京都大学「農村計画学」現地実習２００８
篠山市桑原集落における
地域づくりワークショップの記録
テーマ

生活・なりわいの豊かさが活きる
さまざまな地域資源を活かす

実施日

２００８年５月３１日

京都大学農学研究科 農村計画学研究室

はじめに
今年も，学生諸君と桑原集落を訪れることができました。村づくりワークショップと
題して，学生諸君とともに篠山市の北部に位置する桑原集落にお世話になって，今回
で 4 回目となります。桑原集落の皆様には，毎度，変わらぬ笑顔で我々を迎えてく
ださり，誠にありがとうございました。
農村計画学は，現場の学問です。講義だけでは伝わらない何かを現地で感じとってほ
しいと思い，村づくりワークショップを取り入れました。過去３回は当時在籍してい
た神戸大学の学生さんが中心でしたが，今回の参加者は，京都大学農学部で「農村計
画学」の講義を受講している学生（主に地域環境工学科３回生）と同 農村計画学研
究室の諸君です。また，九鬼康彰先生には，スタッフとしてお手伝いいただきました。
日本の農村の魅力と美しさを伝えるのにここほどふさわしいところはないと思いま
す。よく管理された農村空間の中に足を踏み入れだけで，五感の全てを通じて感じる
ことができます。地元の皆さんへのインタビューを通じて農村の生活をうかがい知る
ことができます。そして，夕方，バスに乗って帰る頃にはみんな桑原集落のファンに
なっています。
この小冊子は，桑原集落村づくりワークショップの成果と参加者のメッセージをまと
めたものです。各班の提案内容は，各班のファシリテータが作成しました。また，原
稿のとりまとめと編集作業は，農村計画学研究室の新居卓也君（修士過程１回生），
井関雅仁君（同）が担当しました。学生諸君が感謝の気持ちを込めて作成した報告書
です。どうぞお受け取り下さい。
谷掛桂自治会長をはじめ役員の皆様，桑原愛桜会の皆様，桑原の取り組みをレクチャ
ーして頂いた上田英樹様，そして桑原集落の皆様に改めて感謝申し上げます。
２００８年７月
京都大学 農学部
農村計画学研究室
星野 敏
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第１章

実施概略

ワークショップのため、資料を作成・配布した。「１．ワークショップの実施について」「２．
ワークショップの視点」「３．プログラム」はその抜粋である。「４．参加者」には実際の参加者
を記した。

１．ワークショップの実施について
【ワークショップ（Workshop）とは住民参加型の計画づくりの一手法であり、複雑で明快な解決
策のない問題に対して経験や知恵を出し合って学びあい、試行錯誤しながら考える「体験学習」
「参加型学習」といわれる新しい学び・創造の技法である。
（「改訂農村計画学（農業土木学会編）
」
抜粋、一部改編）】
☆ 目的：このたびお世話になる篠山市桑原集落を実際に見て回る中で、魅力的なところ、ある
いは課題点が見えてくることでしょう。また、住民の方々の話を聞きながら、将来のあるべ
き姿が浮かんでくるかもしれません。集落について語り合い、意見を出し合うことで、より
快適で住み心地のよい環境をつくるためのアイデアを練っていきます。
☆ 方法：集落点検・マップづくり・ヒアリング・ブレインストーミング
☆ 評価：班ごとに、集落が活性化するような方策（ストーリー）を考え、最後にプレゼンテー
ションを行います。
「自分たちなら何ができるか」という前向きな意見、オリジナルでユニー
クな提案を出してもらいます。プレゼンテーションは住民の方５名に審査していただきます。

２．ワークショップの視点
桑原集落において・・・
●

生活・なりわいの豊かさが活きる

●

存在する様々な地域資源を活かす

この２つのテーマを軸として、数年後の桑原集落に向けての
目新しい提案や方策（処方箋）を示すストーリーを作っていきます。

（まずは、積極的に発言していきましょう！）
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３．プログラム
２００８年５月３１日 土曜日
０８：００
集合（京都大学北部構内正門前）
出席確認と参加費徴収（昼食代１０００円）
０８：１５～
バス移動
ワークショップのテーマ説明
１０：００～ ①集落ウォーキングと体験ツアー
１２：００～
昼食
班メンバー自己紹介
１２：３０～ ②ワークショップ（班別に地元の方からヒアリング；１時間３０分）
１４：００～
とりまとめ（学生のみ；１時間３０分）
１５：３０～ ③発表会（プレゼンテーション＋質疑５分）×６班
地元住民による採点評価
１５：５０～
学生からの感想を一言ずつ
１６：００
現地出発
アンケート回答
１８：００
京都大学（集合場所）前 解散
４．参加者

全体ファシリテータ
班

Ａ

名前

名前

役割

康彰

主ファシリテータ

木下

大輔

主ファシリテータ

薮内

照貴

副ファシリテータ

中村

省吾

副ファシリテータ

横山

幸太

岸岡

智也

松田

考平

田中

信爾

Ｄ

のぞみ

亀井

佑一郎

堀江

卓矢

山崎

優志

大菅

勝之

曽原

悠介

山下

良平

主ファシリテータ

新居

卓也

主ファシリテータ

窪田

和矢

副ファシリテータ

綾

副ファシリテータ

橘

Ｃ

班

九鬼

灰谷

Ｂ

役割

星野 敏

恵太

中村

直紀

片岡

資晴

川津

知実

尾崎

広海

森本

英嗣

柴田

善秀

奥村

啓史

富田
長澤
池村
小池

藤本

聡
彩子

中西
Ｅ

真由美

中島

健一

山谷

修平

中出

潤

渡辺

優一

主ファシリテータ

井関

雅仁

主ファシリテータ

副ファシリテータ

淺野

悟史

副ファシリテータ

吉田

有希

藤田

常仁

Ｆ

大下

百合子

遊

小野

智美

崇裕

湯谷

啓明
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第２章

プログラム（午前の部）の様子

① 集合・バス移動（08：00～）

桑原集落に到着。そのままバスに乗って集落
を大まかに巡った。途中で炭焼き窯を見せてい
ただいた。

午前８時に京都大学北部正門前に集合し、バ
スで桑原集落へと向かった。車内では星野教授
から、演習の狙いと心構えが伝えられた。また、
新居（農村計画学修士１回）から当日の流れに
ついて説明がなされた。
小雨の降る中、演習がスタートした。

説明を受け、桑原集落では各戸に光ファイバ
が通っており情報化が進んでいることや、京都

② 集落ウォーキングと体験ツアー（10：00）

との県境が目と鼻の先にあることが分かった。
学生は初めて来た桑原集落に興味津々の様子
であった。
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自生していたイタドリを食べさせてもらっ
た。様々な食用植物（ブドウ・キウイ・梅・お
茶など）がいたるところに植えられていたのが
印象的であった。

バスで集落を巡ったのち、実際に集落内を歩
いて回った。共に歩いて点検して頂いた地元の
方々は、学生の様々な質問に対して嫌な顔一つ
見せず丁寧に答えて下さった。
集落を見下ろすことのできる高台には神社
集落には手入れの行き届いた美しい水田や
樹木の青々と茂った里山が見られ、心地よい農

（毘沙門堂）がある。祀られている立像２体は
市の指定文化財に指定されている。

村風景を醸し出していた。また、山合いの分水
嶺に位置し，水系の上流部にあたるため，水が
とても澄んでいた。川にはホタルがいて、ちょ
うど見ごろの時期であった。当日は時間の関係
で見られなかったのが残念である。

集落中心部には外から訪れる人々に情報を
提供する案内所がある。ここ数年、桑原の良さ
を様々な方法で積極的に発信していくように
なってきているとのことであった。

7

③

昼食・班メンバー自己紹介（12：00～）

昼食をとりながら、集落の方が作成されたパ
ワーポイントで桑原の概要を教えていただい
集落に走る道路は比較的広く、都市部への抜

た。昼食には地元の料理屋のお弁当に加えて、

け道として外からの車がかなりのスピードを

桑原で収穫された黒豆がふるまわれた。大粒の

出して通っていく。

黒豆は食べごたえがあって美味しかった．
また、各班で自己紹介を行い、メンバー同士
の理解が少しずつ深まった。

農業をされている地元のどの方も、獣害（特に
鹿）の激しさを訴えておられた。各自でネット
や電気柵を巡らして対応していた。ほぼ全ての
耕作地が対策を施していたので，よっぽど被害

