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Ⅰ．研究目的
１．目的
阿武隈地域は，福島県の東部に広がる中山間地域である。狭い平地と高標高という地域特性の
もと，特色ある農業が行われてきた。中でも，稲作を始め，養蚕・葉タバコ，コンニャクイモと
いった工芸作物の栽培が盛んに行われてきたが，90 年代以降それらは衰退してしまった。これ
らの作物を失った阿武隈地域では，独自の地域づくりが行われてきた。その例として三春町のハ
ーブガーデン，常盤村のカブトムシ，旧東和町の有機農業など，それぞれの地域の特色を活かし
た地域づくりが行われてきた。そこで今回，自身の出身地でもある福島県旧岩代町の地域づくり
への取り組みについて関心を持った。旧岩代町は阿武隈地域の地域づくりの代表的存在であるゆ
うきの里東和町の隣町であり，かつては福島県を代表する養蚕・葉タバコの産地であった。しか
し，旧岩代町で暮らしていたにも関わらず，地域づくりの取り組みについて，私自身思い浮かぶ
ものが無かった。その旧岩代町の地域づくりの取り組みの中で，自身が唯一思い出したのが道の
駅「さくらの郷」だった。道の駅「さくらの郷」は高齢化が進んだ旧岩代町の中心地である小浜
から南西へ約 10km の新殿地区に位置する。市街地，幹線道路から離れた山間部にあり，地域づ
くりの拠点となっている。
本研究では，過疎化が進み，かつての基幹作物を失った中山間地域において直売所がどのよう
な役割を果たしているのか，有利な立地とはいえないような場所で本当に経営が成り立つのか
を，新殿地区の統計分析と，新殿地区に位置する道の駅「さくらの郷」代表の山崎友子氏へのヒ
アリングを通して明らかにしたい。

２．構成
以下の構成は，まず次章で阿武隈山地の地形と産業特性及び地域開発の流れを先行研究によっ
て整理して，阿武隈山地の地域特性を見極める。次いでⅢ章では，対象地域の旧岩代町新殿地区
の地域性を諸統計の分析によって把握する。さらにⅣ章では，旧岩代町の地域づくりにおける取
り組みの変遷と震災後の取り組みについて，旧岩代町の振興計画と二本松市の復興プランをもと
に把握する。そしてⅤ章では，「さくらの郷」の経過と役割を，「さくらの郷」代表の山崎友子氏
へのヒアリング調査をもとに整理しまとめる。最後にⅥ章では，以上に統計分析，既存資料の整
理，ヒアリング調査から明らかになった事実と，本研究の目的にある「中山間地域における直売
所の役割」について考察しまとめる。
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Ⅱ．阿武隈山地の概要
１．立地，地形
阿武隈山地は，阿武隈川の東部に広がる南北
200km，東西 50km の紡錘系の山地である（図１）。
東側は双葉断層に区切られる急斜面で浜通りの低
地帯に接するが，夏井川にほぼ並走する二ツ箭断層
以北では，岩沼・久之浜線と寺下・玉山線とが海岸
に平行して直線状に延び，この西に臨む阿武隈山地
は急斜面を東を向けてそびえている。
阿武隈山地の西側は，福島・本宮の峡谷部を除け
ば西限は明瞭である。郡山の東方では 400～500m の
丘陵が波浪状に並び，その上にピラミッド状に大滝
根山（1193m）と日山（1058m），移ヶ岳（994m），
蓬田岳（952m）などがそびえている。深成岩が広く
地表に分布することなどから，侵食の進んだ老年期
の山地といわれるが，一部には深い峡谷が発達し，
起伏のかなり大きいところもある（安田,1971a）。
図１

阿武隈山地の立地，地形

２．産業
阿武隈山地は全国有数の広がりを持つ中山間地域で，狭い平地と高標高という耕作に不利な土
地条件に対応した特色ある農業が行われてきた。すなわち，北西部の養蚕，中部の葉タバコ，南
部のコンニャク，そして高冷地における畜産である（安田,1971b；高野,2008）。
ア）養蚕：

福島県北は近世から全国に知られる養蚕地帯であった。第二次世界大戦後，養蚕

は衰退へと向かい，信達地方の平野部では果樹への転換が進み，阿武隈中部地方でも葉タバコ栽
培が流布した地域から養蚕は衰退した。他方，伊達・安達両郡の中山間部では養蚕依存度が高
く，コスト削減と品質向上の努力を重ねて，群馬県と並ぶ養蚕地帯として存続してきた。しか
し，1985 年以降の生糸価格のさらなる低下は養蚕農業の生産意欲を喪失させ，繭生産も激減し
た。そして，2001 年度限りで県内唯一の製糸工場が閉鎖されて運営母体の県蚕糸販売農協連も
解散し，福島の近代を支えてきた養蚕・蚕糸産業は消滅へ至った。他方，養蚕の衰退によって桑
園の大半は耕作放棄地と化した。環境保全の観点からも官民をあげた利活用対策が取り組まれて
いるが，担い手の高齢化のなかで中山間地域農業の再生は容易ならざる状況に直面している。
イ）葉タバコ：

福島県における葉タバコの栽培は，その種子が日本に伝来して半世紀後の

16 世紀末に現在の田村市滝根に持ち込まれて始まり，喫煙習慣が流布した 17 世紀初めには古殿
町松川産の品種が江戸市場で人気を呼んで「松川葉」として知られるようになった。専売制に移
行した 1899（明治 32）年には，福島・茨城・栃木にまたがる阿武隈・八溝地域はすでに西の鹿
児島県と並ぶ大産地となっていた。作業の機械化が難しく，労力を要する葉タバコの生産は，そ
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の後も水稲に不向きな中山間地に導入され，北上産地などにも新興産地が形成された。しかし，
1985 年からの専売公社の民営化，1987 年からのタバコ輸入関税廃止，タバコの健康への有害性
や嫌煙意識の高まりによる消費停滞で，葉タバコ生産は 1975 年をピークに急減してきた。
ウ）コンニャクイモ：

コンニャクイモの栽培は，水戸藩領の久慈川流域が核心地であった

が，その上流に隣接する東白川郡にも近から普及していた。かつてのコンニャクイモは価格変動
が激しく投機性が強いために，富豪や「コンニャク御殿」を生んだ。1960 年代後半からは主産
地形成事業の推進により，集団栽培地の造成，品種の統一，イモ堀りの機械化，種イモの電熱貯
蔵庫，荒粉加工・乾燥施設などの技術改良が加えられて，矢祭，塙，棚倉，鮫川，古殿，いわき
市田人に主産地が形成され，福島県は群馬県に次ぐ生産量を持つ主産県となった。しかし 1975
年にピークを迎えた後，価格の低迷と長年の連作による生産性の低下，そして担い手の高齢化に
よって生産量は減少を続けている。
エ）畜産：

阿武隈山地は伝統の馬産地帯であったが，戦後の馬需要と放牧原野の減少，およ

び 1960 年代以降の農業機械と化学肥料の普及により衰退し，同時に役肉牛飼養も減少した。し
かし畜産は 1961 年の農業基本法で選択的拡大部門に位置づけられ，特に阿武隈地域では，1974
年に始める国・県をあげた広域農業開発事業で畜産基地の建設がめざされた。なかでも肉牛は，
1970 年代以降の肉牛消費の増加の追い風を受け，良質黒毛和種の導入と草地開発事業の進展と
もあいまあって飼養頭数を増加させた。県内の肉牛生産地域はほぼ阿武隈高冷地と重なり，飯館
牛など独自の銘柄も生まれた。1990 年代以降，牛肉消費の頭打ちの中で，1991 年から牛肉輸入
が自由化されて厳しい価格競争にさらされ，飼養頭数は減少に転じた。一方，酪農は阿武隈山地
というよりは中通りの都市地域の近郊農山村に集まるが，経営規模は概して小さい。乳牛飼養数
は乳製品の消費が拡大した 1960 年代までは増加を続けたが，1970 年代以降の乳価低迷と合理化
競争のなかで，耕種部門との複合経営の多い福島県の酪農化は淘汰に直面し，飼養頭数も減少を
続けている。

３．阿武隈開発の流れ：先行研究の整理
1）松井秀郎（
）松井秀郎（1991）
）
）松井秀郎（
葉タバコ栽培も養蚕業も，農業部門としては衰退してきており，生産地域も縮小の過程にあ
る。葉タバコの県別生産動向を見れば，この生産は福島県・岩手県・熊本県・鹿児島県・茨城県
などの東北地方と九州の諸県に多い。一方，養蚕業もおいては，養蚕労働力の老齢化，1973 年
の石油ショック以降の絹需要の減退，糸価格の低迷，蚕糸砂糖類価格安定事業団の生糸在庫の累
積などを背景として収穫量の減少が著しく見られる。県単位にみた養蚕業の核心地域は群馬県と
福島県である。
福島県は，葉タバコ栽培と養蚕業の双方におけるわが国の主要生産県であり，しかも比較的上
位の地位を占めている。これらの福島県内における生産の核心地域は，葉タバコ栽培においては
田村郡・石川郡などの阿武隈高地の南部地域であり，養蚕業においては信達地方・安達郡などの
阿武隈高地の北部地域である。
岩代町は葉タバコ栽培の盛んな阿武隈高地南部の地域と養蚕業の盛んな北部の地域との境界地
4

