

B

10 食料生産環境工学科

3 年生

西河宏城

C

11 食料生産環境工学科

3 年生

花澤貴文

D

12 食料生産環境工学科

3 年生

藤本夏子

E

13 食料生産環境工学科

3 年生

安田憲史

F

14 食料生産環境工学科

3 年生

竹之内亮

A

15 食料生産環境工学科

3 年生

高尾幸宏

B

18 地域共生計画学

4 年生

窪田和矢

C

17 地域共生計画学

4 年生

児島理恵子

D

19 地域共生計画学

4 年生

中村省吾

E

16 地域共生計画学

4 年生

根岸真直

F

20 地域共生計画学

M２

水谷陽介

○B

21 地域共生計画学

M２

中原嘉嗣

○D

22 地域共生計画学

D3

山下良平

○F

23 地域共生計画学

D3

烏日図

24 食料生産環境工学科

3 年生

斉田

C

25 地域共生計画学

3 年生

柳生

C

フリー

フリー

○印：班長
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京都大学グループ 篠山口駅 １０：００集合
学年

名前

1 京都大学農学研究科

教授

星野

2 資源生物学科

3 年生

亀田知佳

F

3 食料環境経済学科

3 年生

飯澤菜穂

E

4 食料環境経済学科

3 年生

近藤万祐子

D

5 食料環境経済学科

3 年生

西尾紀一

6 食料環境経済学科

3 年生

山本哲也

B

7 地域環境工学科

3 年生

伊木のり子

A

8 地域環境工学科

3 年生

奥野恵太

F

9 地域環境工学科

3 年生

奥村啓史

E

10 地域環境工学科

3 年生

富山博喜

D

11 地域環境工学科

3 年生

中西真由美

C

12 地域環境工学科

3 年生

真野将一

B

13 農村計画学

4 年生

上山葉子

A

14 農村計画学

4 年生

前川奈央

F

15 農村計画学

4 年生

高原徳行

E

16 農村計画学

4 年生

中村昌央

D

17 農村計画学

M1

木下大輔

○E

18 農村計画学

M２

藪内照貴

○C

19 農村計画学

M２

高田智実

○A

４２名

○印：班長

合計

出席
敏

(引率)

取り消し

フリー

C

フリー：星野，中塚，烏日図
A 班：○高田智実，加賀屋陽介，中尾彰太，竹之内亮，伊木のり子，上山葉子（６名）
B 班：○水谷陽介，乾佐知子，長嶋真人，高尾幸宏，山本哲也，真野将一（６名）
C 班：○藪内照貴，岩崎有美，西河宏城，中西真由美，窪田和矢，斉田，柳生（７名）
D 班：○中原嘉嗣，岩谷あゆみ，花澤貴文，児島理恵子，近藤万祐子，富山博喜，中村昌央
（７名）
E 班：○木下大輔，河南翔，藤本夏子，中村省吾，飯澤菜穂，奥村啓史，高原徳行（７名）
F 班：○山下良平，篠辺泰助，安田憲史，根岸真直，亀田知佳，奥野恵太，前川奈央（７名）
○印：班長
当日欠席 1 名：西尾君（京大），当日参加 2 名：斉田君，柳生君（神大→C 班へ編入）によ
り，参加総数は 43 名(うち，教員 2 名)である
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３

SWOT 分析とは
神戸大学

中塚雅也

SWOT 分析とは戦略オプションの立案・選択のための手法として経営学の戦略論の分野に
て広く知られた分析手法である。経営に影響を与える諸要素を，内部環境と外部環境に区
分して，さらにその内部環境については強みと弱み，外部環境については，機会と脅威と
いうように，それぞれ好影響を与えるものと悪影響を与えるものに区分して，表 1 のよう
なマトリクスをつくり，自らのおかれる環境条件を明確にする手法である。
SWOT とは，この強み（Strength），弱み（Weakness），機会（Opportunity），脅威（Threat）
の頭文字を並べたものである。外部環境分析で扱う要因は，基本的にその企業・組織の力
で変えることが不可能なものであり，反対に内部要因分析で使われる項目は、その組織内
で改善していけるものとされる。
この現状分析のことを SWOT 分析（シンプル SWOT 分析）と呼ぶことも多いが，通常，
表 2 に示すような 2×2 の軸でマトリクスを作り，（S，O）
，（S，T），（W，O），（W，T）
の 4 パターンの組み合わせの戦略オプションを考え，想定されるチャンスにどのように強
みを発揮できるか，逆に足を引っ張る要因が何かを特定・把握することで，それに対する
対処策を立案し，実行する。これらを，現状分析と区別してクロス SWOT 分析と呼ぶことも
ある。
表１ SWOT マトリクス
強み
（Strength）
機会
（Opportunity）

弱み
（Weakness）
脅威
（Threat）

表２
機会
O
脅威
T

SWOT 分析の戦略オプション
強み S

弱み W

活用／
積極戦略
解消／
多角化戦略

改善／
転換戦略
回避／
縮小・撤退戦略

ただし，SWOT 分析では，強みと弱み，機会と脅威の区分が主観的であったり，環境の変
化によって容易に入れ替わったりすることが課題とされ，長期の戦略立案に不向きである
とされている。また，強みと機会は概して競争相手にとっても強みと機会であるため，反
対に戦略選択において脅威や弱みを活かすことに意義があるとも言われている。
SWOT 分析の手順は以下の通り。比較的簡単なので，手軽に取り組むことができる。
①要因となる内・外部環境のデータを収集する。
②SWOT の各項目に対応して要因を列挙する（マトリクスの作成）。
③強みや機会を活かし，弱みや脅威を回避する総合的な戦略を立案する，または，SWOT の
組み合わせにより個別の戦略オプションを立案し，最適なものを選択する。
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表３

表４

内部環境と外部環境
内部環境

（経営資源）ヒト，カネ，モノ，情報，ノウハウ，販路・・・

外部環境

法律，環境保全，経済，景気，顧客動向，競争企業，新製品・・

SWOT 分析の例１

内部環境

外部環境

表５

プラス要因

マイナス要因

強みＳtrength

弱みＷeakness

・製品品質は優れている

・数年間利益が低下している

・安定した顧客が多い

・営業と製造の間の連絡が悪い

・社内の雰囲気がよい

・原価が正確に把握できない

機会Ｏpportunity

脅威Ｔhreat

・納期短縮が重視されてきた

・納期短縮の要請が強い

・海外からの引き合いがある

・低価格の海外製品が参入してきた

・他系列からの引き合いもある

・系列取引が減少している

SWOT 分析の例 2

参考文献：
原田勉『MBA 戦略立案トレーニング』東洋経済新報社，pp.150-161，2003．
中野民夫『ワークショップ―新しい学びと創造の場』，岩波新書，p.223, 2001．
石塚正明『「参加の場」をデザインする-まちづくりの合意形成・壁への挑戦-』，学芸出版
社，p.47，2004．
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４