（文責：井関

雅仁

Ｍ１）

が大きいと思われる。
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第３章

プログラム（午後の部）の様子

① ワークショップ開始・

② 学生による取りまとめ（14：00～）

地元の方からのヒアリング（12：30～）
ヒアリングでは住民の方が真剣に受け答え
をして下さった。そこで考えたことと、集落点
検で得た情報をもとにして，桑原集落で「自分
たちなら何ができるか」というストーリーを各
班でまとめ上げていった．

地元の方２名ほどが各班に付いて下さって
ヒアリングが進められた。このような機会が初
めてで戸惑う学生も見られたが、限られた時間
の中で活発な発言や質問が飛び交った。
桑原集落の現状や課題点などを詳しく聞き
込み、課題解決の方策を探っていった。

（上からＡ班、Ｂ班、Ｃ班）
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③ 発表会・
地元住民による採点評価（15：30～）
班ごとに、それぞれが考案した集落が活性化
するような方策（ストーリー）を短時間でプレ
ゼンテーションした。１つのプレゼンが終わる
ごとに質疑応答を行い、それを踏まえた上で各
班の発表に対する採点評価を、住民の方５名に
していただいた。

（上からＤ班、Ｅ班、Ｆ班）
取りまとめでは、７人ほどのメンバーのアイ
デアをまとめ上げるのがこれほど大変だとは
思わなかったとの声もあった。
また、意見を集約する作業とプレゼンテーシ
ョンを行うための準備を同時に進めなければ
ならなかったこともあり、どの班も時間内に思
い通りの結果を出すことに苦戦していたよう
であった。
どの班も模造紙やパワーポイントを使って、

（発表順に上からＣ班、Ａ班、Ｄ班）

独自の工夫を凝らしていた。
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（上からＢ班、Ｆ班、Ｅ班）
住民の方の質疑では、実現可能性や現状を踏
まえた厳しい意見や指摘もあり，学生と住民の
両者が，それぞれの提案に対して真剣に考えて
いる様子がうかがえた。
６つの班は同じワークショップのプロセス
を踏みながら、アイデアの点でほとんど被るこ
とが無かった。参加した人々全員が知恵を絞り、
まとめ上げた結果と考えてもいいのではない
だろうか。
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評価は「better」、「best」、「excellent」の
３段階で行ってもらった。
審査員には地元の若者２名に加わっていた
だき、将来の桑原集落についての提案に対して

学生は、スケジュール的に限られた時間の中

若い人の素直なジャッジを受けることもでき

で、ワークショップとはどういうものかを体験

てとても参考になった。

できたのではないだろうか。

終わりに，集落代表の方から挨拶をいただい
た。集落をさらに住み良くしようと考えておら
れた。京都大学と桑原集落が今後とも良い関係
を築いていけることを願っている、という言葉
をいただき、ワークショップが終了した。
（文責：井関

雅仁

Ｍ１）
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第４章
Ａ班

各班のワークショップ報告

炭焼き窯に風を送れ

（メンバー：大菅勝之

灰谷のぞみ

堀江卓矢

松田考平

横山幸太

○藪内照貴

◎九鬼康彰）

(1) ヒアリング
地元から自治会長と 20 歳代の女性 2 名に交じっていただき，メンバーが関心を持ったことを
中心に聞き取りを行った。話の内容やメンバーの地区に対する印象などを整理すると，以下の項
目別にまとめられた（表 1）。
表1

聞き取りの時間に得られた意見や感想

■交通・地理条件
・どこに出るにも峠を越えなければならない“陸の孤
島”
・「篠山のチベット」と呼ばれる
・京都や神戸，大阪にはいずれも約 1 時間半で行ける
・道路が良くなって交通量が増え，ゴミのポイ捨ても
増えた
・ドライブやツーリングで通る人は多いが，ハイキン
グ客は少ない
・バスは大事（高校生もバスで通学している）
・生活には車が必須
・免許のないお年寄りを車に乗せてあげたい気持ちも
あるが，万が一の事故が気になってしまう
■生活施設
・地区内に商店が 1 軒あり，日常の買い物は車で約 20
分の距離で済ませられる
・地区にコンビニエンスストアのような利便施設は要
らないが，医療施設は必要と思う
・フレッシュランドは小学生の遊び場（野球など）と
しても利用されている
・無人販売所はお金を払ってくれない客がいる
■農業
・1 戸あたりの農地面積は 3～4 反程度
・ほ場整備されていない農地が荒れている
・農業は経営的には赤字だが，環境（景観）保全の意
味もあって続けている
・農業用機械は使わない期間が長いと故障しやすい
■獣害
・イノシシが減ってシカが増えている
・山際に設置しているシカ除けのネットは飛び越えら
れているかもしれない
・イノシシやシカを捕獲しても処理に困る
・夜，車で走っていると林の中にシカがいるのを目撃
することが多い
・狩猟は銃ではなく，最近はわながほとんど
・人家のほとんどない谷では夜討ちをしてもらえば，
シカはたくさん獲れるだろう
・他の地域では，イノシシの防止柵にクリの木を利用
しているところがある

■行事
・正月 2 日に登山をして旧三和町の住民と挨拶を交わ
す行事を行っている
・愛桜会では箱部峠の桜並木を管理している
・愛桜会は 2 年前から活性化の取り組みとして炭焼き
を行っている（クリ・クヌギ）
・木炭は個人ではなく，店に販売している
・昔は田植え後にはさなぶりをしていた
・山野草と畑の野菜で天ぷらを供する行事を行う予定
・30～50 歳代の男性の交流機会として八日会があり，
地区の行事の大きな助けになっている
・女性の集まりとしてさくら会もある
■新規住民
・新しく地区に引っ越してきた世帯が 13 戸ある
・新しい住民も地区の行事に参加するなど，とけ込ん
でいる
・新しい住民は定年後の方が多く，働き盛りの人は少
ない
・現在，地区を離れている人も桑原に戻ってきたいと
思っている
・以前地区に住んでいた人が戻ってくることも多い
■行き届いた管理
・草刈りなど手入れが行き届いている
・草刈り作業はたいへんである
・刈り取った草を何かに利用できないだろうか（牛や
山羊などの放牧は？）
・周囲の草刈りなどは昔からきちんと行う習慣がある
■自然
・水と空気がおいしい
・アトピーなどが治った人もいるので，子どもが育つ
には良い環境だと思う
・春は桜，夏はホタルと星空，秋は紅葉，冬は雪景色
・タケノコや山菜は売れるほど採れず，家庭で消費す
ることが多い
・植林されていない山が多い
・昔は「色づいてきれいな山は金にならない」と言わ
れた
・荒れてきている山もあるので手入れはしたいが，お
金にならないのが問題
・20 年ほど前まではマツタケ山があった
・クリが多い
・ハイキングできるようなコースは少ない

注）下線を引いた項目が，提案の基礎となったものを指す
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(2) とりまとめ
表 1 で整理した内容から，班では今回のワークショップで設定された 2 つのテーマのうち「存
在する様々な地域資源を活かす」を軸に提案を練ることにした。また，時間が限られていること
からできるだけ焦点を絞り，具体的なメニューが描けるように心がけた。
メンバーから出された意見で多かったのは，地区のほとんどを占める山林に代表される自然資
源の豊かさと，地区の活性化策として取り組まれている炭焼き窯の現状の 2 つであった。そこで
地区の自然資源を遠くから眺めるものだけではなく近くで触れられるものにするとともに，炭焼
き窯の利用がより活発になるシナリオを作ることにした。すなわち，提案のアピールポイントは
炭焼きの有効利用につながる自然資源の活用とし，アウトドア愛好家（サークル等の団体を含む）
やボーイ&ガールスカウトを主なターゲットに設定した。
またタイトルは，篠山市役所企画課の上田氏が最初に話された「地区の活性化には“風の人”
が必要」というフレーズを借りて，
『炭焼き窯に風を送れ』とした。炭焼き窯の利用の活発化は地
区に“風の人”が訪れることから始まり，その風が地区の新たなアイデンティティでもある良質
の木炭を生み続けることをイメージしている。発表に用いたシナリオを図 1 に示す。