帯に位置している。かつては岩代町全域で葉タバコ栽培も養蚕業も盛んに行われていた。しか
し，標高による桑の凍霜害の有無などの地域的要因，繭の価格・葉タバコの買い上げ価格の低迷
などの外部要因，さらに農業労働力の高齢化と後継者の農外就業などの内部要因，葉タバコのニ
コチンによる葉タバコ栽培と養蚕業の相互排除の関連といった副次的要因などによって，岩代町
の東部は葉タバコ栽培の卓越地域に，西部では養蚕業の卓越地域への地域分化の傾向が見られ
る。
事例地域の調査のなかから生産農家の動向を探れば以下のようになるだろう。
葉タバコ栽培も養蚕業も，国が関与する価格維持機構による制御下にあり，比較的安定した農
業経営が保持されてきた。しかし，買い上げ価格の低迷は，農家の生産意欲を減退させ，営農環
境の良い地域ではほかの農業部門への転換が進み，生産地域はより競争力のない地域へと縮小し
てきた。かつては，各農家で農業収益の追求から可能な限りの複合経営策が採られたが，農業労
働力の老齢化や農業後継者の在宅離農によって，複合経営から単一経営への合理化，あるいは作
目の切捨てが行われつつある。
2）
）宮地忠幸（
）
宮地忠幸（2001）
忠幸（
阿武隈地域に位置する東和町の農業は，小河川が形成する谷底部を除いて傾斜地を生産の場と
し，「公定価格」に支えられた養蚕・葉タバコを中心に展開してきた。ところが，町の農業は，
1970 年代後半以降，明らかに厳しい状況へと変化してきた。この要因は，高生産性農業の実現
を目指した生産基盤整備事業の実施が大きく立ち遅れたままの状況で，農産物の市場開放や政府
の「農業保護政策」の後退が進み，激化する価格競争に巻き込まれるようになった点にあるとい
える。
その中で，東和町の若手生産者は，有機農業の新たな可能性を見出した。東和町における有機
農業は，地域の自然環境を利用した生産様式であったことと同時に，生協や消費者団体との間で
結ばれた「生産費保障」を前提とする契約栽培である点に特徴があった。「有機」であること
は，この取組みが始まった 1970 年代後半から 80 年代にかけて，農産物の「付加価値」を形成し
得たといえよう。この農業に運動論としての意義よりも，経済基盤の確立を求めてきた農家は，
卸売市場流通を通して得られる生産者価格と比較して，安定的かつ高水準の契約価格で農産物を
商品化できることが重要な参入要因となっていた。東和町では，有機農業が直面する中山間地域
農業の諸問題に対応する新たな手段として，紆余曲折を経ながらも次第に拡大したのである。し
かも，有機農業は，経営規模の大きい専業的な農家ばかりではなく，主婦や高齢者を主たる農業
労働力とする中小規模の兼業農家へも波及効果を生んできた。
しかし，1990 年代に入ると，東和町の有機農業は伸び悩みを示しはじめた。この要因は，産
直部会と有機農研が販路としてきた諸団体の新たな事業展開を受けて，有機農産物の契約価格が
流動化し始めた点にある。近年，生協等の諸団体が契約価格を流動化せざるを得ないのは，
「有
機」であることが必ずしも「付加価値」を獲得できなくなっていることと関連している。また，
経済不況が価格形成に与えている影響も看過できない。有機農業に取り組む生産者は，契約価格
の流動化に伴って，再び営農条件の「不利化」に直面する危険性が増してきている。
以上の実態は，中山間地域における「生産費保障」を前提とする産直契約に支えられた有機農
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業が，中山間地域の現状に対する当面の対応手段として有効性はあるものの，この問題の抜本的
な解決は難しいことを意味している。中山間地域農業を不利な条件化へと変転させてきた戦後の
社会経済構造は，今日もなお継続している。中山間地域問題は，単なる農業問題にとどまらず社
会の構造的な問題である点に，この問題の根深さがある。
そこせ注目されるのが，「新基本法」の下で導入の決まった中山間地域に対する「直接支払制
度」である。この制度が中山間地域問題の解決へ向けて効果を発揮するためには，平場農村との
生産費格差を正確に算出することが必要である。同時に，この制度の実施が，多様な地域性を内
包しつつ展開している中山間地域農業を担う生産者の主体性を阻害してはならない。東和町のよ
うに兼業化が著しく進展した中山間地域の場合，「集落重点主義」はともかくとして「農家非選
別主義」よって農地を基準に交付金が投下されることは，必ずしも高い営農意欲をもった生産者
を育成していくことにつながらないように思われる。また，財政圧迫に直面している今日，
「直
接支払制度」が単なる「農家保護政策」として機能することは，この制度の国民的合意を得られ
ないだろう。中山間地域が農業生産の場と同時に公益的な諸機能を発揮するためには，その主体
的に農業生産を行う生産者の育成および確保が不可欠である。そのためには，中山間地域におい
て農業生産と農地管理への貢献度に応じた「選別」的な担い手の支援策が必要であるように思わ
れる
3）
）大野晃（
）
大野晃（2008）
晃（
わが国の，市町村自治体を支えている基礎的社会的組織は集落である。この集落の集落間格差
を分析して自治体の安定度，崩壊度を測る物差しにし，集落の状態に応じた地域再生の手だてを
考えるために，以下のような集落の状態区分を行うことができるという。
①存続集落：55 歳未満の人口が集落人口の 50％を超え，後継ぎ確保によって集落の担い手が再
生産されている集落。若夫婦世帯，就学児童世帯，後継ぎ確保世帯が主。
②準限界集落：55 歳以上の人口が集落人口の 50％を超え，現在は集落の担い手が確保されてい
るものの，近い未来，その確保が難しくなっている限界集落の予備軍的存在になっている集落。
夫婦のみの世帯を準老人（55 歳～64 歳まで）夫婦世帯が主。
③限界集落：65 歳以上の高齢者が集落人口の 50％を超え，冠婚葬祭をはじめ田役，道役など社
会的共同生活の維持が困難な状態にある集落。老人夫婦世帯，独居老人世帯が主。
④消滅集落：人口，戸数がゼロとなり文字通り消滅してしまった集落。
集落の状態区分は，集落人口の年齢構成による量的規定と集落の社会的共同生活の維持いかんと
いう質的規定の総体として把握され定義付けられている。しかし，集落の状態の質的規定は実態
調査によって把握されるので，統計的に数量把握するためには量的規定によらざるを得ない。そ
れ故，限界集落の数を数量的に把握する場合も一般的には量的規定に依拠して行われている。
4）
）山川充夫（
）
山川充夫（2009）
充夫（
福島県阿武隈地域は「阿武隈」という地形的なまとまりはあるものの，水系的まとまりがない
だけでなく，地方中核・地域中心都市を拠点とする経済圏や生活圏によって経済的行政的に分断
されており，過疎地域とか中山間地域といった地域問題対策一般の外には，阿武隈地域は地域づ
くりにおける一体性を持たない。1985 年以降の阿武隈地域の開発の流れをみると（表１），福島
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県が「新福島県長期総合計画」（1985 年策定）において総合的な振興を図っていく戦略的な地域
として位置づけ，「阿武隈地域総合開発基本計画（概案）」
（1988 年 3 月）を策定した。

表１

阿武隈地域の振興計画の流れ
山川（2009）より作成

年
1985

名称

目的・内容
阿武隈地域を総合的な振興を図っていく戦略的な地域と
して位置づける。
東京圏と仙台の間に位置する阿武隈地域において、周辺
地域との連携を図りつつ、先端技術産業の立地、畜産資
源を活用したバイオテクノロジーの開発導入等による総
合的開発構想を推進する。
新福島県長期総合計画による

新福島県長期総合計画

1987.6

第四次全国総合開発計画

1988.3

阿武隈地域総合開発基本計画（概案）

1988.12

２１世紀FIT構想

1992.12

あぶくま新世紀プラン「あぶくま新高原都市（仮称）」 阿武隈地域の発展を核とする

FTI＝福島県・茨城県・栃木県
福島空港を核とする高速・広域交流体系の整備等

1992～1995 『ふれあい・ふくしま高原』形成基本計画策定事業

1993.3

あぶくま新高原都市基本構想

1994.7

あぶくま地域総合開発基本計画

1998.6

福島県首都機能移転基本構想

2002.3

北東地域首都機能移転モデル都市構想

2004.7

阿武隈地域振興プラン２１

2004.11

福島県過疎・中山間地域振興戦略

中山間地域の持つ豊かで美しい自然景観を生かし、その
地域の高原景観を高めるための『高原景観創出事業』、
都市との交流を主眼とする『高原オーナー推進事業』
等、誘客促進の展開と地域資源を活用した地域特産物の
生産拡大や農畜産物加工品等の販売拡大を図ることに
よって当該中山間地域の農業の振興および農山村の活性
化を図る。
阿武隈地域の中核拠点の形成を目指す
可能性の高まりを踏まえ、中通り地方や浜通り地方との
連携を図りながら『生き生きとした阿武隈の里作り』と
『首都圏等の展開の場づくり』を基本方針にして、特色
ある『職・住・遊』機能の有機的な展開を図るととも
に、交通網等の整備を進め、快適なくらしのための生活
空間づくり。
21世紀型新年モデル「森にしずむ都市」
首都機能移転先候補地である栃木・福島地域における新
都市づくりに先進的環境共生システムのモデル的導入と
環境ネットワーク拠点機能の整備。
阿武隈地域は、首都圏や県内主要都市部の住民が利用し
やすいという地理的優位性と、都市との交流を展開する
上で重要な「癒しの空間」としての里山があるという強
みを強調し、基本目標として「こころ豊かな生活をあぶ
くま地域で実現する『ふるさとあぶくま交流圏』の創
造。
「阿武隈地域振興プラン21」と並行して策定

