
（一財）都市農山漁村交流活性化機構 

２０１５（H２７）年度 農山漁村コミュニティビジネスセミナー開催結果まとめ 

p. 1 
 

 

平成 27年度 第１回農山漁村コミュニティビジネスセミナー開催結果 

第 1回農山漁村コミュニティビジネスセミナー 「地域資源活用編」 

講師：羽咋市文化財室 室長 高野 誠鮮 氏   

 

◆日時 2015年 5月 30日（土） 13:30～16：20（予定）（開場 13時～） 

◆開催場所 千代田区神田東松下町 45 神田金子ビル 5 階（一財）都市農山漁村交流活性化

機構 会議室 

◆開催概要 

第１回セミナーの講師の「ローマ法王に米を食べさせた男」、「 限界集落を蘇らせたスーパー

公務員（石川県羽咋市役所勤務）」の高野誠鮮（たかの・じょうせん）さんは、徹底的に物事を調

べています。その調べた結果をもとに行動を興し、小さな失敗をしても最後までなんとかやっ

ていく。失敗は、行動したからであって、何も行動もしない人は、失敗しないのはあたりまえ。失

敗なんて少しも怖くない。と大変勇気づけられるお話でした。 

高野さんをモデルに今度、テレビドラマ化されるそうですが、エピソードが盛り込まれ、彼の

決まり文句、「あなたは預言者ですか？」もきっとヒットするでしょう。主演の唐沢さんに勝らず

とも劣らない気品とカッコ良い人でした。TBS日曜劇場『ナポレオンの村』 

http://www.oricon.co.jp/news/2053218/full/チラシのフォーマットの１部分 

結論は、失敗を恐れずに取り組むこと。 
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日蓮宗本證山妙法寺 第四十一世住職でもあります。公務員で坊主は副業ができる。実は父

親も住職で公務員だったとのことですが、過疎地域に生まれ、留学した後に寺を継ぐために故

郷に戻って感じた違和感から現実におこった様々なドラマは、まさにテレビ的。 

科学ライターや雑誌編集、テレビ番組の企画等の仕事に満足していた高野さんは、実家の寺

を継ぐために故郷に戻り、役所の臨時職員になりました。羽咋市に戻って不思議だと感じたの

は、役場は「つぶれない会社」であり永く、つきあいたいと思う人は殆どいなかった。 

公務員は 3 種類「いてもいなくてもいい職員」「いて困る職員」「なくてはならない職員」公務

員は赤字にするのがうまい。全国道の駅で駅長が公務員ならほぼ赤字「企業家魂」がない。平

気で給与分の仕事したと言う? 地域社会の役に立たなくなったら、いらない職業である。 

そんな私を元気づけた上司がいた。お前のやることは、犯罪以外なら責任とってやる!! (池

田さん) これまでは、こんな公務員はいなかった。「お前が失敗したら、おれの評価が下がる」

といわれた。「大過なく過ごしてきた」という公務員、だから何もしないのだ。人の役に立つの

が役人なのだ。と気合いを入れた。ローマ教皇献上米だっていろいろあった。皇室も米国大統

領も失敗したが!! 「神子原は聖なる地名として教皇様も喜ばれる。」「日本の小さな村と世界一

小さな国との架け橋にしたい」と８年続けてローマ教皇に献上した。 

日本人は近い存在を過小評価する傾向にある。外堀作戦 情報は外から内側に、できるだけ

遠方 AP AFP ロイター 等 16 カ国に配信といろいろ戦略はある。一応マスコミにいたから

良くわかっている。 
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平成 27年度 第２回農山漁村コミュニティビジネスセミナー 

【農林水産物・飲食品・ワイン・清酒等のアルコール飲料の地理的表示】 

を 7月 16日(木)に開催しました。 

 

特定の地域の農林物や食品に対し

て、国が品質の「お墨付き」を与える「地

理的表示（GI）保護制度」が６月１日から

運用が開始され既に、１９品目が申請さ

れています。 

エッセイストでワイナリーを経営する

玉村豊男さんが推薦している話題の本

の著者 国際ワイン法学会理事 髙橋 

梯二 氏から講演いただきました。 

 

地理的表示は、商品の品質や評価が、

地理的原産地に由来する場合に、その

商品の原産地を特定する表示。条約や

法令による知的財産権の一つです。 

良く知られた例として、地域・地名が

商品の名称として用いられ、その商品の品質や特性がその地域の環境に由来するものを指し

ている、フランスのボルドーワイン（ボルドー産）、イタリアのゴルゴンゾーラチーズ（ゴルゴンゾ

ーラ産）、スイスのエメンタールチーズ（エメンタール産）などが狭義の地理的表示です。今話題

の本を書かれた高橋悌二氏から【地理的表示】とは何か、どんなメリットがあるのか等々を詳し

くお話いただきました。 

 

https://www.facebook.com/machimura.jp/photos/pcb.982782188428338/982781661761724/?type=1
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「地理的制度」の特徴は、 

