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青森県南部町 

 

H19.2.27 農山漁村活性化推進本部 説明骨子 

 首都圏等在住者との交流促進事業（都市農村交流・グリーン・ツーリズム事業）である、

「達者村」事業の取り組みについてご説明いたします。 

 

達者村開村までの経緯について 

 ・きっかけは、昭和 61 年度からスタートした、特産果樹「さくらんぼ」を活用した町おこし   

イベント「さくらんぼ狩り」 

・「グリーン・ツーリズム」の概念が生まれる前からグリーン・ツーリズムを実践 

      ・消費者と農家個々との直接的なつながりが生まれる 

      ・交流の楽しさ、経済的メリットにより、農家個々が農業ビジネスに目覚める 

→ 地元交流意欲が高揚、交流の輪の更なる拡大を求める声が高まる 

 ・農産物直売施設のオープン、農業体験修学旅行生の受け入れ体制の整備及び受け入れ実施、  

農作業と観光を融合させた通年農業観光など、交流活動が拡大 

→ 
平成 5年度に農林水産省より「グリーン・ツーリズムモデル整備構想策定地区」

の指定を受けるなど、地元交流基盤の確立 

 ・青森県において、来訪者と地元との密接な交流による新しい県観光のスタイルを確立する  

一環として事業展開の基礎となる「達者村構想」を策定。 

・新しいグリーン・ツーリズム事業を模索していた町と県の構想がマッチ。 

 ・地域住民や青森県とのコラボレーション“達者村” 平成 16 年 10 月開村。 

達者村とは 

 ・当町の各種資源（農村文化、自然景観、温かい人柄の地区住民など）、特色をフル活用し、 

  来訪者との交流を深めることを目的とした交流促進・拡大事業 

・事業エリアを現実の「南部町」ではなく、バーチャル・ビレッジ（疑似農村）とすることで

特色や親しみやすさ、活動の拡大・充実への可能性を付加している。 

 ・従来のグリーン・ツーリズムの狙いに加え、交流を重ねることにより熱烈な達者村・南部町

のファンを生み出し、将来的には長期滞在・定住いただくことを見据えるなど、新たな要素

を加えつつ事業を展開している。 

事業推進体制 

 ・達者村づくり委員会 

町内関係団体の代表や庁内関係課職員 48 人により組織。事業推進の中核を担っている。 

 ・あおもりツーリズムアドバイザー 

   JR 東日本営業本部長や JTB 専務取締役、旅行雑誌編集長など各界の専門家 7 人に青森県

が委嘱。事業の展開方向等について助言や各種協力をいただいている。 

 ・達者村推進本部 

   本部長：南部町長・委員：南部町助役及び全課長。達者村推進のための庁内連絡組織。 

主な取り組み等

平成 16 年度 
・達者村特産品認証事業（農産加工品・手工芸品の地域ブランド化事業）の実施

・達者村百景（町内の優れた景観ポイントを募集、選定）の実施 

平成 17 年度 

・横浜市の谷中藤雄・正子夫妻による達者村長期滞在モニター受け入れ 

・(株)パソナ農業インターンプロジェクト受け入れ 

・第 3回オーライ！ニッポン大賞「内閣総理大臣賞」及び第１回 JTB 交流文化賞

「優秀賞」、毎日・地方自治大賞 2005「奨励賞」を受賞 

平成 18 年度 
・セカンドライフの「暮らし」と「しごと」大学 in 達者村の実施 

・県内外のグリーン・ツーリズム関連事業との交流活動推進  



第５回農山漁村活性化推進本部 

農山漁村の活性化に係る意見交換会資料 

                    平成１９年２月２７日 

提案者 ： 栃木県茂木町長 古口達也 

テーマ ： 「中山間地域における農林業振興の課題と新たな提案」 

 

１．茂木町の概要 

  茂木町は栃木県南東部に位置し、面積 171 ㎢、人口 16,000 人で、のどかな

田園風景と里山の自然美が光り輝く、まさに「美しいまち」。 

全国棚田百選にも選ばれた「入郷石畑の棚田」では、今年の８月に全国棚

田サミットも開催される。 

 環境に優しい循環型農業を目指して有機物リサイクルセンター「美土里館」

を平成１５年に創設。牛糞、落ち葉、もみ殻、生ゴミ、おがこなどの不用物

を発酵させ、良好なたい肥として製造販売。中国、韓国、タイ、ドミニカ、

グアテマラからも視察者来町。  

農作物においては、シイタケ、コンニャクが全国有数の産地。集落ごとに

コミュニティづくりが熱心で、そばの里、梅の里、ゆずの里、柿の里、さく

らんぼの里、どじょうの里などオーナー制や都市農村交流事業が盛んに行な

われ、町全体が「むらづくりのテーマパーク」とも言われている。 

 

２．中山間地域の課題 

  農業者の高齢化…認定農業者の対象年齢引上げ（６０歳→７０歳） 

後継者及び嫁不足…放置すると集落形態を存続することが困難になる  

  品目横断的経営安定対策…集落営農の受け皿づくりが急務 

水田における厳しい転作…小規模、湿田のため転作作物が奨励しにくい 

  担い手不足を解消するための集落営農の推進 

  イノシシ等鳥獣被害の拡大…作付意欲の減退、遊休地の増加が懸念される 

 

３．補助事業等を有効活用したまちづくり 

  ・中山間地域等直接支払制度 

    １０８集落あるなかで、８６集落で実施。国土保全や水源涵養、耕作

放棄地の解消など多面的機能を発揮しながらも、本町では共同取組み

活動費を全体の８割に格上げするなど地域の環境対策やコミュニティ

づくりなど所期の目的を十分達成している。 



・農地水環境向上対策交付金 

    直接支払いとの整合性で取組みにくかったが、年末に要項を修正して

頂き利用しやすくなった。現在、１１集落で実施予定。農村において

も環境に関する意識が高まるなかで、「環境とコミュニティ」のジョイ

ントは、非農家も巻き込んだおもしろい事業展開が期待できる。 

 

・元気な地域づくり交付金 

    旧山振事業が交付金制度に変わり、さまざまな事業に適応できて大変

助かっている。 

 

・有害鳥獣対策 

    鳥獣害防止対策事業の広域連携事業に合致するよう、２月５日茨城・

栃木両県と県境に位置する関係１２市町で協議会を設立。平成１９年

度から、広域的な情報収集作業と捕獲追払い事業を実施する。 

 

４．具体的提案 

  ①中山間地域における品目横断的経営安定対策の抜本的見直し 

⇒担い手となる集落営農組織の要件のなかで、経理の一元化の緩和と

面積要件の条件緩和（10ha 以下も可能に）が必要。 

  ②水田農業における産地づくり交付金など配分の見直し 

    ⇒転作が難しい中山間地域では、交付金の配分が受けにくい。非常に

少ない。小規模不整形、湿田でも作付けできる転作作物の研究と奨

励が急務である。 

  ③中山間地域等直接支払制度の発展的継続 

    ⇒事業開始から７年が経ち、荒廃地の未然防止と耕作放棄地の解消に

歯止めを掛けてきた。共同取組み活動によるコミュニティの活性化

と集落営農の推進にも重要であり、平成２２年度以降もむしろ発展

的継続をお願いしたい。 

  ④むらづくり等任意団体への直接的な活動支援 

    ⇒農村集落においては、農業者個人の所得を増やすことも大切だが、

それだけでは、集落の存続、発展は期待できない。むしろ、地域雇

用を創出し集落活性化のための「コミュニティビジネス」を積極的

に支援していくことが重要である。 

 



 

むらづくり関係資料 

 

 
 

 

 

茂木町農林課 

 



各むらづくりの概要紹介 

 

１ ゆずの里かおり村（山内地区） 

 

 茂木町最北東部に位置し、町の中心より約１５キロ、標高２００m の山

に囲まれた南北に開けた南面傾斜地。葉タバコ衰退により、荒れていく農地

を蘇らせようと、以前から地区内に生育しているユズに目をつけ、「ゆずの

里」としてむらおこしを開始。 

 

 昭和６０年 八溝ユズ生産組合 設立 

       （山内地区１５名、ユズ2,860本、約３ｈａ） 

 平成 5年 ゆずの木のオーナー制度スタート※本町初の取り組み！ 

       （ユズの植栽7000本を超える） 

 現   在 NHKや「たけしのTVタックル」などで取り上げられ、 

オーナーは全国に約４００組 

 

