第 1 回 山里の未来研究会 会議録
平成 21 年 10 月 22 日 19 時〜21 時
飯南産業文化センター2 階会議室
参加者 山里の未来研究員 柳瀬伸一、大垣内壽望、床呂さや子、臺 尚、廣博子、野呂ゆかり 、
山本斉、 岩男安展、 松本隆雄、 池添友一、 尾上宗市、 中川てる、 西
井玉枝、 小牧正世、 谷口文雄、 高宮 茂、 大石正幸 計 17 名、
県職員

三重県松阪県民センター 斎藤 孝

市職員 まちづく り 推進課 辻、 商工観光課 宇佐美、 農林水産課 大野、 豊
倉、 宇気郷地区市民センター 清川、 嬉野地域振興局地域振興課 中
林、飯南地域振興局地域振興課 井田、飯高地域振興局地域振興課 内
田、 山口総合政策部長、 沼田政策担当参事、 加藤政策課長、 岡本政策
課長補佐、 北河政策担当主査
開会
辞令交付
部長挨拶 市といたしましては、 中山間地地域の活性化を松阪市全体の問題と捉え、 重要な事業
として取り 組んでいます。 それぞれの地域が持つ魅力・ 宝をどのよう にして活用していく
かを、 研究員の皆さんと協力しながら考えていきたいと思っていますのでよろしく お願い
いたします。
自己紹介 17 名の委員、 職員の自己紹介
研究テーマについて
委員 皆に広げる前に尐し勉強すべき、 実践は地域で
委員 このメ ンバーで勉強していく の？勉強しながら取り 組めることはやっていく 方がよいので
は？このテーマではスケールが大きいのでどちらの方向へ向かっていく のかわからない。 ど
れかに絞らないと難しい。 絞ることはできないですか？
事務局 皆様で自主的に考えて取り 組んでいただければと考えています。 皆さまで議論していた
だきますよう お願いします。
委員 事務局が提案のグループで、 部門別に分かれてまた、 地域を分けてもまとまらないのでは
ないかと思います。 テーマによっては考えにく い。 こう いう 分科会に入っても意味がないし
わからないと思う 。

すべての事業に交流となっているが何を交流していく のか難しい。 ま

た、 体験ツアーは何を対象にしていく テーマなのかわからない。

委員 地域にあったものを、 緊急に課題となっていることをテーマにして推進していく 方がよい
のではないか。
委員 ワークショ ッ プを行い地域の問題点、 課題点を出し合いそれにより グループ化したらよい
のではないか。 問題点の洗い出しをすることがいいと思う 。
委員 地域の課題があるのだから、 今問題となっている駅前の再開発ではなく 、 地域の課題に取
り 組んでいける折角の機会なので、 事務局の案で分けるより 地域課題でグループ化する方が
いいと考える。
委員 農業関係問題で取り 組んでいこう とすることは嬉しい。 中心市街地だけでなく 、 地域バラ
ンスも大切である。 クレソンなどの現在取り 組んでいることで田舎の良さをだせるよう 一石
を投じたい。 行政が後押しをしてほしい。
加藤課長 山里の未来の研究会の事務局のスタンスは、 一緒に進めていく と考えています。
事務局の事業案は事前に皆様からいただきましたアンケート から考えてたたき台として設定
したものです。 提案させていただきました３ つのテーマにはこだわっていません。 課題を洗
い出し勉強していく のもよいのではと考えています。
委員 提案のあった３ つの事業について、 どれをするのか決めにく い。 もし、 このメ ンバーで 3
事業ごとに分けると 6 人ずつとなり 尐人数のグループになり 意見が出にく い
委員 山里で取り 上げているテーマとして目新しいものではなく 山里の課題である。 解決を考え
ていく のは後ろ向き。 各地区に光るモノ 、 魅力、 宝は何か。 もう 尐しみんなで可能性のある
ものを発見、 意見を出し合い集約していく 方がよいのではないでしょ う か。
委員 今後の進め方として、 地域毎のテーマを優先したらどう でしょ う か。
飯南、 飯高グループと嬉野、 宇気郷グループの 2 グループにし、 テーマは地域で取り 組みた
いことに絞ったらどう でしょ う か
委員 2 グループにし地域性を重視してテーマを絞っていく ことが考えられる。
委員 ここに集まって見える方は地域で活動、 行動している方々。 交流することにより 共通点が
ある。 共通点を見出し進めていく ことがいいと考えます。 事務局案の 3 事業でグループ化す
るのは難しい。
加藤課長 地域活動が活発なところは要素が上手く 組み合わさって元気になっている。 要素がか
み合っていないところとの地域間格差が出てく る。地域を元気づけるには様々な手法がある。
先進地の事例を地域に導入してみるのもいいと考える。

地域の課題を見つけ情報交換は必ず行っていきます。
委員 例えば山、川、畑、家などをテーマにしたらどう か。

山なら間伐、薬草、畑なら特産品、

川 あまご、 自然、 交流、 家なら安全に住めるなど活用できるよう なテーマでわかれたらい
いのではないか。
委員 地域の資源が何かわからないこともある。 また、 飯高の山と宇気郷の山と山でも地域によ
り 違う 。 畑でも同様ではないか。 地域の資源が違う 。 出してから考えるのがよいのでは。 詳
しい人を巻き込み各地域地域の声をまとめて意見交換をしたらどう か。
委員 地域に住んでいる人でもいいところが見えないこともある。 地域テーマに分けるより 魅力
あるところから考えていけばどう か。 それぞれの魅力を伸ばしていく 考え方が大切。
委員 公民館活動として一生懸命取り 組んでいる地域は公民館長との意見交換もしたらよいので
はないか。
委員 何回会議を開催するかによるが、 3 月末日までが任期であることから 1 つのテーマに決め
て取り 組んだらいかがか。 例えば、 移住問題、 高齢化などテーマが地域にあう かどう かわか
らないがまとまり やすいのでは。
委員 １ か月に 1 回の会議では大きなテーマではできない。 １ つのテーマを決めて方向性をだし
て行く 方がよい。
加藤課長 いわゆる限界集落が松阪市でも今後出てく る可能性があり ます。 国の調査で 5 年先に
消滅するといわれているところもあり さみしい。く いとめたいが全部は無理だと思われる。1
か所でも起爆剤となって波及したらよい。 課題問題点の解決方策を見つけ終わってしまう よ
り も光り 輝く 素材を見つけ出し磨きあげていく やり 口の方が発展性があるのではないか。 皆
さまに活動の知恵を出していただきたい。 勉強する機会を設けていく 。 現在、 地域が活性化
しているところも失敗していることもある。 何が失敗した原因か視察をして話を聞きに行く
のもよい。 意見がでていましたよう に全体でまとめてやっていってもよいし、 地域でテーマ
を見つける、 地域を２ つのグループに分ける、 テーマにこだわらずしれぞれの地域でどう い
う ことができるのか、 宝は何があるのか、 地域毎にグループを組み議論していく 。 グループ
で議論したことを相互に報告し合い意見交換を行う よう していきます。
委員 得意な分野で見つめ直し地域間同士交流を行う 。 似通った分野でまとめていく 。
委員 山にある既存のウォーキングコースなど一緒になって歩き知ってもらう ことを考えている。
この研究会は研究するだけなのでしょ う か。 実際にやるのかどう かわからない。

