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－はじめに－ 

私たちのまち、丹波篠山市にはたくさんの魅力があります。きれいなまちなみ、おいしい物がたく

さんある農業の都、文化の薫り、そして安心して住めるふるさとです。 

このまちの魅力が認められ、ここ数年の間に、日本遺産や日本農業遺産に認定され、ユネスコ創造

都市への加盟も認められるなど、認知度やそのブランド力も一段とアップしてきています。 

ところがどうでしょう。私たちのまわりを見ると、喜んでばかりではいられません。それは、市内

どこの集落でも少子高齢化が進み、「子どもが少ない」「農業や村の担い手が心配だ」「空き家が増

えた」などの声が聞こえ、このままではまちの将来が心配されるからです。 

そこで、私たちは、今こそこのような課題に立ち向かい、これを克服して、ワクワクするような丹

波篠山市をつくっていかなければなりません。 

そのための考え方を整理しました。この取組みの中で、一番大切なものは何かを考えたとき、それ

は、私たちのふるさとへの思い、誇りだと言えます。 

最近では、市内への若い世代の移住者も増え、ある移住者の方は、「緑のなか、カエルの鳴き声で

夜眠りにつき、朝は小鳥のさえずりで目覚める・・・まるであの世ではないかと思うほど幸せ」と語

っておられます。 

そうです。私たちは、そんな幸せなところに住んでいるのです。これまで、その時代、時代にまち

の発展に向け様々な努力が払われ、今日の丹波篠山市の姿となりました。都市部と比べても、さほど

遜色のない暮らしができますし、逆に都市部にない他のまちにない良さや魅力がたくさんあることに

気付きます。 

ことに、コロナの影響から安心して幸せに暮らせるのは都市ではなく地方だ、農村だと気付かれ、

農村回帰の流れが加速すると言われています。 

丹波篠山市は日本を代表する地方都市です。

この地方都市のリーダーとして、地方が、そし

て日本の農村社会が未来につながるよう、ワクワ

ク農村をめざし、市民をあげて取組みたいと思い

ます。 

ワクワク農村をめざして
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－おわりに－
神戸大学大学院農学研究科特命准教授 清水 夏樹  

 

｢ワクワク｣という言葉を聞いて、「少子高齢化や将来への不安など課題がたくさんあるのにワクワクな
んて感じないよ」と思われる方もいるかもしれません。 

でも、誰にでも「ちょっとワクワクする時」はあるのではないでしょうか。子どもの頃の遠足の前日は
ワクワクして眠れなかった！という人もいるかもしれません。 

大人になっても、祭りやイベント、旅行の準備をしているとき、つぼみを膨らませている木々を眺めた
とき、もうすぐ実りを迎える農作物を見たとき、丹波篠山を訪れた市外の人びとが美しい風景や農産物の
すばらしさに笑顔になっているのを目にしたとき･･･ご自身の、そして地域の未来が少しカラフルになっ
たような気になりませんか。 

ワクワクへの第一歩は、「いいな」と思うこと。そして、「こうなったら、もっといいな」と願うこと
です。あなた自身が感じたワクワクを他の人に広げたり、つなげたりして育てていくことを、このワクワ
ク農村未来プランでは「攻め」と呼んでいます。 

でもその前に、健康であることもワクワクの必要条件です。祭り・イベントや旅行は、体調が万全だ
と、心から楽しめますよね。地域の健康を保つために、困り事を小さなことから一つ一つ解決していくこ
とも、ワクワクのために取組みたいことです。「楽しい」を実現し、継続するためには，体力も必要で
す。地域の健康づくり、体力づくりをこのワクワク農村未来プランでは、「守り」と呼んでいます。 

ワクワクのもう一つのステップは、いつもの見慣れた風景や毎日の暮らしの中に新しい発見、新しい出
来事、新しいチャレンジを見つけ、日常にほんの少し加えること。 

一人一人の新しい発見や出会いが、地域ぐるみのチャレンジにつながっていきますように。そして、丹
波篠山の新たな「ファン」が、地域の魅力を担う「仲間」になり、ワクワクする人の輪が広がっていきま
すように。ワクワク農村のためのプロジェクトチームも、市民のみなさんと一緒に歩み出します。 

 

ワクワク農村未来プラン検討委員会
座長 市長 酒井 隆明
副座長 企画総務部長 堀井 宏之
委員 企画総務部創造都市課長 竹見 聖司
委員 農都創造部農都政策課長 岸野 良広
委員 農都創造部農都環境課長 田中 正典
委員 観光交流部商工観光課長 小畠 理三
委員 教育委員会文化財課長 村上 由樹
委員 企画総務部創造都市課丹波篠山創造係長 酒井 誠
委員 企画総務部創造都市課定住促進係長 垣内 由起子
委員 市民生活部市民協働課市民活動推進係長 竹見 政徳
委員 保健福祉部長寿福祉課高齢支援係長 小谷 美和
委員 法人 理事 長井 薫
アドバイザー 神戸大学大学院農学研究科特命准教授 清水 夏樹
オブザーバー 法人里地里山研究所代表理事 鈴木 克哉
協力 地域再生協働員（獣がい対策推進員） 内山 裕海／岡田 理文
事務局 企画総務部秘書課秘書係長 小林 七子
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－取組みにあたって－
★ ワクワクとは

集落を未来につなぐため、丹波篠山で暮らす幸せを見つけて、集落で新たな取組みをはじめる
ことをここでは「ワクワク」と表現します。

★ ねらい
このワクワク農村未来プランは、集落の現状と課題を把握したうえで、ワクワク感がある新た

な取組みをはじめ、未来に向けた集落の維持と活性化をめざすための手引きです。
取組みにおいては、暮らしの基盤を満足させ、集落の困りごとを解決し、こんな地域にしたい

という理想を描き、丹波篠山に住む幸せを実感できるようなワクワク農村の実現をめざします。
★３ 集落での活用方法
・このワクワク農村未来プランを集落の中で共有していただき、各集落の状況を見つめ直すきっか
けにしてください。

・集落の中で、課題を把握し、実態を分析し、やりたいことやできることを考えましょう。
・目標が共有できたら、実施計画を策定して実行していきましょう。
・取組みにあたっては、市役所・各支所地域振興課や地域サポート職員が一緒にお手伝いします。
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・ここで紹介している他に、参考になる取組みをされている事例の情報を収集していきます。
【令和４年度以降】
・モデル地域での取組みや情報収集した内容を踏まえ、全市的な展開へ広げていきます。
・次の段階の取組み支援、予算措置、支援の体制づくりを検討していきます。
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集落を未 来につなぐ

まちなみや自然
環境を活かす 

集落の内外の 
人とのつながり 

伝統文化を 
継承する 

伝統的なまちなみを 
活かす 

【福住地区】P19 

安全    ・安心な
生活     を守る 

そ れ ぞ れ の 集 落 の 現 状 と 課 題

自治会運営
自治会ルールづくり 

自治会長 

住民学習会の運営

人権のまちづくり
推進員 

クリーングリーン作戦
地域の環境美化
地球温暖化対策、自然環境保全

環境委員 

農業共済の加入集約

共済連絡員 

交通安全運動推進

交通委員 

集落営農組織の運営

生産組合長 

祭礼・伝統行事の継承

宮総代・氏子総代 

葬祭・墓地等管理

寺総代 
檀家総代 

移住定住の促進
空き家の活用

定住促進推進員 

スポーツ振興
健康づくり

体育委員 

地域の身近な相談相手

民生委員・児童委
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男女共同参画の推進

男女共同参画 
推進員 

農協との連絡調整

農協協力員 

地域での見守り
・声かけ
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地域での見守り
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福祉委員 

水利の管理

水利委員 農地、ため池、水路などの管理

土地改良役員 多面的事業・農地水事業役員

多面的機能 
支払い役員 

山、共有林の管理

共有林の世話人 

集落の財産管理

財産管理役員 

民生委員・児童委員
への協力

民生・児童協力員 
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移送サービス 

【大芋地区】P20 

オオサンショウウオ
が生息する 
源流地域 

【後川地区】P22 

古民家宿泊 
全国の先駆け 
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集落の中で多くの役割を分担して 
暮らしを守り、活性化に向けた 

ワクワクの取組みをはじめることで 
集落を未来につなぎます 
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暮らしを守り、活性化に向けた 

ワクワクの取組みをはじめることで 
集落を未来につなぎます 

5 6
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（４）命輝く自然環境  

春になると小川ではメダカやフナが泳ぎ、カエルが
産卵する。夏になると水路では水草が花を咲かせ、ホ
タルが飛び交う、秋になると赤トンボが乱舞し、冬に
は渡り鳥が飛来する。このような四季それぞれの美し
い自然と生きものの姿があり、そこに住む私たちに大
きな安らぎや喜びを与えてくれています。 

この魅力は新しく市民になられた方がいちばん感動
されることでもあります。残念ながら、ここ数十年の
間に身のまわりの自然の姿も変わってきましたが、自
然環境を保全、再生し、未来の子ども達につなげよう
としています。 

生物多様性戦略（丹波篠山生きもの ）、山に手を入れ、広葉樹を大切にするふるさとの森づく
り、コンクリート製ではない自然環境に配慮したふるさとの川・水路づくりなどを進めています。さ
らに、これらの活動に協力いただける事業者を「環境創造事業者」と名付け認定しています。 

（５）全国一の鳥獣害対策  

鳥獣による農作物への被害は、生産者の生産意欲の減退にもつながり、丹波篠山市では、獣害対策
に力を入れてきました。特にサルの対策では、専門家の指導を得ながら、一群のオトナメスの数を維
持しつつ、増えた数は駆除し、サルの適正数を管理し、さらに、電気柵やサル追い犬、サルメールな
どあらゆる方法で被害防止を図ってきました。被害対策とともに、長い目で野生動物との共生の道を
目指しています。 

こうした取組みは、鳥獣被害対策優良活動表彰において農林水産大臣賞を受賞（平成 年）し、
全国で最も良い取組みとして評価されました。獣害柵を延長約 キロメートルに設置し、捕獲に
ついては農作物の被害軽減と生息数とのバランスを保ちつつ野生動物の個体数管理を行っています。 

また、捕獲されるシカ、イノシシをジビエに活用する取組みは、全国に誇るボタン鍋の本場として
全国に発信しています。 

（６）丹波の森とは  

昭和 年９月に丹波地域で「丹波の森宣言」がなされました。これは、丹波地域を一つの大きな
森と見立てて、森の中で人と自然と文化が共生する丹波ならではのまちづくりを進めようというもの
です。ウィーンの森をお手本にしています。 

 

 

 

 

 

 

 

平成 年に 周年を迎え、これからも「丹波の森宣言」を中心に、美しく魅力的な住みよい理
想郷「丹波の森」を築いていくことを誓い合いました。 

【丹波の森宣言】 

丹波の自然と文化は、現在及び将来にわたる住民共有の財産であって、これを維持発展させることは私たち
に課せられた重大な責務です。今、私たちはこの責務を強く自覚し、お互いに力を合わせ、自然や文化を大
切にしながら、これらを活かした「丹波の森」づくりを次のように進めます。 

1 丹波の健全な発展をそこなうような自然破壊は行わず、森を大切に守り育てます。 

2 丹波の自然景観を大切にし、花と緑の美しい地域づくりを進めます。 

3 丹波の文化景観及び歴史的遺産を大切にし、個性豊かな地域文化を育みます。 

4 丹波の素朴さと人情を大切にし、安らぎと活力に満ちた地域づくりを進めます。 

7 

 

 

 

 

 

１ 日本の宝石

丹波篠山といえば、どのような地域イメージを持たれるでしょうか。 

「大阪、京都、神戸など都市から近いにもかかわらず豊かな自然に育まれたまち」、「おいしい食
べ物がたくさんあるまち」、「歴史的なまちなみやきれいな景観が残っているまち」など、今の丹波
篠山市は、魅力が輝くまちになってきました。まるで「日本の宝石」のようなまちといえます。 

（１）美しいまちなみと農村景観  

緑の山なみを背景に、お城を中心とした歴史的なまち
なみと、周辺に広がる農地、農村集落の景観は「日本の
原風景」ともいわれます。訪れる人に心の安らぎや郷愁
を誘います。 

丹波篠山市では、景観条例（平成 年）、まちづく
り条例（平成 年改正）、屋外広告物条例（平成
年）土地利用計画（平成 年）などのルールを定め、
美しいまちづくりを進めています。 

 

（２）農都宣言をしています  

私たちの先人は、農業、農地を大切に守り続け、黒大
豆、山の芋、栗、お茶など全国ブランドの特産物を育んで
きました。 

平成 年、丹波篠山市は日本の農業の都をめざすこと
を「農都宣言」として宣言し、担い手の育成、特産物の振
興、自然環境に配慮した農業と農村づくりなどの取組みを
進めています。令和３年２月に「丹波篠山の黒大豆栽培」
が日本農業遺産に認定されました。 

 

（３）歴史と文化、芸術のまち  

デカンショ節、丹波焼、篠山城跡、八上城跡、春日能、お苗菊、 

波々伯部神社・春日神社・佐々婆神社・本郷春日おどり・池尻神社 

人形狂言・水無月祭打込み囃子など各地の祭礼、そのほかたくさん 

の歴史文化の薫りが今もただよいます。 

また、現代アートのまちなみアートフェスティバル、様々な市民 

による音楽活動や市民ミュージカル、絵画、ガラス工芸、彫刻、デ 

ザインなどいろんな分野の芸術家の方が丹波篠山に移り住み活躍さ 

れています。 
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３ 市民が主役のまちです

市政は市民のためにあるものです。「ふるさと一番会議」（地区ごとに市長が出向き、市政報告と
意見交換）、「こんにちは市長室」（毎月 日市長と市民との懇談会）など、市民の声を大切にし
ています。 

また、平成 年には、常設型の住民投票条例を設けており、市民にとって大切な課題は市民によ
って解決を図ることとしています。この条例によって、平成 年 月 日、全国で初となる市
名変更を問う住民投票が行われ、投票率 ％の市民の力で「丹波篠山市」の市名を決めることがで
きました。 

◆丹波篠山市と交流しているまちは 

海外では、アメリカ合衆国のワラワラ市と姉妹都市、
ベトナム社会主義共和国のフエ市と市民交流都市、ギリ
シャ共和国アンシェントエピダウロス市を姉妹都市（交
流休止中）としています。 

ワラワラ市は、ワシントン州南東部に位置し、有名な
特産物はタマネギ、最近ではワインの生産が盛んで、自
然に恵まれたまちです。昭和 年に姉妹都市を提携
し、留学生の派遣や受け入れ事業、市民訪問団の派遣や
受け入れを行い広く市民交流をしています。 

フエ市は、ベトナム最後の王朝が置かれていた日本の
京都のような歴史文化のまちで、王宮はユネスコ世界遺
産になっています。平成 年に介護福祉士養成校「篠
山学園」が開校したことをきっかけに、交流を進めてい
ます。 

国内では、愛知県犬山市と愛媛県愛南町が姉妹都市に
なっています。 

犬山市は、国宝の犬山城が有名で、犬山城成瀬家と篠
山城青山家との親戚関係の縁や、両市の名誉市民である
河合雅雄先生の縁もあります。 

愛南町は、リアス式海岸が続く水産業や観光業が盛んな美しい海辺のまちで、篠山という山や篠
山小学校、篠山中学校という同じ名前の学校があります。 

また、多くの市と交流を進めるとともに、災害時の応援協定を結んでいます。 

秋田県大館市：同じ「鳳鳴」の校名を持つ高校の縁 

千葉県館山市：デカンショ節が全国に広まるきっかけとなった土地 

岐阜県高山市：古いまちなみや城下町などの共通点 

岐阜県郡上市：「郡上おどり」が有名で、郡上藩主と篠山藩主を青山家が務めた縁 

山形県鶴岡市：森林文化都市で、同じユネスコ創造都市の加盟都市 

高知県宿毛市：美しい青い海のまちで、「篠山」という山がある 

大阪府泉佐野市：関西国際空港があるまちで、青年会議所が交流をつづけている縁 

島根県美郷町：獣がい対策、猪肉などのジビエにおいて共に先進地 

姉妹都市ワラワラ市への高校生短期留学の交流 

姉妹都市愛南町への小学生の体験交流 
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２ 日本遺産・日本農業遺産のまち、ユネスコ創造都市です

平成 年４月には日本遺産第１号として、「丹波篠山デカンショ節－民謡に乗せて歌い継ぐふる
さとの記憶－」、平成 年 月にはユネスコ創造都市ネットワーク クラフト&フォークアート
部門での加盟が認められました。また、平成 年
４月には、丹波焼を含めた「きっと恋する六古窯－
日本生まれ日本育ちのやきもの産地－」が日本遺産
に選ばれました。 

日本遺産は、優れた地域の歴史的魅力や特色など
を認定する制度で、平成 年から令和２年度まで
に全国で の地域が認定されています。 

ユネスコ創造都市は、ユネスコ（国際連合教育科
学文化機構）が創設した文化芸術と産業経済の創造
性に富んだ都市の世界的なネットワークで、現在で
は世界の 都市が（日本では９都市）加盟しています。 

「映画」「音楽」「食文化」などの７分野があ
り、丹波篠山市は「クラフト＆フォークアート」
(工芸・民族芸能)部門で加盟が認められました。 

丹波焼の里は自然豊かな里山に囲まれた今田町
立杭にあり、 年以上も前から伝統的な陶芸が
受継がれてきました。今も 軒を超える窯元が
軒を連ね、若い陶芸家も活躍しています。 