自然資源

炭焼き窯
・販路の拡大

・桜，ホタル，紅葉，星

・客の顔が見える販売が

・山菜，タケノコ

必要では？

・ハイキング道がない

現時点でうまく活用できて
いない

もっと知ってもらいたい

キ
キャ
ャン
ンプ
プ場
場を
をつ
つく
くる
る
なぜ？

そのために何が必

・炭焼き小屋が活用できる

・水道

・外から人が来る

・かまど

・山の管理につながる

（炭焼き小屋の場所を利用）

（木炭の原木の利用→森の更新）

・指導者

（山に人が入り，道ができる）

（地区の知恵＋キャンプ利用

（キャンプ時の食器を間伐材で
つくる）

者の知識）
・広報

（山菜摘み，もみじの天ぷら）
図 1 発表した案のシナリオ
注）斜体字の部分は当日の発表資料に記せなかった
(3) 発表に寄せられた意見
まず，近隣地区にキャンプ場がすでにあることが指摘された。またキャンプ場に対する潜在需
要について，具体的にどの程度見込まれるかとの質問が出された。さらに提案されたキャンプ場
とはコテージなどの建築物を含むハコ物であるのか，あるいはオートキャンプ場のような自動車
利用を考えたものなのか，さらには野営するだけの場所を確保すればよいタイプのものなのか，
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についても質問があった。最後の質問に対しては，班の提案で想定したキャンプ場は利用者とし
てボーイスカウト等を考えていたこともあり，テントを設営できる平坦地で水が確保できれば十
分であることを説明した。
(4) まとめ
案を作成する時間が制約された中で，アイデアの肝（＝セールスポイント）となるものを何に
絞るのか，またそれに基づくシナリオをどこまで具体化できるのかに腐心したものの，十分にま
とめて納得のいく説明ができたとまではいかなかった。それが地元の方々からの質問やコメント
の多さに表れている。しかし一方で，具体的な質問が地元から挙げられた背景には，地区でも我々
の提案に近いものを模索したことがある（もしくは検討している）とも考えられ，シナリオに都
市住民（大学）などのキャラクターや自然資源を活用する体験メニュー，もっと具体的な広報の
方法などを含めることができれば，地区にとってより良い提案内容になったのではないかと感じ
ている。ただ，タイトルが的確にかつ叙情的に取り組みの具体的なイメージを表現していた点に
ついては，良いアイデアを出せたと考えている。
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Ｂ班

大学や企業との縁結び
（メンバー：尾崎広海

片岡資晴

川津知実

橘恵太

○窪田和矢

◎山下良平）

＜集落点検＞
B 班は，昨年までに一度以上桑原集
落に訪れたことがある班員が 3 名，初
めて訪問する班員が 3 名であった。
午前中の集落点検では，桑原の日常
生活の風景や鹿の往来によって作られ
た形跡を物珍しげに写真に収め，地域
の雰囲気を充分に味わうことが出来た。
過去のワークショップでは通らなか
ったルートを散策したこともあり，複
数回来訪している班員にとっても新た
な発見があった。
＜ヒアリングによる情報収集＞
午後からのヒアリングでは，地元側から 60 代の男性，70 代の男性に班に加わっていただいた。
最終的な提案のための意見の収束を視野に入れつつも，初めは特にテーマを設けず，各自が気に
なったことや心に残った風景，地域の現状などについて雑句把覧に質問をした。主な内容を表 1
にまとめる。
＜B 班の提案＞
上記のヒアリングを踏まえつつ，B 班としての提案をまとめる際に，ファシリテータとして過
去 2 年の桑原集落でのワークショップの経験も加味し，提案作成の戦略として以下のことに配慮
した。
① 都会に生活する学生からは綺麗な自然の美しさが目につくが，「綺麗な自然（具体的に○○）
を生かした地域興し」という提案はあえて避けよう【過去に出尽くしている感があるため】。
② ヒアリングでは出てこなかった，班員が既に持っていたアイデアを積極的に出そう。【「風の
人」の意見として】
③ 完全に地元の人がホスト（もてなす側）で外部の主体がゲスト（もてなされる側）とはっき
り色分けされるような意見は，現実味がなく支持が得られないので，注意しよう。
【基本的な
注意事項】
表 ヒアリングの時間に出された主な質問とその回答
質問内容

地元の方の回答

頻繁という訳ではなく，祭りの時期にも必ず帰省すると
祭りや集落行事の際に，若い人たちは頻
いう若者は必ずしも多くない。とはいえ，帰ってきてく
繁に帰ってきますか？
れる人もいて，地元をいい風に思ってもらっている。
草山地区 4 集落での活動は何か行って 今のところ郷づくり活動等はあまり実施されていない
いますか？
が，郷づくり協議会も発足し，これから増えるだろう。
外部から移住してきた人も地域の農作 現状ではそうです。みんなで農業に取り組むというのは
業を行っていますか？
なかなか難しい。近所つきあいも同じです。
以前に外部から移住してきた人を，これから外部との交
地域の「ウリ」として何か考えているこ
流を進める際に地域の宣伝役として積極的に活動しても
とはありますか？
らうという案が出ている。
地域活性化の企画を考える際に，これま 内容によっては。これまでのワークショップでもいろい
で全く地域になかったイベント等を持 ろな企画を考えてもらったけど，いざ実行に移すと難し
ってくるという案は考えられますか？ い面も見えてくる。
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以上の結果，B 班は「大学や企業との縁結び」という報告内容をまとめた。この提案は，桑原
集落が，大学や企業との「縁結び」を行い，継続的な人的・物的な交流活動を行うというもので
ある。具体的には以下のようである。
①大学との縁結び
¾ 大学のクラブやゼミの研修施設あるいは活動施設を作り，積極的に利用してもらう。若年層
が地域内で活動することで，地域内の活性化を意図したものである。
¾ 活動の一環として，バーベキューを行う際には，桑原産の炭を利用し，野菜や肉等の新鮮な
食材を地元から提供する。これは，経済的な活性化を意図したものである。
¾ その他，施設を利活用した学生は，地域から受けた恩恵よりも大きな地域貢献活動をして帰
ることを「約束事」として定める。例えば，ゴミ拾いや小学生・高齢者との何気ないふれあ
い，
（シーズンが合えば）祭りへの参加，炭焼きのための薪つくり，森林の手入れなどが挙げ
られる。さらに，環境が整えば，ホームステイという交流の仕方も考えられる。
¾ また，地元産の農産物の安定的な販売ルートとして，大学生協の食堂とリンクして，宣伝を
兼ねたフェアを企画する。
②企業との縁結び
¾ 現在の社会では，企業が積極的に地域貢献活動を行うことが重要な使命となっており，企業
の評価の一項目であることを背景に，企業との戦略的なタイアップを狙う。
¾ 1 にも 2 にも地元の諸活動の運営費の問題は重要であるため，企業とのスポンサー契約を結
び，地域運営の費用に活用する。
¾ 地元から企業への貢献として，企業の保養所や農体験の場として桑原の自然を提供する。特
に近年，都会の喧噪で生活するサラリーマンの精神的・肉体的な疲労を癒す効果が農村には
あるはずである。上記と同様に，ホームステイ方式も案の一つとなろう。
¾ それだけではなく，技術系の企業ならば，会社の新人研修や新製品の試験場として実際のフ
ィールドを提供する。
¾ 「大学との縁結び」と同様に，桑原の日常や祭り等のイベントを通して，企業の方々とのふ
れあいの場を作る。
＜提案実現に込めた狙いと注意事項＞
ワークショップで議論された，B 班の提案に関する狙いと注意事項は次の通りである。
【狙い】
¾ 森林管理などの部分的な企業との連携ではなく，地域運営丸ごとスポンサー契約という話題
性。
¾ 四方八方に交流の対象を広げるのではなく，安定的な交流・連携の相手を定めることで，し
っかりとした事業計画を組む。
¾ もともと集落の外部（都会）に居住していた移住者を「桑原に魅せられた集落住民」として
積極的に交流活動に登用することで，交流相手を引き込むきっかけとする。
【注意事項】
¾ 交流施設・研修施設を作るという企画のため，新たな施設の整備が求められる。
¾ 学生や企業の人の不定期な来訪に対して，常に何かしらの交流の（地域貢献をしてもらえる）
項目を用意しておく必要がある。
¾ 当然出ると予想されるゴミや騒音などのマナーに関する問題には対応を検討する必要がある。
＜B 班の総括＞
ワークショップでは，班員が学年問わず自由に発言して意見を出し合える雰囲気作りを心がけ
た甲斐もあり，満足のいくアイデア立案が出来ました。今回 B 班の提案は地元の方に非常に良い
評価をしていただき，実現に向けて本腰をいれないといけないという使命感を感じています。
（文責：山下良平）
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Ｃ班

