
魅力再発見によるゲンキな地域づくり 
ハート toハート（ふるさとひょうご創生塾第１５期生） 

研究期間：平成 23年 6月～平成 24年 4月

1.はじめに 

過疎化、高齢化によって地域の疲弊、衰退が指

摘される中、地域活性化のために地域資源を活用

して交流人口を増加させようとそれぞれの地域で

は行政と住民が協働してさまざまな取り組みがな

されている。住民が主体的に地域にかかわり、つ

ながりを持ち、地域づくりに取り組む担い手を増

やしていくためには、地域への愛着（ふるさと意

識）を育むことが求められている。そこでふるさ

とひょうご創生塾 15期生「ハート toハート」で

は、淡路市長沢地区をフィールドに、地元住民や

学生（若者）と協働してさまざまな視点から地域

の魅力を再発見し、最終的には地域住民と問題意

識を共有し地元愛と関心を深めることで、住民が

まちづくりにかかわれるきっかけづくりの場をつ

くれるのではないかと考えた。地域の魅力再発見

による地域再生の可能性と課題について研究活動

を行った結果を報告する。 

 

2. ふるさとひょうご創生塾とは注 1） 

兵庫県ではこころ豊かな兵庫をめざす県民運

動を担う地域リーダーの育成と交流の場として

“こころ豊かな人づくり５００人委員会”など、

県域全体で、または県内圏域ごとに住民主体の地

域づくりに取り組む気運は高まっていた。また急

速に進む少子高齢化、情報化や、価値観の多様化

が進むなか、地域社会がそれに対応していくため

には、地域づくりのリーダーにもさまざまな地域

課題の解決にあたるための広い視野と専門的かつ

高度な知識が必要であるとの認識が高まり、県に

おいて新しい学習機会の検討が始まった。 

そんな中で発生した阪神淡路大震災は、高齢化

問題、都市づくりのあり方、災害時要援護者への

対応など、それまではっきり見えなかった都市や

地域社会の抱える課題を明らかにした。また、人

はコミュニティを離れて生きていくことはできな

いことを人々に認識させた。そこには、地域と地

域、人と人を結ぶネットワーク型の「新しいコミ

ュニティ」の芽が見られた。こうした震災の経験

や教訓を踏まえ、ふるさとひょうご創生塾は新し

い社会を切り開く強力な個性をもつリーダー“ふ

るさとひょうご創生マイスター”の育成をめざし

て開設された。 

 

 

3.グループ活動のおこり 

ふるさとひょうご創生塾では、大きく１年次と

２年次に工程を分けて学習を行う。１年次は、塾

生間の関係性を作る導入講座、企画力や実践力を

高めるため社会動向、住民と自治、コミュニティ

論、地域づくり、ボランティア論などを学ぶ基礎

講座を経たあと、グループ運営や会議運営法、実

践活動の企画づくりを学ぶ実践講座などの学習を

行う。続いての２年次は実際に地域活動を実行す

るために、班分けを行い、班別に自主的な問題を

設定して活動を行う。 

環境や青少年の育成、高齢者の生きがい創出な

どさまざまなテーマが出る中で、「元気な地域づく

りに寄与する活動」を目的に共感したメンバー5

名が集まり、「住民参加型のまちづくりとは」を研

究課題として「ハート to ハート』5人のメンバ

ーとして発足した。  

 