各班からの提案

４－１

A 班の報告

SWOT 分析による桑原集落の現状整理と提案について
（加賀屋 陽介、中尾 彰太、竹之内 亮、伊木 のり子、上山 葉子、○高田 智実）
（１）桑原集落の現状の把握
今回のワークショップ（以下、WS）では、まず集落ウォーキングを行った後に、公民館
において地元の方々を交えたヒアリングを行った。そこでは、集落の現状を把握するため
に集落ウォーキングの際に気づいたこと、前年度同集落での WS において挙がった項目の
現状や追加の質問などを中心に質疑応答の時間を頂き、KJ 法にて分類すべく随時情報を付
箋に書き込んでいった。
そ の 後 、 書 き 込 ま れ た 情 報 を SWOT 分 析 に よ っ て 集 落 の 強 み (Strength) 、 弱 み
(Weakness)、機会(Opportunity)、脅威(Threat)の４つにカテゴライズすることで、集落の
現状を可視的にまとめた。以下はその図である。

図１

桑原集落の SWOT 分析

ヒアリングを通じてＡ班が最も強く感じたことは、桑原集落の一番の特徴は「お年寄り
がみんな元気で、集落内の繋がりが強い」という面である。また、以前から住まわれてい
た方々（地域住民）だけでなく、新しく住まわれる方々（都市住民）にもなじみやすい集
9

落であることを誇っておられた。しかし、これらは地域住民が柔軟であるということもも
ちろん重要なファクターであるが、都市住民が農村地域に住むということに対し、近所づ
きあいや農村独特の慣習的な生活をする覚悟を決めた人ばかりであることが大きいようだ。
逆に言えば、覚悟を決められないと新しく入るのは難しいということになろう。
また、上記にも関連するが、いまの桑原集落に最も必要なのは若い世代である。当集落
の大半が高齢者で占められ、次世代の担い手となる若い人材が不足していることは否めな
い。都会での生活に慣れきった若い世代にとって、やはり農村での生活はこれまでの生活
とのギャップが大きいため、１００％切り替えるのに抵抗があることは当然だと思う。し
かし、それでは農村離れは進む一方であり、農村の生活を伝承することが難しくなるだろ
う。

図２

ワークショップの様子

（２）プレゼンテーション
地元集落の方々に対する質疑応答を終え、上記のように現状把握を行った A 班では、ま
ずは「集落に人を呼ぶ」ということを軸に提案を行うことにした。
そこで桑原集落の目標として、５０人の若い世代の人口増加を掲げた。その結果、桑原
集落の強みを生かし、若い世代が気軽にまちづくりに参加できる雰囲気や機会を作れるよ
うな取り組みを提案した。その内容を以下に示す（当日スライドで発表したものである）。
■提案内容
将来定住を期待した都市農村交流としての体験合宿
■対象年代
４０～５０代
■対象地
桑原集落内の農地（主に休耕田）、なお活動拠点施設は空き家を借用する
■活動時期
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主に土日、夏休み期間など連休時期は合宿形式とする
■年会費
日常の管理費として徴収する（管理主体は地元住民）
■都市住民に対する特典
収穫作物は取り放題とする
（３）提案者として
前述の通り、Ａ班では「集落に人を呼ぶ」という視点で提案を行った。しかし講評にお
いても指摘されたように、Ａ班に限らず我々の提案は形ばかりを繕っただけで、どのよう
に実現するのか、そしてその結果どういったメリットが集落にもたらされるのかといった
意識が曖昧であったように思う。もちろん、参加者の大半が学部３回生であり、知識も経
験（特に後者）もない状態で高度な提案を期待するのは酷と言えるが、その点においてフ
ァシリテーターである私の立ち回りが求められたと感じている。とは言え、経験不足もあ
りヒアリングやその後の議論においてスムーズな展開を誘導することが出来ず、また発表
においても不適切な発言をさせてしまった挙句に規定時間を大幅に超えてしまい、静かに
耳を傾けてくださっていた地元の方々をはじめ他の教員・学生の皆さんに迷惑を掛ける結
果となってしまった。これらは集落に対する基本的事項の予習（今回であれば、昨年度の
WS 報告書の熟読）や当日の WS の流れ（主に議論や発表内容の時間配分）を考えること
で、事前にある程度コントロール出来るものであり、次回の機会に活かしたいと考えてい
る。
最後になりましたが、今回の WS において学生に対し多大なる御協力を頂いた桑原集落
の皆様、また WS 開催のために奔走された星野敏・中塚雅也両教員に、厚く御礼を申し上
げます。どうもありがとうございました。
（文責：伊木 のり子、高田 智実）
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４－２

B 班の報告

B 班（乾・高尾・長島・真野・水谷・山本）
神戸大学大学院 2 年

水谷陽介

１． 地元住民へのインタビュー
WS の第一段階として，地元の方々へのインタ
ビューを行い，桑原集落の現状および地元住民の
意向の把握を行った。B 班には地元から二人の方
がついてくださったので，班員が自分の聞きたい
ことをその二人に対して同時に質問をし，順番に
回答してもらう形をとった。
質問内容としては，集落ウォーキングで各班員
が感じた印象と，それに対する地元住民の認識，
および地元住民が桑原集落に対して感じている不
満や要望について把握することを目的としたもの
が多かった。そして，インタビュー内容のキーセ
ンテンスと思われるものを、リアルタイムで付箋
にメモしていった。住民の方は我々の質問全てに
対して自分なりの考えを丁寧に話してくださった
ので，1 時間弱のインタビューは終始スムーズに
進めることが出来た。

図 1 地元の方へのインタビュー風景

２． SWOT 分析を用いてのインタビューの整理
第二段階では，インタビュー取材で得られた意見を，SWOT 分析を用いて紙面上に整理
した。具体的には，キーセンテンスを記した付箋をもとに班員全体でインタビュー内容を
思い起こし，客観的視点で議論しながら，それぞれの付箋を 2×2 のマトリクス上の適切な
位置に区分して貼り付けていった（図 2）。ただし，メモされたキーセンテンスの中には，
マトリクス上の複数の箇所に跨る内容をもつものがあり，貼り付ける際に迷うものもあっ
た。この対応処置としては，この後に行う提案のとりまとめにより多くの時間を割きたか
ったために付箋を書き直したりすることはせず，複数の内容を含むものはそれぞれの境界
線上に張るという手段をとった。
このようにして整理された意見の多くが桑原集落の内部環境（強みと弱み）に区分され
た。具体的内容については以下のようなものが挙げられた。
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【強み】
z