岡本課長補佐 実際にやれることから、 どんどん実行していただいて構いません。 地域の人を巻
き込んで活性化を図っていただければと思う 。 型にはまった会議ではありません。
委員 3 地区を一緒にまとめよう としている。 それぞれの地域で選出していただいているのでま
とめるのは難しいのでは。
加藤課長 今後グループで話し合いをしていく 。 この研究会は本年度は 5 回を予定している。 来
年、 再来年とステッ プアッ プしていきたい。 この研究会の要綱にも再任を妨げないことから
継続して議論をお願いいたしたい。 2 つのグループ分けをいたしますが相互に内容報告を行
い、 違う 角度から意見やアイデアを出し合い情報交換を行っていく 。
委員 話し合ってもいいが意見を聴く 、 既存のイベント の中でお互いに交流し地域間でサポート
していく のもいいのではないか。
委員 2 グループに分かれて進め方など検討していく のではどう か。
加藤課長 グループ分けして課題等を見つけ出す。 グループで進めていく う ちにリ ーダとなる方
など役割分担ができてく るのではないかと思います。
委員 だいたいの方向性を出した方がいい。
山口部長 事務局から事項書に記載しており ますが、 本日の皆様のいただきましたご意見を整理
して次回の会議で示し意見をいただきたい。

概ね次の方向で次回進める。
地域性を考えた 2 つのグループに分け、 地域の宝物を探し、 テーマの検討を行う 。 研究会の最
後に内容報告を行い、 情報交換を実施する。

第２ 回山里の未来研究会 会議録
平成 21 年 11 月 11 日（ 水） 19： 00〜21： 10
飯南産業文化センター２ 階研修室

１ ． 総合政策部地域マネジメ ント ・ 政策担当参事あいさつ
２ ． 研究テーマについて
「 飯高・ 飯南地域」 と「 嬉野・ 宇気郷・ 勢津・ 阪内地域」 のグループに分かれて地域
の宝物を出し合い検討する。
第 1 グループ
参加者… 山里の未来研究員

飯高： 柳瀬伸一、 大垣内壽望、 床呂さや子、 臺 尚
飯南： 廣博子、 野呂ゆかり、 岩男安展
（ 欠席： 山本斉）

市職員

政策課： 加藤課長、 岡本課長補佐、
まちづく り 推進課： 辻主幹、
飯南地域振興局： 井田主査

上流社会「 飯高・ 飯南地域」 グループ
進行役… 岩男、 発表者… 柳瀬、 記録… 行政
研究テーマの絞込み
始めに、 臺さん（ 飯高、 波瀬） より 、 マームから飯高・ 飯南地域の地元特産品を
マーム１ Ｆ のスペースを使って販売しないかとの話があり 、 11 月 20 日過ぎから
開店を予定しており 、 茶倉の山本村長や飯高へも声をかけて商品を出店して協力
を呼びかけている。 商品は、 野菜やお菓子などのほかにも地域の資源を活用した
もので、 食べ物以外でもよいとの事らしい。 アンテナショ ッ プとして考え、 地域
の情報発信にもなり 、 活用できると思う 。 負担金は、 最初のみ 1,000 円とか、 ま
だ検討中である。
（ 各地域の宝物探しについて出し合う ）
【 イベント 】
・ 波瀬試食会（ 11/20）

…

波瀬林業センターにおいて、 鹿肉や米粉、 そば粉、

小豆などの食材を使って、 東京から 5 名のプロの料理
人が来て調理する。 猟友会や山林舎などへも呼びかけ。
・ 口笛コンサート （ 11/22）
・ 遊休農地の活用
・ 山の神
・ 魚つかみ大会（ 森を考える会）

・ 盆踊り（ 森を考える会）
・ 春まつり （ 森を考える会）

…

ツカモト シスターズのサッ クスコンサート 、

ダム湖遊覧、 あまご釣り
・ 飯南ふれあいまつり
・ 茶倉マラソン
【 スポッ ト 、 場所】
・ 千石谷

…

紅葉がよいが整備されていない

・ 深野のだんだん田、 棚田
・ 香肌峡
・ 茶倉橋
【 モノ 】
・ お茶
・ サザンカ
・ エド ヒガン桜
・ ホタル

…

仁柿、 相津、 七日市（ スメ ール宿泊者を連れて行く ）

・ 深野和紙… 和紙和牛センターで保存会が体験をさせている
【 その他】
・ セレブの会… 上流社会としての女性の会（ 櫛田川の上流を兼ねている）
・ マイスター制度の活用… あるものに長けた人（ プロフェ ッ シュナル） の活用
として制度化する。 例えば、 山歩きや炭焼き、 漬物作り などがで
きる地元の人を登録制にして、 HP などで紹介していく 。
・ 高齢者が多い
・ 炭焼き小屋
・ けやきの山
・ 仁柿小が和紙でカレンダーを作っている
研究活動の検討
季節の見どころスポッ ト をアンテナショ ッ プ（ 特産品の販売所） を使って

PR していく 方法もある。
写真も PR になる。（ 特色のあるイベント や、 景色など）
マイスター制度を活用。（ ある種の名人や達人を発掘し、 その方に案内をし
てもらう ）
春から冬にかけた PR を使い、それをテーマとして進めていく ことで、今後、
マッ プやカレンダーを作っていき、案内人、達人をだして研究していきたい。
第 2 グループ

参加者… 山里の未来研究員

山里応援者： 田川 淳、 大石正幸、 高宮 茂
勢津： 谷口文雄
阪内： 小牧正世
嬉野： 松本隆雄、 池添友一、 中川てる
（ 欠席： 尾上宗一、 西井玉枝）

市職員

政策課： 沼田参事、 北河主査、
宇気郷地区市民センター： 清川所長
大河内地区市民センター： 前川所長
嬉野地域振興局： 中林主幹

やまゆり 「 嬉野・ 宇気郷・ 勢津・ 阪内地域」 グループ
進行役… 大石、 発表者… 松本、 記録… 行政
チーム名… 「 やまゆり 」
研究テーマの絞込み
各地域での取り 組みや、 宝物、 イベント 事業を掘り 起こし 、 共通する内容を取
り 上げ、 今後の研究テーマとしていく ことを確認。
研究活動の検討
・ 各地域では、 それぞれの特色が活かさ れた事業が展開さ れているが、 今後は、
経済効果も考えていく べきでは。
・ 各地域の四季折々の事業で交流促進とＰ Ｒを考えるべきでは。
（ 例） 春祭り 、 さく ら祭り、 宇気郷まつり 、 夏祭り 、 里山体験ウォーキング
ひな祭り、 やまゆりサミ ッ ト 、
・ 各地域で特色のある郷土料理の紹介を考えていく べきでは。
（ 例） 山里の季節料理（ 堀坂山の家）
・ 各地域の名称、 事業を盛り 込んだマッ プづく り も必要では。
（ 例） なめり 湖、 堀坂山、 髯山、
・ 各地域で、自然の恵みを活かした、特産品の開発に取り 組む必要があるのでは。
（ 例） しし肉、 シカ肉、
グループ「 やまゆり 」 のまとめ
・ 各地域の観光スポッ ト 、 イベント 、 物産販売等で経済効果のでる方向性を検証
していく ことで意見がまとまり ました。

３ ． グループ討議の報告について
「 飯高・ 飯南地域」 上流社会グループ

…

発表者： 柳瀬

まず、 グループ名は、 飯高管内にセレブの会があり 、 それにちなんで「 上
流社会」 と名付けた。
続いて、 テーマとしては、 大きく 分類すると２ つに分かれると思う 。 １ つ

は、 地区のイベント やよいスポッ ト があり 、 季節により「 ほたる」 について
は、 各地で様々なスポッ ト がある。 また、 季節にあった観光やイベント のカ
レンダーやマッ プを作ることも考えられる。 2 つ目としては、 マームなどで
の地元特産物（ 農作物やお菓子、 木製品など） を販売できるが、 このアンテ
ナショ ッ プを情報発信として動く こともできる。
そして、 地域に根付いた情報を地元に詳しい人や案内人も含めたマイスタ
ー（ 達人） も合わせて情報発信できればと考える。
「 嬉野・ 宇気郷・ 勢津・ 阪内地域」 やまゆり グループ

