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飯田フィールドワークその２ 

都市と農村 
140321071 河内雄馬 

 

 

都市と農村の最終目標 

 

 

 

「農村文明」は、農山村が都市の「都市文明」に対峙して、農山村と都市の対立関係を生み出すものではなく、

あくまでも農山村が有する都市とは異なる普遍的・多面的な価値や機能を、そこに住む住民が十分に理解し、個

性と特長を活かして「農のある暮らしと地域づくり」を進め、「村格・都市格」のある姿を作り出すことが前提と

なります。その上で、農山村と都市の相互理解、さらには、農山村に愛着を持った人づくりを進めることにより、

農山村と都市との間で、経済・資源や農業・環境の良好な循環を目指していくものです。また、これにより、都

市の生活においても、自然との共生や地域での支え合い機能といった、日本人が長い年月をかけて農山村で築い

てきた価値観、ライフスタイルを取り入れることも期待できるところです。これによって、農山村と都市が共生

することが、「農村文明」創生による理想の姿である。 

 

 

 

 

 

 

【飯田市】 



2 

 

 

長野県の最南端､南アルプスと中央アルプスに抱かれ、環境文化都市をめざし､産業･都市･人づくりを柱に､｢環

境が文化になるまで｣との意識で個性あるまちづくりを進めている飯田市｡まちづくりの原点には「自分たちのま

ちは自分たちで作ろう」という姿勢があります。 

 

●街のシンボル～中心市街地にあるりんご並木 

  

飯田の街の真ん中に、秋には赤いりんごの実のかがやく並木道があります。これは、戦後まもなく市街地の４

分の３を焼失した不慮の大火後、防火帯道路の中央に作られた緑地帯に、「自分たちの手で美しい町をつくろう」

という地元中学生の発案に基づいて植えられたものです。 

当初、「街の真ん中にりんごの木を植えたって、たちまちその実を盗まれるに決まっているじゃないか」と笑う

人もいました。しかし、中学生たちは「美しく赤く実った姿を見れば、誰も手をつけないだろう。いや、誰も手

をつけない、そういう都市をつくりたいものだ」・・・こうしてりんご並木の計画は進められていきました。 

都市の中心部にこのようなりんご並木が存在する事例は、全国的にも数多くはありません。飯田市はこれを日

本で最初に始め、歴代の中学生たちが管理活動を行い、市民もあたたかく見守り、地域ぐるみで育んできました。 

現在でも、りんご並木を活かした景観形成・まちづくりの取り組みが進められています。並木は、かつての大

火復興のシンボルから街のシンボルとなり、幾度もの廃止論争の末、並木の両側の道路を遊歩道園として、車の

往来の無い公園内並木として生まれ変わろうとしています。98年に歩行者優先の大きな公園に生まれ変わったり

んご並木は､文化が香る中心市街地､魅力的な都市空間の創出をめざす重点プロジェクトでもあり、並木誕生から

約50年の歳月が経ち、並木は新しい時代へと入ろうとしています。 

 

 

●グリーンツーリズムによる農村活性化 

  

飯田市の大部分は農業に不利な中山間地ですが、その中で地域の自然や文化がどう活かせるのかが考えられ、

都市農村交流がそのツールの一つとして利用されています。 

 飯田の自然の中で農家と触れ、農産物を生産していくためにどういった苦労をしているかを理解してもらう

ねらいで、中高生を対象とした体験教育旅行や、年齢層の異なる小学３年～中学３年が共同生活をしながら様々

な体験をしてもらう「南信州子ども体験村」などが実施されています。このほか、農繁期に人手が足りないとい

う農家の声と農業にあこがれる都会の声を結びつけ、ワーキングホリデーをヒントに考えたツーリズム「南信州

ワーキングホリデーいいだ」も実施され、昨年は 200人を超える応募がありました。 

 こうした取り組みの背景としては、夏は涼しい地域であるため大学生の合宿等受け入れの素地もありました

が、集落ごとに農政課・JA・農家で事業実施について話し合いを積み重ねたり、また商工観光課が東京の旅行会

社へ営業活動するなど、農家・JA・役所の方の努力の積み重ねがあります。 

 また受け入れ側でも、作物を育てる感動を伝えることが出来る人材育成を目的に、農村をまるごとキャンパ

スとして食・命・環境・地域づくりの座学と実践を行う「南信州あぐり大学院」など、さらなる内容の充実や農

村を元気にする取り組みが行われています。 

 

●ISO14001自己適合宣言と地域ぐるみ環境 ISO研究会 

 

自治体での取得が一般化してきた ISO14001についても、飯田市は97年に地元事業所と「地域ぐるみ環境 ISO

研究会」を立ち上げ研究を始め、自治体の中では早い部類に入る 00 年に認証取得しました。さらに更新時期を

迎えた昨年１月、さらなるステップアップをめざし、全国で初めて審査登録機関による認証取得から自己適合宣

言方式への移行が実施された自治体として知られています。 

自己適合宣言では信頼性確保のため、内部監査が非常に重要になります。飯田市では３年前から、ISO取得組

織が互いに自らのシステムを高めていけるように、研究会メンバーの事業所や県内ネットワークの自治体等と相
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互内部監査を実施してきました。飯田市の「自己宣言」は、市役所内だけにとどまることなく、地域の事業所へ

受け入れられ地域全体の活性化につながらなければ、「ひとりよがりの実験」に終わってしまうとの考えから、移

行後の昨年末の監査でも市役所の外から 106人もの協力を得て実施されました。 

 地域の事業所や他の自治体に支えられ、また、組織内部だけでやるのではなく地域ぐるみでという点が重視さ

れていることも飯田の特色です。 

 

 

 

 

●太陽光発電設置率日本一のまち 

 

飯田市は太陽光発電の設置率が1.6%(578世帯、H14年度末)で、日本一といわれています。市としては、設置

資金について利子補給を実施しています(14年度実績：2700万円)。 

平成８年度に策定された飯田市環境基本計画「21'いいだ環境プラン」では、平成 22 年度までに太陽光発電施

設の普及を全世帯のおよそ30％とすることが目標の一つに掲げられています。また、地域におけるさらなる普及

をめざし、今年2月16日には、市民からの出資で太陽光市民発電づくりをめざすNPO｢南信州おひさま進歩｣が

発足しました。いいだ会議でもその取り組みの一環として太陽光発電システムの点灯式を行う予定です。 

また、いいだ会議開催にあたり、太陽光発電システムの生産を行っている地元企業の協力を得、エネルギー分

科会での会場提供、工場見学などの企画が予定されています。企業が会場、これも飯田らしさです。 

 

(長野県飯田市下伊那郡地域) 

 

 

 

 

 

【飯田市における都市農村交流の展開】 

 

日本の農村地域では，後継者および担い手不足，高齢化，兼業化，遊休農地の増加といった問題に併せて，農

業の担い手育成が最も重要な問題となっている．こうした担い手不足への対応策として，援農ボランティアの存

在が挙げられる．援農ボランティアとは農業サポーターと同義ではあるが，必ずしも給与に基づく雇用関係は伴

わない．そのため，観光学及び関係諸分野において農業体験型の観光として位置付けられており，グリーンツー

リズムの一形態として捉え得るとの見方もある．ワーキングホリデーは，1998年以降，飯田市役所により実施さ

れてきた援農制度である．この事業方針によると，WH 飯田は，観光とは明確に切り離され，「農業や農村に関

心をもつ者や就農を考えている者と，繁忙期の手助けや後継者を必要とする農家とを結び，都市と農村住民双方

が互いの足りない部分を補い合うパートナーシップ事業」と定義されている． 

宮崎県西米良村で導入された当制度は，山村地域における急激な人口減少と農業労働力不足，一方で都市住民

http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCNW4uIje7cYCFQmTlAod-U0HPg&url=http://www.nikkoo.net/sekou/k.html&ei=uAWvVdX8LImm0gT5m53wAw&bvm=bv.98197061,d.dGo&psig=AFQjCNHZs9XfozGrHTMkOcA8o27HYpdi4w&ust=1437620004088940
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の地方への観光に対するニーズを背景に発足した．飯田市の事例は，農作業労働の対価として，西米良村のよう

に賃金を支払うのではなく，代わりに農家民泊と食事を提供するという無報酬を特徴としている．そもそもWH 

飯田は，1993年にリクルート社発行の『ＵターンＩターンB-ing』に，移住を考えている都市住民向けに募集を

掲載したことが端緒であった．「田舎暮らし」そのものを経験することを目的とする参加者の中には，都会から地

方への移住を考えている人が多い．WH 飯田は飯田市への移住者増加と大いに関係性があるといえる． 

飯田市は南アルプスと中央アルプスに挟まれているため起伏に富んだ地形が卓越し，中央の伊那谷を天竜川が

南流する，盆地平野にも位置する．こうした低地は沖積層からなる配色土壌地域であり，生産性の高い水田が卓

越する．一方，洪積層の黄色土地域である河岸段丘には，栽培に最適な畑や果樹園が卓越する．また気温の日較

差，年較差が大きく，作物栽培の南北限である．稲作や野菜栽培の他に，長野県内で販売額１位のナシやリンゴ，

子梅といった果樹栽培，また，市田柿という地域ブランドの加工品も有名である． 

飯田市の地形的特徴と農作物の分布には関係性がある．例えば，天竜川沿いには水利の豊かさから水田が多く

卓越し，一方で段丘や傾斜地には果樹園が散在する．こうした地形的特性は，市内の各農業集落の経営特徴と大

きく関わる．例えば，天竜川や支流が卓越し水資源が豊富な鼎，松尾，竜丘，川路，三穂地区は，標高 500m 以

下の低地に位置するが，そこでの農業経営は稲作の耕地面積が４分の１以上を占め果樹園の面積は山間部の他集

落に比較して少ない． 

一方で，座光寺，伊賀良，龍江，千代地区は，標高500m から1500m に位置しており，果樹栽培面積が大き

い．斜面の日射条件が果樹栽培に適しており，また 1960 年代，養蚕業の生産規模縮小により農作物の転換が図

られたためである．全地区で 50％から 85％の経営耕地面積の減少がみられる．中でも松尾，竜丘，川路地区の

経営耕地面積は，1995年の数値と比較して５割から６割であり，農業経営の労働力不足を示唆している。 

 

 

 

 

 

 

 

【WH 制度】 

 

WH 制度は，農業労働力の補完が目的である．作業内容は誰でも可能である単純な作業であり，具体的にはリ

ンゴの摘花や摘果，葉摘み，収穫，干し柿の収穫や皮むき，つるしなどである．春・秋各２回の WH に加え，

通年で WH 制度を利用することができるが，基本的には労働力が必要でない時期は受け入れをしない．受入農

家と参加者の調整は，飯田市農業課が行い，担当者は参加者の情報と農家の希望を調整している．農業課の調整

の後は，受入農家と参加者の簡単な情報がそれぞれに伝えられる． 

一般的な WH の日程は３泊４日であり，事前に連絡を取り合って当日落ちあったあと，農作業が始まる．農

家の作業内容によるが，一般的にはお昼に食事と休憩を１時間ほどとり，午前と午後に短い休憩を取る．春と秋

の WH には，それぞれ２か月前に参加者の募集を開始する．農業課による周知方法は，ホームページ，月１回

のメールマガジンの配信，過去の参加者へのダイレクトメールであるほか，無償であればフリーペーパー等のメ

ディアに掲載する．若い世代の参加者は，友人の紹介やネット検索・口コミで WH を知って応募する場合が多

いという． 
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【ワーキングホリデー飯田にみる都市農村交流】 

 

WH 飯田は，WH 基盤期に中山間地域の地域振興政策としてグリーン・ツーリズムが推進されていた千代・

龍江地区を中心に，竜東・竜西地域各地区の農業委員に依頼するかたちで開始された。特に竜東地域の WH 受

入農家は，WH受入前に，南信州観光公社が業務を請け負う体験教育旅行・農家民泊を受け入れていた．それゆ

え他人を母屋に宿泊させることへの抵抗感の克服等を含めて，宿泊施設としての準備が整っていた．また素人に

対する農作業の指示に熟達するなど，グリーンツーリズムに対して同地域の住民が積極的に関わっていたことが

基盤となったと考えられる．特に千代地区の農家では，体験教育旅行生と WH 参加者が同時期に同じ農家にて

宿泊する例も多く，農家が体験教育旅行生に対応している間の農作業を WH 参加者のリピーターに依頼する例

もみられた。 

一方，2000年以降のWH 規模拡大期には，各地区の農業委員からの紹介や市からの依頼を通して各地区の受

入農家が増加した．竜西地域，特に座光寺・上郷・丸山地区の受入農家は，WH を2000年代初頭に受け入れを

開始しており，その一年後に体験教育旅行の受入を開始する傾向がある．つまり，WH 受入が体験教育旅行受入

を誘因しており，実質的に竜東地域においてグリーンツーリズムが普及していったと読み取ることも可能である．

また，体験教育旅行受入は農外収入として農家にとって重要である可能性も考えられる． 

 

 

 

 

 

【過去の参加者実績】 

 

年度 人数 延べ日数 

平成 10年度 32名 96日 

平成 11年度 187名 888日 

平成 12年度 219名 909日 

平成 13年度 151名 618日 

平成 14年度 243名 980日 

平成 15年度 291名 1,409日 

平成 16年度 297名 1,357日 

平成 17年度 324名 1,536日 

平成 18年度 467名 2,181日 

平成 19年度 560名 2,578日 

平成 20年度 560名 2,572日 

平成 21年度 492名 2,211日 

平成 22年度 452名 1,981日 

平成 23年度 424名 1,897日 

平成 24年度 455名 1,880日 

平成 25年度 382名 1,638日 
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1996年，飯田市の観光課は，長時間滞在・宿泊を目標とする体験型健康推進事業を開始しました。その後 1998

年から体験教育旅行事業で「農家民泊」が開始されました。これは，体験だけでなく農家に泊まりたいという学

校の希望があったことにより農家に簡易宿所開設の許可をとり、体験だけでなく宿泊や食事を提供することにな

りました。飯田市の観光課による体験型観光の推進には，行政が仲介することで信頼感が得られるという利点が

あったが，人事異動により行政側の担当者が変わることは弊害でした。また，需要の拡大への対応，専門性の保

持といった課題もありました。これらの課題から飯田市は2001年南信州観光会社を設立しました。 

観光公社は，旅行会社を通して学校や団体の旅行を受注し，農家での宿泊や体験型観光などを手配する．一般

的なプログラムでは，農家民泊は１泊２日とし，ラフティングや陶芸，五平餅づくりなどの体験と，地域のホテ

ル・旅館への宿泊を合わせて提供している．これは，受入時期が農繁期と重なる農家の負担を軽減することに加

え，既存の宿泊施設との競合を避けるためである．飯田市内の宿泊施設別宿泊数をみると，農家泊の増加と同時

に，旅館・ホテルの利用者も増加して，全体の宿泊数の拡大につながっている。宿泊数は体験旅行者数の年次変

化と類似しており，飯田市において，体験型観光の推進が滞在型観光の成長につながっている。 

 

このように、「体験教育旅行」「ワーキングホリデー飯田」等、JA 管内の都市農村交流事業は、強い現場力・

人間力を持つ農業者を基盤とし、全国から一定の評価を得ているとともに地域活性化となっています。農業者は

自分たちの技術や生活観を都市の女性や子どもたちに提供することで自分たちの生活を見直し、誇りを感じてい

ます。こうした取り組みは、都市住民に対して「農」「食」の理解度を急速に促進し、農業の多面的機能の発揮に

大きく貢献している事業です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【飯田型グリーンツーリズムとは】 
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本来グリーンツーリズムとは、「緑豊かな農山漁村地域において、その自然・文化・人々との交流を楽しむ滞在

型の余暇活動」という定義であるが、飯田型グリーンツーリズムでは下図のような構成となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【体験教育旅行】 

主に小・中・高校生を対象としたツアー。ラフティングや乗馬、郷土料理体験に加えて、農家民泊も体験して

もらうことによって、本物に近い農家の暮らしを感じてもらう。フィールドワークとして、よこね田んぼ、観光

農園などを訪れたりもする。 

 

 

 

【市民農園】 

  

ラウベ（休憩小屋）付きの市民農園（飯田市小野子）一般的に「市民農園」と言われているものは、小面積の

農地を利用して野菜や花を育てるための農園のことを指します。わが国では、市民農園と呼ばれるほか、レジャ

ー農園、ふれあい農園などいろいろな愛称で呼ばれ、レクリエーションとしての自家用野菜・花の栽培、児童・

生徒の体験学習など多様な目的で利用されています。このような「市民農園」の利用希望が増加しているため、

国では法律を制定・改正して、自治体・農協・個人など多くの方々が市民農園を開設できるようになっています。 

長野県では、様々な事業主体が開設する市民応援の情報を提供して利用を促進しています。 
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【市民農園をめぐる状況】 

 

平成 14 年に農林水産省は、「食」と「農」の再生プランを発表し、「都市と農山漁村の共生・対流」を重要な

施策と位置づけ、農山漁村の各種資源の最大限の活用と、都市と農山漁村で交流できるライフスタイルの実現に

取り組むことにしました。 

平成 15 年 4 月には、構造改革特別区域法が施行され、農地の遊休化が深刻な問題となっている地域では、地

方公共団体及び農業協同組合以外の多様な者による市民農園の開設が可能となり、平成 17 年 6 月に特定農地貸

付法が改正され、同年9月から全国で誰でもが開設できることになりました。 

市民農園の形態としては、都市住民の方々が自宅から通って利用する日帰り型の市民農園と、農村に滞在しな

がら農園を利用する滞在型の市民農園（クラインガルテン）があるほか、近年では農業・農作業の教育的な機能

や医療上の効果が認められ、学校法人、福祉法人等が自ら農地を保有し、農業体験や園芸療法を目的とした学童

農園、福祉農園も増加しています。 

また、農作業を初めて経験する方や、いろいろな作物を栽培したい方のために開設者が農作物の栽培指導や栽

培マニュアルの提供等を行う農園や、収穫祭等を開催し都市住民と地域との交流を図るような農園も増加してい

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

【飯田市における新規就農者への支援制度】 

長野県ないし飯田市は，就農者に対する経済的および技術的支援制度の枠組みを整えている．それが，長野

県の新規就農推進政策の一環である里親研修制度と，同制度の枠組みに沿って，飯田市より独自に提供される，

あぐり実践塾である．第一に，里親制度とは 2003 年から長野県域内において推進されている制度であり，里親

と呼ばれる受入農家の下で農業技術や経営方法を２年間実践的に学べる師弟制度である．おおよそ 40 歳代まで

の就農希望者が参加資格をもつ．里親は長野県で指定するところの以下の内容において研修生を援助する義務が

ある．それは，技術習得のための研修，地域社会への仲介，農地及び住宅等の情報提供および補佐，就農後の支

援等である．飯田市は同指導内容に対する報酬として，里親の研修負担費用 750円のうち400円分を飯田市が補

助する．里親決定に際して市が仲介する場合と，里親及び参加者両者の合意のもと里親が申請する場合の２通り

ある．後者に関しては，WH が非常に大きな役割を果たしている．つまりWH 参加時に個々人で関係が構築さ

http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCPuUyLjd7cYCFcmQlAodw50MnQ&url=http://minamishinshu.jp/news/politics/%E8%BE%B2%E6%84%89%E5%BF%AB%E3%81%AE%E8%BE%B2%E4%BD%9C%E6%A5%AD%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%83%88.html&ei=EQWvVbvIDcmh0gTDu7LoCQ&bvm=bv.98197061,d.dGo&psig=AFQjCNFiIVsQ_EwnywwfaSjfvN9XcqocCQ&ust=1437619808927741
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れていれば，WH 受入農家が里親を継続して担うということである． 

長野県内における同制度利用者は2003年以降増加の一途にあり，2008年には175 名が研修生，103戸が里親

として登録している．また，飯田市では，2011年までに約54名が研修生，55戸が里親として登録している．2011

年度の受入農家は 17 戸であり，うち果樹農家 13 戸，野菜農家 10 戸，次いで畜産農家２戸，集落営農１戸が続

く．一方，2011年度の研修生は26名であり，果樹農家12名，野菜農家11名，次いで果樹・野菜農家２名，管

外研修として野菜農家１名である．あぐり実践塾は 2008 年から飯田市と下伊那農業改良普及センターが協同で

開始した制度である．これは，１カ月に１回，農業経営や基礎的な技術に関しての学習会を開催することで，農

業の基本的な知識や，新規就農者間の交流を促進し，就農意欲を高めることを目的としている．就農希望者は里

親制度と併行して，最大で３年間受講可能である．飯田市への就農希望者は，里親制度とあぐり実践塾双方を利

用する例が多く，同制度利用３年後に，正式に就農することとなっている． 

 

 

https://kotobank.jp/word/%E8%BE%B2%E6%9D%91%E5%95%8F%E9%A1%8C-1388756 

 

 

飯田フィールドスタディを終えて 
140321071 河内雄馬 

 

【地方創生に向けた人材サイクルの構築】 

 

 市長の講義の中で最も印象に残っているのは、中心市街地のリンゴ並木の話である。大火後の都市計画で設置

された幅広い防火帯道路に、中学生がリンゴの樹を植えたいと申し出て発足した事例である。私は、実際にリン

ゴ並木を見学し、また、実際に市長からの話を聞くまでは、行政が行うただの復興事案の一つに過ぎないと認識

していた。しかし、実のところ、このリンゴ並木はそんな単純なものではなく、行政と市民が一体となって守り

続けている復興のシンボルであるのだとわかった。 

 また、上村の廃園寸前の保育園を、「どんな手を使っても良いから残せ」と言った理由に、右肩下がりの状況で、

今までどおりの事をしていてはダメなのだと、革新的な事をしないと状況は変わらない。という言葉に強い刺激

を受けた。口ではいくらでも言えることだが、実際に行政の規模でこの言葉を実現できることがすごいことだと

感じた。結果として上村の保育園の入園者数は増加したのだから、まさに英断であったのだろう。 

 

【都市と農村の関係】 

 

 川手さんと、民泊先の太田さんから、農家民泊やWHに関する様々な話を聞けた。中でも印象に残ったのは、

農家民泊、WHの発足の話である。０から何かを始めるということは、大変な事であり、勇気のいることだと思

う。苦難や戸惑いがあったのはこの人たちだって例外ではなかった。東京の八千代から修学旅行のカリキュラム

として民泊を依頼されたのが始まりだったと聞いた。不安だらけで反対の声も多数あったらしいが、みんなで声

を掛け合って何とか説得し、農村が一体となってこの行事を完遂したらしい。後日子供たちから感謝の手紙が送

られてきた時に、大変だったけどやってよかったと心から思ったそうだ。ここから農家民泊やWHが続くように

なったのだから、この地域での都市と農村の交流が成立しているのは農家の人たちの決断と努力の賜物だと感じ

た。 

 

【地域自治と公民館活動】 

 

 この話を聞いてまず私が思ったことは、公民館という言葉は同じでも、私の地元の公民館と飯田氏の公民館で
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は、全くと言っていいほどに、役割と市民の人たちからの認識が違うと思った。私の地元の公民館は、閉まって

いることのほうが圧倒的に多く、空くときは町内で大きなイベントがあるとき、大体年に 4，5回の頻度であり、

言うならば物置的な役割のほうが強い。対してこと飯田氏の公民館は、私の中の公民館という認識が覆るほどの

違いがあった。飯田氏の公民館は、社会教育の機関であり、住民の自治能力を育む”学びの場“であり、多彩な

横糸を紡ぎだす役割がある。公民館と地域と行政が密接に結び合っているのである。まさにオンリーワンのまち

むらづくり。これは全ての市町村ができるのではなく、飯田だからこそ可能なのだと思った。 

 

【おひさま進歩エネルギーの取り組みについて】 

 

 おひさま進歩エネルギー（有）の取り組みが、環境文化都市を目指す飯田の中核を担っている。この話を聞い

て思ったことは、目には見えない、信頼というものが如何に力を持っているかということを認識した。目的外利

用であるにもかかわらず、培った信頼により見事に事業を成功させたといえるだろう。この取り組みは、飯田の

中で、この会社でなければ成せなかったことだと思う。 

 

【伊那谷の魅力と地域活性化～航空機産業への取り組み～】 

 

 地域中小企業の課題が多数ある中で、未来産業の育成として発足した飯田航空宇宙PJが飯田市の地域活性化

へつながるために協力風土の醸成や学ぶ風土の醸成など、様々な取り組みを行っていることがわかった。 

 

【新しいまちづくりのカタチ】 

 

 IIDAWAVEヘッドプロデューサーの桑原さんの話では、飯田氏は老若男女問わず地域活性化を目指していた

が、今までは若者と年配の方との間に繋がりがなく、各々が勝手に行動していたせいで、目指すところは同じな

のに、噛み合わず、いわば嫉妬に似た感情が生まれてしまっていたが、IIDAWAVE の発足により、地域すべて

の人が一体となって地域活性化に取り組む姿勢が完成された。報告をすることだけでも、実はとても大切なこと

だと仰っていたが、本当にその通りなのだと、実体験を聞いて感じた。 

 

【人形劇を通じたまちづくり】 

 

