
千代地区について
1,693人 （参考）飯田市全体

（H30.2.28現在） 102,408人
594世帯 （参考）飯田市全体

（H30.2.28現在） 39,803世帯
41.2% （参考）飯田市全体

（H26現在） 30.8%

上久堅地区について
1,319人 （参考）飯田市全体

（H30.2.28現在） 102,408人
502世帯 （参考）飯田市全体

（H30.2.28現在） 39,803世帯
43.1% （参考）飯田市全体

（H27.4.1現在） 30.8%
高齢化率

２－１ 公民館活動を入口とした、飯田市の社会事業化の取組から

　　    飯田市（千代
ちよ

地区 千代しゃくなげ会、上久堅
かみひさかた

地区 食工房 十三
とさ

の里）

人口

世帯数

高齢化率

人口

世帯数

飯田市地図

出典：飯田市ホームページ

千代地区中心部地図

上久堅地区中心部地図

上久堅自治振興センター・

上久堅公民館

ＪＡみなみ信州上久堅

事業所

食工房 十三の里

千代自治振興センター千代保育園

千代保育園

千栄分園

千代公民館
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〇 取組の概要

地域の少子化と保育園の存続という課題に向き合う「千代しゃくなげ会」、地域の高齢化と女性の社会

参加という課題に向き合う「食工房 十三（とさ）の里」

これらの取組が実現した背景として、主体となる人材の輩出や地域の風土がどのように形成されたのか、

飯田の特徴である住民主体の公民館の歴史や活動とつなげて分析した。

〇 分析集における３つの視点

１ 住民がつくりだしたいと思う状態（2地区共通）

・ 地域住民が、地域の課題に向き合う取組に関わることを通して、自治の担い手として育っていく。

自治体職員が、住民自治の取組に寄り添うことで、自治の支え手として育っていく。

住民自治の取組を支えることで、自治体の資本がより的確に活用される。

２ 地域にある物語

【共通】

自らのものさしを持って物事を判断する人たちが生まれ育つ風土についての物語

戦後、その物語を受け継いで続いてきた飯田型公民館の物語

【上久堅地区】

「中山間地域等直接支払制度」という農家の個別保障制度を地域の共通課題に還元しようと実現し

た、食工房 十三の里の物語

農業専業の暮らしから、図書館活動を入口に、人とのつながりを広げ、食工房 十三の里に至る塩

沢幸子さんの人生の物語

３ 分岐点と判断

【共通】

昭和38年（1963年）

市町村合併の際に、住民の学習・交流拠点として支所、公民館を残して今に至る飯田市の判断

昭和48年（1973年）

住民自治力を高めるために、力のある職員を公民館主事に登用した松澤太郎市長の判断

【千代地区】

昭和33年（1958年）から35年（1960年）

地域に残る農業青年たちを冬場、合宿方式で農業や社会について学ぶ「青年建設班」を農協と役場

合同で主催し、そこで育った若者たちが今に至るまで、地域づくりのリーダーとして活躍

昭和48年（1973年）

千代公民館が主催した、地域の課題を住民自身が発見解決する「水資源セミナー」「過疎問題セミ

ナー」に取り組んだ経験を通して、リーダーが育つ。

昭和57年（1982年）

市民セミナーで育った人たちが中心となり、地区内20地区すべてに地域づくりグループ「同志会」

が誕生

昭和63年（1988年）

自治会が呼びかけ、同志会のリーダーたちが中心となり、千代地区基本構想を策定、その後の他地

域から注目される活動に結びつく。

平成17年（2005年）

地元住民が出資して、社会福祉法人千代しゃくなげ会を設立し、地元立保育園を運営

・平成23年（2011年）

高齢者の居場所として「デイサービスセンター千代しゃくなげの郷」を設立し、地域住民自ら暮ら

しを守る仕組みづくりに取り組む。

【上久堅地区】

平成３年（1991年）

「十三の郷 鎮守の杜構想」として、集落ごとの開発計画の策定と、推進エンジンとしての地域づ