丹波篠山市が都市化に走らず、農村文化や丹波
焼など伝統産業を守り続けてきた結果であり、人
口５万人未満の都市では画期的なことです。 

さらに、重要伝統的建造物群保存地区（全国
で 地区、県下で６地区）に、篠山城下町地
区と福住地区が選定されています。全国の「小
京都のまち」、平成 年に景観まちづくり刷
新モデル地区にも認められています。 

令和３年２月、日本農業遺産として「丹波篠山の
黒大豆栽培～ムラが支える優良種子と家族農業」が
認定されました。丹波篠山市の黒豆は約 年以
上前から栽培され、その起源は水不足のための犠牲
田でした。本来湿田では黒大豆は栽培できません。

溝を掘り、畝を高くすることで栽培が可能になりました。集落みんなで話し合い協力しながら持続的
な農業を成立させたことが高く評価されました。 
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２ 日本遺産・日本農業遺産のまち、ユネスコ創造都市です

平成 年４月には日本遺産第１号として、「丹波篠山デカンショ節－民謡に乗せて歌い継ぐふる
さとの記憶－」、平成 年 月にはユネスコ創造都市ネットワーク クラフト&フォークアート
部門での加盟が認められました。また、平成 年
４月には、丹波焼を含めた「きっと恋する六古窯－
日本生まれ日本育ちのやきもの産地－」が日本遺産
に選ばれました。 

日本遺産は、優れた地域の歴史的魅力や特色など
を認定する制度で、平成 年から令和２年度まで
に全国で の地域が認定されています。 

ユネスコ創造都市は、ユネスコ（国際連合教育科
学文化機構）が創設した文化芸術と産業経済の創造
性に富んだ都市の世界的なネットワークで、現在で
は世界の 都市が（日本では９都市）加盟しています。 

「映画」「音楽」「食文化」などの７分野があ
り、丹波篠山市は「クラフト＆フォークアート」
(工芸・民族芸能)部門で加盟が認められました。 

丹波焼の里は自然豊かな里山に囲まれた今田町
立杭にあり、 年以上も前から伝統的な陶芸が
受継がれてきました。今も 軒を超える窯元が
軒を連ね、若い陶芸家も活躍しています。 

丹波篠山市が都市化に走らず、農村文化や丹波
焼など伝統産業を守り続けてきた結果であり、人
口５万人未満の都市では画期的なことです。 

さらに、重要伝統的建造物群保存地区（全国
で 地区、県下で６地区）に、篠山城下町地
区と福住地区が選定されています。全国の「小
京都のまち」、平成 年に景観まちづくり刷
新モデル地区にも認められています。 

令和３年２月、日本農業遺産として「丹波篠山の
黒大豆栽培～ムラが支える優良種子と家族農業」が
認定されました。丹波篠山市の黒豆は約 年以
上前から栽培され、その起源は水不足のための犠牲
田でした。本来湿田では黒大豆は栽培できません。

溝を掘り、畝を高くすることで栽培が可能になりました。集落みんなで話し合い協力しながら持続的
な農業を成立させたことが高く評価されました。 
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認知症サポーター養成講座 

脳疾患系の場合の救急は、丹波医療センター（丹波
市）、三田市民病院等との連携、さらに重篤な場合は、ド
クターヘリを活用しています。 

◆ＭＹ助産師による産前産後ケア 

令和２年８月からすべての妊婦に助産師がつき、産 

前産後のケアを行い、妊婦に寄り添います。全国的に 

も初めての取組みで注目されています。 

（２）高齢者支援、障がい者支援は  

高齢になっても障がいのある人も、地域で安心して暮ら
し続けることができるよう、ともに支え合う共生社会の実
現に向けたさまざまな取組みをしています。その一つとし
て、複合する課題等のある方の相談に対応するため「ふく
し総合相談推進室」を核とし、関係機関と連携した相談支
援体制を構築しています。 

また、災害時にひとりで避難することが難しい高齢者や
障がいのある人の避難を地域が主体的に支援できる「見守
り台帳」を整備しています。 

その他、全国的にも先進条例となった「みんなの手話言語 

条例」（平成 年）を策定、「全国車いすマラソン大会」「兵庫・丹波篠山とっておきの音楽祭」
に全国から参加していただいています。 

◆主な高齢者支援 

・認知症対策事業（認知症サポーター養成講座の開催、認知症カフェの支援、認知症初期集中支援  

チームによる早期発見、もの忘れ相談センターの設置など） 

・介護サービス（訪問、通所、短期入所、施設入所、福祉用具貸与、特定福祉用具購入） 

・いきいき塾の開催（まちづくり地区ごとの介護予防・元気回復のための教室） 

・見守り支援サポーター事業（掃除、買い物、話し相手など見守り支援） 

・配食サービス（安否確認を兼ねてお弁当を宅配） 

・訪問理美容サービス事業（自宅で理容店や美容店の散髪が受けられるよう出張費を助成） 

・外出支援サービス事業（一般公共交通機関の利用が困難な高齢者を医療機関等まで送迎） 

◆主な障がい者支援 

障がい者相談支援センターを開設し、障がいのある方や家族
に寄り添った相談支援を充実させています。障がいのある方の
就労については、市役所内での軽作業をおこなう就労支援事業
を実施、また、市内には、福祉就労系事業所、通所系事業所、
グループホーム等数多くの障がい福祉サービス事業所がありま
す。 丹波篠山とっておきの音楽祭 
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（１）子育ていちばんめざして  

丹波篠山市は、自然環境にすぐれ、治安もよく安心して子ども
が成長できる良い環境にあります。これに加え、子育てや教育環
境の整備に力を入れています。 

中学３年生までの医療費の助成、インフルエンザ予防接種費用
助成、出産支援金、子育てふれあいセンター、子育てママフィー
ルド、病児保育、認定こども園、預かり・学童保育など、子育て
支援が充実したものとなってきました。 

学校は、 小学校、５中学校、１特別支援学校、高校はそ
れぞれに特色ある兵庫県立の３高校があり、普通科、機械工
学、電気建設工学、総合ビジネス、農と食、地域農業と様々な
学科の選択肢があり、高校まで市内で安心して学べます。 

社会教育では、子どもたちが様々な競技のトップアスリート
からその取組み姿勢や感動体験を学び、競技力を向上させ夢を
育てる ライジングスター育成事業を実施
しています。  

（２）ふるさとを担う教育  

子ども達がふるさとの自然や文化、行事、お祭りなど様々な姿にふれあい、丹波篠山を愛し、誇り
を持って将来を担う人材として成長するよう取組んでいます。 

小学校５・６年生を対象とした、丹波篠山市の歴史、文化、自然、人物、例祭、伝統行事、化石な
どを学習する教材「丹波篠山ふるさとガイドブック」を作成し、小学校の社会科や社会教育で活用し
てふるさと教育を推進しています。 

◆学校給食甲子園日本一 

丹波篠山市の学校給食は、令和元年度に日本一に輝き、令和 

２年度にも全国の中から優秀賞を受賞しました。 

豊富な地元食材、伝統食も取り入れて、農業や食べ物への関心 

を高め、食材への慈しみ、生産者への感謝の気持ち、四季それ 

ぞれふるさとを思う心を育みます。 

 

４ 住みよいくらし

（１）医療・病院は  

市内には、診療所、クリニックが 施設あり、「かかりつけ医」として市民の健康を守っていた
だいています。市立の診療所が東雲、後川、今田、草山の４施設あります。産科はタマル産婦人科に
分娩を担っていただいています。病院は、兵庫医大ささやま医療センター（ 床）、岡本病院
（ 床）、にしき記念病院（ 床）、山鳥病院（ 床）で、山鳥病院を除き救急診療を行って
いただいています。休日は、市民センターで市立休日診療所を開設しています。 
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１ 年先 年先をみんなで考えよう

わが村の未来をみんなで考えましょう。考えるのは自治会長さんや役員さんだけではありません。
集落に住んでいるすべての皆さん、そして移住して来られた方はもちろん、大切なのは女性や未来を
担う若い皆さんの力です。 

さらには、集落と縁のある出身者や交流のある都市部の方、応援していただける方など、多様な声
と力を集めてください。 

そこでは、集落で暮らす負担などマイナス面を軽減する工夫をしつつ、いろんな魅力を再発見し、
集落で暮らす幸せ、楽しさを向上させればワクワクしてくるはずです。 

２ 自治会のルール（規約）を見直そう

自治会は、集落の道路、川や水路、山林を共同で守ったり、子どもや高齢者を見守ったり、健康づ
くり、高齢者への声かけ、防災など相互に助け合うことで、住みよい地域づくりを進めていく一番基
礎的な人と人とのつながりです。そのため、自治会では、「日役」と呼ばれる全員が参加して行う作
業（道路や水路を守ったり、環境を美しくする）や、集落を営む上で必要となる「自治会費」の支払
いがあります。これは、大切な自治活動ですので、市では、市民の皆さん全員が自治会に加入してい
ただくようお願いしています。 

自治会が役割を果たし、これから若い皆さんや新しい移住者の方にも加入していただくためにも、
できるだけ負担を軽くする工夫をしルール(規約)を分かりやすくして知ってもらうことが必要です。 

 

３ 集落の農地は集落で守ろう

高齢化とともに耕作されない農地の課題があります。集落の農地
は集落で守っていただくのが、一番のあるべき姿と考えています。 

集落内の農地をだれがどのように耕作するか集落みんなで話し合
う「人、農地プラン」づくりを進めています。令和３年３月現在、
市内 集落で策定されました。その中で、個人では機械代や作業
の負担が大きいので、集落で共同運営する集落営農の取組みを支援
しています。あるいは、それが難しいときは大規模農家に農作業を
担っていただき、草刈りなどの管理は集落で行うなど連携を図っていただくことが必要です。
市では、集落営農と大規模農家を中心的な担い手としつつ、集落が未来に持続するためには、「小

農」と呼ばれる小規模農家、兼業農家、家族農業など、多様な担い手が大切だと考えています。 

 

４ 特産ブランドの誇り－農を生かす

日本農業遺産の認定を契機として、丹波篠山の黒大豆栽培が生産者にとって「価値ある良いものを
作っている」という誇りにつながり、市民みんながその黒豆を「わがまち自慢の一品」として情報発
信して丹波篠山ファンが増えるような好循環をつくることが大切です。 

13 

 

 

障がいのある児童への支援として、市の設置している「児童発達支援センター」、障がいのある
人への医療や手当等の支援として、心臓機能障がい・肢体障がいにかかる更生医療の給付、重度障
がい者（児）に対する医療費助成、視覚障がい者や聴覚障がい者などの日常生活用具の給付、重度
心身障がい児扶養手当などがあります。また、買物や通院などの移動に対する「タクシー助成」、
「障がい者外出支援サービス」もあります。 

（３）安心のまちです  

丹波篠山市は治安がよく犯罪件数も少なく、また、あたたかい人のつながりもあり、安心して住み
続けられる良いまちです。地域による見守り活動や、防犯カメラの設置によって、刑法犯総数が減少
しています。地域で培われてきた絆を大切に「あいさつ」の推進をはかっています。 

◆安定ヨウ素剤の配布 

また、丹波篠山市は、福井県の原子力発電所群からおよそ ㎞の距離に位置しています。これ
らの原発群で事故が発生した際には、兵庫県のシミュレーションでは、丹波篠山市にも影響が及ぶ
とされています。そこで、全国に先がけ特に成長期にある子ども達の甲状腺がんを防ぐため「安定
ヨウ素剤」を事前配布しています。 

（４）車に乗れないと買い物や病院はどうする  

路線バス、コミュニティバス、乗合タクシー（畑地区）、そして地区の住民組織が中心となって運
行する市町村有償運送の運行があります。 

路線バスは、でき得る限り維持に努めています。コミュニティバスは、大山から味間・市役所、ハ
ートピアセンターから市役所、今田から市役所・味間の３ルートがあり、月曜日から金曜日に運行し
ています。 

市町村有償運送は、地域の皆様が主体的に運行していただくもので、市が車両を貸与し、約 人
の人がボランティア的に運転していただきます。大芋、後川、西紀北、西紀中で運行されています。 

歳以上の方や障がいのある方がタクシーや福祉タクシーを利用した際の運賃の一部を助成する
高齢者等タクシー料金助成を行っています。 

（５）水道代が高いと聞きましたが  

丹波篠山市は多紀郡の時代から水が不足し、平成 年の４町合併時に安定した水源の確保が大き
な課題となり、新たな水源を検討した結果、兵庫県営水道の導入が最適との結論となりました。 

このため、平成 年から１８年にかけて三田市にある兵庫県企業庁三田浄水場から丹波篠山市に
向けて水道水を引き配水池を建設する大規模な工事を行い、安定した水源を確保することができまし
た。 

しかし、県営水道導入工事に約 億円の費用がかかったことで、水道会計の経営が大きく圧迫
されることとなりました。このため、水道料金を５年間で約 ％値上げする必要があるとし、平成
年６月に約 ％の大幅な水道料金の値上げを行い、現行の水道料金となっています。 

平成 年にも同じく約 ％の値上げを予定していましたが、これ以上の値上げは市民の理解が
得られないことから、国の補助制度を新たに活用することや、借入金の繰上償還、施設の統廃合、設
備投資の抑制などにより値上げしないで今日まで努力を続けています。 
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集落などある程度の広がりを持つ地域で、農家が共通認識を持って実施していくことで、効果を
生み出すことが期待されます。農地周辺の草刈りの目的や意義、雑草といわれる多種多様な植物が
もたらす農業への影響・効果などについて、地域で話し合ってみませんか。 

③草刈り隊や自動草刈り機 

市では、「草刈り隊」の結成の支援や危険な作業で負担が大きい斜面用の「自動草刈り機」の導
入を進めます。 

（２）河川の草刈りは  

河川や道路の法面は地元の自治会に草刈りをしていただいており、県、市からその面積に応じ、わ
ずかですが報償費をお支払いしています。県土木事務所の見解では、河川内に繁茂している草につい
ては流下能力を阻害するものでないため必ず草刈りが必要ではないというものです。危険な箇所は避
けて、無理のない範囲で実施しましょう。 

 

６ ふるさとの川、水路づくり、ふるさとの森づくり

市の川や水路は、従前はコンクリート三面張りばかりで
したが、できるだけコンクリートを多用せず、自然を生か
した工法を用いることで、美しい丹波篠山らしい川、水路
を少しずつ再生させています。 

また、ふるさとの森づくりを進め、山に手を入れ、自然
豊かな彩りの里山を取り戻しましょう。人工林を計画的に
手入れする間伐事業、広葉樹林化を進める事業などほとん
ど地域の費用負担がないようにしています。 

（１）クリーン・グリーン作戦・多面的機能支援  

農道の補修や空き缶拾い、草刈りなどの美化活動を年２
回実施していただいていますが、これは正しくは「クリー
ン・グリーン作戦」で、クリーンは美化を、グリーンは自
然を意味します。環境美化だけでなく、身近な自然環境の
保全や再生にも取組むことが期待されています。 

また、水路、ため池、農道などの維持管理については、
国からの集落への交付金があり、草刈りや水路の泥上げの
日当などにも充てられています。 

（２）水辺のエコアップ作戦  

河川の自然、水路にスロープやネットの設置、ふた掛けをする、ビオトープの創出など、身近な自
然、生物多様性を守る活動を支援しています。 

 

７ ニッポンの美しい村へ－里づくり計画、集落くらしの道、丹波篠山の家

丹波篠山の美しさは城下町のまちなみだけではありません。その周辺に広がる一体的な農地ととも
に、山あいの集落の姿です。 
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黒豆以外にもそれぞれ集落で、山の芋をはじめお茶、スイカ、ゴボウ、天内芋などの特産が息づき
丹波篠山のブランドを形づくっています。これら特産を未来につなぎマツタケの復活などに挑戦して
います。 

また、お米（コシヒカリ）も「農都のめぐみ米」として、農薬の使用を抑え、生態系に配慮し、お
いしい丹波篠山のお米としてさらなるブランド化をめざします。 

◆農都のめぐみ米とは 

農都のめぐみ米の取組みは、環境に配慮したお米を栽培することで安全な食料を提供し、生きも
のを守り下流域への水質保全や洪水防止に繋げるなど、自然のめぐみへの意識を高めるものです。  

【農都のめぐみ米の主な取組み】 

・化学窒素量・農薬使用回数を兵庫県の通常栽培基準の半分  

以下にする 

・オタマジャクシなど田んぼの生きものに配慮して中干しを  

延期する 

・稲わらや堆肥、土壌改良材などを使用する 

・代かきや田植え時に濁水が川に流れないように防止する 

・土づくり、適期の田植え、収穫など美味しい米づくり 

 

５ 草刈りの負担を軽く

（１）実施回数や刈り方の工夫  

草刈りは、農作業を効率化したり、景観を保ったりするために大切な作業ですが、近所の世間体か
ら草刈りをされている実態もあります。環境の専門家によると「草刈りをし過ぎても放置し過ぎても
良くない。」とされます。高齢化、農業者の減少などからその負担が大きいとの声がよく聞かれ、市
では、負担の軽減のための検討をしています。 

①目的や場所に応じた実施回数 

田の畦畔は、田植え前、出穂前、収穫前など、営農上の必要性に応じて適宜実施するとしても、
営農に影響の少ない高土手は年１回から２回に回数を減らすなど、場所に応じて実施してみてはど
うでしょうか。 