 地域の伝統芸能が文化として根付き、まちづくりの核の一つとするという取り組みの中で、子供に照準を合わ

せたりと、伝統の中で変わらないものと変わっていくものがあるのだと思った。「新しい革袋には新しい酒を」で

はなく、「新しい革袋には古酒と新酒のブレンド」という言葉は的を得ているなと思った。 

 

【地域人教育の取り組みについて】 

 

 この話を聞く前に在校生である高校生からの話があったのだが、自分よりも年下の高校生が自分よりも圧倒的

に地元のことを考え理解し、行動に移していることに驚いた。発育段階で地元を学び理解を深めることのできる

地域人教育は、人材のサイクルにつながる、とても画期的なプログラムだと思った。 

 

【中心市街地活性化の取り組み】 

 

 建造物や店の集まりなど、様々な所で中心市街地を再び活性化しようと試みていて、徐々に実現に近づいてい

るのだと実際に目の当たりにして感動した。またリンゴ並木を実際に見ることができ、資料や想像よりも壮大で

目を引くものだった。地域のボランティアによる花の装飾などがより復興のシンボルの偉大さに拍車をかけてい

た。 
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【まとめ】 

 

 飯田フィールドスタディを通して今まで着目したことが無かった、地域、住民に目を向けて様々なことを学ぶ

ことができた。本物の農家に泊まったことも、農家の人の話を聞いたことも、市長の話を聞いたことも無かった

私にとって、とても貴重な体験になった。その中で、人との繋がりやコミュニケーションが、行政や町おこしに

密接に結びついていることを直接見て聞いて学ぶことができて本当に良かった。この学習を終えて、私は実際の

ところ自分の故郷の事を全然理解していないのだと痛感した。今後の学習の新たな課題が見つかった実習となっ

た。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

町おこし（観光） 

               140321081  熊澤 伶哉 

飯田市を訪問させていただくにあたって、わたしが一番興味を抱いたのが町おこしについてです。飯田市は美しい自然

に囲まれ、長い歴史と尊い伝統文化につつまれた人情豊かな町と知られているがその中でどのような都市として活動し、

またその中でどのような農村として機能しているのか興味がわきました。 

～町おこしの活動～ 

体験教育旅行」「ワーキングホリデー飯田」等、JA管内の都市農村交流事業は、強い現場力・人間力を持つ農業者を基

盤とし、全国から一定の評価を得ているとともに地域活性化となっています。農業者は自分たちの技術や生活観を都市

の女性や子どもたちに提供することで自分たちの生活を見直し、誇りを感じています。こうした取り組みは、都市住民

に対して「農」「食」の理解度を急速に促進し、農業の多面的機能の発揮に大きく貢献している事業です。 

このように都市と農村の関わりを通して新たな事業を創立させてその事業が町づくりのために地域に貢献していく。こ

ういった流れが飯田市の発展につながっていることはいうまでもなく明白であって、ほかの都市農村にはありそうでな
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いものなのかもしれない。 

これからの各農村や都市に必要なものはこのような関係の形なのかもしれないとわたしは考察し、そしてこれ以外にも

都市と農村の関係によって発展につながっていることがあるとわたしは思ったのでこれについて調べてみたいと思い

ました。 

目的  

   

長野県飯田市の地域の発展のためさまざまな視点から事業を発展させようとし、 

その内容としてはちいきの自然や文化の歴史さらには観光地の発展を中心として飯田市の町おこしにつなげる。 

 

これまでの飯田市の歴史 

 

日本民俗学の創始者柳田國男の養家の故郷もこの飯田である。 

 近年は、りんご並木や天竜峡のあるまち、民俗文化の息づくまちとして知られ、また人形劇のまちとして広く親しま

れている。 

 

２．「飯田市の協働のまちづくり」のコンセプト 

2-1 飯田市の概要 

長野県飯田市は，長野県最南端（南信州）の都市であり，東に南アルプス，に中央アルプスがそびえ，南北に天竜川が

貫く谷地形に位置する．人口（平成23年７月末現在）は10万4822人，面積は659km�  （森林面積は全市域の84.6％），

産業別就業人口（平成17年）は第１次産業6415人，第２次産業１万9682人，第３次産業３万1490人である． 
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‘長野県 飯田市の位置’ 

 

 

 

「飯田」の地名の由来は「結いの田」（共同労働の田）であるといわれており，養蚕や水引などの伝統産業により発展

してきた．現在はハイテク産業，食品産業，農業（果物が中心）が盛んであり，五平餅，信州蕎麦，水引，おたぐりな

どが名産である．また，飯田市は「りんご並木と人形劇のまち」としても知られており，近年では教育体験旅行や，グ

リーンツーリズム・エコツーリズムの取り組みなども全国から注目されている 

 

飯田市では，「ムトスの精神」と「結いの力」により，人のつながりやさまざまな主体間の協働を大切にしている「協

働のまちづくり」が行われている．「飯田市の協働のまちづくり」には，行政のみならず，「飯田市の協働のまちづくり」

に関わりのある市民や地域組織，企業，団体などの多様な主体との協働が不可欠であり，まちづくりの現場でさまざま

な担い手が活躍し，協力し合っている． 

「ムトス」とは，広辞苑の最末尾の言葉「んとす」を引用したもので「…しようとする」という意味が込められており，

行動への意志や意欲を表す言葉であると説明されている．飯田市では「ムトス」を地域づくりの合言葉にし，一人ひと

りの心の中にある，「愛する地域を想い，自分ができることからやってみよう」とする自発的な意思や意欲，具体的な
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行動による地域づくりを目指している．「結い」とは，「多くの人の協力と役割分担により一つのことを成し遂げる仕組

み」のことであり，今日の協働そのものである． 

 長野県飯田市における協働のまちづくり  

 飯田市の目指す都市像 

平成８年策定の第４次基本構想・基本計画において，飯田市の目指す都市像を「環境文は更に今後20～30年という長

期を見通して実現する都市像として新たに「環境文化都市宣言」を行った．平成21年１月23日には，国全体を低炭素

社会に転換していくために，温室効果ガスの大幅削減など高い目標を掲げて先駆的な取組にチャレンジするモデル都市

である「環境モデル都市」として政府から選定された．飯田市が「環境モデル都市」にチャレンジしたのは，「環境モ

デル都市」の認定が，長期的に目指す都市像として掲げる「環境文化都市」を達成するための大きな力となるものと考

えたためである．「環境文化都市」を目指す都市像とした飯田市では，低炭素で活力あふれる地域づくり，地球環境問

題へ対応するために                         ，①主体の広がり市民，産業界が協働する

ことにより行政の枠を超える    ②地域の広がり民間が主体となることで他地域のモデルになり得る 

③政策の広がりといった『「多様な主体の協働」による広がり』 

を地域政策とした．さらに平成19年策定の第５次基本構想・基本計画において，「文化経済自立都市」を目指す都市像

としている．「文化経済自立都市」とは「いつの時代も，素晴らしい環境の下で，市民一人ひとりがそれぞれに活き活

きと輝き続けることができるまち」を実現させることである．         「飯田市の協働のまちづくり」の取

り組み「文化経済自立都市」では，持続可能な地域づくりのために，若い人達が一度は外に出ても，いずれは飯田に戻

り，子育てをし，次世代を育んでもらえるような長期的な人々 の営みができることが重要と考え，「人材サイクル」の

構築が進められている．この「人材サ 

イクル」は， 

①帰ってこられる「産業づくり」 

②帰ってきたいと考える「人づくり」 

③住み続けたいと感じる「地域づくり」を推進することで実現可能になると置付けている．その実現のために，地域経
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済活性化プログラムにより，産業連携の深化と地域産業の持続的成長への支援を行っている．地域経済活性化プログラ

ムとは，地域の経済自立度を 70％にするために産業界，市民，経済団体，政が地域ぐるみで実施する事業を具体的に

明示したものである．この地域経済活性化プログラムは，PDCA サイクルに基づき，現場主義の徹底により現場の改善

から生み出される効果的な施策を立案，実施し，産業界，市民を交えた評価，点検を行い，毎年プログラムを見直して

いる．「地域経済活性化プログラ 

ム2011」では， 

① 来を見据えた地域産業の持続的成長への支援 

②異産業の新しい組合せによる産業創造の促進 

③地域産業の未来を担う専門技術・技術者の育成 

④地域経済の循環の促進 

⑤地域交通環境の変化を見据えた産業づくりの５つの視点をもとに， 

①地域産業育成基盤の整備 

・企業支援体制の強化・起業支援の充実 

  

都市と農村の関係から地域の活性化へ 

 

東京一極集中から多極分散の時代を迎えようとしているが、依然として大都市圏と地方中枢都市圏さらには地方中核都

市への過剰な人口集中は解消されていない。その中で、生産・生活環境の格差は広がる一方である。１つの側面では都

市の優位性が、また他の面では農村部の優位性が極大化しているのである。"," それは、都市においては生産と生活

における多様な条件の複合によって形成された優位な特性を評価した都市活動を保証するかたちで都市空間が作られ

ていることを意味している。農村においては、農業の後退によって生産空間としての優位性が低下する中で元もと生活

空間としての利便性が低い水準にある中で、都市との相対的な位置関係を著しく低下させてしまったといえる。  

 しかし、都市と農村の絶対的な評価が、上記のように必ずしも都高農低というかたちでなされるとは考えられない。
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しかし、現状では農村は都市にその機能の多くを依存し、経済は都市から農村へ流れ、生活スタイルも都市から農村へ

流れている。したがって農村は都市化するが都市は農村化することはない。都市は農村のリクエストを大きく受容する

キャパシティをもっているからである。ところが現在、自然への回帰、自然環境に対する渇望とも言うべき都市居住者

の農村への接近がある。 

ここに書いたように生活空間の利便性が農村のほうが低い利潤にあるため一見農村のほうが発展していないように思

われる。しかし農村にあって都市にないものも当然存在しているわけである。上記の農村は都市化するが都市は農村化

しないという言葉が鍵になっていかれるように思われる。 

 

 

 

リンゴ並木について 

 

並木通りは全体で1km程度あり、そのうちりんご並木に当たるのは450mほどの部分。飯田市公民館横のハミングパル

（人形時計塔）を境にして北側から大宮神社前は桜並木となっており、こちらは桜の名所となっている。りんご並木は

1947年（昭和22年）に発生した「飯田大火」の復興過程で当時の飯田市立飯田東中学校の生徒達の提案により生まれ、

今日まで代々 東中の生徒の手で育てられている。生徒の行う作業は、施肥・剪定・花粉付け・草取り・収穫と全般に及

ぶ。最初に植えられた1953年（昭和28年）11月当時のりんごの木も残されており、接ぎ木するなどとして守られて

いる 

1999年（平成11年）には並木全体が大きな公園として整備された。これ以降、犬の散歩をする人や水遊びをする子ど

もなどが増え、生活道路として定着していった。 

また並木通りは、大火の教訓から町の防火帯としても機能するように考慮されている。市街地の8割を焼き尽した飯田

の大火後に飯田市中心街は二本の30m幅員の防火帯道路が街の中心で交差し、町が4分割になるように整備された。万

が一の大火災時に四分の一の町の焼失でくい止め、それ以上の延焼を防ぐ為である。元来りんご並木は並木通りとして
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作られたのではなく、この防火帯道路の中央にある緑地帯にりんごの木が植えられた。 

 

リンゴ並木の歴史 

 

1947年4月20日 - 飯田大火発生。飯田市大半焼失、家屋の焼失3577戸、17800人の被災者を出す。 

1953年11月8日 - 植樹はじまる。市内並木通りに全校生徒の作業で47本植えられた 

1963年5月8日 - 中部日本新聞社ブルーバード賞受賞。 

1967年11月15日 - りんご並木15周年記念式典が開催される。 

1982年11月8日 - りんご並木30周年記念式典。 

1984年4月11日 - 吉川英治文化賞受賞。 

1984年6月1日 - 内閣総理大臣賞受賞伝達式。 

1986年8月4日 - 「日本の道百選」に選ばれる。県内からは小県郡の海野宿と合わせ2ヶ所のみ 

1987年11月16日 - 「ニュートンのりんご」の木、植樹。 

1994年10月30日 - りんご並木40周年記念式典を実施する 

1995年11月18日 - りんご並木育成活動に「博報賞」「文部大臣激励賞」が与えられる 

2002年6月22日 - 「かおり百選」（環境省）に選ばれ、かおりフォーラムに参加。 

2003年10月18日 - りんご並木50周年記念式典。 

2013年9月27日 - りんご並木60周年記念学芸会・記念式典。 
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その他 

 

収穫したりんごは、生徒自ら給食で食したり、飯田市内の小中学校・福祉施設などに無償配布したりしている。東日本

大震災の被災地へも贈られている。 

最近はリンゴジュースやリンゴジャムにもしている。 

植樹後間もなくから現在に至るまで、たびたび収穫前に果実の盗難にあっている。 

早い段階から新聞にも取り上げられ、今日に至るまでテレビなどでも多く紹介されている。 

8月に行われる飯田りんご、いいだ人形劇フェスタや春の飯田やまびこマーチの会場としても使用される。 

北海道札幌市にあるリンゴ並木は、ここの並木を参考にして作られた。 

 

いまやリンゴ並木は飯田市のシンボルの一つでもあり町おこしにはかかせないものとなっていてこれからの発展にも

必要となってくる重要なものとなっている。 

 

ワーキングホリデーについて 

 

農業に関心がある方や、農業に取り組んでみたい方と、農繁期の手助けを必要としている農家を結びつける長野県飯田
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市の“援農”制度であり無償ボランティアで参加であるが、農家から食事と宿泊を提供する。 

農業で汗を流しながら、飯田市の暮らしを体験することができる。 

農繁期の人手を必要としている。（特に果樹栽培）数日間、農家と寝食を共にして、農作業のお手伝いをお願いする。 

ワーキングホリデーは無償ボランティアですが、食事と宿泊を農家が提供します。 

さらに、本格的な農業に取り組んでみたい方には、様々 なアドバイスをしたり、支援機関を紹介してもらえる。 

観光でもなく、単なる農業体験でもない。農作業を手伝うために交通費自前ではるばるやって来る老若男女。長野県飯

田市が１９９８年に始めたワーキングホリデー飯田はスタート当初から「無報酬」の基本的考え方を変えることなく、

年間参加者が５００人を超える交流事業に発展した。その中から飯田市に定住、新規就農する人たちも出てきた。受け

入れ農家は貴重な労働力を確保できるとともに、都市住民との会話が営農や生活の刺激になっている。 

 

 

  秋晴れの中、柿の収穫 

 

 

 飯田市は人口１０万を超える南信州最大の都市。起伏の大きい土地で、扇状地や段丘上は桑畑として利用され、かつ

ては養蚕王国だった。現在は「果樹王国」。リンゴ、ナシ、柿などが中心。特に市内のリンゴ並木や「市田柿」は有名。

ワーキングホリデーは１９９８年に始まり、市役所産業経済部農業課に事務局を置いている。参加登録者は１５００人
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に、受け入れ農家は１００戸にそれぞれ迫っている。春の作業はゴールデンウイークからだが、酪農など季節を問わな

い希望もある。 

  

 

人形劇について 

人形劇の起源は土偶や埴輪（はにわ）など、日本人は古くから「人形」を作っていました。17 世紀末には竹本義太夫

や近松門左衛門らにより、江戸時代を代表する芸能として人形浄瑠璃が開花します。 

飯田の地にも、ほぼ時を同じく上方の人形劇文化が入ってきます。 

ここからが、飯田の人々 のすごいところ。 

自分たちでやってみようということで村人たちはお金を出し合い、人形を買い集めた。さらに、大阪や淡路などから技

を学び、自分たちで座（人形劇のグループ）を作った。  

 

世界に知られる人形の町へ 

 

飯田市の人形劇への情熱の集大成が世界規模の「いいだ人形劇フェスタ」である。 

過去最大のスケールで行われた2008年のフェスタ。保育園の講堂や公民館の大広間、街角の路上まで130以上の場所

が会場に。チビッコ達から海外のものまで大小250以上の劇団が参加し、なんと600回以上の公演が行われた。10日

間の期間中、世界各地からのべ7万人の観客動員があった国際的な人形劇の祭典である。もちろん今田人形・黒田人形

の特別公演も行われ、「受け継がれてゆく伝統人形芝居in飯田」と称した通常ではなかなか見ることのできない、貴重

な芝居を間近で見ることもできる。 

 

 

人形劇の種類 
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今田人形座（飯田市龍江） - 300年の歴史を持つ伝統人形浄瑠璃。毎年10月、大宮八幡宮祭典で奉納上演される。 

黒田人形座（飯田市上郷黒田） - 300年の歴史を持つ伝統人形浄瑠璃。毎年4月、下黒田諏訪神社の春祭りで奉納上演

される。 

黒田人形舞台 - 1840年（天保11年）に建てられた人形舞台。国指定重要有形民俗文化財で、原則として奉納上演でし

か使われない 

黒田人形浄瑠璃伝承館 - 1999年（平成11年）、黒田人形舞台の隣に建てられた黒田人形の練習場および伊那谷四座の

研修施設。奉納上演以外では伝承館が会場となり、フェスタにおける黒田人形上演は開催最終日の日曜日に行われるの

が通例。 

竹田人形座（飯田市座光寺） 

竹田扇之助記念国際糸繰り人形館 - 日本の伝統糸操り「竹田人形座」の人形をはじめ、竹田扇之助氏が世界中から集

めた人形コレクションを収蔵・展示している。 

飯田人形劇場 - 1988年（昭和63年）の夏、人形劇カーニバル10回目を記念してオープンした、全国で4番目の公立

の人形劇場。いいだ人形劇フェスタの本部が置かれる飯田文化会館に隣接。8月の人形劇フェスタのほか、年間を通し

て人形劇の公演が行われる。 
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地域の活動で人形劇を行う姿。 

 

 

 

 

http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCILSo6bg7cYCFUiSlAod5loAMg&url=http://rose0308.blog41.fc2.com/blog-entry-362.html&ei=EAivVYKKC8ik0gTmtYGQAw&bvm=bv.98197061,d.dGo&psig=AFQjCNERevdIFSWrX3c77ZJOPIEJqqvx5Q&ust=1437620397954184
https://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCOyszMHf7cYCFcMalAodkIMDTA&url=https://www.city.iida.lg.jp/soshiki/13/p0176.html&ei=PQevVayaAsO10ASQh47gBA&bvm=bv.98197061,d.dGo&psig=AFQjCNERevdIFSWrX3c77ZJOPIEJqqvx5Q&ust=1437620397954184
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このように飯田市ではリンゴ並木、ワーキングホリデー、人形劇などいろいろな活動から地域の町おこしに発展させよ

うと活発に動いていることが理解できた。 

また、こういった活動を通して町おこしのためではなく、地域との交流にも力をいれているのがわかった。 

 

 

 

 

 

社会フィールドワーク まとめ 
       

                     140321081  熊澤 伶哉  

 

～文化経済自立都市への挑戦～ 

まずはじめに、飯田市長から地方創生に向けた人材サイクルの構築についてお話をいただきました。 

飯田市のこれまでの発展にあたり、そしてこれからどのように飯田市が変化しどうしていくべきなのか詳しく市

長の言葉で伝えていただきました。 

まずは、まだざっくりとしか飯田市のことを把握していない私たちに概要を説明してくれました。 

面積655,66㎢ 人口 10万4284人 世帯数 39358世帯 標高 499，02ｍ   

飯田市の名産には、リンゴ並木に始まり、人形劇、市田柿、五平餅、伝統産業では和紙を使った水引などが古い

時代の室町時代頃から発展したと言われていました。実際に水引をみしていただきました。 

次に飯田市の人口推移についてお話されました。 

http://www.google.co.jp/imgres?imgurl=http://midorijh.ed.iidanet.jp/wp-content/themes/school/images/toppage/iidacity.gif&imgrefurl=http://midorijh.ed.iidanet.jp/&h=280&w=170&tbnid=1lZTwzBmN_6DDM:&docid=G8Of_CfiP3OdrM&ei=Vz_AVYy0MsHH0gSAnaCIBQ&tbm=isch&ved=0CH0QMyhWMFZqFQoTCMy7p7TLjscCFcGjlAodgA4IUQ
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日本の人口推移はこのまま進めば 2030年には高齢化が進み減少していくと言われています。それに比べて飯田市

は日本の人口推移より速いペースで人口が減少しています。年々高齢化が進み若年層は都内に移動してしまい結

果人口は減少していくばかり。 

ここで市長はなぜこのような事態になっているのか説明してくれました。幼いころは多くの高齢者や地域の方た

ちと関わりも多く自分たちの地域に関心を持つことができていても年を重ねるにつれ関心も薄れ地域との交流も

なくなっていきます。こうして高校を卒業した者たちは大して地域に愛着があるわけでもなく街を離れて行って

しまい、将来的に飯田にも戻ってこず、人材不足に陥り、人材サイクルが構築できなくなるといった事態になっ

てしまう。 

この事態を防ぐために市長は、高校卒業までに(一度地域を離れるまで)地域に愛着と誇りを持てる人材の育成を、

一貫して行うことが必要だと述べていました。 

市長の話の中にはこの街を思う市長の思いが伝わってきました。 

 

  ～都市と農村の関係～ 

次にワーキングホリデーについて川手さんよりお話をいただきました。目的は、農業や農村に関心を持ち真剣に

農業をやりたい、就農を考えているがなにもわからない人と繁忙期の手助けや後継者のほしい農家を結び、都市

と農村住民双方が、お互いの足りないところを補う事業である。 

お話によると、ここには上下の関係は存在せず対等な関係で行っているということだがこの関係に順応するまで

に時間がかかったとい言われていました。やはり初対面の人に気を使うなといっても難しい話であり今のように

なるまでは苦労したと言われていました。 

あくまでこの事業は能力補完が目的であるため農家に負担がかかる受け入れはしないことになっており、作業内

容は素人がきて直ちにできる作業を選定し、農業自身の作業効率が落ちることを避け。時期や期間は農家の繁忙

期に限り、労力補完が必要のないときは受け入れをしないことにしている。 

これからのワーキングホリデーについて私は、これから先参加していく人数はどんどん減少していくと思われる

から今現状地方の雑誌には宣伝しているみたいだがもっと規模を広げて宣伝していきもっと多くの若者たちの目

につくようにしていくことがひつようであるとおもいました。そこで具体的な案として、私は、大学に協力して

もらい宣伝していく方法が良いかと思いました。大学ならば多くの若者たちが集い目にすることによって関心を

抱く学生が必ず出てくると思いました。 

 

~地域自治と公民館活動～ 

地域自治と公民館活動について長谷部さんにお話しいただきました。 

長谷部さんの話では行政は、縦糸で施策のトップダウン 首長や職員の資質が課題 住民は横糸で、地域の課題

をボトムアップ自主的な実践の自治能力が課題 公民館は、住民の学びを支援する教育機関。であるとのべてい

た。ここで重要なのがこの縦糸と横糸の交わりで市が成り立っているということである。ここの関係が崩れてし

まったときに市全体もくずれていいってしまう。 

公民館活動では村の寺子屋で子供たちに勉強を教える機会を設けたり、特産品づくりなどを行い、その地域の範

囲で様々な活動を通し交流している。 

 

～おひさま進歩エネルギーの取り組みについて～ 

おひさま進歩エネルギーの取り組みについて、原さんよりお話いただきました。 

環境文化都市を目指す飯田市でエネルギーの地産地消で循環型社会構築のため市民ができること、市民でないと

できないことがあるはずと設立。 

おもにソーラーパネルを利用したエネルギー変換を行い事業をおこなっている。このソーラーパネルを市の幼稚

園の屋根に設置することによって幼児たちがそれを見ることによって学習的によい影響を及ぼすことができ、な
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おかつ、園内のエネルギー変換にも役立てられる。 

 

~飯田航空プロジェクトの取り組みについて～ 

松島さんにお話しをいただきました。このプロジェクトの設立の背景には、地域製造業の抱える問題点があり主

に中小企業ではグローバル化の進展 海外シフトの国内空洞化 景気の波に左右 など 

その結果 受注減、競争力の低下、付加価値低下 働く場の減少 

この事業がチャレンジしてきたプロジェクトは飯田航空宇宙プロジェクト設立に加え飯田産業技術大学開校など

で技術者、経営者、管理者の育成を行う。 

これから目指す方向として 地域内の企業間の協力風土を育て、主体性をもった共同受注体制を確立する。工程

外注から部品、ユニット一貫受注を目指す。生産技術力を管理力を高め国際競争力のある QCD を実現する。航

空宇宙産業の一角を担う核づくりを促進する。地域に航空宇宙産業クラスターを形成し日本の航空機産業の発展

に寄与する。などがある。 

 

~新しいまちづくりの形~ 

桑原さんにお話しをいただきました。桑原さんの話では主に地域で行っている活性化に向けた活動の内容でした。

桑原さんは自分で IIDA WAVEという活動団体を立ち上げて、地域の活性化に向けた活動を独自におこなっていま

す。内容としてはライヴの音楽フェスなどを通してそのフェスに参加している人以外にも来ていただけるように

さまざまな企画や屋台などを導入している。お年寄りから下は幼児までが参加できおおきな交流の場となってい

る。 

このような IIDA WAVEの活動がこれからもどんどん増えていき飯田市の発展につながればいいなと思った。 

～人形劇を通じたまちづくり～ 

高松さんにお話しをいただきました。人形劇はリンゴ並木にならんで飯田市に深くねづいているものであって、

各地で人形劇のイベントやお祭りなどが行われている。人形劇はかつて大火が起こった時にその復興のシンボル

として活動したとも言われている。 

今回は見ることができなかったが、機会があればみてみたいと思った。 

 

