
 

 

 

 

 

 

 

N P O 法 人  み ん な の 集 落 研 究 所  

平 成 2 6 年 度 実 施 事 業 報 告 書 

【期間：平成 26 年 4 月 1 日～平成 27 年 3 月 31 日】 

 

 

 

 

 

 

 

＊運営に関する事項・・・・・・ 1～3 ページ 

＊事業報告書（一覧）・・・・・ 4～6 ページ 

＊事業報告書 補足資料・・・・ 7～48 ページ 

 

 

 



1 

 

運営に関する事項                            

 

（1)総会 

・通常総会（全 1回） ※正会員総数 21名(H26.5.30現在)     場所：上之町ビル 3階会議室 

開催日 出席 決議事項 

平成 26年 

5月 30日（金） 

出席 19名 

・本人出席 8名 

・委任状 6名 

・書面表決 5名 

欠席 2名 

平成 25年度(第 1期)事業報告および活動決算について／

平成 26年度(第 2期)事業計画および活動予算について／

役員の職務および報酬について／議事録署名人選出 

 

 

（2）成果報告会                場所：岡山市勤労者福祉センター4階第 1会議室 

開催日 参加者 決議事項 

平成 26年 

6月 28日（土） 

報告会 51名 

交流会 22名 

成果報告と今後の取り組み（①生活の安心・安全[生活課

題の調査]  ②課題解決のための連携[ネットワーク]  

③地域の事業運営やしくみ再編を支援[集落自治]／パネ

ルディスカッション「生きがい×しごと ～支事づくりの

可能性～」／交流会 

 

 

（3）評議員会 

※評議員総数 11名（H26.5.30現在）              場所：上之町ビル 3階会議室 

回 開催日・出席数 決議事項 

1 

平成 26年 5月 30日（金） 

・出席 9名 

（本人出席 3、書面表決 6） 

・欠席 2名 

平成 25年度(第 1期)事業報告および活動決算について／

平成 26年度(第 2期)事業計画および活動予算について 
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（4）執行役会（全 7回） （会長及び執行役で構成） 

※執行役総数 8名(H26.5.30現在)               場所：上之町ビル 3階会議室 

回 開催日・出席数 決議事項 

1 

平成 26年 5月 16日（金） 

・出席 7名 

・欠席 1名 

平成 25年度(第 1期)事業実績について／平成 25年度(第 1期)決

算報告について／平成 26年度(第 2期)事業計画について／平成

26年度(第 2期)予算報告について／役員報酬について／議事録署

名人選出 

2 

平成 26年 6月 9日（月） 

・出席 7名 

・欠席 1名 

6月 28日（土）成果報告会について／平成 26年度(第 2期)事業

の役割分担について／議事録署名人選出 

3 

平成 26年 8月 29日（月） 

・出席 6名 

・欠席 2名 

COワークショップの共有／平成 26年度(第 2期)の事業進捗の共

有／議事録署名人選出 

4 

平成 26年 12月 17日（水） 

・出席 6名 

・欠席 2名 

平成26年度(第2期)の事業進捗共有について／地域おこし協力隊

の支援について／介護保険制度改正による生活支援への取り組み

について／議事録署名人選出 

5 

平成 27年 1月 19日（月） 

・出席 6名 

・欠席 2名 

地域おこし協力隊の支援について／介護保険制度改正による生活

支援への取り組みについて／広報について／議事録署名人選出 

6 

平成 27年 2月 25日（水） 

・出席 5名 

・欠席 3名 

岡山市社会資源調査について／ジビエ事業について／地域おこし

協力隊の支援について／議事録署名人選出 

7 

平成 27年 3月 16日（月） 

・出席 4名 

・欠席 4名 

地域おこし協力隊交流会について／議事録署名人選出 

 

（５） 全国・他地域での行事参加など 

行事名 開催日 場所 出席者 

雲南ゼミ（雲南市に地域

自治を学ぶ会） 

平成 26年 

5月 29日（木） 

～6月 1日（日） 

雲南市 
木下執行役、 

西山上級研究員 

雲南ゼミ（雲南市に地域

自治を学ぶ会） 

平成 26年 

10月 29日（水） 

～10月 31日（金）  

雲南市 

岡本会長 

石原代表執行役、 

阿部首席研究員 
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（6） 補助金・助成金への申請など 

補助・助成機関名 内容 金額 

岡山県備前県民局 

地域の取り組みを紹介する機関誌「集落大

図鑑」の発行・立ち上げとネットワークづ

くりを実施。 

1,000,000円 

（補助 500,000円） 

 

（7） 外部委員会への参加など 

下記の審議会などに役職員を委員として派遣した。 

委員会等名 委員名 

岡山市公の施設の指定管理候補者選定委員会 阿部首席研究員 

農村振興課関係直接採択事業交付先選定審査委員会 阿部首席研究員 

新見市都市計画審議会 阿部首席研究員 

 

（8） 管理するウェブサイトなど 

下記のウェブサイトを運営し情報発信を行った。 

ウェブサイト名 URL 

NPO法人みんなの集落研究所 http://www.npominken.jp/ 

Canpan ブログ みんなの集落研究所 http://blog.canpan.info/minken/ 

Facebook みんなの集落研究所 https://www.facebook.com/npominken 

Twitter みんなの集落研究所 https://twitter.com/npominken 

 

  

http://www.npominken.jp/
http://blog.canpan.info/minken/
https://www.facebook.com/npominken
https://twitter.com/npominken
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事業報告書(一覧)                            

 

 

 

No. 事 業 名 事業内容
委託先等

財源
実施
日時

実施
場所

従事者
人数

受益対象者の
範囲及び人数

支出額

1

中国地方の中山間地域におい

て、買い物行動を軸にあらゆ

る生活の壁を超える生活のし

くみづくりプロジェクト

中国地方の県境に位置する

地域の課題発掘と解決のた
めの提案作成

中国5県連

携チーム※
より委託

通年

県内地域や
中国地方の

中山間地域
など

6名
県境集落当事

者、関係自治体
など不特定多数

947,415 円

2 儲かる地域づくり支援事業

久米郡・鏡野町・みまさか

商工会で、地域で継続可能
な商の仕組みを調査し、検

討

委託事業 通年
久米郡・鏡
野町・みま

さか商工会
5名

久米郡・鏡野町・みまさ

かエリアの商工業者や農

業者など不特定多数

1,847,952 円

3
おかやま元気！集落の特産品
及びジビエ料理に係る普及啓

発イベント開催業務

3月1日、イオンモール岡山
にてLOCAL FOOD　HERO　ジ

ビエを開催

委託事業
H26年12月

～

H27年3月

岡山市 6名
美作県民局管内集落、自

治体および集落と連携し

たい団体など不特定多数

1,374,014 円

4
生活支援サービス等の社会資
源把握調査

岡山市内3地区における生活

支援サービスに関する社会
資源把握と、調査スキーム

の確立

委託事業

H27年2月

～
H27年3月

岡山市 4名
岡山市および岡

山市に住む住民
など不特定多数

464,036 円

5
おかやまの「今すぐ使える」

取り組みレポート活用事業

岡山県内の「真似したい」取り組みとし

て、地域でお店を作った「夢百笑」や、自

分たちで助け合いをしている「知和」など

の例を取材して出版

補助事業 通年 岡山県 5名
備前県民局管内および岡

山県内の地域づくり関係

者など不特定多数

1,051,583 円

※正式チーム名：中国5県の支援と現場の組織による境界の壁を超える生活支援連携チーム

No. 事 業 名 事業内容
委託先等

財源
実施
日時

実施
場所

従事者
人数

受益対象者の
範囲及び人数

支出額

6
一社一村促進プロジェクト推

進事業

管内の地域集落と企業とのマッチングとし

ての「出張農村レストラン」「企業と地域

の縁組」「特産品のブランディング」「人

おこしプロジェクト」やそれを通じた地域

の自立支援

委託事業 通年
美作県民局

管内集落
4名

美作県民局管内の集落、

自治体および集落と連携

したい団体など不特定多

数

2,981,096 円

7 吉備中央町買い物支援事業

吉備中央町における買い物

に関する取り組みのコンサ
ルティング

委託事業 通年
吉備中央町
御北地区

2名

御北地区住民、

自治体など1700
名程度

572,779 円

8 巨勢地域活性化応援事業

廃校になった巨勢小学校の

活用方法の検討のための、
住民調査や戦略づくりワー

クショップ

委託事業
H26年10月

～

H27年3月

美作市巨勢 3名
巨勢地区住民、
自治体など900

名程度
738,782 円

9
平成26年度ジビエのある生活

普及促進事業

レストランとの連携によるジビエキャン

ペーン(3月1日～15日)　、ジビエ普及のた

めのニーズ把握やアンケート、課題の整

理、販路へのヒアリング

委託事業

H26年12月

～
H27年3月

岡山市 6名

美作県民局管内
集落、自治体お

よび集落と連携
したい団体など

不特定多数

1,094,116 円

１　特定非営利活動に係る事業

定款の事業名 岡山県内の地域・集落における課題解決のための調査・研究事業

定款の事業名 岡山県内の地域・集落における課題解決のためのマッチング及び円卓会議開催事業
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No. 事 業 名 事業内容
委託先等

財源
実施
日時

実施
場所

従事者
人数

受益対象者の
範囲及び人数

支出額

10
中山間地域等活性化応援事業

（頑張る棚田特産品ブランド
化応援事業）

大垪和棚田　やまっこ工房
の実施する　「マエダのお

ばあちゃんの味を復活させ
たあげ」のブランディング

支援

委託事業

H26年9月

～
H27年3月

美咲町大垪

和
2名

大垪和地区住

民、自治体など
600名程度

492,685 円

11 まちづくり講座
地域づくりについての事例
紹介およびワークショップ

その他 H26年11月 井原市荏原 1名
荏原地区住民、
自治体など2700

名程度
29,597 円

12
高梁市備中町西山地区おかや

ま元気！集落事業コーディ
ネート事業

西山地区の地域づくりをどうするかかんが

えるためのワークショップの開催と、出身

者へのアンケート及び応援隊への取り組み

支援

委託事業 通年
高梁市備中

町西山
3名

西山地区住民、

自治体など900
名程度

110,827 円

13
まちづくり夢百笑パンフレッ

トデザイン及び印刷

夢百笑の広報のためのチラ

シ等を作成
委託事業 H27年3月 赤磐市仁美 2名

仁美地区住民な

ど1300名程度
31,363 円

14
まちなかコミュニティ形成に
関する検討・提案

新しい暮らし方に関しての
検討会・提案など

その他 H27年3月 岡山市 1名
岡山市の新築を
考えている住民

など不特定多数
20,847 円

15
地域の助け合い勉強会コー
ディネート業務

地域で実施する助け合いの

方法ややり方について、連
続講座とアンケートとその

分析

委託事業

H26年6月

～
H27年3月

備前市鶴海 3名

森金地区住民、

自治体など900
名程度

205,684 円

16
平成26年度中山間地域（御

津・建部）における地域住民
活動応援事業業務委託

御津・建部地域の地域住民

活性化支援のためのワーク
ショップ

委託事業 通年
岡山市御

津・建部
3名

御津・建部地区

住民、自治体な
ど900名程度

271,424 円

17 犬島事業方針策定支援業務
犬島の事業方針について、
提言するためのプレリサー

チ及び分析、提言

委託事業
H26年9月

～

H26年12月

岡山市犬島 2名
犬島地区住民、
自治体など900

名程度
106,700 円

18
美星の魅力満載発信プロジェ
クト管理・運営業務

ir.biseiが実施する美星の

魅力満載発信プロジェクト
の管理・運営等を実施

委託事業 通年
井原市美星

町
4名

美星町住民、自

治体など900名
程度

877,260 円

19 講師派遣
講師として講演・研修等実

施
自主事業 随時 岡山県 2名

自治体職員、商

工会、集落当事
者など

131,773 円

定款の事業名 岡山県内の地域・集落における課題解決のためのコンサルティング事業
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No. 事 業 名 事業内容
委託先等