②米の品質向上、環境にも優しい「高刈り」 

畦畔にイネ科植物がたくさんあると、斑点米の原因となるカメムシを寄せ付けます。地面すれす
れに刈る地際刈りでは、他の植物よりもイネ科植物が成長しやすく、カメムシを誘引する原因とな
ります。一方で、地面から５～ ㎝ほどの高さで刈る「高刈り」は、畦畔の植物の多様性を高
め、イネ科以外の植物の生長が促されることで、結果的に米のカメムシ被害を低減させる効果が期
待されます。 

「高刈り」によって残された草陰は、そこを隠れ場所とするカエルやクモなど、カメムシの天敵
となる生きものの保全につながり、農薬の使用量を減らす効果が期待できます。また、畦畔や高土
手で開花する植物が増えると、農地周辺にミツバチなどの受粉を助ける昆虫が増え、農作物の受粉
効率が上がることで収量が増えるという研究もあります。 
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古民家活用店舗「旅路ブルワリー」（福住地区） 

９ わが村での「住もう帰ろう運動」、空き家の早期活用を

今を生きている市民の皆さんは、多くが家を守り、農業・農地を守ってご活躍されてきました。 

しかし、「あと 年、 年先は」と問うと、考えられない、考えたくないと答える方が多いの
ではないでしょうか。ここまで頑張っていただいたのですから、ぜひ、あとひと踏ん張りお願いしま
す。 

子ども達がおられたら「帰ろう」、村の出身の方が阪神間などにおられたら「帰りましょう」との
声をかけてください。お正月やお祭りなどにみんなで集まってもらったらいかがでしょうか。 

 

（１）空き家の活用  

集落の空き家に移住して暮らす人、暮らしたい人が増え
ています。集落に空き家があるなら、ぜひ早期に活用しま
しょう。 

親族の方が管理されていることもありますが、空き家の
期間が長くなれば建物の劣化が進みます。改修費が高くな
ると買いたいという人は少なくなってしまいます。 

集落に縁のな
い孫やひ孫が相
続すれば、放置さ
れる心配もあります。 

所有者や管理者の方とのつながりがあるうちに、空き家
の今後について話し合い、市の空き家バンク制度も活用し
使いたい人に空き家を使ってもらいましょう。そのため
に、自治会内の空き家の状況や今後の見通しをみんなで 

調べて考えましょう。 

 

（２）定住促進重点地区  

市では、多紀地区（福住、村雲、大芋）、城東地区（日置、後川、雲部）、西紀北地区、畑地区を
定住促進重点地区と位置付け、特に若い人の定住を促進しています。 

新たに住宅を新築、改修、購入する際の助成、２歳児までの保育料の助成、小学１年・小学４年・
中学生・高校生の子ども一人に年額３万円の助成をしています。 

 

地域の情報を発信・収集しよう

「何から始めたらいいのか？」「他の地区（市外）では、どんな取り組みをしているのか？」地区
で取り組みを進めるにあたっては、他の地区の事例がとても参考になります。市としても、皆様に有
益な情報提供を行いますので、こうした情報を収集して参考にしましょう。 

また、地区の取り組みを市内外に積極的に発信しましょう。観光客などの関係人口とのつながりを
増やす絶好の機会になるとともに、魅力を感じた方々の移住も増えるかもしれません。 

古民家活用店舗「なりとパン」（福住地区） 
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本郷春日踊り 春日神社山鉾巡業 

◆里づくり計画 
この景観や暮らしを守るために、地域において「里づくり計 

画」の策定ができます。計画の中では、これからの集落の姿、 

土地利用、家や花いっぱいなどの景観事業も決められます。市 

内では、県の地区整備計画と合わせると 地区で策定されて 

います。 

◆集落くらしの道 

集落を通る「市道」であっても、実質的には農道であったり、集落の生活道路として利用されて
いたりする場合は、「集落くらしの道」と位置付けて通り抜け車両を抑制し、歩行者や通学者、農
耕に従事する人の安全を守っています。 

◆丹波篠山の家 

「丹波篠山の気候風土や文化に根差し、丹波篠山市の景観に合った、健康的で住みよい住宅」の
普及を図ります。基準に適合する住宅を丹波篠山の家に認定し、建築工事や普及啓発に係る支援を
行います。 

 

 

 

 

 

 

８ 集落の誇り－お祭りや伝統文化の継承

市内にはいろいろなお祭りが先人から受け継がれています。 

デカンショ祭り、春日神社祭礼、波々伯部神社祭礼、佐々婆神社祭礼をはじめ、住吉神社の蛙踊
り、池尻神社の人形浄瑠璃、水無月神社の打ち込み囃、本郷春日踊りなど、数多くの祭礼があり、そ
の内容も多岐にわたっています。 

また、それぞれの集落には、豊作と村の安寧を願いその年の豊作を祈る祭りが行われ、関連する文
化財が多数残されています。「麒麟がくる」で注目された戦国時代の山城も市内各地にあります。こ
れらを誇りとして未来につなげられるよう 

見つめ直しましょう。 

 

 

 

 

 

［基準（抜粋）］ 
・屋根は、切妻または入母屋の瓦葺であること。 
・３㎡以上の下屋を設けること。 
・軒の出は ㎝以上であること。 
・左官仕上げまたは板張りを外壁面積の５分の１以上使用して 
いること。 

・兵庫県産木材を ㎥以上使用していること。 
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聞き手・書き手：清水アドバイザー 

 

§２－１  学校を活用して人と人のつながりを大切に  

ポイント：平成 年２月に設立した大芋活性化委員会を中心に、公的な施設の維持や地域活性化に高い
関心をもって活動が続けられてきました。平成 年に閉校となった大芋小学校の跡地活用は
地域で決めた３原則に沿って検討し令和２年４月から宿泊施設がスタートしています。

★地域に公共施設を残したい ★まちづくり通信 広報誌 で住民に情報共有 ★宿泊客からは喜びの声

○大芋小学校跡地活用の 原則：①地域が主体となって関わりを持つ、②地域の未来を担う、③好循環
を育む「持続的自立的」運営をめざす。

○地域の拠点であった学校を、これからも地域の拠点として守っていく。
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

大芋地区

年大芋小学校閉校

介護施設 老人ホーム 農村留学 民間
起業に委託などの意見が出た
＋住民アンケート調査

 

き
っ
か
け

経
緯

年 月「泊まれる学校おくも村」
開業･･･新型コロナウイルスの影響で
月に本格開業

こ
れ
か
ら

年 月 大芋保育園の廃園をきっ
かけに公共施設を地域で存続していく
ため，大芋活性化委員会設立
小学校存続も部会で議論。全住民アン
ケートの実施

校舎が新しいので「宿泊施設」とし
ての利用が有力候補に･･･
アンケート，多様なワークショップ
（女性 若者 地域の人 神戸大生），
大芋会議

いろんな人が意見を出せる場

「廃校活用の在り方の新しいスタイル
を話し合えた」
「大芋の歴史の中でコミュニティが作
られてきたことを大切にしたい」

・都市から来る人と地域との交流の場
・オペレーティングマネージャー 現在
は協力隊 の雇用継続かつ地域への還
元が課題

最初は、まちづくりには 年
年関わらないとわからないこ

ともあるから、自治会長辞めて
も残ろうや、という話があった
んですよ。でもやっぱり自治会
長じゃなくなったら辞めてしま
うというのがあって、今立ち上
げ当初のメンバーは私だけにな
ってしもうた。

跡地活用の 原則に沿って検討
し，住民にも広報誌で周知

今地域の中で発生している問題を解
決していこう！

年で 人以上の利用者

大芋活性化委員会事務局長の江坂道雄さんに
お話をうかがいました

地域おこし協力隊員もいます！
引き継いで行きましょう！

大芋地区は、篠山川の最上流の市の北東部に位置し、
大きい芋と書いて「おくも」といいます。地区内には、
の集落に約 名が暮らし、高齢化率は ％を超

えています。
この大芋の里は、過去３度の市町村合併を経験し、そ

の過程で診療所、役場、保育園等がなくなりました。
平成 年３月の大芋小学校の閉校を機に、アンケー

トやワークショップ、若者会議、大芋会議、先進地視察
等を行い、小学校を「宿泊施設」にすることを決定しま
した。令和元年度には、教室等を宿泊室や食堂、お風呂
場に改修し、併せて運営主体となる「一般社団法人おく
も村」を設立して、令和２年４月に、８名以上で泊まれ
る一組限定の貸し切り宿として「泊まれる学校おくも
村」がスタートしました。
営業開始後には、主催イベントとして「ホタルの観賞

ウォーキング」「手作り水鉄砲遊び」「黒枝豆収穫体
験」などが企画されました。
お客様には、「自分たちの学校」のつもりで遊んでい

ただき、週末にはお客様と地域住民の明るく、楽しい声
でにぎわう、そんな学校を目指しています。
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§１  古いまちなみを活かし移住者と連携したまちづくり  

 

福住地区は、市内の東部に位置し、人口約 人です。東西に走る西京街道に沿ってまちなみが広
がり、明治中期ごろまでは宿場町として繁栄してきました。このまちなみは平成 年国の重要伝統的建
造物群保存地区に選定されています。福住地区まちづくり協議会では、少子高齢化が進むなか、 年
までに子どもの数を倍増させようと“ プロジェクトチーム”が結成され、地域の魅力を発信するため
に夏祭りや雪花火などのイベント活動が行われています。 

１）小学校跡地活用  
平成 年３月に福住小学校が閉校し、跡地活用について福住地区まちづくり協議会で検討が行われ、

令和元年度には、地域のメンバーによりＮＰＯ法人ＳＨＵＫＵＢＡを設立。地域文化及び交流の拠点とし
て、カフェや写真家、ＩＴ事業者の事務所として活用されるほか、農産物加工所を設け、「黒豆粽（くろ
まめちまき）」や「ドライいちご」「万願寺とうがらしパウダー」などの商品開発も手掛けられ、市内の
農業者と連携し地域の農産物を活かした取組みが行われています。 

２）まちなみを活かす  
福住地区のまちなみは、宿場町の面影を残す旧街道沿いのまちなみと農村集落の景観が調和して、美し

い景観を形成している特色があります。福住地区まちづくり協議会では、古民家を改修し、「田舎暮らし
体験住宅」として、地域住民と交流しながら地域の雰囲気を味わう移住体験の機会を提供しています。 

また、歴史あるまちなみを活かし、イタリアンレストラン、吹きガラス工房、古民家のゲストハウスな
ど都市部から移住した方たちの開業が相次ぎました。現在も古民家ホテル、コーヒー焙煎所兼カフェ、セ
レクトショップ、地ビール醸造所、自転車工房などが立ち並び、宿場町を思い起こすようなにぎわいが生
まれ始めようとしています。 

３）移住者と共に  
福住地区に移住者が多いのは、地域のおもてなしの心にひかれる

からです。また、 年来の移住者が後から移住する人と地域住民と
をつなぎ、清掃や草刈りで地域の人たちと共に汗を流したり、お祭りやイベントに参画したりするよう地
域活動への橋渡しをされていることも大きいと言えます。地域の自然環境や歴史文化、人柄の温かさなど
に共感して移り住んできた人たちが、美しい地域を守ろうと、令和２年ごみ減量化に取り組む「福住ゼロ
サークル」を設立しました。地域住民は、移住者の取組みを見守り、移住者同士で地域を支える新しい取
組みが生まれています。福住地区では、移住者への起爆剤となるよう、「移住者と共に作る」まちづくり
活動を目指されています。 

福住地区
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聞き手・書き手：清水アドバイザー 

 

§２－１  学校を活用して人と人のつながりを大切に  

ポイント：平成 年２月に設立した大芋活性化委員会を中心に、公的な施設の維持や地域活性化に高い
関心をもって活動が続けられてきました。平成 年に閉校となった大芋小学校の跡地活用は
地域で決めた３原則に沿って検討し令和２年４月から宿泊施設がスタートしています。

★地域に公共施設を残したい ★まちづくり通信 広報誌 で住民に情報共有 ★宿泊客からは喜びの声

○大芋小学校跡地活用の 原則：①地域が主体となって関わりを持つ、②地域の未来を担う、③好循環
を育む「持続的自立的」運営をめざす。

○地域の拠点であった学校を、これからも地域の拠点として守っていく。
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

大芋地区

年大芋小学校閉校

介護施設 老人ホーム 農村留学 民間
起業に委託などの意見が出た
＋住民アンケート調査

 

き
っ
か
け

経
緯

年 月「泊まれる学校おくも村」
開業･･･新型コロナウイルスの影響で
月に本格開業

こ
れ
か
ら

年 月 大芋保育園の廃園をきっ
かけに公共施設を地域で存続していく
ため，大芋活性化委員会設立
小学校存続も部会で議論。全住民アン
ケートの実施

校舎が新しいので「宿泊施設」とし
ての利用が有力候補に･･･
アンケート，多様なワークショップ
（女性 若者 地域の人 神戸大生），
大芋会議

いろんな人が意見を出せる場

「廃校活用の在り方の新しいスタイル
を話し合えた」
「大芋の歴史の中でコミュニティが作
られてきたことを大切にしたい」

・都市から来る人と地域との交流の場
・オペレーティングマネージャー 現在
は協力隊 の雇用継続かつ地域への還
元が課題

最初は、まちづくりには 年
年関わらないとわからないこ

ともあるから、自治会長辞めて
も残ろうや、という話があった
んですよ。でもやっぱり自治会
長じゃなくなったら辞めてしま
うというのがあって、今立ち上
げ当初のメンバーは私だけにな
ってしもうた。

跡地活用の 原則に沿って検討
し，住民にも広報誌で周知

今地域の中で発生している問題を解
決していこう！

年で 人以上の利用者

大芋活性化委員会事務局長の江坂道雄さんに
お話をうかがいました

地域おこし協力隊員もいます！
引き継いで行きましょう！

大芋地区は、篠山川の最上流の市の北東部に位置し、
大きい芋と書いて「おくも」といいます。地区内には、
の集落に約 名が暮らし、高齢化率は ％を超

えています。
この大芋の里は、過去３度の市町村合併を経験し、そ

の過程で診療所、役場、保育園等がなくなりました。
平成 年３月の大芋小学校の閉校を機に、アンケー

トやワークショップ、若者会議、大芋会議、先進地視察
等を行い、小学校を「宿泊施設」にすることを決定しま
した。令和元年度には、教室等を宿泊室や食堂、お風呂
場に改修し、併せて運営主体となる「一般社団法人おく
も村」を設立して、令和２年４月に、８名以上で泊まれ
る一組限定の貸し切り宿として「泊まれる学校おくも
村」がスタートしました。
営業開始後には、主催イベントとして「ホタルの観賞

ウォーキング」「手作り水鉄砲遊び」「黒枝豆収穫体
験」などが企画されました。
お客様には、「自分たちの学校」のつもりで遊んでい

ただき、週末にはお客様と地域住民の明るく、楽しい声
でにぎわう、そんな学校を目指しています。
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§１  古いまちなみを活かし移住者と連携したまちづくり  

 

福住地区は、市内の東部に位置し、人口約 人です。東西に走る西京街道に沿ってまちなみが広
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まめちまき）」や「ドライいちご」「万願寺とうがらしパウダー」などの商品開発も手掛けられ、市内の
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体験住宅」として、地域住民と交流しながら地域の雰囲気を味わう移住体験の機会を提供しています。 

また、歴史あるまちなみを活かし、イタリアンレストラン、吹きガラス工房、古民家のゲストハウスな
ど都市部から移住した方たちの開業が相次ぎました。現在も古民家ホテル、コーヒー焙煎所兼カフェ、セ
レクトショップ、地ビール醸造所、自転車工房などが立ち並び、宿場町を思い起こすようなにぎわいが生
まれ始めようとしています。 

３）移住者と共に  
福住地区に移住者が多いのは、地域のおもてなしの心にひかれる

からです。また、 年来の移住者が後から移住する人と地域住民と
をつなぎ、清掃や草刈りで地域の人たちと共に汗を流したり、お祭りやイベントに参画したりするよう地
域活動への橋渡しをされていることも大きいと言えます。地域の自然環境や歴史文化、人柄の温かさなど
に共感して移り住んできた人たちが、美しい地域を守ろうと、令和２年ごみ減量化に取り組む「福住ゼロ
サークル」を設立しました。地域住民は、移住者の取組みを見守り、移住者同士で地域を支える新しい取
組みが生まれています。福住地区では、移住者への起爆剤となるよう、「移住者と共に作る」まちづくり
活動を目指されています。 

福住地区



22 

 

 

 

§３  オオサンショウウオが生息する源流地域  

 

後川地区を流れる羽束川には古来より特別天然記念物に指定されているオオサンショウウオが生息して
います。 

兵庫県自然保護協会の調査の結果、羽束川には、約 個体が確認され、自然巣穴が数十カ所、卵
や幼生から 1メートルを超える個体まで様々なサイズの個体が確認されました。オオサンショウウオは繁
殖・産卵のため河川上流域へ移動する習性を持っており、丹波篠山市や兵庫県では、オオサンショウウオ
の生態に影響が懸念される河川改修工事などの際には、生息に配慮した工事を実施したり、その移動障害
となる堰提などにもオオサンショウウオ専用の魚道を設置したりしています。 

旧後川小学校では、環境教育の一環として各学年で調査や保護活動として設置された人工巣穴の清掃活
動などをしていました。このような中、平成 年羽束川にオオサンショウウオの卵が放置されているの
が発見され、羽束川の支流西山川の人工巣穴に移し、後川小学校児童が、専門家の指導を受けながら飼育
しました。平成 年２月に保護者や地元の方々、交流のあった西宮公同幼稚園の園児、保護者も参加し
て西山川に幼生を放流しました。 