～地域人教育の取り組みについて～ 

浅井さんにお話しをいただきました。主に学生が行っている飯田市の発展のための活動についてお話されました。

その活動を行っていく中で地元の学生たちが飯田市に深く興味を持つことができ市内に優秀な人材を確保するこ

とができるという狙いがこの活動にはありました。 

飯田市と自分の住んでいる場所を比較して 

比較して思ったことはまずはじめに市に対する思いが飯田市は強いと感じました。私が岐阜県関市を嫌いである

ということではありませんが、どうにかこの自分の生まれ育った町を活性化させようと取り組んでいる市民に感

激しました。地域での活動を通したくさんの交流の場が設けられることはとても素晴らしいと思ったし、自分た

ちの地域でも行っていけたらすごくいいなと思いました 
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町おこし（観光） 

経済学部経済学科2年 140321202 山中 章平 

町おこしとは？  

地域活性化や町おこしは、寂れてしまった地域を活性化させる事がそもそもの目的で、自分の地域をアピールして多

くの人に知ってもらい、観光客に来て頂いて地域にお金を落とし元気にする事です。またそこに住む人びとが地域の資

源を活用し、生きいきとした創造的な生活を営んでいる状態、またはそうした目標に向かって努力している状態のこと

です。 

 

飯田市の観光が目指す姿 

新交通網時代、地域のライフスタイルを保ちながら感動の観光 共感の人的交流を実感できる小さな世界都市飯田を

コンセプトに目指しています。 

 

飯田市へのアクセス 

飯田市の交通アクセスとしては高速バスで新宿から約４時間、大阪からも約４時間、名古屋からは約２時間とちょう

どいい距離に位置するのが飯田市の特徴です。 

ちょうどいい場所に位置するおかげで日帰りで観光するお客様も増加しています。 
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飯田市観光における5つの柱 

 

１、 リニア中央新幹線や三遠南信自動車道による誘客戦略 

来訪者にわかりやすい誘客体制の整備 

リニア中央新幹線や三遠南信自動車道の高速交通網の変化に応じた誘客の促進と、リニア駅や高速道路のインターチェ

ンジなどの交通起点周辺の情報や二次交通のためのターミナル化などを含めた地域の環境整備を目指します。 

 

外国人旅行者の誘客促進と受入環境の整備 

今後我が国の観光振興において重要な旅客層となる外国人旅行者に対し、各対象国に応じた効果的な誘客を目指します。

また、来訪した際に本市の観光を十分に満喫できるよう、情報内容や提供の方法などを整備します。 

 

２、 観光地としての環境形成 

豊かで多様な自然や文化の保全・継承・活用と景観修景 

豊かな自然と景観、文化財は、先人から受け継がれ後世に伝えなければならない地域の宝です。多くの人に見てもらい

観光資源として活用するとともに、その保全と継承のための環境整備と、必要に応じた景観修景を図ります。 
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南アルプスユネスコエコパーク・ジオパークの活用 

南アルプスは優れた自然環境を有しており、ユネスコエコパーク、ジオパークに登録されています。関係地域では南ア

ルプスの永続的な保全と持続可能な利活用に共同して取り組んでおり、新たな地域間交流の拡大、自然環境の保全と地

域に根ざした伝統文化の継承など、これらの制度を活用した魅力ある地域づくりを図ります。 

 

３、 観光の魅力向上 

飯田市の新たな魅力づくり 

飯田市の特徴と魅力を最大限活かすことで差別化された観光イメージの確立を図り、リニア中央新幹線により、移動時

間が短いというメリットや大都市に無い魅力を打ち出していきます。（都市部から45分で訪れる「２つのアルプスを眺

望できる 日本の原風景」「民俗芸能の宝庫」「1年を通じて果物のおいしい地域」「アウトドア体験できる地域」等、(飯

田市が持つ魅力的かつ効果的な観光イメージづくり） 

 

観光・宿泊拠点のイメージづくり 

旅行者の多様性・ニーズに合った、安心かつ親しみの持てる利用しやすい観光・宿泊滞在施設づくりを目指します。ま

た、観光・宿泊拠点として必要な機能や環境を整えます。 

 

 特産品・食の魅力向上と物産振興 

来訪者にこの地域の食文化や農産物、食の魅力を伝えて楽しんでもらい、地場産品の振興を目指します。 

 

４、 観光情報の提供と誘客の促進 

広域観光の推進 

広域連携により飯田下伊那地域に点在する観光資源を活かした効果的な誘客活動を実施し、県内外からの来訪者獲得を
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目指します。 

 

 効果的なプロモーションによる誘客の促進 

テレビや新聞などのメディア、SNS、AR（拡張現実）といった情報通信技術（ICT）による観光情報の提供をすすめ、商

品の販売について新たな事業者を育成し、受け手側を踏まえた効果的なプロモーション展開を図ります。 

 

 ニーズに応じた観光情報の発信と宣伝 

来訪者のニーズに応じられるよう、幅広い観光プランを作成し、ターゲットごとの市場を踏まえた情報の発信と宣伝を

進めます。 

 

５、 人材の育成・コミュニケーション 

 おもてなしの向上 

飯田市に訪れる人の満足度を向上させ、訪れて良かった、再び訪れたいと感じてもらうためには、おもてなしが必要で

す。観光事業者、市民に関係なく、来訪者を好意的に迎え入れるような雰囲気づくりを目指します。 

 

 観光の担い手の確保 

自分の住んでいる地域のことを知り、その魅力を人に伝えることが観光の基本です。市民の持つ知識や地域コミュニテ

ィの活動内容を活用し、観光資源に合った案内ができる人材・ガイドを養成します。 

 

 観光事業者間の連携・協働と地域の異業種間交流の推進 

観光振興のさらなる発展や推進に向けて、個々 での展開から地域、全市での観光の展開につなげます。また、異業種間

交流の場を設け、今まで結び付かなかった業種との関係を築くことで、新たなビジネスチャンスの可能性を生み出 

し、地域の産業振興を図ります。 
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飯田市のこれまでの背景 

飯田のまちはかつて信州の小京都と呼ばれるほど町割が碁盤目状に整っていたが、1947 年（昭和22 年）の大火で市

街地の4 分の3 が焼き尽くされ、一部の街並みはかろうじて残ったものの、歴史を伝える多くの街並みや建造物、山

車などが失われた。この大火からの復興過程で中学校生徒の提案・実施・管理により、りんご並木が生まれた。今では

飯田市のまちのシンボルともなっているりんご並木は、二本の防火道路の一つ（幅30m）の上につくられたものである。

その後も飯田市の中心市街地では市の成長に伴って商業が発展したが、1980 年代以降になるとモータリゼーションの

影響を著しく受けて衰退に向かうこととなった。特に「丘の上」の空洞化が深刻化した。中心市街地の人口は1990 年

から2005 年にかけてほとんどの地区で20～30%減少し、現在は1960 年のピーク時の約半分になっている。高齢化率は

30％を超えてしまった。「丘の上」は地形で周囲から分離されているため、その空洞化は一層目立つものとなってしま

った。 

 

飯田市がとった行動 

まちの再生はりんご並木の再生なくしてあり得ないとの意識が市民の間で広がり、市民中心のワークショップの提言

を受けて市がりんご並木を公園的空間に再整備した。また、1998 年、市民の力により「株式会社飯田まちづくりカン

パニー」（通称「まちカン」）が設立され、同社や市などの協働により市街地再開発事業、りんご並木に沿った集客施設

の整備・運営、空き店舗対策の実施等が行われてきている。一方、市と市民との協働で行われてきた大規模な「人形 

劇フェスタ」が飯田市の知名度を高めている。また同フェスタ以外でも人形による賑わい創出が図られています。次に

飯田市のリンゴ並木と人形劇に絞って話していきたいと思います。 

 

 

リンゴ並木 

全長350ｍ、幅員30ｍのりんご並木は従来4 車線（片側2 車線）の道路であったが、自動車交通量が激しく、中央
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分離帯に設けられたりんごの木の手入れをするのも容易ではない状態になっていた。それを上記の経緯で、歩行者優先

の空間として整備することとなった。整備内容は、車道を片側1 車線に縮小して中央に幅の広い公園のような空間を設

けるというものであった。中央部分にはりんご並木とあわせてその他の樹木や水路、広場を配置するとともに、車道は

蛇行させて自動車が自然と減速することとした。工事は飯田市行い（1996 年着工、1999 年完成、整備費用約8 億円）、

管理は飯田東中学校の生徒たちが行っている。りんご並木が整備されたことから、その活用プロジェクトとして「飯田

市りんご並木活用プロジェクト」主催により「りんご並木モーニングウォーク」（毎月第2 日曜日の朝）が開催されて

きているが、毎回多くの市民が参加している。「飯田市りんご並木活用プロジェクト」は、市の呼びかけで同並木に 

面した通り町、中央通りなどの自治会役員、公募に応じた市民らが参加している組織である。市民参加の活動はウォー

キングコースの開発や語り部の育成へと発展してきている。 

 

 

 

人形劇 

飯田市には黒田人形、今田人形の上演という伝統的な行事がある。ともに300 年の歴史を持つ伝統人形浄瑠璃である。

黒田人形は毎年4 月に下黒田諏訪神社の春祭りで奉納上演される。今田人形は毎年10 月に大宮八幡宮祭典で奉納上演

される。1999 年からは、市民と人形劇人がともにつくる人形劇の祭典として「人形劇フェスタ」が毎年8 月に開催さ

れている。会場数100，観客数35,000 という大規模な祭りである。会場にはりんご並木やりんご通りに接続する商店

街も含まれている。そこでは、ストリートパフォーマンスも行われる。「いいだ人形劇フェスタ実行委員会」の市民ス

タッフ2,000 人が祭りを支えている。14常設の飯田人形劇場では通年で人形劇が演じられている。飯田人形劇場は1988 

http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCPOIgcnR7cYCFYGXlAodCnoFTQ&url=http://kyodo-denko.com/blog/457/&ei=nviuVfPBHYGv0gSK9JXoBA&bvm=bv.98197061,d.dGo&psig=AFQjCNHAD4rBfLXj0wmwpeXn3R6EAJFwkQ&ust=1437616649359022
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年の夏に、人形劇カーニバル10 周年を記念してオープンしたもので、全国で4 番目の公立の人形劇場である。「いい

だ人形劇フェスタ」の本部が置かれる飯田文化会館に隣接し、8 月の人形劇フェスタのほか、年間を通して人形劇等の

公演が行われている。人形に関する他の施設には、1840 年（天保11 年)に建てられた黒田人形舞台がある。国指定重

要有形民俗文化財となっている。1999 年には黒田人形の練習場・伊那谷四座の研修施設として「黒田人形浄瑠璃伝承

館」も建設された。また、「竹田扇之助記念国際糸操り人形館」があり、日本の伝統糸操り「竹田人形座」の人形をは

じめ、竹田扇之助氏が世界中から集めた人形コレクションを収蔵・展示している。  

 

 

飯田市の町おこしの注目ポイント（観光面） 

地域の自然・文化歴史・暮らしを活かし、体験観光の先進地へ。 

日本初の地域受入れ型の専門旅行会社「㈱南信州観光公社」を設立、 

観光振興推進。 

それにより体験教育旅行がゼロ人から、延べ約46,000人になった。 

（平成8年）  （平成17年） 

これまでの経緯 

平成７年（１９９５） 体験教育旅行誘致事業を開始。資源踏査しメニュー開発後、営業活動を開始する。 

平成８年（１９９６）  高校生自然教室を実施する。 

平成１０年（１９９８） 農家民泊の受け入れを開始する。 

平成１１年（１９９９） 「南信州こども体験村」がスタートする。（2週間長期体験プログラム） 

http://hishimochi3.blog57.fc2.com/blog-entry-83.html
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平成１３年（２００１） 「㈱南信州観光公社」が設立される。 

平成１５年（２００３） 「第1回オーライ！ニッポン大賞」グランプリ（内閣総理大臣賞）受賞。都市農村交流が総

合的に地域活性化につながっている点が高く評価される。 

平成１６年（２００４） 「第1回ほんもの体験フォーラム」が開催される。 

エコツアー「桜守の旅」がスタートする。 

平成１７年（２００５） エコツーリズム全国大会が開催される。 

まちなか観光「和菓子探訪の旅」がスタートする。 

「第12回優秀観光地づくり賞」金賞（総務大臣賞）受賞。体験プログラムは学校教育 

という面からも大きな注目を集めていることなどが高く評価される。 

「第1回エコツーリズム大賞」優秀賞を受賞する。 

 

主な取り組み 

南信州観光公社の取り組み 

「体験型観光振興は、従来の観光資源に乏しい南信州にとって起死回生の一打になる。そのためには、受入のための

組織体制を創設する必要がある」と、飯田市は平成11年4月、設立に向け積極的に周辺自治体や民間業者に働きかけ、

飯田下伊那の一部の自治体の合意を取り付けるも、関係自治体の観光に対する温度差から時期尚早と判断され、設立は

頓挫。しかし全国に先駆けて先行利益を取らなければ意味がないとして、「この指とまれ」方式で5市村と民間の出資

によりスタート。現在は飯田下伊那全自治体が出資するまでに。 

最近では、第三セクターが地域の生業を体験資源として掘り起こし、農業体験や自然体験等、質の高いプログラムを提

供。 

このような取り組みが、地域における経済波及効果や集客から体験機会の調整、精算までのシステム構築として評価さ

れ、平成17年6月にエコツーリズム大賞優秀賞を受賞。 
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ワーキングホリデー 

ワーキングホリデーの始まりは、当時市職員であった井上弘司氏の「都会の人にボランティアで農業の手伝いをして

もらおう」というアイデアからだった。当時、田舎や農業への憧れから、飯田市に相談に訪れる都市住民は増えていた

が、実際には農業の勉強も体験もしたことがないという人が多く、なんとかして研修の機会を作れないものか、という

思いを抱いていた。また、その一方で、農村では高齢化が進み、農業の担い手不足に悩んでおり、農村の存続すら危ぶ

まれていた。何回かやっていくうちにワーキングホリデーの参加者は年々 増加していき、中には、２度目以降は農家と

直接連絡を取り合って参加する者も出てきた。参加者の中からは、新規就農者や定住者があらわれており、1998 年か

ら2008 年３月までの間に、夫婦での定住・就農が13 組、単身の男性の就農が５人、農家への養子縁組や嫁入りも３

組成立、中には飯田で独自に事業を始めたという人もいる。受入農家の登録数も、1998 年の20 軒から2008 年には95 

軒に増加。労働力が確保できて作業の能率が上がったこと、高齢の農家のモチベーションが上がって、農地の遊休地化

に歯止めがかかったことなどが、ワーキングホリデーの効果としてあげられる。また、参加者が農産物の購入を希望す

るなど、経済効果も見られました。 

 

飯田市のワーキングホリデーが成功した理由 

飯田市のワーキングホリデーが上手くいった理由は様々 であるが、その一つに、果樹栽培の摘果・摘花・収穫などの

作業は経験がない参加者にもすぐ覚えられ、ワーキングホリデーに向いているということがある。ワーキングホリデー

は、飯田市から全国各地へ広がり、中には観光や交流を目的の一つと捉えている市町村もある。だが、飯田市の場合は

あくまで農作業の人手の確保が主目的であり、農家としては、様々 な未経験者が来るよりは、経験者が何度も来てくれ

る方が作業効率を上げやすい。市では農家の主体性を大切にし、それぞれの農家の判断で市を介さない直接のやり取り

を積極的に進めて欲しいと考えている。こうした市民の主体性を常に大切に考えるのが、飯田市の施策の特徴でもある。 

ワーキングホリデーの受入農家数はほぼ横ばい状態だが、参加者は現在も増加し続けており、市としては今後も、農家

http://www.agreen.jp/whatsnew/news.php?id=562
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の主体性に任せて現状の路線でワーキングホリデーを継続していく予定にしている。 

 

体験教育旅行 

体験教育旅行とは、通過型の観光地から滞在型拠点型の観光づくり（＝旅の必然性づくり）を目指し、1995 年に飯

田市商業観光課が体験旅行誘致事業を開始し、受け入れが始まりました。年々 利用団体が増えていく中で、（株）南信

州観光公社が設立され、専門性を持った窓口組織を担い実施されています。学生の皆さんは、農家のお家にホ－ムステ

イするなど、地域の方々 と交流をします。また南信州の大自然の中で農業やアクテイビテイなどのプログラムに参加し

ます。人と人の交流から訪問者に「飯田のプログラムははずしがない」と言われ、感動を与えている。一般の体験観光

や近年では、地域の高校生と台湾高校生の交流も行っている。体験プログラムとして天竜川ラフティング、農家生活体

験、農業体験などがある。 

 

桜守の旅（エコツアー） 

南信州エリアには樹齢三百年を超える老桜・名桜が点在。これらをネットワーク化し案内人付きで桜巡りを実施。約

一ヶ月は見頃の桜を観賞でき、ライトアップによる夜桜ツアーもある。 

従来の群桜型花見から、地域にある一本桜の名桜に視点を変え、内外に好評。年々 ツアー客が増加している。 

 

和菓子探訪･歴史探訪の旅 

小京都と言われる飯田の市街地は古くからの和菓子店が数多く点在。 

ガイド付きで歴史散策と和菓子店を廻る旅が好評。和菓子店の活性化にも寄与している。 

最近では桜守にちなんだ菓子も登場。 

 

飯田市観光等活性化に関する調査  

1.調査の背景と目的 
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2027 年度に開通が見込まれているリニア中央新幹線の飯田駅（仮称）（以下リニア新駅という）が当地域に設置され

ることとなった。リニア新駅は、JR 飯田線のみならず中央自動車道や三遠南信自動車道などの高速道路網との結節に

より、より大きな効果を期待でき、地元飯田下伊那地域のみならず、長野県の南の玄関口、三遠南信地域の北の玄関口

として、観光・地域の発展に広い期待ができる。これまで、飯田市の道路ネットワークや公共交通ネットワークは、JR 

飯田線や主要施設が集積する中心市街地を拠点として形成してきたが、リニア新駅が郊外に設置されることが確実とな

り道路ネットワーク等の再構築の必要性が生じている。 

 

2.交通特性の課題 

・平成22 年道路交通センサスにおける交通量混雑度では、主に中心市街地へのアクセス道路の混雑度が1.0 を超える

路線や箇所が多い。加えて、市内中心部を南北に縦断する路線は、渋滞箇所が複数地点存在し、この内最大値が1.96 を

示す箇所もあることから、慢性的な渋滞が課題となっている。 

・今後、リニア中央新幹線の開業により、駅位置が想定される北部方面への交通量の増加が考えられ、市内を南北に縦

断する路線はリニア新駅へのアクセス道路として交通量の増加が予想される。 

 

3.整備効果 

・リニア中央新幹線の整備計画に伴い、高速道路へのアクセス性を向上させるこことでリニア中央新幹線との二次交通

の強化が図られる。 

・新たな回遊型観光圏の形成による観光地の集客力向上と地域産業振興の支援など下記の整備効果が期待できる。 

 

4.飯田市の観光と交通に関するアンケート結果 

■観光に関する内容 

・飯田下伊那地域の観光地としての魅力として「自然」「食べ物」「温泉」を挙げる方が多い。 

・一方で観光地として不便に思う点としては、「当地域への交通の便」「当地域内の交通の便」「観光情報の不足」が多
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く挙げられた。 

■リニア中央新幹線の利用意向等に関する内容 

・高速バスやJR 飯田線を使って飯田下伊那地域を訪れる方のうち、約７割が将来の当地域への移動手段としてリニア

中央新幹線を利用する意向がある。 

・リニア中央新幹線を利用すると回答した方の約６割がリニア中央新幹線の開業により、飯田下伊那地域を訪れる頻度

が増すと回答している。増加頻度は年１～２回が多い。 

・リニア中央新幹線の開業により、日帰りでの来訪が多くなると考える方は７割弱いる。 

・当地域に設置予定の中間駅から目的地までの移動手段として、公共交通機関(電車及び路線バス)を希望する方が約６

割にのぼる。 

・一方でリニア中央新幹線を利用する場合に必要だと思う整備として、目的地までの道路整備を望む声も５割弱ある。 

 

アンケート結果よりわかることは、リニア中央新幹線の開業により当地域への交通の便が改善されることにより、当地

域への来訪者の増加が見込まれる。当地域の魅力である「自然」「食べ物」「温泉」を十分に享受できるエリアを有機的

に結びつける公共交通施策及び道路整備が求められる。また、さらなる観光客の呼び込みのためには今以上にPR やキ

ャンペーンなど対外的な情報発信に努める必要がある。 

 

5.今回の調査で分かった町おこしへの課題 

・市全体のネットワークを考えた上で、整備必要路線の全体計画を決定し、そのうえで整備の優先順位を明確にしなが

ら観光活性化に効果的な事業を推進していく必要がある。 

・アクセス道路や駅周辺整備計画を適切な時期に示すことにより、民間会社が観光地への誘客についての計画・検討に

取りかかることができるようにする。 

・今後、観光地周辺の整備検討も可能となることにより、地域間の競争力を高めることが期待できる。リニア新駅が当

地域の観光・交流拠点の一つとして、文化・産業など地域の資源を活用した地域づくりを行っていくために、広域的な
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地域の活性化に向けて取り組んでいく必要がある。 

 

まとめ 

これまで飯田市について調べてきてわかったことは飯田市は観光従事者の満足度が高く、これは地域産業の全体の売

上における観光売上の割合が低いからこそ、観光産業に従事していることに満足をしているためであると考えました。

飯田市は主な事業の利用者数の季節波動が小さく、観光資源も多様化しており、市内・県内からの仕入・外注割合も高

いことから、住民意識・訪問者意識で必要とされている食べ物、おみやげを造成することも観光にかかわる地域産業発

展のための効果的な手段であると思いました。 

また飯田市に実際に行けるので観光面ではどのような取り組みをしているのか、現地の人に直接聞いたりしてより飯田

市についての知識を深めたいと思います。 

 

 

南信州・飯田市フィールドスタディー2015 

140321202 経済学部 経済学科 山中章平 

 

地方再生に向けた人材サイクルの構築 牧野光朗 

ここでは飯田市がどのように発展していったかなどの話を伺いました。飯田市は現在全国よりも速いペースで

人口が減少しています。その人口減少時代における都市の再構築の話がとてもためになりました。現在地域との

関わりは年齢を重ねるごとに薄くなってきています。飯田市では大学が無いので約 8割の若者が一度地域を離れ

てしまい、人材が流出してしまいます。また将来的にも飯田に帰って来ない人が出てきて地域の活力が低下して

しまいます。なので、域にダイナミズムを起こすことができず人材サイクルの構築が出来ないのが飯田市の大き

な問題の 1つでした。そこで飯田市長は地域の魅力・誇りを持てる前に地域を離れてしまうので故郷の意識や愛

着が薄れているのではないかと話されていました。高校卒業までに地域に愛着と誇りを持てる人材の育成を一貫

して実施するとこが重要とし、自分の地元の魅力を沢山話せる人がそんなにいないことは自分も思っていたので

自分の地元の魅力についてもっとよく知っていれば地元に帰ってくる人が増えるのではないかと思うので市長の

話はすごく興味深くためになりました。 

 

都市と農村の関係（ワーキングホリデー） 川手洋造 

ここではワーキングホリデーの出来た経緯は今現在の現状や苦悩話を聞かせて頂きました。ワーキングホリデ

ーは仕事や会社での上下関係などにつかれた人が休みを利用して田舎の生活を経験し、実際に農業などを体験し

てリフレッシュしてもらおうとはじまりました。農家側も高齢化が進み農業の人手不足に悩んでいて農村の存続

すら危ぶまれていたので、農作業の人手の確保ができることで互いにメリットがあるこのワーキンングホリデー

は経済効果も見られ参加者は現在も増加していますしかしその一方で知らない人と一緒に暮らすので農家側が気

を使い辞めていく農家が増えているのも現状とおっしゃっていました。これは回数こなして慣れていく以外方法
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がないともおっしゃっていました。ディメリットを聞いたところ不定期で連絡が入るので休みが無い時があると

言っていて、一緒に農業をやるということは教えたりし、家の人の負担が大きくなるのでそれに合わせて全然休

みが取れないと体を休める時がほとんどなく農家の大変さを知ることが出来ました。 

 

地域自治と公民館活動 長谷部三弘 

 ここでは行政と地域と公民館の役割や公民館活動の具体的な活動内容を伺いました。その公民館活動の中の実

践グループ「ひさかた風土舎」の活動では特産品づくり、学習活動、交流活動が盛んに行われていました。飯田

市の公民館は他の地域の一般的な公民館の活動に加えて地域中心であり住民参加、機関が自立していて専門の委

員会を設置していることが大きな特徴だなと思いました。 

公民館活動を通して郷土に生きる楽しさやゆたかさ、よろこびを再認識できる環境が整っている飯田市がうらや

ましかったです。 

 