…

発表者： 松本

先のグループとよく 似たカラーではある。 自然を生かしたイベント 、 四季
のものをイベント を通して交流していく 。 その中でも、 特産物販売をして地
域にお金がおちるよう に、 また、 参加者も堀坂山、 髯山、 なめり 湖などを生
かしたウォーキングやマッ プづく り なども楽しみの一つではないか。 やまゆ
り を生かしたイベント は、 宇気郷まつり が６ 月１ 週に、 特産物販売を生かし
た加工したものも販売できたらと思う 。 鹿、 しし肉の販売やイベント を通し
て、 地域の経済効果も生まれることとなる。

４ ． 今後の進め方について
・ 会長、 副会長の選任は、 次回へ持ち越す
・ グループ長 「 上流社会グループ」 会長： 柳瀬、 副会長： 岩男
「 やまゆり グループ」 会長： 大石、 副会長： 未定
・ 中山間地域をもっと知ろう バスツアーについて
〜 今後、 様子をみて進めていく こととする

第３ 回山里の未来研究会 会議録
平成 21 年 12 月 15 日（ 火） 19： 00〜21： 00
飯南産業文化センター２ 階研修室
１

研究テーマについて（ 具体的な研究について）
「 飯高・ 飯南地域」 と「 嬉野・ 宇気郷・ 勢津・ 阪内地域」 のグループに分かれて検討す
る。
「 飯高・ 飯南地域」 上流社会グループ
参加者… 山里の未来研究員 飯高： 柳瀬伸一、 大垣内壽望、 床呂さや子、 臺 尚
飯南： 廣博子、 野呂ゆかり、 岩男安展、 山本斎
市議会議員

久松倫生

県職員 松阪県民センター： 斉藤主幹
市職員 政策課： 加藤課長、 岡本課長補佐
農林水産課： 豊倉
飯南地域振興課： 井田主査
飯高地域振興課： 内田主幹
進行役… 岩男、 発表者… 大垣内、 記録… 行政
研究テーマ
進行役：

マームでの店の様子、 今後の課題、 展望を含め報告をお願いします。

研究員：

11 月 29 日から見切り 発車の状態で開店した。 茶倉さんなど地域の商店の方が

主に出品している。 農産物が尐ないので、 今後は個々の生産農家の方に参入いただけた
らと思っている。 スーパーと価格の競合することなく 何かに特化した農産物を販売して
いきたい。 人材が整っていないので売上代金は毎月 20 日締め、 翌月 5 日振込となって
いる。「 きっする」 のよう に毎週振り 込みは出来ない状況である。 入会金は不要で、 売
上の 10％を手数料として頂いている。地域のイベント があれば店を活用して欲しい。皆
さんの協力をお願いしたい。
進行役：

報告がありましたが、 質問はあり ませんか。

Ｑ： 人はどのよう になっているか。

Ａ ： パート 3 人を雇っているがスタッ フがカバー

している。
Ｑ： 店の広さはどれく らいか。

Ａ ： 25 ㎡（ 5ｍ×5ｍ程度）

Ｑ： 生鮮品は傷んでく るが、 処分はどのよう にしているか。

Ａ ： こちらで処分してい

る。 売れないと値下げして売っている。
Ｑ： スーパーとの競合で差別化していく 工夫はどのよう にしているか。

Ａ ： ここで買

った物は安心安全である。 大量にはないが地元産であることをＰ Ｒしている。
Ｑ： 価格的にはどう か。

Ａ ： お客さんの目は非常に厳しい。
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Ｑ： スーパーより 安い値段を付けているところもあるが何が妥当な値段なのか。
Ａ ： 比較していない。 今の段階では、 安心安全を値段に上乗せできない。 値段が同じか
それ以下でないとお客さんを引止められない。
Ｑ： 誰でも店を活用できるのか。

Ａ ： 地元の方、 波瀬と交流のある方であれば活用し

て欲しい。 委託販売は行わないので自分達で販売してく ださい。
Ｑ： 安全性の確認についてはどのよう にしているのか。

Ａ ： 個人を信頼しているので

個人の責任としている。 高齢者の生きがいになってもらえればと思っている。
事務局：

マームのアンテナショ ッ プは情報発信の場としてを前提にカレンダーとリ ンク

できないか。
進行役：

宝物カレンダーの利用方法の一つとして検討して行きたい。

研究員：

飯南町の加工品を出品して協力している。 商品の売上だけではやっていけない

と思う ので、 他に負担を求めないと続かないと思う 。 店の位置づけは情報発信の場とし
て考えていく 方が良いと思う 。 場所は暖かいところなので野菜は痛みやすいが、 客に目
の付く 野菜は目玉商品として必要。 道の駅と同じ金額で出品する必要があると思う ので
運送経費が問題である。
研究員：

店の名前は「 彩り の道１ ６ ６ 飯高飯南宝探しの店」 地元の商品に日の目を当て

て良さを知ってもらう 。 地域の情報発信をしていきたいと思っている。 来年 3 月頃まで
には集荷ルート 、 体制等を検討して行きたい。
進行役：

課題はあるが、 飯南・ 飯高のＰ Ｒの場として格好の場所であり 皆さんにも知恵

を出してもらい、 協力を願い、 盛り上げていただきたい。 始まったばかりで課題もはっ
きり 見えていないところもある。
県職員：

他の事例として、 出店の方が商品の値段が高いという 例もある。 それは運送料

を上乗せしているから、 自分の所に来て欲しいという こともある。
運送が大変という 指摘があったが、 大杉谷地区では道の駅への出品に閑散時の町営バ
スを利用している。 また、 安心安全の話では、 商品にシールを貼り 誰が生産したか分か
るよう にしている。 責任を持つのは個人という ことであった。
研究員：

今のところマームの店での個人シール等の貼付はしていない。 商品によっては

検討して行きたい。
県職員：

大台の道の駅は売れなかったものは返す。 自分たちが商店主として自覚しても

らう 。 値段の設定、 出荷量の調整をすることこそがやり がいとなる。
研究員：

返品の際、 たまにしか出品しない人の商品が残った場合、 誰が処分するのかと

いう 問題も出てく るのではないか。
研究員：

店での試飲、 試食は出来ますか。 座って飲める場所を作って店員とお客さんが

お互い話をしながら、 商品等の評価をしてもらったら良いと思う 。 折角の機会なので皆
が協力し、 松阪へ出たら一度店へ訪れてみてく ださい。
研究員：

試飲は出来ます。 説明しながら売ることは、 地元の宣伝効果は大きいと思いま
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す。 一度見に来ていただいてご意見等をお願いしたいと思います。
研究員：

店には泰運寺の紅葉の写真を主に飾ってある。 冬の写真に入れ替えをしたい。

ネガの引き伸ばしを市の方で協力いただけないか。
事務局：

相談させていただきます。

進行役：

マームの件はこの辺でとどめます。

次に
「 地元の宝物カレンダー」について、第 1 案が出来たばかりですがどう 肉付けし、
利用していく かを話し合いたいと思います。 写真があると分かりやすいので、 皆さんも
集めておいて欲しい。 活用方法等について意見はあり ませんか。
研究員：

来年春に名古屋の観光会社へ日帰りツアーの売込みをします。 今県と調整中で

都会へ向けての情報発信の第一弾として売込みを行います。
研究員：

情報発信という ことでは、 カレンダーがあって、 写真があって、 後は地図だと

思う 。 カレンダーも皆が知っていること、 地元に特化したものが混在しているので、 仕
分けが必要と思う 。
県職員：

テーマ別だと受け手も情報が得やすい。

研究員：

飯南、 飯高で飛び飛びの地図ではダメ だと思う 。 パンフレッ ト には１ 回見て捨

てられるものと、 何処かに置いておこう という パンフレッ ト に分かれると思う 。 捨てら
れるパンフレッ ト でなく 、 置いておく パンフレッ ト の作成が必要だ。
研究員：