当時自治会で活躍されていた小倉久輝さんは、「後川の自然の中にオオサンショウウオがいたことは当
たり前のことでした。地域が関心を持つきっかけは後川小学校での取組や西山川での幼生の放流でした。
オオサンショウウオを地域の宝物、またニックネームを『おうたん』としてキャラクターもつくり取組ん
でくれたことが、子どもから地域の大人に広がり浸透していき、大切にしないといけないという意識が芽
生え、豊かな自然を守ることにつながっています。」と言われています。 

平成 年に統合された城東小学校は、市が定める教育大綱にある「学校のヒーローをつくろう」で、
オオサンショウウオをヒーローとして、ふるさと教育の一環で継続的にオオサンショウウオの生態調査な
どに取組んでいます。 

また、地域の有償運送事業で活用している車を「おうたん号」と名付け、キャラクターのステッカーを
添付しています。後川渓谷の森公園には、後川小学校児童が作成したオオサンショウウオのステンドグラ
スが展示され、また地域の方が集う旧後川小学校跡では、グラウンドに「おうたんベンチ」が設置され、
校舎の玄関には、おうたんのキャラクターが訪問者を出迎えています。 

 

 

後川地区
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聞き手・書き手：清水アドバイザー 

 

§２－２  市町村有償運送で高齢者の引きこもりを防ぐ  

ポイント：平成 年から地域運営の「移送サービス」を行っていたので、地域の公共交通としての「市
町村有償運送」をスムーズにスタートできました。現在、約 名が病院、買い物、地域行事
などへの移動に利用しています。登録制の運転手の人材確保が今後の課題です。

★戸口から戸口まで ★移動を頼む人も頼まれる人もストレスフリーに ★利用者同士の会話も楽しみ
○大芋地区 集落が、高齢者の移動手段の不足に共通の危機感をもっていた
○「市町村有償運送」とすることで、事故時などの責任問題が回避され安心して地域で運営できます

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

き
っ
か
け

経
緯

運転手の定年を 歳としているた
め、新たな担い手を探さねば！

こ
れ
か
ら

地区内のバスの運行がなくなる
自家用車を運転できない人は，
・週 回子どもが帰ってきて
・地域の方や友達にお願いして
出かけていた 

年 月 地域運営の「移送サー
ビス」を開始
・運転手も利用者も登録制
・車は運転手の自家用車

年 月に「市町村有償運送」
に切り替え。
｢大芋にこにこ号｣ 台

万が一の事故の時の責任
などが不安

もう一段若い世代までつなげるよ
うに、若い世代が楽しめるような
事業に取り組んでいきたい

丹波市の事例を見学
無償ボランティア移送
福祉有償輸送など陸
運局に問い合わせて検
討

気を遣う
断りにくい

・運転手は登録制（研修あり）
・利用は ～
・月曜～金曜の に電話
予約 利用の前日まで
・少し待ってもらったり、時間を調
整したりは大変だがコミュニケー
ションにもなっている

大芋地区には、郵便局と日用雑貨の店が１軒あるだけ
で、病院や銀行、食料品店はありません。路線バスやコ
ミュニティバスが走っていますが、バス停までが遠く、
外へ出かけるのが困難な高齢者の方が多くいます。引き
こもりをなくすためにも、利用しやすい外出支援が必要
との考えから、地域が運営する「移送サービス事業」を
平成 年９月に立ち上げ、８年間運行してきました。
多くの人々から感謝の言葉をいただいていましたが、持
続可能な運営をめざすため、部分的には不自由なところ
もありますが、市の公共交通の再編を契機に「市町村有
償運送」への切り替えを検討しました。そして、平成
年４月には、「戸口から戸口へ」をコンセプトとして、
第２段階の移送サービス「大芋にこにこ号」が走り出し
ました。

喜ばれている理由は、オンデマンドで
戸口から戸口までだけでなくて、利用
者同士の会話や語らい、それと運転手
さんとお客さんとの話とか。やっぱり
普段一人で家にいると、こんなとき、
みんなよくしゃべりはる。黙って乗っ
てる人ってあんまりいない。
小林重明さんどくなってくることあ
る（笑）ばれてる理由で、デマン
ドと戸口戸口は言ったけど、利用
者同士の会話、語らい、それと運
転手さんとお客さんとの話しと
か、やっぱり普段一人で家にいる
とね、みんなよくしゃべりはる。

大芋地区
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事業に取り組んでいきたい

丹波市の事例を見学
無償ボランティア移送
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大芋地区
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§５  地域ぐるみでの見守りー黄色い旗運動  

 

ポイント：各世帯の玄関先に黄色い旗を出し入れしてもらい，隣近所が高齢・単身世帯、要支援世帯の見
守りをしやすいようにしています。黄色い旗は，要見守り世帯だけでなく｢見守っています｣と
いう意思表示として全世帯が使っており，地域ぐるみでの助け合いのシンボルでもあります。
★先進地視察 ★地域の実情に合わせた利用方法を検討 ★試行や話し合いを重ねた

○社会福祉協議会の呼びかけで設立された福祉会議が中心になって取組みました。高い高齢化率を背景
に福祉への危機感も強かったため、実践の話し合いは途切れることなく続けられました。

○先進地視察をし、そこで得た方法を自分たちの地域が取組みやすい、続けやすいように 年以上かけ
て話し合い、試行を重ねました。
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西紀北地区

年 月地区内で 件の孤独死

『黄色い旗運動』を調べて，取り組
んでみようか？

異常を 時間以内に発見し孤独死
を防ぎたい！

き
っ
か
け

経
緯

年間大きな事故はないが，役員も
替わった。これからも続けていくた
めには始めた頃の思いを伝えていか
なければ（旗も更新）

こ
れ
か
ら

社会福祉協議会のイニシア
ティブで西紀北福祉会議設立
年 回集まって全体・各集落の問題を
話しあう

社協に事例を紹介してもらいイメー
ジを具体化。議論を進める

年 月に、 年前から取り組
んでいた養父市堀切地区を視察
・要支援者は黄色い旗を出し入れ
・そうでない人は出したまま

やるなら地区全体，全戸参加で！

そういう方法なら賛同得られそう

・どんな旗にするか？試作品を実際
に試行してもらい，経費や形状
種類 ，使い勝手を検討
・自治会長会と草山郷づくり協議会
の運営委員会で何度も話し合い

初めてのことだから機運を盛り上げ
たい！

・精度を上げる
・誰が誰を見守るのかを確認

地区の行事を担うのは
歳以上が多いし，先行き
は不安だけど，「しゃー
ないなー」と参加してく
れる人がいる。「草山地
区は何かいつも何かやっ
ていて，いろんな人が世
代を超えて話していてお
もしろいどー」と思って
もらえれば･･･
草山郷づくり協議会
山﨑義博さん

西紀北地区は、市内の北部に位置し、南には鼓峠、北東
は京都府に隣接する 集落（川阪、本郷、遠方、桑原）か
ら成る地区です。荘園「草山荘」として中世からの歴史が
あります。地区の人口約 人の内 歳以上が 人
と、高齢化率は ％を越えています。

平成 年 月に地区内であった孤独死をきっかけ
に、自治会長、民生児童委員、民生協力委員、福祉委員、
草山郷づくり協議会役員による西紀北福祉会議が中心とな
って『黄色い旗運動』の取組みを始めました。

『黄色い旗運動』とは、見守り支援を希望する人が、外
部から確認しやすい玄関先や軒先などに、毎日朝から夕方
まで黄色い旗を掲げ、“今日も元気です”というメッセージ
を伝えます。もしも、旗が掲げられていない世帯があれ
ば、気づいた者がその世帯を訪問し、安否確認をする運動
です。

見守りを希望されている家庭は約 軒で、実際に見守
りを希望する方は「黄色い旗は、気にかけてもらっている
という安心感になる。」と喜ばれています。
また家族の協力を得て、異常を感じた時の緊急連絡簿も

作成し、集落単位で「見守り隊」も組織されています。

聞き手・書き手：清水アドバイザー 
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§４  支え合いマップづくり  

 

畑地区は、市中央部より北東４㎞に位置し、県立自然公園多紀連山の麓に開けた谷間の地域で、 自
治会 世帯、人口は 人（令和３年３月末現在）の地区となっています。 歳以上の高齢者が

人で、高齢化率は ％となっています。 

畑地区では、孤独死が続いたことから平成 年頃より「ご近所で誰もが安全に心豊かに生きられるよ
う『支え合いマップ』づくりに取り組んでいます。 

『支え合いマップ』とは一人暮らし高齢者や高齢者のみの世帯、障がいがある方など気になる人を中心
に、そのご近所で誰がどのような関わりを持っているかをマップに落とし込みながら、どのような困りご
とがあるか、地域に必要なことは何かなどを抽出し、それらの解決のために地域資源の活用や、地域で取
り組めることなどを見つけ出すというものです。 

支え合いマップづくりは公民館で自治会長、民生委員・児童委員、民生・児童協力委員、福祉委員など
が集まり、支援が必要と思われる方の情報交換を行いながら、支援の方法などを検討しマップに落とし込
みを行っています。時には支援の方法について熱い議論を交わすこともあり、地域でより良い方法で支援
できるよう検討を重ねています。 

また、情報交換の中で気になる方がいれば、家まで出向いて顔を合わせるなど住民の方に安心してもら
っています。 

今後も支え合いマップづくりを継続して行うことで、地域全体で地域住民を支えるという意識が高ま
り、住民同士のつながりを深め高齢になっても安心して暮らし続けられる畑地区になるよう取り組んでい
きます。 

 

 

 

 

 

 

 

畑地区
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§７  公民館で飲みニケーション  

ポイント：住民が気軽に立ち寄ったり，楽しくコミュニケーションしたりできる場や機会をつくり，「こ
の村に住み続けたい」という雰囲気づくりに貢献しています

★公民館にビールサーバー ★コミュニティ居酒屋 ★飲食行事は女性に負担かけない

 

 

 

 

 

 

 

 

小立自治会

公民館の改修完
成を皆で祝う
会費制で集ま
り

年公民館の改修

夏祭りでレンタルしたビールサー
バーが好評「置いとこうや～」

いきいき倶楽部や地域行事を楽しく
継続したい

・ 年 月
「コミュニティ
居酒屋 小立」
の開催
・ 年 月に
回目のコミュニ
ティ居酒屋開催

公民館にビー
ルサーバーを
置いて，春夏
に住民が自由
に利用

公民館が利用しやすくなった

女子会，いき
いき倶楽部，
夏祭り，旅
行，桜まつり
など住民が交
流する機会の
維持

地域で喜ばれてい
るような行事をやっ
てこられたのはなぜ
でしょう？

き
っ
か
け

経
緯

全住民が楽しめる，他出者も顔を出
せる交流機会の継続

世代交代しながら地区を維持

こ
れ
か
ら

（企画や実施にあたっての決め事は）多少強引
でも結果をだせば，やってよかったと言っても
らえる。多少手間がかかるのは「しゃあな
い」。自治会長 松下正宣さん

小立自治会は，村雲地区の篠山川の西，山際に位置
する 戸余りの農村集落です。近年，移住や ター
ンも５戸ほどあり，世帯数は横ばいで推移しています
が，高齢化率は ％と高くなっています。
公民館での自治会行事に集まりやすいよう，畳の上

で使える椅子や机を購入したり，平成 年には公民
館の内装を大規模改修したりして，住民がゆっくり過
ごせる公民館になりました。

月中旬から 月中旬まで，自治会で購入した中古
のビールサーバーのある公民館が，仕事や農作業後の
住民の憩いの場となっています。 杯 円で利用者
はノートに名前と数量を書き込み，毎月の集金日に会
計が集金する仕組みです。
また，令和元年度は「コミュニティ居酒屋」を 回

開催。地区の食グループに料理を担当してもらい，会
計はその場で現金を支払うシンプルな方式で多くの住
民が気軽に参加することができました。このような交
流を持つことで，明るく楽しい，元気な地域を次世代
に引き継いでいくことを目指します。

令和元年夏撮影

聞き手・書き手：清水アドバイザー 

丹波篠山ふるさとに乾杯条例 

第１条 丹波篠山市は、丹波焼の器に丹波杜氏が醸す酒を満たし
乾杯し、宴席をデカンショ節で盛り上げることを推奨します。 
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§６  先人が残してくれた地域の宝物を活かして  

 

大山地区は、市の北西部に位置し、人口は約 人。標高約 メートル、地区の中央に流れる大
山川とその支流により河岸段丘地形が形成され独特の景観をつくっています。 

大山郷づくり協議会では、「山よ、緑よ、ふるさとよ」をテーマに、美しい山、きれいな水、澄んだ空
気、たくさんの美味しい農産物など、先人が残してくれた大切な宝物を守っていけるよう取組みを進めて
います。 

１）大山のスイカ  

丹波篠山市の大山地区で栽培されるスイカは、 kg近い重さで
甘さ、水気が多いのが特徴で「大山のスイカ」の名前で親しまれて
きました。大山のスイカの生産者は、「食べてもらう人の喜びがや
りがい」と「自分自身の誇りと生きがい」により栽培が続けられて
います。その思いから、地域の人が指導者となって、小学校でスイ
カ栽培がおこなわれています。子どもたちは、スイカの苗を植えた
あと、定期的な草引き、鳥や小動物から被害を受けないよう管理し
て、収穫期を迎えます。７月末の日曜日には、「スイカ祭」が開催され、そこで子どもたちと地域の人で
作り上げた、大玉で水気と甘みがたっぷりある「大山のスイカ」が販売されています。 

２）天内芋  

天内芋は、大山上の天内谷（あもちだに）で代々栽培されてきた里芋です。一般的な里芋に比べてねば
りがあり「モチっと」した食感があります。地域の秋祭りはもちろんのこと篠山城下町の秋季祭礼のごち
そうに天内芋はかかせなかったといわれています。昭和 年代までは城下町だけでかなりの消費量があ
ったようで、天内谷のほぼすべての農家で生産されていました。 

近年は、農家の高齢化やリタイアにより、耕作放棄地が増えていま
す。 

先人が残してくれた地域資源をしっかり守っていこうという気持ち
を大切にし、平成 年に 数人の住民有志で「一般社団法人天内
(あもち）」を結成しました。地元の特産を子どもたちに知ってもらお
うと、小学４年生の児童が天内芋の栽培指導。子供たちは、収穫後に
調理実習、マスコットキャラクターの考案などに励んでくれました。 

また、平成 年 月には、伝統野菜「天内芋」を使った“のっぺ
い汁”が学校給食に登場し、児童らと地域の生産者がともに給食を楽し
みました。 
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§７  公民館で飲みニケーション  
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小立自治会

公民館の改修完
成を皆で祝う
会費制で集ま
り

年公民館の改修
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流する機会の
維持

地域で喜ばれてい
るような行事をやっ
てこられたのはなぜ
でしょう？

き
っ
か
け

経
緯

全住民が楽しめる，他出者も顔を出
せる交流機会の継続

世代交代しながら地区を維持

こ
れ
か
ら

（企画や実施にあたっての決め事は）多少強引
でも結果をだせば，やってよかったと言っても
らえる。多少手間がかかるのは「しゃあな
い」。自治会長 松下正宣さん

小立自治会は，村雲地区の篠山川の西，山際に位置
する 戸余りの農村集落です。近年，移住や ター
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開催。地区の食グループに料理を担当してもらい，会
計はその場で現金を支払うシンプルな方式で多くの住
民が気軽に参加することができました。このような交
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令和元年夏撮影

聞き手・書き手：清水アドバイザー 

丹波篠山ふるさとに乾杯条例 

第１条 丹波篠山市は、丹波焼の器に丹波杜氏が醸す酒を満たし
乾杯し、宴席をデカンショ節で盛り上げることを推奨します。 
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§６  先人が残してくれた地域の宝物を活かして  
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聞き手・書き手：清水アドバイザー 

 

§９  古民家宿泊で全国の先駆けとなった集落丸山  

ポイント：国の事業をきっかけに地域外の人びとの強力な後押しもあり、景観や建物を守る活動が進めら
れました。小さな集落のため、危機感も強く、一方で合意形成もしやすい環境にありました。
集落を訪れた人びとのネットワークが、集落が次のステージに向かうために役立っています。

★村人が自ら考えるワークショップ ★積極的に参加できなくても「できることをやってもらう」

○いろいろな人が出入りしたからこその学びがありました。

○村の人が運営していることが重要と考えています。「自分らでやるから、がんばらないと！」
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

集落丸山

国交省と兵庫県の事業により、
年 月から 年 月まで

に 回集落活性化のためのワーク
ショップ、学習会を開催

丸山集落と一般社団法人ノオトが
有限責任事業組合「丸山プロジェ
クト」を設立・運営
・役割分担や費用負担、収益配分
を決めた「 法人集落丸山」
設立
・古民家の再生整備と滞在体験施
設運営