おひさま進歩エネルギーの取り組みについて 原亮弘 

ここでは原さんがどのような過程を経ておひさま進歩エネルギー株式会社を設立したのかという具体的な経路と

太陽光パネルを貼ることによるメリット、ディメリットを聞くことが出来ました。一番初めにおひさま発電所を

付けたのが飯田市内の私立保育園でした。しかも住民から得た寄付という形で建てられました。もともと子供た

ちを保育するという場所なのでそこに太陽光パネルを設置するということは目的外使用になりなかなか許可が下

りませんでした。そこから市長と原さんの頑張りによりこーやって成功まで持っていったことが話を実際に聞く

ことでよりすごいことなのだなと思いました。飯田市が 20年の長期契約や初めの時点で買い取り契約を結ぶとい

う他ではなかなかないことを行政が決断をしたことで成功に結びついているので前例にとらわれないこともいい

ことなのかなと思いました。 

 

伊那谷の魅力と地域活性化 松島信雄 

ここでは飯田航空宇宙プロジェクトの取り組みについての話や地域中小企業の課題やリニア時代への目標などの

話を聞きました。飯田市がなぜ宇宙産業に力を入れているのか疑問だったが話をきくと航空機産業は長期成長産

業で年に 5％の成長が見込めるということと高い技術へのチャレンジをすることで波及効果が見込めます。その

産業がなぜ飯田市に向いているかというと実績のある多摩川精機があり中小都市ならではの多品種、少数生産が

可能で日本の航空機産業の中心である中京圏に近いのが大きな要因でした。一番すごいと思ったのが今までずっ

と敵だった周りの会社などに説明会を何度も行い各社の得意技術を結集し、共同受注体制を確立していったとこ

ろがとても真似できないことだなと思った。 

10年経ってようやく大手Ｔ１、Ｔ２に顧客を開拓して取引を開始することが出来たのでこれからの進展がとても

楽しみになりました。 

 

新しいまちづくりのカタチ 桑原利彦 

ここでは桑原さんの飯田市への取り組みや人とのかかわり、中心市街地の賑わいの取り戻しへの苦悩話を聞き

ました。桑原さんが中心市街地を活性化させようと始めた IIDAWAVEは若い学生のバンドからお年寄りのバンドな

ど様々な年齢層の人たちが参加しておりイベント終了後には全員で打ち上げなどを行い幅広い年齢層が交流でき

る場を提供しています。桑原さんの話を聞いて思ったことは若者と高齢者との間には壁が存在していて同じ町を

活性化させたいという想いをもちながらばらばらに活動をしていたことによるいわば嫉妬みたいなもので、交流

の場があるだけで信頼関係を生みわだかまりもなくなったという実際にその場に立ち会ってみて思ったことや分

かったことなどを色々教わりすごくためになりました。 

 

人形劇を通じたまちづくり 高松和子 

 ここでは人形劇が飯田で有名になった理由や飯田人形劇フェスタについての話を聞きました。飯田人形劇フェ

スタはワッペンを購入しそのワッペンで一日中の人形劇の参加証になります。それの収入でフェスタを支えてい

てみんなでフェスタをつくるシンボルとして有名です。お話を聞いていて人形劇フェスタにも外国の人の来場客
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が増えてきていると言っていて人形劇カーニバル飯田から始まり市民主体のお祭り飯田人形劇フェスタに変わり

外国の人の耳にも入るくらい有名になってきているということが飯田市全体で頑張っているからこそできている

のだと思いました。 

 

地域人教育の取組について 飯田 OIDE長姫高校 浅井教授 

 ここでは飯田 OIDE長姫高校の生徒が行っている学校行事や地域人教育を通して地域生活そのものの持つ人形

形成への影響力を身につける取り組みを教わりました。OIDE長姫高校ではボランティア、イベントの参加、イベ

ントの計画などを通して大人と共に育ちあう共同の関係づくりをめざしています。地域人教育を通して自分で考

えて行動する力を身に着け社会に出たときに恥をかかない人材の育成に学校全体で取り組んでいることがこの学

校の強みだなと思いました。浅井さんに飯田市はどうってほしいかと質問したところリンゴ並木中心にもう一度

賑わいを取り戻してスモールシティー化してくれたらいいなと言っていてそれは自分が思っていたことでもあっ

たのですごくためになるお話でした。 

 

中心市街地活性化の取り組み 三石秀樹 

ここでは飯田市の特徴や中心市街地の人口推移などについておしえてもらい実際に飯田市のリンゴ並木周辺を歩

き説明してもらいました。思っていたよりもリンゴ並木周辺にオシャレなカフェなどが多くあってびっくりしま

した。道の整備などもしっかりされていてすごく雰囲気のある街並みでした。 

 

感想 

 今回の飯田市のフィールドスタディーを通して飯田市の特色や今現在の問題など色々直接話を伺うことがで

きネットで調べたことよりもより深くまで知ることができました。私の地元である一宮と比べて中心市街地のア

ーケード街はほとんどシャッターが閉まっていて似たようなものを感じました。一宮では七夕祭り、飯田市では

人形劇など中心市街地で行う大きなイベントがたくさんあると思うので賑わいをまた取り戻してほしいなと今回

のフィールドスタディーを通してより強く感じることができました。飯田市は地元に大学がないため地方へ行っ

てしまいなかなか戻ってこないといっていましたが一宮は逆に名古屋まで電車で１０分とすごく簡単に都市部に

行くことができるのでみんな名古屋に働きにいってしまっています。なので、都市部に近くても遠くても同じよ

うな問題は発生してしまうのだなと思いました。 

今回は授業で飯田市を訪れましたが今度は観光でも訪れてみたいなと思うことができました。 
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飯田市の地域おこし 
 まず最初に飯田市の地域おこしを調べようと思った意図は，近年産業が衰退してきている地域が増えてきてい

ると耳にしました．その原因として考えられるのは、 

・産業の衰退経済的衰退雇用の減少 

・人口の流出・人口の減少 

・地域文化の伝統の途絶 

などが挙げられます．また例えばこのような事例もあります．滋賀県内にある商店街のうち７割以上が最近の景

況について「衰退している」と感じていることが県の実態調査で分かり，後継者不足や郊外型の大型店舗との競

合などが背景にあるとみられる。調査結果を受け，県は商店街に対する活性化の支援策を強化していく方針．と，

ありました． 

また，これ以外にも調べたら地域産業が衰退している地域が多くあり，全国には衰退している，町おこしされて

いない県がたくさんあると思います．こういった県をどうしたら活性化できるのか，飯田市を参考にして改善点

を見出していきたいと思ったから，また飯田市にはどのようなことが足りていなくて何が必要なのか，飯田市の

産業政策を中心に調べていきたいと思いました． 

 

飯田市の概要 

長野県飯田市は，長野県最南端（南信州）の都市であり，東に南アルプス，西に中央アルプスがそびえ，南北

に天竜川が貫く谷地形に位置する．人口（平成23年７月末現在）は10万4822人，面積は659km� （森林面

積は全市域の84.6％），産業別就業人口（平成17年）は第１次産業6415人，第２次産業１万9682人，第３次

産業３万1490人である． 
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「飯田」の地名の由来は「結いの田」（共同労働の田）であるといわれており，養蚕や水引などの伝統産業により

発展してきた．現在はハイテク産業，食品産業，農業（果物が中心）が盛んであり，五平餅，信州蕎麦，水引，

おたぐりなどが名産である．また，飯田市は「りんご並木と人形劇のまち」としても知られており，近年では教

育体験旅行や，グリーンツーリズム・エコツーリズムの取り組みなども全国から注目されている． 

 

「ムトスの精神」と「結の力」 

飯田市では，「ムトスの精神」と「結いの力」により，人のつながりやさまざまな主体間の協働を大切にしてい

る「協働のまちづくり」が行われている．「飯田市の協働のまちづく 

り」には，行政のみならず，「飯田市の協働のまちづくり」に関わりのある市民や地域組織，企業，団体などの多

様な主体との協働が不可欠であり，まちづくりの現場でさまざまな担い手が活躍し，協力し合っている．「ムトス」

とは，広辞苑の最末尾の言葉「んとす」を引用したもので「…しようとする」という意味が込められており，行

動への意志や意欲を表す言葉であると説明されている．飯田市では「ムトス」を地域づくりの合言葉にし，一人

ひとりの心の中にある，「愛する地域を想い，自分ができることからやってみよう」とする自発的な意思や意欲，

具体的な行動による地域づくりを目指している．「結い」とは，「多くの人の協力と役割分担により一つのことを

成し遂げる仕組み」のことであり，今日の協働そのものである． 

飯田市の目指す都市像 

平成８年策定の第４次基本構想・基本計画において，飯田市の目指す都市像を「環境文化都市」としており，

平成19年３月23日には更に今後20～30年という長期を見通して実現する都市像として新たに「環境文化都市

宣言」を行った．平成21年１月23日には，国全体を低炭素社会に転換していくために，温室効果ガスの大幅削

減など高い目標を掲げて先駆的な取組にチャレンジするモデル都市である「環境モデル都市」として政府から選

定された．飯田市が「環境モデル都市」にチャレンジしたのは，「環境モデル都市」の認定が，長期的に目指す都

市像として掲げる「環境文化都市」を達成するための大きな力となるものと考えたためである．「環境文化都市」

を目指す都市像とした飯田市では，低炭素で活力あふれる地域づくり，地球環境問題へ対応するために， 

① 体の広がり 

市民，産業界が協働することにより行政の枠を超える。 

② 域の広がり 

民間が主体となることで他地域のモデルになり得る。 

③ 策の広がり 

総合的アプローチにより政策の付加価値を高める。 

といった『「多様な主体の協働」による広がり』を地域政策とした．さらに平成 19年策定の第５次基本構想・基

本計画において，「文化経済自立都市」を目指す都市像としている．「文化経済自立都市」とは，「いつの時代も，

素晴らしい環境の下で，市民一人ひとりがそれぞれに活き活きと輝き続けることができるまち」を実現させるこ

とである． 

 

「飯田市の協働のまちづくり」の取り組み 

「文化経済自立都市」では，持続可能な地域づくりのために，若い人達が一度は外に出ても，いずれは飯田に

戻り，子育てをし，次世代を育んでもらえるような長期的な人々の営みができることが重要と考え，「人材サイク

ル」の構築が進められている．この「人材サ 

イクル」は， 

①帰ってこられる「産業づくり」 

②帰ってきたいと考える「人づくり」 
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③住み続けたいと感じる「地域づくり」 

を推進することで実現可能になると位置付けている．その実現のために，地域経済活性化プログラムにより，産

業連携の深化と地域産業の持続的成長への支援を行っている．地域経済活性化プログラムとは，地域の経済自立

度を70％にするために産業界，市民，経済団体，行政が地域ぐるみで実施する事業を具体的に明示したものであ

る．この地域経済活性化プログラムは，PDCAサイクルに基づき，現場主義の徹底により現場の改善から生み出

される効果的な施策を立案，実施し，産業界，市民を交えた評価，点検を行い，毎年プログラムを見直している．

「地域経済活性化プログラム2011」では， 

①未来を見据えた地域産業の持続的成長への支援 

②異産業の新しい組合せによる産業創造の促進 

③地域産業の未来を担う専門技術・技術者の育成 

④地域経済の循環の促進 

⑤地域交通環境の変化を見据えた産業づくり 

の５つの視点をもとに， 

①地域産業育成基盤の整備 

・企業支援体制の強化 

・起業支援の充実 

・雇用対策の強化 

②人材誘導・人づくり・大学連携 

・総合人材誘導窓口の充実 

・大学・研究機関連携強化 

・新規高卒者等の人材育成 

・次世代育成プロジェクト 

③産業連携による地域資源の活用・創出 

・産業連携による市田柿の振興 

・地域産品のマーケティング・チャレンジ 

・域産域消（商）の推進 

④地域産業ストックのパワーアップ 

・光る農村づくり 

・技・巧みの伝承・新分野開拓 

・暮らしのツーリズム 

⑤低炭素化への取り組み 

・環境産業への支援 

・企業内省エネ対策の支援 

・中心市街地の低炭素化 

⑥新産業クラスターの形成 

・航空宇宙産業クラスター 

・健康・医療産業クラスター 

⑦農業の担い手への基幹的支援 

・優良農地の集積・確保 

・生産基盤の強化 

・農産物マーケティング活動支援 

⑧持続可能な森林づくり 

・木材の域内利用と共同製材施設の建設具体化 

・搬出した間伐材の利用推進 

・竹プロジェクト 

⑨事業者連携による観光ブランド育成 



44 

 

・情報発信力の強化 

・案内人・案内所の充実による「おもてなし」の向上 

・山岳エコツーリズムの育成 

⑩地域生活インフラとしての商業・ビジネス支援 

・買い物弱者対策の検討 

・コミュニティビジネスの具体的取組支援 

・暮らしを支える事業モデルづくり 

の10の重点戦略を編成した．また，人材誘導プロジェクトとして，先人から「結い」の精神を学び，人と人を

結ぶきっかけになることを願い，ＵターンとＩターンを組み合わせた結い（UI）ターンプロジェクトの取り組み

がある．結いターンプロジェクトでは，人材誘導総合窓口の運営をするだけでなく，プロモーション戦略，イン

キュベーション戦略も展開している．プロモーション戦略としては，インターネットやパンフレット・小冊子に

よる情報発信，企業説明会・就職支援セミナーを実施する「地域まるごとPR」，大学，飯田職業安定協会，同窓

会・ふるさと会と連携した「地域まるごとスクラム」，各担当がそれぞれの分野で人材誘導（求人情報収集・マッ

チング）や飯田ファンの拡大（体験教育旅行，ワーキングホリデー，エコツーリズム）を図る「地域セールスマ

ン」といった取り組みが行われている． 

「プロモーション戦略」の取り組みの１つであるワーキングホリデーは，「農業をしたくても手がかりがない，農

業を真剣に学びたい都市住民」と，「農繁期に手間が足りない農家」を結び，お互いの足りないところを補い合う

制度であり，参加者は作業農家で寝食の提供を受ける代わりに，労力を農家に提供するというシステムである．

飯田市では平成10年よりこの取り組みを始め，つながりづくりを行っている． 

飯田市のワーキングホリデーの参加者の男女比率は年間4：6程度であり，20歳代・30歳代の若い女性も多く，

９月のシルバーウィークの時期には農業後継者の集まりである「かたつむりの会」と交流する「婚活ワーキング」

も行われている．また，ワーキングホリデーの実施によって，グリーンツーリズムの本格的受け入れ施設にする

農家も増えるなど，受入農家の側にも変化が見られている． 

インキュベーション戦略としては，「就職，起業，就農支援」（企業への人材供給，ハローワーク飯田と連携した

職業紹介），「住宅情報の提供」（宅建協会と連携した住宅情報提供，空き家情報の収集と提供），「豊かなライフス

タイル提案」（UIターン者アフターケア（ネットワーク化とフォローアップ））といった取り組みが行われている．

結いターンプロジェクトでは今後も， 

・地元企業の魅力を知ってもらう（情報発信） 

・飯田暮らしの魅力発信（子育て，教育，医療） 

・企業誘致，企業立地と雇用の拡大（産業振興） 

・起業支援 

・人材誘導を強化するネットワークの構築 

・市民等と協働したUIターン推進 

といった取り組みを行い，産業界・経済界，行政，地域，学校・同窓会など南信州が連携した展開を目指してい

る．以上で述べた通り，持続可能な地域づくりのための「人材サイクル」の構築を実現させるために様々な取り

組みが行われており，行政のみならず，飯田のまちづくりに関わりのある市民や地域組織，企業，団体などの多

様な主体との協働が不可欠で，まちづくりの現場でさまざまな担い手が活躍している．その代表的な例として，

平成10年にまちづくり会社「株式会社飯田まちづくりカンパニー」を設立し，中心市街地活性化や再開発事業

に取り組んでいることが挙げられる． 

 

「飯田市の協働のまちづくり」の課題 

前述の通り，飯田市では人のつながりやさまざまな主体間の協働を大切にしているが， 

飯田市には観光・文化・生活・産業・環境の面で見ると様々な課題を抱えているのも事実である．「飯田市の協働

のまちづくり」の課題としては，大きく２つ挙げられる． 
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第１に「既存のつながりの再生」である．飯田に長く根付いている地区ごとのつながりの拠点であり，市民活動

の場である公民館，旧来の町内会などの地域自治組織といった「既存のつながりが弱体化」しているため，「既存

のつながりの再生」に取り組むことが必要であると考える．第２に「新しいつながりの活性化」である．ギター

クラブを通じた高校生と中年層のつながり，ごんべえ邑などでのワーキングホリデーを通じた農家と体験者のつ

ながりなど，「新しいつながりの形成が発展途上」であるため，「新しいつながりの活性化」に取り組むことが必

要であると考える．本論文では，「飯田市の協働のまちづくり」の核である取り組みの１つである「いいだ人形劇

フェスタ」の課題を明示し，その解決策を検討した上で，その可能性と実現に至る具体的方策を検証することに

より，「飯田市の協働のまちづくり」の課題となっている隘路を切り開くことに資していきたい。 

 

 

３．いいだ人形劇フェスタの現状と課題 

いいだ人形劇フェスタの概要 

いいだ人形劇フェスタは，昭和54（1979）年に前身である「人形劇カーニバル飯田」としてスタートした．

昭和63（1988）年の第10図２ 飯田市の協働のまちづくりに関わる主体 回人形劇カーニバル飯田では，世界人

形劇162 社 会 情 報 Mar.2013フェスティバルを併せて開催し，世界的に人形劇のまちとして知られていたフ

ランスのシャルルヴィルメジェール市と飯田市は友好都市締結を結び，日本の人形劇のまちとしての確実な歩み

を始めた．平成10（1998）年に第20回を迎えた人形劇カーニバル飯田は，平成11（1999）年から市民主導を

さらに進めた祭典として「人形劇フェスタいいだ」へと生まれ変わった。いいだ人形劇フェスタはだれもが参加

できる，日本最大の人形劇の祭典であり，海外の人形劇関係者や人形劇ファンにも知られている．毎年８月上旬

に開催され，平成23年は市内32の本部会場と78の地区会場の計110会場で456公演が行われ，延べ参加者数

は劇人約1800人，観劇者約４万人，ボランティアスタッフ約 2000人であった．いいだ人形劇フェスタは，「み

る，演じる，ささえる，わたしたちがつくるトライアングルステージ」を基本コンセプトにした市民主体の創造

活動・自発活動・協働活動と，地域の公民館を中心に，市内全ての地域に出かけて上演する地域分散方式によっ

て運営され，行政（飯田市，飯田市教育委員会）は事業費の一部負担と事務局業務を担っている．いいだ人形劇

フェスタが目指すものは， 

①人形劇をみたり，演じたり，ささえたりすることで心が豊かになること． 

②人形劇が向上し，発展し，地域の文化がさらに高まり，まちが元気になること． 

④ いろいろな人たちと出会い，ふれあい，学び合い，みんなが理解を深め合うこと． 

である．このことから，人形劇をみる人（市民や観光客などの観劇者）も，演じる人（劇人）も，ささえる人（ボ

ランティアスタッフなど）も，みんなが参加証ワッペンを身に付けて参加する「参加証ワッペン方式」がとられ

ている．この参加証ワッペンはみんなでフェスタをつくるシンボルの役割を担うものである．いいだ人形劇フェ

スタの公演は本部公演，地区公演，広域公演，プレゼント公演の４つがある．人形劇の公演を観るためには，公

演会場や公民館，市役所などで販売されている参加証ワッペン（700円）を購入する必要があり，ワッペンを提

示することで全ての人形劇の観劇が可能である．本部公演は，実行委員会が企画運営する公演であり，ワッペン

とは別に有料観劇券の購入が必要なもの（有料公演）もある．地区公演は，市内各地区の公民館が中心となる地

区実行委員会が本部と連携して運営する公演であり，公民館や集会所，神社やお寺，保育園や学校等の生活の場

が劇場となる．広域公演は，飯田市周辺の町村が，実行委員会と連携して企画運営する公演であり，人形劇が飯

田から南信州全体に広がって上演される．プレゼント公演は，企業や団体，個人が公演経費を負担し，提供され

る公演であり，ワッペン提示だけでみることができる．人形劇の公演形態には，専門劇団の自主公演，プロ劇団

が意欲的な作品を紹介するタイプの公演であり，ワッペンとは別に有料観劇券が必要であるタイプＡ，専門劇団

の上演希望の作品から実行委員会が選考するタイプの公演であるタイプＢ，プロ・アマを問わず参加エントリー

ができるタイプの公演であるタイプＣの３タイプがある． 

 

いいだ人形劇フェスタの評価と課題 
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いいだ人形劇フェスタの評価される点としては，市民が人形劇を楽しむことを核にしながら，中高生の初めて

の社会参加の場，市民たちの交流の場となっている点がある（いいだ人形劇フェスタ実行委員長高松和子氏）．ま

た，主体的な参加をモットーとする市民が企画・運営を行い，行政がサポートする形となっており，市民有志の

実行委員を中心に，中高生を含むサポートスタッフが運営に従事し，それぞれの立場や持ち場で主体的に活躍し

ふれあう姿からは，人づくりやまちづくりへの強いエネルギーが感じられる点である（飯田市長牧野光朗氏）． 

いいだ人形劇フェスタの問題点としては，「飯田市の協働のまちづくり」の課題に関連して大きく２つの点が考

えられる．「既存のつながりの再生」という面では，「地域分散方式にとって不可欠な公民館・地域自治組織が弱

体化していること」が挙げられる．その原因として， 

①集まりたくなる場でない 

②取り組みが固定化している 

③広報の方法に広がりがない 

といったことが考えられる．いいだ人形劇フェスタ 2010の結果報告によると， 

･地区の人の人形劇フェスタへの理解，興味が少なく，地元の意識が低い． 

･毎年固定した役員の人たちだけが携わるのではなく，様々な人たちに関わってもらいたい． 

･初めてフェスタの運営に関わる人の中には，「やらされ感」を感じる人が少なからずいるので，それをみんなで

作り上げるという意識に変え，主体的に関わってもらえるような働きかけを継続することと，大人も楽しめる人

形劇を地区公演に組み込む必要性がある． 

･地区に住む中学生・高校生がもっとフェスタに関わってくれるような企画等考える必要性がある． 

･毎年同じような取り組みになっているので，本部で新たな客層の獲得や市民への浸透に向けた試みを行ってほし

い．などの問題が挙げられている．また，広報いいだや信濃毎日新聞などの紙媒体，ラジオ，いいだ人形劇フェ

スタ公式サイトでの広報は行っているものの、この他のWebを活用した広報が少ない．以上のことから，「地域

分散方式にとって不可欠な公民館・地域自治組織が弱体化していること」に対しては， 

①皆が集まりたくなる場づくりをする 

②魅力的な取り組みを提案する 

③広報の仕方を工夫する 

といったことが今後の課題に挙げられる．様々な層に公民館へ関心を持ってもらえる工夫がなければ参加者に偏

りが生まれ，交流が減り，企画を知る機会が少なければ参加者数も伸びにくいと考える．「新しいつながりの活性

化」という面では，「「みる・ささえる・演じる」のトライアングルがまだ強固ではないこと」が挙げられる．そ

の原因として， 

①事前に顔を合わせる機会が少ない 

②適切な役割分担ができていない（特定の人に仕事が集中する）といったことが考えられる．いいだ人形劇フェ

スタ2009及び，いいだ人形劇フェスタ2010の結果報告によると， 

･部会スタッフとサポートスタッフの交流がない．若いスタッフが成長しているという印象は持ったが，公演部会

員がサポートスタッフの様子を統括的にみられるようにしていったほうがよい． 

･公演部会員の多くが上演劇団でもあるので，期間中に，スタッフの中心となって業務を執行し，スタッフを統括

するという事は難しい． 

･劇団との打ち合わせ期間が短く苦労した． 

･スタッフの事前指導不足という声がある． 

などの問題が挙げられている．以上のことから，「「みる・ささえる・演じる」のトライアングルがまだ強固では

ないこと」に対しては， 

①事前に顔を合わせる機会を作る 

②適切な役割分担をする 

といったことが今後の課題に挙げられる．特に，スタッフの交流機会を増やすことで，これまでふれあう機会の

少なかった人と交流することができ，それによって新たなつながり作りができると考える． 
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いいだ人形劇フェスタの課題の解決策 