地図は作る人の能力に大きく 左右される。 情報だけ載せる時代でもない。

研究員：

業者に依頼しないと良い物は出来ない。 素人では難しい。

研究員：

旧町時代の飯高のマッ プを持ってきた。 活用すれば良いんじゃないか。

研究員：

全部を網羅するとかなり のボリ ュームになるので、 テーマごとに作成すれば良

いのではないか。
進行役：

パンフレッ ト を作るという ことで良いですか。 今日のところは飯南、 飯高に限

定して作成という ことで良いですか。
研究員：

パンフレッ ト をどのよう に活用するか。 作ってどう するかの検討が必要です。

研究員：

宝物があるとするなら地元が享受することが必要です。 地元の人が知らないこ

とも沢山ある。 外の人に情報発信することは大事ですが、 地元の人が再認識、 再発見す
るために地元の人にも情報発信したい。
進行役：

カレンダーに人が入っていないので語り 部、 案内人などいざとなったらすぐ対

応してもらえるよう キープしておく 。 人が介在した方が良いと思う 。
地元の宝物カレンダーを基にしてマッ プ、 パンフレッ ト を作る。 写真が必要なので皆
さんも沢山撮っておいてく ださい。 次回は地域のパンフレッ ト を持参してく ださい。
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「 嬉野・ 宇気郷・ 勢津・ 阪内地域」「 やまゆり 」 グループ
第 2 グループ
参加者… 山里の未来研究員

山里応援者： 田川 淳、 高宮 茂
宇気郷： 西井玉枝
勢津： 谷口文雄
阪内： 小牧正世
嬉野： 松本隆雄、 尾上宗市、 中川てる
（ 欠席： 大石正幸、 池添友一）

市職員

政策課： 沼田参事
宇気郷地区市民センター： 清川所長
大河内地区市民センター： 前川所長
嬉野地域振興局： 中林主幹

進行･･･嬉野 松本
各地域の自慢話をしてみましょ う 。
勢津･･･一番大きなイベント としては、 12 月第一日曜の「 山の神」
当番 8 人でおにぎりなどを作る。
また、 １ ０ 月の神社の祭典の後、 春の祭典などとは違い、 尐し娯楽要素があり 、 ゲ
ート ボールやイベント などを実施している。
阪内･･･まちづく り 委員会主体で春（ 4 月） にウォーキング、 秋（ 11 月） にふれあいまつり
を開催。
今年のふれあいまつり は、 約３ ６ ０ 人参加。 飲食は全てただ。 抽選会も有り 。 神社
の行事も同時開催なので、 もちまきも有り 。 予算約２ ０ 万円。 婦人会などが飾り 物
や、 ペッ ト ボト ルで作った風車などを作成し、 １ 万５ 千〜１ 万６ 千円く らいの利益
はあげているよう だ。参加者は地域住民や出身者、子育て支援センター利用者など。
（ 会場が、 子育て支援センター）
その他、 まちづく り 委員会の活動としては、 阪内川右岸の遊歩道整備。
阪内川の草刈り などの補助金で運営。現在、花を植えてはどう か？という 案もある。
宇気郷・ 柚原 西井さん･･･マッ プ作り という 話があるが、 各地域の行事などの情報を含め
たマッ プ作り をしてはどう か？
進行役 ウォーキングマッ プだけでなく 、 いろいろな情報を入れたマッ プ作成を。
各地区のイベント に参加させてもらって、 春は

のイベント 、 夏は

のイベン

ト といったよう に各地区のイベント をつなげていけないか？
中郷（ 旧中郷村） ･･･活性化の助成金有り
なめり 湖のさく らまつり （ ４ 月第一土曜）、 一昨年はさく らも満開で天候も良かっ
たので約１ ， ２ ０ ０ 人の参加。 中川駅より 送迎バス有り。 なめり 湖周辺は親水公園
として整備。
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遊歩道整備。 平家六代の墓などもあるので「 平家の里道」 と名前をつけている。
堤防の下には広場があり 、釜生田の天白遺跡は本格的に天白公園として公園整備予
定。
釜生田地区からは鴟尾（ 国指定文化財。 鴟尾とは宮殿や寺院の屋根の両端を装飾す
るもので、 当時この地方に大きな寺院が在ったことがわかる。 嬉野ふるさと会館２
階に展示） が発掘されている。 塚の跡もあり、 遊歩道も整備。
柚原･･･なんの取り 得もないが、 「 う きさとむら」 で２ 月に七草粥まつり 、 ８ 月第一日曜に
は夏まつり、 ３ 月下旬〜４ 月上旬には山里のひなまつり
七草粥まつり

民家から出てきた千人羽釜を使って、 無料でふるまっている。

約１ ， ５ ０ ０ 人参加。 こども相撲、 綱引き、 特産品販売など。 都会との交流を目的
としている。 市からの補助金は３ 万円。 （ もちまき代）
夏祭り

同じことをしているとマンネリ 化してく るので、年によって内容をかえ

ている。 （ 太鼓やダンスなど）
スタッ フは女性７ 人、 都会の人をまきこみ毎年ボランティ アが７ ０ 〜８ ０ 人。
市からの補助金１ ２ 万円® 音響代に使用（ 音響関係者もボランティ ア、 無償で良い
という が、本来６ ０ 〜７ ０ 万円する物を市補助の１ ２ 万円で借り 上げ、 設置、 操作
もしてもらっている）
山里のひなまつり

３ 月最終土日から４ 月始めの土日まで、各家に雛人形をかざ

る。 昨年柚原町内３ ６ 件。 各家、 お茶、 ぜんざい、 あられ、 干し柿などサービスし
たり 、販売したり している。また、今年の９ 月に柚原中に菜の花の種をまいたので、
来年の春には咲く 予定。 その他、 あまごつり、 子どもの体験教室など。 公民館クラ
ブ「 雛（ ひいな） クラブ」 が主となり 、 運営。 最初の年は二見から雛人形を借り て
きたところもあったが、 昨年四国から１ ５ 組いただいた。
応援者･･･イベント の日、 場所にあわせて、 ウォーキングコースあれば良い。
外から人を呼んで経済効果を挙げるだけでなく 、 そのために準備したり する事で、
地域の人が元気になれば・ ・ ・ と思う 。
遺跡や山の尾根などを通る遊歩道を作り 、 山の現状をみてもらい、 山に興味を持っ
てもらう ことも大事だと思う 。実際、 柚原は実施して、山が荒れている状態をみて
もらい、なんとかしていかなければといった意識を持ってもらう ことができて良か
った。
嬉野宇気郷･･･う きさとまつり

イベント にあわせて髭山散策、 お寺、 お茶会など全て一日で

実施。
やまゆりに力を入れていて、 新しい場所に植樹したり（ １ ０ ０ 株く らい準備） 、 里
親制度導入（ 影響大）
古い民家を借り て、 休憩所に整備。 昔の通学路をいかして遊歩道を作成。
「 夢の会」 大人が夢をみながら、 いろいろな事を進めている。
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神社、 寺なども活用している。
やまゆりについては、 絵画コンテスト やフォト コンテスト も開催し、 文化祭にて発
表。
阪内小牧･･･他の方に来てもらう 前に、 地域を元気にしたい。
問題点も多く 、 他地区の方に来てもらう にも、 交通手段が車しかないので、 イベ
ント をすると駐車場が無い。
他の地域資源・ ・ ・ 白猪山。 大杉、 夫婦杉もある。 展望も良い。
風力発電（ 風車） はどう なっているのか？
今後の進め方
まず、 マッ プ作成（ お話を聞いていても地理的な物もわからない）
今ある行事をスケジュール化。 新しい行事をするのは無理。
質問・ 疑問？提案？
この研究会は、 研究する会なのか、 それとも実施する会なのか？
ここで内容を決め、 「 地域でやれ」 と言っても無理。
ここで研究したことを地域に持ち帰って、 その地域にあった形で活用できたら？
隣の地区でイベント があっても説明できない。場所は教えることができても内容がわから
ないので、 パンフレッ ト やチラシを１ 枚送ってほしい。
宿題･･･飯高・ 飯南グループのよう な自慢の物などの一覧表を作成。