また，第四次全国総合開発計画（1987 年 6 月策定）では，「東京圏と仙台の間に位置する阿武
隈地域において，周辺地域との連携を図りつつ，先端技術産業の立地，畜産資源を活用したバイ
オテクノロジーの開発導入等による総合的開発構想を推進する」地域として位置づけられた。こ
の位置づけにより，1987～1988 年度に国土庁など 5 省庁による国土総合開発事業調整費調査が
実施された。これに平行して 1988 年 12 月には「21 世紀 FIT 構想」が出された。「FIT」とは福
島県・茨城県・栃木県であり，その主目的は福島空港を核とする高速・広域交流体系の整備等に
あった。この時期の計画はまだ首都機能移転を前提としたものではなかった。
こうした国土計画にもとづく調査を受けて，新長期総合計画の「ふくしま新世紀プラン」
（1992 年 12 月策定）には阿武隈地域の発展の核として「あぶくま新高原都市（仮称）」の構想
の推進がうたわれ，福島県は 1993 年 7 月には「阿武隈地域総合開発基本計画」を策定した。
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5）宮地
）宮地忠幸（
）
）宮地忠幸（2013）
忠幸（
岩代地区では，女性が中心となって新しい産業づくり，交流・生活拠点が進みつつある。今後
の事業展開として，独居老人世帯への宅配事業を社会福祉協議会と連携して実施したいという。
この点は，高齢化した岩代地区の特性を踏まえた新機軸である。さらに，魚や肉など日常の買い
物の場として活用できるような店舗を目指したいという。この点は，前述のように地域の小売業
の空洞化の中で，さくらの郷が住民の生活を支える役割を果たすという意義を持っている。すな
わち，さくらの郷は，女性のまなざしを通して，単なる観光客を呼び込むための拠点施設として
の役割だけではなく，住民の生活を支える拠点施設をとしての役割をも果たそうとしている点に
特徴があり，そこに事業内容に対する事業者の主体的な姿勢を見出すことができる。
6）
）塩谷弘康
）
塩谷弘康・岩崎
弘康・岩崎由美子（
・岩崎由美子（2014）
由美子（
阿武隈地域では，畜産による農家の所得向上を目指し，地域内の低未利用地を開発し大規模畜
産基地を建設する内容の「阿武隈広域農業開発基本計画」が策定され，1960 年代後半から草地
開発事業や村営牧場建設事業が各地で盛んに行われた。稲作プラス畜産，あるいは養蚕や工芸作
物（葉タバコ，コンニャク等）の複合経営化が積極的に進められたが，養蚕の衰退により桑園の
耕作放棄地が増大し，また，葉タバコ等の工芸作物も減少傾向にあった。それらに替わって近年
では，冷気な気候を活かしたリンドウ，トルコキョウなどの花卉，高原野菜の産地形成が行われ
てきた。
阿武隈地域の高齢化率（2010 年国勢調査）は，福島県全体（25.0％）と比べると相対的に高く，
また第一次産業就業者比率をみると，福島県全体では 7.6％であるのに対し，たとえば飯館村は
28.0％，葛尾村は 35.7％を占め，農業への依存率が高い地域である。農業世帯率も，福島県全体で
は，13.4％なのに対し，飯館村も葛尾村も 5 割を超えている。世帯員数をみると，福島県全体では
「6 人以上の世帯」は 6.9％だが，葛尾村，飯館村ではその 2 倍以上を示しており，多世代農家家
族が多い点が特徴的だ。
里山の丘陵地帯のため農地集積による大規模農業には向かず，他方で原発や工業団地などの都
市的開発からも取り残され，いわば「地域振興のはざま」に置かれていた阿武隈地域の農業者に
とって，有機農業や産直，地産地消で消費者との顔と顔の見える信頼関係をつなぎ農作物を提供
するスタイルは，地域農業の維持・存続を図るうえで欠かせなかった。また，阿武隈地域の所得
規模は相対的に小さく，農家にとって女性や高齢者の自給労働の意味は大きかった。
90 年代から 2000 年にかけ，阿武隈地域は，高速道路網や新幹線整備により首都圏から比較的
近い割には，
「田舎らしさ」を味わえる場所として，都市から農村への新規移住者（Ｉターン者）
や二地域居住者が増加傾向をみせていた。
2004 年に福島県が策定した「福島阿武隈地域振興プラン 21」では，
「自然環境・地域文化を活
かした“あぶくまらしさ”の確立と継承」「“あぶくまらしさ”を活かした交流の促進と産業の振興」
が謳われ，特産品加工や農産物直売所，都市農村交流事業等のコミュニティ・ビジネスを軸とし
た地域活性化策が積極的に展開された。中山間地域総合整備事業の導入により加工所や直売所を
備えた交流施設（活性化センター）が各地で建設され，その管理運営主となして企業組合や NPO
法人等の設立が相次いだ。これらの組織には，農家はもちろんのこと，商店経営者，U・I ターン
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住民といった多様な人びとが参画し，分野ごとの縦割りの壁を乗り越え，それぞれの得意分野を
組み合わせて事業展開が行われていた。
農産物加工や直売所，農家レストランや農家民宿など，農村に暮らしている女性が中心となっ
て，身の周りの地域資源や生活技術を活用しながら主体的に行っている経済活動＝「農村女性起
業」は，阿武隈地域のみならず全国に拡がっている。
「農村女性起業」という言葉が公式の文書で初めて登場したのは，1992 年 6 月に公表された農
林水産省の女性行動企画「新しい農山漁村の女性―2001 年に向けて（中長期ビジョン）」である。
このビジョンでは，農村女性が実質的には農業生産や地域運営の担い手として必要な役割を果た
しているにもかかわらず，正当な評価がなされていないことを指摘し，彼女たちが生産や社会運
営の主体になるための条件が検討されている。具体的には，①あらゆる場における意識と行動の
変革，②女性の経済的地位の向上と就業条件・就業環境の整備，③女性が住みやすく活動しやす
い環境づくり，④女性の能力の向上・開発システムの整備，⑤ビジョンを実行できる体制整備，
である。
「農村女性起業」は，とくに④の課題として，女性の取り組む農産加工や地域資源を活か
した農村レストランへの支援を掲げている。
実は，1990 年代諸初頭に「農村女性起業」という言葉が登場・普及する以前から，食品加工や
直売等に取り組む女性は多く存在した。70 年代から始まる農村女性グループによる「農産物自給
運動」もそのひとつであるが，この運動の背景を知るには，農業基本法（1961 年施行）下で進め
られた「基本法農政」まで遡る必要がある。
戦後，高度経済成長を進めた池田内閣の経済計画は「所得倍増計画」
（1960 年）であるが，これ
を支えたのは，重化学工業を基軸とする「全国総合開発計画」
（1962 年）と農業基本法である。農
業基本法は高度成長と併走する「経済的に自立可能な近代的家族経営」像を生み出し，圃場整備
や施設の近代化等の「農業構造改善事業」を各地で実施し，
「選択的拡大」
（野菜・果樹・畜産等単
品を選択し大量生産に転換する方針）で農業の所得向上を目指した。
この「選択的拡大」による単一作物の大量生産方式は，自給労働で食料を確保していた農家の
消費生活を，単品大量生産で得た所得で農産物を購入する形に変えたが，1970 年代初頭になると
農家の疲労や栄養不良などによる健康問題が生じ，自家野菜の自給をすすめる運動が拡がった。
各地の農協や農業改良普及所などが推進役となり，農協婦人部（当時）や「生活改善実行グルー
プ」
（生活改良普及員等の指導を受けながら農村の生活改善に取り組む小グループ）を中心に運動
は全国に拡がった。
農村女性起業に熱心に取り組んできたのは，現在 60 歳以上の世代であり，前述の生活改善グル
ープや農協女性部の活動を経て経営に踏み出した例が多い。彼女たちにとってそれは，家の農作
業の傍ら取り組む，副収入の機会でもあった。自家農業では評価されない労働が，起業活動で経
済的に評価され，自分名義の所得につながる。
「自分名義の通帳を持つことなど夢のまた夢だった」
高齢女性にとっては，金額が小さくとも大切な生きがいとなった。
彼女たちの多くは，農家に「嫁」にきて，結婚を機に農業と関わり，嫁の務めとして農作業に
従事し，時には家計の為に地域の弱電企業や繊維工場のパート労働者としてひたすら「働いた」。
しかし，その働きは，家族農業経営では無償労働として固定化・当然視され，地方の労働市場で
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は雇用の「調整弁」として従属的地位に置かれた。農道管理（道普請）や用排水路整備といった
集落の共同作業では，女性が参加しても一人前の労働力とはみなされず，
「出不足金」が徴収され
ることもあった。農家女性の労働は，
「家」
，
「村」，企業それぞれにおいて「二流労働力」として扱
われてきたのである。しかし，高度経済成長期を経て都市化が進み，農村が都市の「周辺」地域
とされていくなかで，農村地域再生に立ち上がったのは，これら農村女性起業第一世代の女性た
ちであった。彼女たちは，暮らしで培った技術を活かして起業（ペイドワーク化）し，疲弊した
地域の活性化を目指したのである。
7）
）蓬田慧（
）
蓬田慧（2014）
慧（

旬の店「シンフォニー」には，「やりがい型」，
「交流型」，
「使命感型」
，「収入重視型」と様々
なタイプの農家女性が集まっている。特に「交流型」とその要素を含む対象者は多く，いかに旬
の店シンフォニーが交流の場としての役割を果たしているかがわかる結果となった。また，設立
当時の「女性の生活向上，女性の手で農家の所得を図ること」という目的だけでなく，参加する
一人一人が新たな存在価値を見出し活動する組織となっていると考える。その価値は，活動を通
じて変化することもある。

Ⅲ．旧岩代町と新殿地区の概要
１．立地・沿革
旧岩代町は阿武隈山地の北西の丘陵地帯，安達郡の東部に位置する。福島市，郡山市の中心部
から旧岩代町の中心部の小浜までは約 30km で，福島市と郡山市の中間地点に位置する。また東
北自動車道二本松 IC からは約 11km，JR 東北本線安達駅，二本松駅から約 10km の地点に位置す
る。東は双葉郡葛尾村・浪江町，西は二本松市・白沢村，南は田村郡三春町・船引町，北は東和
町と伊達郡川俣町に接している。北東端に麓山（897m），南東端に日山（1076m）がそびえる。
町域は東西 18.4km，南北 10.4km と細長く，そのなに山岳丘陵が連なり，東端から北西流する口
太川・広瀬川と，西部を北流する小浜川・移川が北西端の上長折（190m）で合流する。また地
内を国道 349 号線が南北に，主要地方道二本松浪江線が東西に走る。平坦地が狭小のため耕地は
山間に点在し，全面積の 20％ほどである。そのため凍霜冷害に見舞われることが多い。高度経
済成長期以降，人口は減少し続けている（「角川日本地名大辞典」）。
その中で新殿地区は町の東部に位置し（図２），標高 300～500ｍの間に農地と居住地が立地す
る。西新殿地区は，標高 350m を超える丘陵地に位置し，養蚕が盛んな農業地域であった。北部
に東西に貫通する主要地方道二本松浪江線沿いの字松林に集落が形成されている。他方，東新殿
地区は，北は東和町，南は田村郡船引町に接する。北境を口太川が流れ，中央部を国道 349 号線
が南北に，主要地方道二本松浪江線が東西に走る。養蚕・稲作・葉タバコ栽培を主としていた農
業地域で，シイタケ栽培も盛ん。字平石田に道の駅「さくらの郷」，岩代精機工場がある。
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図２

旧岩代町周辺の地形図

旧岩代町の沿革は以下の通りである。1871（明治 4）年 11 月２

日二本松県，同月福島県に

属した。1876（明治 6）年宮森村は小浜村と改称。同月 8 月 3 県合併により現在の福島県に属し
た。連合戸長役場制下では田沢村（ほか 3 ヶ村）・西新殿村（ほか 3 ヶ村）・小浜村（ほか 4 ヶ
村）に戸長役場が置かれた。1889（明治 22）年市制町制施行により小浜，小浜成田，西勝田，
上長折，下長折の 5 ヶ村が合併して小浜村，西新殿・東新殿・杉沢・初森の 4 ヶ村が合併して新
殿村と，田沢，百目木，茂原の 3 ヶ村が合併して旭村が成立した。1901（明治 34）年小浜村に
町制施行。1955（昭和 30）年小浜町，新殿村，旭村と太田村の一部（残余は東和町）が合併し
て岩代町が成立。1964（昭和 39）年東和町との境界変更を行った。2005（平成 17）年，二本松
市と旧安達町，旧東和町，旧岩代町の 4 市町が合併し，現二本松市となる。