１．地域の生産者団体が生産基準を作成し、公的機関（農水大臣）が認定する。 

 （生産基準をまもらない者は呼称を使用できない） 

２．生産基準に従って生産するよう監督する第三者機関を設ける。 

３．生産基準に従って生産する地域の生産者は、誰でも呼称を使用できる。 

４．違反に対しては公的機関（農水大臣）が取り締まりを行う。 

 

「地理的表示」のの基本思想は、 

ヨーロッパの地理的表示・原産地呼称と同様に自然のままで、余計なものは加えない。地域の

共有財産と考え、産品の価値を維持し高める。 

原材料を各地から取り寄せ、大量に生産し販売する食品産業の考え方とは、一線を画し、自然

とその土地の風土に根差した農山漁村が培ってきた農林水産物の生産と技術と食文化が代表

する地域固有の産品であるなど。 

１．産品の特徴は、産地の自然的・人的条件が反映する。 

２．自然の力そのものを最大限利用する。産地内循環を尊重し、 

  人工的なものは極力加えない。 

３．自然の力と人間の意図が調和した時、高い品質と美味しい産品ができる。 

４．産品の価値は地域の共通の財産と考え、 

  産地の生産者が共同して産品の価値を維持し高めていく。 

５．生産者が産地に多く存在するので、生産基準を定め、 

  生産者がそれを基に良い産品を生産するようにする。 
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平成 27年度 第 3回農山漁村コミュニティビジネスセミナー 開催結果 

【週末は田舎暮らし---ゼロからはじめた「二地域居住」奮闘記】 

○開催日時 2015年 8月 4日(火) 13：30～16：30 

○開催場所 千代田区神田東松下町 45 神田金子ビル 5 階（一財）都市農山漁村交流活性化

機構 会議室 

○開催概要 

馬場未織 氏は、平日は東京で暮らし、週末は千葉県南房総市の里山で暮らす」という二地域

居住を実践している。東京生まれ、建築を学び、卒業後は建築関係の仕事、フリーライターをし

ながら家族５人とネコを連れて、週末田舎暮らしをしているのだ。金曜日の夜に子どもたちを

乗せて、アクアラインで千葉への南房総へ。その南房総では、週末田舎暮らしをしながら、仲間

たちと NPO 法人 南房総リパブリックを設立し理事長として、事業を推進している。どうして、

田舎暮らしなのか。どうやって田舎を見つけたのか。都会と田舎、家族と個人、仕事とプレイベ

ーとの楽しみなど複層するライフスタイルの実践について、実態と魅力を語っていただきまし

た。 

・千葉県南房総市三芳町に 8700坪の農地を購入した。（農業者である。） 

・夫婦ともに東京生まれ、子どもは、生き物大好き。子どもの発する自然への欲求にこたえるた

めに、わたしたちの代からの田舎を持とうとした。 

・東京で子どもに自然体験等の満足させるアクティビティを考えるとかなりのコストがかかる。

田舎暮らしも良いのではないか。できると考えて場所を探した。 

・子どものためにと言いながら、私の内なる野心もあって、二地域居住取り組んでいる。 

・はじめは自給自足には興味なかったが（コストパフォーマンスが悪いから）、ある日ジャガイモ

の種芋を地域の人が私の土地に植えた。雑草をとったりと栽培しているうちに、徐々に愛着

が出てきて畑作業が面白くなった。30歳過ぎてはまった。 

・新鮮さが味だったと、本当の贅沢に気付いた。 
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・雑草とりなどは、口うるさい地元の人がいないとできない。その人が廻りに注意することで、

雑草が刈り取られ綺麗な景観が維持されている。 

・最初は、文句を言われてどうしようかとも思った。土地を買って来ていたから話し合いができ

た。実際に話してみてみると良い人で、地域の会合にもできるだけ出るようにしている。そこ

でいろいろな情報を収集している。 

・ＮＰＯの活動では、南房総の外に魅力を伝える→千束カフェ（南房総の野菜を活用した料理店、

毎日シェフがかわる）。コアなファンを育てる→里山学校（地域のさまざまな体験ができる）、

拠点を作る。→つくるハウス（三芳でいろんなことができる）の 3 段階で事業に取り組んでい

る。 

・一人で引っ張るのは、大変だがやりたい人が出てくるように仕向けている。それをみんなで

手伝い実施している。 

・里山学校の体験プログラムは、地元の農家が中心やっている。参加者の約半分がリピーター、

飽きられないように、ニーズを皆で考えている。 
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平成 27年度 第４回農山漁村コミュニティビジネスセミナー開催結果 