３

グループ討議の報告について
「 飯高・ 飯南地域」 上流社会グループ

…

発表者： 大垣内

マームに 11 月 29 日ショ ッ プがオープンしたので代表者から現状や問題点、課題等を
説明し ていただいた。 始まったばかり で試行錯誤で行っている。 商品は良く 売れるが、
商品が揃わない。 生産者を紹介して欲しい。 温度が高く 商品の傷みが早く その日にさば
かなければ商品価値が落ちる。 運送も波瀬からマームまでは 1 時間半かかり 、 集荷や搬
送等に問題がある。 人件費が出ない状況で商売としては成り 立たつものではない。 農産
物等を売って利益をあげるためのものではなく 、 情報発信の場として考えて行きたい。
イベント の紹介、 色んな情報があれば利用できるので、 そう いったことも教えていただ
きたい。色んな情報を集めてその店を中心に多く の方に飯南、飯高を知ってもらいたい。
前回、 地元の宝物カレンダーを作るという ことで宿題をいただいた。 それぞれの地域
の食べ物、 自然、 美しい風景、 和紙作り 、 炭焼きなど持ち寄って作ろう という ことで事
務局で取り まとめていただきました。 今後は、 肉付けしていこう という 結論で、 方法と
し ては写真を集める。 マイスター（ 達人）、 案内人などの協力者を調べる。 旧町にはそ
れぞれのマッ プなどの資料もあるので、 持ち寄って次回検討しよう という ことでまとま
り ました。
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「 嬉野・ 宇気郷・ 勢津・ 阪内地域」 やまゆり グループ

…

発表者： 松本

今後の進め方として、 飯高・ 飯南グループのよう にいいところを上げてこう という こと
になった。 自慢の物などの一覧表を作成し、 まず、 マッ プ作成を検討することになった。
新しい行事をするのは現状では無理なので、 今ある行事をスケジュール化してはどう かと
思う 。

４

『 三重の里暮らしフォーラム』 について

農林水産課：

目的は移住者を受け入れる側の意識醸成を進めていく ことを目的と する。

Ｕターン・ Ｉ ターンの方々を受け入れていきたいと考えている地域を対象とする。
実施時期は、 平成 22 年 2 月上旬。 他の市町の開催の要望はないので、 松阪市で開催
予定。 講師の要望を言ってもらったら検討したい。 年内には人選したい。
事務局：

都市との交流を考える中で、移り住むきっかけとなるもの、交流に繋がるもの、

先進地の事例など聴いてみたいという のがあればお願いします。
研究員：

県内でないとダメ なのか。和歌山県の色川地区の取組が新聞に掲載されていた。

県職員：

地域とのコミ ュニケーショ ン不足で出て行かれる方が多い。 経験したところの

話を聴いて移住交流に取組んでいただきたいという 事業です。
和歌山県の勝浦の色川地区はＩ タ ーンを中心にそれもリ タ イヤし た方が中心で農業
技術センターのよう な県の出先機関がサポート しながら営農指導を行なっている。 和歌
山県は他に古座、 田辺なども取組んでおり 移住交流が進んでいるところです。 県内では
美杉、 離島の神島は受け入れ体制を整え取組んでいることは承知しており ます。 自分た
ちが聴いてみたいという 人を選んでいただければと思っており ます。
事務局：

要望があれば事務局の方へお願いします。 2 月上旬という ことで企画し提案さ

せていただきます。
研究員：

講師は、 Ｉ ターン者か、 受け入れ側の人かで異なってく る。

県職員：

どちらでも結構です。 ただし、 対象者、 聴いていただく のは受け手の人という

ことです。
５

会長、 副会長の選任について

事務局：

会長、 副会長の選任は、 次回以降という ことで、 グループ長、 副長で相談をし

てもらおう と思っています。
６

今後の進め方

事務局：
７

次回は 1 月 13 日（ 水） この場所で決定いただきました。

その他

事務局：

自治基本条例シンポジウムが 12 月 19 日午後 1 時 30 分から産業振興センター

で開催されます。
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第４ 回山里の未来研究会 会議録
平成22 年2 月25 日（ 木）
19： 00〜21： 00
飯南コミ ュニティ センター
１ ．「 三重の里ぐらしフォーラム」（ 3 月13 日開催） について
・ 三重の里ぐらしフォーラムについて説明。
・ 各委員の皆さんへの参加依頼。
・ 各委員さんからの口コミ による参加依頼のお願い。
・ フォーラム終了後、 交流会開催説明。
・ 各委員の方から地域の皆さんに参加呼びかけの依頼。
・ 交流移住の促進について講話… 三重県伊勢農林商工環境事務所 田垣実郷氏
２

グループ別討議
「 飯高・ 飯南地域」 上流社会グループ
参加者… 山里の未来研究員 飯高： 大垣内壽望、 床呂さや子、 臺 尚
飯南： 廣博子、 岩男安展、 山本斉
市職員 政策課： 北河主査
まちづく り 推進課辻主幹
農林水産課： 豊倉
飯南地域振興課： 井田主査
飯高地域振興課： 内田主幹
進行役… 岩男、 発表者… 床呂、 記録… 行政

進行役：

研究員さんがやっていただいているマームのショ ッ プの現状と、 課題があった

ら報告をお願いします。
カレンダーマッ プの活用を考えながら、 誰に、 どのよう な形で見せるかという ことだ
と思いますので具体的に考えて行きたいと思います。
研究員：

3 ヶ月経った。現状は 1 月 21 日から 2 月 20 日までで 1 日平均、来客数 75 人、

売上３ 万６ 千円。 パート １ 人雇用が可能という のが現状。 １ 品でも多く 出して多く のお
客さんを呼び込みたい。 １ ６ ６ 号沿は商品の品数が少ないという ことを今となって実感
している。 波瀬に作業所を建て加工品を作る準備を進めている。 惣菜は許可が必要であ
ることから、 許可のいらない水炊きなどの材料セッ ト の加工品に取組んで行きたい。 波
瀬で働ける場所作り をしていきたい。 店頭では「 ハゼーショ ン」（ 商品案内紙等） をお
客さんに持ち帰ってもらってリ ピターの確保に取組んでいる。 １ 日平均１ ０ ０ 人を目指
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したい。 マーム全体が協力してく れているので、 私共も商品の種類を増やし、 又波瀬の
作業所での加工品ができれば新たなお客さんを取り 込めることが出きる。 各地区でも試
験的にでも取組んでいただけるとあり がたい。
基本は飯南、 飯高の商品であるが、 宇気郷も協力してく れるという ことで販売の予定
をしている。 二見の塩羊羹と岩戸館の塩を置きます。 釜で塩を作っているので、 蒔きと
塩の交流を考えている。
進行役：

要約は品数が少ないという ことですね。

研究員：

飯高駅では野菜も結構出ている。

研究員：

出荷するところも多く あり 、 コスト の掛からないところに出荷しているのでは

ないか。 飯南、 飯高で結構いい物もあると思う ので、 出してもらえるよう にしていく こ
とが必要。 今は、 野菜の少ない時期でもある。
研究員：

一度に同種類のものが、大量に出荷されれば値下げ競争になる。多品種を揃え、

地元の物、 変わった物を多品種で少数置く のがいいと思う 。
研究員：

マームの飲食店でも飯高の物と明示して、 使ってもらっている。 協力者が出来

てきた。
研究員：

家族構成から見ても、 カッ ト 野菜はいいと思う 。 栽培する人も独自の物を作っ

て、 取れて来たから持って行く のではなく 、 今度はこのよう なもを作るとかしていく 必
要がある。
研究員：

これからはミ ニカボチャ、 ミ ニト マト などミ ニ野菜の時代である。

研究員：

ショ ッ プ運営の希望としては、 量り 売り をしていきたい。 山に盛って大きいの

を欲しい人は大きいのを取ってもらう 。 一畝（ う ね） 余分に出荷する分を作ってもらっ
て、 １ 、 ２ 種類を少しずつ出してもらう のが理想なんです。 それが増えていけばいいと
思う 。
進行役：