き
っ
か
け

経
緯

多くの外部支援者
の力が大きかった

こ
れ
か
ら

年 月～ 月 棟の改修
年 月 仮オープン
年 月 本格営業開始
年 おもてなし講座等学習会

支援者のネットワー
クで著名人や更なる
支援者が訪れる

影響力のある人び
との情報発信力

地域住民は商売気はあ
まりないが、がむしゃ
らについていった

多くのマスメディアで採り上げら
れ、宿泊施設の稼働率も目標を継
続。耕作放棄地も解消して、めざ
す農村景観を維持。

・広げない、背伸びしない運営
・宿泊営業だけを売り出すのでは
なく、森林や農地の環境整備に
関心ある人をボランティア会員
などの形で受け入れていきたい

未来にこの環境を引き継ぐため
に、集落丸山は第 ステージへ

篠山城跡から北へ約 ㎞に位置する丸山地区は、かつ
て５世帯 人が暮らす集落で、 軒のうち７軒が空き家
でした。このような状況の中、農業の担い手不足、耕作放
棄地の増加、獣害の拡大などの状況に対して、集落に暮ら
す人たちは市外で暮らす出身者や地域おこし、まちづくり
などの専門家も交えたワークショップを半年間にわたって
開催し、議論しました。
そして、これまで培ってきた豊かなコミュニティを背景

に、使われなくなった個人資産は地域の共有資産であると
の認識のもと、他地域に住む財産相続者に代わって個人資
産を共同管理すること、生きがいの持てる自律した地域経
営を創造すること、そのための体制整備を行うとし、平成
年には、「集落は家族。先人を想い、未来を育む里づ

くりの推進」を掲げてＮＰＯ法人集落丸山の設立に至りま
した。
その後、地区内の空き家３軒を所有者から借り受けて改

修し、１棟貸しのホテルとしてオープンさせ（その後、う
ち１軒はＵターンにより、今は２軒のみ）、土蔵などはフ
レンチレストランとして活用しています。
オープンから既に 年が経過しましたが、この間の村

ぐるみの運営やおもてなし、また集落環境も含めた「居心
地」の良さが高く評価され、稼働率も目標の３割程度を維
持しています。加えて、耕作や森林整備も外部人材のニー
ズ・協力によって進んでおり、耕作放棄地は解消しまし
た。現在は 世帯 人が暮らすなど、地域再生のモデ
ル、成功事例として全国的に評価されています。
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§８  日本を代表する景観都市へ  

 

篠山城下町地区は、平成 年重要伝統的建造物群保存地区として選定され、歴史ある城下町のまちな
み景観の保全、住環境の整備、個性的で魅力あふれるまちづくりをすすめることを目的に、篠山まちなみ
保存会が結成されました。 

毎月開催する保存会では、保存修理事業の進捗状況に関する協議を行い、伝統的建造物の勉強会、修理
現場見学会、防災や先進地の視察研修などを精力的に実施し、併せて竹林整備（Ｈ ～）、丹波篠山ま
ちなみアートフェスティバル（Ｈ ～）、丹波篠山ひなまつり（Ｈ ～）、ササヤマルシェ（Ｈ ～Ｈ
）などの活動とも連携しながらまちづくりに貢献しています。 

こうした取組に対して平成 年には、城下町篠山のまちなみが「美しい日本の歴史的風土 選」と
して選定され、平成 年には、市と保存会が連携して伝統的建造物の保存・活用を推進し活力を生み出
しているとして「文化庁長官表彰（文化芸術創造都市部門）」を受けました。平成 年には、歴史的建
築物を活用したまちづくりや防災に関する研修会などの事業に積極的に取組み、魅力あふれるまちづくり
に貢献したとして篠山まちなみ保存会が兵庫県から「人間サイズのまちづくり賞」を受賞しています。さ
らに平成 年には、篠山城跡を中心とする城下町の武家屋敷群、商家群からなる伝統的なまちなみを磨
き上げる努力が評価され「都市景観大賞（国土交通大臣賞）」を受賞しました。 

近年では、景観まちづくり刷新モデル地区の指定を受けて、市道大手線の無電柱化が令和２年５月に完
成、さらに河原町通りの無電柱化が令和３年４月に完成します。 

日本を代表する伝統的なまちなみとして、多くの人が訪れ魅了することが期待されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

篠山城下町地区
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聞き手・書き手：清水アドバイザー 

 

§１１  のりたけかわらばん  

ポイント：地域の人・世帯や行事，歴史，自然環境などを伝える「かわらばん」を月 回発行し続けて
年目。地域の人びとのコミュニケーションのきっかけになり、地域の歴史を振り返る資料

にもなっています。

★月 回の地域内情報掲載 ★地域の身近な人を取材 ★作り手が楽しんで制作し，継続して発行

○行事などに直接関わらない住民やあまり外出しない住民にも，地域内の情報を伝えられます

○地域に親しみをもってもらえるきっかけになっています

 

 

 

 

 

乗竹自治会

年 自治会長 元行政職員 の
提案で郷づくり計画に取り組むこ
とに。全住民参加の「乗竹郷づく
り協議会」設立

名で企画・発行開
始
・地域の「家族」を
紹介する「乗竹フ
ァミリー」（ 世
帯）
・｢外からみた乗竹｣
（ 人）
・「おじいちゃん お
ばあちゃんにイン
タビュー」（
人）
・「子どもたちに夢
をインタビュー」
（ 人）

どうしてこんな
に長く続けられた
のですか？

き
っ
か
け

経
緯

記事が見つ
からないと
きは無理に
紙面を埋め
ようとせず
に写真を大
きくして楽
しんで作り
続ける

肩肘張らず，楽しんで創ってきまし
た。村の中でいろんな人に会って，
話が進むようになったことは私の財
産です。
かわらばん編集部 西尾国雄さん

外部アドバイザー「かわらばんを
つくってみませんか？」

地区の方から
の投稿も｢旅
行に行ってき
たから写真を
載っけて～
な！｣

｢面白そう｣
と 名参
加。
月 回の編
集会議で，
取材，撮
影，レイア
ウトなど得
意分野を活
かして分担
自治会のカ
ラーコピー
機で印刷 経
費かけない) 

村の動きやどのよう
な人がおられるかよ
く分かり，早く村に
なじむことができま
した 地区に引っ越し
てきた方

｢いっちょやっ
たろうかい｣

これからも，人と
人をつなぐかわら
ばんでありたい。こ

れ
か
ら

乗竹自治会は，西紀地区の西紀小学校の北方に位置す
る 世帯，人口約 人の村です。乗竹も少子高齢化
が進み，将来の存続が心配される中で，平成 年度に
郷づくり計画に取り組むことになりました。「郷づく
り？何のことやらようわからん」と言いながら毎週のよ
うにまち歩きやワークショップ，先進地視察などを続け
る中で，派遣されたアドバイザーから「かわらばんをつ
くってみませんか」との話がありました。有志 名で始
めた サイズ， ページのかわらばんづくりは，現在
は 名が関わるようになり， 年目を迎えました。
地域の定例イベントや「ひと」の紹介（乗竹ファミリ

ー，おじいちゃん おばあちゃんにインタビュー，子ども
たちに夢をインタビューなど）を写真と記事で紹介して
います。地域出身者の方へのインタビューでは，ふるさ
とへの想いも語っていただきました。かわらばんは，自
治会内の全世帯，企業や学校， などに配布していま
す。

年 月で 号。
これまでのかわらばんを
貼りだし，眺めて思い出
を語る場を開催するのも
いいかも。
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§１０  集落で団結してサルに立ち向かう  

 

矢代自治会はユニトピアささやまの麓にある集落で、年間約 万人のレジャーを楽しむ施設利用者が
日々行き来し、都市住民による農作物の収穫体験など交流が盛んな集落です。このような賑わいの裏側に
は、矢代の方々と農作物を食い荒らすサルとの戦いがありました。

サルによる被害は、平成 年頃から徐々に始まり、丹誠込めてつくった自家用の野菜が中心で、ひど
い場合は全く収穫できない場合も。そこで矢代の住民は団結して、サルに負けない集落づくりを考え始め
ました。

先ずは、敵を知ることからと、サルの習性などを集落みんなで学んだ上で、サルを大切な農地へ近づけ
ないでおこうと、サルの追い払いに取組みました。追い払いには、サルが怖がる大きな音がでる特別な花
火を使用。この花火を使うには、「煙火講習」を受けなければなりません。早速、自治会主催で講習会を
開催し、追い払いする人を育成しました。

追い払いの効果を上げるため、サル群れの位置をスマートフォンなどで知らせる「サルイチ」という情
報配信システムを利用して、サルが矢代に来るのを待ち構え、被害が出る前に住民が連携して追い払いを
しました。また人がいなくても農地を守れるサル用電気柵「おじろ用心棒」の設置も積極的に取組みまし
た。さらに農作物以外にサルの目的は集落の柿だったため、住民は皆で協力して 本の不要な柿の木を
伐採しました。こうやって怖くてえさが取れないサルにとって魅力のない矢代集落にしていきました。

時間はかかりましたが、集落住民が自分たちでやれることを団結し、一つ一つ地道に取組んでいきまし
た。この取組み以前には、「野菜はサルのために作っているようなもの」と被害もあきらめていました
が、サルとの戦いに成果が上がっていくと、農作物を確実に収穫できるようになってきました。この農家
さんが本来持っている収穫の喜びを実感できることが、集落みんなを元気にしています。サルとの戦いは
終わったわけではないですが、自分の地域は団結して自ら守る取組みは今も続いています。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

矢代自治会
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§１３  元気市を軸に地域の活性化に向けた取組み  

 

味間北地区は市内の西部に位置し、のどかな茶園風景のある自然豊かな地域です。 

（現在は、県道西脇篠山線バイパス工事が地域内で進められています。） 

味間北元気市は、自治会組織として約 年前から農家の有志を中心に運営し、農産物の販売や味
噌づくりを通じて、住民相互の交流を図りながら地域の活性化に向けて取組んでいます。 

１）元気市（朝市）による農産物等の販売 （約 名の会員で運営）  

毎週土、日曜の午前中に朝市を開所し、会員が持ち寄った採り 

立ての野菜やお米、元気市味噌等を販売されています。新鮮でお 

いしい野菜をモットーに、自分達の作った野菜が消費者の皆さん 

に喜んで買って頂けることに喜びを感じながら野菜作りを楽しま 

れています。また、朝市では野菜の作り方や世間話に花が咲き、 

会員同士のコミュニケーションの場ともなっています。 

２）元気味噌やお弁当づくりで地域の活性化

地元のお米や黒大豆を使用し、昔ながらの田舎味噌の製法を用いて丹精込めて作り上げています。
この味噌は“元気味噌”という商品名で販売しており｢デカンショセレクション｣にも認定されて、市内
の取り扱い店で販売されています。「香ばしくまろやかなおいしい味となっていますのでご賞味頂け
れば嬉しく思います。」とのことです。また、自慢の家庭料理を詰め込んだお弁当作りも行い、地域
内の行事やイベントで提供されています。 

３）花づくりによる環境美化の促進  

地区の空き地を利用して花畑を造成し、女性グループの方が 

四季の草花の植え付け、管理を行い、環境美化を図ると共に地 

域や道行く人の憩いの場となっています。 

花畑の作業も手間がかかり大変ですが、きれいな花が咲くの 

を楽しみに協力しながら元気に取組まれています。 

高齢者が増える中で地域活動も容易ではありませんが、会員 

の増員を図りながら丹波茶まつりや、味覚まつり、朝市のスタン 

プラリーにも積極的に参画して、人と人とのつながりを大切に明るく元気な地域づくりができるよう
活動されています。 

 

味間北自治会

元気市での新鮮野菜の販売 

茶まつりで人気の草餅づくり 
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§１２  人と自然の共生－水と土 (環境 )に優しい農業へ  

丹波篠山市の南西部に位置し、国道 号線が中央を貫く東西に長細い中山間地。武庫川の源流（最
上流）地域、平成 年３月（県下で３番目の法人化）、組合員数は 名、耕作農地：約 ｈａ

１）特色ある取組み  

武庫川の源流地域という恵まれた自然環境・立地を生か
すべく、平成 年度より、量より質（食味）や安全にこ
だわった栽培方法に着手されました。平成 年度から
は、兵庫県環境創造型農業推進事業にのって、農薬・化学
肥料８割削減の特別栽培米７ｈａ､無農薬米３ｈａの栽培
をスタートし、環境に優しい農業に取組まれました。

当時、米価が下がり農業経営が厳しくなると同時に、自然環境保護の声が大きくなりかけていた時でも
あり、地域の自然環境を守りながら、安全・安心な農産物を提供するとともに、農産物に付加価値をつけ
ることを目指されました。

それ以降、水稲に加え、黒大豆、赤じゃが（神戸大学と共同開発した特産品）の減農薬・減化学肥料栽
培にも取組み、平成 年には、水稲、黒大豆、赤じゃがの３品目で「ひょうご安心ブランド」の認証を
取得。さらに令和２年には、黒大豆枝豆においても認証を取得し、現在４品目、およそ ｈａの農地に
おいて、環境に優しい農法で安全・安心な農産物を栽培するとともに、土と水に優しい環境保全型農業に
取組まれています。

２）環境に優しい農法  

環境に優しい農法の一環として、ドジョウやイモリな
どの生物が棲みやすい「ひよせ、おいて」（水田の中の
小さな水路）を設置したり、オタマジャクシやメダカ､
蓮などが見られるビオトープを設置したりしています。
また、水棲生物に配慮した中干し延期（田植え後の落水
を遅らせること）の取組みも推進しています。

こういった取組みを環境学習の一環として地域の子ども達にも伝えています。毎年、講師を招いて生き
物調査を実施し、子ども達とともに生き物が棲みやすい環境は、人と自然に優しい環境であることを生息
している生き物から確かめています。最近では、コウノトリの飛来も見られ環境に優しい農業に関心をも
ち、地域を愛する子ども達の育成の一助とされています。

平成 年の新嘗祭には、県を代表して当営農組合で収穫した米が選ばれて献上することができたこと
は、組合員の励みとなり苦労が報われた喜びの出来事でした。年々作業従事者の減少・高齢化が進み、農
地を守り、農業を維持していくことが難しくなってきていますが、この自然環境に恵まれた丹波篠山の真
南条で農業ができる喜びと誇りを持って、今後とも農地を守り､次世代へ繋げる農業を推進されます。

真南条営農組合
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れば嬉しく思います。」とのことです。また、自慢の家庭料理を詰め込んだお弁当作りも行い、地域
内の行事やイベントで提供されています。 
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味間北自治会

元気市での新鮮野菜の販売 

茶まつりで人気の草餅づくり 
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§１２  人と自然の共生－水と土 (環境 )に優しい農業へ  

丹波篠山市の南西部に位置し、国道 号線が中央を貫く東西に長細い中山間地。武庫川の源流（最
上流）地域、平成 年３月（県下で３番目の法人化）、組合員数は 名、耕作農地：約 ｈａ

１）特色ある取組み  
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は、兵庫県環境創造型農業推進事業にのって、農薬・化学
肥料８割削減の特別栽培米７ｈａ､無農薬米３ｈａの栽培
をスタートし、環境に優しい農業に取組まれました。
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真南条営農組合
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§１  獣がい対策をきっかけに農村を元気にしたい  

１）丹波篠山への移住のきっかけ  

私が学生のときから取組んでいる獣害問題は全
国の農村の存続を脅かす大きな課題となっていま
す。兵庫県では全国に先駆けて森林動物研究セン
ターという先進的な研究機関があり、私も約 年
間在籍させていただき、主に地域が主体となって
被害を軽減するための技術や方法論の開発、住民
支援体制の整備に取組んできました。しかし、技
術や方法があっても、人口減少・高齢化が進行す
る農村では、これからどんどん担い手が不足していく。今まで対策ができていたところも、 年後
年後継続できるか大変不安がある。そんな状況があります。 

そこで、都市部人材など地域外の多様な人材に参画を呼びかけて、農村の担い手不足を解消し、みんな
で協力して地域を活性化させていくことはできないかと考え、 年に前職を退職して丹波篠山市に移
住し、 法人里地里山問題研究所（さともん）を設立しました。 

 ２）さともんを通じて実現したいこと  

さともんでは、専門的な知識や経験を活かして、確実な手法で「害」を軽減する方法を普及することに

加えて、以下の３つのことを実現し、地域を元気にする前向きな「獣がい対策」を推進したいと考えてい

ます。 

①  “地域の夢のお手伝い”  

獣害から守り伝えていきたい地域の魅力や想いを可視化し、共感した支援者と結び付けていくことで、

今後の地域活性化のビジョン形成や夢の実現をお手伝いします。 

②  “喜びをわかちあうあたたかい人の繋がりを拡げる” 

農村が持つ多様な価値や恵みへの気づき、農産物を収穫する喜びやストーリーを共有し、顔の見える

あたたかい人の繋がりを拡げていきます。 

 

 

 

 

 

 

さともん
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§１４  新住民と一緒に村づくり  

 

休場自治会は、約 年前から宅地開発によって Iターン住民が増え、従前からの住民は 世帯から
世帯と減少しましたが、一方、移り住んできた Iターン住民は 世帯が増加し、 世帯の自治会と

なっています。休場自治会では、宅地開発事業者に対し Iターン住民に宅地販売する際「農業地域におけ
る同意事項」を理解し同意してもらうようにされています。同意事項では農業用水を汚さないことや、防
除作業の理解、地域の美化や保全作業への協力などが主な内容です。また、住民を「財産権有り」「財産
権無し」「別荘又は店舗」の３つに区分し、それぞれの区分ごとに負担金額や出役などを決めて、ルール
の透明化を図っています。 

休場自治会の農地は約 ｈａありますが、その内 ｈａは自治会員以外の大規模農家に貸し付けてあ
ります。そのため、耕作はその農家にお願いするとしても、農地の管理については自治会としても取組む
必要があると考え、有志で「休場草刈り隊」を結成しました。構成員には、Ｉターンの住民も６名が入隊
され、総勢 名によって年３回の草刈りを行っています。 