２．人口分布と変化
新殿地区の人口は，2015 年 12 月現在で
2,041 人となっており（二本松市 HP，住民
基本台帳），図３から，新殿地区の人口は
年々減少傾向にある。また図４,５から，東
和，岩代地区の山間部の人口減少は顕著で
あり，国道 4 号線沿いの二本松，安達地区
の中心部では人口増加の傾向をみることが
できる。阿武隈山地は，奥羽山麓と比べる
図３ 新殿地区の人口の推移
二本松市 HP 地区別台帳人口（’05～’14）より作

と相応の人口があり，過疎地ではない。し
かし，人口は減少傾向にあり，国道 4 号線

から離れれば離れるほど，人口が減少していることがわかる。
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図４

図５

二本松市の町丁字別人口（2010）と変化率（2000～10）の分布

二本松市の地区別人口（2010）と変化率（1995～2010）の分布

さらに図６から，東和・岩代地区の山間部の 65 歳以上人口率の高さが読み取れる。ただ，新
殿地区の 2010 年の数値は 31.6％（表２）で，50％以上の「限界集落」とは程遠い。男子の新殿
地区など東和・岩代地区の人口減少の背景には，高齢化と
表２ 新殿地区の高齢化率（％）

いうよりも若い世代の流出があるとみられる。それは，企
業が立地する国道 4 号線沿いの中通り地域や，福島・郡山
へのアクセスもそれほど悪くない立地が影響している。
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図６

図７

二本松市の地区別 65 歳以上人口率（2010）

新殿地区の年齢別人口（1995）

図８ 新殿地区の年齢別人口（2010）

３．世帯数と世帯構造
新殿地区の人口と世帯数は，2015 年
12 月現在で 2,041 人，642 世帯となって
いる（二本松市 HP，住民基本台帳）。図９
から新殿地区世帯数は減少傾向にあった
ものの，2012 年以降，旧岩代町の中で新
殿地区のみ世帯数が増加している。新殿
地区は人口が減少しているにもかかわら
ず，世帯数が増加している現象の背景と
して，今で 1 世帯だっだところが，若い
図９

世代が新居へ移るなどの「世帯分離」と，
13

新殿地区の世帯数推移

それとは反対で遠方で暮らしていた若い世代が地元で戻り，世帯を別にしたまま，高齢者世帯と
一緒にくらし始めることが一つの背景として考えられる（二本松市市役所ヒアリング）。しか
し，なぜ新殿地区だけにこのような現象が現れているのかは不明であるが，2011 年 3 月 11 日の
東日本大震災の影響は少なからずあると考える。
図 10 から，世帯数も山間部では減少傾向にあり，国道 4 号線沿いの地域では一部を除いて緩
やかな増加傾向にある。

図 10 二本松市の地区別世帯数（2010）と変化率（1995～2010）の分布

図 11 二本松市の 二本松市の地区別 1 世帯あたりの人員（2010）の分布

また，図 11 の 1 世帯あたりの人員をみると，1 世帯あたりの人員が 4 人を超える地域は多く
ない。世帯数の変化率とは別に，人員が 4 人以上の地域を除いては，比較的山間部も幹線道路沿
いの地域も，1 世帯あたりの人員数に大きな差はないようにみえる。しかし，図 12 から，1 世帯
数あたりの人員の変化率をみると，1995 年から 2010 年にかけて，山間部での減少率が大きい。
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図 12 二本松市の地区別 1 世帯あたりの人員の変化率（1995～2010）の分布

次に，図 13 の非就業世帯の地区別の分布をみると，国道 4 号線沿いの地域の非就業者世帯数
の割合も大きくなっている。図 14 の地区別非就業世帯数の変化率から，岩代，安達地区の一部
地域では，2000 年から 2010 年の 10 年間で約 2 倍となっている。また，国道 4 号線沿いの地域
でも，非就業世帯数は増加傾向にある。これらのことから，山間部の地域は，高齢化が進んでい
るものの，国道 4 号線沿いの中心部より非就業世帯の割合が小さいことから，年金生活者の割合
が少ないと考えられる。

図 13 二本松市の地区別非就業世帯（2010）の分布

図 14 二本松市の地区別非就業世帯の変化率（2000～10）の分布

15

４．就業機会
図 15 の経済センサス小地域別事業所従業者の増減と表３の業種別従業者数の推移から，ま
ず，岩代地区で唯一，東新殿の事業所従業者数が増加していることが分かる。事業所数が減少し
ているにもかかわらず，従業者数が増加しているのは東新殿地区だけである。E 製造業の従業者
数が 31 人増加している背景として，東新殿地区にある電子機器工場の雇用が増加したことが考
えられる。しかし，新殿地区全体では，従業者数が 468 人から 397 人へと減少しており，二本松
市全体でも，山間部の従業者数の減少はもちろん，国道 4 号線沿いの中心地でも従業者数の減少
がみてとれる。また，表４の岩代地区の業種別事業所数の推移から，岩代地区内の全ての地域で
事業所数が減少している。

図 15 二本松市の経済センサス小地域別事業所従事者数の増減（2001～09）

表３

旧岩代町の地区別業種別従事者数の推移（2001～09）
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表４

旧岩代町の地区別業種別事業所数の推移（2001~09）

５．農業の変化
ア）明治～大正期：

明治末期から大正期の就業

表５ 新殿地区の農業経営組織別農家数
（農業センサスより作成）

状況から，大正中頃以降専業農家が減少するとはい
※3 年次共 4 件以下の項目は省略

え，兼業農家を加えるほとんどが農業に従事してい
た。農業が主要産業である旧新殿村の主産物は，
米・麦・葉タバコ・養蚕・生糸・絹織物・蚕種・薪
炭物などであった。これは明治末期から大正期にか
けて少しの順位の違いこそあれ，あまり変化なく続
く。養蚕が最も主要な産業であった（『岩代町
史』,1982）。
イ）昭和前期：

昭和期に入っても純山村型の本

村形態に変化はない。しかし，主要生産物の順位は
変化をみせ，絹織物・蚕種などは姿を消し，養蚕・
葉タバコ・米・麦・林産物などが主たる生産物とな
ってくる。昭和初期は不景気の波が押し寄せ，特に
昭和 5 年からの繭価の下落は，養蚕を基幹産業とす
る旧新殿村及び養蚕農家にとっては不況の波を被る
こととなり，現金収入の道は閉ざされ農家は困窮の
極に達した（『岩代町史（1982）』
）。
ウ）～現在：

主要な作目であった養蚕は，従事

者の高齢化，繭価の低迷により作業効率の劣る桑園
の多くが荒廃しつつあり，この遊休桑園の有効活用
17

対策が大きな課題となっている（『自然美術館のまち

いわしろ 21 プラン』）。旧岩代町の耕地は

山間部に点在し，全面積の 20％ほどであり，凍霜冷害に見舞われることが多く，全世帯の 4 分
の 3 が農家で，養蚕・畜産を主としていた（『角川日本地名大辞典』）
。
農業センサス（表５）から，まず，単一経営農家数，準単一複経営農家数ともに 1980 年から
1995 年にかけて，養蚕を首位とする農家が減少していることがわかる。準単一複合経営農家数
における「2 位が養蚕」の農家はわずかに増加しているものの，2010 年には養蚕は「該当なし」
となっている。全体的に減少しており，新殿地区の農業の衰退がみてとれ，新殿地区の基幹作物
の喪失がわかる。

６．直売所の立地
図 16 の旧岩代町周辺の農産物直売所の立地の分布を見ると，東和，岩代地区のような山間部に
直売所の立地は少ないが，人口に相応した直売所立地であるといえる。そのため，幹線道路沿い
の立地が多い。

図 16 旧岩代町周辺地域の農産物直売所の立地
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７．小括
以上の地域構造を踏まえると，新殿地区を以下のようにまとめることができる。まず，人口，
世帯数ともに減少している地域である。背景として，福島，郡山といった周辺都市への利便性の
良さから，二本松中心部へ若年層が流出していることが考えられる。しかし，新殿地区の高齢化
率は 31.6%（2010 年現在）となっており，決して「限界集落1」とはいえない。2 点目に，非就業
世帯の割合が小さいことから，年金生活者の割合が比較的少ない地域であるということが考えら
れる。3 点目は，事業所従事者数が減少している地域であるということと，4 点目には，養蚕をは
じめとする基幹作物を喪失した地域であるということがあげられる。以上のことから，新殿地区
は通勤兼業，他出就労が可能である地域であるということがいえる。
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Ⅳ．旧岩代町の地域振興計画にみる地域課題と振興の取り組み
１．震災前（表６～10）
1）
）『第 3 次岩代町振興計画 自然美術館のまちいわしろ 21 プラン「みどり輝くふれあいの郷
いわしろ」の実現をめざして』(1998?)
いわしろ」の実現をめざして』
ア）農業の振興：生産基盤の整備を計画的に推進するとともに担い手農家（認定農業者等）へ
の農地の集積や，地域の特性を踏まえ，園芸作目等収益性の高い作物への転換，新品種の開発・
導入と生産技術の向上による単収の増加，高品質生産・高付加価値化による有利販売等に努め，
産業として自立できる農業の確立に努めることを基本方針とする。
また，主要施策として①農業生産基盤等の整備，②担い手育成対策の充実，③高収益作目・作型
等の導入・推進，④畜産の振興，⑤農業後継者の育成確保及び農産加工・刊行農業等の推進，⑥
林業の振興があげられる。
イ）商工業の振興：地域経済の活性化や若者の定着化を図るため，今後とも新規企業の立地促
進に努めるとともに，既存の中小企業の支援・育成の充実に努める。商業についても，環境整備
や経営意識の改革等を促し，魅力ある近隣商店街としての，機能形成に努める。特に小浜の中心
市街地については，商工会等と連携を図って，長期的視点で環境整備や商業施設の集積誘導を進
める。また，主導施策として①企業誘致の推進，②既存産業の育成，③中心商店街の再生と経営
近代化の促進があげられる。
ウ）観光の振興：全町的な観光開発方針の確立を図って，自然美術館のまちをテーマとした特
色ある観光開発コンセプトを設定し，これに基づき全町的に統一した整合性のある整備を計画的
に進める。また，観光拠点の形成や既存観光資源の掘り起こし，さらには観光資源のネットワー
ク化や観光イベントの強化・創出を，広域的連携の視点も加味して進め，観光交流を起爆剤とし
た産業振興や地域イメージの向上に努める。
また，主要施策として①観光開発方針の確立と観光拠点の整備促進，②観光機能の強化，③観
光推進体制の強化があげられる。
2）
）岩代町過疎地域自立促進計画・前期（
）
岩代町過疎地域自立促進計画・前期（2000）
ア）農業の振興：①総合的な農村定住基盤の強化，②中核農家への農地集積，高収入・高付加
価値型農業の展開，③遊休桑園への植林，④先進的知識・技術を有する中核農家の育成，⑤生産
方式の高度化，人材育成のための研修の実施，相談機能の充実，⑥大消費地との農業交流事業の
推進，⑦畜産の振興，⑧有利販売のための流通ネットワークづくり
イ）林業の振興：①森林整備計画の樹立，耕作放棄地への造林の推進，②担い手の育成確保，
受委託組織体制の推進，③きのこ生産者の規模拡大推進，遊休桑園の活用，将来の産地化
ウ）工業の振興：①立地企業への優遇制度の確立の検討，新規企業の立地促進，②既存の中小
企業の企業活動の支援，育成
エ）商業の振興：①小浜の中心市街地の魅力ある中心商店街の再生，②商工会との連携による
商業地域振興活性化のための事業推進支援，③高齢者への宅配サービス，高齢者のコミュニケー
ションの場としての商店，商店街づくり
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オ）観光・レクリエーションの振興：①観光開発方針の確立，②日山を観光拠点をした整備，
拠点機能の充実，③生涯学習文化拠点施設との複合施設として観光交流・情報拠点施設の整備，
④自然美術館の視点に立った新たな観光資源の開発，全町的観光ネットワークの形成，⑤農協，
商工会等との連携による特産品開発，⑥周辺市町村との連携による広域観光ルートの設定，⑦観
光の通年化・滞在化
表６