豊かな自然・美しい景色

z

自治会等の地域団体が多
く，活動も定期的に行わ
れている

z

人情・地元への強い思い
…等

【弱み】
z

少子高齢化

z

環境保全が難しい

z

教育機関が少ない

z

鳥獣害（主に鹿）
…等

図 2 SWOT 分析を用いて整理したマトリックス

３． 提案のとりまとめ
最終段階である第 3 段階では，図 2 を見ながら，桑原集落の地域づくりについての具体
案を作成した。時間の関係上，SWOT 分析で整理した 4 つの要素全てについて議論を深め
ていくことは難しいということと，第 2 段階の整理で内部環境の意見が圧倒的に多かった
という 2 点から，内部環境に焦点を当てて議論した。
さらに，桑原の“強み”で挙げられた項目の多くは，桑原集落の規模がある程度以上で
なければ発揮できないもの（地域団体の活動等）があり，一方弱みで挙げられた項目には
“人手不足”に関わるものが多く挙げられたという分析結果から，B 班では地域づくりの
テーマを『桑原集落に人を呼ぶ』というものにした。
『人を呼ぶ』地域づくりの最終目標は，桑原集落に新しく定住してくれる人たちを増や
すことである。しかしながら，新しく定住してくれる人をいきなり呼んでくることは難し
く，また桑原集落側としても受け入れ体制が整っていないのが現状である。ゆえにまずは，
桑原集落を世の中にもっとアピールすることからはじめ，徐々に準備や体制を整えていく
のがいいのではないかということになった。
次に，アピール活動の効果を向上させるために，アピールするターゲットの絞り込みを
行った。B 班ではその相手を“団塊の世代”に絞った。団塊の世代をターゲットにした理
由には以下のいくつかのものが挙げられる。


経済力と行動力を併せ持っている



車を持っている方が多く，桑原での生活も全く苦にならない



多くの住民の年齢層と近く，お互いになじみやすいのではないか



様々な専門知識やノウハウを持っているし，好奇心・探求心も非常に強い方が多い



話題性のある世代であり，マスコミがこの活動に興味を持つ可能性が高い（マスコミ
が興味を持つことで簡単に，かつ広域的にアピールできる）
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団塊の世代はその子供も多く，ゆくゆくは子供世代，孫世代にも広げていける
続いて戦略であるが，
“団塊の世代”，日本全国に広がっている“健康志向・健康ブーム”

という二つのトレンドと，地域の“強み”を組み合わせた提案をした。具体的提案を以下
に示す。


現在流行している健康食品や自然食品を地域の特産物（黒豆・栗・まつたけ等）で作
る



桑原集落の自然を存分に堪能できるマラソン大会やハイキングを行う（更にその場で
健康食品も味わえるようにする）



農業を始めたいと考えている人口が多い団塊の世代に対して農業指導を行う（土地の
広さを考慮して小規模なもの）



炭焼きや山林管理など，農業以外にも桑原が持っている魅力的なものを伝え，指導で
きるような場（学習教室のようなもの）を作る
最初にこれらの様なイベント的活動を行い，桑原集落の知名度を挙げると同時に地域経

済も向上させることで，受け入れ体制を整える。そして，その後に活動の幅を拡げ，本格
的に『桑原集落に人を呼ぶ』活動を行っていくことが，今後の桑原集落の地域づくり活動
として有効なのではないかという結論に達した。
提案のとりまとめを行った後，この内容を地元の方々に発表させていただいた（図 3）。

図 3 B 班の発表の様子
４． 感想
今回の WS で B 班では，地元の方へのインタビューで意見が偏ってしまい，SWOT 分析
を行う際に外部環境についての内容が少なかった点や，班員全員の良い意見を一つの提案
の中にまとめきれなかった点，提案内容の具体案を詳細に詰め切れなかった点など，いく
14

つかの反省点が挙げられた。これらの反省点は全て，ファシリテーターとして B 班を率い
た班長の力不足が原因であった。このような反省点を，班員全員が次の機会に活かせられ
るようにフィードバックしておきたい。
地元住民の方，京大，神大，様々な立場の人が協力して一つのことを議論できたことは，
全員にとって有意義な取り組みであったと思われる。これを今回だけで終わらせてしまう
のではなく，これからも継続して行い，地域の人々の力になっていけることを願ってやま
ない。

４－３

C 班の報告

桑原集落の魅力を外部に発信していく方法
（メンバー：柳生、窪田和矢、斉田、西河宏城、岩崎有美、中西真由美、○藪内照貴）

(1)取材
C 班では２名の地域住民の方に取材をさせていただいた。取材は、班員が地域住民の方
に対して質問し、それに答えてもらうという流れで進めていった。また、班員の一人に書
記を頼み、付箋紙に記録し、模造紙の上に張っていくことで意見の共有が出来るようにし
た。桑原の生活環境、自然、特産品、人口構成、など、様々な分野の質問が出された。地
域住民の方には、質問に答えていただくとき、質問したこと以外にもそれに関連したこと
を幅広く答えていただけたので様々な情報を得ることが出来た。
(2)整理と分析
一時間の取材の後、模造紙に大量に張られた付箋紙を SWOT 分析によりそれぞれ強み、
弱み、機会、脅威のうちの何処に分類されるか意見を出し合いながら整理を行っていった。
SWOT 分析の結果は表の１のようになった。
桑原集落の内部環境のプラス要因である強みとしては、まず、森林が多い、おいしい天
然水が飲める、きれいな田園景観が見られるといった自然の豊かさに関することが挙げら
れた。次に、光ファイバーや上下水道、道路等の整備が進んでおり、また夏は涼しいため
住環境が良いこと、都市では無くなりつつある村人同士の交流が盛んであること、交通に
関しては車があれば不便はしないこと等が挙げられた。また、農業に関しては黒豆や天然
水で作ったおいしい米を作っていること、団塊の世代が農業をしているのでまだ担い手に
は困っていないことが挙げられた。とくに、豊かな自然環境と、都市とそれほど離れてい
ない位置に存在していることは桑原集落の大きな強みであると思われた。
反対に桑原集落の内部環境のマイナス要因である弱みとして、交通に関しては、車が無
ければ生活がしていけないことや燃料費や定期代などの経費がかかるということが挙げら
れた。農業に関しては、農業だけでは生活していけないため専業農家はいないことや、若
い世代の農業の担い手がいないことが挙げられた。自然環境に関しては森林の管理が大変
なことや冬には雪が降りかなり冷えることが挙げられた。また少子高齢化が進み、人口減
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少が進んでいることも大きな問題となっていることが分かった。
桑原集落の外部環境のプラス要因である機会としては、他所からの移住者が数名いるこ
とや、都市に比べ土地の値段が安く、また空き家も存在しているため移住希望者が現れた
場合有利であることが、反対に外部環境のマイナス要因である脅威としては、新しい道路
が出来たことで通貨車両が増え、事故の危険性が大きくなったことが挙げられた。
表 1