4. テーマの選定 

① 研究の背景 

 現代社会において、個人情報保護の名のもと、

人と人とのかかわりを嫌う「個人主義」が尊重さ

れるようになってきた。加えて、核家族化や女性

のライフスタイルの変化、少子高齢化によって「向

こう三軒両隣」のような日本の古きよき伝統文化

が姿を消しつつある。その結果、人と人とのつな

がりが希薄になり、地域の伝統文化や自然に関す

る関心、郷土愛も薄れ、地域資源が豊かであるに

も関わらずそれが継承されずに生かされていない

と感じる。今、さまざまな形で地域の魅力を受け

継いでいこうとする取り組みが行われている。住

民が主体的に地域にかかわり、つながりを持ち、

地域づくりに取り組む担い手を増やしていくため

には、地域への愛着（ふるさと意識）を育むこと

が求められている。そこでハート toハートでは地

域住民がふるさと意識を育み、地域とのつながり

を持つ人を増やして、元気な地域づくりに寄与す

ることを目的に研究を開始することとした。 

 地域づくりには外部からの客観的な意見も必要

であるが、住民など地域に関わる人が自分のこと

として事業にかかわることが大切である。そこで、

地元自治会や学生などと協働し、さまざまな視点

から地域の魅力を再発見し、最終的には地域住民

と問題意識を共有し、地元愛と関心を深め、まち

づくりにかかわれるきっかけづくりの場づくりも



したいと考えた。 

 研究活動の場としてのフィールドは、淡路市長

沢地区とした。ここは小規模集落として以前より

兵庫県ならびに淡路県民局が中心となって活性化

を図っている地域でありながら、これからの地域

活性化の指針に苦慮している地域である。加えて、

地元大学の兵庫県立大学大学院緑環境景観マネジ

メント研究科 林まゆみ准教授が授業の一貫とし

て長沢地区をフィールドに地域活動を実践する。

そこでこれら学生たちとも協働し中山間地域をフ

ィールドに「住んでよかったと思えるふるさとを

目指して」をコンセプトに研究活動に取り組むこ

ととした。また、ふるさとひょうご創生塾は基本

的には単年度事業であるが、研究成果を継承して

いただける地域として、この事業に積極的にかか

わっていただけるよう長沢地区に依頼したところ

快諾を得ることができた。まちづくりの根幹を担

うのは住民であり、その存在を無視して地域活性

化を述べることはできない。当事者としての住民

の参画を得ることがこの研究事業の大きな成否で

あるところから長沢地区を我々の研究フィールド

として選定をする理由となった。 

                               

② 研究拠点の概況 

(1) 淡路島 

淡路島は２００５年４月１日に旧・津名郡淡路

町、津名町、北淡町、一宮町、東浦町が合併し発

足した淡路市、２００５年５月１１日に三原郡三 

原町、緑町、西淡町、南淡町が合併し発足した南

あわじ市、２００６年２月１１日に洲本市と津名

郡五色町が合併し“新”洲本市として発足した。

この時、淡路島から「郡」が無くなり３市として

新たな自治の淡路島が誕生した。２００５年と２

０１０年の国勢調査における、３市の人口は、淡

路市（４９，０７８人⇒４６，４６５人）、南あわ

じ市（５２，２８３人⇒４９，８５３人）、洲本市

（５０，０３０人⇒４７，２７１人）といずれも

約５％の減少となっている。また、人口減少に伴

い、２００５年と２０１２年の兵庫県と淡路島３

市の高齢化率は、兵庫県（１９．２％⇒２３．２％）、

淡路市（３０．０％⇒３２．８％）、南あわじ市（２

６．１％⇒２９．３％）、洲本市（２６．９％⇒２

９．６％）と逆に２．７％～４．０％と増加して

おり高齢化が進んできている。 

 

 

(2) 淡路市 

淡路市の２００５年合併時と２０１２年の総

人口と世帯数の推移では、総人口が５１、５０８

人⇒４７，６０６人と７．６％、３，９０２人の

減少に対し、世帯数は１９，０４０世帯⇒１９，

６３０世帯と逆に３．１％、５９０世帯も増加し

ている、これは核家族化ひいては、若い世代が田

舎から便利な町へでることによる、田舎の過疎化

に拍車がかかっていると考えられる。 

 

(3) 淡路市長沢 

○自然豊かな歴史文化が残る中山間集落 

活動の拠点である、淡路市長沢地区は淡路島の

播磨灘側、神戸淡路鳴門自動車道の「北淡 IC」か

ら南東に７㎞、大阪湾側、国道２８号線の生穂交

差点から、北西に５㎞、標高２００ｍ～３００ｍ

と淡路市の山間部に位置し、淡路市市街地中心か

ら車で２０分の距離である。 

 

 

 

