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特集記事

ムラとムラを結ぶワークショッフ。

一集落が限界化するまえに-

福与徳文*

〔キーワード) 集落再編，ワークショップ，廃校

リニューアル，棚田再生，結節機関

1 . は じめに

過疎化によって集落戸数が減少して 10戸未満に

なり，お年寄りばかりになると，次のような集落機

、能の低下がみられるようになる(福与ら 1996，2005， 

2007，農村開発企画委員会 2003，大野 2005) . 

①会長，副会長，会計といった自治会役員の確保が

困難になり，特定の人が役員を兼任するようにな

る.

②寄り合い回数が減少し，年初 1回だけになるなど

形骸化する.

③葬式などの冠婚葬祭を集落で執り行うことが困

難になる.

④農地，農業水路，農道など，生産 ・生活施設の維

持管理が困難になる.

⑤祭りなどを開催できず，地域固有の文化も伝承さ

れなくなる

⑥地震等の災害が生じたとき，集落でまとまって避

難行動をとることができなくなる.

低下した集落機能を回復したり，集落機能の低下

を未然に防いだりする方法の一つに，複数の集落を

小学校区あるいは旧村単位に連合 ・統合して一定数

以上の戸数や人口を確保し，自治組織の体制・機構

を組み替える集落再編がある注1)

ところが複数集落が連合したり統合したりする

のは，それほど容易なことではない隣り合った集

落でも必ずしも関係が良好なわけではないし，むし

ろ険悪な場合さえある.これには，集落がもともと

独立性の強い村落共同体(ムラ)であったという歴

史的背景がある.中でも水を巡る問題はムラ内部の

注1)集落再編の類型化，メカニズムに関しては拙稿
(福与 2007)を参照されたい.

勺虫立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構農村工学研究所

(Narufumi Fukuyo) 

結束を強固なものとした反面，隣接するムラとムラ

を対立させる原因にもなった.またムラは共有林な

ど独自の財産を持っており，おいそれと隣のムラと

一緒になるわけにはし、かないのである.

さらに過疎地域で集落再編がすすまない大きな

理由としてはし、まさら何をやってもしょうがな

し、」という諦念に住民自身が取り溶かれてしまい，

(ムラとムラの間にある歴史的な壁を乗り越えて)

何か新しいことをはじめることができない状況に

陥っているという点が指摘できょう. したがって，

集落聞の連携のきっかけをつくり，集落の再編を促

すためには，外部コーディネータによる支援 ・調整

が必要になると考える.

そこで本論では，隣り合ったムラとムラを結びつ

けるきっかけを与える方法の一つを，高知県いの町

C地区における筆者らの地域づくり支援活動を通

して得た知見から提示したい.

2. 高知県いの町 c地区の

実践事例から

(1)3集落連携までの流れ

ここで登場するのは，高知県いの町の山間部(旧

吾北村)の T (34戸) ， G (34戸) ， F (10戸)の

3つの集落である.これらは，東から西に流れる仁

淀川支流に沿って，西(下流側)から T，G， Fと

並んでいる.この 3集落が旧 C小学校の学校区を構

成しており，それを rc地区」と呼ぶ.旧 C小学校

は 2001年に廃校となり，その木造校舎の保存と活

用が地区の喫緊の課題となっている.

本地区における地域づくりは，当初から 3集落が

連携してきたわけではない また，それを支援する

筆者らも最初から 3集落の連携を目論んでいたわけ

ではない.以下に述べるように，地域づくりの流れ

の中で， 3集落の協力体制が自然にできあがったの

である.
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となって廃校リニューアルを検討することは，お花

見や敬老会の実行部隊として存在していた組織の

機能が拡充し， I活性化連絡協議会Jの名前にふさ

わしくなったことを意味する

これまでに C協議会の主催で廃校リニューアル

のために実施した主な活動は，①廃校リニューア

ノレ・ワークショップ，②同窓会(お花見)，③棚田

点検ワークショップの 3つである(表1) .

まず 2006年 10月に実施した廃校リニューアル ・

ワークショップでは， 3集落の住民が協働して旧 C

小学校の施設を点検し，点検マップを作成するとと

もに，施設の活用に関する提案シートを作成した

そして 2007年 4月には，他出した卒業生にも声

をかけて，廃校以来初めてとなる同窓会が，春のお

花見の「拡大版」として開催された(参加者120名). 

そこでは同窓生相互が旧交を温めるとともに，余興

のーっとしてミニワークショップが行われ，廃校リ

ニューアルに関する意見が参加者(他出卒業生を含

む)から収集された.