財源
実施
日時

実施
場所

従事者
人数

受益対象者の
範囲及び人数

支出額

20
平成26年度地域づくりきっか
けセミナー及び地域課題解決
アカデミー

地域づくりに取り組もうと
する人の課題解決の取り組
みを支援するためのワーク
ショップ開催（松江5回　浜
田5回

委託事業
H26年8月

～
H26年12月

島根県 4名
島根県など地域
づくり関係者ら
不特定多数

847,237 円

21
倉敷市ソーシャルビジネス推
進事業

高梁川流域の「買い物環境」課題をとりあ

げ、倉敷市内での調査及び状況把握、買い

物支援事業の事例収集・パターン化。当法

人はアドバイス・研修受入担当

委託事業
H27年2月

～
H27年3月

倉敷市 3名
高梁川流域の住
民・自治体など
不特定多数

171,236 円

22
地域おこし協力隊制度導入支
援策の検討

岡山県の地域おこし協力隊の現状

やとりまく課題を話し合うの座談

会「地域おこし協力隊のジレン

マ」を実施、その過程で関係各所

と連携

自主事業
H27年2月

～
H27年3月

岡山県 5名

地域おこし協力
隊および自治体
担当者など70名
程度

26,514 円

　 　 　 　 　

No. 事 業 名 事業内容
委託先等

財源
実施
日時

実施
場所

従事者
人数

受益対象者の
範囲及び人数

支出額

23
助け合い・地域支援事業等に
関する勉強会など

実行委員会メンバーとして
フォーラム開催および新し
い総合事業に関するアン
ケートの実施

自主事業 通年 岡山県 5名 岡山県内住民 99,282 円

定款の事業名 岡山県内の地域・集落における課題解決のための政策提言事業

定款の事業名 岡山県内の地域・集落における課題解決のための人材育成・組織強化事業
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事業報告書 補足資料                          

 

定款事業名：①岡山県内の地域・集落における課題解決のための調査・研究事業 

事 業 名：中国地方の中山間地域において、買い物行動を軸に、 

あらゆる境界の壁を超える生活のしくみづくりプロジェクト 

公益財団法人トヨタ財団 2012年度国内助成プログラム（地域間連携助成） 

予 算 区 分：助成事業(プロジェクトチームから委託) 

実 施 期 間：平成 26年 4月～27年 3月 

 

 

1．目的 

 小規模高齢化集落の多い中国地方の中山間地域においては、行政区域が異なることで必要なサービス

が機能していない状況があるため、その境界地域における生活課題を解決する目的のもと調査・円卓会

議・仕組みづくりを実施。課題をまとめた本を出版し、広く課題を周知し、課題解決を進める。 

 

2．事業概要 

 昨年度に引き続き、本事業は、中国地方 5 県の中間支援組織である、やまぐち県民活動支援センター・

ふるさと島根定住財団・ひろしま NPO センター・鳥取 NPO 経営会議・岡山 NPO センターと NPO 法

人みんなの集落研究所を中心に結成された「中国 5 県の支援と現場の組織による境界の壁を超える生活

支援連携チーム」として実施した。 

 出版にあたり、さらなる情報収集のため、新見市哲西町、高梁市備中町平川、鏡野町長藤地区などで

住民へのヒアリングを行った。また県境市町村で活動する NPO 関係者や首長などへも、かつて中国山地

県境市町村連絡協議会(通称：県境サミット)として県境を超えての市町村連携が行われていたことやその

後の県境市町村での取り組みなどについてのヒアリングも実施した。 

 また県境市町村の福祉関係者が集まっての座談会を開催し、各地域における県境課題とそれに対する

解決への試みについて意見を交換した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図－1 事業実施体制 
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3．結果概要 

 追加調査では、町長や旧町長らからもヒアリングができ、平成の大合併の影響の大きさもうかがうこ

とができた。そして、行政単位での取り組みとしては、拠点をつくり、地域の機能を集約する方向にシ

フトしつつあることを改めて実感した。しかし、一方で地域には県境を越えて営まれてきた生活・文化

が現在も残っており、こうした住民の生活をどう支えていくか、という課題に対して取り組むことの必

要性も再認識した。 

 そうした中で、県境における生活課題を解決するために取り組んでいる方々からお話を伺ったことで、

地域のコーディネーターの重要性が見えてきた。鏡野町において鳥取県から移動販売業者が来る事例に

おいても、これまで移動販売がなく、住民が買い物に困っている地域に移動販売業者を誘致するために、

地元リーダーや行政、移動販売業者と調整を行っている。また真庭市蒜山地域においても、保健師らの

活躍により、県をまたいでの福祉・医療の連携が行われている。地域の課題を把握した上で、それを解

決するための関係者を巻き込み動かすコーディネーターが行政区を超える取り組みには欠かせない存在

となっている。 

 こうした結果を踏まえて、書籍の出版のための執筆を進めており、平成 27 年夏ごろの出版を予定して

いる。 

 

 

 

 

 

 

 

図－2 福祉関係者座談会 
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定款事業名：①岡山県内の地域・集落における課題解決のための調査・研究事業 

事 業 名：儲かる地域づくり支援事業 

予 算 区 分：委託事業（岡山県商工会連合会） 

実 施 期 間：平成 26年 4月～平成 27年 3月 

 

 

1．目的 

 地域にある様々な資源（商工業者、行政、農業、NPO など）を活用して、人口減少・少子高齢化・過

疎化が進む地域において、地域の生活を支えながら、地域が儲かり持続できる仕組みづくりを目的とし

て事業を実施する。 

 

2．事業概要 

 久米郡商工会、鏡野町商工会、みまさか商工会の 3 商工会において、各商工会と連携をとり、地域資

源の把握や関係者へのヒアリング、アンケート調査などを行い、儲かる地域づくりに必要な体制づくり

などを実行した。 

 

久米郡商工会 

前年度に一次産業実態調査を実施し、農業の支援を行う方針であったことから、軽トラ市による農業

者支援、周遊観光などについて調査・提案などの支援をすすめた。 

10 月に行われた軽トラ市では、来訪者に対してヒアリングによるアンケート調査を実施した。また周

遊観光の現状把握のため、食堂かめっち・紅そば亭への来訪者に対してもヒアリングによるアンケート

調査を行った。 

 

 

鏡野町商工会 

交通弱者対策を検討する委員会とも連携し、鏡野町内の交通および町外からの人の呼び込みについて、

会議のコーディネートやアンケートなどを実施した。 

町外からの人の呼び込みに関しては、高齢者の旅行ニーズに対応し、安心して訪れることができる鏡

野町を目指し、ユニバーサルツーリズムの実施に向けて会議での検討やアンケート調査を行った。アン

ケート調査の内容は、岡山県内にある軽度の介護施設へ旅行実態と旅行時のニーズについてであった。 

 

 

みまさか商工会 

西粟倉村における地域の状況や課題の把握と課題の解決のための体制づくりを目指し、関係者へのヒ

アリング調査などを遂行した。 

またみまさかエリアの観光スポット認知度調査を主に岡山県南部に居住する人に対して実施し、みま

さかエリアおよび西粟倉の観光について現状を把握した。 
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3．結果の概要 

久米郡商工会 

軽トラ市の来訪者アンケートでは、半数が美咲町外か

らの来訪者であることが判明した。また出店者にもヒア

リングを行い、販売して儲けるだけでなく、交流も目的

とすることが分かった。したがって、新たな就農者がネ

ットワークをつくる際の場として軽トラ市を活用してい

けるよう支援・提案を実施する。 

食堂かめっちへの来訪者アンケートからは、はじめて

の来訪者が多いことや来訪者の３割しか久米郡内の他の

場所に行っていない実情が分かった。また調査結果から

ターゲットを 20～30 代・30～40 代・50～60 代と 3 つの層に分類してから分析をした。 

次年度はスタンプラリーという方法での周遊促進を実施することになり、こうしたターゲットを踏ま

えて、支援・提案・結果の分析などをすすめる。 

 

鏡野町商工会 

介護施設へのアンケート結果から、1 時間程度のドラ

イブと花見や紅葉などの自然を見たり食事をしたりして

旅行を行っている状況や、段差・トイレなどの困り事に

ついて把握することができた。次年度以降はこれらの施

設に対してモニターツアーを実施し、ユニバーサルツー

リズムに取り組む鏡野町をつくっていく。 

町内の交通弱者に関しては、行政・交通事業者・商店

など、地域の多様なセクターとも課題意識を共有しなが

ら、町内の交通課題の改善につながる提案を実施する。 

 

みまさか商工会 

ヒアリングを通して、空き家の改修など事業主として

の仕事につながるアイデアや起業支援、視察に来た人を

対象とした稼ぎづくり、体験プログラムの実施など商工

会としての今後の取り組みにつながるアイデアを集める

ことができた。こうした状況を踏まえて、課題に取り組

む体制を構築するために、体験プログラムの実施など、

具体的な取り組みを行いながら関係者の連携をはかる。 

みまさかエリアの観光スポットの認知度調査では、認

知度が非常に低い結果となり、情報発信や魅力の PR が

必要なことが分かった。 
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定款事業名：①岡山県内の地域・集落における課題解決のための調査・研究事業 

事 業 名：おかやま元気！集落の特産品及びジビエ料理に係る普及啓発イベント開催業務 

予 算 区 分：委託事業（美作県民局） 

実 施 期 間：平成 26年 12月～平成 27年 3月 

 

 

1．目的 

おかやま元気！集落の取り組みについては、「晴れの国おかやま生き活きプラン」の中で、集落機能の

維持・強化へつなげるための重点施策と位置づけ、県民局として特産品づくりや販路拡大、ＰＲ等につ

いて積極的支援しているが、県南部への売り込みの機会が少なく、多くの集落において周辺地域でのＰ

Ｒにとどまっているのが現状である。また、獣肉の利活用やジビエ料理の普及拡大については、地域ぐ

るみの鳥獣害防止対策の促進とともに、同プランの地域別構想にも掲げている重要な取り組みの一つで

あり、中でも獣肉は、元気集落の特産品開発のための資源としても認識されてきており、元気集落の特

産品開発とジビエとは密接な関係になりつつある。 

 しかし、これらの取り組みについては、県南部では認知度が低く、その活動内容等があまり知られて

いない。そこで普及啓発を図るため、12 月にオープンしたばかりのイオンモール岡山において、おかや

ま元気！集落の活動や地元の食材を利用した特産品等を PR し、加えて獣肉の消費拡大を促進するととも

に、獣肉を活用したジビエ料理の魅力を知ってもらうことにより、美作地域の活性化を図る。 

 

2．事業概要 

（1）イベント名  Local Food Heroes＠イオン岡山 

～みまさかジビエ＆おかやま元気！集落の美味しいもの～ 

（2）開催日時  平成 27 年 3 月 1 日（日） 10：00～19：00 

（3）会 場   イオンモール岡山(岡山市北区下石井１丁目 2－1） 

（4）対象者   一般県民 

（5）内 容  「みまさかジビエ」及び「おかやま元気！集落」の一押し商品の紹介・PR 

 