景気の低迷、 消費者のニーズの多様化で難しい時期である。 品質と価格に見合

ったものが価値とし て置かれている。 価値は人によって異なるので難しいと思います。
又、 意見、 アド バスなり あり ましたら次回お願いします。
研究員：

出荷者自身が出しに行く とよく 分かる。 よそが何を出しているか、 値段をいく

ら付けているか。 生産者の熱もあげてもらわないと色んな種類が揃わない。
研究員：

店の現状を生産者にも見に来て欲しい。 商品の陳列等工夫しているが、 何か希

望があったら伝えて欲しい。
進行役：

生産者も多様化、 消費者も多様化し、 その中で一番いいところを見つけていた

だきたいと思います。 皆さんで協力していく と言う ことでよろしく お願いします。
宝物カレンダー地元の良さを見直そう と探し出したが、 どう いう ふう な形で活かして
いく かが問題だと思う んです。
研究員：

作ったものをどう するのか決めないと、 何処へ置く のか、 誰をターゲッ ト にす

るのか先に決めておかないと宝物にならなく なるかもしれない。
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進行役：

行政で作ったマッ プはあるのか。

行 政：

飯南のガイド マッ プは、 昔行政で作ったものです。

研究員：

それを他のとすり 合せをして、 それを役所がどう 活用するのか、 われわれの意

見も挟みながらそう いう 形ですればどう か。
進行役：

名刺サイズマッ プもある。

プロデューサー：

美し国おこし・ 三重の総合プロデューサーの宮本です。 ２ ０ ０ ４ 年に

観光振興のイベント 依頼があった。 イベント は１ 回やってしまえば終わり なので、 長続
きすることをやろう という ことで、 地域の方の地域づく り を観光資源化することを目的
に、 何かの対価に変えられるよう な仕組みを作っていこう と言う ことで８ ３ 作り ました。
今は１ １ ５ に増えている。道の駅に１ ０ ０ ぐらいのラッ クがあり 、そこに入れてあって、
グラデーショ ンを施し色の違いで地域が分かるよう になっている。 自分で好きなものを
選んで胸ポケッ ト に入れて持ち帰れる。「 旅コレカード 」 旅のコレクショ ンと 言う こと
で私が名前を付けた。
研究員：

これく らいのサイズであれば付け足すのも楽やわな。

プロデューサー：

どう いう お客さんに向かって発信するのかを議論した方がいいと思い

ます。 道の駅まで来ている人が付近の事情を知らないので、 そこを突こう とした。 現地
に来ている人をもう ワンプッ シュする戦略です。
研究員：

茶倉へ来た人に茶倉のパンフレッ ト 置く 必要ないと思う 。 それなら飯高駅とか

これから行く 所のパンフレッ ト 等を置かないと意味がない。
プロデューサー：

松阪市の山間地を面的に捉える。 行ってみたく なるよう に背中を押し

てあげられるよう なものにすればと思う 。
進行役：

誰に、 どう いう 所で、 何を伝えるか。 季節感を大事にして欲しいという ことが

あったが、 菌床しいたけは１ 年中あるから、 こう いう のは省きたいと思う 。 行政が管理
してる史跡等は省く 、 個人の事業体も省く 、 駅などは独自で PR しているので省いてい
って、 何が残るのか楽しみにしている。
プロデューサー：
進行役：

史跡等でも地域の古老が話をするサービスを付けると価値が出る。

人物、 マイスターとか、 案内人とか、 達人、 そう いう 人を拾い集めて、 セッ ト

にしたものが出来上がれば新しい形で提案が出来ると思う 。 カレンダーの内容を仕分け
する必要があり 基準を皆で決めて行きたい。 宝物カレンダーをどう いう 形で、 活用して
いく か充分議論していないと思う 。
研究員：

誰が金を出して、 誰がどう するのかを考えながら作る訳やな。

研究員：

三峰山の白ヤシオツアー具体化して３ 月２ ５ 日に５ 万部パンフ作って名古屋の

旅行代理店に置いてもらう 。 １ ５ 人以上のお客さんが集まり 次第バスを出す。 三重県の
観光課と詰めて決定した。 木梶山は白ヤシオの大木が群生しているが、 橋が通行止めで
ツアーの商品化は出来なかったので、 三峰山の白ヤシオになった。 販売できる商品とし
て位置付けていきた。 その人たちが個人で来たときに、 このパフレッ ト で情報を得られ
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るよう に出来たらと思う 。
プロデューサー：

薬草を摘んでう どんにすり込んで食べる。 天ぷらで食べる。 効能があ

ると言う といい値段で売れる。 薬草の丸薬作り 体験などすれば珍しいコースが出来るか
と思う 。 高価格農産物、 新しい領域になるのではないか。 薬草はねらい目と思う 。 軸を
決めてマッ プを作る。 健康づく り 、 薬草とかいう ところで作ると人も寄るし、 物も売れ
る。
行政：

行政としては、 松阪市全体として考えてしまう 。 地域のことは地域の人に考えて

いただいた方がいいと思う 。
行政：

ウォーキングコースがあると言う ことを市内にも発信し、 市外からも呼び込めた

ら一番いいと思う 。
研究員：

ふるさと小包便に地域のパンフレッ ト を入れると喜ばれる。 使い道で違ってく

ると思う 。 大きなパンフレッ ト を持ち帰る人はおらんよう に思う し、 コスト 的には気に
なるが旅コレカード は結構面白いと思う 。
行政：

今日欠席の研究員から飯高の写真を預かったので、 皆さんに見ていただいて活用

していただければとのことでした。
進行役：

一つの切り口として健康とか自然とかあると思う 。

研究員：

取組んでいる全てで、 将来に子どもたちが帰って生活維持出来るよう に、 そう

いう 場所作り を目指している。 この会議もこれが原点にあると思う 。 人が来れば自然と
お金も落ちるし、 落ちたらそこで生活できる。 農業と林業と観光を兼業して都会より も
ある一面リ ッ チな生活が出来るとことを目指さないと会議の意味がない。
研究員：
行政：

山里の未来研究会を作る目的は行政の方はあった訳なのか。
行政で議論したのは、 人が減っている中で、 いつまで経っても自分が元気に過ご

して行きたい。 子どもにも楽しく やっていると言えるよう な地域づく りができたら素敵
なのかと思う 。 地域に誇り を持ってもらう 。 地域の人がやり がいを持って生活できるよ
う な地域づく り と、 交流が生まれて住んでもらえるよう になれば地域も元気になると思
う。
行政としては交流事業を一つのテーマとしてやっていく 中で、 地域の活性化を図って
行こう と言う 話になった。
山里未来研究員は、 将来良き地域の相談役になっていただきたい。 皆様方が生活して
いる中で、 地域課題として解決しなければならいと思っているよう なことを研究会で検
討していただければと思っている。
進行役：

行政が我々に提案する時に、ある程度練って来ているがその中身は分からない。

行政はプレゼンテーショ ンが下手だと思う 。 行政が思っている思惑と 、 我々が戸惑って
いるものとは常にギャッ プがある。
研究員：

行政から今の状況が話されないとおかしいと思う 。 全体的な目線でなしに、 こ

この目線で一緒に会議に入ってもらう ことが大事である。
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行政：

地域課題色々あると思う 。 心配事も沢山あると思う 。 行政も参加させてもらって

いるので、 ご意見を聞かせていただきながら、 一緒に知恵を出せる部分があれば出させ
てもらう と言う スタンスで居り ますので、 よろしく お願いします。
プロデューサー：