長沢地区は、淡路島イコール海のイメージとは

異なり、古くは「津名の奥座敷」と呼ばれる中山



間部である。春は野鳥の鳴き声と蛍飛び交う小川、

水が張られた田植えから黄金に輝き稲穂がたわわ

に実り頭がたれる棚田の風景が広がり、緑のトン

ネルから紅葉へと移り変わる里山、夜は街灯の無

い暗闇の天空に輝く満天の星空を臨むことができ

る。淡路玉ねぎをはじめ、東山寺大根、山芋、芋

掘り園、ブルーベリー摘み園など、自然の恵みが

豊かな地域である 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【長沢の風景】 

 

また、数多くの歴史遺産がある。 

平生山東山寺は弘仁 10年（819年）弘法大師

（空海）により開祖され、山門は室町時代淡路守

護職（三原養宜館主）細川頼春から寄進された、

淡路最古といわれる木造建築物である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【平生山東山寺】 

 

その他、毎年１月８日的矢神事注 2）が行われる

金山比古神社は、康正２年（室町時代中頃）に創

建されたものであり、伊勢ノ森神社、中ノ森神社、

地蔵堂、西下大師堂等の建造物から五穀豊穣を祈

る社日塔、路傍の神仏を祭る石仏など多くの歴史

遺産がある。 

傾斜地の地形を生かし昔は１５か所あった水

車は、地域の方の力で維持管理されている「引地

り水車」が 1つ現存しているのも注目すべき地元

の遺産である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

明治初期に地元の人の手で掘られ、壁面にはノ

ミの跡が残る、手掘りトンネルが残るなど、自然、

歴史、文化と多くの誇れる遺産が残る、６集落注3）

からなる山村が淡路市長沢である。 

 

○地域活性化の課題の残る地域 

しかし、無医村、無店舗で保育園が平成２０年

９月、小学校が平成２１年３月をもって閉園、閉

校となり、平成２２年２月の時点で、６集落の総

人口２６１人、総世帯数１０４世帯、高齢化率４

２％と少子高齢化が加速してきている。 

こうした中、長沢地区には町内会を中心として

以下の活動組織を作っている。 

 

【長沢での活動組織】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

住民はいずれかまたは複数の組織に在籍し、そ

れぞれの組織が協力しながら、これまで行政も入

り込んで以下の活性化事業に取り組んできた。 
平成 5年 ・長沢活性化を考える会発足 

平成 7年～ 

   継続中 

・ミニバス運行 

平成 9年～ 

 平成 22年 

・長沢アートワークパイロット事業 

 

平成 10年 ・島外移住者による『あじさい園』の開園 

長沢での活動組織 

1：町内会による集落の共同作業（自治会） 

2：老人クラブ 

3：公民館活動 

4：消防団 ・地区の防災活動 

5：農会長 ・棚田や利水管理 

6：春祭り実行委員会 ・春祭りの企画運営 

7：スポーツクラブ２１長沢 

8：県民交流広場（自然ふれあい長沢）（淡路県民局支援） 

9：コミニュティミニ・バス運行（ふれあい号）（淡路市支援） 

公共交通機関がなく、長沢～志筑間１０ｋｍを平成７年より住民自 

治にてミニバスを運行、平成２１年３月の小学校閉校後は、市民混 

乗型スクールバス（１５人乗り）として、長沢住民１世帯 1万円／ 

年と淡路市の補助金にて、住民有志により５回／日運行。 

10：長沢エコツーリズム推進協議会（淡路県民局支援） 

21年度環境学習フィールド拠点モデル地区として、水生生物学習、

バードウオッチング学習、太陽光によるエコクッキング等の実施。 

11：小規模集落元気作戦 

兵庫県支援により、21年度からモデル地区として、参加し都市部交 

流を開始。尼崎や芦屋で長沢地区の野菜販売等を実施。 

12：中山間 

長沢集落の農用地において、耕作放棄地の発生を防止し、将来にわ 

たって持続的な農業生産活動等を可能とすることにより、集落の持 

つ多目的機能の確保を図るため、6集落一体となり 5年間で取り組 

んでいる。 

13：営農組合 

14：友がき 若い世代のグループ。長沢のイベントに参加。 

15：やよい会  

県民交流広場で地域の主婦が集まって行っている大正琴グループ。 

16：アートパーク朝市 

毎年４月～１２月の間、第４日曜日に地場生産の農産物を販売。 

 

 