桑原集落の SWOT 分析

プラス要因

マイナス要因

強み Strength

弱み Weakness

・豊かな自然
森林、おいしい水、田園

高校生は定期代がかかる

夏でも涼しい

車の燃料費などの経費が大変

・住環境がよい
光ファイバー、上下水道、道路の整備
内
部

・交通

車がないと生活できない
・農業

都会では飼えない動物が飼える

農業だけでは食べていけない

Coop などの配達もある

専業農家はいない

・温もり

若い世代の農業の担い手がいない

環

村人同士の交流、助け合いの心

境

3 世代で住んでいる家が多い
・交通

・自然環境
森林の管理が大変
冬は雪が降り寒い

車は一軒に一台から一人に一台に

・人口構成

中学生はスクールバスが出ている

少子高齢化がすすむ

福祉バスが金曜日に出ている

人口減少

大阪や神戸へ通勤可能
・農業

・買い物が不便
篠山や福知山に出てまとめ買い

黒豆、天然水でおいしい米
使われていない農地は少ない
団塊の世代が農業をするため当分は
担い手には困らない
・施設
炭焼き釜、ゴルフ場
機会 Opportunity

外
部
環

・他所からの移住者
土地が安い

境

脅威 Threat
・新しい道路の完成
通貨車両の増加
事故の危険性

(３)提案
SWOT 分析を踏まえて、皆でどのような提案を桑原集落に対して出来るか意見を出し合
った。我々は SWOT 分析の弱みに挙げられた中でも少子高齢化と人口減少が桑原集落にと
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って最も深刻な問題であろうということで意見が一致し、桑原集落に新たな人が移住して
もらうためにはどうすればよいか話し合った。都会に住む人が桑原集落に移住してもらう
ことを考えたとき、当然のことであるが桑原集落のことを知っていなければいけない。つ
まり多くの都会に住む人々に桑原集落の魅力について知ってもらうことが桑原集落への移
住者を増やす第一歩となると考えた。
そこで、SWOT 分析の桑原集落の強みに挙げられた内容を念頭に入れながら具体的にど
のような方法で桑原集落の魅力を伝えていくのか意見を出し合った。そして以下のような
提案を行うこととした。
①桑原集落の魅力を伝えるための方法
・ 黒豆狩りを行う
・ 炭焼き体験。桑原の炭でバーベキュー
・ お父さんはゴルフ、子供は自然と触れあうことが出来ることを売りに呼び込む
・ 桑原についての情報を載せたフリーペーパー（KuabaraWalker）をつくる
・ 日帰りではなく一泊以上する人のために空き家を貸し出す
以上のような方法で、まずは都会に住む人たちに桑原の魅力を知ってもらい、そこから
今後、桑原集落に移住してもらえるようにアピールをしていく。
②その他の提案
上の提案のほかに SWOT 分析の結果から提案できることを考えたので紹介した。
・ 金曜日だけの福祉バスを週２回に変更。その代わり一日あたりのバスの回数を半分にす
る。
・ 通勤者のお宅の商品を預かる等、Coop に協力をたのむ。
(５)ワークショップを終えての反省
今回のワークショップではファシリテーターや、SWOT 分析など初めて体験することが
たくさん有り、多くのものを学ばせていただいた。しかし、SWOT 分析の内容や、提案を
振り返ってみると、決して満足のいくような出来ではなかった。
SWOT 分析においては、どの農村集落でも当てはまりそうなことや、既に 2006 年のワ
ークショップで言われていることしか見つけることが出来ず、桑原集落ならではの新たな
魅力や問題点を見つけ出すことが出来なかった。地域住民の方に取材を行うとき上手く質
問を誘導できなかったことが一番の問題であると思われる。また、提案の部分に関しては
時間も足りないこともあって、実現可能とは言い難い内容となってしまった。また、十分
に SWOT 分析の内容を反映できたとはいえないし、独自性などもしっかりと打ち出すこと
が出来なかった。
反省すべきことはたくさんあるが、今回のワークショップの体験は私だけでなく班員全
員にとっても非常に貴重なものになったと思う。今回学んだことを、今後に生かせるよう
にしていきたいと思う。
（文責

藪内

照貴）
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４－４

D 班の報告
班長：中原 嘉嗣
班員：岩谷あゆみ，児島理恵子，近藤万祐子，富山博喜，中村昌央，花澤貴文

１．地域住民の方との話し合い
SWOT 分析の説明を受け，地域住民の方々への取材からワークショップ（以下 WS と記
す）が始まった。Ｄ班の班員数は７人で，地元住民の方が３人話し合いに参加してくださ
った。Ｄ班では，新特産物を作る等の目的を持たずに，インタビューを行い，次のような
流れで進めていった。まず，用意されていた地図を用いて，午前中に見学した周辺を地図
上で再確認し，地域の地理的状況やその規模を把握した。桑原集落及びその周辺地域にど
のような地域資源があるのか，地域の強み等の質問を投げかけ，話し合いの発端とした。
住民の方とのＷＳの中盤までは，
班員全員で話し合いを進めるも，
ファシリテーターの不慣れや，端
と端との距離が多少離れていたた
め，話し合いが２グループに別れ
進行してしまう場面もあつた。そ
の際，各グループの話し合いにで
た事柄については，付箋へ記入し
ていたが，後に全員で話し合う際に，

写真１ 地域住民との WS 前の打ち合わせ模様

付箋だけでは的確に理解し難かったため，再度説明が必要になり，時間のロスが生じた。
２．桑原集落の現状把握
地図に貼られてある，地域住民の方への取材で得られた大まかな内容・キーワードが書
かれた付箋を，整理する作業に取りかかった。それらは意見・議論で出たキーワードの性
格・内容に基づいて，内部環境の強
み・弱み，外部環境の機会・脅威の
項目のＳＷＯＴマトリックスを書い
た模造紙上にて整理した。整理して
いく中で，地域の現状を適切に理解
するよう努めた。そして，互いに関
連しそうなキーワード・語句同士を
項目ごとに括った。そして，それら
を踏まえた提案を行うことを念頭に
写真２ 内部・外部環境に関する桑原集落の現状