岩代町振興計画比較表：農業

二本松市役所ヒアリング時の資料より作成

第3次岩代町振興計画
「自然美術館のまち いわしろ21プラン」(1998?)

岩代町過疎地域自立促進計画(2000)
経営感覚に優れた若い農業経営者の育成確保

生産基盤の整備

担い手農家(認定農業者)への農地集積

中核的農家への農地利用集積・作業受委託による規模拡大

基本方針
園芸作物等収益性の高い作物への転換
既存作目の拡大・施設化
新品種の開発・導入
低価格に対処するための省力化
生産技術の向上による単収の増加
他産業なみの農業所得を獲得できる経営技術の導入
高品質生産・高付加価値による有利販売
生産基盤・生活環境基盤等整備の推進を図り、総合的に農村定
生産・生活基盤の整備をはじめとする、農村定住基盤の強化。
住基盤強化を図る。

農業生産
基盤の整備

遊休農地の集団的条件整備による、中核農家への農地集積。

遊休農地の集団的整備、中核農家への農地集積。

地域特性を生かした地域特産物の導入による、高収入・高付加
高収入、高付加価値型農業の展開。
価値型農業の展開。
遊休桑園への植林を行い、林業的利用を図る。
遊休桑園への植林を行い、林業的利用を図る。
先進的知識・技術を有する中核農家育成を図るため、認定の農業
先進的知識・技術を有する中核農家の育成のため、認定農家者
者を中心に農業振興を図る。
を70名程度まで増やし、認定農業者を中心に農業振興を図る。
農業従事者の安定確保のため、農業従事の態様等の改善、労働
力システムの整備。
担い手育成
対策の充実

高い技術を有した人材育成に取り組むため、各種研修の実施、
高い技術を有した人材育成のための、各種研修の実施、相談機能の充実。
相談機能の一層の充実を図る。

次世代農業者の育成のため、海外や国内研修へ派遣し、新しい
農業経営の取得促進。

農業経営の安定化を図るため、地域の特性を生かした主要作物
の振興。
養蚕からの転換作物をしてのナス・ピーマンの作付面積、栽培
農家の拡大。
主要施策
・対策

遊休桑園解消を図るとともに、山菜等の導入の推進。
高収益作目、
多様化する生活様式に即応した高収益性の花卉類、野菜の導
作型の
入。
導入・推進
多面的な交流機会の確保を図り、新しい農業の推進を図る。

需要動向に対応した計画生産の推進、有畜複合経営を図る。

有機農法等による生産振興、宅配・産直販売の推進。

乳用牛農家における、低コスト化。

乳用牛農家における、低コスト化生産の推進。

畜産の振興
繁殖牛・肥育牛の育種価を基本とした導入と改良、繁殖・肥育 繁殖牛・肥育牛における、育種価を基本とした導入と改良、繁殖・肥育一貫
一環経営の推進。
経営の推進。
青年農業者等で構成する各団体への支援、研修活動の充実によ
る、担い手意識の高揚を図る。
農業後継者の 町内小・中学校を対象にした体験農業の実施等による、農業に
育成確保及び 対する理解啓発の実施。
農産加工、観
地元農産物加工品等の開発、流通ネットワークの形成。
地元農産物加工品等の開発、流通ネットワークの形成。
光農業等
の推進
大消費地との農業交流事業の推進
観光農業等、大消費地との農業交流事業の推進。
就農候補者や新規就農者へ対する支援

＝共通点，
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＝追加点

表７

岩代町振興計画比較表：林業

二本松市ヒアリング時の資料より作成

第3次岩代町振興計画
「自然美術館のまち いわしろ21プラン」(1998?)

基本方針

岩代町過疎地域自立促進計画(2000)

基盤整備や森林施業の共同化等の推進

林道、作業道の整備、保全管理の推進。

森林レクリエーション開発

森林、林業の重要性を認識した上での森林の有効
活用を図る。

特産品開発
森林整備計画の樹立、特定広葉樹施業の推進、作
業道の開設等の推進、耕作放棄地への造林の推
進。
主要施策
林業の振興 担い手の育成確保、受委託組織体制の推進。
・対策
きのこ生産者の規模拡大の推進、遊休桑園を活用
した林産物等の植苗の補助制度の確立。

表８

特定広葉樹施業の推進、人工林の保育・間伐等の
推進、作業道の開設等の推進。耕作放棄地への造
林推進。
担い手の確保、受委託組織体制の推進。
きのこ生産者の規模拡大支援、遊休桑園の活用。

岩代町振興計画比較表：工業

二本松市役所ヒアリング時の資料より作成
第3次岩代町振興計画
「自然美術館のまち いわしろ21プラン」(1998?)

岩代町過疎地域自立促進計画(2000)

地域経済の活性化、若者定着を図るため、新規企業の立
地促進に努める。
基本方針
既存の中小企業の支援・育成の充実。
企業立地を促進するため立地企業への優遇制度の確立。

企業立地を奨励するため立地企業への優遇制度の確
立等の検討。

企業誘致活動の展開による新規企業の立地促進。

企業誘致活動の展開による、新規企業の立地促進。

企業誘致
の推進
主要施策
・対策

既存の中小企業の経営の安定化を図るための制度資金の 既存の中小企業の経営の安定化を図るための制度資
活用。
金の活用。
既存産業
の育成 地域の活性化を図るための組織づくり等の検討、企業活 地域の活性化を図るための組織づくり等の検討、企
動の支援・育成。
業活動の支援・育成。

表９

岩代町振興計画比較表：商業

二本松市役所ヒアリング時の資料より作成
第3次岩代町振興計画
「自然美術館のまち いわしろ21プラン」(1998?)

バイパス整備等にあわせ、消費者ニーズに即した
共同店舗の整備。

環境整備や経営意識の改革等の促進
基本方針

岩代町過疎地域自立促進計画(2000 ）

魅力ある近隣商店街としての機能形成
小浜の中心市街地の、商工会との連携による、長期的
魅力ある商業機能の集積等に努める。
視点での環境整備、商業施設の集積誘導等の推進。
小浜の中心市街地における、商業者、住民、行政が一 小浜の中心市街地における、商業者、住民、行政
体となった取り組みの推進。
が一体となった取り組みの推進。

特色ある経営を推進するため、経営指導の充実支
長期的視点かつ計画的に商業施設の集積の誘導、共同
援等、商工会との連携による商業地域振興活性化
中心商店街の 店舗の推進。
のための事業推進。
主要施策 再生と経営
高齢社会に対応して買い物が不自由な高齢者等の
・対策 近代化の促進
ための、商品の共同宅配サービス等の買い物サー
ビス代行システムの導入。
高齢者のコミュニケーションの場としての商店・
商店街づくりの検討。
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表 10 岩代町振興計画比較表：観光・レクリエーション
二本松市役所ヒアリング時の資料より作成

第3次岩代町振興計画
「自然美術館のまち いわしろ21プラン」( 1998? )

基本方針

岩代町過疎地域自立促進計画(2000)

自然美術館のまちをテーマとした特色ある観光開
発コンセプトに基づき、全町的に統一した整合性
のある整備の推進。

地域経済の自立・活性化を一層強力に進めるために、新た
な視点にたった観光・レクリエーションの開発、振興。

観光拠点の形成、既存観光資源の掘り起こし。

豊かな自然資源の発掘など、自然美術館のまちをテーマと
した新たな観光資源の開発を図るとともに、観光客の誘客
に結び付ける。

観光資源のネットワーク化
観光イベントの強化・創出
観光交流を起爆剤とした産業振興や地域イメージ
の向上に努める。
開発整備の推進、基本となる観光開発方針の確
立、民間活力を含めた計画的整備の推進。
観光開発方針
日山・名目津地区、大杉・合戦場地区、観光牧
の確立と観光
場・市街地地区の3地区を観光拠点地区と位置づ
拠点
の整備促進 け、重点的に整備を進め、拠点機能の充実を図
る。
生涯学習文化拠点施設との複合施設として観光交
流・情報拠点施設の整備の検討。

特色ある観光開発のため、基本となる観光開発方針の確立
を図るとともに、民間活力の誘導を含めて計画的に整備を
図る。
日山等を本町の観光拠点地区と位置づけ、重点的に整備を
進め、拠点機能の充実を図る。
生涯学習文化拠点施設との複合施設として観光交流・情報
拠点施設の整備の検討。