【わくわくする都市農村交流イベントのつくり方講座】 

一般財団法人 都市農山漁村交流活性化機構 

◆日時 平成２７年９月１６日(水）１３：３０～１６：３０（開場 13時～） 

◆場所 エッサム神田ホール １号館 東京都千代田区神田鍛冶町 3-2-2 

     ９階・プレゼンルーム（９０１） 

 

平成27年度第４回 ミュニティビジネスセミナーは、

環境エンタメ★プロデューサー＆デザイナー 八田 

謙太郎( ハッタケンタロー)氏をお招きして、【わくわ

くする都市農村交流イベントのつくり方講座】をテー

マに開催しました。 

都市農村交流事業の一番の課題は、集客です。せっ

かく企画したのに、どうやったら集まってくるか。人

が集まってくるイベントはどうしたら作れるのか。な

かなかわかりません。人に教えたくなる、わくわくす

る都市農村交流イベントのつくり方の秘密を、話題の

イベントプランナー・ハッタケンタローさんから伝授し

てもらいました。 

○わくわくする都市農村交流イベントをつくるために

必要なこととして、誰のため、何のためにイベント

をするのか？ ⇒ それは、地域社会や参加者の

日常の『調子』を調えるために。 

○今の時代背景：2つの「環境」問題から生じる不安感がある。 

 私たちの未来の不安は「めまぐるしく変わる」不安定な「自然環境」と「社会環境」から生じてい

ます。私たちの将来の平安、安定を取り戻すために。イベントはどういう意味をもつのでしょ

うか？ 

○さらに、３つの時代のキーワードがあるとして、 
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❶「自由」…「他人が由とする」生き方から「自分が由とする」生き方へ。自分自身が納得して生

きる。 

❷「自給」 …  無縁社会からの脱却。「自ら糸を合わせる」ことでセーフティーネットをつくる。 

❸「糧」…「 糧」という漢字に隠された「生業」をつくるためのヒント。 

○人がイベントの主役ならば、「人生の４つの「事業バランス」をとるという考えが必要だ。 

それは、家事、仕事、出事、私事を整理し、「生きる

事業＝生業」を見直す。 

○また、３間をデザインする。３間とは、…時間、空

間、人間の「間」を再デザインする。 

「イベントをつくる」とは、非日常の新しい「さん

ま」をデザインすることなんです。 

そして、わくわくする都市農村交流イベントと

は、魅力的な「空間」「時間」「仲間」をつくるこ

と！まさに、この「さんま」のデザインするこそ、

都市農村交流イベントづくりのコツなんです！ 

 

○イベントで成功するには、人のリズムを調えることが大事。リズムとは、イベントが繰り返され

るとか、相手の間に合ったリズムだ。この調子を調え、調和を生むことが、幸せをもたらす。

ということで、イベントの成功には、このリズムが大事だ。 

○また、八田さんは、都市農村交流全般、特にイベントには、食が必須キーワードであるとして、

食べる事→生きる事→行きる事（行事）→イベントと位置づけ、いっしょに食べることの意味。

食べものが人を引き合わす。という分子論を持論としてあげた。 

○イベントの企画する前に…「教育」と「文化」

の関係 … 教育（考える⇄体験する）が文化

（情報⇄価値）をつくる。 

○「農業は一次情報産業」…想像や実体験を通

じて五感がいきる場所を提供することが情報

価値の高い産業である。 

○こういった考え方を実際にイベントの企画

に役立てるために、第２部はワークショップと

して以下の作業を実施しました。 

○イベントを企画する（実践１）… 実践例とし

て「食」イベントを春夏秋冬で４回シリーズで企

画してましょう。 

○イベントのチラシをつくってみる（実践２）… 

ターゲット層の参加者へメッセージが伝わるチ

ラシをつくってみましょう。 
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イベント企画のための企画シート    

 

 

 

チラシのフォーマットの１部分 
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【地域生き残りのための人材育成、人材活用】 

柳谷自治公民館 館長 豊重 哲郎 氏 

一般財団法人 都市農山漁村交流活性化機構 

◆日時 平成２７年１０月２６日(月）１３：３０～１６：３０（開場 13時～） 

◆場所 （一財）都市農山漁村交流活性化機構 会議室 

◆開催概要 

平成 27年度第５回農山漁村コミュニティビジネスセ

ミナーは、柳谷自治公民館 館長 豊重 哲郎 氏をお

招きして、【地域生き残りのための人材育成、人材活用】

についてセミナーを開催しました。 

「永続的な地域づくりのための人事育成」は、地方創

生においても最も重要なテーマです。過疎、高齢化、農

業の不振が続くなかで、限界集落など地域の存続が危

ぶまれている農山漁村も多々あるなか、鹿児島県の鹿

屋市において、地域の人々の心に灯をともすかのよう

に、愛情とやる気に包まれた地域をよみがえらせてい

る「やねだん」（柳谷自治公民館を通称こう呼びます）で

の実践活動を通じて、どのようにして集落を活性化し

たらよいのか豊重さんの経験を中心に語っていただき

ました。 

 