＊補足①山内以外にも町内各地でユズの栽培が進んでおり、町の特産品の 

ひとつとなっている。 

②収穫されたユズは、県内のホテルや農協の加工所、道の駅もてぎ 

の直売所、イベント等で販売。昨年から、山形県にある「セゾン 

ファクトリー」という企業に品質を認められ、加工原料として販 

売開始。 

③主な加工品 

【農協】ゆず味噌、ゆずジャム、ゆずがらし、お辛味ゆず、 

ゆずの粉 など 

【セゾンファクトリー】ゆず茶 

【茂木町菓子組合】ゆず大福、ゆず羊羹 

【やまぼし島崎】濃縮ゆずジュース、ゆずポン、ゆず胡椒など 

 

 
1.ゆずぽん酢(山星島崎)  

2.ゆずジャム(山星島崎)  

 3.ゆずがらし(JAはが野) 
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２ そばの里まぎの（牧野地区） 

 

 茂木町北部を流れる関東の清流那珂川の左岸に位置し、河岸段丘上に広が

る畑作地帯。葉タバコ衰退により、荒れていく農地を蘇らせようと、以前か

ら葉タバコの後作として栽培されていたそばに目をつけ、「そばの里」とし

て都市農村交流を目指したむらづくりを開始。 

 

 平成１０年 牧野地区むらづくり協議会を設立 

そば畑のオーナー制度スタート 

（牧野地区３５名、そばの作付面積約1ha） 

 平成１１年 地元産そばの農村レストラン整備を目標に掲げる 

 平成１２年 汎用コンバインの導入で栽培面積拡大を図る 

       石臼製粉施設整備で、良質なそば粉の生産・販売を開始 

 平成１４年 農村レストラン「そばの里まぎの」、牧野ふるさと交流館 

を整備 

 平成１５年 農村レストラン「そばの里まぎの」オープン 

       （そばの里牧野協議会出資者１８名） 

（地産地消をコンセプト） 

 平成１６年 「立ち上がる農山漁村」全国３０地区に選定される 

       （そば作付面積約 11ha、地区内の耕作放棄地が全て解消） 

 平成１７年 「農事組合法人そばの里まぎの」設立 

       （そば生産・加工・レストランをまとめ、一括した組織に）

現   在 そばの里まぎのは、地産地消にこだわったメニューなどで、 

年々順調な売上をみせる。 

そばのオーナー制度は全国各地に広がり、第8期を終え、 

名誉村民44組とややマンネリ化。 

菓子製造およびそば茶製造の加工所を整備し、地粉を使っ 

た菓子等を販売していく予定。 

 

＊補足①牧野地区で栽培しているそばは、県の無農薬・無化学肥料栽培 

「リンクティ」の認証を受けている。 

②主な加工品 

・そば粉 

・生そば 

・そば菓子（かりんとう、そばケーキなど） 
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３ 天神梅と竹林の里（烏生田
う ご う だ

地区） 

 茂木町の北部、市街部より約１０キロ、

町の景勝地のひとつ鎌倉山のふもとに広がる烏生田地区。葉タバコ衰退によ

り、荒れていく農地を活用して、以前より植栽してきた梅の木を利用し、オ

ーナー制度を開始。鎌倉山に祭られている天神さまと天神さまが愛した梅に

あやかり、天神梅と竹林の里とし、梅の木のオーナーと地域に多く点在する

竹林を生かした竹の子堀りなどのイベントを開催。 

 

 平成１０年 烏生田地区むらづくり協議会 設立 

       （烏生田地区25戸、梅の木1,000本、9圃場） 

 平成１１年 梅の木のオーナー制度スタート 

 平成１２年 加工及び体験施設「烏生田ふれあい館」を整備 

       ※オーナーへ梅加工や梅製品の販売を行う 

 平成１５年 地区内に介護老人保健施設「うごうだ城」オープン 

       農林水産祭むらづくり部門「農林水産大臣賞」受賞 

 平成１６年 うめ～ぇドリンク他４点を道の駅で本格的に販売開始 

 現   在 オーナー制度は、リピーター率９割と安定しているが、 

イベント内容がややマンネリ化。 

うごうだ城入所者との交流イベントの開催 

鎌倉山や近隣の山林の落ち葉をさらい、平成15年に整備 

された有機物リサイクルセンター「美土里館」へ提供する 

など、地域の美化に努めている 

 

＊①主な加工品 

・うめ～ぇドリンク 

（プレーン・果汁３０％・１㍑） 

（紫蘇入り・１㍑） 

・天神漬け 

（梅干・カリカリ梅・甘梅） 
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４ 棚田オーナー（入郷石畑地区） 

 

 茂木町の北部、烏山町境に位置し、全国の 

棚田 100選のひとつにもなっている美しい 

棚田の広がる農村地帯。葉タバコ衰退後、 

肉厚のシイタケ（どんこ）の栽培が盛んに 

行われている。 

 「耕して天に至る」と形容される棚田は、先人たちの努力と知恵の結晶で

あり、自然環境にも公益的な役割を果たす。しかし、後継者不足や生産調整

の強化から消え去ろうとしていた棚田をオーナー制度で復活させ、多面的機

能の維持と都市農村交流を実施。 

 

 平成１２年 入郷棚田保全協議会 設立 

       （入郷地区１０戸、棚田187枚） 

       棚田保全ボランティアの受入開始（耕作放棄地の解消） 

 平成１４年 棚田のオーナー制度スタート 

       酒米「５百万石」の作付け 

 平成１５年 日本酒「棚田の雫」販売開始 

       町内の棚田で採れた米のみで、「もてぎ棚田のお米」を 

道の駅、ＴＯＢＵ等で販売開始 

滞在型施設「入郷交流館」整備 

現   在 都心から参加のオーナーが増え、農作業体験やシイタケ 

狩りなどを楽しんでいる 

 

＊①主な加工品等 

・日本酒「棚田の雫」 

 （町内の２つの酒蔵で製造） 

・もてぎ棚田のお米 ５ｋｇのみ 
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５ きのこの里（青梅地区） 

 

 茂木町の東部、茂木町と茨城県城里町（旧 

七会村）との県境に位置し、東の玄関口で 

ある。拠点施設は、モータースポーツパーク 

「ツインリンクもてぎ」の南ゲート付近にあり、首都圏からの来訪者との交

流も盛んに行われている。 

 当地区では、本町の特産であるシイタケのほだ木のオーナー制やそば打ち、

炭焼き等の農業体験や直売所、漬物・そば加工等マルチな経営を行っている。 

 

 平成１１年 青梅協議会 設立（青梅地区３９戸） 

       ※加工品部、物産直売部、体験学習部 

 平成１２年 もてぎウェルカムパーク整備 

       シイタケ教室開催 

 平成１３年 炭窯整備 

 平成１５年 そば処「おうめ」オープン 

 平成１６年 舞茸の試験栽培実施 

現   在 直売所、そばレストラン、しいたけオーナー制度などを 

中心に運営舞茸のオーナー制度など新たな取り組みも検 

討中 

 

＊補足①生そばは、道の駅もてぎ「アグリハウス」へ販売 

②主な加工品等 

 ・生そば 

・青梅漬け（梅干・きゅうりの古漬けなど） 

・しいたけ、舞茸 

 

 

 

 

 

 

 

↑軍シャモそば しいたけオーナー制度→ 
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６ さくらんぼの里（生井地区） 

 

 茂木町の北部に位置。さくらんぼの南限を目指し、 

町内で栽培されていない「さくらんぼ」でむらおこしを開始。 

（佐藤錦１００本植栽、栽培面積約50a） 

  

 平成 ９年 遊休地へさくらんぼの植栽開始 

平成１６年 道の駅もてぎで、初の即売会を実施 

現   在 さくらんぼ摘みとり農園を目指し、 

枝の選定などの手入れに力を注ぐ 

 

７ フルーツ村（山内地区） 

 

 茂木町の北部に位置。むらおこしに積極的に取り組ん 

でおり、わらびの加工所を整備し、わらび加工を実施。 

その後、山内フルーツ村を設立し、健康食品として注目されていたブルーベ

リーの植栽を開始。（ブルーベリー約4,900本、栽培面積2.5ｈａ） 

 