・イベント開催スペースについて 

 施設内での火気の使用ができないため、1 階未来スクエアでステージイベントを開催し、5 階ハレマチ

ガーデン（屋外）に設置したフードスペースに来店者を呼び込む予定であったが、雨天のため、5 階での

計画を中止し、全てを 1 階で開催することにした。 

・関係団体の協力 

美作市のジビエと中山間地域の集落の自慢の特産品を集め、それらに関わっている人々を「LOCAL 

FOOD HERO（食の英雄）」として紹介し、マーケットを開催するというものである。 

 この LOCAL FOOD HEROES はアメリカオレゴン州のポートランドで実際に行われているイベント

からヒントを得たものである。岡山では NPO 法人みんなの集落研究所も関わり、昨年 Good Okayama 

Project 委員会を発足させ、同じ名前でのイベントを開催したところ大変好評だったため、委員会の協力

の元、今回のイベントを開催した。 
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《出店団体》 

○元気集落からの参加団体 

美咲町大垪和 (マエダのおばあちゃんのお揚げ) 

美咲町打穴  (エゴマ油) 

久米南町上之町(ゆずコロ) 

津山市阿波  (あわ餅、米味噌、米粉のお菓子等) 

美作市東粟倉 (餅、ジビエハンバーグ 等) 

美作市梶並  (かじかつこんにゃく) 

美作市上山  (野草茶) 

笠岡市笠岡諸島(瀬戸内の干物、海産物) 

 

○みまさかジビエ関係出店団体 

鏡野町 鏡野やま弁クラブののもん(ジビエ弁当 山弁、ジビエ缶詰の試食) 

美作市東粟倉 (ジビエハンバーグ)【再掲】 

 

○その他(ジビエ、元気集落の生産品を使用した商品等) 

岡山市 有機生活マーケットいち (真庭市別所地区産黒豆入りレトルトミネストローネ、 

真庭市富原地区産 農薬不使用和紅茶) 

美作市 上山集楽 (鹿革小物づくりワークショップ) 

 

3．結果概要 

集落の魅力を多くの方々に伝えるため、現在岡山で最も人

が集まるとされているイオンモール岡山での出店は、集落の

方々にとってはいつもとは違う雰囲気で緊張もありつつも、

様々な方の感想やご意見をお伺いすることができた。 

このように、普段の地域のお祭りの出店に比べて立ち振舞

や衛生面など気をつけなければいけないことも多く、参加の

ハードルも高かったが、出店した地域からは「都市部の人も

喜んでくれた」「岡山市に出ていた幼馴染がテレビを見て、

遊びに来てくれた」「娘が来てくれた」「他の地域と助け合っ

たので仲良くなれた」など、地域の資源を輝かせる場として、人口密度を高める機会となった。例えば、

打穴の販売する「エゴマ油」は早くから売り切れたが、エゴマ油がどんなものなのか知りたい人がブー

スに寄っている場面も見受けられ、入手したい人やお店と今後の注文のため連絡先を交換していた。 

また、イオンモール岡山は 5 階にハレマチ特区 365 という地元の逸品を集めたフロアがあるなど、地

域に目を向けた他のショッピングセンターには例の無い先進的な取り組みをしている場である。今回 1

回の実施で販路の構築や拡大、爆発的な販売量に結びつくことは難しいが、地域のことを「大衆（普段

地域づくりにふれることのない所謂普通の人）」へ発信する場として、意味のある催しとなった。 
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定款事業名：①岡山県内の地域・集落における課題解決のための調査・研究事業 

事 業 名：生活支援サービス等の社会資源把握調査  

予 算 区 分：委託事業（公益財団法人岡山市ふれあい公社） 

実 施 期 間：平成 26年 4月～平成 27年 3月 

 

 

1．目的 

 介護保険制度の改正にともない、新しい総合事業として、要支援者に対する通所介護・訪問介護を地

域の様々な資源を活用して実施していくこととなっており、まずは地域にある資源の把握をすることが

必要である。 

そこで本事業では、公的な取り組みや民間事業者、地縁団体や NPO 法人など多様な主体により行われ

ている高齢者の生活支援や介護予防に資する保険外サービスの情報を把握・整理する。さらに、地域の

不足資源やキーマン、連携すべき主体等を明らかにするための調査手法の検討などを３地区での調査を

通じて実施し、次年度以降の市内全域での調査の参考とする。 

 

2．事業概要 

 岡山市の中でも特徴の異なる 3 つの地域、つまり高齢化率も高く人口減少が続いている御津地区と、

住宅密集地で高齢化率も低い京山地区、極端に高齢化や人口減少は進んでいないが徐々に進むであろう

と思われる高島地区の 3 中学校区において、地域にある社会資源調査を実施した。プレリサーチとして、

地域の状況把握のために、人口・高齢者数・要支援者数などの情報収集をした。民間の宅配や配食、家

事支援などについては民間企業によるサービスも多数存在するため、Web 等からの情報収集を中心とし

た。そして地域でのサロン活動や公民館活動、個人商店などが実施する宅配などについては、公民館・

地域包括支援センター・社会福祉協議会の各地区内の担当者を集めてのヒアリング調査を遂行した。 

生活シーン 内容 例 

A.出かける 

（買い物・通院・通学など） 

買い物や通院などの 

移動手段 

公共交通の状況 

それ以外の移動手段、送迎サービスなど 

B.必需品の調達 

 （宅配・移動販売など） 

買い物をするお店や 

宅配、移動販売など 

買い物施設の場所 

民間で実施する宅配、移動販売 

C.食事をつくる・とること 
配食や 

集まっての会食など 

市や地域が実施する配食や会食 

介護事業所による食事の場 

民間の配食サービス 

D.家のこと（家事など） 

 農地のこと 

ちょっとした困り事、 

家事支援、農地の管理など 

介護事業所の訪問介護 

民間の企業や NPO等の生活支援・家事支援 

地域での困り事サポート・助け合い 

E.交流・見守られる 
交流の場、居場所、 

通いの場 

介護事業所の通所介護 

民間の企業や NPO等が実施する講座・教室 

地域で実施するサロン、公民館活動、老人クラブなどの居場所 
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3．結果概要 

3 地区の調査を実施した結果、地域によって生活のシーンに対応するサービスの必要性は大きく異なり、

生活サービス充足のために必要な取り組みは異なることが分かった。特に御津地区は資源があるため、

そこまでの移動手段を確保することが、生活支援サービスを充足させるためのポイントになると考えら

れる。 

 

御津地区 

面積が広く、買い物施設も金川周辺に集まっており、それ以外の場所ではほとんど買い物をする場所

がない状態である。また御津地区を対象エリアとしている民間の宅配サービスでも一部利用できない場

所があるなど、状況が深刻な地区もある。交流の場としては、旧町の時から継続して実施されている健

康教室が地域の高齢者福祉の活動において大きな役割を担っている。30 地区以上で実施されているが、

活発な地域もあれば、実施していない地域もある。特筆すべき取り組みとして、宇甘原では「お助け隊」

と呼ばれる地域の困り事を支援するグループがつくられ、パンク修理・網戸交換・送迎などを実施して

いる。こうした住民主体での取り組みが他地域でも広がっていくことが期待される。 

 

京山地区 

 都市部に位置しており、買い物などの施設数は多いが地区によっては 500m～1km は歩かないと行く

ことができない場所もある。しかしヒアリングの中で地元の電気屋が訪問のついでに困り事のサポート

をするなどの状況も把握できた。今後の調査においてもこうした小さな商店などの取り組みも社会資源

として把握する必要がある。また、北ふれあいセンターが京山地区内にあり、地域住民の健康増進など

に活発に利用されている。 

 

高島地区 

地域の南部に買い物施設や医療機関などが集中しており、北部の住民はやや不便な立地条件にある。

また南部にあるが、市営団地で構成されている地区もあり、高齢化で支援を必要としている人も多いと

いう。一部宅配などを実施する地元商店なども確認することができた。また介護事業所が多い点もこの

地域の特徴であり、地域住民へ施設を開放するなどの取り組みも見られた。こうした事業所が実施する

介護保険外のサービスについて、今後も調査していく必要性を認識した。 

 

 

本調査を通じて、第 1 層において「公民館」「地域づくり団体」「老人クラブ」「社会福祉協議会」「地

域包括支援センター」の全体の取り組みについて情報を持ち連携できるネットワークを構築し、地区ヒ

アリングを通じて、第 2 層の関係者「公民館など、各拠点の運営把握者」「社会福祉協議会の地区担当者」

「地域包括支援センターの地区担当者」「地域のリーダー・町内会長」「民生委員や愛育委員などの委員」

等との連携をつくることができた。加えて今後は、民間事業者についてヒアリングの協力を行いながら、

こうした取り組みへの意識や連携の可能性を探る。 
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定款事業名：①岡山県内の地域・集落における課題解決のための調査・研究事業 

事 業 名：平成 26年度備前県民局提案募集協働事業 

おかやまの「今すぐ使える」取り組みレポート活用事業 

予 算 区 分：補助事業（岡山県備前県民局） 

実 施 期 間：平成 26年 4月～平成 27年 3月 

 

 

1．目的 

本事業では、岡山県内で取り組んでいる「行事のスリム化」「協働でみんなのよりどころを」など、前

提や条件が共有できる県内地域の参考になる事例を調査・取材。そしてその取り組みについて、できる

だけ具体的に(人・人数・頻度・事前事後など)重要なポイントを整理して、高齢の方にもわかりやすく

シンプルにまとめた。この調査→取材→発行を通じて、備前県民局管内のまちづくり協議会等で、課題

解決に取り組もうとする地域同士の縁をつくり、小さなことから真似のできる地域づくりを拡げること

を目的としている。また本事業は、集落大図鑑の定期発行の立ち上げと位置づけて、平成 27 年度からも

定期的な発行を目指す。 

 

2．事業概要 

市町村と連携し、岡山県内地域の参考になる事例の紹介・提供を頂き地域へのヒアリングや情報収集

を実施した。地域の取り組みをポイントとしてまとめ、整理したものを集落大図鑑として計 4 号発行し

た。当法人の会員には、機関誌として無料で送り、非会員には 1 冊 400 円で販売し、次年度以降に自主

事業として実施することを前提として収益確保にも取り組んだ。また、集落大図鑑をまとめて保存する

ためのファイルも作成した。 

 

第1号 閉店？撤退？何のその！(まちづくり夢百笑運営協議会) 

買い物弱者などへの対策が叫ばれている昨今において、地域住民がJA跡地に自分

たちで店をつくり、主体的に課題解決に取り組んでいる事例である。今後、地域商

店の閉店などにより、買い物が困難になる地域が他にも発生する可能性があり、そ

うした場合に住民が自分たちで店をつくるにはどんなことに気をつけて取り組めば

いいのか、また拠点をつくるにはどうすればよいのか、などのポイントを紹介した。 

 

第2号 町内会が動かす600人と20000人！(吉備・陵南まちかど博物館実行委員会) 

地域住民による実行委員会が、市の補助金も活用しつつ自己財源も獲得し、地域

のお宝をお披露目するイベントを開催している。地域住民だけでなく商店や大学な

ども巻き込み、住民同士の関係が希薄化する中で、コミュニティづくりに大きく貢

献している。 
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第 3 号 自分たちで挑むために NPO をつくる (NPO 法人スマイルちわ) 

町内会（自治団）という一番身近なコミュニティで NPO を立ち上げ、高齢の方

の「困った」を解決する便利屋事業、みんなで集まり交流する機会をつくるスマイ

ルカフェ、ワンコイン居酒屋などの多彩な活動を展開している。スマイルちわの取

り組みは、これまでも研修会等で事例紹介する中で、聞き手へ非常に大きな共感と

勇気を与えるものであり、県内においても多くの地域で参考となる点が多い。 

 

 

 

第4号 若者を認めて活かして、棚田再生。 （一般社団法人上山集楽） 

美作市上山は全国的にも注目され、メディアにも多く取り上げられているが、そ

うした派手な活動の背景には、地道な活動や地域の課題を解決しようとする若者の

姿がある。こうした課題に挑戦する若者たちの取り組みを紹介すると同時に、なぜ

上山で棚田再生がここまで継続しているのかをポイントとしてまとめて紹介した。 

 