全町自然美術館のまちづくりの視点に立った新た
な観光資源の開発

全町自然美術館のまちづくりの視点に立った新たな観光資
源の開発

全町的観光ネットワークの形成

全町的観光ネットワークの形成

主要施策
農協、商工会等との連携による特産品開発。
・対策 観光機能の強化
周辺地域との連携強化による広域観光ルートの設
定

農協、商工会等との連携による特産品開発。
周辺地域との連携強化による広域観光ルートの設定

新たな広域イベント・事業の創出

新たな広域イベント・事業の創出

都市との交流事業の推進、伝統芸能や行事・祭り
等の活性化による、観光の通年化・滞在化。

都市との交流事業の推進、伝統芸能や行事・祭り等の活性
化による、観光の通年化・滞在化。

観光協会の育成や広域的連携体制の強化による積
極的なPR活動を行う。
観光推進体制 観光交流の町としてのイメージアップや情報発信
機能の充実。
の強化
観光施設の適切な維持管理のための管理運営体制
の充実。

3）
）むらづくり計画書（2003）
）
むらづくり計画書（
むらづくりの基本方向：「自然美術館のまち

いわしろ」をキャッチフレーズに掲げる岩代町

は豊かな自然を背景に，山村機能を発揮しながら「みどり輝くふれあいの郷いわしろ」キーワー
ドとして都市との交流を進めることを基本に，自然を活かした生産機能・レクリエーション機能
等を充実させ，それらを通じて交流と情報発信を更に推進する。また，多様な自然条件を活かし
た農業を含む学習体験の場であり，既存の農産物と新しい品目を加えた観光農業（市民農園，観
光果樹園，オーナー制度等）も視野に入れて展開する。これらを前提に緑豊かな自然環境の保全
と基幹産業である農業の振興に努め，町民自身が「誇りに思える」また，来訪者には「また来て
みたい」と感じさせるまちづくりを目指す。
4）比較
）比較（
）
）比較（表 6～10）
二つの計画を比較してみると，第 3 次岩代町振興計画「自然美術館のまち

いわしろ 21 プラ

ン」の内容を「岩代町過疎地域自立促進計画」
（2000）が引き継ぐ形となっているが，表９の商
業分野において，高齢者社会に対応した主要施策・対策が盛り込まれた。高齢化・過疎化が進む
社会状況に対応するべく，盛り込まれたと考える。
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２．震災後
1）
）被害状況
二本松市は震度 6 弱を記録し，住宅の損壊，道路をはじめとする公共施設の損傷等，甚大な被
害が発生した。その後も 4 月 7 日震度 5 強，4 月 11 日に震度 5 弱の余震があり，さらに震度 4
以上の強い揺れが続き，市民生活
表 11 摂取や出荷等を差し控えるよう要請している
二本松市産の食品：2015 年 10 月現在

に大きな影響を与えた。この大地

（二本松市ＨＰより作成）

震に加え，東京電力福島第一原子
力発電所の事故で，放射性物質が

区分

放出されたことによって，初めて

穀類

原子力緊急事態宣言が発せられ
た。さらには放射性物質により農
畜産物の出荷制限がされるなど，
山菜

一向に事態収束の兆しも見えない

品目
大豆
クリ
クサソテツ（コゴミ）
タケノコ
ゼンマイ
タラノメ（野生のものに限
る）

内容
出荷規制
出荷規制
出荷規制
出荷規制
出荷規制
出荷規制

原子力災害への対応，浜通りから
の避難者の受け入れ等，厳しい状
況の変化にさらされてきた。（二本
松市復興計画

第 1 次プラン）

ワラビ（野生のものに限る） 出荷規制
コシアブラ
出荷規制
原木シイタケ（露地）
出荷規制
野生キノコ（菌根菌類、腐
キノコ
生菌類）
出荷規制

また，2015 年 10 月現在の，放

牛（ 12月齢未満のもの、及び県
の定める出荷・検査方針に基づ
き管理されるものを除く）

射線物質により，摂取・出荷を控

県外への移動規制

えるように要請している二本松市
畜産物

産の食品は上記の表 11 の通りであ
牛 (県の定める出荷・検査方式に と畜場への出荷
基づき管理されるものを除く）

る。特に，山菜に摂取・出荷規制

規制

が多くみられる。
水産物

ウナギ （阿武隈川、支流を含む）出荷・採捕規制

2）
）復興計画
復興計画
二本松市復興計画第 1 次プラン（2012 年 1 月）には，東京電力福島第一原子力発電所事故の
被害からの復興を基本し，市民が安全・安心に暮らせる生活を取り戻すことを最優先としてい
る。また，震災からの復興・再生を掲げたうえでの，更なる地域の持続的な発展を目指してい
る。中でも，2 つ目の基本理念の「地域経済の持続的な発展」には，下記で取り上げる道の駅
「さくらの郷」のような，地域振興事業に大きく関連している（表 12）。
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表 12 二本松市復興計画 第 1 次プラン（2012 年 1 月）
二本松市役所ヒアリング時の資料より作成

基本理念

①安全・安心のまちづくり
（施策の柱1 ）

②地域経済の持続的な発展
(施策の柱2 )

③人づくり、地域づくり
(施策の柱3)

施策1：原子力への依存なく、地域住
民の安全が確保され、安心して暮らす
ことができる地域社会の再構築を図
る。

施策1：東京電力福島第一原子力発電
所事故で、市民がこうむった全ての
損害と風評による被害に対する賠償
の完全実施を求めるとともに、風評
を払拭するために全力を挙げて取り
組む。

施策1：市民が生涯にわたり、自
分の夢や目的の実現に向けて自
らの力を発揮することのできる
まちづくりを目指す。

1)放射性物質の除染・モニタリング

1)未来を担う子ども・若者を育
1)全産業生産物の安全評価と正確な情報発信
てる

2)ライフライン及び公共施設の早期復旧
2)事業者・農業者の再生支援

2)伝統・芸術・文化活動促進と
次代への継承

3)災害に強く、持続可能なまちづくり 3)雇用の維持と新たな雇用の場の創出

4 )地域防災力の強化

施策

5)地域社会活性化の基盤づくり
6)原子力に依存しない、安全・安心な
エネルギーのまちづくり

施策2：復興の原動力となる地域経済
施策2：「脱原発」により放射能の不
の持続的な発展を図るために、地域
安がなく、すべての市民が生涯にわた
資源を活かした多彩な産業振興を図
り健康で安心して暮らせる環境づくり
り、恵まれた立地条件を活かした新
んの推進。
たな産業の育成を目指す。

1 )放射線からの健康管理対策

施策2：地域自ら考え、まちづく
りのアイディアを結集し、市民
一人ひとりの意欲や取り組みが
活かされるよう、市が先導とな
り市民との連携による協働で復
興に取り組む。

1)農業担い手の育成と農業経営の強化対策
1)市民との協働による地域づくり

2)市民の健康管理、健康づくり体制の強化
2)地域産業の振興と企業立地の促進

3)地域での支え合いによる地域福祉の推進
3)中心市街地及び地域拠点の活性化

4)市民総スポーツ社会の実現
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2)市民総参画社会の実現

Ⅳ．「さくらの郷」の経過と役割
１．道の駅「さくらの郷」の概要
道の駅「さくらの郷」（写真１）は，二本松市
東新殿字平石田 12-2 の山間部に位置する。国道
349 号線と国道 459 号線沿いに位置し（図 17），
東北自動車道二本松 IC から車で約 30 分，二本
松市役所岩代支所から車で約 15 分の場所に立地
写真１ 道の駅「さくらの郷」の外観

する。主に農産物や加工品を販売する農産物直

二本松市観光協会 HP より引用

売所と，食堂からなる。施設自体の営業時間は
9 時から 17 時まで，食堂は 11 時から 15 時までとなっており，併設されているトイレは 24 時間
利用可能となっている。

図 17 道の駅「さくらの郷」の周辺地図

宮地（2013）によれば，「さくらの郷」は，代表理事を務める山崎友子氏が 1996 年に東京で開
催された女性向けのグリーンツーリズム研修会に参加した折，地域づくりには地域での仲間作り
が不可欠であることを学び，翌 1997 年にパイプハウス内で農産物直売所を始めたことに端を発
している。当時の岩代町長がこの取り組みを高く評価し，町の施策として推進した（表 13）
。そ
して 2004 年に現在の農産物直売所が開設された。この農産物直売所には約 60 戸の農家が出荷を
しており（2013 年実績），その大半が 65 歳以上の高齢専業農家であるという。
「さくらの郷」は当初任意組織として活動していたが，2013 年 4 月に農産物直売所が道の駅
に登録されると同時に，企業組合として法人化した。二本松市内にある道の駅は安達上下線，ふ
くしま東和，さくらの郷の 4 ヶ所であり，すべて二本松市の指定管理の下，運営されている。道
の駅安達は二本松市振興公社，道の駅「ふくしま東和」は，特定非営利活動法人
26

ゆうきの里東

和ふるさとづくり協議会によって運営さ

表 13 農林産物直売・農村交流施設建設の
スケジュール

れている。
「むらづくり計画書（2003）」より作成

農産物直売所設立の際の町の事業目的
は以下の通りである。本町の約 80％が山

農林産物直売・農村交流施設（以下 「岩
代町農産物直売所」）に向けて意見交換会
2001.09.
の実施

林で，農林業を主体とした農山村であ
る。町内には種類豊富な野菜，特産のフ

2001.11. 岩代町農産物直売所設立推進協議会の結成

キ，タラノメ等の山菜やブランドとして
2002.03. 岩代町農産物直売所設立推進協議会の実施

定着している果樹等が多く生産されてい
る。農産物直売所をメインとして農村交

専門研修講座への参加（食品品質表示・接
2002.07. 遇等）

流施設の設置により，高齢者，女性等の
2002.10. 先進農産物直売所視察研修（近隣市町村）

生産意欲を喚起するとともに，食品への
安全志向，地場産品へのこだわりが高ま

2002.11. 岩代町農産物直売所設立推進協議会の実施

る中，農家が中心となり，儲けながら楽

先進農産物直売所視察研修（冬期間の取扱
2003.02. 品目について）

しむ地域活性と生き甲斐づくりを図る。
また，地域に抱負に残る自然資源を活か

岩代町農産物直売所運営管理組合（仮称）
2003.03. 設立

したウリーン・ツーリズムや観光産業と
連携した都市と農村の人々との交流施

先進農産物直売所視察研修（出荷盛期前の
2003.06. 取扱品目について）

設，また農村・地域情報の発信基地とし
て活用して，交流人口の増加と地域の活
性化に寄与する（「むらづくり計画」
，
2003）。

厨房責任者（調理人）の町内募集と提供メ
2003.10. ニューの確認
2004.02. 登録者に対する出荷方法説明会
2004.04. 岩代町農産物直売所オープン