置き話し合いを進めた。模造紙にま

とめられたＳＷＯＴマトリックスを写真２に示す。次に，桑原集落のＳＷＯＴマトリック
スに整理したキーワードを内容と共に表１に示す。

18

表１

内部環境及び外部環境の現状

強み（Strength）

弱み（Weakness）

内部環境

「人材」

「人手不足」

・都市住民の移住があり，多彩な人がいる

・生計が立つ程，大規模な営農ができない

・若い人が，地域行事で積極的に活動

・米は楽に営農できるが，野菜は手間がかかる

・集団営農を自主的に行っている

ので，多彩な農産物を栽培できない

・地区に愛着を持つ人が多い

・栗の実が地に落ちると食いに猪が出る。その

「特産物」

際，他の農作物も荒らす駆除する人手が不足

・米，黒豆，栗，ぶどう，杉，檜，炭

「施設立地の悪さ」

「景観」

・町の中心地や学校まで車で２，３０分

・あじさいを川沿いに８００本植えている

・病院も遠く，車で３０分かかる

・色々な伝説を持つ神社

診療所（平日のみ）はあるが，大きな病気や緊

・部落有林や源泉があり，恵まれた自然環境

急事態の発生を考えると不安がある

機会（Opportunity）

脅威（Threat）

外部環境

「都市住民の訪問」

「収入源の分散」

・まちかど観光案内所で，篠山の案内や野菜を販売

・農業のみでの生活はかなりの産量が必要であ

・無人販売所の野菜を購入しに来る人もいる

り，時季により農産物の収穫高が変動

「農業技術の向上・普及」

・地域の主産業である農業からの収入では生活

・区画整理によって，農機の使用が可能になった

が難しく，都市部に出稼ぎに出ている

・農機や化学肥料を利用し，収量が増加している

「自然環境の変化」
・昔はかなり獲れていた松茸が，松食い虫の被
害や森林土壌の変化で，あまり獲れなくなった

「消費者の意識変化」
・見た目，品質の良い農産物しか売れない

地域住民の方たちとの話し合いによって，上記のような，桑原集落の現状が明らかにな
った。まず，内部環境に関する桑原集落の強みについては，都市からの移住が増える中で
海外の方が来られるなど，多彩な方々が地域内に存在していること，若年層が地域活動に
積極的で，地域への自主的な取り組みをしている方が多いなどの「人材」に関する項目が
挙げられた。反対に弱みについては，少子高齢化に伴う「人手不足」や，病院や学校など
の公共・福祉施設が集落から離れているなどの「施設立地の悪さ」が挙げられた。
次に，外部環境に関する機会については，地域の豊富な自然環境などによって「都市住
民の訪問」があること，
「農業技術の向上・普及」の流れによって，農業機械の利用や化学
肥料の利用が増えており，農産物の収穫高が増えているなどが挙げられた。また，脅威に
ついては，時季的に収穫高が変動し，人手不足も相まって生産量があまり多くないなど，
農業だけで生計を立てられないため，出稼ぎに出らなければならない状況にあり「収入源
を分散」せざるを得ないことや，
「自然環境の変化」によって，松食い虫による被害が発生
し，湿度の高い土壌状態により，以前は収穫の多かった松茸がなかなか獲れなくなったこ
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と，野菜などの農産物を購入する消費者は見た目が良く品質も良い農産物を求めるように
なり，それに該当しない農産物は売れ難くなったなど「消費者意識の変化」が挙げられた。
３．ＳＷＯＴ分析による提案
桑原集落の現状を踏まえ，どのような対策が言えるのか，ＳＷＯＴ分析を用いて解決策
の提案を行った。その際の流れとして，まず各自が分析を踏まえた課題解策を述べ，出て
きたそれらの案について班員で意見を出し合い，内容を深めていくというものであった。
ここで，出てきた主な解決策は，ⅰ）産地直送品とした地域特産物販売，ⅱ）森林復活ボ
ランティア事業である。
まず，ⅰ）地域特産物販売については，栗やぶどうなどの特産物を，インターネット上
で産地直送品として販売するというものである。これは，地域の強み（Ｓ）である地域特
産物と，脅威（T）収入源の分散との S-T マトリックス（解消／多角化戦略）で見た場合
の結果である。果樹の栽培やインターネット HP の準備など，事前に多少手間がかかるも
のの，果樹は野菜や米などの農産物に比べ卸価格が高いので，収入源の確保につながり，
新たな販売チャネルの確率が図れるのではないかと考えた。さらに，インターネット上で
情報発信することで，多くの人の目に留まり，口コミなどで広まる可能性が高く，桑原集
落の知名度の向上にも繋がり訪問者数の増加にも繋がるのではないかと話し合い，提案し
た。
次に，ⅱ）森林復活ボランティア事業については，部有林などの豊富な自然環境・地域
活動に積極的な人材（Ｓ）と自然環境の変化（T）との S-T マトリックスから，本事業を
提案した。地域の恵まれた自然環，境に魅せられた都市住民をターゲットに，森林復活ボ
ランティアを募る。その際，松食い虫の出
現とそれによる被害の拡大・森林土壌の変
化などの自然環境の変化（Ｔ）によって，
松茸が以前年間およそ 500 万円程度の収
入になるくらい収穫できていたが，現在で
はおよそ 100 万円程度の収入にしかなっ
ていない状況になっている。茸の収穫・収
入が減った原因としては，松食い虫の被害
の拡大や，森林土壌の湿度が高い状態にあ
り松茸の菌の繁殖がされにくくなったからということだったので，大胆にもこの土壌状態
を松茸が獲れるような状態に変えようというものである。しかし，森林を元に戻すには，
かなりの人手が要る。そこで，自然環境に触れることに関心のある都市住民などを呼び込
むことで人材を確保し事業を行う。そして，本事業を通して，森林土壌状態を以前の状態
に近づけ松茸の収穫高を上げる。松茸は主に部有林で獲れるとのことだったので，松茸で
の収入が集落の地域内施設や景観の維持管理にかかる費用を賄うことができると考えた。
また，ボランティアとして，他地域の訪問者数が増加することで，地域内の経済的・社会
的活性化が図られるとも考えられたため，本事業を提案した。
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４．ワークショップを振り返って
今回のワークショップを振り返って，班員全員が疑問に思ったことを地域住民の方にぶ
つけていたと思う。思い思いの疑問点を解消していく中で，様々な話が出て深みのある話
をしていると感じた。日常生活では考え感じられない様な色々なことを考える機会になっ
ていた，と改めて思った。
また，話し合いについて言えば，途中途中に議論の息詰まりがあったり，まとめの段階
で時間的に余裕がなくなり，最終的な分析・提案の詰めが甘くなったりと，ファシリテー
ターの力不足を痛感させられた。予め，提案策について大まかな方針を立ててから，議論
に臨み，SWOT 分析を通して出た提案について，さらに深めていけば，違った提案をする
こともできたのではないかと感じた。以上のように反省点は色々あるものの，風の人なる
私たちが，地域内では考えにくかった・あるいはいい意味での非常識さを持って，自分た
ちの考えや意見を言うことで，新しい取り組み実行のきっかけになればと思う。WS 成果
発表の報告後の住民の方々からの講評において，
「日ごろ我々が怠っていたこと，行ってい
なかったことを思い出させてくれてありがとう。」とおっしゃっていただけた時は，形では
ないが何かしら残せたものがあったのではないか，と多少なりとも達成感を感じた。
今回のワークショップで貴重な経験ができたこと，また改めて桑原集落の人の良さ・地
域資源の素晴らしさを実感し，またこのような機会に参加できればと思った。

