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ⅠⅠⅠⅠ．．．．プロジェクトのプロジェクトのプロジェクトのプロジェクトの主旨主旨主旨主旨    

｢｢｢｢中山間地域農業参画中山間地域農業参画中山間地域農業参画中山間地域農業参画プロジェクトプロジェクトプロジェクトプロジェクト」」」」のののの目的目的目的目的    

 

� 中山間地域農業・農村の現状の理解を深める 
 

� 農業体験・農村での生活を体験 

 

  農業・農村・食糧生産と供給の現状と今後の 
方向性について学ぶ 
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ⅡⅡⅡⅡ．．．．プロジェクトのプロジェクトのプロジェクトのプロジェクトの経緯経緯経緯経緯    

� 宮地講師の大学院時代の調査地域であり、２０
０８年度の宮地ゼミ実習地域 

� 耕作放棄地の拡大に悩んでいる地域 

� 西谷地区→直払い制度交付対象地域・・・ 

  集落活性化の取り組みが模索されている地域 

 

 以上よりゼミの新たなる学習の場、耕作放棄地の 

拡大防止、集落活性化を視野に入れた取り組みを、 

ゼミとして実施することに・・・ 
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ⅢⅢⅢⅢ....西谷地区西谷地区西谷地区西谷地区のののの概要概要概要概要    

� 第１図 対象地域の概要図 

西谷地区

旧東和町
二本松市

4km

二本松市

人口：158人 
世帯数：39世帯 
※専業農家：2戸 
兼業農家：29戸 
高齢農家：4戸 
非農家：4戸 

 
総面積：約231.3ha 

※田：約25.9ha 
畑：約52.8ha 

山林：約116.1ha 
耕作放棄地：約23.7ha 
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ⅢⅢⅢⅢ....西谷地区西谷地区西谷地区西谷地区のののの概要概要概要概要    

� 集落にある唯一の店「宍戸商店」 
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ⅢⅢⅢⅢ．．．．西谷地区西谷地区西谷地区西谷地区のののの概要概要概要概要    

� 西谷地区における水田景観 
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ⅣⅣⅣⅣ．．．．プロジェクトのプロジェクトのプロジェクトのプロジェクトの内容内容内容内容    

� ２～４月：ゼミ生間の検討会  

� ４月   ：播種、水田の溝掘り 

� ５月   ：田植え、里芋の植付け、住吉神社祈 

        祷際、交流会etc・・・ 

� ７、８月 :除草作業、東和ロードレース大会運 

        営補助 

� ９月   :稲刈り、交流会 

� １０月  :学園祭での販売検討会、精米作業 

� １１月  :学園祭での農産物販売 
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播種 

４月 播種を行う 8 



 

溝掘り 

 圃場整備がされて 

いないため、手作業 

で水路を整備した。 
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4月 集落での取り組み検討会 

10 



 

住吉神社祈祷祭 

５月 住吉神社祈祷祭 

11 



 

田植え 
農家の方の指導による田植え 

12 



 

里芋の植付け 

５月 里芋の植付け 

13 



 

5月交流会 

５月 集落の皆さんとの交流会 

14 



 

７月 除草・追肥作業 

15 



 

除草作業 

7月 里芋畑の除草作業 

16 



 

東和ロードレースの運営補助 17 



 

８月 機械での除草作業 

18 



 

稲刈り 
 9月 手作業での稲刈りとはさ掛け 

19 



 

１０月 宮地ゼミ、西谷集落
学園祭販売検討会 

20 



 

脱穀した玄米を精米に 21 



 

すべてすべてすべてすべて民泊民泊民泊民泊でででで行行行行いましたいましたいましたいました    
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１１月 国士舘大学学園祭 
宮地ゼミ、西谷集落ブース 

23 



 

販売終了後、西谷集落のみなさんと 

24 



 

握手をしてのお別れ 
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ⅤⅤⅤⅤ．．．．プロジェクトのプロジェクトのプロジェクトのプロジェクトの成果成果成果成果とととと課題課題課題課題    農業編農業編農業編農業編    

� 成果成果成果成果    
 ・中山間での水稲作の意義

と苦労の一端を直に理解 

 ・農業機械を導入する意味
を理解 

 ・耕作放棄地拡大の一因は
作業の重労働さにもある
と体感 

� 課題課題課題課題    
 ・商品価値の高い作物の生

産の検討 

 ・来年度の作付規模の検討 

 ・安定した収量を得る努力 

 ・将来｢協働」でのプロジェク
トにしたい 
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ⅤⅤⅤⅤ．．．．プロジェクトのプロジェクトのプロジェクトのプロジェクトの成果成果成果成果とととと課題課題課題課題    農村編農村編農村編農村編    

� 成果成果成果成果    
 ・民泊の経験により西谷集

落の生活・風土を実感 

 ・プロジェクトに対する「協
力」⇒人情を感じた 

 ・世代の異なる方々との貴
重な交流の機会 

� 課題課題課題課題    
 ・農村生活の更なる積極的

な体験 

 ・まだ旅行感覚⇒民泊先な
どでの家事の手伝い、行
事などの積極的参加 
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ⅤⅤⅤⅤ．．．．プロジェクトのプロジェクトのプロジェクトのプロジェクトの成果成果成果成果とととと課題課題課題課題    食料編食料編食料編食料編    