住民の生き甲斐となる交流

～小学校との交流を通して～

（メンバー：池村遊 小池崇裕 富田聡 長澤彩子 奥村啓史 ○柴田善秀 ◎森本英嗣）
1

住民の方を交えたワークショップ
住民として参加して下さった方は，両者とも愛桜会の方であった。お話の中では，特に愛桜会
での活動を中心として嬉しいことや楽しいこと，苦労することなどについてお話を頂いた。加え
て，集落の現状などについてもお伺いした。以下に，内容をまとめる。
＜この集落の自慢＞
・ この集落は「町の人情」ではどこにも負けない。
・ この集落では，愛桜会を始め様々な団体が活動している。そういった意味では活気のある集
落だと思う。
（高齢者ばかりだが。）
・ 釜は大変だったが皆で作った。途中であきらめようとの意見もあったが何とか完成させるこ
とが出来た。
・ 炭は業者に引き取ってもらっている。もっと，炭だしの回数を増やしたいが体力的に大変。
炭に使っている木は周辺のものだが，その伐採だけでもかなりの労力を要する。
・ 昨年，小学校の生徒に対して炭焼き体験を行った。すごく児童が喜んでくれて，非常に嬉し
かった。その後，小学校に招待され劇などを見た。感動した。
・ 山菜がよく採れる。ただし，取りに行くのに体力が必要。なかなか大変である。夏に山菜の
天ぷらをした。楽しかった。
・ 夏にはホタルがよく出る。河川改修をするまえはもっと出た。
・ 炭などで得た収入は個人のものにせず，皆で使うようにしている。個人のお金にしてしまう
と問題も多くなるため。
・ 春には，桜がきれい。その時期に合わせて盆踊りなども含めた祭りを行っている。
＜集落のちょっと辛いと感じるところ＞
・ 医療機関が近くになくスーパーも遠いため，車がないと生活が大変。
・ 冬の雪が多いため，集落から出るのが大変。
・ 新規転入者もいるが，それでも定年後の方が多く，高齢者の人数が少しずつ多くなってきて
いるので，将来が少し不安。
・ 当然若者には帰ってきて欲しいが，就職や普段の生活の不便さを考えると仕方ないと思う。
・ 直売所を営んでいるがお金を払わずに持って帰ってしまう人がいる。それでも，自分家で作
った野菜の残りなので仕方ないかなと考えている。（それだけ，都会の人の交通量がある）
・ 集団で協力して何かをやるというのは大変。皆自分の生活がある。その中で集まれる人間で
やるしかない。
・ 何か，新しいことをするのには抵抗を感じる。活性化はしたい，だがこのままで「ええやん」
といった意識もある。
学生のみによる企画ワークショップ
先ほどの住民の方の意見を踏まえどのような企画が良いかまとめた。まず，各人が付箋に思っ
たことを書き込み，それをグループ分けすることでこの集落の現状についてまとめた。それに基
づいて，資源を活かしつつ課題を解決できる方策を考えた。
農村の現状として道路や，地形，医療機関など社会基盤に関するもの，炭焼きや栗，蛍，山菜
など資源に関するもの，イベントなど集落内での交流や都市との交流に関するもの，高齢化など
すぐには解決できない問題に関するものの 4 つに大きく分類された。
そこで C 班では，「資源を活かして今すぐにでも始められ，かつ住民が生き甲斐を感じられる
活動」にテーマを絞って企画を行った。資源や活動は短期的に実行可能でかつ住民への負担が少
ないものであることが望ましいことから「通年を通した小学校との交流活動」を提案したい。
2

＜通年を通した小学校との交流活動＞
住民の方の意見に，すでに小学校との交流活動は一度行っていると伺った。当時は小学校から
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の提案だったたが，集落からあらかじめ活動メニューを決め提案することで多彩な活動が可能で
あると考える。桑原集落は，山村とはいえ比較的交通の便はいいと感じた。そのため，近隣の小
学校であれば交流関係が築きやすいのではないだろうか。
桑原集落での活動は小学校での生活科や社会科，理科などのカリキュラムとも整合性があるた
め課外授業などとして取り込みやすいと考える。また，その後小学校での活動に集落の方を呼ぶ
ことで都市農村交流にも繋がる。その際，山菜や，炭，野菜を持っていって保護者の方に買って
いただくというのもよい。あるいは，直売所などの宣伝もできる。集落で行う具体的な活動とし
ては，春にはお祭り体験，春から夏にかけては山菜天ぷら祭り，夏は泊まり込みでホタル鑑賞と
地元の炭と野菜を利用したバーベキュー大会，冬には，雪合戦体験など様々な活動が可能となる。
それらの活動には全て地元の資源を利用しているので経済面で見た地域活性にも貢献できる。
このような活動なら既にある資源を利用するだけで行うことが出来るので集落の方も新たな負
担が少なく，楽しく活動できるのではないかと考えた。
発表
C 班では，途中議論が発散してしまい時間が足りない結果となってしまった。そのため，発表
も具体性の欠けた内容となってしまい十分住民の方に伝わらなかったのが残念である。
質問では，「具体的に何がしたいのか?」とのご指摘も受けた。それに対し，小学校との交流活
動を行うとの旨を説明したがこれも十分まとめて伝えることが出来なかったように思う。
3

まとめ
C 班で印象的だったのは，やはり住民の方が「小学生にありがとうと言われた時は本当に嬉し
かった」とおっしゃっていた時の笑顔である。もちろん集落の活性が目的ではあるが，なにより
も住民の方のこの笑顔を絶やさないことが一番大切なのではないかと感じた。
学生だけの議論では，3 年生もみんな活発に意見していたので，多くの議論ができた。しかし，
それをうまくまとめて発表できなかったのは残念である。
桑原集落には資源が多く存在する。それを活かした活動を考えると多くのものが議論に挙がっ
た。それを十分に伝えることが出来なかったのは残念であるが，これからも笑顔を絶やさずに活
動をして欲しいと感じた。
4

地域資源から生む交流
小学生，中学生など
体験，教育

地域資源

大学生，社会人など
講義，労働，体験，新規移入

炭焼き
＋
栗いがの利活用（陶芸品の釉薬）
薪割り
山菜採り
山村留学

地域住民
交流，労働力の獲得，やり甲斐

C班 森本 柴田 奥村 池村 富田 小池 長澤
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Ｄ班

高齢者を中心とした新規住民増加による地域活性化を！！

（メンバー：田中信爾

亀井佑一郎

山崎優志

曽原悠介

岸岡智也

○中村省吾

◎木下大輔）

（１）住民の方へのヒアリング
D 班では，集落ウォーキングで得た印象を基に，3 人の住民の方にヒアリングを行った。まず，
住民の方から古今著聞集に「桑原」という地名が出てくることについて説明して頂いた後，各班
員の視点に基づいてヒアリングを開始した。
その結果，桑原は外部からの人の受け入れに積極的であることや，様々なインフラ（インター
ネット，介護サービス等）が整備されていること，更に京阪神へのアクセスが良好であることな
どが分かった。このことから、桑原が山間部に位置しているにしてはかなり住みやすい地域だと
考えられる。また，現在桑原が目指しているビジョンについて伺ったところ，
「新規産業（収入源）
を興す」とのことであった。
（２）班内での議論①（若者定住の視点から）
初めに，
「新規産業（収入源）を興す」というビジョンについて班員同士自由に意見を出し合い、
班内で現状認識の共有を図った。まず，上記ビジョンについて，
「地元で仕事がないため若者が都
市へ出る」という流れを何とかしたいという意識が強く働いているのではないかという意見が出
た。その一方で，桑原が住みやすい地域と考えられるにも関わらず若者が出て行くのは，若者の
視点から居住環境を見た場合，やはり都市の方がより魅力的なのではないかという意見も出た。
これらの意見を基に，
「若者が魅力的に感じる環境づくりに取り組むことで，若者の定住を促し
ていく」という観点から議論を深めることとした。これは，
「定住人口増加による地域活性化」を
目指して，若者の U・I ターンを促進するという考えに立脚している。
まず，桑原ではこれまで多くのイベントを開催しているが，それらが若者にとってあまり魅力
的ではなかったのではないかという意見が出たことから，若者にとって魅力的なイベントとはど
のようなものかという方向に話が進んだ。しかしその過程で，都市に魅力を感じる若者を惹きつ
けるイベントを継続的に開催するのは経費の面からもあまり現実的ではなく，何か異なるアプロ
ーチが必要ということで班の意見がまとまった。そして望ましいアプローチについて議論を深め
た結果，以下のアイデアを得た。
（３）班内での議論②（高齢者定住の視点へ）
すなわち，
「若者定住から高齢者定住への転換」である。これは，桑原集落が持つ魅力を更に伸
ばし，また将来の住民生活を考えていく上で，高齢者のための地域づくりを目指すことの必要性
が今後益々高まっていくとの予想から生まれた発想である。そしてこの転換を実現するため，具
体的な方策としてリタイアした団塊世代を中心とした高齢者層に対して PR していくことで定住
人口増加を目指すべきという意見にまとまった。
まず，新規住民が定住後集落に溶け込むためにどのようなサポートが必要かという点について
議論を行い，以下の 2 点のアイデアをまとめた。一つは「農作業（農業機械）の共有化」である。
ヒアリングの際に，年配の新規住民は，農業への熱意は高いが，ノウハウの欠如や体力的な問題
があるため，実際に広い農地で継続的に営農に取り組むことは難しい場合が多いという指摘があ
った。このことから，例えば新規住民が農家の軽作業を手伝う過程を通じてノウハウを学ぶ，ま
たある程度ノウハウを学んだ住民が新たな新規住民にそのノウハウを伝えていく，といった農作
業の共有化や，労働負担・経済負担を軽減するために農業機械を共同で管理・使用するといった
システムを構築する必要があると考えた。
もう一つは「内部向け市場の開催」である。
（４）にて詳述しているが，このような交流ネット
ワークが育まれることによって新規住民同士のみならず元々の住民たちとの関わりも生まれ，地
域の盛り上がりに貢献するのではないだろうか。
最後に，実際に定住を促進するためにどのような戦略をとればよいかという点に関して議論を
行い，
「田舎への移住を検討する年配層向けに桑原紹介ツアーを企画し，豊富な地域資源を積極的
に PR し理解してもらう」というアイデアを考えた。このツアーは，地域独自の視点から企画す
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ることも重要だが，民間のコンサルやツアーコンダクター等に委託することで，プロの目から見
た桑原の魅力を把握することも必要ではないかという意見が出た。さらにツアーが実現した際に
は，既に定住している「先輩」の目から見た桑原の良さや田舎暮らしのコツを語ってもらうこと
も可能だと考えられる。
桑原のいいところを