４－５

E 班の報告
木下 大輔（班長）
E 班：河南 翔 藤本 夏子 中村 省吾 飯澤 菜穂 奥村 啓史 高原 徳行

１．ワークショップ前半（SWOT 分析の拡張）
Ｅ班では地元住民の方３人に入っていただき、桑原集落についての聞き取りを行った。
当初、私の不手際で班員が個々に住民の方にインタビューを行ってメモをする形でワーク
ショップが進行してしまい、ポストイットの作成が遅れてしまった。その上、住民の方３
人がテーブルの端に座ってインタビューを受けていたため、住民の方のそばに座る班員ば
かりがインタビューをする格好となり、住民の方から離れて座っていた班員の力を有効に
引き出せない状態がしばらく続いた。その後住民の方にバラバラに班員の間に座っていた
だくことでこの問題は解消されたが、ファシリテーターがスタート時点で席順をきちっと
調整していれば起きることはなかった。今回のワークショップの中で私が最も反省してい
る点である。
２．ワークショップ後半（提案の取りまとめ）
Ｅ班が住民の方に行ったからインタビューから浮かび上がった桑原集落の特徴の中で、
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特に注目したのが交通量の増加である。桑原集落は篠山市中心部から国道９号線方面に向
かう場合の迂回路途中に位置し、道路整備を行った結果交通量が増加し、特に朝晩の通勤
時間帯は交通量が非常に多くなり、今のところ重大な交通事故は発生していないもののお
年寄りが交通事故の危険に曝されているという「脅威」がある。それにも関わらず集落内
にはスピード制限を示す道路標識がなく、その上歩道の整備もなされていないという「弱
み」を抱えていた。
写真 １

現状のまとめ

しかし、集落内の交通量が増えるということは見方を変えれば「桑原集落を通る人が増
えた」ということであり、
「脅威」であると同時に「機会」と捉えることが出来る。この点
をＥ班は重点的に検討し、提案として発表させていただいた。具体的には、都市農村交流
など都市部から集落を訪れる人を増やすための策を講じるよりも、現在集落を経由してい
る人に桑原集落で足を止めてもらうための工夫を施す方が実行に移しやすいのではないか
と考えた。
まず、現在桑原集落で主に自家用に生産されている米と同じく自家用に植えられている
栗の実を活用した栗ご飯を商品化することを提案することとした。また販売形態として、
現在集落内３箇所で個々に実施されている無人販売所を統合し、有人の定期市を開設する
ことを提案した。定期市では米や栗、野菜類といった農産物、栗ご飯をはじめとした農産
物の加工品、集落の炭焼き窯で作っている炭（現在は無人販売）などを販売し、またその
炭と集落内で作られている野菜などを活用したバーベキューや炭焼きの体験イベントを行
うという提案を行った。また、豊かな自然を活かしたトレッキングコースを設けることで
子供を集落内に呼び込むのがいいのではないかとの提案も行った。
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写真 2 桑原集落から国道９号線に通じる道路

表 1

SWOT 分析

強み
①コミュニティ力

・

・他地区に比べ住民間の交流が活発
・元気があり、組織がしっかりして
いる
お嫁さんがわりと来る

内部環境

②行事
・催事で他地区との交流が多い
・周辺で桑原集落だけで盆踊りが残
っている
・以前は祭りの準備・運営に追われていた女性
が、最近は祭りを楽しめるようになってきた

農業で収益が上がらない

外部環境

・農産物は基本的に自家消費
・販売のノウハウを持つ人が京阪神からやって
来て黒豆など集落の農産物を活用して利益
を得ているが、地元農家の利益にならない

弱み
①交通安全
・歩道がなく危険
・速度制限の標識がなく、車が飛ばす

②農産物販売体制の不備
・無人販売で盗まれることがある
・販売目的で生産しても赤字になる不
安がある

③少子化
・周辺４集落を合わせた現在の小学生の数が、
かつての桑原集落の小学生の数を下回ってい
る
・現在の桑原集落の小学生はたったの
３人だけ

①交通安全
・朝の通勤時間帯に車がスピードを出
すので危険
・国道９号線の交通量に対応できてい
ない
・冬場道路が凍結して危険

②野生動物による被害
・イノシシやシカが年々増加している
・鹿肉による肝炎が発生し、売れなくなったの
で狩りをしなくなった
・網がないと鹿が苗木を食べてしまう

残念ながらこれらの提案を実行に移すまでの具体的なプロセスについては検討する余裕
がなく、十分な裏付けがなされた提案を行うまでは至らなかった。しかし、インタビュー
の結果、桑原集落は住民間の人間関係が良好だという「強み」を持っていることが明らか
になり、これが上記の提案を実行するための糸口となりうると発表させていただいた。イ
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ンタビューでは「年功序列の色合いが薄く、老若男女を問わず自由な発言ができる」、「周
辺の集落に比べて集落住民間の交流は活発だ」、「周辺の集落は長老が絶対的な決定権を握
っていて若者や女性の組織が機能していないが、桑原ではそのような圧力はなく各組織が
それぞれ機能している」、「この近辺で桑原だけが今でも盆踊りが毎年行われている（他の
集落では行われなくなった）」など、人間関係の良さを裏付ける発言を多くいただいた。さ
らに「祭りの準備・運営は以前は女性に任せっきりだったが、最近は男性もその役を担い、
女性が祭りを楽しめるようになった」といった集落運営面での改善も見られることから、
ワークショップでなされた提案を実行する場合もこのような集落の「強み」を損なわない
工夫が必要といえる。