多品種の商品で品揃えを良く したいという ことであれば、 どう いう 方

が、 どう いう 所で作っているかを調べて、 やり 取り しましょ う と言う よう になってく れ
ばいいと思う 。
行政：

私たち居り ますので、 どう いう ふう に考えているのかとか振り向けていただけれ

ばいいかと思いますので、 宿題いただければ次回に回答させていただきます。
進行役：

研究した内容をどのよう に地域へ仕掛け、活性化させるかよく 分からない。我々

の役割を認識していないと思う 。
研究員：

地域のことを考えなく てはならないという ことは分かっているので、 絞ってい

かないと我々で飯南、 飯高を変えよう なんて出来ない。
研究員：

研究員の実践されていることが、 この研究会の趣旨にあっていると思う 。 具体

的にサポート していく ことを検討、 議論するのも一つの方法だと思う 。
研究員：

白ヤシオツアーが具体化しているので、 第２ 段、 第３ 段を検討していく のも一

つの方法かと思う 。
研究員：

店はボランティ ア活動でやってきている。 将来、 皆が運営に参加してもらう よ

う な形になれば望ましい。 今は、 個人とマームの繋がり だが、 地域とマームの繋がり に
なれば強いと思う 。
行政：

取組の過程の説明不足であり ました。 地域の中のマンパワー、 人材が不足してき

ていると思う 。 都会からの交流の問い合せがあるが、 その流れの中でそれを上手く つな
ぎ合わせらたらいいのかなと思う 。 その中で上手く 活用していただけないか思っていま
す。 事業としては来年度も継続して行こう と思っており ます。 実施計画で３ 年間平成２
２ 年度から２ ４ 年度まで計上しており ます。 皆様方が地域の仕掛け人として、 風を起こ
してただけいいかと思っており ます。
行政：
進行役：

現場を見るという ことも大切であると思う 。
研究員の実践していることを具体的にサポート して行こう と言う ことを確認し

た。 いままで無かったよう ないい物と、 それをより 良く 説明したり 、 案内できるよう な
人、 そのほか必要なものがあれば探しておいてく ださい。

「 嬉野・ 宇気郷・ 勢津・ 阪内地域」 やまゆり グループ
参加者… 山里の未来研究員 山里応援者： 田川 淳、 大石正幸、 高宮 茂
勢津： 谷口文雄
阪内： 小牧正世
嬉野： 松本隆雄、 尾上宗市、 中川てる
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市職員

政策課： 岡本課長補佐、
宇気郷地区市民センター： 清川所長
大河内地区市民センター： 前川所長
嬉野地域振興局： 中林

進行役… グループ長 大石正幸、 記録… 行政
副グループ長の選出 松本隆雄（ 嬉野宇気郷地区）、西井玉枝（ 宇気郷地区）
交流マッ プカレンダーづく り と今後の取り 組み
・ 2 月13 日に大石会長を中心に各地域の宝物（ イベント 、 自然・ 風景、 食
べ物、 その他） をまと めさせていただいた。 これを基に、 交流マッ プカ
レンダーづく り をしてはどう か。 という 提案が出された。
・ 交流マッ プカレンダーづく り については、まだ完全ではないが、各地域
で追加をしながら、 内容の向上を図ればどう か。
・ カレンダーづく り を進める過程で、いろいろな課題が各地で浮かび上が
り 、 課題を把握することが出来てきた。
・ 取り 組みを進める中で、このメ ンバーは理解しているが、地域の人は全
然理解されていないと思う 。 地域の人に知ってもらう 必要がある。
・ 今後取り 組みを進める中で、中郷地区では、辺地に指定されているのが、
合ヶ野・ 矢下自治会のみで、 理解を求めるのが難しいと思う 。
・ 勢津、 大河内、 阪内は、 通り 抜けができれば地域活性化はできるが、 現
状は行き止まり で工夫が必要。
・ 研修会への参加、 先進地「 山里」 の見学・ 交流をしてはどう か。
研究した内容をどのよう に地域へ仕掛け、 活性化につなげるか。
・ 自治会、 各種団体、 支援グループとの連携や共同作業を提案し、 出来る
ことから実行したらどう か。
・ 山里未来研究会の事業目的を達成するために、 必要な支援グループの創
設を図り 支援できれば・ ・ ・ 。
・「 移住モデル住宅」 づく り 等、 モデル事業を創る。
・ 活動が地域住民の目に見える形で表れ、 地域の住民の意識の向上と自主
的な参加を醸成したらどう か。 例えば、 川の清掃など・ ・ ・
・ 獣害対策を地域ごとに取り 組んではどう か。
・ 各地域で野菜商品の開発を行ってはどう か。
・ レクリ エーショ ン場所の確保をすることが大切では。
・ 山林・ 遊歩道（ 林道）・ 川の整備はどう か。（ 市・ 県の事業を当てては）
・ 空き家の改修と移住者の確保（ 受け入れ態勢の醸成が必要）
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・
・
・
・

老人一人住まいの居住改善・ お助け改善は・ ・ ・ 。
間伐材を活用して新商品の開発・ 販売をすればどう か。
休憩所（ 語らい広場）・ ト イレ・ 足湯などの創造。
交通手段の確保が必要（ コミ バスの運行）

３ ． 美し国おこし・ 三重について… 県総合プロデューサー宮本 倫明氏
地域の活性化のために皆さんが取り 組む事業に対して、お手伝いする仕組み
である。この研究会の取り 組みの中から、各地域での取り 組みに対して、アド
バイザーを派遣してほしい。財政的な支援をしてもらいたい。など、活用いた
だければと思う 。
４ ． その他
次回開催日程について・ ・ ・ 3 月18 日（ 木） 午後7 時〜
（ ２ １ ： ０ ０ 終了）
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第５ 回山里の未来研究会 会議録
平成22 年3 月18 日（ 木）
19： 00〜21： 00
飯南コミ ュニティ センター
あいさつ（ 行政担当）
来年度も引き続きこの事業を行っていきますが、 市の機構改革があり 、 今後他課
に担当部署が変更になり ますのでお知らせするとともに、 今後もよろしく お願いし
ます。

１ ． 研究テーマについて（ 具体的な研究について）
グループ別討議

「 飯高・ 飯南地域」 上流社会グループ
参加者… 山里の未来研究員

飯高： 大垣内壽望、 臺 尚
飯南： 廣博子、 岩男安展

市職員

政策課： 加藤課長
飯南地域振興課： 井田主査

進行役… 岩男、 発表者… 床呂、 記録… 行政
（ 進行役）

まず、 このグループにおきましては、 事前に「 わたしのおススメ ・ ・ ・ 」 と
いう 資料の依頼をさせていただき、 提出いただいた資料を配付し、 ご覧いただ
き、 今後の活用方法を検討していきたいと思います。

（ 研究員、 行政） 提出された各資料を確認。
（ 進行役）

予算もないので、 月に１ ・ ２ 度、 新聞社等へ配信してはどう か。 季節感も大
切ではあるが。 また、 新聞社だけでなく 、 いろんなメ ディ アを使って掲載して
もらえばどう か。
この資料の利点としては、
・ 少しづつ進められる。
・ 単なるデータだけでなく 、 人との感情が伝わるよう に、 人との関わり を書
いてもらう と記事にもなり やすく なるのではないか。
・ 案内人はマイスターでなく てもよい。 住民参加がしてもらいやすい。
・ 新聞社へは月１ か、 週１ など未確定で内容やテーマを絞ってから募集をか
けないといけないのでは。
・ 例えば、単なる棚田だけでは、普通、記事や話題性に欠けるのではないか。
そのため、 内容にまつわる思い出やスト ーリ ーがあれば意味も重く なる。

（ 研究員）

売り 出すに当り 、 何に結び付けるのか。 若い者が民家などをやっていく よう
に、 また家族で飲食店の後継ぎができるよう に、 後押ししてやれるよう になれ
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ばよいが。
（ 研究員）

行政とも相談し、 旅行会社がツアーを計画して、 経済効果と結び付けられる
よう に検討が必要では。
例えば、 レスト ランやマーム等で募集をかけて、 人を呼び込もう とする。