さらに 2007年 8月には， G棚閏の荒廃状況を点

検するためのワークショップが3集落共同で開催さ

れた.3集落の中心に位置する G集落には高知県で

も有名な棚田があり，近年，その荒廃が目立つよう

になっていた.この棚田の麓に旧 C小学校があり，

廃校リニューアノレ(交流 ・体験施設としての利用)

と棚田再生をリンクできないかと住民が考えたの

である.廃校リニューアルの検討過程で生じた 3集

落の連携が，地域資源管理(棚田再生)の領域まで

拡大したのは，廃校リニューアル ・ワークショップ

の派生効果であり，当初，こうした展開になるとは

筆者らも予想していなかった.

そこで3集落連携の契機となった廃校リニューア

ル ・ワークショップと，連携内容の拡大となった棚

田点検ワークショップに関して，次にもう少し詳し

く紹介しよう.

(2)廃校リニューアル・ワークショップ

2006年 10月 21日(土) ，旧 C小学校区の 3集

落住民に呼びかけて，廃校リニューアノレ ・ワーク

ショップを実施した.会場は旧 C小学校(木造校舎)

の教室で，当日のプログラムは表2のとおりである.

参加者は， T集落 13名， G集落 3名， F集落 3

名，県職員 2名の計 21名であった 班分けは，参

加者数とその顔ぶれを見て，高齢男性班 (7名) ， 
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集落点検ワークショップ
構想づくりワークショップ
地域再生プラン「いきいきTJ完成
C協議会総会
廃校リニューアル・ワークショップ
同窓会(お花見)
C協議会総会
3部落代表者会議
棚田点検ワークショップ
(活動継続中)

注:rTJ はT集落の活動 rCJはC地区(3集落共同)の
活動を示す.

T
T
I
T
I
C
C
C
C
C
C
 

いの町C地区における地域づくり活動

2004年8月

2004年9月
2005年3月

2006年8月

2006年10月
2007年4月
2007年5月
2007年6月

2007年8月

表 l

C地区におけるこれまでの地域づくり活動の流

れを整理すると，表 lのようになる.最初は 3集落

の一つである T集落の地域再生プランづくりから

はじまった.このプラン作成の支援をきっかけに，

筆者らは外部コーディネータとして本地区に関わ

りをもつようになったのである注2)

T集落では，①集落点検ワークショップによる地

域資源の再発見，②構想づくりワークショップによ

る地域再生プラン案の作成，③先進地(高知県梼原

町，愛媛県内子町)の視察，④地域再生プラン案の

全戸回覧 ・修正による合意形成を経て，地域再生プ

ラン「し、きいき TJ が完成した.この地域再生プラ

ンづくりの中で直面した課題が，集落東端に位置す

る旧 C小学校をどうするのか，木造校舎を保存 ・活

用することによって地域活性化を図れないか，であ

る.

ところが廃校施設の保存 ・活用としづ課題は， T

集落という 1集落の住民には手に余るとともに，旧

学校区の構成メンバーで、ある他の2集落の住民の了

解を得ずに進めていくことができない問題であっ

た.そこで，旧学校区を構成する 3集落の住民(王子

卒業生)が協力して廃校リニューアルとしづ課題を

検討していくこととなったのである.

3集落連携の核となったのはC地区活性化連絡協

議会(以下， c協議会)である.C協議会は，廃校

前に旧学校区で実施していた行事を廃校後も継承

するために結成された組織で， 主たる活動は春のお

花見と秋の敬老会である.したがって C協議会が核

注 2)外部コーディネータの役割を果たしたのは，
筆者と筒井義冨 (特定非営利活動法人 TEAM'回援)
の2名である 筆者らの高知県における地域づくり
の実践については文献(福与ら 2005，福与 ・筒井
2007，農村工学研究所 2006) を参照されたい.
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表 2 廃校リニューアルワークショ ップ ・プログラム

9:00~ 9:10 

9: 10~ lO:OO 

lO :OO~ ll : OO 

1l :OO~ 1l : 30 

1l : 30~ 12:00 

説明・班分

廃校点検
廃校点検マップ作成
提案シート作成
発表会

壮年男性班 (7名) .女性班 (7名)の 3つに分け

た.

まず，班ごとに木造校舎の内 ・外を見て回る点検

作業を行った(図1).点検内容は，地域の活性化

に活用できる施設 ・道具や，修繕 ・撤去を必要とす

る施設 ・道具などをチェックし，写真に撮るととも

に記録用紙に記入した.

1時間ほどの点検作業の後，教室に戻り，班ごと

にベースマップ (AO版)に撮ってきた写真を貼り

付け，それにコメントを添えて廃校点検マップを完

成させた.