また、住民には薪ストーブを設置する家が 軒あり、それぞれが他地域から薪を購入していました。
自治会内の有志が薪を調達するため、また山林を伐採し共有林の有効活用を図るため「休場里山会」が発
足しました。休場里山会では、市主催の「里山スクール」でチェンソー作業を学び伐採作業に取組まれ、
自治会内の危険木の伐採や森林資源の有効活用などが進んでいます。 

このような取組みから、集落の農地や里山の適切な管理によって景観や環境が保たれています。そし
て、それだけでなく集落全体でＩターンの住民も交えて一緒に作業することで交流も進み、みんなで集落
をつくっていこうという気持ちが盛り上がっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

休場自治会
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書き手：ＮＰＯさともん代表 鈴木克哉氏 

だから、私たちの活動は一方向的なものではありません。地域を支援していくなかで多くの豊かな恵

み・あたたかさを地域から頂いています。さともんを通じて繰り返し参加・支援してくださる方は、その

ことに共感し自らも楽しみながら地域を守るための活動を応援してくれています。最近では、就農準備の

ために農家さんに弟子入りして毎週通って農業を学び始める方、自分の仕事を結び付けて獣害の解決や活

性化に協力してくださる方も現れてきました。中学生や高校生などの若い世代の参加のほか、7月からは

丹波篠山市の地域再生協働員の 2名が大学に通いながらさともんと一緒にこうした活動をサポートしてく

れています。 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

獣害をはじめとして農村には課題が多いですが、それ以上の魅力が丹波篠山にはあります。コロナ禍に

より、広々とした空間で身体や五感を使った活動の価値は今後ますます注目を受けるでしょう。地域との

関わりや想いを深めて、地域の方々とともに丹波篠山の魅力を守るために活動してくれる外部人材といっ

しょに農村を元気にする「獣がい対策」を推進し、丹波篠山でワクワクできるさまざまな人口をこれから

も増やしていきたいと考えています。 
35 

 

 

③ “多様な人材参画によるCo-Creation（共創）の促進” 

支援が必要な地域と、これまで農村との関係が希薄だった人材と（都市住民・市街地住民・小・中・高

校生・主婦・一般企業など）をGift-Gift の関係で結びつけ、多様な人材参画による共創（Co-Creation）

を促進し、地域の課題解決や活性化を実現します。 

 

 

 

 

 

 

３）関係人口が居住人口を超える？  

そのために、さともんでは、「獣害から地域を守る黒豆 

オーナー制度」や「川阪オープンフィールド」といった企 

画を通じて、獣害対策をはじめとする地域の課題解決や活 

性化を支援する関係人口の創出・拡大に取組んでいます。 

年には延べ 人の地域外人材が、丹波篠山の集落 

に駆けつけ、耕作放棄地で黒豆やお米や野菜を作ったり、 

地域の獣害柵の点検や草刈りを支援する活動に参加してく 

れました。 

年はコロナ禍で活動を中断した期間があったにも関わらず、 年の 倍の人数が活動を支
援してくれています。このまま毎年 倍のペースで増加しいけば、 年後の 年には 人
を超える計算になります。関係人口が丹波篠山市の人口を超えているかもしれません。 

４）美しく豊かな丹波篠山でワクワクできる人口を増やしたい  

私自身、現在の活動をしていく上で、確固たる拠り所となって

いる想いがあります。それは、獣害対策がきっかけで出会う地

域・集落それぞれに守るべき豊かさや美しさがあるとということ

です。美味しい農産物、自然と向き合う生活、目の前に広がる景

観、人のあたたかさ、これら

は本当に素晴らしく、美しい

ということです。 
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左・右：女性のトラクター講習会の様子 

 
 
 
 
 

という言葉も。農作業をする日のお昼ご飯は外から来られた方が請け負ってく

れていて、（ちなみに）この日着られていたエプロンも 年近く通われている都

市部の方からが作ったプレゼントだそうです！ただ農地を貸すのではなく、「農業もはじめはいつどない

したらいいかわからないやん。」と農作業の指導やトラクターでの作業も行うという冨美子さん。地域外

のひとが農業や地域にふみだす第一歩を助けておられるのだな、と感じました。 

３）豊かな農作物と「もったいない」から生まれる丹波篠山のごはん  

料理がお好きで、自分で育てた農作物を使って季

節ごとにいろんな料理をされる冨美子さんですが、

それは「もったいない」という気持ちがあるからこ

そだそう。沢山とれた野菜やたくさん作った

料理は、地域の人や近くに住む家族に渡した

り、孫のところへ送ったりするといいます。 

「畑いってな、その日食べるもんをきめるねん」 

４）「食いぞこないがない」豊かな農産物とワクワクいっぱいの篠山の暮らし  

「秋に一人で山を眺めて、篠山っていいとこやなあって今でも思

う！」という冨美子さん。篠山はその人がするかしないかだけで、な

んでもできる場所だといいます。そして太陽がのぼったら起床して…

と太陽と共に活動を行うスタイルが、一番“食いぞこないがなく”良い

のだそうです。今考えているのは、地域で働くところがないので作り

たい、ということ。地域の方と「生産組合で加工場

ができたら」「わたしもしいたけを育ててふくろ詰

めてならできるわ！」などと話をしているそうで

す。篠山の女性は、前に出ていくことは少ないけれど、そうして“どうやって農業をしていくか”など畔で

話すようなコミュニティをもっており、冨美子さんも 代の方からも保存の知恵を勉強させてもらって

いるとのこと。丹波篠山市内では女性向けの農業講習などが行われ、女性農家も誕生していますが、その

先駆けとしてご家族やいろんな世代の地域の

方・地域外の方と一緒に農業に取り組む姿は本

当にかっこ良いなと感じられました。

聞き手・書き手：内山地域再生協働員 

外の人は前向きや。そとから来た人がひろげてくれてる、それで元気貰ってまたや

ろう、って思う。してもらったら助かるもん、うちの田んぼも守れるやん。 

 

してもらったら助かるもん、うちの田圃も守れるやん 

 
 
 

 

おから炊いたん

あんこ

おもち桜餅

甘酒 切干大根

道通る人にわたすんよ。きゅうりいらん？て

↑インタビューの中ででてきた冨美子さんのお料理 

つるし柿 干し芋

代が、いちばん余裕があって楽しい！生
活に余裕があるし、時間がある。体も動く。
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§２  農都でワクワク、輝く女性の生き方・暮らし方  

市内で『ふみちゃん農園』を経営、丹波篠山市農業委員会の中心的な役職

や『ひょうご農業委員会女性ネットワーク』会長を務め、集落や市内の女

性農家をけん引する存在である大西冨美子さん。ワクワクする心を持ちな

がら、日々たのしく農業に打ち込まれる心意気を、昨年から地域再生協働

員として活動する大学生・内山がインタビューしました！ 

１）「農業か、大好きや」から始まったインタビュー

ご兄弟は皆東京など都会に出て、自身だけが篠山に残り農地を両親か

ら譲り受けることになった冨美子さん。それまで企業に勤め農作業には

触れてこなかった中でやるからには「楽しくやる方法はないかな」

と思い農業を始めたそうです。インタビュー中にも、農業への愛が

つよく感じられる言葉が沢山あったことがとても印象的でした。 
 

 
 

２）地域外の人たちとの交流 ～しんどい葉とりをどうにかしたいとうまれた

黒枝豆の収穫祭～  

黒豆を枝豆のうちに食べてほしいし、枝豆は葉っぱを落とさなければなら

ない。それならば外から収穫に来て一緒に作業してもらえばいいのでは、と

はじめられた黒枝豆の収穫祭。チラシやインターネットのサイトは娘さんな

どの力を借りて立ち上げをし、はじめて 年以上。リピーターもとても多い

そうです。「しんどい、来年はもうやめようか。」と思うことがあっても、

また来てくれるということがやりがいとなり、続けてきたそうです。 

また参加者の「お弁当近くに買えるとこはありますか？」という声から近隣

に食事場所が少ないことに気づいた冨美子さんは、ご家族や地域のかたと協

力して売店を設置。地域の生産倉庫で黒豆のおこわ、黒豆のお味噌汁、おで

んなどを参加者にふるまっています。 

 

●収穫祭をきっかけに地域の外から農業に興味を持つ人が 

最近では、「こんどは僕らが作りたい！」と堺や神戸など関西各地から農作業をしに来る人も出てきた

といいます。田んぼを借りるひとや自分の草刈り機を購入する人、「篠山の特産品を売りたい、広めた

い」とインターネットでの農産物の販売を行う人などもおられるそうです。 

 

大西冨美子さん

上：インタビューの様子 下：「男女共同参
画優良事例表彰」（近畿農政局） 

田んぼがあって、農地があってよかったなぁ。頭ん中そんなことばっか考えとるで。

右上・右下：収穫祭の様子 
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同時に、就農の動機の一つでもあった農業と自然環境、教育とのつながりについても、小さく連携
活動（ ）をスタートさせました。獣がいやしる田（湧き水が流れ込み、年
中湿り気の多い田んぼ）といった栽培が困難になり、放棄された田んぼを活動の一環として、遊びな
がら再生し、その前後では簡単ですが生きもの調査を実施することで人との関わりで環境がどう変化
するのか数年越しに感じることができる場としました。何よりこのように都市部からやってきた子ど
もたちが ～ 人規模で定期的に活動できているのも、集落の方々のあたたかさに支えられてこそ
だと感謝しています。

年 耕作放棄田 年 ビオトープとして再生

農園、連携活動と視野を広げることにより新たな発見や学びが多くやりがいを感じる毎日ですが、
課題の大きさや複雑さの前では、一人の農家としての限界も見えてきます。きちんと野菜を生産し、
出荷してお客さまに届けること、集落の中で担い手として任せてもらえるように認めてもらうこと、

に参加して応援してくださる仲間がいること、農園というカラを破る必要があるなと感じてい
ました。

３）  篠山イノベーターズスクールとの出会い  

年、 篠山口駅構内に地域密着型ビジネススクー
ル「篠山イノベーターズスクール」（神戸大学と丹波篠山
市とのコラボ）が開講しました。僭越ながら第 期では
「クリエイティブ農業実践」、第 期では「里地里山創造
のコミュニティビジネス」を担当し、第 期は「これから
の里山林業創造プロジェクト」の受講生として関わらせて
いただきました。そこで「こんなにも多くの、新しいことに挑戦し
たい方々が、丹波篠山に学びに来てくれている」ということが、と
ても嬉しく勇気づけられました。課題が多く、しかも答えが分から
ないという状態の中では、トライしてみること、そこから学ぶこと
が大切で、輪を広げていく過程では、誰でもが先生となり、生徒と
なるような新しい学びのスタイルが主流となる時代がきていると感
じます。そのような、熱い想いを持った挑戦者たちの、熱い火を灯
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§３ やっかいな草刈りをワクワクに
『～畦師（あぜし）～と農村の未来を創る』

１）丹波篠山への U ターンのきっかけ  

子どものころから山や川によく出かけ、友だちと秘密基地づくりや魚釣りをして遊んでいました。
丹南中・鳳鳴高校では陸上部に所属し練習に大会にと生活の中心となっていました。環境問題に関わ
る技術開発をしたかったので大学は工学部工業化学科に進学しました。当時は農業を継ぐつもりはな
く、卒業後は、化学メーカーで開発の仕事をし、やりがいも感じていました。一方で、農村における
農業の担い手問題はじめ、多くの課題が叫ばれるニュースを聞く機会が増え、帰省するたびに耕作放
棄地が増えていく様子を目の当たりにするようになります。子どもの頃にたくさんいた生きものも少
しずつ減っているようにも感じはじめ、農業の問題と自然環境の問題とのつながりを調べるようにな
りました。 

また当時子どもを預けていた保育園では、子ども 

の発達や周囲の環境などについて、保育士、専門家、 

保護者が一緒になって勉強会を頻繁に開く学び合い 

の文化があり、自然環境と教育とのつながりを見つ 

め直す機会が増えました。そうして農村、丹波篠山 

における地域課題というものが自分事として立ち上 

がっていき原点回帰し取組みたいと考え、妻とも色々と話合い、退職して農家へと舵を切りました。
妻にとっては大きな決断であったと思いますし、感謝しております。 

２）就農、小さな 、試行錯誤、そして継業

当農園の野菜は主に飲食店に出荷しています。味はもちろんのこと、種類やサイズ彩りに細かに対
応し、野菜を使われる方々の創作意欲につながることを目指しています。お客さまの顔が見える関係
にやりがいを感じています。栽培する圃場は未整備の為、小さく曲がりくねっているところばかり
で、お米や黒豆を大規模に効率よく栽培するには適していません。そこで、父は一つの野菜から出荷
する商品を増やすという方法を考えました。ほうれん草なら小さな株、大きな株、中心の小さな葉っ
ぱのみ、大きく成長した葉っぱのみというように、サイズと出荷時期に幅を持たせることで食材とし
ての多様さと収穫の軽作業化を図りました。一方で圃場が小さく、栽培品種、商品数が多いという事
は、規模拡大をしようとすれば生産と出荷とのバランスをとるハードルが一気にあがり、今までの経
験にたよる方法では対処することが不可能であることも見えてきました。栽培中には化学肥料・農薬
を使用せず、できるだけ周囲にあり土に還る資材を活用する方針と持続可能な農業経営体とが両立す
る仕組みづくりが始まりました。

一社
吉良佳晃さん
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における地域課題というものが自分事として立ち上 
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する商品を増やすという方法を考えました。ほうれん草なら小さな株、大きな株、中心の小さな葉っ
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ての多様さと収穫の軽作業化を図りました。一方で圃場が小さく、栽培品種、商品数が多いという事
は、規模拡大をしようとすれば生産と出荷とのバランスをとるハードルが一気にあがり、今までの経
験にたよる方法では対処することが不可能であることも見えてきました。栽培中には化学肥料・農薬
を使用せず、できるだけ周囲にあり土に還る資材を活用する方針と持続可能な農業経営体とが両立す
る仕組みづくりが始まりました。

一社
吉良佳晃さん
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§４  コロナで注目「田園」×「リモートワーク」の  
先駆者「不便補って余る幸福感」  

１）満天の星、窓にホタルの自宅に「オフィス」  

「晴れた日には満天の星空。夏にはホタルが
窓にまで飛んでくる。休日には大好きなバー
ベキューに、子どもたちとの花火。都会なら
消防に通報されそうなことですけど、ここな
ら何も言われません」―。そうほほ笑むの
は、兵庫県丹波篠山市に移住して 年になる
システムエンジニア（ ）の丸井一正さ
ん。暮らすのは築約 年の中古物件。母屋
の隣にある元農業用倉庫の２階が「オフィス」だ。パソコンやモニターが並ぶ部屋の窓からは青々と
した黒豆畑と水田が一望できる環境で、以前からリモートワークに取組んでいます。

丸井さんは佐貫谷で、家族 人で生活を送っています。平日は午前 時半に「出社」し、午後
時半までパソコンに向かいます。 人の子どもたちが帰ってくると一緒にお風呂に入り、食事をとり
ます。忙しい時には午後 時ごろから再びオフィスに戻り、「残業」するという生活です。

取材している最中に電話が鳴りました。事務局として携わっている地域の拠点施設里山工房くもべ
から。物産販売のシステムでエラーが起きているとのことで、拠点にあるパソコンを遠隔操作。もの
の数十秒で復旧し、一つ仕事をこなしました。

２）都市育ち、遊び場はビル 自然に強い憧れ  

大阪市のど真ん中で生まれ育った丸井さん。幼いころの遊び場といえばもっぱらビルの中。よくエ
レベーターや階段を使って鬼ごっこをしたとのこと。自然とはかけ離れた生活を送った少年は、テレ
ビに映る自然豊かな田園の中で遊ぶ子どもたちの姿に強い憧れを抱いて成長されました。

大手企業で長く を務め、会計システムの開発に携わりました。独立を考えるようになったと
き、家族と相談して田舎暮らしを決めます。「何より田舎で子育てしたかった。 人目は大阪で生ま
れましたが、公園に遊びに行くにも、交通事故や排気ガスなど気を付けないといけないことがたくさ
んありましたしね」。妻のさつきさんも、「都市部のマンション暮らしは子どもの走り回る音が下の
階の人に迷惑を掛けないかといつも心配していました。ここではまったく気にしなくていい。最高で
すよ」と話します。

丸井一正さん
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書き手：一般社団法人ＡＺＥ代表 

  吉良佳晃氏

し続けるための伴走を、場を創りたい。そう思って 年第 期 （注）の話がきた時にフィ
ールドである古市地区を拠点とした法人をつくろうと考えました。

（注） ＝ の略で、地域コミュニティに根差した学び

４）新たなワクワクを創る場「一般社団法人 」  

この 月に篠山イノベーターズスクールのコーディネーター（当時）であり、同じ小学校に通う
子どもの親でもある河口さん（波賀野）と一般社団法人 を設立しました。法人名の由来でもあ
りますが、当たり前のようにある田んぼの『 畦・畔（あぜ） 』は、よく考えてみるとたくさんの機
能を担っています。田んぼに水をためるほかに、通路になり、農作業の休憩・語りの場だったりしま
す。昔は資源であった草を採る場であり、畦豆の栽培地であり、生きものの住処でもあります。もっ
と広く見れば、農村の風景をつくり、森や町とつながっています。現在では、草刈り管理の手間のか
かる場所ということでやっかいものになりつつありますが、こういった実は縁の下の力持ちという存
在をとらえ直すことで、新たなワクワクへとつながるので
はないかと考えています。