平成 16年 3月 ・長澤町民による長澤誌発行委員会による 

 監修、編集、浜岡きみ子著による、『長澤誌』発行 

平成 20年 2月 自然ふれあい長沢オープン 

平成 20年 9月 ・小規模集落元気作戦モデル地区 

・保育園閉校 

平成 21年 3月 ・小学校閉校 

・小規模集落元気作戦で県内女子大生による、 

 長沢活性化提案 

・長沢エコツーリズム推進協議会モデル地区 

平成 21年 12月 閉校した小学校に、スイスからの移住者による 

ノマド村オープン 

平成 23年 6月 

  ～7月 

兵庫県立大学大学院 緑環境景観マネジメント研究科

の学生と、ふるさとひょうご創生塾の塾生との協働に

よる、『長沢の魅力再発見によるゲンキな地域づくり』

活動受入 

平成 23年 11月 あわじ地域づくりラウンドテーブル開催 

しかしながら、活性化の担い手になるべき若者の

流出は多く、地域の活性化の課題はまだまだ根強

く残るのが現状である。 

 

5. 実践活動について 

 住んでよかったと思える地域をめざすことは、

我々外部からの魅力再発見はもちろんのこと、住

んでいる人の思いの共有をすることが不可欠であ

る。そこで兵庫県立大学大学院 緑環境景観マネジ

メント研究課の学生とともに３回のフィールドワ

ークを実施し、その中で外部から見た活性化の提

言をすることとした。                                 

 

【実践活動の全体像】 

  

住民との意識の共有 

 

 

 

 

 

 

 

  

行政・長沢地区住民との意識の共有 

  

 

 

 

 

 

住民主体による長沢地区 

「住んでよかった地域づくり」の実践 

 

① フィールドワーク 

（1）フィールド1 棚田での農業体験 

 長沢地区は津名の奥座敷とも言われ、標高 300m

の風光明媚な高台にある。数多くの棚田があり、

その風景は後世に残したい日本の原風景でもある。 

しかしながら若者の農業離れに加えて人口の流出

によりその担い手が少なくなっているのが実情だ。

兵庫県立大学大学院 緑環境景観マネジメント研

究課の学生とともに農業を体験し、この様子をイ

ンターネットを使ったブログにアップするととも

に、地域の人たちとの交流を通じて長沢地区に対

する思いのヒアリングを行った。 

 

実施日 平成 23年 6月 13日（月） 

参加者 住民 18名 学生 16名 当グループ 4名 

 

 

（2）フィールド2自然豊かな長沢地区のまち歩き 

長沢の歴史文化をまとめた郷土史「長澤誌」注 4）

をもとに長沢の人、歴史、自然などを住民に案内

してもらいながら長沢の魅力を発掘する。 

  

実施日 平成 23年 7月 11日（月） 

参加者 住民 11名 学生 13名 当グループ 4名 

 

 

（3）フィールド3 長沢の魅力と情報発信の提言 

農業体験、まち歩き、住民からのヒアリングを

通じてそれぞれが感じた長沢の魅力を住民と共有

し、それを生かしたまちづくりの提言を行った。

地域外である学生や当グループの意見を住民がど

う捉え、今後の活性化として役立つものにできる

かの意見交換会とし、事業の具現化に向けた第一

歩とした。 

 学生からの提言はブログ等を通じた情報発信の

充実化や、農業体験を通じての民泊、また農業景

観の整備等があげられた。当グループからは、①

歴史と自然、地域資源を利用した長沢地区フット

パス（散策コース）の設定と②おもてなしとは 3

つの「不」の除去であると提言。3 つの「不」と

は不安、不便、不自由であり、駐車場や散策マッ

プ、案内看板、市民トイレ等の設置などを挙げた。 

 これに対して住民からの意見は、地域外、特に

都会からの観光客を受け入れるにはまず山間地域

の特徴を知って欲しいという意見が上がった。案

フィールド3 長沢の魅力と情報発信の提言 

 

フィールド1 棚田での農業体験 

フィールド2 自然豊かな長沢地区のまち歩き 

 

あわじ地域づくりラウンドテーブル（淡路県民局主

催）での長沢地区活性化の発表 

 