 

 

 

 

 

 

3．結果の概要 

地域リーダーらに対して講座資料として集落大図鑑を紹介することで、そこから視察や地域での助け

合い組織の立ち上げなどの具体的な取り組みにつながったケースもあり、大きな成果をあげられたとい

える。また、集落大図鑑で取り上げた「まちづくり夢百笑運営協議会」や「NPO 法人スマイル・ちわ」

などへの視察も行われ、地域同士のネットワークづくり・課題を共有する仲間づくりに寄与することが

できた。 

更に、ブログや Facebook でも情報を発信したことにより、県外からも問い合わせがあった。岡山県内

の取り組みが県外から見ても注目される取り組みであることを再認識し、県外へも地域メディアとして

岡山県内の地域の活動を伝え、地域間の連携促進に取り組む。 

 次年度以降は、自主事業として継続するため、より収益性を確保しながらの実施が必要となる。そこ

で、講座資料としての活用や会員を増やす努力をはかり、また、取材に協力して頂いた団体や地域に対

しての謝礼や支援なども検討し、視察資料としての活用や委託販売などのルール整備にも取り組む。 
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定款事業名：②岡山県内の地域・集落における課題解決のためのマッチング及び円卓会議事業 

事 業 名：一社一村促進プロジェクト推進事業 

予 算 区 分：委託事業（岡山県美作県民局） 

実 施 期 間：平成 26年 5月～平成 27年 3月 

 

 

1．目的 

 中山間地域やそこにある資源(田畑・自然・農作物・環境)に関心の高い企業や NPO 等の団体と地域の

集落等を結びつけ、地域の課題や資源を企業の活力やノウハウを用いながら、ユニークかつ斬新に活用

することにより、中山間地域活性化のリーディングモデルを構築することを目的として、本事業を実施

した。 

 

2．事業概要および結果概要 

まず地域づくり推進団体を対象に「地域の元気づくりスタートアップセミナー」を実施し、「地域の宝

を本気で売る」をテーマに、地域の主体づくりについての講座とパートナーとなりうる企業(小売・販売・

デザイン・人材育成)等の紹介を行った。 

 次に、マッチングを希望する各地域に出向き、地域の話を聞きながら課題の整理を丁寧に行った。こ

の過程で適当なマッチング先やその企画を発案。調整を行いながら協働の事業を実施した。その結果取

り組まれた内容は以下のとおりで、その他、特産品販路構築の支援・野菜集出荷×集落のマッチング・

ブランディング支援とそのためのマッチングを行った。 

 

■ローカル・フード・ヒーロープロジェクトとの連携 

地域の食の作り手を讃える文化をつくろうと、岡山市中心市街地の拠点となる

ような屋外に大きなテーブルを設え、岡山の食(ローカル・フード)とその作り手(ヒ

ーロー)を一堂に会したパーティーをグッド・オカヤマ・プロジェクト委員会(㈱・

イオンモール岡山・㈱いち・みんなの集落研究所で構成)で企画。本事業と連携し

た美作圏内の作り手として、打穴のホンモロコ、大垪和の揚げと豆腐、上山の米

および酒が選定された。 

 

■出張農家レストランの実施 

売りに出るだけではなく迎え入れる「おもてなし」も視野

に入れ、地域の価値を高く売ること及び都市部からの誘客促

進を目的として、ロケーションや地元素材の味さらには地域

の人との交流による地域の魅力を五感で味わうことのできる

一日レストランを「リストランテ Terada」の寺田シェフと実

施した。 
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■人おこしプログラムの仕組み構築 

美作市梶並地区の「山村エンタープライズ」を中心に、受け入れ

の連携先として阿波・倭文・小房とも連携して、人おこしプログラ

ムの受け入れ態勢を構築し、ニートや引きこもり等の再チャレンジ

の居場所と出番が作られた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

■外国人向け農村体験プログラムの実施 

農山村が紡いできた風景や手仕事などを活用

して情報発信力の強化や海外との交流を目指し

たテストツアーを実施し、ツアー事業の可能性や

課題を探った。プログラムを進めるうえでのノウ

ハウを可能性のある地域との調整を行うことが

できた。 

 

 

 

 

■和ハーブ協会とのマッチング事業 

 和ハーブ協会と集落とのマッチング講習会を 2 回実施した。昔から食べられている野草などが「和ハ

ーブ」として関東などにおいて注目を集めていることから、地域資源としての活用を模索した。その結

果、美咲町江与味とのマッチングにつながった。 
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定款事業名：②岡山県内の地域・集落における課題解決のためのマッチング及び円卓会議事業 

事 業 名：吉備中央町買い物支援事業 

予 算 区 分：委託事業（吉備中央町） 

実 施 期 間：平成 26年 4月～平成 27年 3月 

 

 

1．目的 

 吉備中央町御北地区において、地域の買い物環境の改善のために、昨年度から住民アンケート調査や

体制づくりを進めている。今年度は住民組織をつくり、部会にわかれての買い物環境の改善に取り組む

ために、必要な会議のコーディネートや提案・アドバイス等を実施する。 

 

2．事業概要 

ア)実施組織の三役戦略会議におけるコーディネート 

5 月に立ち上がった御北小学校区の買い物環境の改善を推進する住民組織「御北買い物応援団」に対し

て、買い物ツアー部会、宅配・移動販売部会、店舗・居場所・拠点部会の三役での戦略会議のコーディ

ネートを実施した。 

 

イ)各部会の企画運営サポート 

 買い物ツアー部会については、地域での周知や実施を行うにあたり、懸念される事項やポイントなど

を他地域の事例を踏まえて、アドバイス等を実施した。宅配・移動販売部会においては、地元スーパー

との意見交換及び、宅配実施に向けた企画・提案を遂行した。店舗・居場所・拠点部会では、赤磐市の

まちづくり夢百笑および津山市阿波への視察を実施し、そのコーディネートを行った。 

 

ウ)ミニコミ紙編集会議への参加 

「御北買い物応援団」が発行する広報紙の進捗について確認をはかり、必要に応じて、電話等でのや

りとりを含め、アドバイス、情報提供などを実施した。 

 

エ)その他 

御北地区の買い物環境の改善に取り組む中で、仕組みづくりをしていくためには、高齢者の居場所や

移動手段の確保などをはじめとする高齢者の生活の様子を知り、その生活に寄り添った仕組みや支援体

制の構築が必要であることが分かった。今ある資源を活用して生活している高齢者の様子(現在どんな方

法で買い物をし、どんな場所で交流し、どこの病院に行くのかなど)を把握するために、カテゴリーに分

けて資源調査を行った。 
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3．結果概要 

各部会の成果と課題・今後の取り組みは以下のとおり。 

 

買い物ツアー部会 

[今年度の成果と課題] 

・今年度は買い物ツアーを 3 回計画して 2 回実施でき、参加者からはおおむね好評である。 

・一方で、集合場所まで行けないなどの課題も見えてきた。 

[次年度の取り組み] 

・住民会とも連携し、参加者の足の確保や PR を実施する。 

・継続性が今後の課題となることから、地域を分けての実施や民間のバスの活用などについて検討し、

必要に応じて企業へも働きかける。 

・小さな地域単位で実施した場合のバス代の捻出なども検討事項とする。 

 

宅配・移動販売部会 

[今年度の成果と課題] 

・スーパーとの話し合いの場を持つことができ、ミニ買い物ツアーという企画が生まれた。 

・しかし、実際のツアー実施には至っておらず、実現に向けた説明・PR が必要である。 

[次年度の取り組み] 

・スーパーへのミニ買い物ツアーの実施に向けて、例えば住民が集まる場での説明などのきめ細かい PR

を行う。 

 

店舗・居場所・拠点部会 

[今年度の成果と課題] 

・2 件の視察を実施し、地域での店舗運営の現状や課題について知ることができた。 

・その結果、店舗づくりを進めるのは難しいと判明。拠点づくりの視点にシフトすることが必要である

と気づかされる。 

[次年度の取り組み] 

・交流の拠点や居場所づくりなど、買い物環境だけでなく、地域福祉を支える場所という側面も含めて

次年度は検討する。 

・長田・豊岡・新山の 3 地区に分けた拠点についての検討も視野に入れる。 

・民生委員や地域包括支援センターなどの福祉分野の方が持つ住民の方の現状やニーズを把握する。 

 

 御北地区では次年度が取り組み 3 年目にあたり、買い物環境の改善が具体的に見える形になることが

目標となる。各部会間の連携も密にとりながら、将来的な持続性や地域でどこまでのことができるかな

どについて取り組みを進める。特に宅配の取り組みや拠点づくりについては、具体的なアクションにつ

なげて、仕組みとしてモデル的に実施したい。 
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定款事業名：②岡山県内の地域・集落における課題解決のためのマッチング及び円卓会議事業 

事 業 名：巨勢地域活性化応援事業 

予 算 区 分：委託事業（美作市） 

実 施 期 間：平成 26年 10月～平成 27年 3月 

 

 

1．目的 

高齢化率が 40%を超える美作市巨勢地区では「おかやま元気！集落」への登録、資源発掘や旧巨勢小

学校の活用など、様々な取り組みが行われてきた。地域おこし協力隊も 2 名配置されて、地域の情報を

発信する新聞なども発行している。 

しかし、高齢者も多いため、地域住民がみんなで安心

して暮らし続けることのできる環境づくりにも取り組

んでいかなければならない。そこで巨勢笑学校（旧巨勢

小学校）を地域の拠点と捉え、地域内外の取り組みや資

源を集め、地域内外をつなぐ様々な機能を集約して提供

する場とし、また、そのために旧小学校を大勢の多様な

人を巻き込む仕掛け箱にする。巨勢笑学校の運営によっ

て地域内外の多様な人や資源が集まり、みんなが担い手

になれる仕組みを継続させること、更にはこの拠点を中

心に、地域の課題を解決して存続を可能にするための、

総働で自立発展的な地域づくりを目指す。 

 

2．事業概要 

 月 1 回の会議を行い、巨勢笑学校の活用と地域の課題解決について、関係する団体やこれまでの取り

組みを振り返りながら、協議した。また各団体やグループごとの現状の分析と課題出しを行い、今後必

要となる取り組みについて、話し合った。 
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 また巨勢笑学校の活用方法について、住民全体を巻き

込み、関わる人を増やすことも狙って住民アンケートを

実施した。中学生以上全員に行うことで、世帯の意見の

みではなく幅広い年代の意見を収集することができた。

調査の結果、現在の取り組みの中でも参加希望者が多い

ものや若い層に人気のものなどの状況を、客観的に見え

る形で把握できた。 

 取り組み予定としていた食堂への期待値が大きいこ

とも分かり、食堂の活用に向けた検討も進め、５月９日

にオープンセレモニーを実施し、今後地域の食の拠点と

して、これまで取り組んできたジビエ料理以外にも高齢

者が食べやすい食事などについても検討を進めること

となった。 

 また巨勢小カフェは高齢者が気軽に来れる居場所と

して、地域への声掛けや巻き込み、高齢者が好む講座の

開催などの実施を検討する。 

 

 

 

 

 

 

 

３．結果概要 

 廃校の活用をテーマとしながらも、地域の多様な取り組みを地域全体の方向性とどのようにすりあわ

せていくか、という課題も見えた。高齢化・過疎化が進み、担い手も減少する中では、それぞれの活動

がいかに有機的に連携し、お互いの良さを活かしていくことができるかが重要になる。 

 拠点という観点では、設備のことなどのハード的な視点も必要になるが、やはり拠点を何にどう使う

かというソフトの部分での計画づくりが大切だと感じる。本事業では、地域全体および各グループでの

課題出しや今後の計画づくりを行えたことで、地域内での目線合わせや連携が生まれてきた。 
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定款事業名：②岡山県内の地域・集落における課題解決のためのマッチング及び円卓会議事業 