 平成１１年 山内フルーツ村を設立 

 平成１４年 ブルーベリーを農協に出荷 

       山内産ブルーベリーを使ったジャムの加工出荷が開始 

 平成１６年 地区内の「うぐいす農園」にて、摘みとり体験を開始 

 平成１７年 八溝ユズ組合と合併し、山内地区全体の取り組みとなる 

摘みとり体験の団体受け入れを開始 

現   在 ブルーベリーを中心としたフルーツ村構想を着実に確立 

させており、今後、ブルーベリーの加工など、特産品開発 

にも力を入れていく予定 

 

８ 柿の里（河井地区） 

 

 茂木町の北部、那珂川の右岸に位置。町内各地で 

広がるむらづくりに触発され、はちや柿を利用したむらおこしを開始。 

（はちや柿750本、栽培面積２ha） 

 平成１２年 河井上柿生産組合を設立 

 平成１６年 干し柿加工所を整備 

 平成１７年 道の駅にて、干し柿の販売開始 
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９ かぐや姫の郷（竹原地区） 

 

 茂木町の北部に位置し、美しい棚田と 

竹林に囲まれた地区。近隣には、梅の 

オーナー制度を実施している烏生田地区があり、都市農村交流による地域の

活性化に触発され、ワークショップを開始。 

 地域の厄介者である竹林を利用した「かぐや姫の郷」というキャッチコピ

ーを掲げ、都市農村交流事業を開始。 

 

 平成１５年 竹原郷づくり協議会 設立 

       竹取応援団の受入（竹林の間伐） 

       ブルーベリーの植栽（80a、約1900本を植栽） 

       休憩所、トイレの整備 

 平成１６年 竹林と棚田のオーナー制度スタート 

「かぐや姫の郷」（郷人オーナー）募集開始 

柿・アンズの植栽 

新名所「坪渕の滝」遊歩道整備 

保冷庫の導入 

乾燥たけのこ、竹炭を製品化し、道の駅で販売開始 

 平成１７年 炭窯を整備 

現   在 ブルーベリーの摘みとり体験を目指す 

      空き家を利用した滞在型施設の整備を検討 

 

＊①主な加工品等 

・たけの娘（乾燥たけのこ） 

・竹炭 

                      ↓竹炭 

 

 

 

 

 

 

 

↑たけの娘（乾燥） 

ネット入り竹炭→ 
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１０ 虹色の里あじ彩（河又地区） 

 

 茂木町の北部、烏山町境に位置し、 

全国の棚田100選のひとつにも 

なっている入郷石畑の棚田の近隣地域。葉タバコ衰退後、肉厚のシイタケ（ど

んこ）の栽培が盛んに行われている。 

 地区の女性会で、以前より活動していたリースづくりを軸に、女性中心の

むらおこしを開始。豊かな自然を生かした、スローライフを気軽に味わえる

場所である。 

 

 昭和５０年代 地区の女性団体「河又あじさい会」でリースづくり活動 

を開始 

 平成１５年  河又あじさい会のメンバー3名が押し花インストラク 

ターの免許を取得 

ツインリンクもてぎと連携し、クライフト体験を開催 

 平成１６年  花の体験工房と農村レストランの営業を目指す 

        （河又・入郷・小深地区より1４名） 

        地域おこしワークショップを開催 

        「花と木の実の郷河又」のキャッチフレーズが完成 

 平成１７年  河又交流館が整備 

        「虹色の里あじ彩協議会」設立（参加者１２名） 

        農村レストランと花工房「虹色の里あじ彩」開店 

        （コンセプトは「虹のように旬を彩る里河又」。四季を 

花で、味を地元の旬の食材で彩る） 

現   在  食や体験などのイベントツアーを随時開催 

       山野草や旬の食材を生かしたメニュー作りに取り組む 

       今後、作品の通信販売や自然を生かしたオーナー制度 

を検討 

 

＊①主な加工品等 

・押し花作品 

・ドライフラワーのリースや花かご 

・ツルかご 
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１１ 深沢パパスの丘（深沢地区） 

 

 茂木町の南部、茨城県境に位置し、 

標高の高い山に囲まれ、沢づたいに南北に 

広がる地区。以前はコンニャクの栽培が 

盛んであり、たくさんの畑が広がっていたが、後継者不足等から、耕作放棄

地や遊休農地が目立ってくる。 

町内では、北部地区を中心にむらづくりが活性化しており、それに触発さ

れて、年々増えていく遊休農地を活用した都市農村交流の農業体験を実施。 

  

平成１５年 丘陵地帯の畑地を利用し、じゃがいもの農作業体験を計画 

      名称を「深沢パパスの丘」に決定 

      （じゃがいもは原産地でパパスと呼ばれている） 

平成１６年 遊休農地化した畑地を活用し、花も実も楽しめるよう 

じゃがいもの作付を開始 

じゃがいもの収穫体験イベントを開催 

 平成１７年 じゃがいものほかに、小麦、トウモロコシ、さつまいも、 

ヤーコン、そばを作付 

       深沢パパスの丘スローらいふクラブ第一弾として、 

じゃがいもととうもろこしのオーナー制度を開始 

貸し農園制度を同時に開始 

ワークショップの開始 

現   在 地元の特色を生かしたむらおこしを検討中 

      菜の花の種を蒔き、菜の花の丘を計画中 

 

＊①主な加工品等 

・そば粉 

・収穫した野菜 

・コンニャク（個人加工） 

・生そば（個人加工） 
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１２ 有機物リサイクルセンター「美土里館」 

 「人と自然にやさしい農業（資源循環型農業）」の拠点として、平成１３

年から建設が始まり、総工事費約６億円をかけ、平成１５年からたい肥の製

造が始まっています。 

 家畜ふん尿、生ゴミ、落ち葉、オガ粉、もみ殻を１０５日間以上じっくり

と熟成し、作られた美土里たい肥は、土と作物を元気にするだけでなく、働

く人も元気にします。 

 昨年は、約７７０トンのたい肥を製造しておりますが、良質なたい肥であ

ることから、農家から高い評価を受けています。最近では、県外からも買い

に来る方もいるほど、全国的に見ても、優良なたい肥となっております。 

 また、美土里たい肥を使った農産物は、学校給食にも利用されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

◎茂木町の循環型農業のイメージ 

 

＊①主な加工品等 

・美土里たい肥 
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１３ 道の駅もてぎ 

 

 平成８年に栃木県指定第１号としてオープンした道の駅「もてぎ」は、直

売所や特産品販売で人気があり、年間１００万人以上のお客さんが訪れます。 

茂木町のイチゴをバニラアイスの中で潰して作る季節限定の「おとめミル

ク」というアイスが人気で、アイス売り場にはいつも行列ができています。 

 直売所には、毎朝とれたての新鮮な野菜が並び、特産品売場には、地域の

特色を活かした多くの商品が並んでいます。 

 休日には、すぐ側をSLが走り、多くの人の目を楽しませています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

道の駅もてぎ園内案内図 

 ●施設案内 

 ① おもてなし情報館 

 道の駅もてぎの総合案内所です。茂木のありとあらゆる情報を提供します。

併設されているギャラリーでは、山野草、写真展などが開催されます。 

 

 ② お結びや 

 茂木のコシヒカリを使った「おにぎりのお店」や自然食品を中心にした商
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品を取りそろえた「自然食品のお店」で食事と買い物が楽しめます。 

 

 ③ 商工館（みやげ館） 

 茂木ならではの特産品「ゆず」を使った商品の他、名物「源太饅頭」や「棚

田の雫」などの地酒をはじめ、素朴な風合いが人気の茂木焼など、地元の特

産品を多彩に取りそろえています。 

 

 ④ アグリハウス 

 アグリハウスは栃木県と茂木町の農畜産物を使った食事が楽しめます。 

 また、茂木町自慢の採れたての新鮮な農産物を購入することができます。 
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- 1 -

◎馬路村の概要

○高知県の東部、安芸郡の 中北部に位置

○馬路地区と魚梁瀬地区

○徳島県境に接し、周囲は標高 級の山1,000m
○総面積 （森林率９６％ 、国有林７５％）165.52km2
○国道、鉄道、信号、高校、学習塾、コンビニもない人 人弱の小さな山村1,200