くりグループを立ち上げた、地域の判断

平成22年（2010年）

公民館を土台とし、地域づくりグループの育成を通して育った人材が結び付き、「食工房 十三の

里」が誕生
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Ⅰ 自治の担い手が育つ、飯田型の公民館活動 

(1) 草創期の公民館の活動と事業部制度 

飯田市における社会事業化の取組分析は、地域に根付いた公民館活動の存在を抜きに行うことはでき

ません。そこで冒頭では飯田型の公民館の特徴と、その活動を通してどのように人が育つのかを分析す

ることから始めてみます。 

「公民館には特定の役者も演出家も用意されていない。舞台装置も脚本家も何もかも一切合財皆がや

るのだ。そして観客は一人も居ないのである。…面白い芝居を見ようとするのではなく、良い芝居を演

じようとするのである。…公民館には観客は一人も居ないのである。」－これは昭和 23 年（1948 年）

３月の竜丘
たつおか

村公民館発足に併せて発行された「公民館報たつおか」創刊号に寄せた、公民館初代教養部

主事、橋本玄進氏の言葉です。（竜丘村は昭和 32 年（1957 年）に飯田市と合併しましたが、合併前の

村役場がそのまま公民館・市役所支所となり、その後飯田市竜丘公民館として現在に至っています。） 

 草創期の竜丘公民館には、総務部、教養部、図書部、産業部、体育部、保健衛生部、芸能部という７

つの事業部が置かれ、各部は地域から選ばれた住民委員によって主体的な運営が行われていました。橋

本氏の所属する教養部は、講座、講演会、座談会などの企画運営を担当しており、橋本氏は、地元寺院

の住職を務める傍ら、教養部の運営に中心的に関わっていた人物です。冒頭の言葉からわかるように、

竜丘地区では公民館は発足当初から、地域住民自らが主体となって運営するものと捉えられていたこと

がわかります。 

 竜丘地区は大正期、自由画教育や生活綴り方教育などを柱とし、身の回りの生活をあるがままに捉え

ることを大事にした自由教育が花開いた地でもあります。自由教育で育った子どもたちはその後、もの

ごとの良し悪しを測る自らの尺度を持った人として育ち、昭和初期の青年団自主化運動や自由大学運動

などを支える青年として育っていきました。そういう人や気風の存在が、昭和 21 年（1946 年）に当時

文部省が提案した公民館構想にいち早く反応し、この構想をわがものとして主体的に公民館設置に結び

ついたと捉えています。竜丘村公民館の第２代公民館長を務めた北沢小太郎氏は、自由教育や青年団自

主化運動で育った人物です。戦争とそれを進めるための国家権力による教化政策による中断はありまし

たが、竜丘に限らず長野県内各地の地域では、自由と民主主義を求める大衆運動の積み上げが、国の公

民館設置の方針に呼応して、下からの運動としての公民館設置の動きが広がったものと捉えています。 

草創期の公民館は戦後初期の民主化を支えた青年会や婦人会のメンバーが支えており、住民主体の事

業部にも青年会や婦人会メンバーが多く参加し、民主的な公民館運営の先導者として存在していました。 

草創期の事業部制度は、現在の竜丘公民館では専門委員会という名称となり、文化、体育、広報、民

俗資料保存、育成という５つの委員会に 68 人の住民委員が組織され、公民館事業の企画運営の主体と

して活動しています。竜丘公民館に限らず飯田市では各地区公民館の企画運営の体制の根幹は専門委員

会制度であり、これは公民館制度発足後変わらぬ形で存続してきた飯田市の公民館の仕組みの根幹であ

ると捉えています。 

飯田市にはおおむね小学校区単位に 20 の地区公民館が設置されていますが、それぞれの公民館には

併せて 70 の専門委員会があり、900 人の住民が委員として活動しています。さらに住民生活に身近な

地域に施設の管理から事業の運営まですべて地域住民の手によって賄われる 103 の分館があり、数千人

の住民が分館役員として活動しています。 

 