事 業 名：平成 26年度ジビエのある生活普及促進事業 

予 算 区 分：委託事業（美作県民局） 

実 施 期 間：平成 26年 12月～平成 27年 3月 

 

 

１．目的 

平成 24 年度に整備された獣肉(イノシシ、シカ)の処理施設「地美恵の郷(じびえのさと)みまさか」(岡

山県美作市)等から供給される安全・安心な獣肉の利活用を促進するため、岡山市内・首都圏や関西圏を

ターゲットに、山の恵みであるジビエのある生活の魅力を普及し、定着するよう推進するため、主に地

域外に向けたキャンペーンを実施する。 

また、鳥獣害から肉や皮の効率的で継続可能な利活用の循環についてのリサーチを行い、今後の供給

および仕組みについて検討する。 

 

２．事業概要 

 

テレビ番組 岡山放送夕方の情報番組「なんしょん？」での特集 

OHK「なんしょん？」にて岡山県内のジビエとげんき集落の取り組みが紹介された。番組内では、地

美恵の郷みまさか、イタリア料理ピアットノノ、LOCAL FOOD HEROES、ゆずコロッケなどの活動に

ついて放送された。 
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LOCAL FOOD HEROES ＠イオンモール岡山 

日時：平成 28 年 3 月 1 日 10:00～ 

場所：イオンモール岡山店 1 階未来スクエア 

内容：ローカルフードヒーロー トークイベント(ジビエのお話) 

  ギャザリングスペースとしておかやま元気！集落の出店 

 

岡山市のイタリア料理店 リストランテ Terada の寺田シェフと美

作市上山に住む見習いハンターの梅谷さん、OHK アナウンサー上岡

元さんによるジビエトーク。11：00～、12：30～、15：30～の計 3

回行った。寺田シェフからはイタリア料理の食材としてのジビエのお

話や実際料理にしてみた感想など、梅谷さんからは中山間地域に住む

中で獣害についての話など、様々な角度からジビエについてのお話を

していただいた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

レストランへの販路形成[EAT to LIVE ジビエキャンペーン生きるために食べる] 

期  間：平成 27 年 3 月 1 日～平成 27 年 3 月 15 日(2 週間程度) 

場  所：岡山市内  

内  容：ジビエ食肉材料を販売し、それをそれぞれの店舗に期間限定で提供できるようメニュー化し、

3 月 1 日のイオンモールでのイベントを皮切りに、イオンモール岡山内のレストラン 3 店舗で 3/1～3/8

までの一週間開催し、その後 3/9～3/15 の 1 週間、街中のレストラン 7 店舗で開催し、広がりと盛り上

がりを作った。また、上質な食文化に触れていただくというコンセプトが伝わるパンフレットを作成し

た。 

 

東京の市場へのリサーチ 

リバース・湘南ピュア(無添加の加工場)など、東京の市場動向を調査した。 
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3．結果概要 

 

OHK 夕方の情報番組「なんしょん？」の視聴者に向けては、狩りや処理の様子をあまり強調せず、「話

題になっているので食べてみては？」「意外とおいしいですよ。」という文脈で紹介し、LOCAL FOOD 

HEROES＠イオンモール岡山でのトークイベントでも、狩りの様子などの生々しく感じられるものは極

力避け、「地方のおいしいもの」という発信の仕方で鹿肉に興味を持ってもらい、食べてみてもらうとい

うことを目的として PR した。その結果、来場者は興味を持って、トークに耳を傾け、試食を目当てに寄

ってきてくださる方も多く、試食には列ができた。 

来場者へのヒアリングや、アンケート調査結果で分かったのは、ジビエ(鹿肉)の魅力については「実際

食べてみる」「話を聞く」等の機会があれば、好意的に受け取られるほどにジビエへの関心が高まりつつ

あることがわかった。 

一方で、このイベントではごく一部ではあるものの、岡山市中心部以外の比較的高齢な、特に女性に

拒否感が残りがちなことが判明した。本来、理想と思われる「採れる場所=獣害のある場所で小さなサイ

クルで消費される」また「地域外の人が地域に食べに来られる」というイメージに近づくには、地域の

鹿の害のある場所に近いところに対する啓発が最も難しく、段階的で長期的な取り組みが必要であるこ

とがわかった。 

  [EAT to LIVE ジビエキャンペーン生きるために食べる]では、新聞掲載後は電話の問い合わせが 5

件あり、その中には、「パンフレットを入手したい」「レシピを教えてほしい」「肉を入手しようと思った

らどこに連絡すればよいのか」という問い合わせがあった。岡山駅の観光センターにもこのパンフレッ

トを求めて問い合わせがあった。また、レストラン側の反応もよく、「こうした企画ならまたやりたい」

「期間がもう少し長くてもよい」というご意見を多く聞くことができた。「肉がもう少し安ければ、定番

メニューにしたい」という声も聞かれ、このたびイオンで肉の半額を協力してくださっている点や、定

番化するにはという課題対応の必要性があるが、まずは定期的に春・冬とキャンペーンが続けられ、参

加店舗が少しずつ増えることが重要と考える。 

 東京のジビエに対する需要は早急な勢いで伸びており、安全な鹿肉であれば利用したいという団体や

店舗は多くみられた。現在、大分県・三重県の卸業者が目立って販路を構築しており、首都圏への販路

を構築するには、この 1 年で手堅く継続的な販路を構築することが肝要と思われる。ニーズはあり、興

味を持って聞いてくださる企業や店舗もあるが、マッチングしようとした場合に量の不足という課題が

存在しているため、キャンペーンの際にも流通や出荷の仕組みを視野に入れつつ同時に流通や出荷の仕

組みを改善できるようにすべきだと考える。 
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定款事業名：③岡山県内の地域・集落における課題解決のためのコンサルティング事業 

事 業 名：中山間地域等活性化応援事業（頑張る棚田特産品ブランド化応援事業） 

予 算 区 分：委託事業（美咲町） 

実 施 期 間：平成 26年 9月～平成 27年 3月 

 

 

1．目的 

今から 20 年前、大垪和で製造を終了した手作りの揚げ・豆腐を復活すべく立ち上がったグループが「や

まっこ工房」。現在 91 歳の店主のおばあちゃんに指導を受けて昔なつかしい手作り感いっぱいの揚げ・

豆腐をつくり始め、平成 24 年 10 月 14 日文化祭で販売を開始した。 

元気なお母さん方の勢いとノリと「期待に応えるサービス精神」でやってきたが、加工場や農家レス

トランの整備に合わせて、この取り組みにを地域づくりの柱の一つとして「棚田に来てくれる人のおも

てなし」「継続可能な地域づくり」「地域の生きがい（しごと）づくり」「地域の販路形成」などの多くの

ことが期待される。 

しかし一方でその期待に応えようとするあまり重圧がかかり、多方面からのいろいろな言葉に「なぜ

私たちがこの活動をしているのか」を見失いそうにもなる。 

そこで、やまっこ工房の取り組みによりそいながら、販路拡大のための調査やアドバイザーやデザイ

ナーとのマッチング、地域体制づくりのコーディネートを行い、この揚げと豆腐がこれからも地域の特

産品として、地域が望む形で継続的に作り続け、売り続けられることを目的として、本事業を実施した。 

 

2．事業概要 

 リストランテ Terada・寺田シェフと打ち合わせを重ねながら、スーパーへの出店、地域イベントへの

出店などの販売支援を行った。また岡山ローカルフードヒーローでの提供やイオンモールイベントなど

岡山市という都市部での販売等の支援やプロモーション、連携づくりを実施した。 

 3 月には地域外の方を招いて食事を提供する出張農村レストランにより、販路支援・プロモーション支

援を実施した。 

 

3．結果概要 

1)ハピッシュ原尾島店・アルネ津山への販路開拓 

産直キャラバン隊の協力により、ハピッシュ津山(2 回) ハピッシュ原尾島(2 回) 天満屋 

ハピータウン岡南店イベント時出店、マルナカ西宮店で揚げの委託販売を行った。 

2)地元イベントへの出店 10 月 19 日(日) たまごまつり、11 月 16 日(日) そば祭り 

3)岡山市街地イベントへの参加 

■ローカルフード・ヒーロー・プロジェクト 2014 

当日は米国オレゴン州ポートランドからシェフ・スーシェフ・パティシエ・バーテンダーを招待して、

岡山のレストランシェフとの日米共創による岡山の食材を使ったスペシャルブランチを提供。 
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■LOCAL FOOD HEROES ＠イオンモール岡山 

～みまさかジビエ＆おかやま元気！集落の美味しいもの～への地域参加 

 

 

  

   

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イオン内、ハレマチビジョンでも放映 

マエダおばあちゃんの油揚げ/美咲町大垪和 

 

4)揚げの直売所の計画とプロモーション 

出張農村レストランを実施して、揚げのプロ

モーションや販路の開拓を行った。「来てもら

って、次に来ようと思ってもらえる」「揚げの

直売所を期待してもらえる」ように、美作県民

局事業「一社一村プロジェクト事業」と連携し

て、今事業でもアドバイザーを務めるリストラ

ンテ Terada の寺田シェフとコラボした「出張

農村レストラン～大垪和棚田春のおもてなし

～」を実施した。 

 

5)その他、本事業実施のための話し合いやワークショップ 

地域で何故このような取り組みを行うのかということもワー

クショップを通じて共有し、目的を持って地域が取り組めるよ

うに支援した。 
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定款事業名：③岡山県内の地域・集落における課題解決のためのコンサルティング事業 

事 業 名：荏原地区まちづくり協議会 まちづくり講座 

予 算 区 分：その他（荏原地区まちづくり協議会） 

実 施 期 間：平成 26年 11月 

 

 

1．目的 

 井原市では、まちづくり協議会という住民自治組織の立ち上げが進められているが、どのようなこと

に取り組むべきか計画や方向性が決まっていない地域もある。そこで、本事業では講座を通して、地域

がこれから取り組むことを考えるきっかけをつくることを目的とした。 

 

2．事業概要 

日 時：11 月 27 日(月) 19：00～ 

場 所：荏原公民館 

 講座名：「まちづくり講座」 

 

 はたあげゲームにより、会場に来た方の年齢構成や世帯構成などを伺いながら、人口などから地域の

現状について説明した。その後、それぞれの地域がどんな目的や思いを持ってどんな取り組みを進めて

いるのかについて紹介し、自分たちの地域での取り組みについて考えて頂いた。 

 

 1．あいさつ 

 2．自己紹介 

 3．はたあげゲーム 

 4．岡山県内のまちづくり事例 ～まちづくりは何のため～ 

  高梁市宇治：全員アンケートで再び始まるまちづくり 

津山市知和地区：知和を大家族に 

  赤磐市仁美地区：撤退した JA 跡地を地域のお店兼居場所に 

美作市梶並地区：地域おこし協力隊と再チャレンジ 

井原市美星町：若手中心に美星のブランディング 

津山市高倉地区：住民主体のビジョンづくり 

 5．質疑応答 

 6．その他 

 

3．結果概要 

 今回は 1 回の講座という形ではあったが、地域の事例のポイントをまとめて伝えることで、「自分たち

の地域でも何か取り組めそう」といった感想も頂いた。こうした講座をきっかけに具体的な取り組みに

つながるように、その後の状況なども確認しながら、支援を行っていきたい。 
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定款事業名：③岡山県内の地域・集落における課題解決のためのコンサルティング事業 