では、以下の つのステップで取組みます。

草刈りにワクワクを与える畦師を育てる

農の枠を広げ、新しい里地里山像を創る

未来の地域づくりに貢献する

農業を行う上で必要不可欠な「草刈り」。現在まで集落の方々が担ってこられたおかげで、この美
しく豊かな丹波篠山の風景や自然があります。しかし、担い手不足かつ高齢化により、年々大きな負
担となってきています。農家である私自身、とても大きな課題であると感じています。近年、農村に
農業に関わりたいという方々が増えてきましたが、いきなり移住・就農というのはハードルが高すぎ
ます。貸農園は各地で見られますが、また違った関わり方を提案できないものだろうかと考えたもの
が「畦師」という草刈りを担う共創型関係人口であり、我々のスタート事業です。

課題の多い農業の世界。『農業』という一つだけを問題視すると解決は難しいと思います。人も仕
事も生きものも、全部つながっています。まずは、小さなところからでも全体のつながりを感じるこ
とができる場をつくり、失敗も、成
功も、一緒になって共有し、一歩ず
つ地域の未来へとつながる『あぜ
道』をつくれればと考えています。
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みんなで夢を語り、実現させてワクワク
１ みんなで語る

「こんなだったらいいな」「こうしたいな」など、

みんなで、地域の夢を語り合う。

２ みんなでアイデアを出し合う

こうするためには、「○○に相談すればよい」「お

金はこうして集めよう、稼ごう」「こんなイベントも

一緒にやって楽しもう」とアイデアを出し合う。

３ みんなで実現させる

みんなで考えた「夢」にむかって一人一人が小さく

ても、関りをもって、夢の実現に取組む。

誰が取組めますか？ 

・住んでいる人みんな 

・縁のある人（出身者.学生．ボランティア） 

・行政マン 

どうやって取組みますか？
・みんなで知る（良い点 悪い点 歩く 図化）
・夢を語り合う（○○だったらいいな！）
・やってみる、実現させる

このワクワクに取組んだらどうなりますか？
・自分ごとになる（責任感が出る）
・みんなでチェレンジする楽しさを味わえる
・達成感、成功の喜びを味わえるかも？
・次に取り組もうという気持ちになれる
・参画⇒決定⇒実行で幸福感を味わえる
・ムラ全体に良い循環（ｻｲｸﾙ）が生まれる

 

関係人口とのつながりでワクワク
１ 出身者やその子、孫などゆかりのある人との交流
・連携を図る

地域出身だが今は都市部や他市町に住む人、
またはその子世代、孫世代に働きかけ、繋がり
をつくる。

２ 都市部在住でも地方と交流したい人や応援したい
人を迎え入れる

都市部に住みながら、地方の生活に憧れをも
ち、関わりを持ちたい、子どもに良質な体験を
させたい、という人はボランティアでも一定い
る。その人々との交流の窓口をつくる。

３．ボランティアにはＳＮＳでの拡散を期待！
活動の様子を拡散し、さらに関係の輪を拡大。  

誰が取組めますか？ 

・自治会、営農組合など 

・まちづくり協議会 

どうやって取組みますか？
・祭りや催しの案内などを通して出身者に働きか
ける。

・県の関係人口案内所の協力を得、都市部に住む
ボランティアとつながる。おもてなしではない
〝 “の関係を強調。

このワクワクに取組んだらどうなりますか？
・集落に活気が生まれワクワクする。
・訪れる人には良質な体験、思い出ができ、地域
には担い手補助が生まれる。

・Ｕターン、Ｉターンのきっかけになり得る。

１

２
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３）田舎の大変なことは「村の用事」  

とはいえ田舎での生活にも大変なことはあるそうで、「村の用事ですね」と苦笑い。丸井さんの経
歴や人柄を知った近所の人々は、新住民の「売り込み」を展開し、市の定住アドバイザーなどさまざ
まな役職が舞い込みます。気が付けば自治会三役の一つの会計に就任。「おかげで土日はほとんど何
かあります」と言いつつ、「少しでも地域の役に立てている気がしてうれしい。人の役に立てるなん
て、都市部では仕事以外なかったですから。人付き合いが苦手な人にはあまりおすすめできませんけ
れどね」

「オフィス」の 階には近所の人がふらりと訪れ、コーヒーを飲みながら談笑したり、時にはその
まま飲み会に突入したりすることもあります。「近所の人に教えてもらって野菜も作っているんです
よ。これがうまい。おかげで子どもたちの舌が肥えて困っています」。眼前に広がる田園の中で
の笑顔がはじけました。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

里山工房くもべ 

～閉校の雲部小学校を校舎まるごと再生～ 

「里山工房くもべ」は、平成 年にカフェや農産物直売所、職人の方のアトリエがある
施設として開設されました。近年では閉校する学校が増え、その跡地を活用した施設が増え
つつあります。そのような中で、雲部地区は地域住民が協力して合同会社を設立し、主体的
に運営するという取り組みで注目を集めています。ボランティアの清掃活動なども定期的に
行われ、まさに地域で協力して運営している施設です。 

くもべのカフェでは、飲み物だけでなく、地元の方が地元の食材を使って調理した「くも
べ定食」を提供しています。この定食はテレビや雑誌などでも紹介されており、くもべの看
板メニューとなっています。 

「野菜が新鮮でおいしかった」「懐かしい味がした」といったお客さまからの声も多く、
特に都会からのお客さまに高い評価を得ています。中にはリピーターの方もいて、週替わり
の定食を楽しみにされています。 

一方で地元の方の利用も多く、お友達同士でお茶を飲みに来たり、スタッフに会いに来て
くれたりと、地域の交流の場にもなっています。  

アトリエを構える職人の方々も展示会や個展、ワークショップを行っており、積極的な活
動をされています。 

地域のシンボルだった小学校が、地域の方々のやさしさや温かさを感じてもらえる新たな
シンボルとして、活用されています。 
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ても、関りをもって、夢の実現に取組む。

誰が取組めますか？ 

・住んでいる人みんな 

・縁のある人（出身者.学生．ボランティア） 

・行政マン 

どうやって取組みますか？
・みんなで知る（良い点 悪い点 歩く 図化）
・夢を語り合う（○○だったらいいな！）
・やってみる、実現させる

このワクワクに取組んだらどうなりますか？
・自分ごとになる（責任感が出る）
・みんなでチェレンジする楽しさを味わえる
・達成感、成功の喜びを味わえるかも？
・次に取り組もうという気持ちになれる
・参画⇒決定⇒実行で幸福感を味わえる
・ムラ全体に良い循環（ｻｲｸﾙ）が生まれる

 

関係人口とのつながりでワクワク
１ 出身者やその子、孫などゆかりのある人との交流
・連携を図る

地域出身だが今は都市部や他市町に住む人、
またはその子世代、孫世代に働きかけ、繋がり
をつくる。

２ 都市部在住でも地方と交流したい人や応援したい
人を迎え入れる

都市部に住みながら、地方の生活に憧れをも
ち、関わりを持ちたい、子どもに良質な体験を
させたい、という人はボランティアでも一定い
る。その人々との交流の窓口をつくる。

３．ボランティアにはＳＮＳでの拡散を期待！
活動の様子を拡散し、さらに関係の輪を拡大。  

誰が取組めますか？ 

・自治会、営農組合など 

・まちづくり協議会 

どうやって取組みますか？
・祭りや催しの案内などを通して出身者に働きか
ける。

・県の関係人口案内所の協力を得、都市部に住む
ボランティアとつながる。おもてなしではない
〝 “の関係を強調。

このワクワクに取組んだらどうなりますか？
・集落に活気が生まれワクワクする。
・訪れる人には良質な体験、思い出ができ、地域
には担い手補助が生まれる。

・Ｕターン、Ｉターンのきっかけになり得る。

１

２
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３）田舎の大変なことは「村の用事」  

とはいえ田舎での生活にも大変なことはあるそうで、「村の用事ですね」と苦笑い。丸井さんの経
歴や人柄を知った近所の人々は、新住民の「売り込み」を展開し、市の定住アドバイザーなどさまざ
まな役職が舞い込みます。気が付けば自治会三役の一つの会計に就任。「おかげで土日はほとんど何
かあります」と言いつつ、「少しでも地域の役に立てている気がしてうれしい。人の役に立てるなん
て、都市部では仕事以外なかったですから。人付き合いが苦手な人にはあまりおすすめできませんけ
れどね」

「オフィス」の 階には近所の人がふらりと訪れ、コーヒーを飲みながら談笑したり、時にはその
まま飲み会に突入したりすることもあります。「近所の人に教えてもらって野菜も作っているんです
よ。これがうまい。おかげで子どもたちの舌が肥えて困っています」。眼前に広がる田園の中で
の笑顔がはじけました。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

里山工房くもべ 

～閉校の雲部小学校を校舎まるごと再生～ 

「里山工房くもべ」は、平成 年にカフェや農産物直売所、職人の方のアトリエがある
施設として開設されました。近年では閉校する学校が増え、その跡地を活用した施設が増え
つつあります。そのような中で、雲部地区は地域住民が協力して合同会社を設立し、主体的
に運営するという取り組みで注目を集めています。ボランティアの清掃活動なども定期的に
行われ、まさに地域で協力して運営している施設です。 

くもべのカフェでは、飲み物だけでなく、地元の方が地元の食材を使って調理した「くも
べ定食」を提供しています。この定食はテレビや雑誌などでも紹介されており、くもべの看
板メニューとなっています。 

「野菜が新鮮でおいしかった」「懐かしい味がした」といったお客さまからの声も多く、
特に都会からのお客さまに高い評価を得ています。中にはリピーターの方もいて、週替わり
の定食を楽しみにされています。 

一方で地元の方の利用も多く、お友達同士でお茶を飲みに来たり、スタッフに会いに来て
くれたりと、地域の交流の場にもなっています。  

アトリエを構える職人の方々も展示会や個展、ワークショップを行っており、積極的な活
動をされています。 

地域のシンボルだった小学校が、地域の方々のやさしさや温かさを感じてもらえる新たな
シンボルとして、活用されています。 
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輝く農業女子でワクワク
１ 農業はおしゃれから

地域の公民館やコミセンで、農業女子向けの作業

着やグッズ、農機具を紹介する場を設定する。

おしゃれグッズの作り方や情報交換のための女子

会の開催。

２ 好きな作物を楽しく育てる

子どもや家族が安心して食べられるよう有機農業

や丹波篠山の伝統作物を継承するため、黒大豆、山

の芋農家にチャレンジ。

また、自分が好きなフルーツやハーブ農家にチャ

レンジ。（自分がワクワクして取組むことが大事）

自分で作った作物で郷土料理の継承、みんなで料

理を食べながら楽しく女子会（おしゃべり）。

３ 農業を超えて輝く

集落、地域の施設を活用し、地域の人の力を借り

て、自分の知識・能力を生かして特産品・加工品を

開発し、販売する。生きがいにもなり、お小遣いも

得られる。

このワクワクに取組んだらどうなりますか？
・おしゃれ、安全安心な作物作り、美味しいもの
を食べながらのおしゃべり、生きがいと少しの
お小遣いを得られるということで女性が楽しみ
ながら取り組める。女性が楽しみを持って輝く
ことで、集落全体が元気になる。

誰が取組めますか？ 

・自治会や地域の女性、子ども、孫、今は地元を
離れている息子の嫁や孫、嫁に行った娘や孫、 

農業に興味がある知り合いなど 

・

どうやって取組みますか？
・集落や地域の婦人会や女性部が中心となって実
施してもらう。

・集落で有機農業や伝統作物、フルーツやハーブ
を作っている人に教えてもらう。

・おしゃれグッズや女性向けの農機具を扱う企業
や活躍している農業女子に協力してもらう。

・ほかの地域で活躍されている女性団体と交流す
る。

６

 

子や孫と一緒に農作業でワクワク
１．農業を通じて都市部等に住む子や孫の帰省の

きっかけづくり

集団で行う農作業（田植えや稲刈り、黒豆の定植

や収穫作業など）の機会に集落住民と出身者である

子や孫が一緒になって作業し、交流を深める。

２ 公民館で集落住民と子や孫との交流

農作業が終わった後、食事会で交流を深める。

３ 帰省した孫に昔の遊びを伝える

集落住民が帰省した孫たちの先生となって、集落

の山や川、田んぼで、集落に生息する生き物や昔な

がらの遊びを伝える。
 

 

このワクワクに取組んだらどうなりますか？
・子や孫が帰省するきっかけが作れる。
・出身者同士の交流が生まれる。
・農作業の負担が軽減される。
・孫の世代にも“丹波篠山がふるさと”という
意識を高めることができる。

 

誰が取組めますか？ 

・自治会、営農組合 

・地域出身者の子や孫 

どうやって取組みますか？
・集落や営農組合で作成した「帰省案内」のはが
きを各戸に配布し、各戸から出身者に送り、帰
省のきっかけをつくる。

 

５
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四季折々自然とふれあう村づくりでワクワク
１ ワクワク！農村体験！

集落の休耕田や空き家を都市住民の休日のレジャー
や学校の教育旅行の場として活用し、農作業や地域
の祭りなど、農村の四季折々の暮らしを体験できる
機会を提供します。都市住民と集落の人々の交流を
促進することで、地域の活性化と文化の継承につな
げます。

２ ワクワク！自然体験！
丹波篠山には、四季折々に変化する里山や生き物

のホンモノにふれることができる都市にはない魅力
があります。里山や生き物の生息場所を安全に近づ
ける場所として整備し、地域住民や都市からの来訪
者が自然に親しめる、ホンモノにふれることのでき
る場とします。

３ ワクワク！秘密基地づくり！
丹波篠山で秘密基地の夢かなえます。都市住民と

ともに里山の灌木や木の葉、つるなどを用いて秘密
基地となる小屋やツリーハウスをつくります。お手
製の遊具を設置し、自己責任での遊びも可能。秘密
基地を自然体験や里山整備の拠点にします。

このワクワクに取組んだらどうなりますか？
・住民の地域への愛着の向上、魅力の再発見
・遊べる自然を求めて都市からの来訪者増、関係
人口の増加

・農地・空き家等の有効活用、移住促進
・里山整備の促進、地域産材の活用
・生き物、生き物の生息場所の保全・再生
・今ある自然環境の保全・再生

誰が取組めますか？
・自治会、まち協、農家
・多面的組織
・農家、農家民宿事業者
 

どうやって取組みますか？
・住民自身が地域の魅力を知る、気付く
・住民一人ひとりがスキルを持ち寄り、
地域の中で関われることを考える

・空き家、廃校の状況確認、農家民宿と
しての活用検討

・活用できる里山、生き物の生息場所の
調査、整備・改修

・都市住民とのネットワーク構築

３

 

美しい村づくりでワクワク
旅先から戻ったとき目にする風景に感動することが

あります。それは丹波篠山市を訪ねる多くの人々も同
じ感動を得られています。
誰もがワクワクする美しい村を作りましょう。

１．美しい里づくり
集落のシンボルとなる景観づくり。花や木、独自

性のあるあぜ道や小径
２．美しい森づくり

人が遊べる里山づくり、小鳥や昆虫が観察できる
森づくり

３．美しい水辺づくり
メダカ泳ぎホタル舞うこどもと遊べる小川づくり、

水音を楽しむ水路づくり

誰が取組めますか？ 

・自治会 

・自治会内で目的を共有するグループ 

・集落の事業所、工場 

 

どうやって取組みますか？
・集落の良い景観やシンボルについて意見を聞き
自治会などでテーマを決める

・自治会や老人会、子供会活動に位置付けて皆で
自然環境の保全や美化活動に取り組む

このワクワクに取組んだらどうなりますか？
・集落の名所・名物を共有し誇らしい気分になる
・名所・名物を守ろうとする機運が高まる
・子供たちが自然と大切なものを引き継ごうとす
る心が醸成される

４
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会の開催。
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子どもや家族が安心して食べられるよう有機農業

や丹波篠山の伝統作物を継承するため、黒大豆、山
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また、自分が好きなフルーツやハーブ農家にチャ
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集落、地域の施設を活用し、地域の人の力を借り
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ながら取り組める。女性が楽しみを持って輝く
ことで、集落全体が元気になる。

誰が取組めますか？ 

・自治会や地域の女性、子ども、孫、今は地元を
離れている息子の嫁や孫、嫁に行った娘や孫、 

農業に興味がある知り合いなど 

・

どうやって取組みますか？
・集落や地域の婦人会や女性部が中心となって実
施してもらう。

・集落で有機農業や伝統作物、フルーツやハーブ
を作っている人に教えてもらう。

・おしゃれグッズや女性向けの農機具を扱う企業
や活躍している農業女子に協力してもらう。

・ほかの地域で活躍されている女性団体と交流す
る。
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子や孫と一緒に農作業でワクワク
１．農業を通じて都市部等に住む子や孫の帰省の

きっかけづくり

集団で行う農作業（田植えや稲刈り、黒豆の定植

や収穫作業など）の機会に集落住民と出身者である

子や孫が一緒になって作業し、交流を深める。

２ 公民館で集落住民と子や孫との交流

農作業が終わった後、食事会で交流を深める。

３ 帰省した孫に昔の遊びを伝える

集落住民が帰省した孫たちの先生となって、集落

の山や川、田んぼで、集落に生息する生き物や昔な

がらの遊びを伝える。
 

 

