1970年代
後半〜

「地域おこし」の登場

奥会津

・高度経済成長期，都市から遠く，企業進出も少なく，若年層が流出
・人口半減 ⇒地域存亡の危機

・「おこし」 … 外部頼み（企業誘致,政府補助）から，自立的な地域づくりへ
・過疎地の住民自身の発想による地域づくり「運動」としての意味が。

1960
柳津町

★地方の「自立的」地域づくりへの流れ
・「ふるさと町民」… 三島町1974
・「一村一品運動」… 大分県1979
⇒「内発的」地域づくり
… 資源,人,技術,アイデアが外来のものでは
なく，自地域内のものを活かして行う発展。
・地元の人が自地域の資源や技術を評価し，
自分たちの創意によって特産品の開発や地
域づくりにつなげる発展方策。

・「なにもない村」 ⇒ 地元の「価値」再発見
⇒ 地場資源の活用・創造
… 1990年代，「地元学」の興隆

★理論形成
・「地域主義」（1977,玉野井芳郎） … 地域の住
人が，風土的個性を背景に、一体感を持ち、行政・
経済的自立性と文化的独立性を追求すること。

昭和村
只見町

・地方分権派知事 … 長洲一二（神奈川：1979
「地方の時代」を主張），平松守彦（大分：一村
一品），細川護煕（熊本：「地方反乱の時代」）

下郷町
南郷村
田島町

1978〜80，小説新潮連載
1982，書籍出版
・第33回読売文学賞
・第13回星雲賞
・第2回日本SF大賞

⇒ 地域づくりの手法として，
各地にパロディー「独立国」
が出現
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伊南村

・1981，『吉里吉里人』 ⇒ "独立国"ブーム

1980

舘岩村

★政策支援
・三全総（1977） … 「定住圏」構想 ＝ 地方都市
を中心とする「生活圏」での人口維持
・三全総フォローアップ報告（1983）… 「地域
産業おこし」を公式に提唱
・ふるさと創生1億円交付金（1989, 竹下内閣）

檜枝岐村
※南郷，伊南，舘岩，田島は現「南会津町」

・1970年代後半〜，各自治体が「地域おこし」に着手
・首都圏自治体と提携した山村体験，スキー場開発
・特産作物 … 南郷トマト，下郷リンドウ，昭和村カスミソウ

金山町,
金山町 三島町map
三島町

『吉里吉里人』

左図町村
の合計→

三島町
金山町
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三島町のふるさと運動
・1970年，人口減少率が県内最悪を記録
（1965〜70年，－17.2％）
・危機感を持った町は，行政・町民一体に
なって「自分たちで考える」町づくり＝「ふ
るさと運動」を開始。
・当時，都市住民の「余暇時間」の拡大が
関心を集め，各地で観光開発（奥会津の
自治体ではスキー場）が構想された。
・しかし三島町には知られた観光資源は
何一つない。あるのは山だけ。

伝統生活技能の産業化
・この結果，多くの人が三島町に来訪
・訪れる人から「何が大切か」 を教えられる

1986 「生活工芸館
生活工芸館」完成。初代館長
福田耕士氏
生活工芸館

・人とのつながり，外からの視点の大事さ。

1987 第1回「ふるさと会津工人」まつり（以後毎年）
1990 「いとへん会
いとへん会」発足。初代会長
五十嵐文吾氏
いとへん会

⇒「何もない」奥会津の山村でも，人を呼び込む
地域づくりができる，という自信を得る。

・以後，地域の見直しによる事業を展開 ↓

1991 「工人の館
工人の館」完成。
工人の館

↑生活に根ざした工芸品の数々

1993 長郷千代喜氏が県の卓越技能者に認定(山葡萄細工)
1995 宮下・西方小中統合,「交流センター山びこ
交流センター山びこ」完成
交流センター山びこ

クルミ皮

1996 久保田節子氏が県卓越技能者に認定(ヒロロ細工)
1997 ヒロロ，山葡萄，マタタビ細工，桐タンスが県伝統的工芸品に指定

★この「何もない」ことは「失われてい る」
ことではなく，手つかずの自然，伝統生活，
人情があること。

1998 生涯学習センター「カタクリ」開設

・それを「理想の町」として，一緒に町づく
りに参画してくれる人を募集しようと，1974
年，「特別町民制度」を創設。

2001 「三島町生活工芸運動友の会」発足。会員130人。

・これはメディアで報道されて反響を呼び，
申し込みは800世帯超え。

「会津桐タンス株式会社
会津桐タンス株式会社」設立。
会津桐タンス株式会社

2000 「生活工芸運動推進会議」発足。台湾工芸研究所と友好交流協定。

「みしま工人郷
みしま工人郷」スタート。「て
て わっさの里みやした」開設
みしま工人郷
わっさの里みやした
2003 「奥会津編組品振興協議会
奥会津編組品振興協議会」発足。
奥会津編組品振興協議会
ヒロロ，山葡萄，マタタビ細工が「奥会津編み組細工」として国の伝統
国の伝統
的工芸品に指定
的工芸品