飯田市の住民はよく「公民館をやる」という言葉遣いをしますが、公民館を施設ではなく、自らが主

体となって運営する活動と捉えていることがわかります。この言葉からも、飯田市においては、公民館
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が日常生活に大変身近な機関として位置づけられており、特に、住民が主役で公民館の企画や運営に関

わる専門委員会や分館制度が、地域を支える人材が育つ場や機能として位置づいていることがわかりま

す。 

 

(2) 専門委員の活動を通して住民が何を学んでいるか 

公民館の学習は、専ら学級や講座などの「学び」の機会と捉えられがちですが、飯田市の専門委員会

の活動の中で様々な学びがあることが見えてきます。つまり、委員会の活動やその運営そのものが学び

となっています。 

地域住民は、公民館活動を通して、地域課題に取り組むきっかけに出会い、自らが当事者として取り

組むことの達成感、大勢の知恵や力を集めることで豊富なアイデアが生まれることなど、組織化や協働

の意義を実感しています。そしてこうした専門委員会の経験の積み重ねが、自治の担い手の養成に結び

ついていると捉えています。 

このように地域に根付いた公民館活動を通して育った住民や、住民同士のつながりが、次に紹介する

ような多彩な地域づくりが生まれる背景にある、と捉えています。 

 

Ⅱ 地域づくりの取組事例から 

飯田市の地域づくりの事例として今回取り上げた千代
ち よ

地区、上久
かみひさ

堅
かた

地区共に、飯田市の中山間地域で

ある「竜
りゅう

東
とう

地区」に位置し、飯田市の中でも少子高齢化に伴う人口減少が進んでいます。 

その一方で戦後草創期からの公民館活動が人を育て、地域課題に向き合う取組の担い手となっていま

す。 

２つの地区の取組を紹介することにより、それぞれの取組に共通する、地域課題に向き合う人の育ち

と公民館の役割についてまとめてみました。 

 

(1) 千代しゃくなげ会の取組から 

① 地域の課題を学ぶ公民館市民セミナーで育つ住民 

千代地区は全国に先駆けて農家宿泊・体験を中心としたグリーンツーリズムに取り組むなど、住民自

治力が高く、多彩な地域づくりの取組が行われている地域です。 

昭和 48 年（1973 年）飯田市の公民館は「地域の課題を、住民自身が発見し、解決する学習運動」と

して「飯田市民セミナー」に取り組み、全国の公民館・社会教育関係者から注目を集めました。 

千代地区は中山間地域にあり飯田市の水源地ではありましたが、肝心の地域にはきちんとした水道施

設がなく、水不足に悩まされていました。そこで公民館広報委員会が中心となり、「水資源セミナー」

という市民セミナーを立ち上げ、学習の成果として、簡易水道施設の敷設という成果に結びつけました。

このことがきっかけとなり、地区内各集落で、地域の課題解決を継続的に進めるための「同志会」が生

まれ、同志会のメンバーが、地域の自治活動のリーダーとして活動を続けてきました。 

今回の調査では、多彩な地域づくりの活動の核となる千代地区まちづくり委員会の活動と、その活動

を支える千代自治振興センター・公民館の役割、そして保育園存続の危機を乗り越えるために地域住民

が出資して設立した社会福祉法人「千代しゃくなげ会」の設立経過と活動について聞き取りを行いまし

た。 
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② 千代まちづくり委員会（自治の担い手）と、自治振興センター・公民館（支え手）の連携 