事 業 名：高梁市備中町西山地区おかやま元気！集落事業コーディネート事業 

予 算 区 分：委託事業（西山コミュニティ協議会） 

実 施 期 間：平成 26年 6月～平成 27年 3月 

 

 

1．目的 

 平成 26 年度からおかやま元気！集落となった高梁市備中町西山地区において、戦略づくり・ワークシ

ョップなどを実施し、地域に必要な取り組みの支援を行う。 

 

2．事業概要 

 ワークショップにて地域の計画づくりをコーディネートした結果、ロゴの作成、出身者へのアンケー

トという案が出た。 

 ロゴの作成においては、参考となる他地域のロゴのリサーチを実施し、地域資源出しワークショップ

を実施しながら、西山地区にふさわしいロゴを検討した。 

 地域を支える担い手または応援者として地域の出身者も巻き込んでいくことを目的としてまずは現在

の地域に対する思いやしたいこと・できることなどについて出身者にアンケートを実施した。 
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3．結果概要 

 ロゴについては、西山地区住民へのアンケート調査等が実施された結果、右上のようなデザインに決

定した。 

 出身者アンケートに関しては、平均して地区を出て 46 年程度の出身者 51 名から回答が得られた。西

山地区に対して、「したいことはあるが、今はしていない」という方も多く、ホームページによる発信は

評判がよいことなども分かった。またアンケートをふりかえっての意見では、行事参加への呼びかけや

ふるさと納税のような小包などを送るなどのアイデアもあり、次年度も応援隊の取り組みについて、元

気集落の活動を行いながら、継続して実施していくという方向性が出た。 

 今回の西山地区のような出身者を「地域に関わる人」と捉え、地域づくりに参加してもらおうとする

取り組みは、地域の担い手が減っている切迫した状況もあるが、地域の魅力をより多くの人と共有し、

また出身者から見た地域、必要とされる情報や役割などを知ることができる非常に良い試みである。応

援隊の存在があるゆえに地域との接点をずっとつないでおくことができ、また地域に対して何かしたい

時にアクションが起こせる、という仕組みに育っていってほしい。 
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定款事業名：③岡山県内の地域・集落における課題解決のためのコンサルティング事業 

事 業 名：パンフレットデザイン及び印刷 

予 算 区 分：まちづくり夢百笑運営協議会 

実 施 期 間：平成 27年 3月 

 

 

1．目的 

 まちづくり夢百笑運営協議会は、JA 跡を地域の交流や買い物の居場所として運営しながら、弁当や惣

菜の宅配も実施している。地域のより多くの方に知ってもらい、便利に利用をしてもらうためには継続

した周知が必要であり、その広報の支援に取り組む。 

 

2．事業概要 

 わかりやすく夢百笑のことを伝えるために、A3 二つ折りのパンフレットを作成した。店内レイアウト

や販売している主な商品、連絡先と消防や救急、役場・支所などの大切な連絡先を記載し、各家庭で保

管して活用してもらえる内容としている。また親しみやすさを与えるデザインにも配慮し、また表紙デ

ザインのポスターも合わせて作成した。 

 

3．結果概要 

 作成したパンフレットは夢百笑のスタッフからは好評を頂いているが、この結果どれくらいの周知効

果が得られたかは確認できていない。 

 今後、追跡して状況を把握しながら、継続的に必要な支援を行っていく。 
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定款事業名：③岡山県内の地域・集落における課題解決のためのコンサルティング事業 

事 業 名：まちなかコミュニティ形成に関する検討・提案 

予 算 区 分：その他  

実 施 期 間：平成 27年 2月～平成 27年 3月 

 

 

1．目的 

 [まちなかのコミュニティづくりのニーズ把握、仕組みづくり支援] 

  これまで兎角、岡山市内中心部で住宅の新築を希望する世帯は、コミュニティや近所付き合いなど

から無関係でいたいという意識が強い、または強いと考えられてきた。しかし、これからの街中での

住環境を考えた場合「良いコミュニティ」「良いご近所付き合い」が価値になるのではという仮説から、

みんなで庭を共有し、集まって住む住宅団地の運営のサポートやニーズの把握、今後の啓発などを行

う必要性が生じた。 

 

2．事業概要 

住宅街にある約 1900 ㎡の土地を、地権者と、開発を依頼された「ミナモト建築工房」とで「住む人

たちが家族のようなつながりを持てる住宅団地にしたい」と考え「佐野アトリエ」にマスタープラン

を依頼、そのサポートとしてニーズリサーチ・プレリサーチという役割でみんなの集落研究所が参画

した。 

マスタープランでは、11 戸が入る敷地に 11 戸分の境界をつくるのではなく、マンションのように共

有できるスペースとして真ん中に共有の庭を配置し、そこで「ちょうどよく」つながりながら多様な

11 家族の助け合いが近所のつながりを作ろうとするデザイン。このプランに対する可能性や懸案事項

を探り、他地域の事例も整理しながら、技術的な課題や仕組み上の課題を整理し、プランへのフィー

ドバックに役立てた。 

   

3．結果概要 

1)協議等により、マスタープランが検討された 

 

 

 

 

 

 

 

  

2)事業の必要性を整理し、今後の方針を立てた。 

結果、関係者、ユーザーなどを集めた座談会を実施した。 

 [座談会の開催] 3/7 3/14 3/21 3/28 
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定款事業名：③岡山県内の地域・集落における課題解決のためのコンサルティング事業 

事 業 名：地域の助け合い勉強会コーディネート業務 

予 算 区 分：委託事業（備前市森金地区） 

実 施 期 間：平成 26年 6月～平成 27年 3月 

 

 

1．目的 

備前市森金地区は人口 1043 人、高齢化率 42.7％（平成 22 年国勢調査）となり、将来的な高齢化や人

口減少を考えた時に、「地域で何を取り組むべきか考えなければならない」と課題意識を持った地区代表

メンバーらと備前市社会福祉協議会からの相談を受け、連続講座による勉強会と住民アンケートを行い、

地域の計画づくりを実施した。 

 

2．事業概要 

 勉強会では、笠岡市において助け合いを実施する団体代表者や福祉有償運送や無償運送などの地域で

の移動手段確保の支援を行う団体代表者なども講師として招いて事例紹介を頂きながら、地域での助け

あいや移動手段確保などについて学ぶ勉強会を開催した。 

 

3．結果概要 

 住民アンケートでは、森金地区の代表メンバーらと一緒にアンケート作成を行い、配布・回収は地区

の方で実施した。（アンケートは森金地区よりも少し広い鶴海地区の単位で実施。20 歳以上 717 人を対

象とし、566 人から回収：回収率 79％）回収されたアンケートは年齢や性別などのクロス集計も実施し、

そこから地区における課題やニーズ分析を実施した。アンケート結果については、地区住民の方にも共

有会を実施して説明し、結果を受けての感想や意見も出し合いながら、地域のこれからについて話し合

う場を設けた。今回のアンケートを受けて、地域での助けあいや移動手段確保を本格的に進めていくた

めの NPO 法人立ち上げに地区代表メンバーらが動きはじめている。 
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定款事業名：③岡山県内の地域・集落における課題解決のためのコンサルティング事業 

事 業 名：平成 26年度中山間地域（御津・建部）における地域住民活動応援事業業務委託 

予 算 区 分：委託事業（岡山市） 

実 施 期 間：平成 26年 5月～平成 27年 3月 

 

 

1．目的 

政令指定都市である岡山市は人口 70 万人以上の県内最大の都市だが、一方で御津や建部などの北部は

中山間地域と同様の課題を抱えており、高齢化も進んでいる。こうした現状に対して、岡山市では御津・

建部地域の住民活動を支援し、地域課題の解決を地域の力でも進めていくため、本事業では地域の活動

を後押しする計画づくりを目的に事業を実施する。 

 

2．事業概要 

ふるさとづくりワークショップ 

日時：平成 26 年 7 月 12 日（土）13 時 30 分～ 

場所：建部町文化センター(建部町建部上 877 番地) 

 

 事前に行った地域の現状を知るためのアンケートの

結果を共有するとともに、地域の課題について、ワー

クショップ形式で行った。また地域活動に取り組む県

内の先進事例を紹介し、次回の視察研修に向けて、視

察で聞きたいことなどをワークショップで話し合った。 

 

 

先進地視察研修 

日時：平成 26 年 7 月 25 日（金） 8：20～17：00 

場所：美作市梶並地区及び津山市加茂町知和地区 

参加：34 人 

 

第 1 回ふるさとづくりワークショップで事例紹介

した 4 地域のうち上記の 2 地区を視察した。地域おこ

し協力隊導入について身近に知ってもらうために、美

作市上山地区元地域おこし協力隊である水柿も同行

して、道中現在の生活や稼ぎ、地域おこし協力隊時の

活動についてもお話した。 
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宇甘西活性化推進協議会の計画づくり支援 

 宇甘西活性化推進協議会は平成 6年に設立され、過疎化や高齢化が進み地域の衰退が危惧されるため、

各種イベントを開催して地区内外の人々との交流を図るなどの地区活性化を推進している。また、河原

邸の管理も岡山県から委託を受けて実施しており、お

月見会などの利用・交流の機会も作っている。 

そこで、今年度・来年度中に具体的な取り組みを進

めるためのアクションプランの作成を行い、本事業で

行う地域支援のモデルの一つとすることになった。 

 第1回ふるさとづくりワークショップ、先進地視察、

宇甘西メンバーでのワークショップ、第 2 回ふるさと

づくりワークショップ、アクションプランづくりワー

クショップなど、何度も話し合いや共有の場を設けて、

地域のアクションプランを形にしていった。 

 

 

福渡学区ふるさと活性化協議会の計画づくり支援 

 建部地域の中心部にあたる福渡学区においても、上

記の宇甘西地区と同様にワークショップを通じて、ふ

るさと活性化協議会の計画づくりに必要な現状の把握

や課題出し、役割の確認などを実施した。その結果、

地域の窓口的な機能を担う役割や情報を収集して整理

する役割、集まって知恵を出しあう場の設置など、今

後の計画づくりに向けた取り組みや役割の整理を行う

ことができた。 

 

 

 

3．結果概要 

岡山市には、地域が主体となってこれから取り組むべきことを決めたり、計画作成するための補助も

受けられる制度(岡山市区づくり推進事業)が整っているため、これらを活用しつつ、まずは「自分事」

になれる主体づくり(検証も含め)が必要と考えられる。 

 これまでの取り組みの流れ、組織の成り立ち方、文化、キーパーソンの考え方によって地域の状況は

大きく異なっている。それぞれの地域の現状に合わせて、耳を傾け、声を引き出し、「自分事」を生成し、

少しずつ解決や改善、もしくはその糸口につなげる方法は多様にある。御津・建部地区は住民を主体に

据えた地域づくりの初動期（もしくは再編成期）にあると思われ、状況を把握し住民の声や「自分事に

なれる課題」を引き出し、主体をつくる必要があると考える。 
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定款事業名：③岡山県内の地域・集落における課題解決のためのコンサルティング事業 

事 業 名：犬島事業方針策定支援業務 

予 算 区 分：委託事業（岡山市） 

実 施 期 間：平成 26年 7月～平成 27年 12月 

 

 

1．目的 

犬島の関係者の現状や課題を把握し、次に「犬島がよくなる」という状況（現状を加味してどうなる

ことがよくなることなのか）の方針を立て、それをもとに、岡山市をはじめとして、島民、島外から来

る関係者ができることを検討し、支援策としてまとめることを目的とする。 

 