２．道の駅「さくらの郷」の管理・運営基準
『二本松市道の駅「さくらの郷」施設の維持管理・運営業務の内容及び基準（仕様書）』には
次のように書かれている。道の駅「さくらの郷」の管理方針として，施設・設備はその機能と特
性を十分に把握した上で安全・清潔に保ち，その機能を正常に維持するとともに，次年度以降の
運営を視野に入れて，適正な維持管理と必要に応じた保守点検を行うことをあげている。また，
運営方針として，「さくらの郷」は，地域農業の振興を基本に，農業生産者の利用に供する者と
して市が設置する施設であり，施設の主たる利用者である農産物等の生産者組織の設立・運営及
び計画的な生産や農産物の育成等に係るひつような支援を行うとともに，平等かつ円滑な利用が
可能になるように努める。また，運営の条件として，①市民の平等な利用が確保されるものであ
ること。②施設の適切な維持管理を図ることができる者であること。③施設の効用を最大限に発
揮できるものであり，市民サービスの向上を図ることができるものであること。④施設管理費の
縮減が図られるものであること。⑤安定した管理に必要な人的及び物理的能力を有しているこ
と，又は確保する見込みがあること。以上の 5 点をあげている。
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３．企業組合「さくらの郷」代表理事

山崎友子氏へのヒアリング

2015 年 11 月 5 日，企業組合代表理事の山崎友子氏に，「さくらの郷」の設立経緯と活動内容
についてのヒアリング調査を行った。
1）
）女性向けグリーンツーリズム講座参加への経緯
「さくらの郷」は，代表理事の山崎友子氏によって設立された。「さくらの郷」の設立の背景
として，当時 30 代だった山崎氏が，築年が経過した自宅を活用して，グリーンツーリズムを始
めたいと思ったことが始めのきっかけである。それと同時に当時の農業新聞に，東京で開催され
た農林水産省主催の女性向けグリーンツーリズムに参加した秋田の女性の記事が掲載されてお
り，それを見て自分もこの講座に参加したいと思ったという。そこで山崎氏は全国から約 40 人
の枠に応募。1996 年に第 3 期生としてこの講座に個人的に参加した。この講座には北海道から
鹿児島まで，全国各地からグリーンツーリズムに関心を持つ女性が参加した。その講座で山崎氏
は，当時まだグリーンツーリズムの概念が浸透していなかったことから，グリーンツーリズムを
始めるためには地域での仲間作りと地域の人々の協力が必要であるということ学んだ。また，全
国のグリーンツーリズムに関心を持つ女性たちから刺激をもらったという。この講座には私費で
参加，当時子育て中でお子さんも小さかったが家族の協力もあり，そのこともこの講座へ参加し
ようと思った経緯であるという。
山崎氏を含む第 3 期生は当時「ヴェレーの会」というグループ名をつけていた。第 3 期生の何
人かとは講座終了後も連絡を取り合い，互いに農産物を送り合ったり，時にはメンバーが作った
という燻製ベーコンなどの加工品ももらったことがあったという。
2）
）グリーンツーリズム講座参加後の活動
グリーンツリーリズム講座から戻った山崎氏は，翌 1997 年に現在の「さくらの郷」と同じ場
所で土日限定の農産物直売所を小さなパイプハウスで始める。近所の東新殿から山崎氏を含め 5
人でこの直売所を始める。力仕事などはご主人に頼み，近い人からこの直売所運営に協力しても
らっていったという。この初期メンバー5 人のうち 4 人が現在もさくらの郷のメンバーとして残
っている。
直売所を始めた当時の山崎家の農業経営は，主に米，ナメコ，リンゴ，育苗であった。ナメコ
は空調栽培のため 1 年を通して収穫できた。ナメコ栽培は山崎氏の両親が中心となって行ってお
り，山崎氏はリンゴ栽培を主に担当していた。そのほか稲作はもちろん，農協へ出荷するピーマ
ン苗などの育苗を行っていた。この育苗の流れは現在のさくらの郷にも受け継がれており，春先
に開催する種苗の直売は人気だそうだ。少量多品種栽培が直売所運営にあたって良かった点であ
るという。
山崎家以外の農業経営は，米，リンゴ，キノコ類，ホウレンソウなど季節によって変わり，こ
ちらも少量多品種栽培であった。
パイプハウスでの直売所を始めた当初は，それぞれの農家が，食べ切れないもの，いわゆる B
級品などを持ち寄っていた。当時は遠方から顧客を呼ぶよりは，地域の仲間作りという意味合い
が大きかったという。参加する農家は皆専業農家かつ子育て中であったため，農産物を直売所に
持ってくることが精一杯だったという。地域でいきなりグリーンツーリズムを始めようと思って
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も，地域の協力が得られなければ，グリーンツーリズムは成功しないという講座の教えがこの直
売所運営の基盤になっている。
3）
）農産物直売所「さくらの郷」設立までの経緯
パイプハウスでの直売所を運営しているうちに当時の岩代町長の大内正男氏が直接直売所を来
訪。町長が直々に来訪したことをきっかけに町の事業として，パイプハウスの直売所を正式に岩
代町の農産物直売所として運営することが決まった。山崎氏がこの事業のことを知ったのは前年
の 2003 年だったという。行政では 2001 年からこの計画が進んでいた。「さくらの郷」の名称
は，農産物直売所設立の際に，一般公募によって決まった。農産物直売所「さくらの郷」は
2004 年 4 月にオープン。
農産物直売所設立にあたって，直売所での販売希望者を募集したところ約 60 組が集まった。
農家はもちろん南が丘牧場などの企業も集まった。農産物直売所開設と同時期に，さくらの郷か
ら約 1 キロのところにある「合戦場のしだれ桜」がマスコミに取り上げられ，「合戦場のしだれ
桜」を目当てに観光客が集まった。
4）
）道の駅「さくらの郷」
2013 年に農産物直売所「さくらの郷」
は道の駅登録を受け，道の駅「さくらの
郷」となる。
図 18 の道の駅「さくらの郷」の年間売
り上げの推移を見ると，2004 年のオープ
ン当初から順調に売り上げを伸ばしてい
るが，2011 年の東日本大震災の原発事故
による風評被害の影響は大きく，その年
は大きく売り上げを落としている。しか
図 18 道の駅「さくらの郷」年間売り上げ

し，一度は落ち込んだものの，順調に売

二本松市役所ヒアリング時の資料より作成

り上げを伸ばし，2014 年度は過去最高の
売り上げを出している。2013 年度に道の駅に登録されてからの，伸び率も大きくなっている。
道の駅「さくらの郷」では，農産物の直売はもちろん，加工品販売，食堂運営を行っている。
中でも，加工品，食堂では地元産の食材を使い手作りにこだわっている。缶詰などは使わず，そ
の日に出る商品はすべてその日のうちにすべてさくらの郷の従業員によって作られている。季節
の野菜に関しては丁寧にし下処理をした後，冷凍して一年を通して地元産のものを提供できるよ
うにしている。
山崎氏は，どんなに小さくても曲がっていても地元産品を使うことに意味があるという。地元
のものを使い，その対価としてきちんとお金を支払うことで地元の農家の意欲も高まり，生産技
術の向上につながる。また，農家にも必ず買い取ることを約束して前年より多く野菜等を作って
もらうこともあるという。
加工品の一部として，おにぎり，餅，コロッケ，おこわなどがある。また，地元産のリンゴ，
ソバ，プラムを使った地ビールを発売している。この地ビールは，旧東和町にある「ななくさナ
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ノブルワリー」へ生産を依頼している。組合員でリンゴ農家は 3 軒，ソバ農家は約 10 軒であ
る。ソバに関しては県の補助金で 2014 年にコンバインを共同購入し，ソバの生産に取り組んで
いる。また，ソバの栽培にはコンバインを使用するため，傾斜地でなくまとまった農地が必要と
なるため，ソバ栽培をできる農家は限られてくるという。今年度からは地ビールのほかにソバ焼
酎を製造する予定だ。道の駅の指定を受けていから，県外ナンバーの車が増えたという。
現在，道の駅「さくらの郷」以外の道の駅のとの交流は，勉強会や研修会の交流のみになって
おり，自発的に一緒に何か活動をするまでには至っていない。山崎氏によると，個人的な交流は
あるものの，道の駅同士で何かに取り組むためには時間や労力などが必要になるため，現段階で
は難しいという。
5）
）企業組合「さくらの郷」の組織体制
従業員の男女比は，男性 2 名，女性が 14 名である。その他，外部からそば・うどん打ちの
人，さらに繁忙期限定で来てもらうスタッフを含めると約 20 名に給与を出している。男性 2 名
以外はパート社員であるが，社会保険に加入してもらっているそうだ。年代は 30 代から 65 歳ま
で。皆，岩代地区，東和地区から来ている。企業組合立ち上げの際に町や農協から出向した人物
はいないが，男性スタッフの 1 人が，役場職員を定年退職後，さくらの郷のスタッフとして働い
ている。シフト制で 1 日平均 11 人が出勤している。土日の混雑時は 3～5 人増えるという。給与
が平等に渡るようにシフトは変動することがあるという。
さくらの郷は経理・事務部門，直売（レジ）部門，食堂部門，加工部門の 4 つの部門からな
る。各部門に主任が 1 人ずつおり，そのほかに男性の店長がいる。経理・事務部門以外の 3 部門
の人員配置はローテーション形式で，全てのスタッフがすべての部門を担当するような仕組みと
なっている。朝は加工場でおにぎりなどの加工品を製造し，それらをある程度店頭へ出したら直
売レジ，食堂へ回る。全ての部門を担当することで，それぞれの部門の大変さを知ることができ
る。
新しい事業を取り組むにあ
たって，専門的なアドバイザ
ーはいないという。山崎氏が
中心となってアイディアを出
し，企画委員会への諮問など
を行い，事業の実現化が図ら
れている。山崎氏が中心とな
って企画をしているが，企画
委員会の中で出た意見を採用
することもある。今後は他の
アイディアをもっと積極的に
図 19 道の駅「さくらの郷」のチラシ
（2015 年 9 月 道の駅「さくらの郷」HP より引用）