飯田市の場合、市内 20 地区に自治振興センター・公民館が設置され、窓口業務だけではなく、地域

自治組織の運営事務局の役割も担っています。市役所に近い５地区の場合は公民館主事だけの配置です

が、昭和 31 年（1956 年）以降、町村合併により編入された 15 地区には、自治振興センター所長の他、

小さい地区でも２人の窓口職員、保健師、公民館主事が配置されています。飯田市職員の定数 800 人の

うち、100 人を超える職員が各地域に配置されている計算です。 

しかし類似規模の自治体との財政比較の上では、人件費の比率はほぼ同じです。ここに自治振興セン

ターが地域自治組織の事務局として活動することで、自治的な活動で地域課題の解決を進めることによ

り、飯田市の財政支出が、より効率的に必要課題に執行できる仕組みとなっていると捉えています。 

また、自治振興センターや公民館での仕事経験が、職員の意識の中に、地域住民の皆さんとの平らな

関係性を作ることのできる力量を育てることで、本庁に勤務していても現場視点を持った仕事を行うこ

とで、より柔軟で的確な財政執行が可能になっています。 

千代地区の場合は、全国棚田百選にも選ばれた「よこね田んぼ」の保全、中学生の修学旅行などを農

家で受け入れる体験教育旅行などの活動が千代まちづくり委員会との協働により行われ、その事務局を

自治振興センターが担っているほか、地域の景勝地である万古
ま ん ご

渓谷を観光資源として人々を受け入れる

ための「万古渓谷会」の立ち上げに関わるなど、地域の様々な取組を自治振興センター職員や公民館主

事が支えています。 

自治振興センターは、地域の鳥獣害対策のための防護柵の敷設を、「中山間地域等直接支払制度（※

１）」を活用したり、よこね田んぼの取組を進めるための拠点整備の財源として、「地域発 元気づくり

支援金（※２）」を活用する際の県などとのつなぎ役の役割も担っています。 

飯田市の自治振興センターや公民館は、千代自治振興センターの例のように、住民自治を支えながら、

団体自治との橋渡し役という役割を果たしています。 
 
（※１）中山間地域等直接支払制度は、農業の生産条件が不利な地域における農業生産活動を継続するため、国及び

地方自治体による支援を行う制度として、平成 12 年度から実施（農水省 HP より） 

（※２）地域発 元気づくり支援金とは、市町村や公共的団体等が住民とともに、自らの知恵と工夫により自主的、

主体的に取り組む地域の元気を生み出すモデル的で発展性のある事業に対して、必要な経費を支援する県の事業 

 

③ 閉園・統廃合の危機を住民立の社会福祉法人で乗り切る 

千代地区は、飯田市の中山間地域にあり、面積は大きいのですが、人口は 1,693 人（平成 30 年（2018

年）２月末）と、市内でも小規模の地区です。けれども広い地域であることや地域の歴史的経緯から、

千代地区と千
ち

栄
はえ

地区それぞれに市立の小学校と保育園が設置されています。 

平成 15 年（2003 年）度、千栄保育園の園児数が初めて９人と一桁になりました。飯田市からは「保

育園を統合するか、両園を存続するか」という相談がありました。 

地域では、両保育園共に残していきたいという願いから、自治協議会（まちづくり委員会の前身）に

よる検討委員会を設置し、あり方についての検討を重ねる中で、地域で社会福祉法人を設立し、両保育

園の維持を図ろうという結論に至りました。 

社会福祉法人の設立には、経営の安定を担保するために一定の基金の積み立てが必要となります。千

代地区では各世帯からの均等負担と、篤志寄付により 1,000 万円を調達し平成 17 年（2005 年）に社会

福祉法人「千代しゃくなげ会」を設立し、地元立の保育園の運営を続けています。その後地域の高齢者

は地域で守るという地域ニーズを受けて、平成 23 年（2011 年）には「デイサービスセンター千代しゃ

くなげの郷」も開所、しゃくなげ会は、地域の課題である少子化と高齢化という複数の課題に対処する

地元立の事業体として活動しています。 
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④ 地元立法人ならではのきめ細かな運営 