豊重さんの活躍ぶりは、いまさらご紹介するまでもありましせんが、冒頭の活動紹介の映像
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でもありましたが、鹿児島県の大隅半島にある鹿屋市の柳谷集落、「通称 やねだん」は、15 年

ほど前までは人口 300 人、65 歳以上が 4 割という、どこにでもあるような「過疎高齢化」の

集落でしたが、1 人のリーダーを中心に集落の人々が立ち上がりました。柳谷集落がめざした

のは、「行政に頼らない地域再生！」集落総参加で労力や経験を提供しあい、土着菌を使った

土づくりやオリジナル焼酎づくりなど、独自の商品開発で自主財源を増やしたほか、住民の工

夫で福祉や教育も充実させていった。 

15 年前、現会長の豊重 哲郎(とよしげ てつろう) 氏が公民館長に就任したのをきっかけ

に、「柳谷の住民は一人一人が地域づくりの主役」信念に、自立への処方箋を描き実践していま

す。 

そして、自主財源はみるみる増え、すべての世帯にボーナスが配られるほどになる。その画期

的な取り組みから、柳谷集落の愛称「やねだん」は、次第に全国にしられるようになりました。 

 

○リーダーに必要なものは、真心と情熱。リーダーは、一人一人に本気に向き合うこと。 

そのための手法として、メンバーとは、アイコンタクトする。メンバーのフルネームを覚えている

こと。そして笑顔が大事だ。 

○ やねだんは、その取り組みを書き残し次の世代に伝えることをしている。3人ほど次世代リ

ーダーが育ちつつある。 

○ 活動の継続には、自主財源が必要だ。だから補助金には頼らない。 

○ 地域の資源を活かして、収益を上げその財源を使っていく。 

○ やねだんは、耕作放棄地を利用して、自ら畑を耕しサツマイモを作り、焼酎を造って売った。

使われていないものを使い、作業は自らボランティアを募りながら行い、収益は還元した。 

○ 還元先取り開示が大事だ。 

○ 自立には、❶住民自治、❷自主財源の確保、これは集落営農。❸人（組織）が大事だ。住民自

治には、人は中心で自前で考え行動する自前主義。コンサルに頼んで良い方法を考えても

誰がやるのか。自分たちがやらないといけないのなら、自分たちで考えることだ。 

○ 自主財源は、会費ではダメ、スポンサーからのお金もダメ、自分で稼がないと継続しない。 

 実行するための組織化は、個人戦ダメ、総力戦で行くためには組織化が必要。活動や事業の

運営は、個人でするな、組織で行うこと。 

○ 私は、自治公民館長というトップだが、自分を使ってもらうという立場で臨んでいる。 

  やるのは館長が率先だ。 

○ 例えば、焼酎やねだんは、ブランド化しているが、卸売りはしない。通販とやねだんに来な

いと買えないようにしている。 

○ 顧客名簿があるから、次々と新たな商品化をして、そのサンプルを焼酎を買ってもらった

顧客に送り意見を聞いてブランド化を進めている。 

○ こうした 6次産業化を進めるには、できるだけ関係者が食品衛生法など勉強をするように

している。 

○ 誰がやるかという問題は、テーマが合えば人は動く。例を挙げると PTA は、子どもが学校

に行っている世代の親は関心がある。子どもが卒業すると無関心になる。それと同じ。 

○ 皆が一番納得するのはどんなテーマなのかを考える。 

○ どんな組織でも、３・３・３・１＝１０の法則は成り立つ。３は熱心。次の３はわりと協力的、そ

の次の３は消極的、最後の１は反対。どんな組織社会でも反目・反対者は存在している。 

○ 私はこの反対者の心を分析した。いわゆるマーケティング。苦しい経験のなかで、うなぎ屋
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を開業したときも、どうすれば潰れるかを考えて、そうならないように反面教師的にやって

きた。 

○ 4割は協力してくれても、1割から 4割が否定的だと続かない。だから、もっとも反対する

人が何を求めているかを考えている。人は社会に貢献したいと思っている。環境的に、地位

的にできないこともある。だから必ず出口を考えて欲しい。相手の事を考えてお前は私の

事を考えてくれたんだなど言わせるように一人一人に向き合いやっていく。 

○ 人材育成、特にリーダーは、１、プレゼン力、２、思考力（分析力、出口の分析）、３、想像力（人

をその気にさせる）、４、取材力（町内会の人々の動き）、文章力が大事だ。 
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【地域との共生を考えた販売戦略】 

講師：さいさいグループ代表 西坂 文秀 氏 

         JAおちいまばり（越智今治農業協同組合）直販開発室室長 

      