このワクワクに取組んだらどうなりますか？
・子や孫が帰省するきっかけが作れる。
・出身者同士の交流が生まれる。
・農作業の負担が軽減される。
・孫の世代にも“丹波篠山がふるさと”という
意識を高めることができる。
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・自治会、営農組合 

・地域出身者の子や孫 
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・集落や営農組合で作成した「帰省案内」のはが
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・多面的組織
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じ感動を得られています。
誰もがワクワクする美しい村を作りましょう。

１．美しい里づくり
集落のシンボルとなる景観づくり。花や木、独自

性のあるあぜ道や小径
２．美しい森づくり

人が遊べる里山づくり、小鳥や昆虫が観察できる
森づくり

３．美しい水辺づくり
メダカ泳ぎホタル舞うこどもと遊べる小川づくり、

水音を楽しむ水路づくり
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・集落の事業所、工場 

 

どうやって取組みますか？
・集落の良い景観やシンボルについて意見を聞き
自治会などでテーマを決める
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若者目線でワクワク

１ 自治会で成人式を開催
自治会（小集落は合同）で、新成人に集まって、

もらい、若者が村のことを知る、若者が村の活動
に参画する機会をつくる。

２ 村の成人式で村のことを新成人に伝える
村の歴史や伝統行事や自治会の役割や活動等、

一旦、村を出ても伝えておきたいこと等々を大人
から新成人に伝えよう。

３ 若者で村や自分の将来を話し合う。若者の意見や
アイデアを大人に伝える
村の 動画の作成など、若者自身で企画した

活動を実施しよう。

誰が取組めますか？ 

・自治会（まち協）の人たち 

 

どうやって取組みますか？
・村の行事などと合わせて成人式を企画する

このワクワクに取組んだらどうなりますか？
・若者に地域のことを伝承できる
・伝承するために、大人も村のことを見直す機会
ができる

・若者の意見を村の活動に取り入れる
・若者が地域に愛着を持つ

９

 

川のプールでワクワク

１ 川の中に、プール（泳げる場所）をつくる
石や堰板を活用し、川の中で水遊びを楽しむプール

をつくる。
滑り台をつくってみても

２ 川の水を引き込むプール
スペースがあれば、河川敷などに川の水を引き込む

プールをつくる。

３ 夏以外はじゃことり、魚釣り
じゃことりや魚釣りができる場所をつくり、 年中

あそぶことができる水辺の創出
 

 

 

このワクワクに取組んだらどうなりますか？
・丹波篠山の自然を楽しむ人が集える場所とな
り、地域の交流人口が増えることが見込まれ
る。

・地域や地元に愛着をもつ子どもや孫が増える。
孫がまた来たくなる田舎になれる。

誰が取組めますか？ 

・自治会、まちづくり協議会 

・河川管理者 

 

どうやって取組みますか？
・水辺や川の中で遊べる場所をつくれる所の募集
・プールや駐車場、トイレ等の整備
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田舎インターンの受入れでワクワク

１ 大学生・高校生にむけてインターンを募集する。
現在コロナ禍で海外渡航等が制限され、また農村

への魅力を感じる若者も増加している。農村・田舎
の生活に関心のある学生に向けインターンを募集す
る。

２ 農家・商店等の運営に若者のアイデアをプラス
農業体験や地域の商店、自治会などの活動で、学

生の力が欲しいことに取組んでもらう。学生の視点
から集落の情報発信をしてもらう。

３ 「学生も住みよい」集落づくりにつなげる
インターン学生が活動しやすい集落をめざす。例

えば民泊（農泊）、空き家・廃校を活用したオフィ
スづくりなど。

このワクワクに取組んだらどうなりますか？
・集落に若者が増え活気がでる。人手不足の助け
になる。

・若者にとっても住みよい集落になる
・集落の情報が若い世代に広まる。 

どうやって取組みますか？
・協力してもらえるお店、場所を確保し、案内看
板などを設置

・案内資料や移住関連資料を設置

誰が取組めますか？ 

・自治会、定住アドバイザー 

・商店、廃校活用カフェ、地域ラボ
・空き家の所有者に協力を依頼 

８

 

集落の案内所でワクワク

１ 地域の玄関口のような窓口をつくる

「こんなところに住みたい」「ここで就農したい」

と思った人が、相談できる窓口をつくる。

２ 気軽に地域集落を紹介

集落の様子や住みやすさ、生活するためのルール、

空き家などを紹介し、移住のハードルを下げる。

３ 地域のお店や廃校活用カフェ、地域ラボを活用

日中に人が居るお店や廃校活用カフェ、地域ラボ

などに協力してもらい、集落の案内所が開いている

ことがわかるように、看板やのぼり旗を設置する。
 

 

このワクワクに取組んだらどうなりますか？
・移住や就農の希望者と接点が持てる。
・スムーズな移住につながる。
・移住者と受入側のマッチングミスが減る。
・移住者が増え集落の維持につながる。

誰が取組めますか？ 

・自治会、定住アドバイザー 

・商店、廃校活用カフェ、地域ラボ 

・空き家の所有者に協力を依頼 

どうやって取組みますか？
・協力してもらえるお店、場所を確保し、案内看
板などを設置

・案内資料や移住関連資料を設置

７
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若者目線でワクワク
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村の 動画の作成など、若者自身で企画した
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このワクワクに取組んだらどうなりますか？
・若者に地域のことを伝承できる
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滑り台をつくってみても
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スペースがあれば、河川敷などに川の水を引き込む
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このワクワクに取組んだらどうなりますか？
・丹波篠山の自然を楽しむ人が集える場所とな
り、地域の交流人口が増えることが見込まれ
る。

・地域や地元に愛着をもつ子どもや孫が増える。
孫がまた来たくなる田舎になれる。

誰が取組めますか？ 

・自治会、まちづくり協議会 

・河川管理者 

 

どうやって取組みますか？
・水辺や川の中で遊べる場所をつくれる所の募集
・プールや駐車場、トイレ等の整備
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への魅力を感じる若者も増加している。農村・田舎
の生活に関心のある学生に向けインターンを募集す
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２ 農家・商店等の運営に若者のアイデアをプラス
農業体験や地域の商店、自治会などの活動で、学

生の力が欲しいことに取組んでもらう。学生の視点
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「こんなところに住みたい」「ここで就農したい」

と思った人が、相談できる窓口をつくる。

２ 気軽に地域集落を紹介

集落の様子や住みやすさ、生活するためのルール、

空き家などを紹介し、移住のハードルを下げる。

３ 地域のお店や廃校活用カフェ、地域ラボを活用
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などに協力してもらい、集落の案内所が開いている

ことがわかるように、看板やのぼり旗を設置する。
 

 

このワクワクに取組んだらどうなりますか？
・移住や就農の希望者と接点が持てる。
・スムーズな移住につながる。
・移住者と受入側のマッチングミスが減る。
・移住者が増え集落の維持につながる。

誰が取組めますか？ 

・自治会、定住アドバイザー 

・商店、廃校活用カフェ、地域ラボ 
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里山探検でワクワク

１ 里山整備と薪調達
里山整備には多くの人出が必要。薪ストーブユー

ザーに整備作業に参加してもらう。作業でできた間
伐材を薪として参加者に無料提供

２ 里山整備参加者の里山探検
里山整備参加者に里山に入る許可を出し、参加者

は、配偶者やこどもと一緒に里山に住む動植物を探
しに・・・キャンプ場があっても

３ 里山の魅力アップと関係・交流人口の増加
関係・交流人口の増加。移住者の出現

 

誰が取組めますか？ 

・里山を整備したい、自治会・所有者 

・薪など間伐材を活用したい人 

 

このワクワクに取組んだらどうなりますか？
・里山の整備と景観などの魅力アップ。
・関係人口、交流人口の増加

どうやって取組みますか？
・里山所有者など供給者の情報発信により需要者
をマッチング

・キャンプ場の整備

 

現代アートや工芸でワクワク
＜地域が美術館に変わる＞

１ まちなみアートフェスティバルのように
篠山城下町地区河原町周辺で妻入商家群の町屋の店

や座敷を舞台に地域ゆかりの作家が芸術作品を展示。
それを鑑賞に観光客が来て交流や経済効果が生まれる。

２ キャンバスは、まちの風景
地域の風景や暮らし、人を多くの人に知ってもらう。

美しい自然景観や歴史的な建物と現代アートの作品が
一体化し新たな魅力を創り出す。
現代アートを道しるべに、里山をめぐる旅を実現。

３ 芸術家が移住するかも
現代アートを鑑賞に来る交流人口の増加
丹波篠山を気に入った芸術家が移住。

このワクワクに取組んだらどうなりますか？
・地域に関わる交流人口が増える。
・古民家の活用が進む。
・交流人口の増加による高齢者のおもてなし
などの生きがいづくり。

・越後妻有大地の芸術祭、瀬戸内芸術祭など

誰が取組めますか？ 

・自治会やまちづくり協議会 

・作家・芸術家 

どうやって取組みますか？
・芸術作品を展示できる、空き地や空き家
などを無償で提供し、作家が作品を制作し
展示する。作品鑑賞者に公開する。

・地域の人や学生など参画者を募集する。
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旅先から戻ったとき目にする風景に感動すること

があります。それは丹波篠山市を訪ねる多くの

人々も同じ感動を得られています。

誰もがワクワクする美しい村を作りましょう。

１．美しい里づくり

集落のシンボルとなる景観づくり。花や木、独自

性のあるあぜ道や小径

２．美しい森づくり

人が遊べる里山づくり、小鳥や昆虫が観察できる

森づくり

３．美しい水辺づくり

 

薪ストーブのいやしでワクワク

１ 環境に優しい再生可能エネルギーの活用促進
丹波篠山市で生産できる再生可能エネルギーは太

陽光発電と木質バイオマスに限られる。
その木質バイオマスエネルギーを活用した薪スト

ーブ利用者を増やす。
２ 環境に優しい再生可能エネルギーの地産地消

丹波篠山産の薪を利用することで木質バイオマス
資源が地域循環するエネルギーの地産地消により、
環境に優しいエネルギー利用が可能に

３ 人に優しい暖かさと炎
木質バイオマスエネルギーにより、人に優しい暖

かさと、炎を見つめていると、きっと心が癒される
のでは・・・

このワクワクに取組んだらどうなりますか？
・地域にある里山が整備され、地域の魅力アップ
と薪ストーブがある暮らしをしたい移住者が見
込める。

誰が取組めますか？ 

・薪ストーブを購入した・したい人 

・薪がつくれる里山を持っている人、自治会 

どうやって取組みますか？
・里山所有者など供給者の情報発信により需要者
をマッチング

 

恐竜化石との出会いでワクワク

１ 恐竜化石発掘リポートを動画サイトで配信
市内の個人宅の庭から恐竜化石発掘（発見）の動

画を世界に配信する。（実際に出るまで挑戦する）

２ 市の知られざる魅力を動画サイトで配信
庭から恐竜化石を発掘したことについて、研究者

にインタビューを行い、丹波篠山市が世界的に極め
て希な環境地域であることを発信する。

３ 太古の生きもの館の活用
庭から恐竜化石を探せない方には、太古の生きも

の館で恐竜化石の発掘体験が可能。また、興味、関
心を持ったかたはボランティアとして継続的に発掘
の手伝いをしていただくことが可能。

誰が取組めますか？ 

・丹波篠山市民 

・まち協や自治会、グループ単位でも可能 

 

このワクワクに取組んだらどうなりますか？
・丹波篠山市を全世界に知っていただくことがで
きる。

・市民に自然科学への関心を高めてもらうことが
でき、郷土への誇りに繋がる。

 

どうやって取組みますか？
・協力していただける庭の提供者を確保し、恐竜
化石発掘準備から発見までの動画作成

・篠山層群について、掘り下げた動画を作成
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・里山所有者など供給者の情報発信により需要者
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＜地域が美術館に変わる＞

１ まちなみアートフェスティバルのように
篠山城下町地区河原町周辺で妻入商家群の町屋の店

や座敷を舞台に地域ゆかりの作家が芸術作品を展示。
それを鑑賞に観光客が来て交流や経済効果が生まれる。

２ キャンバスは、まちの風景
地域の風景や暮らし、人を多くの人に知ってもらう。

美しい自然景観や歴史的な建物と現代アートの作品が
一体化し新たな魅力を創り出す。
現代アートを道しるべに、里山をめぐる旅を実現。

３ 芸術家が移住するかも
現代アートを鑑賞に来る交流人口の増加
丹波篠山を気に入った芸術家が移住。

このワクワクに取組んだらどうなりますか？
・地域に関わる交流人口が増える。
・古民家の活用が進む。
・交流人口の増加による高齢者のおもてなし
などの生きがいづくり。

・越後妻有大地の芸術祭、瀬戸内芸術祭など

誰が取組めますか？ 

・自治会やまちづくり協議会 

・作家・芸術家 

どうやって取組みますか？
・芸術作品を展示できる、空き地や空き家
などを無償で提供し、作家が作品を制作し
展示する。作品鑑賞者に公開する。

・地域の人や学生など参画者を募集する。
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人々も同じ感動を得られています。

誰もがワクワクする美しい村を作りましょう。
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集落のシンボルとなる景観づくり。花や木、独自

性のあるあぜ道や小径
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人が遊べる里山づくり、小鳥や昆虫が観察できる
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１ 環境に優しい再生可能エネルギーの活用促進
丹波篠山市で生産できる再生可能エネルギーは太

陽光発電と木質バイオマスに限られる。
その木質バイオマスエネルギーを活用した薪スト
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恐竜化石との出会いでワクワク
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－おわりに－
神戸大学大学院農学研究科特命准教授 清水 夏樹  

 

｢ワクワク｣という言葉を聞いて、「少子高齢化や将来への不安など課題がたくさんあるのにワクワクな
んて感じないよ」と思われる方もいるかもしれません。 

でも、誰にでも「ちょっとワクワクする時」はあるのではないでしょうか。子どもの頃の遠足の前日は
ワクワクして眠れなかった！という人もいるかもしれません。 

大人になっても、祭りやイベント、旅行の準備をしているとき、つぼみを膨らませている木々を眺めた
とき、もうすぐ実りを迎える農作物を見たとき、丹波篠山を訪れた市外の人びとが美しい風景や農産物の
すばらしさに笑顔になっているのを目にしたとき･･･ご自身の、そして地域の未来が少しカラフルになっ
たような気になりませんか。 

ワクワクへの第一歩は、「いいな」と思うこと。そして、「こうなったら、もっといいな」と願うこと
です。あなた自身が感じたワクワクを他の人に広げたり、つなげたりして育てていくことを、このワクワ
ク農村未来プランでは「攻め」と呼んでいます。 

でもその前に、健康であることもワクワクの必要条件です。祭り・イベントや旅行は、体調が万全だ
と、心から楽しめますよね。地域の健康を保つために、困り事を小さなことから一つ一つ解決していくこ
とも、ワクワクのために取組みたいことです。「楽しい」を実現し、継続するためには，体力も必要で
す。地域の健康づくり、体力づくりをこのワクワク農村未来プランでは、「守り」と呼んでいます。 

ワクワクのもう一つのステップは、いつもの見慣れた風景や毎日の暮らしの中に新しい発見、新しい出
来事、新しいチャレンジを見つけ、日常にほんの少し加えること。 

一人一人の新しい発見や出会いが、地域ぐるみのチャレンジにつながっていきますように。そして、丹
波篠山の新たな「ファン」が、地域の魅力を担う「仲間」になり、ワクワクする人の輪が広がっていきま
すように。ワクワク農村のためのプロジェクトチームも、市民のみなさんと一緒に歩み出します。 

 

ワクワク農村未来プラン検討委員会
座長 市長 酒井 隆明
副座長 企画総務部長 堀井 宏之
委員 企画総務部創造都市課長 竹見 聖司
委員 農都創造部農都政策課長 岸野 良広
委員 農都創造部農都環境課長 田中 正典
委員 観光交流部商工観光課長 小畠 理三
委員 教育委員会文化財課長 村上 由樹
委員 企画総務部創造都市課丹波篠山創造係長 酒井 誠
委員 企画総務部創造都市課定住促進係長 垣内 由起子
委員 市民生活部市民協働課市民活動推進係長 竹見 政徳
委員 保健福祉部長寿福祉課高齢支援係長 小谷 美和
委員 法人 理事 長井 薫
アドバイザー 神戸大学大学院農学研究科特命准教授 清水 夏樹
オブザーバー 法人里地里山研究所代表理事 鈴木 克哉
協力 地域再生協働員（獣がい対策推進員） 内山 裕海／岡田 理文
事務局 企画総務部秘書課秘書係長 小林 七子
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獣がい対策でワクワク
１．獣がいを通して村づくり

「丹波篠山市獣がい対策推進計画」に基づき、

地域を元気にする「獣がい対策」を推進して、

活気ある集落を増やすことで、人が集まる魅力

ある丹波篠山にする。

 

このワクワクに取組んだらどうなりますか？
・各集落が獣害を克服する。
・獣がい対策をきっかけに活気ある集落が増える。
・獣がい対策に取り組む農家の所得・意欲が向上する
・関係人口を活用することで担い手に起因する複数課題
も同時的に解決する

 

 

誰が取組めますか？
・獣害や人手不足に悩む集落、
・集落を応援したい地域外人材、企業・団体（猟
友会・ 等）

 

どうやって取組みますか？
・「丹波篠山市獣がい対策推進計画」を元に、モ
デルづくりから始め、広域的に展開・拡大して
いくための人材育成や体制づくりをする
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ー 集 落 で 取 組 む 村 づ く り の 手 引 き ー

あなたの村が
ワクワク農村に
なるまで
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