平成 29 年（2017 年）４月現在、千栄保育園には 13 人、千

代保育園には 20 人の園児が在籍しています。園では夜７時ま

での延長保育や０歳児保育なども受け入れており、このこと

により地区外から子どもを預けるケースもあるようです。併

せて学童保育や、入園未満の親子の交流拠点である子育て広

場「くまさんの家」の運営など、私立保育園を含めた市内の

保育園の中でも、保育サービスの多彩さはトップクラスです。 

（写真１、写真２） 

また「デイサービスセンター千代しゃくなげの郷」は平成

29 年（2017 年）４月現在の定員は 18 人、老いても地域で

暮らし続けられるための環境づくりの役割を担っています

が、定期的に保育園の子どもたちとデイサービスに通う高齢

の方たちの交流会も行われており、このことによりお年寄り

に活気が生まれ、子どもたちはお年寄りとのふれあいを通し

て人に対する心遣いを身に着けています。児童福祉施設と高

齢者福祉施設を一つの法人が経営することによる成果とい

えます。 

千代しゃくなげ会は、地域の意向を丁寧に受け止めた地元

立社会福祉法人として、地区の子育て環境を支えています。 

これらの取組とは別に千代公民館では図書館と相談し、保

育園と小学校に通うすべての子どもたちに毎年、推薦図書を

示してその中から子どもたちが希望する本をプレゼントし

ています。また公民館の読み聞かせグループが定期的に保育

園や小学校に出向いて、読み聞かせの活動などにも取り組ん

でおり、地域全体で子どもたちを育てようという気風が満ち

あふれています。（写真３） 

 

⑤ 住民自治の力が高まると、地元ニーズを満たしながら財政負担も軽くなる 

保育園の取組では、飯田市からの統合提案に対して、地元立の社会福祉法人の設立により２園の存続

を可能とし、飯田市はこれを受けて、民間保育園に対する助成を行う形となりました。地域としては基

本的な希望が叶うとともに、これまで以上に充実した保育園の運営が叶いました。飯田市としても直営

の頃よりも財政負担が軽くなり、かつこれまで以上に地元側に必要な取組に対する資金援助が可能とな

りました。 

しっかりとした住民自治があり、地域の課題に自治的に取り組み、地域だけでは解決できない課題を

行政がカバーすることにより、行政が効率的な予算執行を可能とする。千代地区の取組はそのお手本と

もいえる事例です。 

 

 

【ヒアリング実施日：平成 29年(2017年)12月 18日、場所：飯田市千代地区 千代自治振興センター】 

（写真１ 保育園の子どもたち） 

（写真２ 子育て広場「くまさんの家」） 

（写真３ しゃくなげの郷、お年寄りと子どもの 

交流風景） 
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飯田市千代地区 関係図（活動展開図）

飯田市千代地区 千代しゃくなげ会のこれまでの歩み
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○しっかりとした住民自治があり、地域の課

題に自治的に取り組み、地域だけでは解決で

きない課題を行政がカバーすることにより、

行政が効率的な予算執行を可能とする。 

破線：ヒアリング時点 



  

 

 

 

(2) 食工房 十三
と さ

の里の取組から 

① 十三の郷 鎮守の杜構想 

平成３年（1991 年）４月、飯田市上久堅地区では、地区の基本構想「十三の郷 鎮守の杜構想」を

策定しました。上久堅には 13 の集落があり、それぞれが鎮守の鐘の聞こえる範囲であり、地域づくり

はそういう集落ごとに積み上げていくもの、というのが構想の名前に込められています。 

また構想策定に合わせて、構想の実現に向けて 13 の地域ごとに地域づくりのグループが誕生しまし

た。そして集落ごとの地域づくりの活動をつなげることをねらいとした地域づくりグループ「ひさかた

風土舎」も誕生しました。これらグループの中心メンバーは、青年会運動や公民館活動などで育った人

たちで、その後の上久堅の地域づくりの取組も、こういう取組の中で育った人材が支えてきました。 

 