（ 研究員）

素人であるため、 地元の知らないものも認識して集めた上で、 旅行会社へ資
料提供し、 タイアッ プしてツアーパッ ケージとしてもよいのではないか。

（ 研究員）

実際、 個人の自宅までお邪魔しても良いのではないか。 個人から話を聞きだ
し、 資料も、 有名、 無名関係なく 出してもらう よう に収集してはどう か。
「 アタッ ク高見山」 でも、 津からの山岳ツアーは、 高見山からいろんなコース
でも考えられる。

（ 進行役）

資料の原稿は、 実際に食べ物などの期間もあり 、 思い出やスト ーリ ー、 関わ
り などがあれば新鮮に映るのではないか。 少しでも、 思ったところを出してく
ださい。

（ 研究員）

黄連（ オウレン）、 山野草は、 昔は生活の糧にしていた。
時期にもよるが、 黄連でもタイミ ングがある。

（ 進行役）

食べ物、 いろんな人など、 未来にどう いう ふう に発信していく か。 食べ物、
自然とするのか、 ジャンルも問わずにするのか。 地域に眠っている事を出し合
っていく 為に、 再発見して次世代へつないでいく ことが大事である。

（ 行政）

新聞に情報提供するのは十分検討が必要。 1 社だけでなく 記者クラブを通す
ことになる。

（ 進行役）

今までの宝物探しを広く して、 何らかの形でメ ディ ア（ 新聞や雑誌など） へ
広報していく 。 それを先に、 個人個人のおススメ を、 昔の生活を書いてもらえ
るよう に復活したいものでもよいのではないか。

（ 研究員）

例を出して、 皆さんに書き出してく ださいと PR したら、 何人かは出しても
らえるのではないか。
宮前地区は、 まちづく り 協議会でアンケート を出してもらう 。

（ 研究員）

赤桶つつじまつり でも、 プレス担当で中日・ 夕刊・ 伊勢新聞などでもう 少し
おもしろみがないが毎年掲載してもらっている。同時進行的にする（ 資料収集）。
サンプルを一つ考えて、 各地域で回覧でもしてもらい、 地域から資料提供し
てもらう ことも可能ではないか。

（ 研究員）

地域活性化を考えて、波瀬はグリ ーンツーリ ズムの資格を取ってもらう よう 、
各講習を受けてもらい、 コーディ ネート をしてもらう ことができるのではない
か。

（ 進行役）

交流拠点となる場所も必要となってこないか。
例えば、 小学校が休校となり 、 そこを活用できるのではないか。 また、 茶倉も
拠点施設であると考えられるが、 もう 少し活性化できるよう に検討した方がよ
いと思う 。
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（ 研究員）

波瀬の場合、 小学校を返したが、 地元として釘一本も打てないのは活用しに
く く 、 加工所の利用場所を検討した。

（ 研究員）

月出の里が運用できなく なったが、 売り 込みに不具合があったよう に思われ
るが、 一度検証し てはどう か。 ® 目的が、 ばらばらであったからではないか。
基本メ インの料理は、 同じよう にしなければ地域として成り 立たない。
民宿となると人と人とが接する事が大きいと思う 。
宿泊は、 これからは水回り がきれいでないとダメ 。 これからは、 外国人をター
ゲッ ト にしてもよい。

（ 研究員）

旅行会社には、 ネタがないのでいかにそこへ売り 込むか。 伊勢本街道では、
大阪からの参加者も多い。 深野のだんだん田（ 棚田） は、 バスでも多く 来て
いただいている。
私は地元の宝物を見つけ出し、 後世へも残してやりたい。

「 嬉野・ 宇気郷・ 勢津・ 阪内地区」 やまゆり グループ
参加者… 山里の未来研究員

山里応援者： 田川 淳、 大石正幸、 高宮 茂
勢津： 谷口文雄
阪内： 小牧正世
嬉野： 松本隆雄、 尾上宗市、 中川てる、 池添友一

市職員

政策課： 岡本課長補佐
農林水産課 豊倉
嬉野地域振興局： 中林

進行役… グループ長 大石正幸、 記録… 行政
第 4 回会議で提案された内容について意見交換をする・ ・ ・
・ 嬉野宇気郷では、 地域道の整備を手掛けている。（ 堂坂・ 宮坂）
・ 整備をした場所に、 エビネ等の植栽を手掛けていく 。
・ 何か動けば人が動く 。（ 多く の人が訪れるよう になった）
・ 地域づく り は、 人と人との関係が重要で、 組織的なグループが必要。
・ 柚原でも遊歩道整備を実施している。
・ 三重県の美し国事業に登録して活動をすればどう か。
・ 松阪の宇気郷では、 三雲の松ヶ島地区と交流し、 活動が深まっている。
・ 行動グループと支援グループをつく ればどう か。（ 県への登録は 2 人以上あれば
登録することができる。）
・ 勢津地区では、老人会への働きかけを始めた。獣害対策（ 猿） と木の伐採を実施。
また、 地域によって緑の植栽も検討し ている。（ 植栽については、 宝く じ 助成事
業の利用も考えてはどう か。）
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・ 阪内では、まちづく り 協議会を中心に細野峠にさく ら、もみじの植栽を実施した。
・ 各種イベント に研究メ ンバーも参加し、 共有する必要がある。
（ 4 月 10 日・ ・ なめり 湖さく ら祭りが開催される）
今後の進め
・ カレンダーづく り については、 自然・ 地元の宝物・ 食べ物他、 個人的なメ ッ セー
ジを添えて、 四季折々に記事にしながらＰ Ｒしていく 。
・ 地域のイベント に参加し交流を図る。
・ 地域にサークルグループ、 活性化グループを作り活動をしていく 。
・ 小学校の跡地を改修して、 移住交流ができないか。
・ 美し国三重への登録。 グループ（ 2 人以上） を結成し、 活動を行えばどう か。

２ ． グループ討議の報告について
「 やまゆり グループ」
・ カレンダー・ マッ プ作り の取り 組み。 課題について克服することが必要。
・ 7 人の基本として、 活動グループを作り 、 長いすを作ったり 、 近く の一人暮ら
し老人の家の物を直し たり 、 茶畑の世話など、 各グループ化を進めることで、
実行力も出てく るのではないか。
・ 地域と各地との交流を 4 月には平家の里、なめり 湖さく らまつり 等に参加して、
夏は、 7 月中に宇気郷の公民館へ見学交流をしよう と話し合った。
今後の進め方については、各団体を利用するため、美し国のグループへ登録し、
色川地区の見学、 行政支援を求めて、 移住モデル地区を検討していきたい。
「 上流社会グループ」
・ 交流拠点をみ、 小学校廃校跡を利用できるか考えている。 既存の施設を建て直
しを今後検討したい。
・ 今まで、 地元の宝物を出し合って、 カレンダーを作った。 今後、 これを基に、
「 私のおススメ ・ ・ ・ 」 として、 自然のものや地域の隠れた場所などを出して
もらい、 月に１ 〜２ 回記事等への情報発信していければと思っている。 そのた
め、 地元の人にも思い出のある資源などを出してもらえるよう に、 同時進行で
検討していきたい。

３ ．「 三重の里ぐらしフォーラム」 について
スタッ フを含め、 75 名の参加があり 、参加者からは「 こう いう 機会をもってもら
い、 あり がたい。」 という 意見もいただいた。

４ ． 今後の進め方について
10 月から 5 回研究会を開催させていただいたが、 皆様の中でどう も自分が考えて
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いた方向と違う といったことや、このまま自分が研究員として継続して参加すること
に疑問がある、 など、 来年度の研究活動を辞退されたい場合は、 また、 ご連絡いただ
きたい。
新年度にあたり 担当課が変わり 引継ぎもこれからなので、変更の可能性もあるが次
回開催日程について・ ・ ・ 4 月 22 日（ 木） 午後 7 時〜とする。

（ ２ １ ： １ ０ 終了）
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