村づくりの目標と主要施策◎

○赤ちゃんの元気な泣き声のする村づくり

夢・恋人柚湯ツアー → 独身の村内男性と村外女性が交流する花嫁対策

保育料の軽減 → 保護者の負担軽減（徴収金基準額表の１０～４０％軽減）

○子ども達が元気に遊び、楽しく通学できる村づくり

スポーツの奨励 → スポーツ少年団（野球、バスケ 、各種競技会）

ふるさとにっこり活性化委員会 → 地域で行う子育て（地域の教育力の向上）

を目的とした各種活動

四季を通じた子どもの体験活動：登山、生活体験通学、昔体験等の実施

○住民が生き生きと働く姿のある村づくり

（馬路村産業の振興で説明）

○お年寄りの笑い声の絶えない村づくり

ほっとサロン → 身体機能維持等による介護予防等

世代間交流 → 文化の継承など子ども達との交流による生きがい創造

◎馬路村の活性化に不可欠なもの

○産業振興による雇用の場の確保

○定住・交流人口の拡大

～馬路村のブランド化を目指して～◎馬路村産業（農業・林業・観光）の状況と振興策

□農業

◇柚子の生産から加工・販売までを実施

◇直販方式を中心に加工品販売

ポン酢しょう油「ゆずの村」

馬路村公認飲料「ごっくん馬路村」など

◇商品に村のイメージをセットして売る

◇年間売上約３３億円

◇顧客数２８万件

振興策

◇ＪＡＳ有機認証の取得を推進

◇ゆずの森構想（新加工場の整備済）

◇柚子の新植補助、生産機械購入補助等

◇柚子農地の造成を計画（Ｉターン者の収入源対策等）



- 2 -

□林業

◇森林率９６％（うち国有林７５％）

◇民有林の人口林率８６％

◇㈱エコアス馬路村など木材の加工販売等

◇森林に関する産業に多くの村民が関わっている

森林関連産業の振興なくして村の将来は見えてこない

振興策

◇「森の仕事まるごと販売計画」を推進（ドングリから住宅まで）

ｍｏｎａｃｃａシリーズ（間伐材のカバン、座布団）

土木資材（撤去しない木製型枠、木製ガードレール等）

木のトレー かなば 茶道具等・ ・

◇各種間伐補助

◇木材の出口対策へ補助

□観光

◇馬路温泉、魚梁瀬温泉

◇森の情報館（高知市内）等

◇年間約３００団体が視察来村

◇交流人口の拡大

振興策

◇村の様々な情報を発信（高知市内の「森の情報館」等）

◇森林鉄道、かずら編み、曲げわっぱ、かなば編み、川遊び等の体験観光

◇心臓破りフルマラソンなど交流イベントの開催

◇集客のための仕掛けを実施（薔薇風呂、温泉卓球大会、四季の田舎料理など）

◎交流人口の拡大に向けた取り組み

○特別住民の募集と来村( から募集)H15.8.1
◇村人口 人、特別村民 人、来村 人( 現在)1,163 2,121 278 H19.2.1
○修学旅行等の受け入れ

◇東大寺学園中学、湘南学園高校

○馬路村応援団員

◇村を思い行動してくれる人に応援団名刺を配布。

○ワーキングホリデー

◇大学生が柚子収穫作業等に従事。地域通貨を発行。

○魚梁瀬大運動会の開催

◇村外からの参加を募集。約 名で全日本選抜を結成60

◎取り組みの成果

○定住人口の拡大 Ｕ・Ｉターン者の増の推移

☆ 年度・ 世帯 人 ☆ 年度・ 世帯 人 ☆ 年度・ 世帯 人12 8 15 13 4 10 14 4 13
☆ 年度・ 世帯 人 ☆ 年度・ 世帯 人 ●計 世帯 人15 16 22 16 12 21 44 81



 2007.1.27／第5回農山漁村活性化推進本部会議資料／島根県海士町

平成9年 (1997) ※「島じゃ常識！さざえカレー」商品化の研究（地域資源を活用したはじめてのモノづくりがスタート）、地酒「承久の宴」も発売。

平成10年 (1998) ※商品開発研修生制度開始。「島の宝探し」をキャッチフレーズに島外から人材を募集。島の助っ人的役割を担う。

平成11年 (1999) ※ソフト事業を中心とする第3次海士町総合振興計画「キンニャモニャの変」を策定。島民自らの意識変革を宣言！

※全国でも例を見ない早期退職制度の確立等、行革指針「やるぞ計画」に基づき行財政改革をスタート。

平成12年 (2000) ※沿構及び漁業担い手対策事業で養殖イワガキの共同出荷施設と種苗施設を建設。5年後の目標20万個出荷を目指す。

平成13年 (2001) ※Ｉターン者起業による「イワガキ（商標登録「春香）」の養殖出荷が始まる。築地市場で他産地より高い評価を受ける。

平成14年 (2002)

平成15年 (2003) ※島嶼間の合併に発展なしとの住民合意を得、合併法定協議会を解散、単独町政維持を選択。

平成16年 (2004) ※町内の建設業者が畜産経営に異業種参入。「㈲隠岐潮風ファーム」を設立。3月に全町域を「潮風農業特区」に認定。

※究極の行財政改革と産業創出を目的とした「海士町自立促進プラン」を民間人主導で策定。

平成17年 (2005) ※ＣＡＳ事業及び塩事業の運営母体となる「ふるさと海士」を第三セクター方式で設立。自治体初のＣＡＳ凍結が本格稼働。

※海士中学校の生徒23人が修学旅行の一環として一橋大学で海士町の地域づくりを講義。学生との相互交流が始まる。

※総務省の事業で地域通貨「ハーン」を試験導入し、年度末に全町に流通、使用可能となる。

平成18年 (2006) ※未就労の若者（ニート）らを集めて3週間の産業体験合宿「若者島体験塾」を開催。

※国より先行して少子化対策を実施。「子育てすこやか条例」を制定。第三子誕生に50万円、第四子誕生に100万円
の祝い金を。また、出産や不妊治療にかかる本土医療機関への交通費を助成。Ｉターンの奥様方を対象に子育てサロ
ンを運営（ＮＰＯ海士人）

※定住者のための専用住宅を16年度から17年度にかけて事業費3億円をかけて32個を新築・改築で整備。本腰でＩ
ターン誘致に取り組む。また、交流活動も活発化し、新宿日本語学校や一橋大学を通じた留学生の受け入れなど、国
際交流が定期的にはじまる。

※農水省の都市と農山漁村の共生対流事業に採択され、国際交流を始め、一橋大学を中心とする学生による出前授
業の実施やインターンシップが活発化し、この1ヵ年で学生を中心とする若者が延べ900人海士町に訪れている。ま
た、この3月には学生を中心に地地バス計画が予定されている。（概要：東京から数名の学生がエコバスに乗り込み、
若者の少ない過疎地域で出前授業など元気になる活動や交流を通じてさらにエコバス参加を募り、次の地域でも同
様の試みを行いながら終着点海士町へ向かう行程。地域と地域を結ぶ或いは地域と地球を旅するバスということで地
地バスと名付けた。エコバスなので走れば走るほど地球にやさしい、地球が元気に、地域も元気に、参加する人も周り
の人も元気なるという、人間力醸成の意味も込めている。）

※Ｉターン者を集計すると、Ｈ16～H18の3ヵ年で72世帯138人に達し、何故そんなに若い世代が島に行くのか、全国
から視察が相次いでいる。

※最大の給与カットを実施。（町長50%、助役・教育長・議員40%、課長30%、職員平均22%でＨ17年10月時点のラスパ
イレス指数は、72.4で全国最下位となる。

※定住希望者を対象に、2泊3日から最大2ヶ月間の「島暮らし体験ツアー」を実施。全国から71名が参加。この中に、
農業を志す青年3家族の定住が決まる。また、この年からシングルマザーを対象にした島暮らしツアーも打ち出す。

※商品開発研修生が地域食材を使って「椎茸餅のこじょうゆピザ」を商品化。ＮＨＫ今日の料理大賞全国大会に出場
し、約4000人の競争を勝ち抜き全国ベスト3に入選。

※隠岐潮風ファームの隠岐牛が3月東京食肉市場へ初出荷。松坂牛に匹敵との評価を受ける。10月には月10頭体制
の定時定量出荷が可能となる。現在まで65頭を出荷し、上物率93%、BMS12＝4頭、平均枝肉単価約2,700円/kgと安
定した品質で出荷が続けられている。一方、隠岐牛の高い評価から子牛生産価格も上昇し、生産者の増頭意欲が高
まった。またＩターン者が「※海士ファンバンク（別紙参照）」という都市住民からの資金を調達できるしくみを考案し、畜
産業を始めたケースなど、地域全体に連鎖する形で効果が上がっている。