点検マップを完成させると，次に提案シー卜の作

成にとりかかった.この作業は，縦軸に「誰がJ• 

横軸に 「し、つまでに」のマトリックス上で何を

行うのか」を議論して，廃校施設の活用について具

体的に提案するものである.各班の提案シートの

キャッチコピーを列挙するとふるきよき交流施

設(高齢男性班)J • I交流の館を作ろうよ !!壮

-爽;清ぬ館を作ろう~II

よ々竺1:: 今すぐ

自分の努力で .iU主の~繍， グラウンドの登

備，組本の第え

向こう三軒両隣で -t i白期常者Fのi圭 1~. 敬之
会のえ実

地区内での協力で -*1:写J..，l示. I司:岳会期

4在， 丈b止の館構!!.イ{').校

令内7卜e青i帯. tt.，t-の11え

他の組織との協力で

行政と連機して 晶↑;まt;-;fi昨

旧学校区(異なる集落)の住民

図l 廃校点検

年男性班)J. I地域の交流といこいの場(女性班)J.

となる.

廃校施設の活用方法として，都市住民との交流施

設，宿泊施設，農業体験施設，農産物加工施設など

が提案されたが，壮年男性班(班名:わかいし)の

提案シート「交流の館を作ろうよ!! Jを例に示すと

図2のようになる.ここで注目すべき点は，棚田再

生と廃校リニューアノレをリンクさせる提案がなさ

れたことである.

-班名:わかいし

2-3年後に 4-5年後に

Jtけ直える 校合~?卜岨 I)yjト+花、 、司 1 1'ぃ

池械の物産ノ主，側、司1'f・'11fl :ん I~刊，干 Itlf.験臥，た

lt:丈it-<<.ill~

制‘a保全t'lii白書色扶隻伺 渡米体験丈ほ

校舎のf主主え， 成，:;・シャ レンカ'管のみ生延長

ワー'主の整備

図2 廃校リニューアル提案、ンートの例
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表 3 棚田点検ワークショップ・プログラム

8:00~ 8:30 
8:30~10 : 3 0 

1 0:30~ 11 :30 
1l :30~ 1 2 :00 

説明・班分
棚田点検(一筆調査)
点検マップ作成
結果発表

これは上述したように， 3集落の中心にある G集

落の棚田が荒廃してきており，その再生と廃校施設

のリニューアルを一緒に解決で、きなし、かという提

案である.そこで次のステップで， G棚田の荒廃状

況を3集落住民が協働して点検してみようというこ

とになったのである.

(3)棚田点検ワークショップ

2007年 8月 19日(日) ， 3集落住民に呼びかけ

て棚田点検ワークショップを実施した.会場は 3集

落で共同利用する多目的集会場(棚田直下，旧 C小

学校に隣接)で，当日のプログラムは表 3のとおり

である.

参加者は T集落 5名， G集落 7名， F集落 3名，

写真家 l名，県職員 l名の計 17名で、あった.廃校

リニューアル ・ワークショップと比べ， G集落から

の参加者(とくに地権者)が多くなっている.2時

間で 337筆 (6.2ha)の棚田点検を完了させるため，

棚田を 6ブロ ックに分け，各ブロックを 1つの班が

担当するように 6 班編制とした l 班 2~3 名で，当

該ブロックの地権者が担当班に入るように配慮し

た.

点検作業は，各班が担当ブロックを踏査し， 一筆

ごとに棚田の耕作状況を確認し耕作:OJ ， I管

理:ムJ，I放棄:xJの 3つに区分し，記録用のマ ッ

プ (A3版)に記入してもらった.点検(一筆調査)

より戻ってきた班から，用意した図面 (AO版)に

それぞれの担当ブロック分の点検結果を記入して

もらい， 一枚の棚田点検マップに仕上げた.

棚田点検マ ップが完成すると，班ごとに分担した

ブロックの荒廃状況を発表してもらい，点検マップ

に書き込めなかった情報(耕作放棄地にどのような

雑草が茂っていたかなど)を参加者で共有した.

図 3は，本ワークショップで住民によって作成さ

れた棚田点検マップである.G棚田の約 3害IJが耕作

放棄され，約 15%が「管理だけ」とし、う実態が明ら

かとなった.

さて図 4は，筆者らが図 3の棚田点検マップに基

易

w 
U rd手ミ .. 

~‘ 

P 
a ，ー、音色喝~~C'8 、

己
園
田

0 • 
C小学校

図3 G棚田点検マップ

C小学校

図4 耕作放棄ハザードマ ップ (10年後)
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13'るまみま

爽;荒と憩いc;)館を創ろうd:Z ⑥ 
地元の利用を第一に考え都市との交流も行える施設に

耐震補強は。 ホーノレとして使用 f 

i 農産物加工体験にんにゃくづくり)
敬老会，花見，同窓会+体験教室イ 農作業体験(G集落の棚田)

3.64 7.28 (m) 

lL..fL一一」

| 自然体験(川遊び)

宿泊は民泊

図 5 廃校リニューアル構想(案)

づいて作成した 10年後の棚田荒廃予想図(耕作放

棄ハザードマップ)である.これは次のルールで、作

成した.①現在の「管理だけ」の棚田を「耕作放棄

地予備軍Jと位置づけ， 10年後は「放棄されるJと

仮定した.②耕作者年齢を調べ， 10年後，耕作者の

年齢が 75歳以上で，後継者がいないと判断された

棚田を「放棄されるJと仮定した.これによれば，

10年後には G棚田のおよそ 2/3が荒廃してしまう

ことになる.