内標識にも「マムシ」への注意など都会では予想

しない危険性があることを理解してから散策して

ほしいなど住民ならではの意見が出た。民泊につ

いても閉鎖的である田舎ではまだまだハードルが

高く、住民の理解を得る仕組みづくりには時間が

かかるなどの意見もあがった。しかしながら、フ

ットパスの整備については現在ある資源を生かし

ながら中長期での取り組みが可能であるのではな

いかという前向

きな意見もあり

今後の地域活性

化事業の 1つと

して継承するこ

ととなった。 

 

 

実施日 平成 23年 7月 11日（月） 

参加者 住民 20名 学生 12名 当グループ 4名 

    行政 6名 

 

② あわじ地域づくりラウンドテーブル 

 あわじ地域づくりラウンドテーブルとは、兵庫

県淡路県民局が主催し、県民交流広場、NPO 法人

など幅広い淡路地域の地域づくりの担い手が課題

を共有し学び合うとともに、新たな担い手の発掘、

養成の場ともなる交流サロンで、島内の地域づく

り活動拠点を巡回し定期的に開催している。23年

度は長沢地区他５箇所で実施され、住民がこれか

らの地域づくり活動の発表を行い、それに対して

有識者の意見を聞き、今後の活動の参考にするも

のとなった。長沢地区住民からの発表の中で、当

グループが提言した「おもてなしインフラ整備」

が取り上げられ、案内板やマップづくり、市民ト

イレの設置など3つの不の除去に取り組む旨をあ

げ、評価を受けた。 

多数の行政、有識者などが参集するこの会議で

の発表は長沢地区にとっては発表の場である以外

にも格好の情報発信の場であり、元気な小規模集

落であることが広く周知できたと感じた。 

実施日 平成 23年 11月 17日（木） 

参加者 各種団体参加者２５人、当グループ４名 

オブザーバー５名、行政４名 

 
 

【地域活性化提案から地域主導のアクション 

プランづくりへ】 

 第４回長沢地域活性化提案会で、兵庫県立大学

大学院の学生やふるさとひょうご創生塾生等が

行った田植え体験や住民へのヒアリング、まち歩

き調査等のフィールドワークで取りまとめた地

域活性化に向けた提案書を提示。 

その提案を受けて、地元で実施する上での問題 

点を抽出するとともに、地元主導によるアクショ

ンプランづくりについて意見交換を行った。 

表-1地域活性化プラン推進上の問題点と解決の方向性       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上記提案の中から、 