◆日時 平成２７年１１月２４日(火）１３：３０～１６：３０（開場 13時～） 

◆場所 （一財）都市農山漁村交流活性化機構（まちむら交流きこう） 会議室 

 

・ＴＰＰの原則合意で、農林水産業、農山漁村の今後の有り方に、不安感が増していますが、厳し

い環境のなかでもて目覚ましい成果を挙げている農産物直売所があります。 

・JAおちいまばり（越智今治農業協同組合）直販開発室室長 さいさいグループ代表 西坂 

文秀 氏をお招きして、「農産物直売所の経営と地域活性化」のセミナーを開催しました。マス

コミ、旅行会社、ネット会社、直売所関係者、行政、学生、農協、コンサルタントの皆さんが参加

しました。 
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・さいさいきて屋は JAおちい

まばりが運営する日本最大

規模の直販所で、今治産農産

物、海産物、畜産物の地産地

消型テーマパークで、今最も

注目すべき農産物直売所で

す。 

・2000年に小さな直売所か

らスタートし、栽培した野菜

を自分で値付けをし自身の

名前を付けて売る喜びに、農

家が目覚め、高齢農家がや

る気をだしました。店には、

少しでも良い売り場を確保しよ

うと早朝から農家の行列ができます。高齢農家の「やる気パワー」が、直売所の豊かな店頭を

生み出しだのです。そうした高齢農家の姿を見た若者が農業に参入するケースも増えていま

す。 

 

●西坂さんの印象的な言葉。 

・なぜ、日本一規模農産物直売所を作ったのか？直売所は、

必ず淘汰時代が来る、そうなると直売所は大型化し、特徴

を出さないと生き残れない。 

・なぜ、農協が取り組むのか？営農と農家生活を守ることが

農協職員ミッションだから。小規模農家は、出荷制限を受

ける。そうした農家の受け皿となって、農産物作る嬉しさ、

消費者自分作ったものを喜んで売れる楽しみの場を提供

したい。 

・農家のための農産物直売所とは、売れることよりも、売れ残

りをいかにないようにするかだ。売れ残りを、その価格で

買い取り加工品等にして、無駄にしない。 

・失敗しない方法とは、成功するまで諦めず取り組むこと。 

 

 

 

 

 

 

さいさいきて屋は、平成 19 年 4 月 25 日、会員 1332 名、売り場面積（560 坪）を誇る 国

内最大級の農産物直売所として、今治市中寺にオープンしました。 
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直売所の売り場面積 562 坪は全国一

であり、10 万人の商圏人口のなかで年間

120 万人が訪れ、売上高は 27 億円に上

ります。旬の野菜や名産品の柑橘類から

瀬戸内海の魚まで地元の食材が圧倒的な

量で並びます。生産と販売の拠点さいさ

いきて屋を通じて、この 10 年間、農家会

員数の増加は目覚しい飛躍を遂げていま

す。高齢者問題や収入面での不安から、減

少傾向にあった農業という職業に対し、も

う一度農業をしてみよう、これから農業を

したいという人々が、この 10年間の彩菜

会員数の増加推移という形で証明されて

いるのです。 

 さいさいきて屋は、高齢の農家に販売

の道を開いただけでなく、買い物に不便

な島などに暮らす高齢者、いわゆる「買い

物難民」を手助けしようと、ネット通販も

始めました。農家と消費者を結ぶために、

さらに一歩踏み出した農産物直売所とし

て、目指すのは、地域社会をつなぐ核とな

り地産地消を究めて、小さな今治の経済

の中でお金が回るようにしていくことで

す。 

 

西坂 文秀 氏 略歴 

昭和 36年(1961)生まれ 

昭和 59年(1984)今治南農業協同組合 入組 

平成 9年（1997）、「JA 改革」に伴い、14農協が合併してできた現在の JAおちいまばりで、

平成 14 年(2002)さいさいきて屋を発案、プロデュース。「さいさいきて屋」。地元の言葉で

「何度も来て」という店名の通り、客を圧倒する豊かな品揃えを目当てに、今や年間 120 万人

が訪れる全国最大級の直売所として大評判 

＜表彰・功績＞ 

 平成 22年 農林水産省「地産地消の仕事人」に選出 

 平成 24 年 農産物直売所「さいさいきて屋」が全国農業協同組合中央会、ＮＨＫ等が主催す

る第 41 回日本農業賞・特別部門「職の架け橋賞」大賞を受賞。「彩菜コットンプ

ロジェクト」綿からタオルまですべて今治・を企画しグッドデザイン賞受賞。農林

水産省「ボランタリー・プランナー」に選出。 

 平成 25年 フード・アクション・ニッポン アワード 優秀賞受賞 
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「自然資源を活用した観光事業と地域再生」 
【ふるさとに帰り旅館再建とエコツーリズムを推進する二足の草鞋】 