(4)今後の展開

今後，中央地区では①廃校リニューアルプラン，

②棚田再生プランの 2つを作成して，実行に移して

いくことになるだろう .

廃校リニューアルプランについては，廃校リ

ニューアル ・ワークショップで提案された 3つの案

に基づき， C協議会総会， 3部落代表者会議を経て

(表1)，現在，具体的なリニューアノレ案を検討し

ているところである.図5に示したのは第二次案で，

「地元の利用を第一に考え，都市との交流も行える

施設に」を基本理念としている.最終的な案が固ま

り，実行に移されるまでには，まだ粁余曲折がある

ものと思われる.

棚田再生プランに関しては，今後，棚田再生プラ

ンづくりワークショップを開催して作成していく

ことになる.そこでは，棚田点検マップ(図 3)や

耕作放棄ノ、ザードマップ(図 4) に基づいて将来の

棚田管理 ・再生のあり方を検討し引き続き耕作

する棚田j， 1棚田として再生する耕作放棄地j， 1組

放的に管理する棚田」などにゾ、ーニングしていくこ

とになるだろう.その際旧 C小学校を拠点にし

て農業体験教室を開催するとしたら，どの棚田を利

用するのかJも同時に検討されることと思われる.

なお，そうなった場合，当該棚田の地権者の同意を

得るという高いハードルを乗り越えてし、かなけれ

ばならない.

3. おわりに

集落連携の契機をつくる方法について，いの町 C
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地区の実践事例から，次の 3点が指摘できょう.一

つは連携しやすいテーマから着手すること， 一つは

人と人との交流の場となる結節機関(鈴木 1969)

の利活用をワークショップのテーマにすること，い

ま一つは既存の連携組織を活用してその機能を拡

充させることである.

(1)連携しやすい(楽しい ) テーマから

異なる集落の連携のきっかけをつくるためには，

異なる集落の住民が一堂に会して一つのテーマに

ついて話し合う「場j を設定することが有効であろ

う.その話し合いのテーマであるが，最初から深刻

なテーマを選ばず，まずは取り組みやすく，楽しさ

も加わるような課題から着手することが妥当であ

ろう.本論で紹介した C地区の事例でも，まず卒業

生による廃校リニューアノレの検討から入ったため，

それが棚田再生の問題まで展開したと考える.廃校

自体は深刻な問題だが，そのリニューアルは地域の

将来へ向けて明るい展望が描けるテーマで、ある.も

し棚田の再生(地域資源の荒廃に関する深刻な課

題)というテーマから着手したら，最初から「集落

の壁J， r地権者の壁」が立ちはだ、かつて連携はう

まくし、かなかったのではなし、かと考える.

(2)結 節機関の利活用をテーマに

廃校リニューアノレというテーマは，地域にとって

重要かっ取り組みやすいテーマというだけではな

く，テーマ自体に「連携の契機jが内包されている.

それは，学校がもともと人や情報の交流の場である

結節機関という性格を持っているからである.結節

機関の利活用をテーマにすれば，結節機関のユー

ザー(かつてのユーザーとしての卒業生)など，多

注 3)たとえば山形県山形市と山辺町では，地域を
結ぶ道路(狐一巡り街道)沿線の複数集落の住民が
連携して地域づくりを行うためのワークショップを
開催している.

様な参加者が期待でき，連携のきっかけをつくるこ

とができるのである.したがって，仮に学校(廃校)

が当該地域になくても，人と人，地域と地域の交流

の「場」の利活用に関するワークショップを開催す

ればよいと考える注3)

(3)既存の連携組織の機能拡大

いままで何の関係もないところから新たな関係

を構築するのは至難の業であろう.それよりは，既

存の連携組織の機能を拡充することの方が現実的

と考える.そういった意味では， C地区の実践事例

では C協議会の存在が大きい.もともと存在した連

携組織の機能の拡大によって， 3集落による地域づ

くりの中核組織になることができた.どのような地

域でも，小学校区あるいは旧村単位で何らかの連携

組織があると思われる.たとえ現時点ではそれほど

機能していなくても，その機能拡大を図ることで連

携強化が可能になると思われる.
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