2．事業概要 

犬島は政令指定都市である岡山市の東部宝伝の沖約 3km にあ

る岡山市唯一の有人島で、古くから花崗岩の産地として知られ、

鎌倉八幡宮の大鳥居、岡山城、大阪城、江戸城などにも犬島産の

石が使われてきた。明治 30 年代の大阪港築港のための採石業と

40 年代の銅の精錬業などで隆盛を極めた時代があり、最盛期は

5,000 人から 6,000 人あまりが生活していたと言われ、大正 7 年

には小学校、昭和 22 年には中学校が開校されている。その後、

昭和 44 年に岡山市と合併、その後は、経済変化による企業撤退、

住民の減少や高齢化により小・中学校ともに平成 3 年には廃校と

なった。大正 6 年に、3,551 人 417 世帯だった島民が、平成 26

年 3 月現在、人口 49 人 35 世帯（岡山市住民基本台帳）となり、

平成 22 年国勢調査によると 18 歳未満人口は 0 人、高齢化率

79.6%という人口構成である。「医療機関が常設されていない」「買

い物のできる店がない」「一人暮らしの今後の生活が心配」など

が、困りごととしてあげられており、島で暮らすための機能を維

持することが課題となっている。 

 

キーマンヒアリング調査 

現在、犬島の島民および島外から訪問してイベント等している関係者に対して、それぞれの活動の現

状と今後について訪問でのヒアリング調査を実施した。 

ヒアリング結果をもとに、ずっと犬島に住んでいる人や外から犬島に来る人、島に関わってきたこと

をきっかけに住み始めた人、犬島出身で U ターンしようとしている人、仕事で関わっておりこれから縁

を強めたいと考えている人などからそれぞれの現在の関わり方や今後について伺うことで、犬島を起点

としたネットワークの現状を把握できると同時に、今後の巻き込みのヒントも得られた。また、多面的

に語られる犬島の像から、これからどんな島として継続することが考えられるかについても、整理がで

きた。 

【事業の手順と流れ】 
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調査分析および計画づくり会議 

調査結果をもとに、ワークショップ形式でヒアリングの

意見を整理した。また会議をしていく中で、追加で必要と

なった情報はヒアリングを実施し、さらに掘り下げて計画

づくりを進めた。 

 

 

3．結果概要 

「犬島がよくなるために」、犬島に関わっている方々の状況をもとに検討を行い、犬島においてこれか

ら中期的に取り組むべき事柄をこれまでの調査をもとに以下に整理した。まず、対象となる人を「訪れ

る人」、そこに「住む人」、そして島に在住はしていないが仕事や取り組み等で定期的に訪れる等「関わ

っている人」に分類し、その人達にとって、どんな島だったら良いのか、その望ましい状態(a)～(h)を抽

出しました。さらにその(a)～(h)のために必要なアクションを選別した。 

 

 

 

 

岡山市唯一の有人島で観光地としても注目度が高く、地元住民以外にも移住者、アート関係者など多

様な人たちの関わりがある犬島だが、その一方で高齢化は著しい。犬島は一般的な中山間部や島嶼部と

は資源や関係する人が異なる部分も多いが、こうした犬島および中山間的な要素を持つ地域に対する支

援は政令指定都市である岡山市においても今後重要度が増してくると思われる。今回のような支援策の

検討や計画づくり、あるいは自治会やまちづくり協議会などの個別の地域レベルでの支援など、引き続

き実施をしていきたい。 
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定款事業名：③岡山県内の地域・集落における課題解決のためのコンサルティング事業 

事 業 名：美星の魅力満載発信プロジェクト 

予 算 区 分：委託事業（ir.bisei） 

実 施 期 間：平成 26年 4月～平成 27年 3月 

 

 

1．目的 

「星が美しい町」としてのブランドイメージを構築してきた美星地区だったが、合併を機に美星とし

ての魅力が発信しづらい状況にあり、また過疎も進む中で、子どもや大人が「美星に住むこと」の誇り

と希望が失われつつある。そこで、美星の魅力を発信し、人口密度を高め将来的には移住を促そうと美

星の若手事業者の集まりである ir．bisei が活動を始めた。その中で、①美星の野菜は魅力だが「注目さ

れて売れる」までに至っていない②地域資源や体験を商品として活用するには、人を呼べる環境として

十分に整っていない、ノウハウがないなどの課題があった。そこで本事業では、様々なセクターと連携

して ir.bisei を支援し、美星地区に住む方が「ここでこれからも暮らしていける」という実感を持ち、都

市の人に「田舎への憧れややすらぎ」を届け移住や交流による活性化を促し、美星に住みたい人のため

に半農半 X のような、新しい生活のできる環境をつくることを目的とする。 

 

2．事業概要 

 

A)美星の魅力再発見と共有プログラム 

地域内外・他のステークホルダーとの関係

や取り組みを通して、美星の魅力を再発見・

共有し、それらを次のステップへとつなげる

ためのアイデアやしくみにつなげる活動を

行った。 

地域資源の活用事業（住民スタッフによる

取組）として、耕作放棄地及び休耕地の整備、活用や鳥獣被害防止柵の見本設置、今後活用するための

里山の整備・開発を行い、資源としてどのように使えるのかを検討した。美星まるごと体験事業（市内

外一般対象）として農業を楽しむプログラムや美星の星や月を楽しむプログラムも実施した。特に、美

星周辺の子どもたちやその家族に美星の魅力を再認識してもらおうと、子ども対象のプログラムも組ん

だ。 

 

B)美星の魅力 PR 大作戦 

言葉では説明できない美星の魅力を発信するために本事業では写

真という表現方法を用いることにした。日暮れの山間・四季の風景・

月空や星空、また風景だけでなく、野菜のおいしさ、人の笑顔、手仕

事の様子、子どもの通学を伝えられる技術として、写真家の指導を受

けながら、魅力を一枚の写真にして ir.bisei 公式ページに定期的にア
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ップした。写真の美しさに、見知らぬ人からもコメントがつくことも多く、こうした交流をきっかけに、

資源の深堀(神社のいわれ等)やイベント参加者の集結、など多くのコミュニケーションとその効果が見ら

れた。さらに、こうして撮りためた写真を活用して東京で写真展を行い、レストランに訪れた人が美星

の魅力を体感する機会となった。その他、美星のふるさとまつりにも活用し、地域外に向けた発信だけ

でなく、地域住民に対しても、美星の魅力をビジュアル化したものとしての運用を積極的に行った。 

 

C)美星資源の商品化と販路の構築・拡大 

美星の魅力のうち、「もの」としての資源である野菜

を主に販路の構築拡大を図る事業を行った。美星の野菜

を売り出すには、「大量の野菜を大量に」というには規

模が足りない。また、美星の野菜の販路構築は「美星の

魅力の象徴」としての販路が必要と考えた。そのため、

理解のあるレストランやシェフに売り込み、そのレスト

ランで使ってもらい、そのレストランに訪れるお客様に

美星のファンになってもらう、という方法が適している

と考えた。 

さらに、地産地消など、生産地とのつながりを密に考えるお客様を持つ意識の高いシェフへのアピー

ルのため、料理人のための雑誌『料理通信』とタイアップし、美星特集を組んだ。この美星の野菜をレ

ストランに売り出す「美星フェア in 東京」を主に、web 上で野菜を販売するための取り組み、岡山県内

での販路拡大のための倉敷路地市での販売を行った。全体の取り組みが話題となり、12 月にオープンし

たイオン岡山の「ハレマチ 365 特区」にて、ワークショップで合鴨農法を実施した米が扱われることに

なった。 

 

D)管理・運営業務委託 

 上記の A～C を、ir.bisei を中心に様々な団体と連携して取り組み、みんなの集落研究所では事業の進

捗管理・事業の整理・会計などを行った。 

 

3．結果概要 

①使われていなかった里山(1 か所)・畑(2 か所)・キャンプ場という地域資源が磨かれ、体験プログラム

のフィールドとして使える整備ができた。また、体験プログラムでは計 18 回の実施で延べ 496 人が参

加。ノウハウを蓄積することができ、活動の基盤が作られた。 

②美星ファンが facebook を通じて 930 人生まれ、交流を図ることができた。 

③日本ナポリピザ協会を通じ、5 件の東京のレストランとの連携が図られ、「料理通信」にも取り上げら

れたことで、美星の食材を東京を中心としたシェフに知ってもらえた。結果 2 店舗の東京の大衆レス

トランとのトマト流通の採用が進んでおり、これらの動きを知った岡山市内のレストランとの連携も

始まった。1 の活動や 2 の PR を通じて、美星の合鴨米が話題になり、岡山の雑誌等で取り上げられる

ことも多くなり、イオンでの販路が形成された。 
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定款事業名：③岡山県内の地域・集落における課題解決のためのコンサルティング事業 

事 業 名：講師派遣 

予 算 区 分：謝金 

実 施 期 間：随時 

 

 

1．講師派遣実績 

 年間合計 6 回の講演・研修等に講師として役職員を派遣した。 

 

 

No 行事名 日時 場所 派遣者 

1 みまさか学 
平成 26 年 

6 月 25 日(水) 
林野高校 阿部首席研究員 

2 
持続可能な岡山市づくりのた

めのワークショップ 

平成 26 年 

9 月 26 日（金） 
旧内山下小学校 西山上級研究員 

3 岡山県職員有志勉強会 
平成 26 年 

10 月 1 日（水） 
岡山県庁 阿部首席研究員 

4 荏原まちづくり講座 
平成 26 年 

10 月 27 日（月） 
荏原公民館 阿部首席研究員 

5 
生活を支える稼ぎづくり 

検討委員会 

平成 26 年 

11 月 20 日（木） 

12 月 10 日（水） 

鏡野町商工会本部会議室 阿部首席研究員 

6 井原市リーダー養成研修会 
平成 27 年 

1 月 14 日（水） 
井原市 阿部首席研究員 
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定款事業名：④岡山県内の地域・集落における課題解決のための人材育成・組織強化事業 

事 業 名：平成 26年度地域づくりきっかけセミナー及び地域課題解決アカデミー 

予 算 区 分：委託事業（公益財団法人ふるさと島根定住財団） 

実 施 期 間：平成 26年 8月～平成 26年 12月 

 

 

1．目的 

地域活性化に取り組もうとする団体等に対して、地域づくり活動の機運醸成と地域の課題解決のため

に必要な企画、運営力の養成を目的とした講座を開講する。本事業は島根県において実施するが、中国

５県としての連携体制の強化および岡山県内の団体や地域に対しての支援に必要なノウハウを蓄積する

機会として本事業を捉える。 

 

2．事業概要 

(1)地域づくりきっかけセミナー 

  岡本を講師として、NPO 法人てっちりこの取り組みについて紹介しながら、地域における資源発掘と

課題解決の方法について、講演を行った。 

 

  浜田市 松江市 

日 付 9 月 24 日（水） 10 月 3 日（金） 

時 間 14：00～16：30 13：30～16：00 

会 場 
石見産業支援センター

（いわみぷらっと）   

島根県立県民会館  

303 会議室 

   

  (2)地域課題解決アカデミー 

    4 回の連続講座を東部、西部に分かれて、合計 8 回の講座を行った。各団体の現在の取り組みや課題を

ワークショップ等により引き出し、今後の計画について計画書を作成し、参加者で共有した。 

 

  浜田市 松江市 

時 間 18：00～20：30 18：00～20：30 

会 場 
石見産業支援センター

（いわみぷらっと） 

島根県立総合福祉 

センター 405 研修室 

第 1 回 11 月 4 日(火) 11 月 5 日(水) 

第 2 回 11 月 11 日(火) 11 月 12 日(水) 

第 3 回 11 月 18 日(火) １１月１９日（水） 

第 4 回 11 月 25 日(火) １１月２６日（水） 
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第 1 回 地域の課題と対象を決める 