ここでは，いいだ人形劇フェスタの課題の解決策を検討し，それを通じて，「飯田市の協働のまちづくり」の課

題である「既存のつながりの再生」，「新しいつながりの活性化」を解決することができるか否かを検証する．「み

んなが集まりたくなる場づくりをする」という課題に対する解決策としては，各公民館への休憩スペースの設置

が挙げられる．現在ある休憩スペースは飯田市公民館と飯田文化会館の２ヶ所のみである．人形劇の観劇中はあ

まり話すことができないため，自由に話せる場を設け，丸テーブルとイスを設置してセルフサービスのお茶を飲

めるような休憩スペースがあると良い．また，休憩スペースにその日に行われる公演のタイムテーブルを掲示し

ておくと，「みる人」・「ささえる人」・「演じる人の３者全てにわかりやすい．公民館は飯田に長く根付いている地

区ごとのつながりの拠点」であり，市民活動の場であるので，それぞれに休憩スペースを設けることにより，交

流の場，機会が増え，各地区の「既存のつながりの再生」につながると考えられる．「魅力的な取り組みを提案す

る」という課題に対する解決策としては，地域ごとに人形劇作りをすることが挙げられる．地域ごとに劇人を集

め，１つの人形劇を作り披露する（日替わりで公演を行う）ことによって，地域活性化に関心のある人を巻き込

むことで方言や特産品のアピールなどの地域色を出し，飯田市外の地域と連携する機会ができ，人形劇の内容作

りや練習の過程を通して，これまで交流のなかった劇人同士で交流を深め，両者にとって新しいつながりが生ま

れると考える．地域ごとに活動することにより，その地域の「既存のつながりの再生」につながり，これまで交

流のなかった人同士の交流の機会もできるため，「新しいつながりの活性化」にもつながると考えられる． 

「広報の方法に広がりがない」という課題に対する解決策としては，Webを利用した広報をすることが挙げられ

る．例えば，twitter，mixi，FacebookなどのSNSサイトを利用して，いいだ人形劇フェスタの様子をリアルタ

イムで発信したり，YouTubeなどの動画サイトでいいだ人形劇フェスタを紹介する公式チャンネルを作り，動画

でいいだ人形劇フェスタの様子を発信したりすることが考えられる． 

「事前に顔を合わせる機会を作る」という課題に対する解決策としては，スタッフの研修交流の機会を増やすこ

と，「適切な役割分担をする」という課題に対する解決策としてはマネジメント効率を上げる仕組みを作ることが

挙げられる．現状のスタッフ研修会は，いいだ人形劇フェスタの約１ヵ月前に全体の研修が１回あるだけである．

各担当地区のスタッフで事前研修が十分に行われていれば当日の運営もスムーズになり，交流する余裕が生まれ

ると考える．また，スタッフはさまざまな年齢層で構成することによって，さまざまな世代と交流する機会が生

まれ，劇人はいいだ人形劇フェスタ前日に飯田入りしてスタッフとの事前交流会をすることで，新しいつながり

が生まれるので，結果として「新しいつながりの活性化」につながると考えられる． 

 

結論 

長野県飯田市における「まちづくりインターンシップ」では，「飯田市の協働のまちづくり」の核である取り組

みの１つである「いいだ人形劇フェスタ」の問題点とその原因，今後の課題とその解決策を検討した上で，その

可能性と実現に至る具体的方策を検証することにより，「飯田市の協働のまちづくり」の課題である「既存のつな

がりの再生」と「新しいつながりの活性化」の解決を図り，隘路を切り開くことに資することができるか否かを

検証した．「飯田市の協働のまちづくり」の課題の視点から，いいだ人形劇フェスタの問題点を見ると，「既存の

つながりの再生」という面においては，①集まりたくなる場でない，②取り組みが固定化している，③広報の方

法に広がりがないなどの原因により，「地域分散方式にとって不可欠な公民館・地域自治組織が弱体化しているこ

と」が挙げられる．このことから，①皆が集まりたくなる場づくりをすること，②魅力的な取り組みを提案する

こと，③広報の仕方を工夫することを今後の課題とし，その解決策として，休憩スペースの設置，地域ごとに人

形劇作りを行うこと，Webを利用した広報などの展開が考えられる．また，「新しいつながりの活性化」という

面においては，事前に顔を合わせる機会が少ない，適切な役割分担ができていない（特定の人に仕事が集中する）

などの原因により，「「みる・ささえる・演じる」のトライアングルがまだ強固ではないこと」が問題点として挙

げられる。このことから，事前に顔を合わせる機会を作ること，適切な役割分担をすることを今後の課題とし，

その解決策として，スタッフの研修・交流の機会を増やすこと，マネジメント効率を上げる仕組みを作ることな
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どが考えられる． 

以上のように，いいだ人形劇フェスタには多くの課題が存在しているが，その解決策の検討，実践を行い，いい

だ人形劇フェスタのバージョンアップを図ることを通じて，「飯田 

市の協働のまちづくり」の課題である「既存のつながりの再生」，「新しいつながりの活性化」の実現に近づくと

考える． 

また，いいだ人形劇フェスタで試みた検証を活用することで，「結いターンプロジェクト」などの飯田市で行って

いる様々な事業についても，その問題点及び課題を明らかにし，解決策の検討を行う中で，「飯田市の協働のまち

づくり」の課題である「既存のつながりの再生」，「新しいつながりの活性化」の解決への糸口を見出せると考え

る． 

 

 

飯田市事後レポート 
経済学部 産業社会学科 

140322035小島雅生 

地方創生に向けた人材サイクルの構築 

ここでは飯田市長さんの話を聞きました。「住み続けたいまち 住んでみたいまち 飯田 人も自然も輝く 文

化経済自立都市」を目指す都市像に掲げ、若者が帰ってこられる産業作り、帰ってきたいと考える人作り、住み

続けたいと感じる地域作りを基本とした人材サイクルの構築を目指しているとお聞きしました。また、そのため

に必要なのが幼少期から飯田のこととよく知って、飯田の自然・文化・歴史・産業などを学び、飯田の価値と独

自性に自信と誇りを持つ人を育む力、つまり地育力を幼少期からつけさせて大人になったら帰ってきたいと思え

るようにしてそのために飯田も大事な伝統は守りつつ、リニア中央新幹線の開通などの新しい改革も行っている

とお聞きして、飯田市はいい町だなと思いました。 

都市と農村の関係 

ここでは、ワーキングホリデーの話を聞きました。観光でもなく、単なる農業体験でもない。農作業を手伝う

ために交通費自前ではるばるやって来る様々な老若男女。長野県飯田市が１９９８年に始めたワーキングホリデ

ー飯田はスタート当初から「無報酬」の基本的考え方を変えることなく、年間参加者が５００人を超える交流事

業に発展しました。その中から飯田市に定住、新規就農する人たちも出てきたり、受け入れ農家は貴重な労働力

を確保できるそうです。自分も実際に農家に泊まらせていただく貴重な体験をして、都市住民との会話が営農や

生活の刺激になっているとお聞きしました。最初は不安もあり、手伝いに来る人をお客さんとして見てしまい、

うまくいかないこともあったそうですが、今では生きがいにすらなっていると語っていただきました。 

地域自治と公民館活動 

上村地区という南アルプスと伊那山地に囲まれた 800年の伝統を持つ湯立て神楽などが有名な伝統のある地域

があります。このような魅力のある地域でも、人口減少、特に年少人口の減少に悩まされており、保育園児2人

が卒園したら、閉園せざるを得ないという状況になりました。そこで飯田市長は、園児を確保し上村保育園を存

続させるためのプロジェクトの立ち上げを指示し、地域住民の大きな協力を得て取り組んだ結果、保育園の閉園

を当面回避することができました。同時期、この地区を流れる小沢川で小水力発電を住民が主体となって実現が

できるよう検討が進められていました。地域環境権とは、飯田市が制定した太陽光・風力・河川水・バイオマス

などの自然資源を地域の共有財産と捉え、これを再生可能エネルギーとして地域住民が優先的に利用する権利で

す。この考え方に基づいて、「保育園存続のための仕組みづくり」とこの出口政策を結びつけることにより、その

収益で上村プロジェクトも含め、地域が自主的に行う定住促進事業を賄い、地域に再投資できる仕組みをつくり

ます。これにより、市民自らが地域の課題を自分たちで明らかにし、様々なやり方で解決する「地域の自主自立

の精神」を大事にするプロジェクトの枠組みが誕生しました。 

おひさま進歩エネルギーの取り組みについて 

おひさま進歩エネルギーは、長野県飯田市が環境省の「平成 16年度 環境と経済の好循環のまちモデル事業」

に採択されたことをきっかけに、市民が中心となって地域に自然エネルギー導入を進める組織として 2004年に設
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立されました。母体となったのは、地域のエネルギー自立に向けて取り組む NPO法人南信州おひさま進歩です。

大きな特徴は、日照条件の優れた南信州のメリットを活かした地域密着型の「創エネ」「省エネ」事業だというこ

とです。おひさま進歩エネルギーと飯田市、ISEPを中心としたこの官民一体の地域エネルギー事業は、現在全国

で行われている地域エネルギー事業のモデルとなっています。まだ全国で何の取り組みもない、ないものから新

しいものを作り出すことは大変だったとおっしゃていましたが相当な努力をされたんだなと身に染みて感じまし

た。 

「伊那谷の魅力と地域活性化」 

ここでは飯田市の航空宇宙産業への取り組みについてお聞きしました。長野県飯田市下伊那郡は、東京・大阪

の間に位置し、日本の航空機産業の中心である中京圏に近い地域です。このため、飯田地域には航空機部品に要

求される高精度精密加工が集積していて、また、少量多品種生産を得意とする企業が多いことも当地域の特徴で

す。 

この飯田地域の中小企業が参加するエアロスペース飯田は、各社が得意とする技術を結集させ、共同受注体制

を確立しました。ここでも今でこそ何十社も中小企業が参加しているものの、最初はどんどん減っていき 2社ま

でになったとおっしゃっていました。 

航空宇宙産業を担う新しい核づくりを、精密工業の集積地、飯田から出発します。 

新しいまちつくりのカタチ 

市民グループ IIDA WAVE ヘッドプロデューサー、ライブハウス CANVAS代表の桑原利彦さんにお話を聞きまし

た。「世界に発信する飯田のまちづくり」をテーマにして講演されました。地域の活性化・発展のため、しくみづ

くりと人（特に若者）づくりの両面から”地域・まちづくり”を考え、「いいだ人形劇」の取組みなどの実践例が

紹介されました。また、リニア新幹線飯田駅に関する地元の状況と課題等を聞き飯田市における地域づくりの実

践を聞きました。桑原さんは市民が一つになって協力していかないとダメだとおっしゃっていて、そこからこの

ような大きい団体になったと知り、こういう飯田愛の強い、地育力のある人がいるから飯田の町がよくなるのだ

なと思いました。 

人形劇を通じたまちつくり 

いいだ人形劇フェスタが目指しているものは主に三つあり、まず一つ目に人形劇をみたり、演じたり、支えた

りすることで心が豊かになること。二つ目に人形劇が向上し、発展し、地域の文化がさらに高まり、まちが元気

になること。三つ目にいろいろな人たちと出会い、ふれあい、学びあい、みんなが理解を深め合うことです。ま

た、話をお聞きして、いつも新しい試みがあり、何かが生まれることや、出会い、ふれあい、学びあいを大切に

して、豊かな心を育んでいくことや、一人ひとりが主体的に参加することを大切にしているとおっしゃっていま

した。これもまた、飯田の伝統なので地育力につながっていると思い、これからも大切に後世にずっと残るよう

に願っています。 

地域人教育の取り組みについて 

最初にここでの高校生二人組の話を聞いて、少子高齢化による都市の人口減少を少しでも食い止めるために飯

田のプロモーションビデオを作成して外からの移住者を増やそうとするなど飯田のことが本当に好きなんだなと

思ったんですけど、それ以上に話し方が慣れていてとても説明がしっかりしていて、そのあとで教諭の浅井さん

に話を聞いたときにいろんなところでプレゼンテーションなどで大勢の前で練習させていると聞いて、自ら考

え・行動でき・地域を愛し、理解して、貢献する人、この高校生こそこれが地育人教育ができているのだなと身

に染みて実感し、このようなことは飯田にかかわらず全国で実施したら将来の良い人材育成でいるのではないか

と思いました。 

中心市街地活性化の取り組み 

人通りが少なくなった中心市街地にもう一度人に住んでもらう。住んでもらうからには日常に必要なスーパー

や非日常を演出するレストランなどの機能をもう一度揃え、子供からお年寄りまですべての人が楽しく快適に暮

らすことが出来る街でなければならない。 

それらを解決するために進められたのが、トップヒルズほんまち、トップヒルズ第二、銀座堀端ビルの再開発

やりんご並木三連蔵、アシストホームりんご、まちカンビル 2002の整備などです。それらにより飯田市の中心市

街地に、住宅、高齢者対応住宅、スーパー、レストラン、市の分庁舎、オフィス、人形美術館などが整備されま
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した。実際に飯田のまちを見て歩いた時に、シャッター街があまりなかったと感じました。やはり飯田は人と人

との助け合いで成り立っているのだと感じました。 

自分地域と飯田を比べて 

僕が住んでいるまちは少し前に合併した北名古屋市という名古屋の北にあるところなんですが、飯田に行く前ま

では有名なものも何もないつまらない町と誰に聞かれてもそう答えていたんですけど飯田に行ってみて、市長さ

んの話を聞いたりして、このまま何も知らないのはもったいないと思うようになり、自分の地域の歴史や文化を

調べたいと思うようになりました。また、飯田市には、当たり前ですけど北名古屋市にないものがいっぱいあっ

て見習ったりしたほうがいいものがたくさんあったんですけど、一番は oide長姫高校で聞いた地域人教育に、北

名古屋市ももっと力を入れたほうがいいと思いました。これからもっと少子高齢化が進んでリニアも開通すると

なると都心部へ北名古屋から人が流れてしまう可能性が大いにあると思うので、それでも将来、北名古屋へ帰っ

てきたいと思えるまちつくり、幼少期からの地域人教育が大切だと思いました 

 

 

 

都市と農村 
 

140321148 西川和樹 

 

 

はじめに 

 私は三重県の志摩市から名古屋という都市にでてきていろいろカルチャーショックを受けてきた。志摩市と名

古屋を比べるのと飯田市と名古屋を比べるのは感覚的に近いような気がして、都市と農村の比較、関連性、都市

と農村両方のメリットデメリットを知りたいと思った。そして都市と農村について調べることで飯田市だけでは

なく志摩市のことも同じ雰囲気として知っていけたらなと思った。 

 

 

コミュニケーションの違い 

 農村は都市と比べて人と人の繋がりが厚く、厳しいながらも温かな生活をしている。都市は農村と比べて

大多数の人と繋がりを持つ機会があるにも関わらずその関係は薄く、忙しい。また、都市には娯楽が多いが

農村に比べて個別に行うものが多い。 

都市は交通網が豊富で外部からの人間が多いため、開放的である。しかし外部の人間によって構成されて

いるため、地域に根差したコミュニティが薄く、近隣住人に対する無関心な状況が起こりやすい。農村は交

通網が密に発達しておらず、閉鎖的である。そのため地域のコミュニティの結束が堅い。内の人間として浸

透するためには時間がかかり、その後もコミュニケーション能力が重要となってくる。 

 

この間、ある新聞の社説に地域のおせっかいについて書かれていた。内容は、近所の人が子供たちを褒め

たり叱ったりしなくなった――。最近の風潮に疑問を感じた京都府の主婦、笹谷豊子さん（６８）が、子育

て中だった約３０年前の経験を交えて書き上げたものだった。この社説を読んだとき、自分の子供のころを

思い出した。私も田舎の近所付き合いが盛んな所に住んでいて、隣のおじさんやおばさんとは顔見知りで自

分の親だけでなく地域ぐるみで育ててもらったような感覚だった。それが当たり前だと思っていたのでこの

社説を見たとき私は驚いた。都市ではコミュニケーションが希薄すぎると思う。 

  

 

都市と農村の交流 

長野県飯田市では、平成8年以降、「体験教育旅行」の受入れ、「ワーキングホリデー制度」といった地域
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間交流の先駆的な取組みが行われている。同市では、農家の高齢化が進み、労働力不足による遊休荒廃地の

増加等が課題となっていたことから、田植えや農作物の収穫期等農家の繁忙時に、修学旅行の学生や都市居

住者からの体験農業参加者を積極的に受け入れることにより、労働力補完を図るとともに、学生や都市居住

者等との間の交流を行っている。今回はワーキングホリデー制度について着目してみたいと思う。 

 

 

 

ワーキングホリデー制度とは 

 

農業に関心がある方や農業に取り組んでみたい方と、農繁期の手助けを必要としている農家を結びつける

長野県飯田市の“援農”制度だ。対象は農業や農村に関心のある方、 

農業に取り組んでみたい方、飯田市での暮らしを体感してみたい方となっている。飯田市の農家の人と寝食

をともにし、農作業を手伝ったりするなどの体験ができる。 

○平成25年度実績 

期間 参加者数 受入農家数 

【春】（4月 27日～4月 30日、5月 3日～6日） 88名 34戸（延べ数） 

【秋】（11月 2日～11月 5日、11月 22日～25日） 78名 42戸（延べ数） 

【通年】（上記を除いた期間） 216名 112（延べ数） 

http://japan-mizuhiki.com/wp-content/uploads/2013/02/130220.jpg
http://www.city.iida.lg.jp/site/waki/about.html
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計 382名 188戸（延べ数） 

 

 

○過去の参加実績 

過去の参加者実績 

年度 人数 延べ日数 

平成 10年度 32名 96日 

平成 11年度 187名 888日 

平成 12年度 219名 909日 

平成 13年度 151名 618日 

平成 14年度 243名 980日 

平成 15年度 291名 1,409日 

平成 16年度 297名 1,357日 

平成 17年度 324名 1,536日 

平成 18年度 467名 2,181日 

平成 19年度 560名 2,578日 

平成 20年度 560名 2,572日 

平成 21年度 492名 2,211日 

平成 22年度 452名 1,981日 

平成 23年度 424名 1,897日 

平成 24年度 455名 1,880日 

平成 25年度 382名 1,638日 

 

 

飯田市の農業の特徴 

飯田市の農業は、河岸段丘等の変化に富んだ地形と特徴ある気象条件の下、農家の知恵と技による果樹、

野菜、畜産などの他の地域には見られない多様な農産物の産地だ。しかし、農産物の価格低迷など農業を取

り巻く情勢は大変厳しい状況が続いている。このことは農家の後継者離れを加速させ、担い手のいない農家

の発生や農業者の高齢化を進めています。その結果、多くの遊休農地や荒廃地が増加し、農村、農地、田園

環境の喪失にもつながっている。 

このような状況の中、地域のグループを中心に、遊休農地の活用を図り、地域、集落を守ろうとする活動

が増えている。又、行政や農業関係団体では、地域経済活性化プログラムにより、若者が故郷に帰ってこら

れる農業づくりに向けて施策を実施している。 

飯田市の農業形態は温暖地と冷涼地の作物が両方できる、全国でも稀な地域だ。長い日照時間・盆地特有

の大きな気温較差は、生き物である農作物に独特の“うまみ”を与えてくれる。 
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農作業１ 果樹栽培（春） 

春の果樹作業は、リンゴや梨の花つけ(受粉作業)や花摘みが中心で、より良い果実を作るための大事な作

業なのだ。ベテランの農家が、親切丁寧に教えてくれる。 

 

農作業２ 果樹栽培（秋） 

  秋の果樹作業は、リンゴや梨・柿(市田柿)の収穫が中心で、春の作業の結果を楽しみに参加される方も

多い。柿は採ってから皮を剥き、すだれ状に吊るして乾燥すると、飯田市の特産「市田柿」となる。 

 

農作業３ 野菜栽培 

 野菜栽培は、きゅうりやトマトなど苗の植え付けや収穫が中心で、環境に配慮した循環型農業に向けて、

土作りにも余念がない。 
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農作業例４ 酪農 

酪農は、乳牛の世話が中心、力仕事が多いですが、都会では体験できない牛とのふれあいは、若い女性にも

人気がある。運が良ければ、出産の瞬間に立ち会うこともできるかもしれない。 

 

 

 

ワーキングホリデー飯田 

WH 制度は、農業労働力の補完が目的である。作業内容は誰でも可能である単純な作業であり、具体的

にはリンゴの摘花や摘果、葉摘み、収穫、干し柿の収穫や皮むき、つるしなどである。春・秋各２回のWH 

に加え、通年でWH 制度を利用することができるが、基本的には労働力が必要でない時期は受け入れをし

ない。受入農家と参加者の調整は、飯田市農業課が行い、担当者は参加者の情報と農家の希望を調整してい

る。農業課の調整の後は、受入農家と参加者の簡単な情報がそれぞれに伝えられる。一般的なWH の日程

は３泊４日であり、事前に連絡を取り合って当日落ちあったあと、農作業が始まる。農家の作業内容による

が、一般的にはお昼に食事と休憩を１時間ほどとり、午前と午後に短い休憩を取る。春と秋の WH には、

それぞれ２か月前に参加者の募集を開始する。農業課による周知方法は、ホームページ、月１回のメールマ

ガジンの配信、過去の参加者へのダイレクトメールであるほか、無償であればフリーペーパー等のメディア

に掲載する。若い世代の参加者は、友人の紹介やネット検索・口コミでWH を知って応募する場合が多い

という。 

１９９８年秋のWH 開始にあたり、農業課では竜東地域を中心に各地区３〜４戸の農家に受け入れを依

頼した。千代、上久堅、下久堅、龍江地区では地域振興が盛んであるといった素地があり、主要な受け入れ

先となった。WH は現在、飯田市の広範囲で利用されており、座光寺、千代、龍江、伊賀良地区でWH の

受入農家が多い。１９９９年には、参加者数の規模に対して受入農家が足りなくなり、市の広報誌を用いた
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り、地区のリーダーに依頼したりして、受入農家を増やしていった。また、受入農家とその他の農家が農業

委員会や地域のコミュニティ、作物部会などで情報交換をしたことによって、受入農家は拡大していった。 

１９９８年秋には定員２０人に対し、６０人弱の応募があり、３８名を受け入れた。この時の参加者は，

千葉や神奈川、埼玉県などに居住しデスクワークに携わる20代から３０代の男女が多かった。１９９９年

には全国紙やブロック紙に広告を掲載し、観光目的の参加者が増加した。参加者は増加傾向にあったが、

2009 年から参加者が減少している。これには、リーマンショックや東日本大震災が影響しており、震災以

降は参加者が定員割れをした。次に、参加者の特徴をみると、関東、中京、関西圏からの参加者が多いとい

うことがわかる。この理由として、飯田市の地理的配置や、都市住民による都市農村交流に対する需要があ

るということが挙げられる、また、WH 参加者の男女別年齢構成をみると、女性は 20 代〜30 代の若い参

加者が多いのに対して、男性は60代の参加者が多い。農業課の担当者によると、参加者に関して、男性は

シニア・リタイア世代が多く、女性は農業・職に関心の強い若い世代が多い。高齢の参加者の増加、参加者

の６〜７割を占めているリピーターの高齢化が現状としてあり、今後は若い参加者の確保が課題である。 

 

 

都市と農村の関わり方 

○ 今後の農業・農村へのかかわり方についての都市住民の意識をみると、地域農産物の購入、市民農園

での農作業のほか、グリーン・ツーリズム等により農村との積極的な交流を望む者が多数。グリーン・ツー

リズムは、平成 19 年（2007 年）に政府全体で策定された「観光立国推進基本計画」でも位置付けられ、

関連施設への宿泊数も平成 20 年（2008 年）には 800 万人を超えているが、今後、関係機関が連携して、

受入体制の整備、体験内容の充実等を行っていく必要がある。 

 

○ 都市と農村の交流を図るうえで、子どもの農業・農村体験の取組も重要。子ども農山漁村交流プロジ

ェクトの受入モデル地区数（平成 21 年度（2009 年度））は、前年度より 3 県 37 地域増加し、36 道県 90

地域。このプロジェクトについては、学校側の負担が大きいとの指摘もあり、今後これを軽減するため、コ

ーディネーターの役割を担う組織の育成が重要だ。 

 

 

 

都市に住む人の憧れと農村問題を解決する 

1998 年、32 名の参加で始まった飯田市のワーキングホリデーは、2007 年度には 560 人が参加し、延

べ日数にすると 2,578 日になった。農作業は全くの無償にも関わらず、ワーキングホリデーに関心を持つ
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都市住民は増え続けてきた。 

ワーキングホリデーの始まりは、当時市職員であった井上弘司氏の「都会の人にボランティアで農業の手

伝いをしてもらおう」というアイデアからだった。当時、田舎や農業への憧れから、飯田市に相談に訪れる

都市住民は増えていたが、実際には農業の勉強も体験もしたことがないという人が多く、井上氏はなんとか

して研修の機会を作れないものか、という思いを抱いていた。また、その一方で、農村では高齢化が進み、

農業の担い手不足に悩んでおり、農村の存続すら危ぶまれていた。農家への聞き取りをしてみると、果樹の

摘花・摘果や収穫など作業が集中する時期の短期間に人手が足りないことが分かったことから、そのサポー

トを都市住民にしてもらうことで、農村とその地域文化を守っていけないかと井上氏は考えたのである。 

ワーキングホリデーの参加者は、「農業をやってみたいと思っていても、きっかけが見つからなかった人」

や「まじめに農業をやってみたいと考えている人」を対象とし、参加者には、飯田市の集合場所までの交通

費を自己負担してもらい、農家と寝食を共にして農作業に取り組んでもらう一方、農家には、参加者に食事

と宿泊場所を提供してもらった。今でこそ、ワーキングホリデーを実施する自治体は増えたが、当時はほと

んどなく、飯田市でも全く初めての試みだったことから、「わざわざ交通費を負担してタダ働きに来る人な

んているのか？」と関係者間でも半信半疑だった。しかし、第１回は20 名の募集に対して応募は60 名を

超え、最終的に32 名が参加してこの取組が成功したことから、継続して実施されることとなった。 

 