② 「食工房 十三の里」誕生の背景 

「中山間地域等直接支払制度」があります。これは山間地など農業を営むには条件的に不利益な農家

に対して、国が所得補償を行う制度です。所得補償を受けるためには希望する地域で組織を作り共同で

申請することが必要です。この制度は基本的には個別農家の所得補償が目的ですが、上久堅地区では参

加農家の合意の下、所得補償の一部を共同で積み立てて、地域の課題に投資する取組を進めています。 

中山間地では生態系の破壊が進み、そのことによりどこの地域でもシカやイノシシなどによる鳥獣被

害が続いています。そこでこの資金を活用し、隣の地域との境界線に獣害防止の柵を設置する取組を進

めています。 

もう一つが十三の里の取組です。上久堅地区にはもともと食料品や消耗品を販売する JA 上久堅支所

の生活センターがありましたが、平成 19 年（2007 年）頃に撤退し空き店舗となっていました。 

当時上久堅の自治会産業委員会では、空き店舗の活用を考えることを目的として「地域をよくする会」

を開催しました。ここに集ったメンバーのうち、このあと紹介する事務局長の塩沢幸子
ゆ き こ

さんが中心とな

り、生活改善グループ、食生活改善推進協議会、農業振興会議、中山間地域等直接支払制度の関係者な

どに呼びかけて、店舗活用についての視察や研究を行いました。 

平成 21 年（2009 年）、視察や研究に関わったメンバーのうち、女性メンバーの皆さんが、「料理研究

グループ」を立ち上げ、平成 22 年（2010 年）５月、その施設を借用し、中山間地域等直接支払制度の

資金を活用して地元食材を使った加工施設をつくり、「食工房 十三の里」が発足しました。 

 

③ 高齢者への配食サービスを核に 

食工房 十三の里には 30 代から 70 代の 17 人の地域の女

性が参加し、毎週２回高齢者のための配食サービスに取り組

んでいます。昨年度は１年間で 4,500 食を提供したそうです。 

この取組は「病気にならない身体をつくりたい」「買い物に

行く場所がない」「毎日の食事が大変である」という地元高齢

者のニーズと、「豊富な野菜を生産している」「集まりやすい

場所がある」という地元にあるものを結び付けた取組です。 

（写真４） 

（写真４ お弁当作りの様子） 
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毎週２回、50 食を高齢者世帯に配食していますが、高齢者

の顔を見てのやり取りを大事にするために、毎回現金の引き

換えとしています。訪問の際に野菜をお返しでいただいたり、

会話が弾んで次

の配達先になか

なかお弁当が届

かないなど、コミ 

ュニケーションが大事にされた活動です。 

食工房 十三の里の取組は、「居場所」「生きがい」「楽し

み」「活動」であり、事務局長の塩沢さんや代表の長沼昭子
あ き こ

さ

んからは、「人に当てにされていることのやりがいと、仲間

がいることが活動を続けるエネルギー」、とお話ししていた

だきました。（写真５、写真６） 

 