桑原のいいところ

活かしづらい…

外部受け入れ
に積極的

若者定住
地域活性化

インフラ（交通，

＝定住人口増加

介護，IT，etc…）

高齢者定住

豊かな自然

桑原のいいところを
活かしやすい！

高齢者定住に向けた具体策
定住後（居住サポート）

・年配層向けのツアー企画

・内部向け市場の開催
・農作業（農業機械）の共有化

図１

定住前（外部への PR）
温泉，栗，鹿，星空，炭焼きなど
を取り入れたシルバーツアー

D 班の提案内容流れ図

（４）発表時におけるコメント
発表では新規移住者向けに「内部向け市場の開催」を提案したが，それに対して何か具体的な
方法は考えているのか，という質問を頂いた。
ここで D 班が考えた「内部向け市場」とは，「観光客等の地域外を主に対象とした」外部向け
の市場に対する，「地域内で農産物を持ち寄って交換・販売を行うもの」を指す。
新規移住者が本格的な農業に従事することは容易ではなく，希望者が家庭菜園程度の規模で栽
培を楽しむ程度が予想される。この栽培で得られた農産物を移住者同士で，あるいは移住者と元々
の集落住民間で提供し合う場，いわば農産物を介した交流ネットワークを形成できるのではない
かと D 班では考えた。残念ながら具体的な方法までは議論を詰めることができなかったが，この
ような場が継続して設けられるのであれば，将来的には複数の集落間での「内部向け市場」の共
有や外部向け市場への発展も可能となりうるといえる。
（５）おわりに
豊かな環境を活かした高齢者福祉を重視することは，超高齢化社会を迎えるこれからの時代に
おける地域づくりモデルの一つになるのではないか，という観点から D 班は提案を行った。
元気な高齢者に来てもらって桑原を一緒に盛り上げ，高齢者福祉を充実させることで若者層の
雇用を生み出すといった流れを創り出すことができれば，定住人口の増加に結びつくと我々は考
える。
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Ｅ班

桑原の体験型ツアーと新しいライフスタイルの提案

（メンバー：中西真由美 中島健一 山谷修平 中出潤 渡辺優一 ◎新居卓也 ○藤本綾）
(1) ヒアリング
自治副会長の方(男性 60 代)と住民の方(男性 50 代)が班に入られた。まず全員が自己紹介し、
桑原の現状に関する質問を各々述べ、回答をいただいた。
表１

桑原の現状に関するヒアリング内容

○インターネットの整備はどうなっているか？
・光ファイバ回線が 5 年前から全体に開通。
利用には各家庭で契約が必要。30～40 代は利
用するが 50～60 代は利用が少ないようだ。
・その他、上水道／下水道の整備が早かった。
○土砂災害対策はどのようになされているか？
・土砂災害対策はあまり無い。災害が無いと
は言えないわりに少ない。
・防風林はある。防風林用のスギ／ヒノキは
土砂災害対策用には根が浅い。雑木なら根が
下まで伸びて良い。
・消防活動は自治会がやっている。
・冬に間伐や下草処理や間引きをしている。
・森林ボランティアが入っている。山に上が
って木を倒すとスカッとするそうだ。女性ス
タッフはトイレと着替えのため公民館が必要
だから貸している。
○今と昔で暮らしがどのように変化したか？
・食事が変わった。昔は交通の便が悪かった
ので、自家野菜が中心で、家の裏にイモ等保
存用の洞穴があった。今は車ですぐスーパー
まで降りて買う。
・昔は風呂の水汲みなどの日課があった。今
は水道が通っている。
・子供が減った。昔は 4 集落 42 児童、1 クラ
ス 55 人以上。今は桑原で約 10 児童だけ。
○観光目的で訪れる人はいるか？
・毘沙門堂にたまに観光客が来る。体験／観
光事業は未成立なので何か作れれば。
・上のゴルフ場に、芝整備係／レストラン職
員／キャディなど雇用機会があったがブーム
が去り客も減り雇用が減った。

○自給自足で生活するにはどうすればよいか？
・小畑や果樹園をし、個人で消費している。
・作物は近所にあげるか、不足がある家に渡
す。さらに過剰な分は農協に持ち込む。観音
湯に持ち込む人もいる。
・即売所をやるには毎日品物の入替をする必
要がある。
○外部から移住してきた人にはどのような特徴
があるか？
・大阪／三田／鳥取からの移住者あり。
・移住理由は、
「同じ田舎ならド田舎がよい。」
「どうしても犬が好きでたくさん飼いた
い。」など。
・英語塾経営の外国人移住者もいる。
・世代は 50 代以上が多く、子連れでない。
・兵庫医大病院に毎週木曜日勤務していた人
に持ちかけて定住したケースもある。
○児童の親は移住者／地元者のどちらが主か？
・71 世帯中 11 世帯が移住世帯である。
・元住んでいた者が外部から帰って来る。
・昔、町営住宅建設を依頼したら 40 戸建っ
た。小学児童の世帯を優先的に入居いただい
た。
・小学生には環境が良いが、学校が複式であ
り、卒業するとだんだん転出してしまう。
○復活した炭焼きについて聞きたいのだが？
・冬にクヌギ等を伐採して炭にする。
・キロ単価は 1800～2000 円。年約 50 キロ
を生産。
・魚や肉は炭で焼いたら味が違う。一回買っ
たら続けて買ってくれる。
・最初は売れなかった。インターネット利用。
・会長がパンフレットを作成。市施設などに
置いている。

次に、桑原の 3～5 年後に向けてのおおまかなビジョンをお伺いした。
表２

桑原の 3～5 年後のビジョンに関するヒアリング内容

○桑原の 3～5 年後に向けてのビジョンにはどのようなものがあるか？
・特産の黒豆・丹波栗を増やしたい。楽市楽座という販売会があり、黒豆が飛ぶように売れる。
昨年はトラック３台分が昼までに売れ、さらに採った根っこ付きも全て売れた。栗もよく売れ
た。
・団塊の世代が引退し、定年を迎える人が多くなる。この人たちが働けることを考えたい。例
えば、炭焼きも増やすべきだと考える。
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このビジョンに向けた桑原集落づくりを各メンバーが提案し、コメントをいただいた。
表３