� 成果成果成果成果    
 ・食料安定供給の難しさを

体験 

 ・第一次産業の存在意義の
再確認 

 ・米を生産、消費することの
意義 

 ・西谷集落での食料自給率
の高さ 

 

� 課題課題課題課題    
 ・中山間地域での食料生産

維持の必要性 

 ・耕作放棄地拡大防止への
学生からの意見 
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ⅤⅤⅤⅤ．．．．プロジェクトのプロジェクトのプロジェクトのプロジェクトの成果成果成果成果とととと課題課題課題課題    そのそのそのその他他他他    

� 成果成果成果成果    
 ・主体的に参加⇒人間とし

て成長 

 ・社会、地域問題を直に学
べた 

 ・ゼミとして団結力が高まっ
た 

 ・社会と関わることでのゼミ
としての価値が高まった 

 ・農業、農家に対するイメー
ジの変化 

� 課題課題課題課題    
 ・プロジェクトの継続、その

価値を高める 

 ・活動に対しての経済的支
援などの必要性 

 ・取り組みへの革新性の必
要性 
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ⅥⅥⅥⅥ．．．．「「「「交流交流交流交流」」」」をををを通通通通したしたしたした地域振興地域振興地域振興地域振興のののの    
                                                    可能性可能性可能性可能性とととと方向性方向性方向性方向性    

１９９０１９９０１９９０１９９０年代以降年代以降年代以降年代以降    グリーンツーリズムへの関心が高まる。政策対象化 
１９９２１９９２１９９２１９９２年年年年    
  ｢新しい食料・農業・農村政策の方向｣の中で｢グリーンツーリズム」の推進

が明記 
１９９４１９９４１９９４１９９４年年年年    
  農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の推進に関する法律 
１９９８１９９８１９９８１９９８年年年年    
  ｢２１世紀国土のグランドデザイン」 
  「多自然居住地域の創造」が４つの戦略の一つとして提唱 
    ←交流人口による都市農村の新たな関係性の構築が課題 
１９９９１９９９１９９９１９９９年年年年    
  食料・農業・農村基本法「都市と農村との間の交流の促進」が明記 
２０００２０００２０００２０００年年年年    
  食料・農業・農村基本計画 
    「農業における滞在型の余暇活動(グリーンツーリズム）の推進」が明記 
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日本日本日本日本のグリーンツーリズムののグリーンツーリズムののグリーンツーリズムののグリーンツーリズムの特徴特徴特徴特徴（（（（１１１１））））    

農林水産省編（2008）『平成20年度 食料・農業・農村白書 参考統計書』ｐ.７２より転載 
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日本日本日本日本のグリーンツーリズムののグリーンツーリズムののグリーンツーリズムののグリーンツーリズムの特徴特徴特徴特徴（（（（２２２２））））    

農林水産省編（2008）『平成20年度 食料・農業・農村白書 参考統計書』ｐ.７２より転載 
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日本日本日本日本のグリーンツーリズムののグリーンツーリズムののグリーンツーリズムののグリーンツーリズムの特徴特徴特徴特徴（（（（３３３３））））    

農林水産省編（2008）『平成20年度 食料・農業・農村白書 参考統計書』ｐ.７２より転載 
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日本日本日本日本のグリーンツーリズムののグリーンツーリズムののグリーンツーリズムののグリーンツーリズムの特徴特徴特徴特徴（（（（４４４４））））    

�日帰りの取り組みの多さ 
 

�都市（近郊）の地域で取り組みが相対
的に盛ん 

 

�体験ツアーの受け入れ(新たな「ビジ
ネス化」？) 
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西谷集落西谷集落西谷集落西谷集落でのでのでのでの体験体験体験体験、「、「、「、「交流交流交流交流」」」」をををを通通通通してしてしてして    
                            見見見見えてきたえてきたえてきたえてきた取取取取りりりり組組組組みのみのみのみの方向性方向性方向性方向性（（（（１１１１））））    

�農業・農村・食料生産と供給の現状を
学ぶ場となった 

 

�組織運営を学ぶ場、コミュニケーション
の場となった 

 

この取り組みを永く継続するために・・・ 
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西谷集落西谷集落西谷集落西谷集落でのでのでのでの体験体験体験体験、「、「、「、「交流交流交流交流」」」」をををを通通通通してしてしてして    
                            見見見見えてきたえてきたえてきたえてきた取取取取りりりり組組組組みのみのみのみの方向性方向性方向性方向性（（（（２２２２））））    

�取り組みの魅力を継続的に創造して
いくための努力 

 

�そのための地域資源の発見、掘り起こ
しの必要性 

 

�取り組みを支える支援体制の構築 
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私私私私たちのたちのたちのたちの体験体験体験体験をををを    
    

        通通通通したしたしたした学学学学びはびはびはびは    
    

            これからもこれからもこれからもこれからも    
    

                            続続続続きます・・・きます・・・きます・・・きます・・・    
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