１． ノマド村と連携し、情報発信を行っていく。 

２． 長沢の新鮮農産物の販売方法について、朝市

提案（１）長沢の魅力発信 
情報発信力が弱い。長沢の歴史、文化、自然など、地域資源を

ブログで魅力を発信する。 

⇒学生が作成したブログ内で、地域の人が、地元のエピソードも

含めて随時更新する。 

提案（２）長沢の自然景観・動植物を発信 
四季折々の自然景観を発信することで、リピーターの増加を図

る。⇒ 休耕田・放棄地に「中山間長沢集落」の協力を得て、植

栽により景観美化を図る。 

提案（３）地元朝市とノマド村との連携 
朝市の販売時間とノマド村の営業時間にズレが生じるため来

訪者が野菜を購入できない 

⇒発信力、集客力のあるノマド村で地元の新鮮野菜を販売するこ

とで集客効果を上げる。 

提案（４）おかえりチケットでふるさと投資 
長沢発行のチケットで来訪時に特典をつけ帰郷回数（リピータ

ー）の増加を図る。 

⇒現在、朝市でスタンプカードを発行。今後、コミュニティ･ビ

ジネスとして検討する。 

提案（５）竹林がお宝（エコでにこにこ） 
 竹林整備のため樹木粉砕機を購入し、粉砕された生竹粉末は雑

草の繁殖制御剤や肥料に 

⇒粉砕機(840 万円)の設備投資金が現在の状況では調達できな

い。今後の検討課題である。 

提案（６）子どもまきまき 
 長沢に住む子ども達に、もっと長沢を好きになってもらうよう

な仕掛けづくりが必要。 ⇒ 三世代交流を継続して実施する。

（グランドゴルフ、イベントの開催など） 

提案（７）近隣の幼稚園児をねらえ 
 年間を通して自然の営みが観察できるので、近隣の神戸市、明

石市などの幼稚園と提携することで、交流人口の増加を図る。⇒

すでに親子対象の課外学習として、長沢エコツーリズムを年間２

～３回すでに実施している。 

提案（８）広場＆引尻り水車のリニューアル 
 広場を住民憩いの場にするため、東屋や植栽案を提案。水車は

外部の人は行きにくく周囲の景観整備が必要。⇒ 広場に四季

折々の花・木を植栽する。水車は、地域の財産として地域で守っ

ていく。 

提案（９）おもてなしのインフラ整備 
 おもてなしの心「３つの(不)･･･不安、不便、不自由」を解決

することが、来訪者への「満足感」の提供に繋がる。 

○ 案内板の設置、マムシ等危険箇所の表示、散策マップの作成 

○ 駐車場、市民トイレの整備 

○ フットパスコースの選定 

⇒住民手づくりの案内看板を作成して、来訪者の目に付きやすい

場所に設置する他、駐車場・市民トイレの整備は、町内会を通し

て行政に依頼する。フットパスコースは、地域の魅力を織り込ん

だコースにまとめるため、地域の方や創生塾メンバーで実際に歩

いてコース選定を行う。 

 



のほかに来訪者向けにノマド村での販売を

検討する。 

３. おもてなしのインフラ整備を住民の手で進

める。（道路案内看板、散策マップの作成等） 

長沢地区県民交流広場の活動事業として取り

組んでいくこととなった。 

 

6. 提案実現へのサポート 

第４回長沢地域活性化提案会での地域活性化 

プランを受け、我々のグループが提案した「おも

てなしのインフラ整備によるフットパスコース整

備」「案内看板設置と散策マップ作成」を長沢地区

で継続して取り組みたいと住民からの申し出があ

った。当初計画では活性化提案で事業終息の予定

であったが、活動を通して知った長沢地区の歴

史・文化・自然の魅力とそれ以上の住民の魅力に、

引き続き住民と共に地域活性化の活動を継続して

いる。 

 

① サポート活動 

 今後の活動方針を決める中で、地元住民の方々

には住んでいる地域の知識はあるが、それを資料

にまとめたり散策マップを作成したりという実務

経験がないことが活動のネックであるということ

が分かった。我々がフィールド 3 でフットパスを

提案した際に使用したネット地図情報活用等の手

段を元に進めることとした。 

我々も活動を通じて地域内を散策したり情報

収集は行ったが、詳細な散策マップ作成には地域

住民の意見は不可欠である。そこで、改めて住民、

行政も当グループメンバーとともに長沢散策マッ

プを作成することとなった。 

また合わせて、案内看板の作成も行うこととな

った。 

 

【マップの検証】 

・日程 ２月４日 

・参加者 長沢住民５名、県関係者３名、当グル 

ープメンバー2名 計１０名 

 

・日程 3月 28日 

・参加者 住民2名（内一人は長沢への移住者の方）、 

デザイナー１名、グループメンバー１名

計４名 

散策マップ及び資料をもとに、マップ作成にかかる

レイアウトなど協議。デザイナーに原案を元に作成

検討依頼。 

 

 

 

 

【案内看板の作成】 

・日程 ３月８日 

・参加者 住民 10名・当グループメンバー2名 

計１２名 

ペンキを塗り、文字入れ、ハート to ハートが作

成し拡大コピーした下書きを使用した、掲示用大型

散策マップ作成。 

 

・日程 4月 12日 

・参加者 住民11名・当グループメンバー2名 

計 13名 

作成した案内看板、大型散策マップ等の設置作業。 

長沢大型マップ、案内看板６箇所、引き尻水車看板

３箇所にも及んだ。 



 

 

 

 

②  サポートから見えたこと新たに学んだこと 

 長沢地区の活動を外部からサポートするうちに 

以下のことが見えてきた。 

 

（1）地元の方の作業奉仕で成り立つ自然保護 

今回、散策した冬場の農道では問題なかったが、 

生い茂る夏場ではまむしなど危険生物が発生す

る。我々もフィールド時には蛇を見ており、3つ

の「不」の除去で提案した「不安の除去」として

の、注意看板の必要性と内容の充実を最認識した。 

 