 

参加者の中から生まれる定住・就農・養子縁組と様々な経済効果 

ワーキングホリデーの参加者は年々増加していき、中には、２度目以降は農家と直接連 絡を取り合って

参加する者も出てきた。2007 年の参加者数 560 人という数字は、飯田市が申込みを受け付けた参加者だ

けの数字であり、実際の参加者はもっと多いという。 ※リピーターとなって市を介さずに直接農家と連絡

を取り合って参加している人は数に含まれていない。参加者は、20 歳代の女性、30 歳代の夫婦で就農に

関心がある人、50 歳代の夫婦で終の棲 家を探す人、60 歳代の男性で定年退職後の時間を有意義に使いた

いと考えて参加する人などが多い。受入農家からは「特に 60 歳代の男性は元気でよく働けるから助かる」

と年代や 性別を指定して受入希望が届くことも度々ある。※参加者の居住地は関東地域が多く、続いて関

西、中京地域の順    

参加者の中からは、新規就農者や定住者があらわれており、1998 年から 2008 年３月まで の間に、夫

婦での定住・就農が 13 組、単身の男性の就農が５人、農家への養子縁組や嫁入りも３組成立、中には飯

田で独自に事業を始めたという人もいる。受入農家の登録数も、1998 年の 20 軒から 2008 年には 95 軒

に増加。労働力が確保できて 作業の能率が上がったこと、高齢の農家のモチベーションが上がって、農地

の遊休地化に 歯止めがかかったことなどが、ワーキングホリデーの効果としてあげられる。また、参加者

が農産物の購入を希望するなど、経済効果も見られる。ワーキングホリデーでは基本的に、受入農家が農作

業の手伝いのお礼として金銭の授受はしないのがルールだが、3,000 円程度の農作物であれば参加者への土

産として渡してもよいことになっている。3,000 円分もの農作物は核家族や夫婦だけの世帯では食べきれな

いため、参加者は近所に配り、野菜を気に入った人からは農家に直接注文が入るということもあった。その

他に、観光に訪れたり土産物を買ったりといった経済効果も見られる。 

 

 

農家の主体性重視が飯田市流 
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飯田市のワーキングホリデーが上手くいった理由は様々であるが、その一つに、果樹栽培の摘果・摘花・収

穫 などの作業は経験がない参加者にもすぐ覚えられ、ワーキングホリデーに向いているということがある。

ワーキングホリデーは、飯田市から全国各地へ広がり、中には観光や交流を目的の一つと捉えている市町村

もある。だが、飯田市の場合はあくまで農作業の人手の確保が主目的であり、農家としては、様々な未経験

者が来るよりは、経験者が何度も来てくれる方が作業効率を上げやすい。市では農家の主体性を大切にし、

それぞれの農家の判断で市を介さない直接のやり取りを積極的に進めて欲しいと考えている。こうした市民

の主体性を常に大切に考えるのが、飯田市の施策の特徴でもある。  ワーキングホリデーの受入農家数はほ

ぼ横ばい状態だが、参加者は現在も増加し続け ており、市と

しては今後も、農家の主体性に任せて現状の路 線でワーキ

ングホリデーを継続していく予定にしている。 

 

写真 ワーキングホリデーの様子 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

農業政策としての都市農村交流施策 

 グリーン・ツーリズムが提唱され, 次第に日本に浸透していく中で、日本の土壌に根ざした 「日本型グリ

ーン・ツーリズム」として展開され、発展してきている。 この新たな政策開始時点では、多くの地域で都

市交流の担い手であった女性を中心にしたもので、「おもてなし型交流」への抵抗が強かった。当初は消極

的な取り組みであったグリ－ン・ツーリズムも近年では、全国各地で個性的な実践活動として定着し始めて

いる。日本におけるグリーン・ツ－リズムへの社会的関心の高まりの契機となったのは、1992 年に公表さ

れた農林水産省グリーン・ツーリズム研究会の中間報告書であった。 この報告書によると、グリーン・ツ

ーリズムとは 「都市と農村の相互補完共生による国土の均衡ある発展を基本目標とした、緑豊かな農村地

域において、自然文化人々との交流を楽しむ滞在型の余暇活動」 とされている。ここでの「グリーン」と

は、単に 「緑や自然」という意味にとどまらず、環境保全や文化の持続可能性の確保という意味も含まれ

ている。また, 「グリーン・ツーリズム」とは、物見遊山的観光ではなくさまざまな個性的な体験や交流を

通じて、心身をリフレッシュするという活動を意味している。このような新しいライフスタイルの定着によ

って、新たな農村産業の振興を目指すことが都市農村交流における理念と意義だと指摘されている。ここで

意識しておきたいのは、上記のような理念や意義を有するグリーン・ツーリズムは、あらゆる農村で展開が

可能なのであろうかということである。グリーン・ツーリズムの展開条件として第ーにあげるべき海のは 

「産業的条件」 である。地域産業の基盤にある農林漁業の生産活動が活発で、その特産品を見たり味わっ

たり、収穫やカロエ体験できる地域であることが重要である。 第2の展開条件は「自然的・歴史的・文化

的条件」である。緑水景観等に優れた地域であることが求められる。第3の展開条件は 「社会的条件」 で

ある。 地域関係者全体のコンセンサスのもとで、住民と行政・民 

間企業などが一体となった取り組みのみられる地域であることが重要である。 このような条件から町づく

りや村づくりの蓄積のある地域は条件が整っているといえる(例 ニ 岩手県東和町な ど)。第 4 の展開条件

は 「人的条件」 である。 農家を中心と して、個性的な自己実現と、ビジネスセンスに長けた人材が多い

地域はグリーン・ツーリズムの展開が比較的速い。 都市からのUターン者が職業的な経歴や技術、文化的

素質、あるいは独特のキャラクターを活かして地元の人たちとうまく共鳴し、都市的なセンスをもって農山

http://agri.agarten.jp/image/whmikan.jpg


58 

 

村の地域資源を活かすことが成功のカギをにぎっている。 

 

 

日本型グリーン・ツーリズム 

「日本型グリーン・ツーリズム」 の典型的な事例として、農家民泊、ワーキングホリデー、地域ツーリズ

ム大学の3つが挙げられる。 この3つの新たな実践手法として、文化的 =制度的・意識的・規範的制約条

件を踏まえつつ、具体的な実践が可能であるとされている。「農村民泊」 の例として分県安心院町での取り

組みが挙げられるがその他に、本県小国町や福島県会津地方) 岩手県胆沢(現ニ奥州市) など全国的に展開さ

れている。 また、オーストラリアやヨーロッパで学生の間で定着している「ワーキングホリデー」を、日

本型グリーン・ツーリズムへ援用したのが'宮崎県西米良村と長野県飯田市である。さらに、「地域ツーリズ

ム大学」の実践は、1997年に熊本県小国町で開始された 「九州ツーリズム大学」 の設立に始まるとされ、

2001 年には北海道鹿追町に 「北海道ツーリズム大学」 が設立され 2004 年には, 岩手県遠野市に「東北

ツーリズム大学」 が設立されている。 その他にも 「南信州あぐり大学院」 など、「地域ツーリズム大学」 

と して、全国的なネットワークが強化されようとしている。 このように各地域において様々な取り組みが

おこなわれている。ここで、グリーン・ツーリズムがもたらす効果を2つ挙げておきたい。 グリーン・ツ

ーリズムがもたらす効果として長野県飯田市と兵庫県八千代市 (現 ニ多可市) を例に見てみる。 長野県飯

田市では、グリーン・ツーリズムの実施により、交流入口 (イ本験型修学旅行の受け入れ人数) が増加した。

1996年に、飯田市で修学旅行生の受け入れを始めた時点では訪れる学校はわずか3校にすぎなかった。 し

かし、2004 年には 260 校にまで増加した。 現在では、交流人口は 4 万 5 千人に上る。また、者区市農村

交流による経済波及効果は、飯田市全体で 7 億円と言われている。兵庫県八千代市 (現 二多可市) では農

林業体験ツアーによる訪問者は 1990 年から 2000 年にかけて年間 31 万人となり、移住者は 286 人に増加

している。 この都市農村交流による経済波及効果は、ノ又千代市全体で2億円とされる。このように、グ

リーン・ツーリズムは各地方で広がりを見せ農林漁業関係団体のみならず、観光関係、 商工関係なども加

えて地域内の推進組織が組織され、多様な主体の参画による地域交流推進組織があらわれている。 2001

年には18組織であったものが、2005年には47組織に増えている。これに伴って、地方自治体の行政部局

における推進体制も整備され、行政部局庁内の各部局の連携が進められ、2001 年にはわずか2 県にすぎな

かったものが、2005年に18道県へと増加し、グリーン ・ ツーリズムの普及 ・定着のための地方におけ

るシンポジウムも頻繁に開催されている。 

 

 

飯田市 事後報告 
 

140321148 西川和樹 

 

地方創生に向けた人材サイクルの構築 

 今回のフィールドワークの中で一番濃密な話だったと思う。高校卒業と同時に外へ出てしまった若者をどのよ

うな方法で呼び戻すのか、私の出身地である三重県志摩市にも同じ課題がある。そのような観点で話を聞くこと

ができ、とてもためになった。それ以外にも環境文化都市の創造への取り組み、市民が主導する再生エネルギー

事業を支援、交差点を撤去した安全でエコなラウンドアバウトを導入し、環境モデル都市としての有益性を学ん

だ。しかし長谷川さんが言っていたようにいい話ばかりだけでなく、課題も山住みらしく、そういう面も考えて

最初から話を聞けていたらなと思った。りんご並木の話も少ししか勉強していない状態で市長の話を聞いて、成

り立ちや暗黙の了解を知って市民や街全体がりんご並木に支えられてきた歴史を学べてよかった。 

 

都市と農村の関係 

私は都市と農村について授業内で勉強していて、何か抽象的な感覚しかなくて、現地に行って現地の人の声を
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聞いて都市と農村の生活の違いを感じた。志摩から名古屋に出てきた時点で大きなカルチャーショックを多数受

けた。しかし現地で私が一番感じたのは都市は都市で農村は農村に応じた暮らしがあるように受けた。詳しくい

うと農村の人たちは都市のようななんでもすぐ手に入るような便利な生活を求めているのではなく、まったく今

の田舎の生活に満足しているように見えた。ワーキングホリデーの短所の部分、農家の人たちの負担がある部分

など、いい部分ばかり見ていた現地を訪れる前より改善しなければいけない部分など深いところが見えてよかっ

た。 

 

地域自治と公民館活動 

 私の中で引っかかったのは公民館が地方の政治というか自治活動にまで活動範囲を広げていくのはどうかと思

った。まず私の住んでいる地域ではありえないことなので驚きました。公民館で集会を開いたりすることはある

と思うのですが、その場で大きな決まり事を決めてそれを実行するということはとても大きな行動力のある公民

館しかできないと思います。それをいくつもの公民館がおこなっている飯田市の地方自治は優れていると思いま

した。自分の住んでいる地域にも知識として持ち帰って還元できればなと感じました。 

 

おひさま進歩エネルギーの取り組みについて 

 いきなり目的外使用をしてまで事業を始めようとした姿勢に心を打たれました。すごい柔らかい発想で、おき

てを破ってまで事業を拡大させていったおひさまファンドになぜ飯田市は前例のない取り組みを支援したのかと

思いました。いきなり２０年の長期契約を結んだりと、期待の大きさに感心しました。地元の業者と取り組むこ

とで地元に経済効果をもたらしたいという考えにはとても感動しました。先日発展途上国に太陽光パネルを使っ

て電気を届けるベンチャー企業の特集をしていて、儲けるという意味ですごいと感心しましたが、メガさんぽお

ひさま発電所プロジェクトは地域密着型でとんでもなくすごいものだと思いました。 

 

「伊那谷の魅力と地域活性化」～航空機産業への取り組み～ 

 はじめに航空機産業と聞いた時に打ち上げのステーションを作るのではないのかと思い大きな勘違いをしてい

ました。これから栄えていく産業に取り組む姿勢は地域にとっていろいろな面で大きなプラスになると思います。

そのなかで多くの会社が最初はつまずきながらですが自社の技術を惜しみなくライバル会社と共有していく様は

地域に未来産業を植え付けたいという気持ちから来ているのだと思いました。働き口の拡大にもつながるし、外

へ出て行った若者たちを呼び戻すきっかけにもなると思います。 

 伊那谷の魅力として四季折々の風景には感動しました。私の故郷では海しか見れないので、山の四季によって

変わる風景が心に残りました。そして自分の目で見てみたいと感じました。 

 

新しいまちづくりのカタチ 

町おこしを目的として多くの団体をまとめ、町を活気づけていく桑原さんは飯田の中心人物なんだなと気づい

たのは後半でした。正直な話、飯田のように町の人々が小さい子どもから高齢者の方まで集まったりするのは割

と地元でも見られる風景で飯田とまではいえませんが、同じようなことをしていて近いものを感じました。さま

ざまな年齢層の人たちをまとめるための方法として平場である、割り切った関係を約束とするということが人の

つながりを多くするという言葉になるほどなと思いました。 

 

人形劇を通じたまちづくり 

人形劇は私の地元にも残っている文化で、小さいころに見た覚えがあります。飯田市の人形劇も古くから伝わ

っていて地元の人形劇と比べるという意味でも一度は見てみたいなと思いました。人形劇を後世にも伝えていく

ために子供の教育段階から手作りの人形劇をさせて文化を継承していくようにしている仕組みは見習わなければ

いけないと思いました。アニメ化のようなデジタル化が進む中で人形劇のような手作業で演じる古き良き伝統文

化をいつまでも伝統として継承していってほしいと思った。 

 

地域人教育の取り組みについて 
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 長姫高校は私の母校にとても似ているなと率直に感じました。私の高校でも浅井さんのような先生がいて、三

年次の課題研究の時間ではファミリーマートとコラボして商品を開発したり、県の祭りに参加したりと、商業系

の高校はどこでもやっていると思いましたがそうでもないみたいで、自分の高校をより誇りに思いました。です

が生徒たちが自発的に団体を作って行動するところは素晴らしいと思います。高校の段階から外へ出ていく生徒

たちに地元へ帰ってくるようなアプローチをし、地域人を教育することに重きを置いて教育している活動はすご

いと思いました。私の母校でも自分が知らなかっただけでそういった教育を受けていたのかなと思い返すとその

ような気がしてうれしかったです。それと同時に母校に訪問し、そういった狙いで教育しているのか、もしそう

でなければ長姫高校のような教育方法があることを伝え、少しでも還元したいと思いました。 

 

中心市街地活性化の取り組み 

 飯田街づくりカンパニーは飯田市の中心街のすべてにかかわっているのかと思うくらい多方面に活動していて、

実際に街を歩いた時にあれもこれも全部手がけたといっていて、すごいなと思いました。中心街で火災が起こっ

たときにすぐ隣の建物に火が移らないように少し隙間が空いているという話を聞いていたので本当にそうなのか

と着目しているといっていた通りだったので、すごい工夫されているのだなと思いました。しかし、中心地を整

備したところで、中心街以外に住んでいる人たちはあまり利用しないと思います。 

感想 

 農家民泊は農家の人たちの生の声を聴けてとても貴重な体験でした。私の住んでいるところは海の近い町なの

で、漁師の人たちがたくさんいて田舎ですが農家の声というものはあまり聞くことができません。農作物で自給

自足に近い生活をしていて、私も老後は地元で農業をしたいなと思いました。またリニアに関して聞くとやはり

得をするのは通勤や帰省に使う駅に近い人たちで、農家の人たちはリニアができても今の生活で満足しているの

であまり使用しないといっていました。 

 リニアに関しては私の意見として全員が長野県で下車するわけではなく、通り過ぎる人たちのほうが多いと思

います。そのような観点でどのように集客を得るのか、これからの飯田市の動向が気になります。 

 私の地元と比べるととても似ているように思いました。地域に人たちの距離が近く、地元に帰ったような感覚

になりました。ですが話を聞いたような優れた団体活動や地元を第一に考える姿勢が足りないと思い、飯田市に

行って学べて自分の中ではプラスになりました。今回学んだことを自分の中でもう一度しっかり整理し、より早

く地元に還元できるような知識をより蓄え、三重県志摩市の今以上の発展、活性化に力を入れ 

 

 

 

地域産業 
120322002 足立 佳奈 

 

私が地域産業を選んだ理由は 

飯田市のような小さい市はほかにもあるにもかかわらず、なぜ飯田市が毎年選ばれているのか、そのために飯田

市が行っている産業政策を知りたいと思ったからである。 

 

 

 

＜飯田市とは＞ 

江戸時代には飯田藩の城下町として栄え、現在はりんご並木・人形劇の街として発展。城下町の面影を残す町並、

今にも残る伝統芸能の多さから南信州の小京都となっている。また「環境文化都市」として太陽光発電などにも

力を入れている。 

 

また気候は中央高地式気候と太平洋側気候を併せ持つ。寒冷な長野県内では最も温暖な気候であり、冬季に真冬
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日になることは少なく、日照時間が長い。冬季は放射冷却で冷え込むことがある。市街地では-10 度以下になる

ことは極めて少なくなったが、郊外では現在でも氷点下 15 度近くまで下がることもある。冬季の降雪量は少な

いが、旧南信濃村地区は豪雪地帯に指定されている。 

  

夏季は暑く、猛暑日になることもしばしばであり、特に南部の天竜川流域周辺地域は全国的にも酷暑地域として

名高く、アメダスの南信濃では県内最高を観測している。ただし、日中は暑くとも、朝晩は涼しくなり、過去に

熱帯夜の記録は一度も無い。 

  

飯田市は観測の歴史が古いことから東日本の平均気温算出地点となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

＜基本データ＞ 

 

飯田市の耕地面積は市のおよそ４．６％ 

農業就業人口は全体は１％未満である。 
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棒グラフでみると飯田市は全体的に高い割合が検出される。 

農業、林業むきであると思う。 
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＜リンゴ並木とは＞ 

りんご並木とは、長野県飯田市内の中央にある大通りに 400mにわたって植えられたりんごからなる並木通りで

ある。かつての大火復興のシンボルとして広まり、現在は街のシンボルとして親しまれている。なお、日本の道

百選やかおり風景100選に選定されている。公園の両側を通る道路は歩行者優先で、地域住民や観光客の散策に

利用されている。 

 

 

＜リンゴ並木の概要＞ 

並木通りは全体で1km程度あり、そのうちりんご並木に当たるのは 450mほどの部分。飯田市公民館横のハミ

ングパル（人形時計塔）を境にして北側から大宮神社前は桜並木となっており、こちらは桜の名所となっている。

りんご並木は1947年（昭和22年）に発生した「飯田大火」の復興過程で当時の飯田市立飯田東中学校の生徒達

の提案により生まれ、今日まで代々東中の生徒の手で育てられている。生徒の行う作業は、施肥・剪定・花粉付

け・草取り・収穫と全般に及ぶ。最初に植えられた 1953年（昭和28年）11月当時のりんごの木も残されてお

り、接ぎ木するなどとして守られている。 

  

1999年（平成11年）には並木全体が大きな公園として整備された。これ以降、犬の散歩をする人や水遊びをす

る子どもなどが増え、生活道路として定着していった。 

  

また並木通りは、大火の教訓から町の防火帯としても機能するように考慮されている。万が一の大火災時に四分

の一の町の焼失でくい止め、それ以上の延焼を防ぐ為である。元来りんご並木は並木通りとして作られたのでは

なく、この防火帯道路の中央にある緑地帯にりんごの木が植えられた。 

  

2001年（平成13年）には、りんご並木沿いに再開発ビル「トップヒルズ本町」が完成した。トップヒルズ本町

は、まちなか居住を推進するビルであり、上層階に居住機能を、下層階に商業や市役所機能を配置した。続いて

2002年（平成14年）に高齢者向けアパート「アシストホームりんご」が設立され、2004年（平成16年）には

「トップヒルズ第二」の建設が始まった。これら一連の事業には第三セクターかつTMOの株式会社飯田まちづ

くりカンパニー（まちカン）が関与している。 
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＜リンゴ並木と人々と社会＞ 

植樹して４年目を迎えた昭和３１年は、開花、摘花、炎天下の除草など作業が進められ、りんごの木には約４０

０個の見事なりんごが実った。枯れた木は１本もなく、とられたりんごは一個も無かった。同年秋の第三校舎増

築記念祝賀会の展覧会には、りんごを山と積んで展示した。収穫したりんごは協力や激励して下さった方々に贈

り、大部分は恵まれない施設の人々に贈った。 

 新潮社版「心に太陽を持て」の中に「りんご並木」と題して載ったり、前年度は学図版社会科教科書六年下に

「美しい社会を」と題して取材もされた。 

 昭和３３年６月１２日、かねてより東中学校に深く関係し、特に、生徒の発想によるりんご並木に関心を寄せ

ていた、印刷所秀文社主北林正二により「りんご並木」（総ページ２６５）が三千部発行され、りんご並木につい

ての生徒の活動が広く世間に紹介された。 

 昭和３０年代におけるりんご並木作業は、完全に学友会緑化部の手で運営され、作業日誌をつづられてきたの

である。 

 生徒の手によるこのような管理は、広く内外に影響を与え、紹介の問い合わせは、その数おびただしいもので

あった。中でも豊橋市青陵中学校においては、この企画、運営について本校のものを調査し、同じような企画と

して、みかん並木がつくられたと聞く。なお同校とは後年、交歓会も持たれている。 

 

 

 

＜今後の抱負＞ 

飯田市についての産業、地域おこしについてもっと見つかりそうなので調べていきたい。 

 

 

 

 

＜伝統技術＞ 

・水引 

飯田の水引生産は、元禄時代に飯田藩主の堀親昌の殖産興業として 

始まり300年近い伝統を持ち、現在では全国の70%を生産している。 

信州の清澄な自然と飯田地方の上品で繊細な感覚を活かし、 

心のこもった品として全国から厚い信頼を受けている。 

 

・家具・木工芸品 

豊富な森林資源を背景に、明治時代には漆器製造が最盛期を迎えた。人間の優しい思いやりに溢れて手作りの良

 

http://img-cdn.jg.jugem.jp/2c7/1560577/20091222_791431.jpg
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さ、自然の恵みである木材杢目の美しさを生かし、消費者ニーズを確実に捉えた、付加価値の高い家具・木工芸

品が造られている。 

 

・皮革 

飯田の皮革は昭和20年頃から始まった。欧米の最新鋭設備を積極的に導入して次々と新製品を開発し、クツ用・

袋もの用・カバン用・椅子張り用と多様な皮製品に対応し、業界のトップに育っている。 

 

・紬・絹織物・染色 

飯田紬は江戸時代製糸用繭を出荷した後の屑繭をつむいだ糸で織った地織紬で、昭和 50年に伝統工芸品に指定

されている。無地、色縞、絣柄模様は素朴な飯田紬の三大特長。また、飯田地方の染色は寛政3年、今から200

年前「鮫小紋」という微細型染めが始められ、養蚕景気による地元消費の拡大と共に発展しました。伝統工芸的

な製造方法を継承し、本場京都にもない古い技法が残されている。 

 

・ニット・メリヤス 

多品種少量生産に対応するため、全国に先駆けてコンピュータ編機の導入を行い、合理化・省力化を図り、消費

者ニーズにマッチした製品づくりが行われている。 

 

・焼物 

慶長14年（1609）頃から始まった焼物は、江戸時代から明治にかけて管内に 10を越える窯が生まれ、日用雑器

が焼かれていた。現在は天龍峡焼・阿南焼などがある。 

 

 

 

 

 

＜食べ物＞ 

・漬物・味噌・醤油 

信州といえば味噌・漬物といわれるほど全国的に有名。気候風土が最適地である「信州味噌」は全国の約 30%を

占める。 

漬物は昭和初期の「山ごぼう」「大根の味噌漬」から始まり、その後の需要の高まりにともない野沢菜・なす・梅・

きゅうり・山菜等の味噌漬けや塩漬・醤油漬等さまざまな商品が生産されている。 

 

・菓子 

明治25年に下伊那菓子組合が設立され、大正時代には、既に241の菓子工場があった。 

昭和35年の「栗しぐれ」の大ヒットを契機に全国に市場を拡げ、菓子産地としての地位を確かなものにした。

水分を30%以下にして日持ちを良くした半生菓子は、全国の 40%を生産している。 

 

・凍豆腐 

豊富で良質な水と、冬の厳しい夜間気温。凍豆腐の生産は、この自然条件を活かし、約 130年前の江戸期に、農

家の副業として始まった。 

その後たゆまぬ技術革新により、食品工業として確立し、現在では全国シェアの60%を生産している。 

 

・清酒 

特上の水と、良質の酒造米。このうえない自然条件に加え、信州人持前の研究心で磨き上げたお酒。昭和19年、

当地方にあった37軒の酒造メーカーが合併して現在のお酒が生まれた。 

 

http://img-cdn.jg.jugem.jp/2c7/1560577/20091222_791439.jpg
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・お茶・ゆべし 

天竜川の川霧がたちこめる恵まれたこの地の風土は、良質のお茶を生産する。 

また、ゆず・くるみなど山の恵みを上手に活かした「ゆべし」は、保存食・山里の珍味として人気を集めている。 

 