今後 3～5 年間の桑原集落づくり提案に関するヒアリング内容

○新名所／新施設は必要無い。都会に無い体験は
観光事業として成立する。つみたてのお茶を煎じ
て飲むなど組み合わせて、１日の観光／体験パッ
クツアーにしてはどうか？
・そう思う。ふき／わらび／ぜんまいなど、
山菜取りを絡めるのもいい。てんぷらもする。
○主要作物の生育熟達者は多いか？
・多い。ただ、ヤマノイモは生育できない。
○子供の頃は何をして遊んだか？
・三角ベース／かくれんぼ／缶けりなど。
○特にこの地域でしかできなかったものは？
・大木に登る／川泳ぎなど。
・釣り。サワガニもバケツ一杯獲って食べた。
○川遊びには小学校が来る。
・おおむねそう思うが、水事故やヘビ／マム
シを理由に学校が禁止している。
○田舎を知りたい人に良い環境が整っている（燃
料用木／情報基盤／優良農家／清流）。田舎らし
さを活かし自給自足の村にしては？
・完全自給自足は無理がある。
○自給自足の強制でなく、自給自足ができる環境
づくりを進めるのが良いかと思う。
・そう言えば過去に川公園構想もあったが、
いまだ実現していないのが残念だ。
○季節ごとに呼ぶ季節メニューを作っては？
・冬に見られるものがもうひとつ育たない。
・夏はホタルがよく見える。
○餅つきなどは行っているか？
・餅つき機の普及などで餅つきは減っている。
自宅では年に 3～4 回行っている。
○雑煮は桑原特有のものがあるか？
・基本的には白味噌を使うが、家庭によりば
らばらと思う。昔の雑煮は地域色があったか
もしれない。
・昔は雑煮を食べる会をしていた。食べるこ
とは一つの大きな趣味だった。
○イノシシなども獲って食べてみては？
・確かにぼたん鍋は名物と知られている。生
計を立てる猟友会員もいたが現在は 3 名。殺
生を嫌う気風から猟人が育たない。
○季節メニューを外部に知らせるため、インター
ネットやポスターなどを用いては？
・良い。ある中学生が描いた祭り夜店のポス
ターが上手で感心したことがある。
○食物が売りと思う。山菜／あゆ／黒豆を採って
すぐ食べられれば、体験と併せて強力な目玉とな
ると思うが？
・夏は由良川のアユが良い。客を連れて行っ
たことがある。シジミは水温が低く採れない。

・マツタケは昔取れていたが今は採れない。
○炭焼き小屋を活用するのはどうか？ただ安全
性が必要。誰でも管理可能にすべき。
・空地整備などでもう少し大きなセンターを
作れたらとも思う。お金が出たら可能かもし
れない。
○遊歩道など、癒しのスペースはできるか？
・鹿倉山では正月に新春登山をしている。遊
歩道が整備できたらオールシーズンの宣伝に
なり、山登り客などが移ってくる。
○若者が好きな、綺麗な場所／美味しいものに力
を入れることはできるか？
・3 年前ボランティア 40 人で 10m 間隔-200 本
の桜を植えたが全てシカに食べられた。
・5～6 年前はいなかったシカが凄く来る。若
い葉を食べてしまう。
○新事業のための人手が空きそうな時期は？
・冬であろう。
・昔は 20～30 代後半の者が八日会を形成した
が、今は若者が少なく活発でない。参加を呼
びかけたい。
○既存観光地への 1 泊中継地にしては？
・空き家はある。民宿経営までの力が無い。
・確かに全て 1 時間半圏内で便利だ。
○農作物直売をしてくれる人はいるか？
・里作り協議会がある。インターネットでも
実店舗でも売ってくれる。
○販売サイトを作ってくれる人はいるか？
・いる。また、指導室や講習もある。
・またイベントでも販売はしている。
○１回購入者は再購入の可能性が高い。イベント
直売時に再注文用の申込用紙を配布しては？
・やってみようと思う。一度諮ってみる。
○今までの提案実現に何が必要か？
○昔は田遊びをやっていたとのことだが、今も可
能か？
・今はしていないが可能だし、楽しい。ただ、
田遊びを気持ち悪がる人もいる。
○貸し農園で草刈りと農業を組み合わせ、空きさ
せない工夫が必要と思う。これには監督者がいる
・たしかに草刈りやたまねぎ作りなどで自分
の健康づくりもできていると思う。
○自給自足には鶏が必要と思う。
・商業的多数飼育者がいる。ただし、糞尿／
におい／ハエの害に対する苦情が出ている。
・少数飼育者は 1 軒ある。3～4 羽なら公害問
題はなかろう。
（ここで時間終了）
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(2) とりまとめ
ヒアリング内容を踏まえ、短期的に活性化を
図る『体験型観光ツアー作り』と、長期的に移
住者増加を図る『自給自足モデル村作り』の２
つを柱に、桑原集落に対する提案のとりまとめ
を行った。
前述のヒアリングにおいて出てきたキーワ
ードを付箋紙に列挙し、さまざまな質問を通じ
てそれらの更なる列挙と、関連性の表現を試み
た。
プレゼンテーション内容の編集にかかわる
とりまとめ終盤においては、主ファシリテータ
が班外の作業に追われている一方、模造紙への
とりまとめを自律的に取り組み、完成させた。
ファシリテーションを振り返ると、プレゼン
テータの選出にじゃんけんを用いることをは
じめとして、ルールの一方的な押し付けが数回
あった。それにもかかわらず、最後まで聴衆に
対し伝達する意志を捨てなかったプレゼンテ
ータと、成果物作成に際しオリジナリティを捨
てず対応した各メンバー、そして、熱心にご協
力下さった桑原のお二人に、心からの感謝を表
する。
表４

体験

（

桑原

春

山菜
桜
ホタル

アユ
シジミ

ＢＢＱ

（
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田遊び

（

｜

遠足
学校単位利用
環境教育
サービスの規格化

黒豆

↓
くり

団体客むけ

川の危険性

草刈り

秋

方法

花

マニュアル
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紅葉

祭り

ツアー企画
１年パスポート

学生が手つだう
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小豆
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宣伝
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自給自足

②
移住者
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田舎らしさ

家

炭
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ポスター
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Hunting
英会話
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民宿
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net即売

図１

模造紙へのとりまとめ内容

プレゼンテーション内容

【体験型観光ツアー作り】
【自給自足モデル村作り】
短期的には、比較的すぐ行える体験型観光ツ
長期的には、移住者を増加させるために、自給
アーを企画する。
自足を基本とした新しいライフスタイルを提供
農村は特別な見所を作らなくとも、農村であ していく。
ることが都市住民にとって既に魅力的である。
これは定住者に自給自足の暮らしを強制する
この魅力に地元の方は気付きにくい。
ものではなく、エネルギー（炭）、食（米／野菜
ツアープログラムは、農業・自然体験と、収 ／果物／鶏肉／鶏卵）などによる自給自足ライフ
穫した作物の調理・食事を中心とする。また、 スタイルが可能な地域にする、ということであ
リピーター確保のため、季節ごとにプログラム る。
を変える。
この企画は、体験型観光ツアーにおける、団塊
引退した団塊世代の人達を指導者とし、田ん 世代／後継者／外部ボランティアの協働によっ
ぼ遊びなどの安全監督者には、学生等のボラン て得られた活力・資金・知識を活用する。
ティアをはじめ様々な世代に参加いただくよ
外部に対し、民宿経営者／農村居住生活者のモ
う誘導する。
ニター募集を行う。
単なるツアーでなく、環境教育の要素があれ 【宣伝方法】
ば、安全性を懸念する学校側も導入に踏み切る
以上内容の宣伝を、ビラ／ポスター／パンフレ
かもしれない。
ット／サイト／ローカル TV／ローカルラジオな
ツアー運営においては、プログラム毎に担当 どのメディアを用いて行う。
シフトを敷き、一部への負担集中を避ける。ま
また以上の宣伝は、地元小学校／都市居住の家
た、運営業務をマニュアル化し、学生等のボラ 族／夫婦／大学生／旅行会社を対象とする。
ンティアなどにも指導の手伝いを行えるよう
にする。

（文責：藤本綾・新居卓也）
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F班

今日から箱部峠が変わります

（メンバー：湯谷啓明

小野智美

～箱部峠改革プロジェクト～

大下百合子

藤田常仁

吉田有希

○淺野悟史

◎井関雅仁）

(1) 桑原集落の特徴
集落ウォーキングと、地元の方３名（６０代男性２名・５０代女性１名）に対するヒアリング
から、桑原集落の特徴が浮かび上がった。主な意見を整理して以下に示す。
【学生が感じた桑原の良さ】
☆ 水・水路がきれい
☆ 自然の気持ちよさ、空気がおいしい
☆ 蛍などの様々な動植物が見られる
☆ 文化財（毘沙門天）
☆ 炭焼き釜に代表される住民のチャレンジ精神
☆ 観光案内所があるなど、外部から来る人を意識している
【地元の人が考える桑原の良さ】
☆ 住民同士のつながり
☆ ひとの良さ、情の深さ
☆ 新入居者を受け入れ、積極的に交流する姿勢
☆ 昔からすんでいるという愛着
☆ 炭焼き小屋が高齢者の話し合い・交流の場になっている
☆ 静かで落ち着ける雰囲気
☆ 山からの水がきれい
【桑原の課題】
★ 峠を隔てて北と南で交流はあるものの、がっちり手を組んでいるわけではない
★ 道が良くなり、都市へ通じる抜け道となっている
★ 子供や若者が減った
★ 桑原といえば○○という売りがない
★ 農業収入が増えない