（2）迎える方の『不』も考えた提案 

長沢地区の方の住居は、一部幹線沿い住居を除き、

山間部の斜面に点在しており、隣家まで 50m～

100ｍも離れており一度幹線に出てから隣家へ行

くお宅も多い。また道も狭く入り組んでおり進入

すると行き止まり他人の敷地内で U ターンする

こともしばしばである。 

来訪者用トイレとして長沢エコ島民センター

の屋外トイレの開放を提案したが、地元としては

無人時の来訪者のトイレ使用を不安に思う人もい

た。これまでの提案では来訪者への「不の除去」

を説明してきたが、来訪者が地元の方へ与える

「不」も考慮し、その解決策として、進入禁止の

看板設置や、他地域でのトイレ提供で無人時は施

錠して提供している地域もある等、その解決策も

含めた提案を行うことの必要性を新たに学んだ。 

 

 

（3）近隣地域を巻き込んだ提案 

淡路では長沢のような中山間小規模集落が多く

あり、その 1つ 1つが活発な活動をしている。今

回の散策では隣の生田地区の人も参加し、情報交

換や意見交換を行った。普段、個人的なお付き合  

いは有っても、近隣地域の活動での意見、情報交 

換はなく、今回初めてお互いの活動を知り役立っ 

たとのことである。 

長沢のこれまでの活動も、長沢地域内もしくは、

阪神地域イベント会場での農製品販売での活動等

が主体であり近隣地域との連携はこれまで皆無で

あった。今後、近隣を取込んだ近隣地域共同活性

化協議会等の活動が必要になって来るのではと思

われる。 

 

（4）マップの整備 

 散策マップに記載する連絡先で作成や発行

元は、電話番号等の来訪者が直接連絡を取れる

手段をどうするかを検討する必要がある。淡路

市の観光協会等にお願いするなど、訪問者への

配慮が必要である。 

 また、公共施設の統廃合で空き施設は地域の

活性化を目指した新しい名称の施設等に有効

利用されている。来訪者は、新しい名称でカー

ナビやインターネット地図サイトで情報を得

て訪れようとするが、これら情報機器のデータ

は旧施設名のままでたどり着けないことが多

い。しかし、Googleマップの場合は地図上のラ

ベル名の訂正や変更を受付けるサイト等があ

り、申請すれば訂正や変更を受理し変更してく

れる。

http://support.google.com/maps/bin/request.p

y?&contact_type=incorrect_label 

これら便利な機能を利用し、来訪者の不を取り

除く必要があろう。 

旧名称も地域の顔であり、住民の同意を得て変

更することを、忘れてはならない。 

（5）長沢・長澤表記 

  淡路市長沢の表記については、淡路市のHP

によると、市町村合併の新表記には、旧表示・

兵庫県津名郡津名町長澤○番地、新市における

表示・兵庫県淡路市長沢○番地となっているが、

市条例などの淡路市体育センターの設置及び

管理に関する条例の平成22年３月31日条例第

15号改訂版では、長澤体育センター 淡路市

長澤 727番地と混在している、また長沢地区の

情報発信においても同様に混在している。 

したがって長沢（長澤）のように併記し、ネッ

ト検索等で漏れの無いように情報発信する必

要がある。 

 

http://support.google.com/maps/bin/request.py?&contact_type=incorrect_label
http://support.google.com/maps/bin/request.py?&contact_type=incorrect_label