・ハム・ソーセージ 

この地の畜産の発展に伴い、ハム・ソーセージの製造は昭和 33年より始まった。 

原料の、製造から流通に至る一貫生産の中で、地域の食肉流通の近代化が図られている。 

 

 

 

飯田市が地域おこしのためにしていること・・・ 

１、 地域おこし協力隊をつくること。 

そもそも地域おこし協力隊とは、都市地域から過疎地域等の条件不利地域に住民票を移動し、生活の拠点を移し

た者を、地方公共団体が「地域おこし協力隊員」として委嘱。隊員は、一定期間、地域に居住して、地域ブラン

ドや地場産品の開発・販売・ＰＲ等の地域おこしの支援や、農林水産業への従事、住民の生活支援などの「地域

協力活動」を行いながら、その地域への定住・定着を図る取組。 

 

実施主体は地方公共団体である。 

活動期間は概ね１年以上３年以下である。 
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＜飯田市のまちおこし＞ 

 

・リニア中央新幹線 

2027年に開通が予定されているリニア中央新幹線。 

開通後は、首都圏との時間短縮効果により飛躍的な変化が期待されている。 

 

 

・上郷地域景観計画 

課題 

中央自動車道と主要地方道飯島飯田線が農地に、国道153 号が市街地に通っており、これらの幹線道路沿いは宅

地化が進行している。 

また、市道上郷４号線は天竜川沿いの水田地帯に通っており、今後の土地利用の動向によっては、屋外広告物等

の乱立が懸念され、沿道の景観に影響を及ぼすことも予想される。 

 

こうした中で、主要な幹線道路の沿道は、適正な土地利用計画と相互の理解に基づき、沿道とその周辺の自然景

観やその背後に連なる山並みとの調和が求められている。 

さらに、リニア中央新幹線の駅位置が上郷飯沼地区に計画されたことから、今後駅周辺をはじめ土地利用が大き

く変化することが予想されている。地域住民と一緒になって守るべき景観を検討するとともに、この地域の玄関

口としてふさわしい良好な景観の育成が求められている。 

 

基本的な方針 

土地利用に重点的に取り組むゾーンなど、特に景観を保全・育成することが必要な区域を設定し、これまで地区

で検討されてきた方針を基本として、市や地区全体の方針と調和を図りながら区域ごとの景観育成に取り組む。 

特に主要な幹線道路の沿道やリニア駅周辺地区については、建築物の高さや屋外広告物の色彩、大きさなど景観

法等の手法と基準を検討する。 

 

 

・ふるさと飯田応援寄附（ふるさと納税）の返礼品を募集 

ふるさと飯田応援寄附（ふるさと納税）の返礼品で、飯田とのつながりを築き、飯田に愛着が持てるようなスト

ーリー性のある商品を「特選品」として取り揃えていく政策。 

 

 

・ふるさと飯田応援隊を募集 

飯田市は「住み続けたいまち 住んでみたいまち 飯田 人も自然も輝く 文化経済自立都市」の実現を目指して

様々な取り組みを進めている。 

 

この飯田市の取り組みを応援していただける「ふるさと飯田応援隊」として「ふるさと納税（ふるさと飯田応援

寄附）」を募集している。 
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・ムスト飯田 

「ムトス」という言葉は、広辞苑の最末尾の言葉「んとす」を引用したもので、「…しようとする」という意味が

込められており、行動への意志や意欲を表す言葉。 

 

飯田市では「ムトス」を地域づくりの合言葉にし、私たち一人ひとりの心の中にある、「愛する地域を想い、自分

ができることからやってみよう」とする自発的な意志や意欲、具体的な行動による地域づくりをめざしている。 

↓↓ 

・ムトス飯田賞レリーフ 

このレリーフは、「ムトス飯田賞」の文化性を象徴し、 

地域づくり活動において「…しようとする」意志や意欲を 

発揮した受賞者の功績をたたえ、副賞として贈呈されたもの。 

 

レリーフは、自発的な行動や合言葉「ムトス」が 

メロディーに乗って広がっていくよう、そっと見守っている。 

 

＜観光名所＞ 

飯田市では観光客を呼ぶために色々なイベントや宿泊所、観光名所がある。 

それを紹介したいと思う。 

 

～飯田駅から歩いていける温泉～ 

砂払温泉 

砂払温泉は南信州の郷土料理（五平餅・鯉の甘露煮） 

も味わえる日帰り入浴が可能な老舗旅館。 

手もみ処も有る（予約制）。 

処も有る（予約制）。 

 

江戸時代から続く天然温泉の宿「砂払温泉」の特徴は、 

なんと言っても天然温泉「新七色の湯」！ 

それぞれに違った効果を持つ七種類の温泉はで 

心も体もリラックスできる。 

 

砂払温泉の泉質は、天然温泉、単純アルカリ泉で、 

肌がつるつるすべすべとなり、 

筋肉痛、神経痛、冷え性などに効果的。 

 

 

今宮半平 

日帰り入浴から大人数の宴会のお客様まで 
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幅広いニーズに対応できる今宮半平は、 

850年以上の歴史をほこる今宮郊戸八幡宮の境内にある。 

 

赤松や杉の木立に囲まれた今宮半平で、 

静かで心地よいひとときを過ごせる。 

程よい大きさの浴室に天然温泉が用意されている。 

 

料理も自慢の今宮半平では、「お食事処 五平茶屋」にて、 

そば・うどん・五平餅・季節の一品料理が食べられる。 

 

 

三宜亭本館 

建物まるまる一棟が温泉大浴場の 

「天空の城 三宜亭本館」。 

 

飯田城趾に建てられた本館大浴場からは、 

飯田の街並みが眼下に広がり、 

まるで飯田城の殿様になった気分を味わえる。 

 

地下1,300mから湧き出す天然温泉を贅沢に 

使った飯田城温泉は、強アルカリ性で、美肌効果が期待できる！ 

日帰り入浴の他に、マッサージ・お食事・宿泊など館内施設やサービスも充実している。 

 

中でも、昼と夜で趣が変わる空中檜露天風呂はオススメ。 

 

～アトラクション～ 

暴れ天竜川下り！ 

ラフティングはただ川を下るだけではなく、大自然と触れ合いながら、力を合わせてラフボートを参加型のレジ

ャースポーツ。 

 

流れの緩やかなところではゆったり遊び、白波の立つ早瀬では日常にはないドキドキ感。途中、岩から飛び込ん

だり、プカプカ浮いて遊んだり。景勝地としても名高い天竜川なので景色も最高。雄大な中央アルプスや美しい

峡谷をボートの上から眺められるなんて、とっても贅沢！ 
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＜感想＞ 

飯田市のいところはもともとある自然を生かした遊びや施設、観光名所が多いとおもった。それは飯田市の人み

んなが自分の街に誇りを持っているからなのかな、と思った。 

９月実際自分で行ってみて、その良さを実感出来ると思うと楽しみである。 

飯田市の地域おこしを見ながら、その良さにもたくさん触れていきたいと思った。 

 

 

南信州・飯田フィールドスタディ２０１５ まとめ 

経済学部産業社会学科 140322002 足立佳奈 

 

１． 地方創生に向けた人材サイクルの構築 

「地育力」により心豊かな人づくりを目的とし、公民館活動や地域人教育、高大連携、小中連権一貫教育、キャ

リア教育、また大学連携・フィールドワークを行っています。大学連携の取組も、人材サイクルの構築や地域に

ダイナミズムを起こすための起爆剤となる一貫した人材育成が重要であり、これができていれば進学・就職等で

一度地域を離れても地域に愛着と誇りを持ち、将来的に飯田に帰ってきて地域を担う人材として活躍するだろう、

というもの。これがU・Iターンの取組です。 

少子化が目立つ地域がほかにもあるが飯田市のような根本を変えていく取組をみたのははじめてでとても感心し

た。この思いが子供だけでなく大人、おじいさんおばあさんにも精通していてすごいなと思いました。 

 

 

２．都市と農村の関係（ワーキングホリデー） 

ワーキングホリデーの目的は、農業や農村に関心を持ち真剣に農業をやりたい、就農を考えているが手探りで何

もわからない方と繁忙期の手助けや後継者の欲しい農家を結び、都市と農村住民双方が、お互いの足りないとこ

ろを補い合うパートナーシップ事業です。 

ここで大事なのが「労力補完」がメインであり、「観光」ではないことを受入農家・参加者双方へ明確に情報発信

することであり、受入農家は農作業の手伝いのお礼として、農家の生活や農業をおしえることに心がける。客と

して迎えるのではなく、家族同様の生活で滞在してもらうというものでした。 

どちらか偏った利益だと途切れてしまうので双方に目的を明確にさせるのは良いことだと思いました。しかし

年々受入農家が減ってきてしまっているのは問題だと思います。 

 

 

３．地域自治と公民館活動 

飯田市は合併を重ねてきたが、そのつど地区単位に独立館を残してきました。このことが、公民館活動の底辺を

拡大し、しっかりと根をはった活動が行なわれる源であるといえます。又、独立館として、独自性を保障するこ

とで、住民の力が十分に反映され、「自分たちの地域は自らの手で」という、主体性が育っていくと考えました。 

分館は、住民の生活にいちばん身近なところにある公民館ともいえる組織で、子供からお年寄りまで、日常のた

まり場として利用しながら、身近な課題を解決したり、分館独自の事業を展開し、なによりも住民同志のふれあ

い、顔なじみづくりを大切にしながら主体的に運営されています。 

市全体が考え方が統一化されていてみんなが同じ考えで同じ目標を持ってるからこそこのような公民館活動もス

ムーズにいくのだな、と思いました。 
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４．おひさま進歩エネルギーの取り組みについて 

２００４年２月に「環境文化都市」を目指す飯田市を中心にした地域南信州、エネルギー生産地消で循環型社会

構築のため、市民ができること、市民でないとできないことがあるはずと NPO を設立しました。寄付型の第一

号おひさま発電所として２００４年５月に飯田市内の私立「明星保育園」に寄付型で NPO が設置されました。

これにより子どもたちは 

おひさまのチカラで電気が生み出されているのを実感。そして「もったいない」を学ぶ。これにより子どもたち

の環境意識への働きかけが行われるというもの。設置当初の子どもたちは今は大きく成長し、次世代の担い手と

なっています。 

小さい頃から暮らしに太陽光発電を取り入れることで、より関心をもちまた「もったいない」を意識して生活す

る子どもになる。その子達が大きくなると今度はその子達が伝えていく人になる。すごくいい循環だとおもいま

した。 

 

 

５．「伊那谷の魅力と地域活性化」～航空機産業への取り組み～ 

飯田市は長野県の南部に位置し、日本の航空宇宙産業の中心である中部圏に近く、精密加工技術の集積地です。

業種構成はプロジェクト参加企業数３８社でされており、受注体制がとられています。目指す方向性は、地域内

に企業間の協力風土を育て、主体性を持った共同受注体制を確立、工程外注から部品、ユニット一貫受注、生産

技術力・管理力を高め国際競争力のあるQCDを実現するなどがあります。 

 

 

６．新しいまちづくりのカタチ 

まちづくりをするにあたっての障害、それについての解決策をお話していただきました。街の活性化という同じ

目標を持つ市民にもかかわらず、お互いの活動に口を挟み足を引っ張り合ってしまっていました。これを解消し

たのがお話してくださった桑原さんでした。なにが原因でいざこざになってしまうのか、いざこざのたびに出て

くる言葉「私は知らない」に注目したそうです。そこで月に一度報告の場を設け、それだけでなく強制ではなく

気軽に来れるような雰囲気作りも大切だとおっしゃっていました。また参加した人は大したことでなくても１度

は発言させることで自分の参加意義を見出させるようにしました。この話をきいたときとても関心しました。こ

れによって市民の人が協力的に一緒に頑張ろうという姿勢がより強くなったそうです。 

 

 

７．人形劇を通じたまちづくり 

いいだ人形フェスタが目指しているものは、１つ目に人形劇をみたり、演じたり、支えたりすることで心が豊か

になること。２つ目に人形劇が向上し、発展し、地域文化がさらに高まり、街が元気になること。３つ目にいろ

いろな人たちと出会う、ふれあい、学びあい、みんなが理解をふかめあうことです。そのためにどうしたら人が

興味を持ってくれるか試行錯誤を重ね、子供に焦点を合わせワッペン方式をとるなどしています。 

 

 

８．地域人教育の取り組みについて 

私たちのいった長姫高校ではほかの高校とは一味違った活動をたくさんしていました。それは高校生が主体にな

ってイベントを開催したり、ほかの年に野菜を売りに行ったりすることです。これには長姫高校の信念がありま

した。飯田市は公民館活動が盛んであり、住民に“自分たちで地域を作る”という土壌があり、そのために、地

域のイベントの主催者も高校生が積極的に関わって欲しいというニーズがあります。また、単に高校生に何かを

やって欲しいという考えではなく、高校生（若い世代）に地元に愛着を持って欲しいという思いがあるそうです。

さらに、高校生に将来地元で活躍できる人材になって欲しいという思いもあり、イベントでの関わりを通して“高

校生を成長させたい”という意識で高校生に接している大人が多いそうです。 

このことにより地域の教育力といった信州特有の“社会関係資本”を地域の人と関わることで継承を目指してい
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ます。 

 

 

９．中心市街地活性化の取り組み 

過疎化しようとしている街を飯田まちづくりカンパニーが色々な企画を掲げ盛り上げていく取り組みです。その

内容は、店舗共同化事業、パティオ事業、駐車場整備事業、店舗の再配置・集約化、りんご並木遠藤の商店配置、

イベント事業、福祉・サービス事業、文化・教育事業、空き店舗の活用、蔵や歴史的建造物の整備活用などがあ

ります。 

実際に思うだけでなく、それを行動に移すあたりが本当にこの街が好きでどうにかしたいんだな、というのがと

ても伝わりました。 

 

 

１０．自分の地域と飯田市をくらべて 

じぶんは岡崎という比較的大きくて何不便のない土地に住んでいます。もちろん地元が大好きですが、飯田市の

人たちのように自分の街についてよく考え、なにかできることはないかとアクションを起こすことはしていませ

ん。飯田は小さいしたしかに不便なとこもあるけど、それを感じさせないくらいみんなが飯田を愛していて誇り

を持っていてすごく素敵だなとおもいました。市の規模が違うのでやれることには限りがあると思うけど、まず

は身の回りのことから少しずつ岡崎市のためになることをしていけたらいいなと思いました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

環境政策 

140321208 渡邉真幸 

 初めに私がなぜ環境政策を選んだのかというと、平成20年7月に飯田市は環境モデル都市に制定されて

おり制定されるためには、環境政策によるものだと思ったからです。 

 まず環境モデル都市（かんきょうモデルとし）は、低炭素社会の実現に向けて温室効果ガスの大幅削減な

どへの取り組みを行うモデル都市として、日本政府により選定された自治体であり、選定基準は次のように

なっている。 

 

１．温室効果ガスの大幅な削減 

２．先導性・モデル性 

３．地域適応性 

４．実現可能性 

 

 

 この5つの基準を満たしている団体として、平成20年7月に6団体が「環境モデル都市」に選定されま
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したが、これとは別に、いくつかの基準で課題が残るもののアクションプラン策定過程で解決し基準を満た

しうる団体として7団体ありました。平成21年1月に飯田市も含めたこの7団体が「環境モデル都市」に

追加選定されました。そして現在では以下の23都市が環境モデル都市に制定されています。 

 

（2008年7月22日指定）北海道帯広市、北海道上川郡下川町、神奈川県横浜市、 

富山県富山市、福岡県北九州市、熊本県水俣市  

（2009年1月22日指定）東京都千代田区、長野県飯田市、愛知県豊田市、 

京都府京都市、大阪府堺市、高知県高岡郡檮原町、沖縄県宮古島市 

 

（2013年3月15日指定）茨城県つくば市、新潟県新潟市、岐阜県可児郡御嵩町、 

兵庫県神戸市、兵庫県尼崎市、岡山県英田郡西粟倉村、愛媛県松山市 

 

（2014年3月7日指定）北海道ニセコ町、奈良県生駒市、熊本県小国町 

 

各環境モデル都市の主な計画は、 

北海道ニセコ町は熱分野を中心とした低炭素な街づくり→持続可能な観光の推進→観光と環境の横断的な

取り組み→町民生活における省エネおよび再生可能エネルギーの普及→農業や産業における再生可能エネ

ルギーの普及→スマートコミュニティ・ニセコの実現などをして二酸化炭素を2050年度まで86%削減する

というものです。 

 

北海道下川町は4つの計画で、1つ目は持続可能な循環型森林経営をしていて、森林を継続的に整備しなが

ら資源を循環させ、同時に雇用の場の確保と林産物の供給を継続させるという持続可能な森林経営を構築し

ている。2つめはゼロエミッションの木材利用システムで森林を育てる作業（除間伐）によって生み出され

た木材を加工、処理した資材で原料の木材は木炭、粉炭、円柱加工へと、１本の木材がそれぞれの用途でム

ダなく使われています。3つ目は木質バイオマスエネルギー活用で町内の製材工場で排出される端材や林地

残材などを使用した木質バイオマスボイラーが温泉施設、農業施設、幼児センターのどに設置されています。

4 つ目は FSC 森林認証を取得でＦＳＣ森林認証とは、木材を生産する森林、そしてその森林から切り出さ

れた木材を使って生産・加工を行なっているかどうかを認証する国際機関の一つで、森林環境保全に配慮し、

地域社会の利益にもかない、経済的にも継続可能な形で生産された木材を認証するものです。これらの計画

を基にして地域産業の振興」と「快適な生活環境」を柱とした環境モデル都市推進事業を各種施策と連動さ

せ、産業の振興と雇用の創出を図り、地域の活性化を推進し、温室効果ガスの大幅な吸収および削減による

「低炭素社会」の構築を目指そうとしております。 

 

北海道帯広市は５つの視点から二酸化炭素を削減し、２０５０年まで２０００年に比べ５０％減を目指して

いる。１つめは住・緑・まちづくりで将来像は快適な都市環境が形成された社会を目指して、帯広の森の育

成・活用とみどりのまちづくりの推進や環境リサイクル施設の集積 （仮称）エコタウンの造成や、街灯・

防犯灯の省エネ化や省エネ建築の促進している。２つめはおびひろ発 農・食で将来像は農地の経済的・環

境的価値が進展した社会や自然と共生する循環型・環境保全型の地域づくりや地産地消の推進や広大な農地

を温室効果ガスの吸収源とする取り組みの推進している。３つめは創資源・創エネで将来像は化石燃料に頼

らないエネルギー自給社会と地域資源の有効活用により産業が進展した社会で、豊富なバイオマス資源の活

用や新エネルギー技術の導入促進とクリーンエネルギーの導入や太陽光発電の普及、燃料の天然ガス・LP

ガスへの転換をしている。４つめは快適・賑わうまちで将来像はコンパクトなまちづくりや環境負荷の少な

い交通体系が進展した社会で、おびひろまち育てプランの推進と中心市街地活性化の具現化や環境にやさし

い公共交通の利用促進や道路交通ネットワークの見直し、構築や自転車・歩行者利用環境の整備、自転車ツ

ーリングの仕組みづくりをしている。５つ目はエコなで将来像は環境に配慮した生活実践が進展した社会で、

全市民運動の展開やライフスタイルの変革やごみリサイクル率の向上や木質ペレット等の普及、市民ボラン
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ティアの拡充をしている。 

 

茨城県つくば市は、つくば環境スタイル“SMILe”（つくば市環境モデル都市行動計画）で 2030 年までに

市民一人当たりの温室効果ガス排出量 50％削減（2006 年）を目指すことを中間目標とし、2050 年までに

我が国の温室効果ガス排出量 80%削減を目指すという国の高い目標の達成に貢献します。つくば環境スタ

イル“SMILe”（つくば市環境モデル都市行動計画）は4つあり内容の頭文字から取ったものであり、 

１つ目はSmart Community コミュニティエコライフ 

省エネ住宅の普及や低炭素都市づくりに必要な面へのアプローチを，まちづくりの機会を活用して進めます。

CEMS(コミュニティエネルギーマネジメントシステム)を見据えた統合アプローチ型モデル街区の整備を

リーディングブロジェクトとして低炭素を加速する。 

具体的には、コミュニティ型低炭素モデル街区の整備や再生可能エネルギーを電源とするCEMS、建物の

低炭素化をしている。 

2つ目はMobility Traffic モビリティ・交通 

モビリティロボット実験特区をいかした短距離移動手段の多様化により，あらゆる層の人々が安全に移動で

きるまちづくりを進めます。つくばエクスプレス(鉄道)やバス，EVなどの低炭素交通を結節手段とするこ

とで，市全体を機能的にコンパクト化する統合的な交通体系を構築します。 

具体的には、快適な移動空間の構築や低炭素車(EV・超小型EV等)への変換や低炭素な移動手段への転換、

低炭素交通シェアリングシステムをしている。 

3つ目はInnovation&Technology 最先端技術 

つくば環境スタイル“実験低炭素タウン”として，最先端の低炭素技術の実証実験を通じた新たなビジネス

モデル構築を図るとともに，研究機関の有する最先端技術の実装やオープンファシリティなどの先導的対策

を進めます。 

つくばにある知見・技術・資源等を地域還元しながら，全体の削減対策をサポート・先導します。 

具体的には、藻類バイオマスエネルギーの実用化やTIA-nano世界的ナノテク拠点の形成や研究機関の低炭

素化と連携や環境ビジネス化をしている。 

4つめは Learning&Education 環境教育，実践 

オールつくばで実践する新しい連携スタイルと,それによる効果的な取組が持続する低炭素社会を目指し,次

世代を担う子どもたちへの環境教育をはじめとする人材育成に力を注ぎます。これにより,人の知識,意識,

ライフスタイルの改革に関わる対策を進めます。 

具体的には、子どもたちへの教育(つくばスタイル科)や市民教育・実践(サポーターズプログラム、(仮称)つ

くば環境スタイルセンター 

東京都千代田区は、高水準な建物のエネルギー対策の推進、まちづくりの機会と場を活かした面的対策の推

進、地域連携の推進の3つの取り組みがあり、高水準な建物のエネルギー対策の推進の中で、中小規模の建

物の新築・増改築時に際し、建築主に対して建築物環境計画書の作成・提出を求め、建築物の省エネルギー

対策やヒートアイランド対策等の環境配慮に対する取り組みを促進する千代田区建築物環境計画書制度。  

中小の既存ビルを対象に、設備の現況やエネルギーの使用実態の調査を実施し、省エネ診断後、運用改善

や設備改修を進めます。また、設備改修にあたっては、区の助成制度の活用により支援するグリーンストッ

ク作戦。（注意）グリーンストックとは、「グリーン」が省エネ、「ストック」が既存建物を示す造語です。 区

内の中小テナントビルを所有する中小企業者等を対象に、当該ビルに省エネ設備を導入する際の工事費用の

一部を助成します。中小テナントビル省エネ改修助成制度。（新エネルギーおよび省エネルギー機器等導入

助成制度は平成27年度休止します） 

次にまち作りの機会と場を活かした面的対策の推進の中で、 
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区内に複数のサイクルポート（自転車を貸出・返却する場所）を設置し、各サイクルポートにおいて、どこ

でも借りられ、どこへでも返却できる自転車のシェアリング事業（コミュニティサイクル）に取り組むコミ

ュニティサイクル事業。 

ヒートアイランド現象を緩和する屋上緑化や壁面緑化、屋上への高反射率塗料を塗布する工事、窓ガラスへ

の日射調整フィルム・コーティング材による遮熱対策などヒートアイランド対策の費用の一部を、助成する

ヒートアイランド対策助成制度。 

最後に地域連携の推進のなかで、地球環境を守り低炭素社会の実現を図るため、地方都市と相互に連携・

協力して森林整備を行います。地方都市の森林保全・雇用創出や国内全体の温暖化対策に寄与するとともに、

区民の環境配慮意識の啓発を図る地方都市との連携による森林整備事業。  

区内の各事業所が取り組んでいる、「環境活動」「環境教育」「地域貢献」などの温暖化配慮行動について、

前年度の実施報告や当該年度の計画を毎年区へ報告する制度です。区は、その取組みを公表し、優良な取組

みを表彰することにより、事業者の温暖化配慮行動の促進や優良な取組みの普及を図る温暖化配慮行動計画

書制度。  

CESはChiyoda Eco Systemの略称で、国際規格であるISO14001をもとに千代田区が独自に構築した、

環境配慮行動を促進するための仕組みです。ISO14001に比べて、経費や事務量を削減できることが特徴で、

千代田区にかかわるすべての人々が取り組みやすい環境マネジメントシステムでCES（千代田エコシステ

ム）といいます。 

 

神奈川県横浜市は横浜スマートシティプロジェクトの大きく3つの取り組みがあり、 

1つめは戦略的プロジェクト等で横浜スマートシティプロジェクト（ＹＳＣＰ）や横浜グリーンバレー構

想（ＹＧＶ）やヨコハマモビリティ “プロジェクト ゼロ” （ＹＭＰＺ）、再生可能エネルギー・未利用エ

ネルギーの活用などがある。 

２つめは普及啓発でヨコハマ・エコ・スクール（ＹＥＳ）やエコハマ環境家計簿、子ども省エネ大作戦、

カーボン・オフセットなどがある。 

3つめは他地域との地域間連携で山梨県道志村との連携や北海道下川町、熊本県小国町との連携がある。 

 