※ものづくりの気運が地域集落にも徐々に浸透し、天然塩を活用した梅干しづくりや、塩辛づくり、干物づくりなど、集
落単位やグループ単位で活動が活発なり、地域のコミニュティ力が醸成されつつある。

※地域づくりの実践がより確かな効果として現れるよう町政の経営指針を「自立・挑戦・交流～そして確かな明日へ～」
と名称変更。

※山振事業及び漁港事業で離島版道の駅「承久海道キンニャモニャセンター」オープン。人（交流）・モノ（地域資
源）・金（本土外貨獲得）・情報（ネットワーク）が集まる核施設で、船舶待合ターミナル機能に農林水産物の直販所とレ
ストランを併設。町の玄関港が情報発信交流の拠点となる。地産地商（消）運動及び地域食材を活かした商品開発の
施策をより鮮明に打ち出す。

※町長以下大胆な給与カットを実施し、捻出した財源で攻めの産業施策を展開。まずは、キンニャモニャセンターに
役場の機能を移設増強。農林水産や商工観光、定住施策を受け持つ交流促進課、地産地商課、産業創出課の「産
業三課」を設置し、体制を強化。

※国の第１次地域再生計画に認定され、ＣＡＳ（細胞を壊さない新冷凍凍結システム）を活用した農水産物加工保存
の新産業を形成すべく、各省庁の支援を実施。三振及び漁村コミュニティ事業を活用し、ＣＡＳ機能を備えた農水産
物の加工凍結センター及び天然塩の精製施設を建設。並行して、中核人材を育成するため各種の能力開発事業を
展開。

※「自立・挑戦・交流～そして限りなき前進～」を町政の経営指針に掲げ、役場を「総合サービス商社」と位置づける。
町長は＜社長＞、助役は＜専務取締役＞、課長は＜取締役＞、職員は＜社員＞、住民が＜株主＞であり、＜顧客
＞であるとの理念のもと、さらに地域づくりを推し進める。

最後尾から最先端へ、小さな島の自立への挑戦

※海士町の取り組み状況　（別紙資料参照：段階的まちづくりステップ）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【地域経営：直近のあゆみ（展開）】

※海士町の取り組み状況 （別紙資料参照：段階的まちづくりステップ）
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◆キーワードは「海・潮風・塩」豊かな海の恵みを軸に地域の資源で町を活性化。

◆地域資源の商品開発には外からの視点が重要。商品開発研修生を投入。

◆最新の冷凍技術（ＣＡＳ）を導入してとれたての味を全国に提供。順調にスタート。

◆建設会社が畜産に異業種参入。東京の市場で最高評価を獲得。「潮風」のミネラルが味の鍵。

◆地域集落みずからが原点の食を追求し、モノづくり（梅干し・塩辛・干物）をスタート。

◆島まるごとのブランド化をめざし、情報を発信。限りなく海士ファンの獲得をめざす。

◆島の未来は島民みずからが切り拓き、築くという気概を持つためのビジョンを示すことが重要なこと。
・財政難であるが故、自らの骨身を削る究極の行財政改革を断行しながら、島民の目線に立つ。危機感の共有。
・積極的な定住政策と先駆的な産業創出に果敢に立ち向かい、結果を確実な数値に表す。

◆政策の中心を産業興し１本に集中し、攻め続けるしかないこと。
・さざえカレー、いわがき春香、隠岐牛、塩、ＣＡＳ水産物で独自の人的ネットワークで販路を拡大。
・産業興しの要は、「地産地商（消）」。が原点であり、地域向上力もそこからはじまる。
・離島のハンディをアドバンテージに変え、東京市場で勝負してブランドを確立。
・とにかく本土外貨を稼ぐ。

◆地域資源の発掘、商品化に商品開発研修生という外部の人が深く関わったこと。
・島の宝をみんなでかたちにしていくプロセスが重要。地域資源の発掘＝商品開発＝地域づくり＝地域への愛着。
・商品開発研修生のコーディネートで、地域が元気になり、やればできるという自信につながった。
・商品開発研修生が自由な発想で自由な行動ができるような環境を整えてあげること。

◆人づくりは島の未来づくり。島に誇りを持つ若者と馬鹿者と余所者が明日の海士を創っていること。
・多くのＩターンが地域と密接に関わることで、新たな動きが可能。（イワガキや梅干しづくり等、成果が上がっている。
・島内外を問わず、深い人間力を形成するために、地域の伝統文化・産業を伝承することが農山漁村の役割。

◆外部とのネットワーク構築は地域づくりに不可欠。新たな発想はそこから生まれる。
・産品開発や催事イベントを企画実践するにあたり、大学や特定の都市との連携を深める。
・次代を担う学生をはじめ、地域コミュニティを求める都市住民と積極的に交流する。
・小泉首相が選んだ全国地域おこし燃える人の会が海士の応援プロジェクトを立ち上げるなど、外部との様々な
　ネットワークが新たな人脈づくり（海士ファン獲得）につながり、地域活性の原動力となる。

◆農山漁村に今必要な施策は人材に積極的に投資することではないだろうか。
・海士町が実施している商品開発生制度を国の支援事業に加えたらどうか。（例えば、国50%、県25%、市町村25%）
・人材の豊富な地域ほど活力がある。外の人たちが産品開発や地域コミュニティに深く関わり成果が上がっている。
・優秀な学生や技術力のある団塊の世代を、今こそ農山漁村に送り込むべき。地域は必ず変わるはず。

◆Ｉターン者が離島で農業（漁業）を行う場合の支援措置の充実はできないものか。
・農業は機械設備や倉庫等、初期投資が大きい。預金も担保もないＩターン者にはリスクがある。
・また、離島は海上の流通コストが加算されるため、競争力に欠け、不利な地域でもある。
・後継者が少ない現状にある今日、島で半農半漁の営みを求める方々を積極的に受け入れたい。
・農業で生計を立てるという支援策でなく、農山漁村の社会を維持継承するための農の営みという視点での支援策の充実。

※海士町の取り組み状況　（別紙資料参照：段階的まちづくりステップ）
　　　　　【地域づくりは一朝一夕にはならず、基礎と芽があって今日に至る。しかし、まだまだ道半ば。】

※活性化の成否に係るポイント

商品開発研修生とは：平成10年度より海士町が募集している商品開発研修生制度。地元にない発想と視点で、特産品や観光商
品或いは地域づくり、地域コミュニティに至るまで、海士にある全ての宝の山（地域資源）にスポットをあて、商品化に挑戦する。
「島の助っ人」的存在で、今日まで18人が参加。現在5人が勤務中。過去、研修生の卒業者で海士に定住した方は5名いる。毎月
15万円の給与を支給（社保付）。住居は１ＤＫを準備し家賃は1万円。冷暖房、こたつ、冷蔵庫、掃除機、布団を完備。１年契約だ
が更新可能。今年度2人が卒業するが、海士で起業を試みるとのこと。大きな挑戦である。

※農林水産省への要望等

CAS（Cells　Alive System)とは：磁場エネルギーで細胞を振動させることで、細胞組織を壊すことなく凍結させることができる画期
的なシステム。解凍しても通常の急速冷凍物のようにドリップなど一切起きず、長期間にわたって鮮度を保持できる。つまり、とれ
たての味を封じ込め、鮮度を蘇らせて、食することが可能。漁師の食卓が直接都市の消費者にも届けられる環境が整った。
離島ハンディを克服する最大のツールとして可能性は大きい。



地域の現状

地域の課題

ふるさと海士と隠岐潮風ファームの雇用実績及び計画

Ｈ１６年度実績 Ｈ１７年度実績 Ｈ１８年度計画

ふるさと海士 16 7 4
潮風ファーム 4 2 2
町内全体Ｉターン者 20 101 30

＊離島ハンディによる極端な人口減少・少子高齢化で過疎の加速化
＊急激な公共事業費削減に伴い、建設業の雇用情勢が悪化
＊基幹産業の低迷による地域経済の脆弱化

■農林水産業と観光業のマッチングが求められ、島独自の個性化が必要
■ＵＩターンの希望が多い昨今であるが、働く場所がない
■サザエカレーや岩ガキ等のブランド化に努めているが、新規雇用に限界がある
■地域産業・地域企業の活性化には、島ならではの資源活用が不可欠
■地域雇用の増大には、第一次産業を機軸にした新分野への進出が最重要課題
■究極は、島に住む人、町づくりを売りとする地域ブランドの早期実現・スピードＵＰ