地域課題の発見に必要な心構えについて説明し

た後、課題を一人でまず考えてもらった。次にグル

ープで助け合いながら考えて、課題をより具体的に

説得力と客観性の高いものにし、「～すべきこと」

に反映できる精度に高めた。 

 

 

 

 

第 2 回 取り組み内容を決める 

第 1 回のワークで参加者が書いてくれた課題について再考するためのワークを行った。取り組みを始

める際に対象やその課題の設定は大変重要だが、我々はつい、自分のできそうなことや経験済みのこと

の延長を簡単に切り取ってパッケージ化した取り組みに編集してしまう傾向があるため、1 回目と宿題だ

けでは精査しきれなかった。様々な角度から「自分が本当に何とかすべき課題」は何か、を整理するた

め、以下のフレームを活用した。 
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第 3 回 目標を決めて計画する 

 第 2 回のワークショップの結果をもとに、右

記の企画書を作成し、具体的な目標やスケジュ

ールなどを作成した。 

 

 

 

 

第 4 回 企画を共有してブラッシュアップする 

 企画内容を発表してもらい、参加者間での共

有や気づきを話し合い、企画内容をブラッシュ

アップした。 

 企画内容は UI ターン促進、廃校活用、特産品

化、多世代の交流サロン運営、耕作放棄地の解

消など様々な企画があげられた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3．結果概要 

 本事業内においては、連続講座として企画を立てるところまでを支援した。中には実際に具体的なア

クションにつながった団体もあり、個別での状況をモニタリングしている。すべての企画が具体的なと

ころまでは落とし込めなかったが、地域で何か取り組みたいという意識を持った人に対してきちんと課

題を整理し、計画づくりを行うという本事業で実施した構成は非常に効果的な支援方法であった。当法

人としては、今回蓄積したノウハウを活かした地域の支援、人材育成なども今後の取り組みとして行っ

ていきたい。 
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定款事業名：④岡山県内の地域・集落における課題解決のための人材育成・組織強化事業 

事 業 名：倉敷市ソーシャルビジネス推進事業 

予 算 区 分：委託事業（高梁川プレゼンターレ） 

実 施 期 間：平成 27年 2月～平成 27年 3月 

 

 

1．目的 

 倉敷市が高梁川流域における中枢拠点都市として買い物支援サービスを業とするソーシャルビジネス

支援と育成を進めるための環境整備に向けて、現状サービスの中での共益サービスの有効性を検証し、

ソーシャルビジネスの視点から持続可能な「買い物支援サービス」とするための事業が成立する要件を

整理することを目的として、高梁川プレゼンターレが行う事業に対して、研修の受け入れおよびアドバ

イスを行い、人材育成を行うとともに事業の円滑な実施を支援する。 

 

2．事業概要 

 倉敷市の現在の人口や高齢化率などを小学校区ごとに分析して、地域の状況をいくつかのパターンに

整理するなどの基礎調査を実施し、その際のデータの収集方法の指導および分析方法のアドバイスなど

を実施した。 

また買い物支援サービスに関する事例については、みんなの集落研究所が過去に収集した情報等の説

明や岡山県内を中心とした事例の紹介などを行った。 

 

3．結果概要 

 本事業は高梁川プレゼンターレが実施する買い物支援サービス調査における人材育成および事業実施

の支援を行ったが、これにより倉敷市の各地域の現状の把握を行うことができた。また買い物支援サー

ビスを考えるにあたり、地域特性に応じた必要な支援策の検討などをアドバイス等を行いながら整理し

た。 

本事業は倉敷市を中心とした高梁川流域における支援を視野に入れているが、地域の買い物や生活は

行政区を越えて営まれているケースもあり、このような視点で事業を進めることで、行政区を超えた連

携や取り組みが生まれることが期待される。引き続き、高梁川プレゼンターレへの支援等も必要に応じ

て実施しながら、高梁川流域における買い物や生活課題に対する支援策を検討したい。 
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定款事業名：④岡山県内の地域・集落における課題解決のための人材育成・組織強化事業 

事 業 名：地域おこし協力隊制度導入支援策の検討 

予 算 区 分：自主事業 

実 施 期 間：平成 27年 2月～平成 27年 3月 

 

 

1．目的 

 地域おこし協力隊が全国各地で導入され、岡山県においても 50 人以上の協力隊が活動を行っている。

しかし、制度面や活動面での課題を抱えながらも、各個人で解決するには難しい問題もある。そうした

課題を県内の協力隊が連携して、あるいはまとまって解決していくための仕組みが必要であり、その仕

組づくりと協力隊に必要な支援策などについて検討をする。 

 

2．事業概要 

地域おこし協力隊の状況調査 

 岡山県内の市町村において、地域おこし協力隊の現在の人数や活動および今後の動向などについての

アンケート・ヒアリングを行った。現在導入している市町村では、協力隊の活動の支援をしたいが方法

に悩んでいたり、募集したい市町村も、募集をどのようにすれば人材がくるのかなどの課題も持ってい

た。また今後についても、どんどん増員する市町村と今後は検討した上で増やすといった市町村など、

各市町村で動向にも違いが見られた。 

 

地域おこし協力隊交流会「協力隊のジレンマ」の開催 

 地域おこし協力隊同士の連携やネットワークの構築に向けて、そのきっかけとして、県内の協力隊お

よびその OB を集めた交流会を実施した。県内から 8 市町村 20 人が参加しました。 

※ジレンマとは板挟みの意で、地域と行政の間に立つ協力隊の立場・心境を表す。 

 

日 時：2015 年 3 月 13 日 15：00～17：00 終了後懇親会 

場 所：岡山県立図書館 サークル活動室 2 

対 象：地域おこし協力隊および 過去に地域おこし協力隊として活動した方 

内 容：地域おこし協力隊の活動事例紹介 美作市上山・梶並・高梁市吹屋 

 

●第一部 協力隊の活動紹介 

●第二部 テーマ別グループワーク 

テーマ 

 ①経費の使い方（期間中のお金の使い方） 

 ②役場との接し方 

 ③仲間・協力者（地域のリーダー、隣近所）の集め方・接し方 

 ④独立開業に向けて 
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各テーブルで活発な意見交換が行われ、活動に関して窮屈に感じていることや将来に対する不安、協力

隊のネットワークづくりの重要性などが意見として挙げられました。協力隊で組合をつくり待遇の均一

化を図ることなどが解決策として出された。 

 

●アンケート記入 

・この会をそれぞれの地域でやれたらいいなと感じます。リアルな場を共に見るなどして。 

・任期期間に合わせてグループを組んで色々な話をしてみたいです。 

・各協力隊の密着取材 

・現在の取り組み、ビジョンなど共有して今後のネットワーク作りをしたい。 

などの意見が出た。 

 

3．結果概要 

 岡山県内の状況や今後の動向の把握とともに、現在の協力隊の活動や抱えている課題について、把握

することができた。これをきっかけに、地域おこし協力隊やその OB が中心となって、次年度以降も継

続した情報交換の場や勉強会などを開催し、制度面での改善や活動面での課題を解決できる体制を構築

していきたい。 
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定款事業名：⑤岡山県内の地域・集落における課題解決のための政策提言事業 

事 業 名：助け合い・地域支援事業等に関する勉強会など 

予 算 区 分：自主事業 

実 施 期 間：平成 26年 4月～平成 27年 3月 

 

 

1．目的 

 地域の高齢者が安心して生活できる環境づくりのために、地域での助け合いの仕組みづくりや居場所

づくりなどが現在必要になっている。また介護保険制度の改正に伴い、新しい総合事業の平成 29 年度ま

での導入に向けて、県および各自治体でも取り組みが模索されている。そうした中で NPO や企業などの

民間でできる活動、民間でないとできない活動などを検討し、また県内での助け合いを考えるネットワ

ークを構築することを目的として取りかかる。 

 

2．事業概要 

 介護保険制度の改正にともない、要支援者に対する生活支援（通所介護、訪問介護）を市町村で実施

していくことになるため、それに備えてよりよい地域をつくるための助け合いの仕組みなどをどうつく

っていくかを県民とともに考えるフォーラムを、さわやか福祉財団らの主催のもと、実行委員会の一員

として開催した。 

 

「新しい地域支援のあり方を考えるフォーラム」 

日 時 平成 26 年 8 月 7 日(木) 13:30～17:00 

会 場 岡山コンベンションセンター 3 階 コンベンションホール 

      （岡山市北区駅元町 14−1 フォーラムシティビル） 

主 催 公益財団法人さわやか福祉財団、NPO 法人地域ケア政策ネットワーク 

協 力 新しい地域支援のあり方を考えるフォーラム in 岡山実行委員会 

後 援 厚生労働省、全国社会福祉協議会、全国生活協同組合連合会、岡山県、岡山県市町村会 

協 賛 住友生命保険相互会社 

 

登壇者 坂井 容子 さん(岡山県福祉保健部長寿社会課介護保険推進班 副参事) 

堀田 力 さん(公益財団法人さわやか福祉財団 理事長) 

社会福祉法人 美咲町社会福祉協議会 

NPO 法人 スマイル・ちわ 

NPO 法人 移動ネットおかやま 

生活協同組合おかやまコープ 

認定 NPO 法人子ども劇場笠岡センター 

 

 岡山県の坂井さんから情報提供、堀田さんから問題提起を頂き、その後各団体の取り組み紹介をしな

がら、助け合いの仕組みを地域でどのように取り組んでいくかについてディスカッションをした。 
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「新しい総合事業（介護予防・生活支援サービス事業）」に関するアンケート 

中国地方 5県のNPOや市民活動の中間支援組織で構成されている中国5県中間支援組織連絡協議及び

NPO 法人みんなの集落研究所の合同で新しい総合事業への各自治体の取り組み状況を調査し、NPO 及

び市民活動・地域支援活動の支援者の立場から、生活支援に伴う市民事業の適切な支援をさせていただ

くための参考用アンケートを実施した。 

 

期間：2014 年 8 月～10 月 

方法：アンケート調査 

対象：岡山県、広島県、山口県、鳥取県、島根県内の市町村自治体（全 107 市町村） 

 

アンケート調査結果 

・ほとんどの自治体において「情報の把握」または「ある程度の把握」ができている。特に島根県では

「把握」されており、一方、鳥取県は「把握」は約 4 割となっている。 

・ほとんどの自治体において「検討を進める予定」があるか、「関係部署内で打診」がなされている。特

に島根県では「予定」が 8 割であり、一方、岡山県では約 4 割である。 

・調査時点ではほとんどの自治体は中央研修の参加予定にない。岡山県、広島県、山口県で各 1 名であ

る。 

・ほとんどの自治体において協議会の設立準備はしておらず、「調査」が約 2 割、同じく「予定していな

い」のも 4 割である。 

・ほとんどの自治体では先行しての「介護予防・日常生活支援総合事業」には 1 市町村のみが取り組ん

でいるが、島根県では 3 割近い 5 市町村で取り組みがなされている。 

 

→調査結果 PDF のダウンロード URL（http://blog.canpan.info/minken/monthly/201411/1） 

 

 

３．結果概要 

 上記のアンケート調査により岡山県内の状況把握とともに、中国 5 県の状況の比較を行うことができ

た。中国 5 県での連携を今後も活かして、地域課題の解決に取り組む。 

またフォーラムでの実行委員会をきっかけに、県内の NPO や社会福祉協議会、民間企業などでの民間

レベルでの助け合いの仕組みを考えるネットワークをつくり、継続した勉強会や情報交換を行っている。

今後、新しい総合事業の導入に向けて、各自治体での具体的な準備が進んでくる中で、必要な政策提言

および助け合いの仕組みづくりの支援など、県内のネットワークを活かした取り組みを実施したい。 

 

 

 

http://blog.canpan.info/minken/monthly/201411/1