講師：鳥羽市エコツーリズム推進協議会 会長 江崎 貴久 氏 

 

◆日時 平成２７年１２月１１日(金）１３：３０～１６：３０（開場 13時～） 

◆場所 （一財）都市農山漁村交流活性化機構（まちむら交流きこう） 会議室 

◆主催 （一財）都市農山漁村交流活性化機構 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆開催概要 

・江崎氏は、鳥羽市「海月」の女将として旅館を切り盛りするとともに、鳥羽の自然の魅力をよ

り多くの人に感じてもらおうと体験実習型の「エコツアー」を企画運営しています。 

・東京の総合商社に就職後、実家の旅館の経営が難しくなり立て直すために帰郷されました。

あわびの漁獲量の減少、旅館、観光の地場産業復活には、身の回りの豊かな資源である海

を活かそうと、自らが 2004 年から無人島ツアーを手始めに、海の鳥羽の自然、生産物、人

をも含めた様々な資源を活かそうとエコツーリズムに取組ました。来訪される方々が、素敵

な自分が発見できて、さあ「明日からもがんばろう」っていう気持ちになって帰れる、幸せを

感じると書く「感幸」をポリシーに仲間とともに頑張っています。 

・【二足の草鞋】で活躍する江崎さんのお話をじっくり伺いました。 

 

●江崎さんの印象的な言葉 

・旅館業とエコツーリズムの会社は別別に運営している。 

・旅館業とエコツーリズム業の２つの仕事は同じ仕事。というのは、ともに、鳥羽の魅力、伊勢志

摩の魅力を伝えて、人を幸せにする仕事だから。 

・旅館業は、明治 20年の創業。5代目です。 
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・もともと家業は船大工でした。 

・目の前がすぐ海です。海女さんも潜る海を子どもの頃

から見てきていました。 

・だから鳥羽の人は、海とともに生きていることを実感

しています。 

・鳥羽おキャンペーンに、恋する鳥羽というのがありま

す。3 世代の海女あんがキャンペーン―ルおしていま

す。 

・鳥羽は、旅館が 183 軒、16800 ベッド。年間 200

万人が泊する。 

・産業的には、1次産業人口１２％、第 3次産業６５％だ

が、漁師さんは威勢よく街中で見かけるので、実感す

るのは、漁業と観光業が半々という街。日本には、海

女さんは 1900 人位いるが、505 人が鳥羽市、恐ら

く日本一だと思う。漁村も１８ある。 

・漁業と観光が密接な関係の地域である。 

・エコツーリズム会長としては、漁場を荒らさないルー

ル。自然を守るためのルール。漁民のためのルールを

漁業関係者も交えて協議し作り、守ることが重要と思

っている。 

・民間が行動を起こさないと実現しないが、しかし行政

が入らないとバランスをとることが難しくなる。経済行為だけでは、自分達の利益だけを考え

るようになりがちだから。バランスをとるのが難しくなる。 

・なんでも相談できる関係。言い合える関係。互いに信頼できる関係づくりがエコツーリズム推

進法で定められた推進計画でじっくり話し合った。 

・生態系＋観光の２つの機能の循環を通して地域を良くしないと旅館にも人が来なくなる。 

・自分達も相手から必要とされる関係、依存関係を作ることを目指して協会活動を進めている。 
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江崎貴久（えざききく）氏 略歴 

 

京都外国語大学外国語学部英米語学科卒業後、 

1996年エトワール海渡東京本社就職、1年後、有限会社 菊乃設立、代表取締役就任。観光業

の本来あるべき姿を見直し、地産地消を基本に、海月の経営を開始。 

2000 年には、有志とともに(有)オズとして「海島遊民くらぶ」を立ち上げ、鳥羽らしさの最も

残った地域である離島をフィールドに自然や生活文化を通して環境と観光、教育と環境を一体

化させたエコツアーを展開。 

現在、観光や環境に関わる行政委員や、地元の鳥羽市エコツーリズム推進協議会会長を務め、

鳥羽市や観光協会の新たな指針の下、地域の漁観連携を進めております。また次世代のリーダ

ー・人材育成・地域全体での資源活用のあり方を研究しながら実践するとともに、各地の地域

の活性化に取り組んでいる。 

【現職】 

有限会社 菊乃 代表取締役（旅館海月 女将） 

有限会社 オズ 代表取締役（海島遊民くらぶ） 

国立大学法人 三重大学 大学院生物資源学研究科博士前期課程 資源循環学専攻 

（その他、公職） 

環境省中央環境審議会臨時委員 

中京テレビ放送 放送番組審議会 委員 

NPO法人日本エコツーリズム協会 理事 

みなとまちづくりマイスター 

中部圏広域地方計画有識者会議委員 

国土交通省中部運輸局 観光アドバイザー 

海上保安部第 4管区友の会 理事 

三重県観光審議会 委員 

石川県里山づくり推進協議会専門委員会 委員 

伊勢志摩国立公園 70周年実行委員会 委員 

鳥羽市エコツーリズム推進協議会 会長 

鳥羽市観光協会 理事 

 