４－６

F 班の報告
班長：山下良平（神大 D3）
班員：篠辺泰助，安田憲史，根岸真直，亀田知佳，奥野恵太，前川奈央

１．

集落点検

まず，午前中の集落点検では，初めて桑原集落を訪れた学生，あるいは 2 回目，3 回目・・
の訪問になる学生と，着眼点は様々であったが，皆共通して自然の美しさに魅せられてい
たように思う。両校の学部 3 回生を中心とした，初めて桑原集落を訪れる学生たちは，目
を輝かせて風景を眺め，そして地元の方々に適宜お話をうかがっていた。特に都市部で生
まれ育った人にとっては，貴重な時間となったであろう。
「水がきれいであった」
，
「緑が鮮
やかであった」，「空気がおいしい」というような声が聞かれたが，いずれも偽りのない率
直な感想である。

写真①

上田さんの説明に聞き入る学生
24

お昼ご飯では，地元産の食材をふんだんに使ったお弁当を頂いたが，毎度のことながら
非常においしく，かつボリューム満点である。栗等は時期的に昨年のものであるとのこと
だが，保存方法がよく，本当においしく頂くことができた。私たちの班だけではなく，全
ての班員が，昼食の時間を利用して，相互にうち解けていたように感じられ，午後のワー
クショップを円滑に行うための下地作りができた。

写真②
２．

昼食のお弁当

ワークショップ

午後からのワークショップでは，地元の方 4 名に班に入っていただき，様々な意見を伺
った。特に F 班で注意したことは，漠然と意見を出すのではなく，昨年度に議論した内容
は，1 年経過した今，どのように受け止められているのだろうか？，また，それらの計画
を実行するためにはどのような議論をしなければいけないのか？，についてである。とり
わけ，都市農村交流の一環として，
「祭り，イベントへの招待」などの，ありふれた企画で
はなく，都市住民に，限りなく桑原集落の日常にとけ込んでもらうような趣旨で交流を行
う際に，注意すべきこと，設定しなければいけないルール等について，込み入った議論を
おこなった。
近年，他地域から桑原集落に移り住んだ方の意見から，地元には，
「他者を受け入れる懐
の深さ」があり，「人も温かく，いろんなことを手伝ってもらえる」一方で，「近所づきあ
い，集落行事への参加は必須」，
「最低限踏み込んではいけない他者（従来からの地元住民）
の領域は守る」等の点が分かった。
また，単発の企画をこの地域だけでやるのではなく，特産物販売とのリンク，周辺地域
の貴重な地域資源を生かした企画のリンクも重要であろうとの意見が出た。さらに，新た
な特産物として，昨年度も議論されたわさびも良いが，刺身のつまや紫蘇の葉など，ライ
バルが少なく，かつニーズが確実にある作物がいいのではないかという意見も出た。
以上をふまえて，F 班の議論の内容は，以下の点にまとめられた。
・空き家，空き地等を利用した自由滞在型の都市農村交流の方向性を打ち出す。
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・その際には，地元の意思統一，地元と都市住民との目的・ルールの統一等が大切である。
・周辺地域と連携し，地域資源の散策コースを作り，訪問者が来やすいアイデアを練る。

写真③
３．

F 班のワークショップの作業風景

発表

まとめた内容を発表し，30 点中 16 点という，温かくも厳しい点を頂いた。時間のなさ
もあったが，報告内容の具体性が不足していたという指摘があり，その点について，さら
に詳細な提案をすべきであったことが反省点としてあげられる。
今回の発表は，特に初めて地元の方々の前で報告する学生にとっては，貴重な経験にな
ったに違いない。両校の学生が協力し，スムーズに発表できたことは，F 班の成果である。

写真④

F 班の発表風景
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＜別添資料：ワークショップで作成した SWOT 分析の表（上）と発表資料（下）＞
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５

桑原集落の皆さんへのメッセージ

ワークショップ参加者から桑原集落の皆さんへのメッセージを紹介します。なお，順番
は無作為に並べています。
¾

篠原集落は景観はきれいで、人も親切でとてもいいところだと思いました。今回はい
い勉強になりました。本当にありがとうございました。 ◆(京都大学 大学院生 C 班)

¾

とてものどかでいい所だと感じました。｢元気」ということばはうそじゃない！これか
らも頑張りましょう！ ◆(京都大学 学部生 E 班)

¾

大人達の結び付きがよく、何となくカッコ良く見えた。 ◆(京都大学 学部生 D 班)

¾

体験農業システムをもう少し具体的に考えたかったです。ありきたりなことしか言え
ませんでした･･･１日つきあっていただき本当にありがとうございました。 ◆(京都大
学 学部生 A 班)

¾

厳しいかつ暖かい対応ありがとうございました!!栗おにぎりおいしかったです!!手入れ
の行き届いた桑原の風景をずっと保ってください!!! ◆(京都大学 大学院生 E 班)

¾

元気をもらいました。大変ためになりました。ありがとうございました。 ◆(京都大
学 学部生 B 班)

¾

とても勉強になりました。また昼ご飯も大変おいしかったです。こういう形で交流で
きて楽しかったし、よかったです。ありがとうございました。 ◆(京都大学 学部生 B
班)

¾

今の地域の団結力とバイタリティを活かして、これからも様々なことに取り組んで欲
しいと思います。いつ訪れたときも、人情味のあふれる暖かい集落であって欲しいで
す。 ◆(京都大学 学部生 E 班)

¾

どなたに聞いても地域の人間関係が良いとおっしゃっていました。地域間でこんなに
も団結できることは幸せなことだと思います。黒豆がおいしかったです。また遊びに
来させてください。 ◆(神戸大学 学部生 A 班)

¾

農村は食糧問題や災害防止のためになくてはならない存在です。現在、日本の都市住
民の人々はそのことにあまり気づいていないと思うので、そういう人たちと話し合え
る場を設け、桑原の良いところを存分にアピールし、活性化できる用に頑張ってくだ
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さい。桑原の人たちはみんなとても話やすく親切にしていただいてとてもたのしかっ
たです。ありがとうございました。 ◆(神戸大学 学部生 E 班)
¾

貴重な体験にご協力ありがとうございました。もう少し時間をかけて取り組みたかっ
たです。 ◆(神戸大学 学部生 C 班)

¾

短い時間でしたが、よくしていただきありがとうございました。森林ボランティアに
ついてもっと聞いてみたかったです。せっかく炭焼き窯を作ったので活かしていけた
らいいなと個人的に思いました。 ◆(京都大学 学部生 E 班)

¾

今日は１日ありがとうございました。その地域に住んでいる人達の生の声が聞けて大
変参考になりました。また機会があれば参加したいです。 ◆(京都大学 学部生 F 班)

¾

とてもあたたかく迎えていただいて、興味深い話も、集落の話から世間話まで色々聞
かせてもらえて楽しかったです。きゅうりもありがとうございました。本気で将来、
田舎に住むのも有りだなと思いました。 ◆(京都大学 学部生 F 班)