7. 地域の活性化に繋がる「3つの『不』の除去」

の必要性 

長沢でのフィールドワークを体験してわかったこ

とは来訪者へのおもてなしの必要性である。 

ツーリズムの活性化により地域づくり・まちづ

くりが進み、結果として地域の活性化（＝人づく

り）となる。そのためには、長沢を地域住民が愛

し、訪れる地域・まちに育てることが必要なのだ。

ツーリズムの活性化における受け入れ体制の整備

は、誘致宣伝と同等以上に大切なことだ。 

そこで必要になってくるのが、三つの「不」の

除去だ。三つの「不」とは、「不安・不便・不自由」

を指す。 

・不安の除去…旅行の基本情報（安全、アクセス、

交通、宿泊、食事、観光資源など）の欠如は最大

の不安材料である。 

・不便の除去…不安が解消されても、未知の訪問

地では数えきれないほどの不便が待ち構えている。

それらに対してどのように受け入れ体制を整備し、

満足を与えるかが課題となる。 

・不自由の除去は…どの場所でも不自由はある。

しかしながら受け入れ地域における自由な行動、

交流、住民のおもてなしの心（ホスピタリティ）

等がこの解決に役立つ。 

 地域の活性化を考えるとき、「不安・不便・不自

由」の除去を基本に考えていくのが一番であると

考える。すべてを業者任せにするのではなく、気

づいたところから住民の手で1つ1つ整備してい

くのがおもてなしの「心」そのものであろう。そ

して、その行程こそが地域住民が地域を愛し「住

んでよかったと思える地域づくり」そのものであ

ると考える。 

 今、長沢は、『地域ぐるみでつくろう・・・長沢

の自然と活力』をスローガンで動き出した。地域

住民主体の活動は、行政を巻き込み、目的とする

「地域の活性化＝ひとづくり」となるでしょう。 

 

8. 最後に 

近年、大学生や企業等が、農山漁村部で地域活

性化のためのフィールドワークを実施し、様々な

提案を行っているが、残念ながら提案だけに終わ

っている事例が少なくない。 

今回のフィールドワークでは、若者（地元の大

学生）とよそ者（創生塾生）が、外からの目で地

域の魅力を再発見し、地域主導で課題解決に導く

ことを視野に入れた活動を展開してきた。 

フィールドとなった淡路市長沢地区には、小学

校の廃校跡にできた「ノマド村」があり、カフェ

や芸術家の拠点として、島内外から交流人口の増

加につながっている。 

今回のフィールドワークや地域活性化提案会

をきっかけとして、ノマド村と長沢朝市との連携

により地元の新鮮野菜を売る「長沢マルクトゥ」

（＝長沢朝市）や、竹約８００本を使って建てた

「竹の家」（憩いの家＆竹工房）では、地域住民の

憩いの場や来訪者との交流の場となる新たな名所

が誕生した。また、観光案内看板や道標・フット

パスマップづくりなど、おもてなしのインフラ整

備も地元主導により具体的に進みだしている。 

今後は、ゲンキな地域づくりを熱心に進めてい

る近隣小規模集落（生田
い くた

地区・五斗
ご っ

長
さ

地区、仁井
に い

地

区）と広域的な交流・連携を図りながら、それぞ

れの地域の個性を活かした活性化策を機能させる

ことが、地域の持続的な暮らしを維持する上で重

要なことだといえる。 

そのためにも、「3つの不の除去」を実践するこ

とによる地域愛を深め、地域への誇りや愛着を持

つ住民と、その取り組みを支援する仕組みを行政、

NPO、他の地域団体とコラボレーションしながら

進めることで、持続的な地域づくりの達成に結び

つくものと期待している。 

 

<注> 

1.ふるさとひょうご創生塾とは： 

生涯学習研究 e辞典  

ふるさとひょうご創生塾 鬼本英太郎著から 

2.的矢神事：武士が馬上から的を射る流鏑馬に対し

長沢で行われている的矢神事は一般庶民の間で行

われる馬に乗らないで的を射る弓神事 

3.６集落：長澤は、山間部の斜面に点在しており、 

古くは、10～20世帯の上部落、北部落、南部落、 

西下部落、西上部落、東山寺部落の６部落で運営

されていた。 

4.長澤誌：平成１６年３月に、長澤誌発行委員会（長

澤住民）監修、編集、淡路在住の郷土史家浜岡きみ

子著による長澤郷土史。 
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＜研究メンバー＞ 

氏 名 所 属 

加藤 美政 ふるさとひょうご創生塾第 15期生 

和田 清一 ふるさとひょうご創生塾第 15期生 

玉田 恵美 ふるさとひょうご創生塾第 15期生、

NPO法人姫路コンベンションサポート理事長 

藤澤 辰夫 ふるさとひょうご創生塾第 15期生 

和崎 一岐 ふるさとひょうご創生塾第 15期生、

インフォミーム(株) 

大谷真智子 ふるさとひょうご創生塾第 15期生、

こころ豊かな淡路づくり推進会議 

   

 