岐阜県御嵩は5つの取り組みから構成されており、１つめは森林の再生でCO2吸収源となる森林整備を継

続的に行う森林経営信託方式によって持続可能な森林経営のモデルの確立を目指すとともに、環境の担い手

育成を目指します。 

 2つめは公共交通の再生と次世代自動車への転換で公共交通の利用環境の整備や利用促進を行い、自家用

車から公共交通への転換を図るとともに、次世代自動車の導入を推進し、運輸部門からのCO2排出の削減

を目指します。 

 ３つめは家庭・事業所での削減活動で住民や事業所が主体的にCO2削減に取組める仕組みづくりを推進

する。また、廃棄物の抑制によりCO2削減と再生資源としての有効活用による循環型まちづくりを目指し

ます。 

 ４つめは分散型エネルギーへのシフトで全国初の災害時家庭用太陽光電力融通条件付き支援制度や公共

施設への再生可能エネルギーの導入により、分散型エネルギーのネットワークを構築し、災害にも強い低炭

素なまちづくりを実現します。 

 ５つめは人づくり・場づくりの推進で小中学校や地域の環境教育や人材育成を行うとともに、低炭素まち

づくりに関する情報発信や他地域との交流を進め、環境モデル都市推進のための共通基盤を形成します。 

 

愛知県豊田市は温室効果ガスを 2030 年に 30％、2050 年に 50％（1990年比）削減を目標にして5 つの取

り組みがある。 

 １つめは環境技術開発・普及のためのフィールドの提供で「低炭素社会モデル地区」の実現のために交通、

住宅などに関する精神環境技術を公募導入。精神環境技術を実証実験することにより、市内外での事業化・

導入転換を誘導。 
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 ２つめは環境技術の活用などによる交通対策委の促進で「エコ・カーライフ」の実現や使いたくなる公共

交通の整備。 

 3つめは中小工場における対策の促進で「環境経営ネットワーク」による環境経営の推進。 

 4つめは全人工林の健全化で間伐の実施、地域の合意形成組織の展開や森林マネジメント組織の設立、地

域材の活用対策強化。 

 5つめは市民による取り組みの促進で太陽光発電の普及促進や市民・企業・行政などの一体的な取り組み

の推進。 

沖縄県宮古島市はで島嶼型低炭素社会システム「エコアイランド宮古島宣言」で 6つのことを宣言した。 

１つめが私たちは、島の生活を支えるかけがえのない地下水を守ります。 

２つめが私たちは、美しい珊瑚礁の海を守ります。 

３つめが私たちは、みんなの知恵と工夫で、限りある資源とエネルギーを大切にします。 

４つめが私たちは、ゴミのない地球にやさしい美(か)ぎ島(すま)宮古(みゃ～く)島(ずま)を目指し、一人ひ

とり行動します。 

５つめが私たちは、よりよい地球環境を取り戻し・守るため、世界の人々とともに考え・行動し、未来へ

バトンタッチします。 

６つめが私たちは、緑・海・空を守り、すべての生物が共に生きていける環境づくりのため行動します。 

 

奈良県生駒市は5つの分野があり 、自然環境分野、生活環境分野、まち・ みち環境分野、エネルギー環境

分野、共通分野で、自然環境分野は清流と美しい田園を取り戻し、しぜんと触れ合えるまちを作る。 

せいかつ環境分野は地球にやさしく、家計にやさしい住みやすい街「いこま」を作ります。 

まち・みち環境分野は公共交通や自転車で外出できる生駒。歩くと楽しい道で、いこまの魅力を再発見し

ます。 

エネルギー環境分野では、エコライフで無駄なく無駄なく快適に暮らせる街を作ります。 

共通分野では分野（部会）を越えてECO-netいこま全体で取り組むプロジェクトを掲載しています。 

 

大阪府堺市は取り組みが3つあり、１つめは自然エネルギーを最大限活用したエネルギー・イノベーション

による低炭素型産業構造への転換で、 

A) 世界標準の環境先進型コンビナートの形成と世界への発信 

堺浜における低炭素型コンビナートにおいて先導的な取組みを実現し、これを世界標準の環境先進型コンビナ

ートモデルとして国内のみならず、世界に向けて波及させることにより、産業部門から排出される温室効果ガス

排出量の大幅な削減に貢献する。 

 

(B) 「堺浜臨海部地区」における先導的な都市環境の形成 

自然環境の再生・創造と大規模な開発整備が進んでいる「堺浜臨海部地区」において、CO2の削減、ヒートア

イランド現象の緩和、都市環境の改善など先導的な取組みを行う。 

 

(C) 協定を枠組みとした既存企業群への省エネ推進・新エネ導入 

市と企業が温室効果ガス削減の目標を共有し、徹底的な低炭素化に向け歩調を合わせるため、本市と多量排出

事業者との間で「（仮称）クールシティ・堺サポート協定」を締結する。 

事業者は自らの削減目標の達成に向け、自社努力に加えCDM制度やグリーン電力証書等を活用しながら目標達

成に取り組む。一方、本市は国等との連携のもとに大学等研究機関の技術開発や事業者の省エネ・新エネ設備の

導入について支援し、導入事例をショーケースとして全国・世界へ発信し、普及促進を図る。 

 

(D) 中小企業の低炭素化 

二酸化炭素排出削減設備導入ファンドの活用や、マテリアルフローコスト会計の普及促進を行うと同時に、技

術面でのサポートも行う。また、大企業の環境技術を活用した省エネ対策として、省エネアドプト制度や国内
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CDM制度の活用についても検討を進める。 

(E) 低炭素型エネルギー生産拠点の構築 

臨海部に大規模な太陽光発電所（メガソーラー）や高効率発電施設など多様な低炭素型エネルギー生産施設の

集積を図り、エネルギーの地産地消を促進する。 

 

まち全体で太陽エネルギーを活用する「まちなかソーラー発電所」の実現をめざし、化石燃料に依存したエネ

ルギー体系から太陽光を中心とした低炭素型エネルギー体系への転換を図る。 

 

(F) 新技術の積極的導入による省エネ・創エネ製品の開発・普及 

「ものの始まり・なんでも・堺」といわれた堺から、既成概念にとらわれない新技術の積極的導入によって開

発された省エネ・創エネ製品とサービスを全国・全世界に供給することによって、日本及び地球規模での温室効

果ガス削減に貢献する。企業間や産官学のネットワーク形成により、低炭素化に貢献する新技術の開発やエコロ

ジービジネスの創出を図る。 

 

２つめは LRT 等の公共交通と自転車を中心としたモビリティ・イノベーションによる低炭素型都市構造への

変換で 

（A） LRTなど公共交通を中心とした都市構造への変革 

 

【都心交通ネットワークの将来像】 

大阪市を中心として南北方向に発展してきた本市の鉄軌道網に対して、LRTを導入することにより、臨海部か

ら都心を繋ぐ東西方向の交通軸を強化する。 

加えて、LRTを中心とした公共交通や自転車利用の拡大を通じて、自動車交通の適正化に努め、快適で環境負

荷の少ない都市環境を創出するとともに、LRTが持つバリアフリーなどの特性を活かした都心のトランジットモ

ール化等により、歩いて楽しいまちづくりや沿線の賑わいを創出し、さらには LRT の架線レス化により、優れ

た都市景観の形成を図るなど先導的な改革を進める。 

将来的には、都心から市内各区の拠点間を結ぶ循環ルートの形成も含め、利便性の高い公共交通のネットワー

クを活かしたまちづくりをめざす。 

 

（B） 自転車を活かした、歩いて楽しいまちづくりの推進 

本市は、中世鉄砲鍛冶の技を自転車部品製造技術に活かしながら、現在まで脈々と伝承してきた自転車産業の

まちであり、我が国唯一の「自転車博物館サイクルセンター」が開設されているほか、アジアで最大規模の自転

車レース「ツアー・オブ・ジャパン堺ステージ」が毎年開催されている。 

こうした自転車のまち堺として、安全で利便性の高い自転車利用環境を整備するため、市域内を結ぶ自転車ネ

ットワークの形成により安全に走行できる空間を整備する。また、市民や来訪者が自由に利用でき、観光レンタ

サイクルとしても活用できる「コミュニティサイクルシステム」の導入を図り、手軽に移動が可能となるよう自

転車の利便性や魅力を高める。 

 

自動車主体の道路空間をLRTなどの公共交通や徒歩・自転車の空間として再配分する。 

 

これらのインフラを活用して、旧市街地・環濠エリアや百舌鳥古墳群エリア等の歴史的文化的資産や、緑豊か

な泉北丘陵をはじめとする自然環境など地域固有の資源を、鉄道等公共交通機関、自転車、徒歩などで周遊する

低炭素型の観光を推進する。 

 

（C） 自動車交通の円滑化及び低公害車の普及とエコドライブの推進 

幹線道路ネットワークの形成や道路の渋滞緩和の取組みなどにより、自動車交通の円滑化を図り、CO2排出量

を削減する。 
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バスや自家用車、輸送用自動車において、電気自動車や燃料電池自動車などの次世代自動車の普及に向けた技

術開発の促進や CNG 車・ハイブリッド車等の低公害車の普及・促進を図るとともに、エコドライブを推進する

ことで、自動車利用におけるCO2排出量を大幅に削減する。 

 

３つめは「人に楽しく、地球に優しい」ライフスタイル・イノベーションによる環境文化の創造で、 

（A）低炭素型市民ライフへの転換 

低炭素型の居住環境の普及 ～まちなかソーラー発電所～ 

 太陽光発電システムについて、2013年度末までに1万世帯、2030年度末までに10万世帯への普及を中

心に、まち全体で太陽エネルギーを活用する「まちなかソーラー発電所」を実現する。また、長期優良住宅

や省エネ住宅等、高い環境性能を有する建築物の普及を促進することで、居住環境への環境負荷を低減させ、

ストック型社会への転換を図る。 

 

(B) 低炭素型公共施設への転換 

 公共施設を低炭素社会の先導的モデルとして活用するため、市有施設への先進的な省エネ技術や、太陽光

発電等の新エネ技術の積極的導入、廃熱など未利用エネルギーの有効活用、下水汚泥の再資源化やバイオマ

ス廃棄物の有効活用などに取り組む。 

 

(C) 歴史と文化で彩られた緑と水辺を次世代へ継承 

「SAKAI グリーンプロジェクト」による自然を保全・創出する体制の整備 

 

 【緑と水辺の将来イメージ】 

 まちなかに緑や水辺の「自然」を取り込むため、産官学民すべてが主体的に行動して自然を保全・創出す

る「SAKAI グリーンプロジェクト」を実施する。これにより、市域のヒートアイランド現象を緩和すると

ともに、市民、事業者の環境意識の向上を図る。 

 

大規模な緑の拠点「クールダム」の形成 

 南部丘陵の豊富な緑・里山環境を保全するとともに、臨海部の産業廃棄物処分場跡地の「共生の森」に新

たな緑の拠点を創出することで、本市都心部を挟む丘陵地と臨海部に、涼しさと安らぎを創出する大規模な

緑の拠点クールダムを形成する。 

 

風と文化の通り道「クールライン」の再生 

 大和川・石津川等の河川、大小路シンボルロード・フェニックス通りなどを重点的に緑化し、「海から丘

へ」「丘から海へ」と涼しい風と文化を通すクールラインを形成する。 

 

歴史と文化で彩られた「クールスポット」の保全・創出 

 本市には、百舌鳥古墳群、鎮守の森、奈良時代の僧・行基（堺出身）が築造したため池群、中世環濠都市

の面影を残す土居川、大阪府最大の耕作面積を有する田畑など、「自然への畏敬の念」をもって地域で大切

に守り伝えられてきた緑や水辺が多く残る。これら地域の生活に密着した緑や水辺を守り、市民の潤いや憩

いの場となるクールスポットを保全・創出する。 

 

農山村地域との連携事業の推進 

 本市域だけでなく広域的な視点で地球環境問題をとらえ、市外（友好都市等）との連携プロジェクトを行

うことにより、農山村地域の地域・生態系の活性化を図っていく。 

 

(D) 市民主導型の環境共生まちづくりの推進 
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 市民主導型の環境共生まちづくりプロジェクトの推進 

 

 産学官民の主体間の連携によって生まれるアイデアに基づき、市内の各地域でモデルプロジェクトを実現

する。これにより、地域主体の低炭素型まちづくりを推進するとともに、市民が積極的に環境と共生するま

ちづくりに参画する意識を醸成する。 

 

 環境共生のまちづくりを支える人材の育成と市民意識の向上 

 

 NPOや企業など多様な主体が参画する「（仮称）さかいエコ大学」を活用し、自主的に環境行動に取り

組む人材を育成する。 

 

 「環境まちづくり学生アイデアバンク」を設置し、将来の堺を担う若い世代の柔軟な発想をまちづくりに

積極的に取り入れる。また、小中学校での「環境教育プログラム」の実施等により次代を担う人材を育成す

る。 

 

高知県梼原町は主な活動は４つあり、 

１つめは 木質バイオマス地域循環モデル事業プロジェクトで、公民協働の｢木質バイオマス地域循環モデル事

業｣の確実な実行をおこなうため、「環境先進企業との協働の森づくり」事業の維持・拡大やオフセットクレジッ

トを活用した資金調達や木質ペレットの製造・販売やＢＤＦ製造・利活用事業や森林セラピーの推進や森林学習・

研修制度の推進や森林整備と森林整備手法の標準化、伐採の効率化をしている。 

２つめは CO2 森林吸収プロジェクト確実な森林施業と作業の効率化や県、梼原町、企業、団体と「環境先進

企業との協働の森づくり」事業の維持・拡大(再掲)や 水源地域森林整備交付金事業や 地域、事業体、森林所有

者や森林資源の活用や一般住宅・公共施設の木造化の推進も行っている。 

３つめは CO2削減プロジェクトで、太陽の恵み「光･熱」、森の育む「水」、空気の流れが生み出す「風」の自

然エネルギー利用による CO2 排出ゼロ、もしくは、低炭素エネルギーの利活用や太陽光、風力、小水力発電の

継続運転と新規設置の検討や太陽熱利用機器の導入や低炭素技術機器・資材の導入や ハイブリッドカ－・電気自

動車・BDFの普及や風力・太陽光・小水力発電の継続運転と新規設置の検討やＢＤＦ製造、利用事業している。 

4 つめは人・仕組みづくりプロジェクトで、人づくりでは、学校教育での環境教育、地域教育の推進や生涯現

役の健康な住民づくりやゴミの減量化に向けた推進員の育成していて、 仕組みづくりでは、木質住宅の健康産業

化（ＬＣＣＭ住宅の推進）や「旅育」「食育」などの体験学習型ツアーの実施事業（森の幼稚園）や森林セラピー

の推進(再掲)やリサイクルに 

 

そして長野県飯田市は、2030 年までの目標（中期目標）で、家庭部門でのCO2 排出量を 2005 年の排出量から

40～50％削減します。2050年の目標（長期目標）で、地域全体のCO2排出量を2005年の排出量から70％削減

します。  

施策は４つあり、１つめは社会の低炭素化の推進 

（１） 再生可能エネルギーの導入促進による地域発展の仕組みづくり 

  ・再生可能エネルギー導入をサポートする社会的仕組みを整えます。 

  ・再生可能のエネルギーの導入を地域の経済発展につなげる仕組みを整えます。 

（２） 環境にやさしい交通社会の形成 

  ・公共交通の利用者増加を図ります。 

  ・レンタルサイクルやイベントを通じて自転車利用の普及に努めます。 

  ・エコドライブや電気自動車の普及に努めます。 

（３） 省エネ・エコライフの普及啓発 

  ・事業者向けの啓発活動を行うと共に、省エネ型商品の開発を働きかけます。 

  ・先駆的にエコライフを実践している人々とともに、飯田らしいエコライフのモデルを提案します。 
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  ・エコライフを普及する仕組みづくりを進めます。 

２つめは、緑の保全と創出 

（１） 森林の持つ多面的な機能の保全 

  ・森林の持つ公益的機能の重要性と、森林整備計画をPRし、計画に基づいた手入れを進めていきます。 

  ・森林整備と治山事業への市民の関心を高めるため、体験や見学の機会を増やします。 

（２） 身近な緑や里山の保全と整備への取り組み 

  ・里山の土地所有の集約化や、整備事業を実施します。 

  ・里山の持つ公益的機能をPRするとともに、多様な主体により里山の手入れを行う仕組みを作ります。 

（３） 森の資源の利活用と搬出間伐の促進 

  ・間伐材の利用を促すために、啓発活動、有効な利用方法の研究、利用推進への支援に取り組みます。 

（４） 河川美化の持続可能な仕組みづくり 

  ・河川の美化及び維持管理に必要な情報と課題を整理、共有し、地域とのさらなる協力体制を築きます。 

 

３つめは、廃棄物の減量と適正処理 

（１） リデュース、リユース、リサイクルの推進 

  ・現状のごみの分別、収集・運搬、処分の体制を維持しながら、市民や事業者とともに、さらなる分別

の向上を図り、リデュース、リユース、リサイクルの推進を図ります。 

  ・ごみのエネルギー利用などについて、南信州広域連合によって検討中の次期ごみ処理施設整備計画を

踏まえ、研究を進めます。 

（２） 適正な処理の推進 処理施設の適正管理と整備への協力 

  ・高齢化など社会の変化に対応した、ごみの分別、収集・運搬、処分の体制について、南信州広域連合

によって検討中の次期ごみ処理施設整備計画を踏まえ、検討を進めます。 

  ・不法投棄対策について、市民、土地・施設管理者、警察、行政などによる「飯田市不法投棄対策を考

える会」などで検討を進めていきます。 

  ・ポイ捨てを抑止するための条例についての検討を行っていきます。 

 

４つめは、環境汚染の防止 

  ・大気汚染の防止に引き続き努めます。 

  ・改善傾向にある水質の改善を引き続き進めていきます。 

  ・交通量の多い道路沿いに騒音の監視を集中させながら、騒音低減対策を検討していきます。 

  ・悪臭に関する状況は、概ね良好ですが、引き続き改善に努めます。 

  ・有害物質による汚染の防止に努めます。 

  ・放射性物質の監視を行い、情報公開に努めます。 

 

５つめは、自然とのふれあいと環境学習の推進 

（１） 子どもの環境学習を進める仕組みづくり 

  ・市の関係機関が連携しながら、学校等において系統的に実施できる地域の特色を活かした環境学習プ

ログラムを整え、地域とともに実施しながら、改善を図っていきます。 

  ・行政と地域が協働して、学校や幼稚園、保育園の支援体制の構築を図ります。 

（２） 生涯学習としての環境学習を進める仕組みづくり 

  ・地域とともに、系統立った環境学習ができるように、市の関係機関、市民団体・NPO／NGOなどを

中心とした体制を整えます。 

 

6つめは、日常的な環境負荷低減活動の展開 

（１） 地域産業による環境負荷の低減活動の推進 

  ・地域ぐるみ環境 ISO 研究会の活動のPRと活動内容を深化するための検討を行います。 
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  ・南信州いいむす２１の取組みをPRするとともに、新規事業所へのフォローアップを行い、南信州い

いむす２１取得者の増加を図ります。 

 

以上さまざまな環境モデル都市の環境政策について調べて飯田市の中では特に施策１の社会の低炭素化の

推進につて興味がわきもっと詳しく調べてみたいと思いました。 

 

 

飯田市に行ってきて 

140321208 

渡邉 真幸 

地方創生に向けた人材サイクルの構築について 

 飯田では近くに大学がなく高校卒業後に進学する際にはどうしてもいったん飯田から離れなくてはならず、そ

の離れて都会に行ってしまうのをきっかけに卒業した後にも飯田に戻ってこずに都会で就職してしまう。それを

防ぐまたは大学のために出て行ってしまってもまた戻ってくるように、小学生や中学生のころから、地域とたく

さん交流をして、地域に対して興味・関心・誇りを持ってもらえるようにしなくてはいけないという牧野市長の

話を聞いて、確かに地域に関心が持てなかったらずっと居続けたいとも思わないし、大学のうちに興味・関心が

都会のほうに移ってしまうだろうと感じました。 

 

都市と農村の関係について（ワーキングホリデー）について 

 ワーキングホリデーという言葉を聞いたのは初めてで、様々な果物や野菜が取れる長野で農業に関心があるけ

ど、やり方がわからないというような人に対し、人手が足りない農家や後継者がほしい農家の人同士のパートナ

ーシップ事業ということを知り、農業をしてみたいと思っても何も知らない 0から始めるのはとても難しいと聞

いたことがあり、こうした事業があると体験者は農業について知ることができて、農家は農業を手伝ってもらう

ことができて、互いにとってプラスになるのはいいことだなと思いました。 

 

地方自治と公民館活動について 

 この地域でいう「公民館」が私たちの住んでいる地域での「公民館」とは全く別の意味合いを持っていて、私

にとっての公民館とは子供会や大人たちの話し合いの場所の一つとして存在しているものでしたが、飯田市にと

っての公民館は地域や行政と独立していて、公民館が地域の人々の学びの機関として存在し、公民館を利用して

様々な活動が行われていて、外国との国際交流のモデルにもなっていると聞いて驚いた。これは私たちの地域で

も見習いたいと思った。 

 

おひさま進歩エネルギーの取り組みについて 

 環境に対するきっかけとして太陽光発電を保育園に寄付したことと南信州おひさまファンドの話を聞いて、特

に 3 つのことについて驚き、1 つめは小さいうちからさまざまのことに関心を持たせることによって、成長して

も意識を持っていたり、周りの大人たちにも影響を与えることができるということです。2 つめは利益などが見

込める状況でない中で 10～20 年分の資金が集まったということです。３つめは太陽光発電に興味がわいて、太

陽光発電そのものを設置することによって日よけになって設置した場所の下の場所の温度が下がり、冷房などを

使用しなくなるという部分や電気の買い取りの部分から将来自分の家や事務所ができたら太陽光発電のパネルを

設置してみたいと思いました。 
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「伊那谷の魅力と地域活性化」～航空機産業への取り組み~について 

 航空機産業と聞いて空へ飛ぶ方の技術面だと思っていただけにこちらも重要なことは分かっていますが航空機

の中のパーツの話だったことに驚きました。とはいっても一回聞いただけではほとんど理解できなかったので、

自分の出身でも同じようなことをしているので、もう一回勉強してみたいと思いました。あとは話のあとに見せ

ていただいた映像を見て大変たくさんの祭りがあって、これらをなくすのはとてももったいないことだと思いま

した。風景の方もうつくしいものでした。私も写真を撮ることが好きなのでこれらのような風景や祭りの写真な

どをとっていきたいです。 

 

新しいまちづくりのカタチについて 

 話を聞いて、街を変えるには市役所の力なども必要だけど、やっぱりそこに住んでいる住民の力が大きいもの

なのだと考えさせられました。個人での活動の際に、地元住民に言われたことを生かして、全体に活動を報告す

るためのグループである「地域まちづくりネットワーク」というもの作ったということに驚き、私の地元にもそ

のようなグループができてもっと盛り上がるといいなと思いました。 

 

人形劇を通じたまちづくり 

 この時におなかを壊してあまり話を聞くことはできませんでしたが、聞けた部分だけでも市の活動もすごいと

思いましたが、20年区切りで終わってしまった人形劇カーニバル飯田をまた、個人の活動により、いいだ人形劇

フェスタと名前を変え復活させて合わせて 37 年も同じような大きなお祭りを作っていけたのはとてもすごいと

思います。私も現在サークル活動の一つで人形劇を練習していますが、動かし方やそれにあわせてセリフや動作

を入れるのはとても難しいので参加者の皆さんもすごいものだと思います。 

 

地域人教育の取り組みについて 

 ワーキングホリデー同様に話はおろか、単語すらまったくの初耳でどのような活動をしているものだろうと思

っていましたが、大学のないこの地域で大学進学により１度離れていってしまったり、高校卒業後に地元から離

れていかないように地元のことを勉強する教育で、高校に在学しながら地域と触れ合うという機会があるのはい

いと思います。私は高校に行ってからも地域の祭りにボランティアとして参加していたけれど、大多数の人は高

校進学後に地域とのかかわりは減ってしまっているのでこういう授業はほかの地域でも広がっていけばいいなと

思います。 

 

中心市街地活性化の取り組み 

 話を聞いて、要らなくなった土地や高齢化によって管理できなくなった土地を利用してくれるような人または

会社がいると、シャッター街になる恐れや廃墟ビルの点在するようなひどい状況になることもなく、町自身を活

性化させるためもとても必要なことだと思いました。私の出身地ではないですが駅の近くにシャッター街ができ

てしまっているのでそういう会社や人があれば改善されると思います。 

 

自分の出身地と比較して 

 私の出身地は岐阜県の各務原市ですが長野の飯田と似ている部分も多く、たとえば人口はこちらが約１５万、

飯田が約１０万と面積はそこそこでも人口は少なめの市で、飯田市と同様に航空宇宙産業について研究し

ている市でもある。だけど飯田のような大きな祭りなどの話を聞いてこっちのほうが活性化しているなと

私は感じて、飯田で学んだことを考えながら地元についても考えていきたいです 
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