島の新産業創出事業～島まるごと加工産業による雇用創出～  　海士町

サザエカレー

いわがき「春香」

地産地消

地域食材
開発提供

天然塩精製

農水産物加工凍結
（ＣＡＳ）

隠岐牛

交流の促進

海士デパートメントストアープラン
地域再生計画の認定を受け、
３カ年で自立できる方向性を確立

島まるごとブランド化計画策定

潮風農業特区認定
農地法の規制緩和により
企業の農業参入が可能

基盤・体制の整備

交流拠点施設ｷﾝﾆｬﾓﾆｬｾﾝﾀｰ

ブランド化第一弾

加工産業の確立と雇用創出

ＣＡＳ凍結センター

海士御塩司処

第３セクター(株)ふ
るさと海士の設立

(有)隠岐潮風ファー
ムの農業参入

商品育成

人材育成

情報発信

商品開発
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真の自立へ

町が有機ＪＡＳの認証機関に
町内農産物を有機ＪＡＳ認定
→更なる付加価値と物語
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　　　地域からの提案
　【海士の塩から始まる産品】
　　※梅干しづくり（崎集落）
　　※塩辛づくり（知々井集落）
　　※干物づくり（豊田集落）
　　※漬け物づくり（グループ）

Ｈ16～H17

Ｈ18～Ｈ20

連鎖
都市との
共生・対流

外部の発想と視点を活用　：　平成10年度から独自の制度を立ち上げ、商品開発研修生を受け入れる。産品開発と地域力向上に力を発揮する。



平成16～18年度の海士町Ｉターン者の状況

◎出身地別Ｉターン世帯数

エリア 16年度 17年度 18年度
北海道 2

1 3 4
3
1
2
1
1

信越 2
東海 1

7 1
1 3 2

1
2
2 3
1

11 11 1
2
1 1

外国 1
13 46 13

◎業種別Ｉターン世帯数
業種 16年度 17年度 18年度 計
製造業 1 8 1 10
医療 3 3
農業 4 4
観光 1 1 2
福祉 3 3
水産 6 6
林業 2 1 3
公務員 8 5 13
団体職員 1 1
サービス業 8 4 12
建築業 1 1
建設業 8 1 9

※公務員には研修生を含む。 67

◎年代別Ｉターン世帯主数 ◎男女別移住者数
年代 16年度 17年度 18年度 性別 16年度 17年度 18年度
２０代 2 18 7 男性 14 52 12
３０代 7 11 2 女性 6 49 5
４０代 1 11 1 合計 20 101 17
５０代 3 2 2
６０代 4 1
合計 13 46 13 ※人数・世帯数は離島者を含む。

都道府県 エリア別移住世帯数

北海道 2

関東

東京都

16

神奈川県
埼玉県
千葉県
栃木県
山梨県
長野県 2
愛知県 1

近畿

大阪府

17
兵庫県
京都府
奈良県

中国
広島県

29鳥取県
島根県

九州
福岡県

4
大分県

スリランカ 1
合計 72
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小さな島の挑戦

島根県 隠岐國 海士町

町政の経営指針

自立・挑戦・交流

～そして確かな明日へ～

～ 最後尾から最先端へ～

（平成 19年 2月 1日改） 
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海士町は-------------------------------------------- 

 日本海の島根半島沖合い約 60Km に浮かぶ隠岐諸島の中の一つで中ノ島を「海士

町」といい１島１町の小さな島（四つの有人島、島前３・島後１） 

 面積：33.46k ㎡ □ 周囲：89.1 ㎞ 
 対馬暖流の影響を受け豊かな海と四季折々の自然に包まれ、生活の主体は半農半
漁 

 人口：約 2,581 人 
 高齢化率（65 歳以上）38.0% 
年少人口率（14 歳以下）10.4% 

 

 財政事情 
 標準財政規模 約 22 億円 
 基金残高  約 6 億円 
 経常収支率 90.3％ 
 公債比率  16.2％ 

 

 

「選ばれし島」----------------------------------------- 

 奈良時代から遠流の地として定められ遣唐副使の小野篁（小野小町の祖父）をはじ
め高貴な政治家が送り込まれるなど歴史的文化遺産や史跡が多く残っている。 

 承久の乱(1221 年)に敗れた後鳥羽上皇はご配流の身となられ、在島 19 年余再び都
へ帰ることもかなわずお亡くなりになられた島として知られ、いまも住民の熱い畏敬

の念は引き継がれている。 

 島の名所といえば御火葬塚 ・隠岐神社 ・金光寺山 ・明屋海岸 ・天川の水（名水・
疎水百選）に半潜水型の海中展望船が走っている。 

平成 10年頃までの背景--------------------------------- 

 国の経済対策に呼応した公共事業への投資 
 遅れていた基盤を整備・・・離島振興法 

• 漁港・港湾整備、道路整備、下水道整備、福祉施設・観光施設の建設 
 公共事業で生きてきた島、生かされてきた島 
 その結果、住民の暮らしは改善される一方、体力以上に膨らんだ地方債 
 そして、時代は転換期を迎える。 

 景気刺激策としての大規模な公共投資も限界 
 ハード整備からソフト事業への転換 

（国勢調査17.10.1現在）・・・昭和 25 年のピーク時 6,986 人から約 63%減少） 
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第１の行革（平成 11年～13年）--------------------------- 

 時流の変化をいち早くキャッチ（自立に向けての産業振興策と意識改革の始まり） 
 第 3次海士町総合振興計画（キンニャモニャの変）の策定 

 シンボル事業の三本柱（人づくり・モノづくり・健康づくり） 
 現状維持では、近い将来に赤字再建団体転落の危機 
 行財政改革「やるぞ計画」の策定・実施 
• １年の昇級延伸（平成 12 年度～） 
• ５５歳で昇級停止（平成 11 年度～） 
• 早期退職の推進（給料の積立）・・・・労組からの提案 
• 退職不補充 (9 人・10%削減) 
 その結果平成１４年度には２億円を捻出し基金の枯渇を防いだ。  

第２の行革（平成１４年～１５年）---------------------------- 

 時代背景 
 若者の人口流出により全国平均をはるかに超える極端な少子・高齢化の進展（18
年 3 月 38.0%） 

 償還のピーク到来と基金の急速な減少（平成５年以降のものの償還） 
 町長選挙（平成 14 年５月）・・・町政の流れを変えたい 

 町政の経営指針に 
 ～自立・挑戦・交流～ そして限りなき前進 

 まず職員の意識改革･･･「住民あっての行政」という基本理念の徹底 
• やってあげる行政から～やらせていただく行政へ 
 行政の体質・発想・システムの改革 
 収入役の廃止、町長公用車の廃止 
 経営会議の定例化と充実 
 実践的な課制とフラット化 
 適材適所主義、課長・係長の推薦制・・・年功序列の排除 

平成の大合併の中で------------------------------------ 

 周辺町村と合併するか、産業振興によって厳しくとも自立の道を歩むかの選択を迫ら
れる。 

 島前３町村は、海を隔てそれぞれ自己完結型の島の暮らしを営んでいる･･･（所詮
は名目合併でしかない） 

 日本海の荒波で内航船の欠航など気候と地理的特殊性から外海離島間の合併は
困難 

 島嶼間の合併メリットは薄いと判断し、平成 15 年 12 月任意合併協議会は解散し苦
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渋の単独町政を選択 

 先ず単独町政を貫く「覚悟」と「気概」の共有化 
 「自分達の島は自分達で守る」ための「生きる術」を模索（平成 17～18 年の 2 年間
が勝負） 

第３の行革（平成 16年～）-------------------------------- 

 三位一体の改革が本格的に始まる 
 単独町政を決断して間もなく地方交付税等の突然かつ大幅な削減（一年間の町税額
にも匹敵する規模の削減）で、島の存続さえも危うい緊急事態に 

 こうした危機的な状況の中で行革の流れは一気に加速 
 住民代表・行政・議会とともに島の生き残りを掛けた「海士町自立促進プラン」を策定
（平成 16 年３月） 

 プランの視点 
• 住民との信頼を醸成し手法と順序を間違えない 
• 安易に住民の負担やサービス低下に転嫁しない 
• 住民の視点から見てもバランスを欠いたものは改革を即行する 
 行財政改革によって「守り」を固める一方、「攻め」の方策として新たな産業の創出
を強力に推進することを戦略に 