三島町HPの「特別
町民」案内 ⇒
※2008年のもの。会費等
は今も同じ。

桐の産業化
・桐材は，湿度に応じた吸湿機能があり，従前から
衣装たんす，茶箱，下駄などの材料。
・良い材質の桐を育てるには肥培管理が重要で，連
作障害や高温障害も出るなど，林地ではく畑地にも
植栽する「特用林産物」。
・近世期，幕府直轄地だった只見川流域の桐材は
重要な産物。三島・柳津の桐は特に高品質。
・しかし1980年頃には需要減少，桐価低迷。
⇒1983，森林組合が桐箪笥の制作に乗り出す
・1997，三島町・森林組合の第三セクターに。

開始当時の町長
佐藤長雄氏
「会津桐タンス」の工場
「会津桐タンス」の工場

「制度」の壁を打ち破る
のは「信念」

マタタビつる

「相徳」HPより

（奥会津三島編組品振興協議会web）

金山町
・廃校舎利用
・体験学習型観光
の先駆
・高齢者が講師役

（1978〜）

昭和村

・苧麻（からむし）は，古代から衣服の材料として各地で栽培。
・近代化とともに次々に廃れる。
・昭和村では越後上布と小千谷縮の材料用に1970頃まで残る。
・気がつけば本土最後の産地に（他に宮古島と八重山諸島のみ）。
しかし産業としての将来性はなく，風前の灯火状況に。

高齢者の役割の再評価
在来技能＝地域資源

昔話

伝統料理

「からむし織」 … 廃れかかった地域資源の再興

郷土史

・1975，村が「からむし織り」振興に着手 … 将来性はなかっ
たが，村には「他に何もなかった」。
・1983，「からむし会館」落成，生産用具が県民俗文化財に。
しかし販路拡大せず，担い手も高齢化。

・1994，イチカパチカの「織姫」募集。
1年間村に住み込んで栽培から織
りまで体験するという類例ないプロ
グラム ⇒ 驚きの応募者64人。1期
生10人を選んで事業スタート。
・2003年度（10期）まで，織姫56＋彦
星1。村内定住24，結婚定住6

納豆づくり

・1997 過疎地活性化で国土庁長官賞
・2001 毎日新聞地方自治大賞奨励賞，
「からむし工芸館」，「織姫交流館」落成
★重要なのは
・地元ではあたり前の自然と生活文化を，演出のな
い「本物の教育環境」と考える，認識の大転換
・地域人材・技能の再評価と地域づくりへの参加。
・それを通した自地域の価値の再構築

・16期09年まで80人。うち21名が村に残る

住田町の「林業日本一」
の町づくり
・住田町は気仙川上流にある林業を基幹と
し，「気仙大工」の故郷としても知られる町。
・1970年代，林業の衰退に直面するが，林
業の振興にかけるしか道はなかった。
・1978年，町の林業関係者で協議会を結成，
川上（素材生産）から川下（木材加工）まで
の事業者の統合と連携づくりに着手。
・1982年，住田住宅産業を設立。
・以後，プレカット，集成材，集成材用ラミナ
の工場を協同組合方式で次々設立。
・人口減少と高齢化が進む中，
林業・林産の従事者は増加。
・2011年の震災においては，検討中
だった仮設住宅の独自モデルを県
に提案して採用される。
昭和村map

2013年2月，住田役場の資料。売上額は，
住田住宅が2009年度，他は2011年度。

木の花ガルテン

一村一品
運動

農協直売施設「木の花ガルテン」の大成功
・1990年開設。当初50戸だった参加農家も，今は2500戸，
年商15億円。大分，別府，福岡市にも支店を展開。
・大山の農産加工品は，九州の代表的な地域ブランドに。

・大分県の平松知事が大山町
の取り組みをみて県内に推奨。
・現在（2009？），県内市町村の特
産品は336品目（年販売額1億円
以上は131品目），生産総額1,400
億円。
・今では低開発地域の振興策と
して世界に流布。
・「isson-ippin」は共通語に。
運動の原点：大山町

木の花ガルテン2

運動の原点：大山町

・1961年以来，農協が山間地でもできる梅と栗の作付け
を推進。「梅栗うえてハワイに行こう」（NPC）運動を展開。
稲作不適の山間地を逆手にとった発想。
・当時，大山町ではダム建設が始まり，農業
生産はさらに減少の運命に。
⇒零細農家の収入を補うため省力作物の
ウメ・クリの導入を町単独で推進。
ダム補償金を投入，人づくりのため有線
TVを各戸に設置し，技術学習，国際研修を
推進。
・特定作物の「大産地」育成を奨励する農
業基本法の「近代化」政策とは異質の「内
発性」
・町長兼農協組合長の強力な指導力。

・1965〜第二次NPC運動（人づくり）,1969〜第三次
NPC運動（コミュニティづくり）へ展開
・1967〜農閑期に村をあげてハワイ旅行へ
・1970年代，工場誘致ブームの中で3工場誘致。
・結果，作物管理が不十分で品質悪化。工場も低賃
金・不安定雇用で，家計の充足に不十分。
⇒多品目複合農業に着手。スモモ，ナシ，ブドウ，とり
わけエノキタケ栽培で大成功。
⇒いつしか大山は，農産加工で毎年村をあげてハワ
イ旅行に出かける村として全国から注目。
・1979，平松知事がこの取り組みを「一村一品運動」
と名づけて推奨。