取り入れられるようにしたい
という。また，毎月のチラシは従業員が制作した後，山崎氏がチェックを行い，道の駅「さくら
の郷」のホームページに掲載している（図 19）
。イラストや字体に山崎氏のこだわりが見える。
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6）
）東日本大震災の影響
震災当日から 3 日間停電と断水の状況が続いた。山崎氏がリンゴの防除用の 500 リットルのタ
ンクに貯めていた水を使用し，炊き出しを行った。利用者は浜通りから避難してきた人たちがほ
とんどであったという。3 月 20 日まで炊き出しを行い，20 日以降から 3 月 31 日まで休業の余儀
なくされた。約 10 日間の休業を経て，4 月 1 日から営業を再開した。再開後も農産物は全く売
れず，その年の売上は前年比べて大きく落とした。
また，停電したために浄水増が動かず，トイレの水も流せなかったという。この経験を踏まえ
て，道の駅の登録の際に，避難所としても利用できるように行政の補助で発電機を設置した。さ
らに現在建設中の加工施設も，避難所として利用できるように建設している。
さらに，東京の個人の方からの寄付で駐車場内に放射線測定室を建設。測定器は市のもので，
そこで出荷する農産物の放射線値を測定している。
また，石窯で使う薪は県外産，炭は震災前に焼かれたものを使用している。薪は郡山の材木屋
から運んでもらっている。木材の放射線測定は県の林業試験所で行われている。
7）
）今後の事業展開
現在，農山漁村活性化プロジェクト支援交付金事業による農産物加工施設の新築工事が行われ
ている。加工施設が建設されるにあたって，まず，地元産の食材を使ったラーメンの開発を進め
たいという。お客からもっとも要望が多いものがラーメンだそうで，今年種を蒔いた「ゆきちか
ら」という地元産の小麦を使った麺を使用したラーメンを将来的に作りたいという。また，現在
の加工品の中で弱い漬物部門を始め，健康志向のスイーツ，パンなどの加工品も製造したいとい
う。そのためにすでに従業員に講習会に参加してもらったり，また，加工品の数が多くなること
には，従業員の数も必要になるため，今後新しい人員募集をするそうだ。
また，宮地（2013）で述べられているように，行政から期待されていることとして，独居老人
世帯への安否確認を含めた宅配事業があげられる。しかしこれは，人件費などのコストの面を考
慮すると，1 人暮らしの高齢者に「安い」お弁当を「毎日」宅配することは難しいという。これ
らのことを踏まえて，今後行政と連携して，事業計画の中に訴えかけていきたいそうだ。
さらに，「さくらの郷」の役割として，若い世代への地域の魅力の発信があげられる。さくら
の郷ではピザの石窯を利用して，地元の小学生へピザ焼き体験を行っている。また，景観維持の
一環として，
「さくらの郷」の向かい側土手の整備も，組合員をはじめとする地域の方々によ
り，草むしりが行われている。山崎氏によると，遠方からの来客だけでなく，地元の子どもたち
にも「ここはいいところだな」と思ってもらいたいそうだ。
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Ⅴ．まとめと考察
１．まとめ
1）
）阿武隈山地，
阿武隈山地，旧岩代町の地域づくり
阿武隈山地は，平坦地が少なく，丘陵地が多いため，傾斜地を活かした養蚕，葉タバコ等の工
芸作物を主要産物としてきた。しかし，どちらも 1990 年代以降衰退してきた。地域の主要産業
を失った阿武隈山地の地域は養蚕，葉タバコに代わる新たな地域資源を活かしての地域づくりに
取り組まざるを得なくなった。中でも旧東和町の有機農業による地域おこしなど，地域独自の主
体的な活動が，評価される例も少なくない。旧岩代町は旧東和町の隣町であり，養蚕，葉タバコ
を主要産業としてきたが，それらの産業が衰退してしまったあと，目立った地域づくりの取り組
みがみられなかった。
2）
）「さくらの郷」概要
旧岩代町新殿地区にある「さくらの郷」は，代表理事の山崎友子氏によって設立された。山崎
氏は 30 代の頃，グリーンツーリズムに関心を持ち，自分も地域でグリーンツーリズムを始めた
いと思ったことがきっかけで，女性向けグリーンツーリズム講座に個人的に参加した。当時はま
だ，グリーンツーリズムという概念が浸透しておらず，地域でグリーンツーリズムを始めるため
には，地域の人々の理解と協力が必要であるということをこの講座で学ぶ。講座が戻った山崎氏
は，近所の方々と農産物直売所を設立する。設立当時は，土日限定営業で，皆が食べきれない農
産物を持ちよっていた。当時は山崎氏を始め，メンバーが子育て中かつ専業農家ということもあ
って，農産物を持ち寄ることが精一杯であった。この直売所に当時の岩代町長が関心を示し，町
の事業として農産物直売所を運営することとなり，2004 年に同場所で農産物直売所「さくらの
郷」がオープンした。2013 年に農産物直売所が道の駅に登録。道の駅「さくらの郷」となり，
同時に企業組合「さくらの郷」が発足。法人化する。

２．考察
1）
）旧岩代町の地域づくり
合併前の旧岩代町の地域振興計画では，農林業，商工業，観光の分野の課題解決，更なる地域
発展のための施策が盛り込まれていたが，約 15 年が経過した現在，それらの振興計画の内容が
実現されているとは言い難い。2005 年の周辺市町村との合併が大きな原因でもあると考えられ
るが，人口減少を始め事業所数の減少など「地域発展」とはいえない。
2）
）中心人物の動機とタイプ
蓬田(2014)の研究では，旬の店「シンフォニー」で働く女性は大きく 4 つのタイプに分類する
ことができるとしている。それらを踏まえると，まず，「さくらの郷」の設立者であり代表の山
崎氏は「交流型」の要素を大きく含んでいるといえる。山崎氏は，「さくらの郷」を設立するき
っかけにもなった女性向けグリーンツーリズム講座で，「グリーンツーリズムを始めるにあたっ
て，地域の理解と協力が必要である」ということを学んだ。さらに，
「地域での仲間作り」の意
味合いが大きいということから，「交流型」に当てはめることができるのではないか。もちろ
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ん，「やりがい型」と「使命感型」の要素も含んでいると考える。
3）
）少子高齢化山村における道の駅「さくらの郷」の役割
阿武隈山地の少子高齢山村おける直売施設の役割は，1 点目は女性の活躍の場としての役割で
ある。「さくらの郷」の従業員はほとんどが女性であり，雇用の場が少ない新殿地区で，女性が
働く場としての役割を果たしている。2 点目は，地域の農業生産技術の向上である。直売所開設
当初は，「自分の家で食べ切れなかった農産物を売る」という意味合いが強かったというが，商
品として売ることで，生産者自身の生産技術を向上させる役割があったといえる。3 点目は，農
業生産の拡大である。出荷農家に来年の買い取りを約束して，多く作付けしてもらうことがある
という。このことは，生産者の営農意欲の向上と農業生産の拡大の役割を果たしているといえ
る。4 点目は，高齢者の生きがいづくりの役割である。「さくらの郷」の出荷農家はほとんどが
高齢者であるが，どの農家にも平等に役割を与えている。このことは，高齢者の生きがいづくり
の役割を果たしており，
「さくらの郷」設立時の事業目的でもある，「儲けながら楽しむ地域活性
と生きがいづくり」を果たしているといえる。
4）
）「さくらの郷」の課題
1 点目は，行政との連携である。宮地（2013）や山崎氏へのヒアリングにもあるように，今後
の事業展開として，高齢世帯への安否確認を兼ね宅配サービスの実現があげられていたが，現在
の組織体制では，人件費などのコスト面で実現は難しいという。この宅配サービスは高齢世帯に
安定的にサービスを提供することに意味がある。そのため，実現には行政からの補助金等の支援
が必要になる。事業の実現のためにも，市役所や社会福祉協議会といった行政との連携が必要に
なり，行政の今後の事業案にも訴えかけていくことが重要となる。
2 点目は，若い世代の取り込み，育成である。現在，「さくらの郷」の出荷農家のほとんどが
高齢農家である。「さくらの郷」の今後の発展と存続のためにも，若い世代の育成が必要にな
る。山崎氏も地元の小学生を対象にした「ピザ焼き体験」や，景観維持のための草刈りなど，地
元の子供たちに関心を持ってもらい，自分の住む地域に愛着を持ってもらえるよう，活動に取り
組んでいる。
5）
）「さくらの郷」への提言
1 点目は，二本松市内の他の道の駅との連携である。現在，二本松市内には道の駅「安達」上
下線と，道の駅「ふくしま東和」と「さくらの郷」を合わせて 4 つの道の駅が存在する。しか
し，現在それらの道の駅との交流は，共同の勉強会，研修会のみにとどまっており，共同でイベ
ントなどを開催するには至っていない。経営規模，立地条件に違いはあるものの，共同のイベン
ト企画，商品開発などを行うことで，広域的な地域おこしと情報共有が可能になるのではない
か。
2 点目は，地域資源の活用である。現在，「さくらの郷」では桜の時期にイベントを行ってい
。
ない。「さくらの郷」周辺には，名称の由来にもなっている桜の名所が多く存在する（図 20）
それらの桜はほどんと外部には PR されず，入り込み客の増加に活用されていない。それらの地
域資源を活用したイベント企画，地域づくりが可能になるのではないか。
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図 20 道の駅「さくらの郷」周辺の桜の名所
（岩代町観光協会 HP より作成）

３．残された課題
今回この卒業論文の執筆にあたり，課題があげられる。まず，ヒアリング調査を十分に行えな
かったことだ。「さくらの郷」へのヒアリングを 1 回行ったが，「さくらの郷」の詳しい客層や，
会員規約の詳しい内容を把握することができなかった。少子高齢山村における直売施設の役割と
して，4 つの役割を見出すことができたが，なぜ，そうなったのかさらに掘り下げるには情報量
が足りなかった。また，人口や世帯数などの統計分析の結果がなぜそうなったのか，その原因・
根拠について分からない部分があり，それについてのヒアリングを行うことができなかった。

＜謝辞＞ 本論文の作成にあたり，ヒアリング調査にご協力頂いた「さくらの郷」代表の山崎友
子様をはじめとする，「さくらの郷」のスタッフの方々に，記して謝意を表します。また，資料を提
供してくださった二本松市役所企画財政課の官野様に御礼申し上げます。さらに，ご指導頂きました
高野先生に御礼申し上げます。
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