【主な海島遊民くらぶ団体受賞歴・その他外部評価】 

■ 2005年スタッフ中3名（江崎貴久・桃園ゆかり・兵頭智穂）が日本エコツーリズム協会の全

国「このガイドさんに会いたい 100人」に選定。 

■ 第５回環境省エコツーリズム大賞受賞 

【江﨑貴久個人受賞歴】 

■ 男女共同参画大臣 女性のチャレンジ賞特別部門賞（環境）受賞 2008/6/27 

■ 地域づくり総務大臣賞 個人表彰受賞 2010/12/21 

■ みなとまちづくりマイスター認定 2014（国土交通省整備局長賞 2014/8/5受賞） 
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【食べ物もエネルギーも作る農家の時代！】 

講師：田舎のヒロインズ理事長 

 Ｏ２ファーム 大津 愛梨  氏 
◆日時 平成２８年１月２７日(水）１３：３０～１６：３０（開場 13時～） 

◆場所 （一財）都市農山漁村交流活性化機構（まちむら交流きこう） 会議室 

 

◆主催 （一財）都市農山漁村交流活性化機構 

◆開催概要 

大津氏は、米農家。ドイツ生まれ東京育ち。慶応大学環境情報学部を卒業後、同じ学部卒の

夫と共にミュンヘン工科大学（ドイツ）に留学。2003 年、夫の郷里の南阿蘇村で就農し、農業

と農村の魅力を発信し続けています。 

一緒に経営している叔父が「あか牛」の繁殖農家なので、いずれは肉の直売や加工も手がけ

ようと構想していますが、地域活動や環境活動にも積極的に参加し、NPO法人九州バイオマス

フォーラム副理事長、阿蘇環境デザイン策定委員などを務められ『日経ウーマン』の「ウーマン・

オブ・ザ・イヤー」、オーライニッポン「ライフスタイル賞」を受賞するなど多方面で活躍していま

す。 

「目指すのは電気も米も熱もつくれる農家」というように、農家女性の情報発信力を高める

ための活動、無理のないおもてなしで都市と農村の相互理解を深めるための活動、農村で再

生可能なエネルギーを増やすための活動など、農を営む女性たちが中心となって結成を呼び

か発足した NPO 法人田舎のヒロインズの理事長として、女性農業者が何を考え、どう農業を

変えていこうとしているのか、新しい息吹を皆さんと一緒に感じていただけたと思います。 
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●絵梨さんの印象的な言葉 

・農業ははじめてだったが不安はなかった。 

・有機農業でコメを作っている。無農薬の産直。 

・今年で 14年目。 

・主人の叔父の跡取りになり 2年目からコメ作りは任されている。 

・叔父は、人手不足でできなかった赤牛を復活させた。 

・赤牛は阿蘇の景観にも大きく貢献している。 

・農業や農村のことを伝えるのも農家の仕事だと思っている。 

・だから我が家に研修に来る若者にもプレゼンテーションの研修をさせている。 

・欧州でも若者が農業から離れている。後継者不足は進んでいる状況は世界的な傾向。 

・農家が居なくなって困るのは誰だろう？ 

・欧州では、食料のみならず国土を守る（環境、景観も含めて）防衛として理解されている。 

・都市と比べて農村は、子育てがしやすい。子どもを 4 人育てていてもストレスない。子どもも

大声を出し元気に走り回っている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・子育て環境として農村は今後さらに注目されるだろう。 

・農村の一番の問題は、農家が減ることはなく、人口が減ること。 

・農業、農村に対する内外（農家、都市）からのイメージを変えるために田んぼでファッションシ

ョーを行った。女性はおしゃれには関心高く、お金を惜しまない。 

・美しい農村環境というのは、農業が営なまれているからこそ。 

・里山エナジーという会社を作った。 

・農村環境でエネルギーを自給する。バイオマスに取り組んでいる。 

・阿蘇の草をエネルギーとして活用する。農家はエネルギーの供給者にもなれる。 
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大津 愛梨（おおつえり）氏 略歴 

 

米農家。ドイツ生まれ東京育ち。慶応大学環境情報学部を卒業後、同じ学部卒の夫と共にミュ

ンヘン工科大学（ドイツ）に留学。2003 年、夫の郷里の南阿蘇村で就農し、農業と農村の魅力

を発信し続けています。一緒に経営している叔父があか牛の繁殖農家なので、いずれは肉の直

売や加工も手がけようと構想中。地域活動や環境活動にも積極的に参加し、NPO 法人九州バ

イオマスフォーラム副理事長、阿蘇環境デザイン策定委員などをつとめています。『日経ウーマ

ン』の「ウーマン・オブ・ザ・イヤー」、オーライニッポン「ライフスタイル賞」を受賞。4児の母です。 
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【この方式が主流になれば林業で 