④ 事務局長塩沢幸子さんの学び 

塩沢さんのお話で印象に残ったものを紹介します。 

「この取組を始めたのは、そこに住む人が年をとって

も、元気でいれば上久堅は素晴らしい地域として暮らし

続けることができます。そのための大事な手段として健

康的な食事を提供することを考えました。」（写真７） 

「この仕事を始めてみて、人の口を預かることの大事

さを改めて感じるとともに、私たちの作ったお弁当を待

つ人がいるということに対する責任を感じており、それ

が取組を続ける理由でもあります。」 

「私も含めて参加する女性たちは皆、子育てがひと段落し、地域での役目も終えたメンバーであり、

この活動が、自分が必要とされる場所であると捉えています。」 

「私たちのお弁当を利用されていた人が先だって入院され、日を置かずに亡くなられたそうです。考

えてみるとこの方は、亡くなる直前まで自宅で元気で暮らすことができており、そういう暮らしを支え

ることができたのかな、という思いも生まれました。」 

「この活動の前に、自分たちの家族の暮らしがあり、そういう暮らしに寄せた力の残った力を、この

活動に使う、という考えです。」 

塩沢さんはもともと他地域で生まれ、結婚を機に上久堅に移り住み、会社勤めの夫の代わりに家業の

花卉
か き

を中心とした農業に携わっていました。その頃は公民館活動などの地域の活動にはまるで縁がなく、

農業一筋だったそうです。あるきっかけで農業を廃業することになり、たまたま上久堅自治振興センタ

ーの用務員としての仕事に就くことになり、そこで様々な地域の人たちと出会う中で、自身の社会が広

がり、ここで生きていこうと腹をくくることができたそうです。そしてせっかく地域で生きていくなら

ば充実した楽しい生き方をしたいと考え、食工房 十三の里の活動にも関わっています。 

塩沢さんは読書が好きで、図書館上久堅分館の職員も長年勤めてきました。また、飯田市の女性枠の

農業委員も務めており、聞き取りにおいても言葉遣いは豊かであり、そういう言葉遣いの背景には、読

書を通した学びや、農業委員のような活動を通した社会を見る目の裏付けがあるのではないかと捉えま

（写真５ ある日のお弁当） 

（写真６ お弁当配達のボランティア） 

（写真７ 事務局長の塩沢幸子さん） 
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した。 

 

⑤ 公民館活動が地域づくりの入口に 

十三の里代表の長沼昭子さん、事務局長の塩沢幸子さん共に上久堅公民館の専門委員を務められた経

験があり、そういう活動で生まれたつながりから現在の活動に至っているそうです。 

戦後から 1970 年代くらいまでは地域では婦人会が青年会と共に活発な活動を進め、地域の封建的な

気風や古い因習を変えていく取組を進め、その活動を通して女性たちが育っていました。婦人会の衰

退・解散の流れの中で、特に中山間地域においては、地域における女性たちの居場所や活動があまりあ

りません。上久堅地区においては公民館活動が入口となり、そこで育った女性たちが地域の課題に向き

合う取組を進める動きが始まっているようです。 

 

(3) 持続的な地域としていくために 

現在でも千代地区、上久堅地区ともに少子高齢化に伴う人口減少の状況は進み、次の時代を担ってく

れる人材育成が課題です。 

千代地区では、平成 25 年（2013 年）度より東京大学との共同研究に取り組み、地域づくりや公民館

活動に対する住民意識調査を行いました。そして調査の振り返り会で集った人たちが中心となり、「明

日の千代を考える集い」というグループが誕生しました。 

また公民館事業として取り組んできた「万古
ま ん ご

渓谷」沢渡ツアーが、主催メンバーの高齢化によって休

止となったことを受け、若い世代に声をかけ、「万古渓谷会」が誕生し、新たにツアーを再開していま

す。 

これらの取組は先人たちの想いを次代に引き継ぎたいと、千代公民館が呼びかけて始まった動きです。 

上久堅地区の十三の里メンバーは当初、50 代から 70 代で、子育てや仕事がひと段落した世代が中心

でしたが、最近は 30 代の若者世代が活動に関心を示し、子育て中や I ターンのメンバーなど多世代の

取組に広がっています。 

両地区とも、地域の課題を住民自身が主役となって解決する取組を次の世代につなげ、持続していく

取組が始まりつつあります。 

 

Ⅲ 自治の力で公共を変えていく 

国は地方創生の一環で、小さな拠点（内閣府）、地域運営組織（総務省）など各省庁が、住民自身の

力で地域課題の解決に向き合う組織づくりを推進しています。 

これは、少子高齢人口減少を迎えた日本社会の状況を背景とし、財政縮減を前提とした上からの改革

という側面として捉えることができます。 

しかし一方で、学びに基づき自治的に地域課題を解決する取組は、人々が暮らすうえで基本的に大事

な営みとして捉えることもできます。 

大事なのは各地域で自治的に地域課題に向き合う取組が広がり、そのことにより国や地方自治体の政

策を自分たちの自治の実現に寄り添うような姿勢や政策に変えていく、下からの改革の動きを広げるこ

とにあると捉えています。 

飯田市の場合、市内 20 地区に公民館と自治振興センターを残し、ここに人を配して住民自治と団体

自治の橋渡しを行う仕組みとした点に特徴があります。 

このことにより公民館や自治振興センターに配置された職員が住民との協働力を学び、自治体全体が
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住民との信頼関係に基づいた、本当の意味での協働のまちづくりを行っていく姿を展望しています。 