¾

自分達のような若者を非常に温かく迎えてくださって、とてもうれしかったです。提
案の内容が薄っぺらくて非常に申し訳ないと思います。風景も人もとても美しい所だ
と思いました。 ◆(京都大学 学部生 A 班)

¾

このような大集団を迎えるのは様々な面倒さがあると思うのに、本当に親切に話して
頂き温かく提案を聞いて頂き存分に魅力を感じたと共に、本当にこの篠山が活性化し
て欲しいと思えました。十分にアピールさえすれば絶対に来たい人はいっぱいいると
思います！篠山の皆さん頑張ってください。学生の力も利用してください。 ◆(京都
大学 学部生 D 班)

¾

今の村の雰囲気を保ってください。この村、好きです。 ◆(神戸大学 学部生 B 班)

¾

この集落は、内部、外部環境的に比較的住みやすいところといえるので、今後はいか
に知名度を上げるかだと思います。今回は取り上げてなかったですが、キレイな水を
用いても人を呼べ、産業として成立すると思います。良い意味で今後発展して欲しい
と思います。ありがとうございました。 ◆(神戸大学 学部生 A 班)

¾

ほんとにあったかい方々だなと思いました。栗ごはんおいしかったです。心のこもっ
たおもてなしありがとうございました！また桑原に来たいです!! ◆(神戸大学 学部生
F 班)
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¾

冬は雪も深く、また様々な問題をかかえておられるかもしれませんが、桑原には魅力
がたくさんあり希望のある実現可能な対策もきっと生まれると思うのでがんばってく
ださい。 ◆(神戸大学 学部生 C 班)

¾

最後に女性の方が言われたいと事が非常に印象的であり、また心につきささりました。
毎回、案を落とすだけでなく、実現可能な案を実行にまで携わらなければ、村の人の
負担を増やしているだけだと感じ深く反省しています。 ◆(神戸大学 大学院生 B 班)

¾

多くの地域資源（美しい風景・景観、農産物、人材）など、魅力的な地域だと改めて
思いました。実際にそれらを保持していくのはかなり負担の大きいことだと思います
が、今後も一緒に様々な課題解決策を考えていきたいと思います。本日はありがとう
ございました。 ◆(神戸大学 大学院生 D 班)

¾

今回のＷＳでは時間も限られていて、考えもじっくり練られたのではなかったので、
一度たっぷり時間をとって考えられる機会があればと思います。 ◆(神戸大学 学部生
D 班)

¾

私も田舎育ちですが、地元の集落はもっと閉鎖的です。開放的な雰囲気でお話を伺え
て楽しかったです。 ◆(神戸大学 学部生 D 班)

¾

今日一日、昼食の用意など本当にお世話になりました。ありがとうございます。 ◆(神
戸大学 学部生 C 班)

¾

とてもきれいなところでした。メトロを思い出しました。もはや私は子供ではありま
せんが非常に子供受けする土地だと思います。古いほこらも大きな木も一人しか通れ
ない危うい木の橋も蛍も子供がワクワクする要素だと思うので頑張って子供を捕まえ
てください。色々ありがとうございました。 ◆(神戸大学 学部生 E 班)

¾

今回もお邪魔させていただいてありがとうございました。再によいアイディアを出せ
るように再考してきます。また行く機会はあると思いますので、その際はよろしくお
願いします。 ◆(神戸大学 学部生 C 班)

¾

桑原集落の方々と景観、食事何をとっても一級品だと思いました。またＷＳやいろい
ろなイベントに参加したい。 ◆(神戸大学 学部生 B 班)

¾

毎度、いろいろお世話をしていただき頭が下がります。どうもありがとうございまし
た。 ◆(神戸大学 大学院生 F 班)
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¾

最後の評価だけでなくもっと具体化が必要だとか、実現が難しいとか発表前にもアド
バイスを頂けたらと思いました。もっと話し合う時間が欲しかったです。
「住んでもら
う」ではなく、都市の人にまずは愛着を持ってもらうための呼び込みとそれを通じて
農村が開かれて「魅力的」になることが必要だと思います。住民にとって魅力的な環
境づくりという点ではあまり議論できなくて残念です。あと、女性（住民側）の参加
が半数ぐらい欲しいです。◆(京都大学 学部生 C班)

¾

来てまず、抱いた感想は、すごくきれいな所だということでした。それは緑がとか空
気がというだけでなく、雰囲気がということです。皆さんの物の話し方なども、すご
く心地よいものでした。また、このＷＳでものを見て考えることの難しさをしみじみ
感じました。頭で考えるだけだと、どうしても空回りな感じになり、しかもそれで満
足してしまいがちなようです。またいい面悪い面の両方を見るのも思うほど簡単では
ありませんでした。今回はごく短い間しかいられなくて正直物足りないくらいです。
立派なきゅうりをいただいたりなどもして、とても嬉しかったです。本当にありがと
うございました。（字が乱雑ですみません）◆(京都大学 学部生 F班)

¾

今回で３回目の参加でしたが「君は前にも来てたな！」と覚えてもらっていたのが非
常にうれしかったです。Ｅ斑の提案自体は中途半端で申し訳なかったですが、今ある
資源をうまくつかった次につながる取り組みとしては面白いのではないかと思います。
インタビュー中も気さくに対応していただき、帰りにも「また来なさい」と言って頂
けたのもありがたく感じました。また来たいと思います。本日はありがとうございま
した！◆(神戸大学 学部生 E班)

¾

今日は貴重な時間をありがとうございました。初めての体験でしたが、とても楽しか
ったです。おいしい栗ご飯もありがとうございます。とてもキレイな村でした。水が
キレイで空気がキレイで、こんな体験をさせてもらったのだからと無い知恵をしぼっ
て考えたのですがどうだったでしょうか？今度はもっとゆっくりじっくり考えてこの
自然と人を残しつつ活性化する方法を出せたらなと思います。◆(神戸大学 学部生 A
班)

¾

今回はいろいろとお世話になりました。このＷＳを通して地元の人達の温かさ、真剣
さを感じることができ、また、収穫の多い経験となりました。地元の人達と実際に話
してみることで学校では知り得ないことを知れたし、またＷＳの奥深さというものも
肌で感じ取ることができた気がします。今後も幾度となく桑原に訪れ、お世話になる
かとは思いますが、その時はまたよろしくお願いします。◆(神戸大学 学部生 C班)
地元の皆さんには，ワークショップの開催を全面的に支えていただきました。大変お世話になり

ました。どうもありがとうございました。
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（資料）新聞報道
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