
平成27年度 大学生の力を活用した集落復興支援事業等
に係る活動報告会「地域づくりオープンカフェ」

南会津町中小屋集落：

福寿草（こがね）を守るため
私たちにできること

平成２８年２月７日（日）
会津大学 「ふくしまの魅力を発見、世界に発信し隊」
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中小屋集落（福島県南会津町山口）
Nakagoya Community in Minami-Aizu, Fukushima Prefecture

Aizuwakamatsu

会津若松

Minami-Aizu

南会津

© 2013 Google

© 2013 Rakuten Travel

2hrs by car

車で約2時間

豊かな自然及び昔から続く伝統行事
Beautiful Nature with Traditions
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会津大学日本人学生及び留学生 55名
Univ. of Aizu, Japanese and Intl. Students (55) 

中小屋集落の皆さん（26名）

Nakagoya residents (26)

過疎・中山間地域と若い力とのマッチング
Matching Young Power and Underpopulated Community

福県島地域振興課、南会津振興局、南会津町振興公社南郷支局

Fukushima Prefectural Government Office

Minami-Aizu Development Promotion Bureau

平成24年度、25年度 福島県地域振興事業
「大学生の力を活用した集落復興支援調査」
27年度「大学生等による地域づくり支援事業」

AY2012 – 2013 Subsidy of the Fukushima Prefectural Project “Field 

Study of the Local Community Revitalization with the Power of the 

Univ. Students” and AY2015 “Reginal Development with the Power of 

the Univ. Students”
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年度 Year                 世帯 Family Units             人口 Population 

1960’       19       118

2016        10         26 

2026        ?? ??

高齢化推移 2015 (54%)  2025(72.41%)
The Rate of Elderly Population 

中小屋の過疎化推移と将来推計
What will happen in the future? 
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地域活性化活動を始めたときの認識の違い
Initiation of the project: Different perceptions

集落の住民
Nakagoya residents

自治体
Governments

大学
University

学生
Students

 大学生が入れば地域
活性化されるであろう。
Hope that university students will bring some 

ideas and revitalize the area by their power. 

 福寿草という花を保存し
たい。
Preserve the beautiful traditional flower, 

is called Fukujyuso

 国際交流から始めたい
Integrate some international exchange 

component

 私たちにできるのは
情報発信
What we can do is to send a message to the 

world

 課題解決型学習(PBL)
Project Based Learning
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活動初期はお互いの役割期待の違いが大きく
何を始めればよいか分からなかった



地域活性化の実績、予定
Scheme of the Regional Revitalization at Nakagoya Community

FY2012～2014
平成24年度（10回現地活動）

平成25年度（14回現地活動）

平成26年度（17回継続活動）

• Interviewed the local 
governments officer         
自治体の担当者へヒヤリング

• Tried to understand the past 
and current situation of the 
local community, and built 
up personal relations of 
trust   様々な活動を通して、
過去・現在の状況を把握する。
そして信頼関係を築く

FY2015
平成27年度（16回継続活動）

• Interact with the local 
community to gain insights 
into young & new 
perspectives.大学生と集落
の方が交流を図ることに
よって、新たな視点から地
域の価値や資源に気づく

• Take initiative to work 
together with Nakagoya
community.  大学祭で
中小屋地区と協力して
出展しPRする。

FY2016～
平成28年度以降

Implement the revitalization 
goals by means of new 
approaches 自分の集落に対
する誇り、魅力を発信

Integrated more educational 
approaches to these 
activities.集落の方が大変
誇りにしている福寿草祭りを
成功させ、教育的観点を
踏まえ、さらなる地域の
活性化を継続する。

Long-term relationship based on a revitalization plan
長期的な連携、地域活性についての意識改革 Copyright (C) 2016 会津大学「ふくしまの魅力を発見、
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過疎・中山間地域と若い力との融合（地域の誇り）
Regional Revitalization in Japan (Activities)
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過疎・中山間地域と若い力との融合（福寿草祭り開催）
Regional Revitalization in Japan (Activities)
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過疎・中山間地域と若い力との融合（農作業体験）
Regional Revitalization in Japan (Activities)
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過疎・中山間地域と若い力との融合（大学祭で模擬店出店）
Regional Revitalization in Japan (Activities)
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過疎・中山間地域と若い力との融合（異食文化交流）
Regional Revitalization in Japan (Activities)
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過疎・中山間地域と若い力との融合（住民・学生の発見、気づき）
Regional Revitalization in Japan (Activities)
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過疎・中山間地域と若い力との融合
（集落の方々の思い、始めてのイベント開催で何をすれば良いか分からない）
Regional Revitalization in Japan (Activities)
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現状の課題
Issues what we encountered from past experiences

 私たちが中小屋集落に対してできることは何か？

 お互いの価値観をさらに共有していくためには？

 学生と中小屋集落との活動を中長期的に継続するためには？
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今後の取組
Future Plan

 学生と中小屋集落の方々との間に信頼が結ばれて
いる今こそ、より踏み込んだ話し合いができる

 全体でのミーティングではなく、小グループにより
お互いの意見を出しやすいような場での話し合い

 学生と中小屋集落の方々が共に、今までよりも主体的
に活動していく取り組み
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５年後、１０年後の私たちの未来のために
Future Plan in next 5 to 10 years

 何かをやろうとする住民の心の活性化
Activation of the Nakagoya residents’ mind what they can do

人の心を動かすこと ＝ 地域を動かすこと

人と人とのつながり
Movement of the each person’s mind ＝ Movement of the Community 

YUI
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会津の特性、地域性を活かして
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4月10日（日）第３回 福寿草まつり ぜひお越しください!!

第
三
回

2016年

４月10日(日)
10:00～14:00
中小屋集落 福寿草群落