そして本当の意味での協働が機能していれば「①まずそれぞれの地域で自治体財政による執行なしに

地域の課題解決が行われ」「②地域の力だけでは解決できない課題が明らかとなり」「③本当に必要なと

ころに自治体財政を投入することができ」「④このことにより健全な財政執行が可能となる」のではな

いか、と捉えています。 

今回調査の対象となった千代と上久堅の取組共に、中山間地域における、自治力や地域力を発揮した

社会事業化の典型的な取組です。 

 

【ヒアリング実施日：平成 29年(2017年)12月 18日、場所：飯田市上久堅地区 食工房 十三の里】 
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飯田市上久堅地区「食工房 十三の里」の取組のポイント 

 

 

 

 

○ 自治会の産業委員長の存在（塩沢幸子さんに注目したキーパーソン） 

○ 塩沢幸子さんの存在（地域のことを考えてくれそうで、かつ仕事等の役を終えても地区で活

動してくれる人を探し、17名からなる女性グループを結成） 

○ 上記産業委員長に代わり、新しくまちづくり委員会の産業委員長になった方の存在（元コッ

クで調理師免許有。塩沢さん達に厳しくも丁寧に指導し、弁当には５品を入れることや魚の捌

き方等を伝授。人様に出せる物を作れるかという塩沢さんの不安を払拭） 

 

 

 

○ 家庭の都合や農繁期等を考慮し、３人１グループでローテーションを回している点（活動

日：月・水曜日（配食日前日の仕込み）の 19時～21時 30分、火・木曜日（配食日）の 10時

～13時） 

○ 自分たちの生活を守るため「無理をしない」をモットーに、週２回の配食サービスを実施。

注文に応じて弁当を作り、弁当以外での儲けは考えていない点 

○ 中山間地域等直接支払制度を活用し、ＪＡの建物を取得の上、配食用の弁当を作りやすい調

理場に改修した点（元々仕出しをやっていた施設） 

 

 

 

○ ７年間の取組を地区の人が関心を持って見てくれていた点 

○ 近所の人々の理解と無料での食材提供。（毎日何らかの食材が届くので、都度当初予定のメ

ニューをアレンジして活用。材料費の節減に役立つとともに、自家製の野菜等を弁当に活用し

てもらえることで、住民の生きがいを生み出している。） 

○ 配食には地域の男性４名が協力。男性が配達することで、地域住民も自家製の野菜を（大量

に）渡しやすくなっている点 

○ 配達に伴い住民への声掛けも行い地域の見守り機能も有している。住民からもあてにされ、

人と人とを繋ぐ「配食サービス事業」が形成されている点 

 

 

 

○ 後継者についても、Iターン者が２名、フルタイム勤務と掛け持ちでパンを焼いてくれる方

１名（月に数回、パンを提供する日あり）の計３名の若い方がグループに加わっている点 

○ 昔からメンバー同士の仲も良く、特段の派閥等も無いので、新しい人も入りやすい点 

【ポイント１】 キーパーソンの存在 

【ポイント２】 持続しやすい環境整備 

【ポイント３】 活動に対する地域の人たちの理解 

【ポイント４】 後継者づくりに成功 
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飯田市上久堅地区 関係図（活動展開図）

飯田市上久堅地区 食工房 十三の里のこれまでの歩み
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公民館専門委員会・分館役員 

自治会 まちづくり委員会 
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【戦後復興期】 
1945～ 

【高度成長期】 
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【地方の時代】 
1970～ 

【バブル崩壊】 
1991 
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【東日本大震災】 
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住民の暮らしを守る 

自治の担い手が育つ 

支所公民館が

自治の拠点に 

地域課題解決の公
民館市民セミナー 

13の集落ごとの 
地域づくりグループ 

少子化対策 
特別委員会 

子育て支援の会 

自治会+団体+公民館 
統合的な組織である 
まちづくり委員会 

JA くらしのセンター
を拠点とした 
食工房十三の里 

地域の課題に人材を生み出しあるいはつないでいく 

目指す姿 

○高齢社会となった地域の課題を支える取組みと、女性たちの社会参加による自己実

現を重ねる取組みを通して、女性たちの力や可能性を女性自身や地域が発見し、地域

が活性化する。 

破線：ヒアリング時点 