（２）学生による議論の内容
F 班はワークショップで、次の二点を意識しながら議論を進めた。
① 桑原集落が活性化するアイデアを「具体的に」示すこと
② 外から来たもの（風の人）として、楽しみながら自由な意見を出し合うこと
議論を進めていく中で、桑原集落がこれから更に賑わっていくためには、地域 HP の強化や
各種イベントの実施による地域の広報活動や情報発信が必要であるという意見が出た。しかしそ
れだけでは、この集落の一番の長所といってよい「人と人とのつながり」が活かしきれないと考
えた。人と人とのつながりが厚いことを強みとして、桑原集落の売りとなるような何かを創りた
い！！ということで出てきたのが、箱部峠改革プロジェクトであった。これは、テーマを「交流」
においたプロジェクトである。集落内部の強い結びつきを維持しながら利用し、積極的に外部と
連携をとりながらかたち創っていく手づくりのプロジェクトである。
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（３）箱部峠改革プロジェクト
Ⅰ

狙い
課題点を長所に！

・峠で隔たった集落がひとつになる
・ただの車の抜け道が優良マーケットになることで、住民と利用者双方が得をする
・若者を呼びこむ
・桑原の売りとしてプッシュするものができる
・収入アップ
Ⅱ 峠に何が起こるのか
現在炭焼き小屋がある箱部峠に、さまざまなサービスを
提供する直売所群を作る。一般的な商品以外にも、農村
ならではのものごとを提供するので、「超直売所」として
位置づける。集落を通り過ぎるだけだった外部の人間が
足を止める、また足を運ぶような一連の複合施設ができる。
Ⅲ 運営
運営には集落住民が関わるとともに、集落外部の住民や
学生・ボランティアに参加してもらい、みんなで商品開発
を行ったり、IT 技術を取り入れていくことにつなげる。
Ⅳ 商品
【農村独自のもの】
・ 米、野菜
・ わさび、黒豆
【桑原独自のもの】
・ 炭
・ 炭を利用した食べ物（丹波牛、てんぷら、アイスクリーム）
・ 農村体験パック（宿泊施設利用可）
・ メンバーシップ
都市住民の安定した需要が見込まれる農産物の生産にいっそう力を入れていくと同時に、わさ
びや黒豆といった作物の栽培にもチャレンジしていく。また、炭とそれに関連する商品を開発し
ていく。また、独自の商品として、農村での暮らしを凝縮して味わうことのできる農村体験パッ
クや、愛桜会の育てる桜や炭焼きに携わる会員権を売り出し、集落への興味をひきつけ、桑原の
サポーターとして関わってもらう。また、超直売所で購入するたびに KP（桑原ポイント）が貯
まっていき、それにより特典が受けられる。
このような一連の施設群をつくり、住民が中心となって運営がスムーズに行われたならば、若
い人や多くの人が訪れる元気な桑原集落を取り戻すことができるかもしれない。
（文責 F 班世話人

井関雅仁）
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第５章

参加者アンケート

帰りのバス移動中に、一日の実習全体に関して、Ａ４用紙１枚分のアンケートを行った。そし
て、参加者ほぼ全員にあたる 40 件の回答を得た。以下にその結果と分析を述べる。
１．設問と単純集計
問１

所属学科は？
地域環境工学科 40 ・

食料環境経済学科 0 ・

森林科学科 0

問２

学年・性別は？
学部３回生 19 ・ 学部４回生 10 ・ 学部５回生 2 ・ 修士１回生 6
修士２回生 1 ・ 修士３回生 1 ・ 博士１回生 1 ・ 教員 1
男性 32 ・ 女性 8

問３

班は？
Ａ班 6 ・

問４

Ｂ班 6 ・

Ｃ班 7 ・

Ｄ班 7 ・

ワークショップの経験は何回目くらいですか？
はじめて 27 ・ ２回目 4 ・ ３回目 3 ・

Ｅ班 7 ・

４回目 2 ・

Ｆ班 7
７回目以上 4

問５

同じ班の他のメンバーの考えをどの程度分かったと思いますか？
よく分かった 11 ・ 大体分かった 24
あまり分からなかった 6 ・ 全く分からなかった 0

問６

同じ班の地元の方の考えをどの程度分かったと思いますか？
よく分かった 8 ・ 大体分かった 24
あまり分からなかった 4 ・ 全く分からなかった 0

問７

他の班の発表をどの程度分かったと思いますか？
よく分かった 6 ・ 大体分かった 26
あまり分からなかった 8 ・ 全く分からなかった 0

問８

ワークショップという手法をどの程度分かったと思いますか？
よく分かった 16 ・ 大体分かった 22
あまり分からなかった 2 ・ 全く分からなかった 0

問９

総合的に評価して今回のＷＳはあなたにとって有益な体験だったと思いますか？
非常にそう思う 29 ・ 大体そう思う 10
あまり思わない 1 ・ 全く思わない 0

問 10 今回のワークショップでの良い思い出があれば、教えてください。
「実際に村の人の意見を聞けたこと。
」
「皆で真剣に話し合えた。」など 40（後に詳述）
問 11 今回のワークショップで難しかったことがあれば、教えてください。
「時間が足りなくて考えの整理を充分に出来なかった。」など 40（後に詳述）
問 12 桑原集落をどの程度分かったと思いますか？
よく分かった 3 ・ 大体分かった 24
あまり分からなかった 10 ・ 全く分からなかった 0 ・

無回答 3

問 13 桑原集落の方へのメッセージをお願いします。（必ず書いてください）
「貴重なお話ありがとうございました。」「必ず再来します！」など 40（後に詳述）
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２．分析
さまざまに分析を行う中で見つかったひとつのことに絞って、分析内容を述べさせていただく。
それは、「ワークショップ役割による感覚の違い」である。
ワークショップ役割は大きく、「ファシリテータ」と「メンバー」に分かれる。
「ファシリテー
タ」は班内の議論を進行し、意見の喚起と集約を促す。今回のワークショップにおいては、ファ
シリテータのほぼ全てがワークショップ経験者であった（アンケートに回答したファシリテータ
11 名中ワークショップ経験者は 10 名）。
まず、ファシリテータとその他メンバーがそれぞれ、問６「同じ班の地元の方の考えをどの程
度分かったと思いますか？」に対してどう回答したかを見てみよう。

ファシリテータはメンバーよりも、地元の方の考えを「よく分かった」と回答する傾向が弱か
った。またむしろ、
「あまり分からなかった」と回答する傾向が強かった。これは、ファシリテー
タの理解力がメンバーより低いからであろうか？いや、そうではない。
問７「他の班の発表をどの程度分かったと思いますか？」に対する回答を見ていただこう。

明らかにファシリテータのほうが、他班の発表内容を理解している傾向が読み取れる。つまり、
ワークショップの話題に上がるような内容を、ファシリテータはメンバーより理解できているの
である。
ではなぜ、ファシリテータはメンバーと比較して、地元の方の考えが「分からなかった」とす
る傾向が強かったのだろうか？ここで、ワークショップにおいて重要な２つの職務に関するグラ
フをお見せしたいと思う。

まず、問５「同じ班の他のメンバーの考えをどの程度分かったと思いますか？」の回答状況で
ある。ファシリテータにとっても、メンバーにとっても、対話相手の意図を理解することは重要
なことである。
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そして、問８「ワークショップという手法をどの程度分かったと思いますか？」の回答状況で
ある。ファシリテータにとっても、メンバーにとっても、ワークショップ手法の理解は、根源的
に重要なことである。

この２つのグラフに共通して言えることがある。それは、メンバーよりもファシリテータの方
が、職務に関する自信のばらつきが大きいということである。そして、地元の方との対話に関し
ては、自信のばらつきが大きいだけではおさまらず、少し、自信を喪失しやすい傾向にあると理
解することができる。
つまり、
「ワークショップ役割による感覚の違い」は、
「メンバーよりもファシリテータの方が、
地元の方に対し、より重い責任感にさらされていた。」ということであろう。
そのような状態もありつつ、どの班もなんとか時間内に成果物を作り終えられている。これは、
ファシリテータの頑張りはもちろん、メンバーの支えと、地元の方の暖かなご助力があったから
こそだと考える。