１００万人が働くのも夢ではない。】 

講師：NPO法人土佐の森・救援隊 理事長 

中嶋 健造  氏 

◆日時 平成２８年２月１７日(水）１３：３０～１６：３０（開場 13時～） 

◆場所 （一財）都市農山漁村交流活性化機構（まちむら交流きこう） 会議室 

◆主催 （一財）都市農山漁村交流活性化機構 

◆開催概要 

中島氏は、地域や集落の山を自分たちで整備し、木材を出荷して収入を得る人たちを自伐林

業と考え、人任せにしない自立経営型林業の「土佐の森方式（Ｃ材で晩酌を！、自伐林業方式）」

を実施することで、日本でも土佐の森方式が主流になれば林業従事者１００万人も夢ではない。

これからは自伐林業、自伐林家的林業、自伐林家的森業だと言っています。 

この自伐型林業は、林地残材や切り捨て間伐材を燃料に利用するための収集運搬業に必要

な軽トラとチェーンソーがあれば可能です。大型機械が不要なので副業として簡単に参入でき

ることから、農山漁村への移住を考える若者の仕事としても有力です。既に高知の山村では都

市から移住した若者が自伐林業を展開しています。先進国、ドイツ林業も自伐林業方式で、４５

万の林業事業体が存在し、１００万人の林業従事者がいるそうです。その４５万事業体のほとん

どが個人事業体（自伐林家）で、この自伐林家の６割以上が農家の副（複）業で、農家民宿や酪

農が多いとされています。先進国、ドイツ林業も自伐林業方式で、４５万の林業事業体が存在し、

１００万人の林業従事者がいるそうです。その４５万事業体のほとんどが個人事業体（自伐林家）
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で、この自伐林家の６割以上が農家の副（複）業で、農家民宿や酪農が多いとされています。 

中島氏は、これまでは小規模故に、大規模化の流れの中に埋もれ、林業政策からも除外され

てきた。だが、研究開発により、地域住民や山林所有者で対応できる適正な技術・手法である

ことが証明されてきた。低投資・低コスト故の参入容易性、農家や定年退職者、女性などの参入

対象者の拡大、生業として成立する可能性、収益性、永続的な森林経営、環境保全性──。ど

れも現行林業をはるかに上回る成果が出ている。特に森林面積当たりで養える就業者数は現

行林業の 10倍以上であることが分かってきた。これらの成果は中山間地域の生業スタイルを

一変させ、若者が林業を経営する状況を創出できることを証明しつつある。自伐型林業を各地

で展開できれば「地域創生」の大きな武器になることは間違いない。自伐型林業を始める若者

は急増している。企業との連携も芽生えている。さらに広がりを加速させるために自伐型林業

推進協会を立ち上げた。自伐型林業がまだ広く知られておらず、既得権益者との調整などの課

題も多いが、普及のために多方面と連携していきたいという中嶋氏から林業の可能性を学び

ました。 

 

 

○セミナープログラム 

13:30～13:40 

主催者挨拶 まちむら交流きこう 専務理事 山野 昭二 

13:40～16:30 

 【講義】NPO法人土佐の森・救援隊 理事長 中嶋 健造  氏 

 

中嶋 健造 （なかじま けんぞう）氏 略歴 

1962 年高知生まれ。愛媛大学大学院農学研究科修了。経営コンサル

や自然環境コンサル会社を経てフリーに。山の現場で自伐林業に驚き

興味を持ち、地域に根ざした環境共生型林業が自伐林業であることを

確信し、「自伐林業＋シンプルなバイオマス利用＋地域通貨」を組み合

わせた「土佐の森方式」を確立させました。真の森林・林業再生、山村再

生、地域就業拡大等のために、自伐型林業及び土佐の森方式の全国普

及にまい進しています。 

２００３年 NPO法人 土佐の森・救援隊 設立 

２００６年 第４回オーライ！ニッポン大賞 ライフスタイル賞受賞（オーライ！ニッポン会議） 

２００６年 間伐・間伐材利用コンクール・間伐推進中央協議会会長賞（林野庁） 

２００７年 立ち上がる農山漁村（農林水産省） 

２０１０年 間伐・間伐材利用コンクール・林野庁長官賞（林野庁） 

２０１３年 総務省 地域資源・事業化アドバイザー 

２０１４年 持続可能な環境共生林業を実現する自伐型林業推進協会、（通称「自伐型林業推進

協会」） 設立 

 