 行財政改革・人口施策・産業施策の 3 本柱を短期～中期～長期と政策課題に据え
て取り組む。 

守りの戦略（行財政改革）--------------------------------- 

 全職員に「先憂後楽」の精神を説く・・・・・天下の憂いに先立ちて憂い、天下の楽しみ
に遅れて楽しむ 

 住民と向かい会うためには先ず行政が率先してコスト削減に努めることから始める 
 町長以下助役・教育長、議会、管理職に始まり、職員組合から申出て給与の自主
減額を提案・実施する。 

 「職員の危機意識」は給料カットで未来への「先行投資」という意識に変化 
 職員から給料カット分を施策に見えるように活きた運用の提案 

 町内 14 地区すべて 3回にわたって座談会を開き、住民とも危機感を共有 
 老人クラブからバス料金の値上げや補助金の返上。各種委員から日当減額の申し
出や住民からは自分たちに出来ることはないかなどの声が上がる。 

 島の再生に向けて園児から小・中・高生まで協働して、まちづくりの気運と応援態勢
が出来つつある。 

削減効果（H16 年度） 

 三役の給料カット   ▲30％～20％   750 万円 

 管理職の給料カット   ▲20％    1,100 万円 

 職員の給料カット   ▲20％～10％   4,900 万円 
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 議員の報酬カット    ▲20％    670 万円 

 教育委員の報酬カット ▲20％     20 万円 

 （ラスパイレス指数 81.6） 

 早期退職       H15 退職 5名    4,000 万円 
 経営者として給料カットは最悪な手法だが、しかし先ずそこから始めてこそ住民の共
感が得られる。 

＜人件費の削減効果 1 億 1,440 万円＞ 

削減効果（Ｈ17年度） 

 人件費の削減効果  約 2 億円 （H10 年比較で 4億円、△45％削減） 
 三役の給料カット      ▲50％～40％ 
 職員の給料カット      ▲30％～16％（平均22%、ラスパイレス指数 72.4 全国最低値） 
 議員の報酬カット      ▲40％ 
 教育委員の報酬カット  ▲40％ 
 区長報酬カット        ▲10％  
 早期退職・転職支援  8 人削減 

 その他 
 公共事業費の圧縮（21 年度から効果あり） 
 経常経費等の見直し (補助金、負担金、旅費、需用費、委託料等) 
 料金収入等の見直し (住宅使用料、負担金等) 

■ 平成 18 年度カット率もそのまま続行を労組と確認 

 H18 年度ラスパイレス指数 72.1（全国で二番目に低い・・・全国最低値は長野県王滝村67.5） 
 人員削減効果 
 職員数△20 人(H10 年度 93 人→H17 年度 73 人、△21.5%) 
 収入役廃止、議員定数減(H19 年度△2人･･･定数 10 人) 

 人件費削減効果 
 H11 年度 0.5 億円～H17 年度 4.5 億円（累計 13.7 億円） 

 総コスト削減効果･･･（人件費含む） 
 H11 年度 0.6 億円～H17 年度 5.0 億円（累計 15.5 億円） 

 その他 
 時間外手当の縮減、宿日直の外部委託から職員対応へ（代休制） 
 補助金の縮減、バス料金の値上げ申し出、廃棄物手数料の値上げ 
 公用車の廃止、課長・係長の推薦制度で年功序列からの脱却 
 目的達成のための機能的な組織改革（定員削減をしながら産業振興に重点配置） 
 各課の連携強化と組織のｽﾘﾑ化（人間力推進ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄの設置 H17.4） 

 職員と危機意識を共有することにより、モチベーションを下げることなく、平成１７年度
は十数年振りに基金の取り崩し無しで決算ができた。 

行政内部の IT 改革 

 離島のハンディを克服するツール・・・時間と距離の短縮・情報収集と発信・IT ビジネ
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スの確立 

 コスト削減に向けた取り組み 
 ・海士町例規集のデジタル化  ・地域イントラの運用保守 

 地元の IT 技術者と協力し、コスト削減と IT ビジネスでの雇用創出を展開 
 情報発信の必要性 

 セールスを意識したホームページの作成  http://www.oki-ama.net 
 所信表明や町広報誌のデジタル化 
 ミンナーカイブ（デジタルアーカイブ） 

 地域通貨モデルシステム（H17 年度～）・・・・ハーン通貨発行（500 円、1000 円札） 
 ・住基カードの普及と地域経済の活性化 

攻めの戦略（産業振興策）-------------------------------- 

 産業構造の推移 
 第１次産業の衰退と、第２次産業（公共事業＝建設業等）への移行により、依存型
の産業構造へと変化した。 

 自立への道として、第１次産業の再生とこれを基盤とした自己完結型の産業構造へ
の転換が求められる。 

 一点突破型リーディング事業の展開 
 今回の危機的状況は、単に財政再建のための短期的な施策だけでは乗り切れな
いと判断し、産業振興策を積極的に展開 

 自然環境と地域資源を活かした第１次産業の再生 
 「海」「潮風」「塩」の三つをキーワードに地域資源（海産物・農産物と肥育牛・ミネラ
ル豊富な天然塩）を有効活用し、「島まるごとブランド化」するという究極のふるさと

振興を目指す。 

地域再生計画の認定（H16.6・H17.7） 

 海士デパートメントストアープラン ～『選ばれし島』まるごと届けます～ 
 『そこに行けばなんでもそろう』  これが、海士デパートのコンセプト 
 楽しさ、美味しさを一杯詰め込んだ、いわば島まるごとが、デパートになることを目
指す。 

 人づくり・モノづくり・健康づくりの 3本の柱をベースに地域再生を推進 
 支援措置（主管・厚労省） 
 H16 年度プラス事業（地域雇用機会増大支援事業） 
 H17 年度パッケージ事業（地域提案型雇用創造促進事業） 
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初めてのモノづくり 

 産業施策の理念と挑戦への気概 
平

成

９

年

度

発

売 

 

平

成

10

年

度

発

売

 

 承久の宴は地元の酒米「改良雄町」と名水百選「天川の水」を使った純米吟醸酒 
 さざえカレーはブランドとして認知され、高い評価を受けている 

 

モノづくり パート② 

 海士のいわがき『春香』･･･Ｈ12 年度発売 
 東京「築地」でブランド 
 高レベルの品質管理 
 

 
モノづくり パート③ 

 農業構造改革特別区域の認定（H16.3） 
 農業分野に建設業が新規参入 
 「島産まれ島育ち隠岐牛」の肉用牛ブランド化を目指す。 
H18 年 3 月東京食肉市場に初めて出荷した雌の黒毛和牛３頭が初競りですべて最

高品位のＡ5 に格付けされ、肉質は松阪牛並みの評価を受ける。 

 すべて循環・完結できる農業社会の形成(堆肥等) 
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 全国枝肉共励会への出品（Ｈ18.10） 
 Ｈ18 年 10 月から定時定量の 10 頭出荷態勢が整いブランド化も近い 
 隠岐牛出荷（3月～12月・55頭）の実績・・・Ａ5＝39頭（71％）、Ａ5・4＝50頭（91％）、
枝肉平均 2,721 円（406 ㎏）、平均価格 110 万 4 千円 

 島の農業に新たな挑戦をする青年に「海士ファン・バンク」を創設（Ｈ18 年 11 月） 
 

モノづくり パート④ 

 手づくりの天然塩で食育を･･･H16.5～ 
 ミネラル豊富な海士の天然塩を活用し、伝統料理を復活（伝統製法・自然食品・加
工品） 

 本物の味で島国らしい商品開発  『海士の塩』で漬けた梅干や健康づくり 

  

モノづくり パート⑤ 

 CAS(Cells Alive System)新技術の導入･･･H16.5 
 素材の細胞を活かしたまま、瞬時に凍結 
 島で捕れた鮮度そのまま消費者へ 
 離島のハンディを克服する最大のツール 
 第一次産業の復活と農水産物の高付加価値化 

 第三セクターの創設（Ｈ16.2）・稼働（H16.5） 
 雇用の増大と定住促進 
 Ｉターンの人材活用 
モノづくりへのこだわり 

 地産地商(消)の事業展開 
 ・地場産品の消費拡大 ・商品開発によるブランド化 ・首都圏への販売展開と外貨
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獲得 ・安心・安全な商品を消費者に提供・・・・消費者のファンづくり 