３．ワークショップにおける困難
問 11「今回のワークショップで難しかったことがあれば、教えてください。」の回答内容を記
載する。これは先ほど述べたファシリテータの責任感・不安の根源にあたるものであり、ワーク
ショップを取り巻くその他諸問題を示唆してくれるものでもある。
a：開催時間
「朝早かった。」
b：ワークショップ参加者の限界
「公民館にこられなかった方の考えは聞けない。」
「今度はもっとじっくり関わる立場として
訪ねたい。」
「WS は自由な発想を許す一方、第３者だけでは実現性の低い回答になることも
多い。」
「小中学生とふれ合うことができれば大分イメージが違ったと思う。」
「学生ができる
ことには限りがあり、その範囲内で学生ができる最大限のお手伝いとはどういうものなのか、
という点で悩んだ。」
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c：ヒアリング
「地元の人々をまじえての話し合いの際、いざ何か聞こうと思うとむずかしかったです。」
「聞くことがあいまいでお互いに上手く引き出せなかった。」
d：課題の大きさ
「課題を解決する際、問題が多岐に広がっていたこと。」
「長期的に取り組まなければいけな
いこと(少子化など)ばかりで短期的な課題がみつかりにくくて苦労した。」
e：思考の具体化
「具体案は考え出すと難しい。」「漠然と抽象的な意見になってしまったのが心残りです。」
「自分の中で考えをまとめることができなかった。」「考えの整理を充分に出来なかった。」
「考えをまとめるのが、難しかった。」
f：意見の喚起
「アイディアを出すということ。」
「初対面の方々とのワークショップということで、意見交
換が多少しづらかった。
」
「意見がなかなか出ない。」
「皆の意見を引き出すことも難しいと思
った。」「他の人の発言をひき出すこと。」
g：意見の体系化
「村の人の意見と自分たちの意見を組み合わせること。」
「人の意見と自分の意見を協調させ
るのはムツかしい。」
「様々な意見を系統だてるのが難しかった。」
「論理的な内容にしてまと
めること。」
「本当に伝えたいことに重点をおけなかった。」
「アイデアを１本にまとめること」
「全員の意見を合わせるというよりも、より広げやすい１人の意見を掘り下げる形になって
しまった。」
「はやくまとめねばという意識が働いて練る時間が短かった。」
「具体的な提言ま
で築き上げることが難しい。」
「描いた絵を詰める時間が少し足りなかった。」
「骨格となるも
のを組み立てるのが難しい。」「理想論の展開だけじゃない、現実的な回答が求められたこ
と。」
「考えを練り上げるまでいかなかった。」
「村おこしのために何か実行しようと考えると、
メリットよりデメリットの方が多くでてきてしまうこと。
」
h：時間不足
「時間の短さ。」「やはり与えられた時間では短く感じた。」「発表の制限時間が短かったで
す。」
i：ファシリテータ
「ファシリテータ役としての働き。」「ファシリテータがテーブルをまとめきれていなかっ
た。」
「ファシリテーターとして全員に等しく発言の機会を作ること。
」
「チーム内の参加度を
ボトムアップすること。
」
「メンバーのやる気をひき出すこと。」
「適切なタイムキーピング。」
j：プレゼンテーション
「プレゼンの準備・実行」「自分たちの考えたことを、最後に発表するときに、地元の人へ
の説明の仕方が難しかった。」「発表の仕方。」
「短い時間で発表を行うのが難しかった。」

４．ワークショップでの良い思い出集
問 10「今回のワークショップでの良い思い出があれば、教えてください。」の回答内容を記載
する。「都市住民はこういったことに喜びを感じるのか。
」といったことを感じていただけるかも
しれない。
「おいしい空気を吸えて、リフレッシュできた。」
「直接地元の人と話せる時間がけっこうたくさんとられていたこと。たくさんの人が出迎えて
くれたこと。
」
「人との触れ合いができたこと。問題解決意識の向上。」
「地元の若い人の意見をたくさん聞くことができた。」
「現地の人が困っていることや望んでいることをいろいろ聞けてとても勉強になりました。
」
「実際に村の人の意見を聞けたこと。」
「地元の人が、質問に対して親身になって回答してくださったこと。
」
「住民の人たちの貴重な話が聞けた。」
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「黒豆がおいしかった。
」
「考えを出し合えた。」
「大学の教室では理解しきれないことを、自分の五感で直接体験することで理解が深まった。
景観が美しいです。」
「集落に実際に住む人の声を生で聞けたこと。
」
「C 班でお話をして下さった谷掛さんの笑顔が一番良い思い出です。
『つらいことも多いけど、
子供に感謝の手紙をもらったときはうれしかった』とおしゃっていたのが印象的です。」
「自分の意見を言ったり他の人の意見を取り入れたりして、１つのものをつくり上げていくと
いう体験ができた。」
「皆で真剣に話し合えた。僕らはやる気になればいろいろなアイデアを思い浮かべることがで
きるんだということが分かった。」
「村の人たちと話してあたたかい感じを受けた。」
「桑原の方々と交流ができた。自分とは異なる視点を得ることができた。」
「地元の人と触れ合って、その土地の話を聞くという体験をしたのが初めてだったので、おも
しろかった。
」
「副区長さんが地域にとてもくわしく、勉強になった。」
「互いの意見を聞けて、どんどん新しい発想ができたのでよかった。地元の方の話を聞けたの
がおもしろかったのでもっと聞きたかった。」
「実際に村の人と話ができたこと。自然の中で散歩している時、あまり見られない植物など教
えてもらえて楽しかった。」
「最初のウォーキングで地元の方と話していろいろ教えて頂けたこと。」
「7 人でまとまって取り組むことができた。」
「景観がとてもきれいなことと、村の方が『村を愛している』というのが伝わってきたことが
心に残りました。」
「アイデアがまとまって動き始めたときのメンバーの一体感が良かった。」

５．桑原集落の方へのメッセージ集
問 13「桑原集落の方へのメッセージをお願いします。」の回答内容を記載する。桑原の皆様に
は、つくづくあたたかなお心遣いをいただいたと考えている。感謝しつつメッセージをご紹介し
たい。
「色々なお話を聞かせていただいて、ありがとうございました。人も自然もあたたかく、非常
に安らげました。」
「桑原は人のつながりも強くて自然も多くとても心の落ちつく場所だと思いました。」
「実際に集落の人たちと話すことにより、自分たちだけでは気づかないような、良い点や課題
がわかりとても貴重な体験になりました。ごはんや豆がとてもおいしかったです。ありがとう
ございました。」
「桑原集落は、私が今まで見てきた中で一番自然に対する手入れが行き届いている土地でした。
私たちに勉強の場を提供していただいただけでなく、親切にしていただいて、本当にありがと
うございました。」
「貴重なお話ありがとうございました。」
「必ず再来します！」
「お忙しい中、ご協力いただきありがとうございました。現地の方の声を直接伺うことができ
て、貴重な体験になりました。このまま綺麗で自然いっぱいの桑原を愛していただきたいと僭
越ながら思います。」
「みなさんの前向きでイキイキした様子が伝わってきました。ありがとうございました。」
「取り組みを続けることには多くの困難が伴うと思いますが、桑原の方々は着実に実績を積み
重ねておられ、感心させられました。特に炭焼きに関しては、ゼロからのスタートで、販売を
考える段階まで達しており、素晴らしいことだと思います。その努力が何らかの結果に結びつ
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くよう、学生の立場からの貢献を考えていきたく思います。」
「もっと活発な交流ができるよう、都市側からも働きかけていきたいと考えました。元気さを
集落の方から感じられ、非常に楽しいひとときを過ごさせていただきました。ありがとうござ
いました。」
「有意義な体験ができてよかったです。ありがとうございました。」
「よい体験になりました。皆さんとても話しかけやすい方で安心しました。ありがとうござい
ます。お昼ごはんもおいしかったです。森本屋のお姉さん、お話していてとても和みました。」
「今日一日、私達の学習に付き合っていただき、ありがとうございました。」
「１日だけでしたが、色々話を聞けて楽しかったです。機会があればそのうち炭焼き体験に行
きたいと思いました！！」
「親切に対応してくださりありがとうございました。子供が活発に遊ぶ桑原集落になることを
願ってます。お世話になりました。
」
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