 トレーサビリティシステムの導入・・・・生産履歴情報・産地情報 

人口施策（活性化の基軸）--------------------------------- 

 定住施策（I ターン） 
 Ｈ16年度・・12 世帯 18 人、H17 年度・・44 世帯家族 96人、Ｈ18年度（12月末現在）・・16
世帯24人  〔合計72世帯、138人〕 

 I ターンの方々が地域の大きな力となっている 
 住基人口・・（Ｈ17.4.1）2,496 人→（Ｈ18.3.31）2,534 人 
 住宅建設26戸、空家リニューアル8戸（H16～H17年度）、 H18年度予定・・建設3
戸、リニューアル 3戸  〔合計 建設29戸、リニューアル 11 戸〕 

 少子化対策 
 結婚・出産・育児の包括的支援体制の構築 
 「海士町すこやか子育て支援に関する条例」・・・Ｈ16 年 10 月制定 

 結婚祝い金 20 万円（一人 10 万円） 
 出産祝い金（最高 100 万円）、保育奨励金等 
 妊娠出産に係る交通費助成 
 年間出生数 10 人から 15 人に 50％増加 

  （財源は人件費カット分の 5％程度 約 800 万円を充当） 

未来を支える人づくり（生きる力の教育）------------------------ 

 人間力推進プロジェクトの設置（H17.4） 
 教育・福祉・健康を柱にプロジェクトを編成 
 モノづくりを原点にしながら、真の人間力の形成を目指す。（自立心の育成） 

 真の豊かさとは何か、海士町の魅力とは何か、原点を見つめ直すことからスタート
（コンセプト･･･海士らしい・新たな価値観の醸成） 

 島の自然・歴史・文化等の資源を活用しながら積極的に国際色豊かな交流（郷土愛
の育成） 

 H17 年度主な人づくり事業 
 東京国立市（一橋大学）との交流、新宿日本語学校仏人サマースクール開校 
 アドベンチャーキャンプ、キャリア教育（職場体験）、修学旅行、井原市児童交流、他 
 若者島体験塾･･･県民との協働による島根づくり事業の一環で未就労（ニート）の若
者に島体験 

 H18 年度･･･都市と農山漁村の共生・対流に関する事業（主管・農水省） 
 国際交流・都市のとの共生対流を通し、人間力の向上を図りながら「未来を支える
人づくり」「元気とやる気の健康づくり」そして「海士らしい福祉」の実現 

 キンニャモニャ祭り・吟行ツアー・海士ワゴン（学生と児童生徒の交流）・若者島体験
塾・シルバーボランティア・商品開発研修生（Ｈ10～）・農業研修生（Ｈ17～） 
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 離島交流・県単独・ソフト事業等の積極的な導入 

行政は--------------------------------------------- 

 「住民あっての行政」という基本理念と「熱意・誠意・創意」の三つの「心」をもって仕事
にあたる。 

 人が住みたくなる地域社会を次の世代に引き継ぐ責務 
 役場は「株式会社」の「総合サービス業」で「住民」は税金を投資した「株主」であり、
また「顧客」である。 

 町長は「社長」、助役は「専務」、課長は「取締役」、職員は「社員」 
 社長（町長）は、株主（住民）と社員（職員）の利益と生活を守る責任を負うもの 

 トップは「指し示す」・・・先見性と決断力、そして「行動する」･･･トップセールス 
 「島の未来は自分らが切り拓こう」という職員一人ひとりの「高い志」と「強い自立心」
と「感性」が「まちづくり」の原動力･･･愛郷心 

 危機意識を住民といかに共有するか･･･自助・互助・公助の精神と共通理解 
 座して待つ行政から出向く行政へ 

最後尾から最先端へ（持続的成長へ）------------------------- 

 町政の経営指針（二期目）・・・・・自立・挑戦・交流 
 サブタイトルを「～そして限りなき前進～」から「～そして確かな明日へ～」に更新 

 「そして確かな明日へ」とは 
 立ち上げた新産業を着実に伸ばし雇用と定住の限りなき増大を図る 
 高い志と人間力に溢れた地域の未来を支える人づくり 
 そして人（健康）・自然（環境）・生活（文化）に配慮したサステナブル（持続可能）な
島づくり 

 離島は急激に進んだ少子高齢化・過疎化など島国日本の縮図である。しかし、島に
は日本らしさはまだ残っており、そこには新しい価値観と問題解決のヒントがあり最

後尾から最先端への可能性も秘めている。 

 

◆ 「ふるさと再生」を「やればできる」という自信と、離島のハンディキャップをアド

バンテージに「確かな明日へ」向かって「小さな島の挑戦」は続く・・・・・ 
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ソ フ ト事 業 一 覧 表 
（単位：千円） 

 № 事   業   名 事業費 所  管 率 備  考 

（ 産 業 関 係 ） 23,000    

1 地域雇用機会増大促進支援事業の実施可
能な地域の追加 
人材育成、能力開発 

23,000 厚生労働省 10/10 地域再生計画 

プラス事業 

（ 交 流 関 係 ） 3,000    

Ｈ 

16 

年

度 

1 まちづくり交付金事業 ・暮らし体験ツアー 3,000 国土交通省 4/10 定住促進 

（ 産 業 関 係 ） 86,100    

1 総力結集しまね再生事業 
・商品開発及び販路拡大育成 

19,300 島根県 2/3 CAS 商品・隠岐牛

2 立ち上がる産地育成事業 
・I ターン農業研修生育成 

30,000 島根県 1/2 
～1/3 

3 名分 
（梅、そば、畜産） 

3 食の安心安全確保交付金事業 
・水産物トレーサビリティ＆食育事業 

5,000 農林水産省 1/2 地産地商の展開

4 漁村コミュニティ支援事業 
・漁村体験及びものづくり交流 

3,800 水産庁 1/2 アドベンチャーキャン

プ・インターンシップ 

5 地域提案型雇用創造事業 
・人材育成、能力開発 

28,000 厚生労働省 10/10 地域再生計画 
パッケージ事業 

（ 交 流 関 係 ） 40,550    

1 まちづくり交付金事業  ・暮らし体験ツアー 5,000 国土交通省 4/10 定住促進 

2 地域通貨実証実験事業 
・地域通貨実証実験 

30,000 総務省 10/10 地域再生計画 
ＩＣＴの活用 

 

 

 

Ｈ 

17 

年

度 

3 離島交流事業  ・まちづくり展開事業 5,550 離島振興課 5/10 活用プログラム作成

（ 産 業 関 係 ） 90,000    

1 総力結集しまね再生事業 
・商品開発及び販路拡大育成 

19,300 島根県 2/3 ＣＡＳ商品・隠岐牛

2 立ち上がる産地育成事業 
・Ｉターン農業研修生育成 

14,300 島根県 1/2 
～1/3 

3 名分 
（梅、そば、畜産） 

3 ふるさと農山漁村体験事業 
・農林水産業体験 

2,000 島根県 10/10 農業及び漁業体験 

4 漁村コミュニティ支援事業 
・漁村体験及びものづくり交流 

7,700 水産庁 1/2 アドベンチャーキャン

プ・インターンシップ 

5 強い農業づくり交付金事業 
・海外輸出事業 

2,000 農林水産省 1/2 上海へCAS商品輸出

6 食の安心安全確保交付金事業 
・水産物トレーサビリティ＆食育事業 

5,000 農林水産省 1/2 地産地商の展開

7 農村コミュニティ再生・活性化事業 
・ふくぎ茶特産品化プロジェクト 

2,000 農林水産省 1/2 学名：黒文字 

8 新山村等農林漁業特別対策事業 
・商品開発及び販路拡大育成 

9,700 農林水産省 1/2 CAS 商品 

9 地域提案型雇用創造事業 
・人材育成、能力開発 

28,000 厚生労働省 10/10 地域再生計画 
パッケージ事業 

（ 交 流 関 係 ） 22,260    

1 まちづくり交付金事業  ・暮らし体験ツアー 7,000 国土交通省 4/10  

2 共生・対流事業 9,710 農林水産省 10/10 （創発調査事業）

 

 

 

 

 

Ｈ 

18 

年

度 

3 離島交流事業  ・まちづくり展開事業 5,550 離島振興課 5/10 活用プログラム作成

総  合  計  264,910 千円   （産業関係 199,100 千円、 交流関係 65,810 千円） 
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