


は じ め に 
 

 

近年、本県の地域社会を取り巻く状況を見ますと、人口減少や急速な少子高齢化が

進む中、中心市街地においては、都市機能の集積が低下し、まちの衰退が深刻となっ

ており、過疎・中山間地域では、医療や教育、生活交通などの住民の基本的な生活が

困難となり、その存続そのものが危ぶまれる所さえでています。 

こうした地域の活性化や維持存続のためには、地域の方々と行政とが連携・協力し

て個性と魅力ある美しい地域づくりを推進していくことが必要です。そのためには、

『人』、『地域』、『環境』に着目し、「人」づくりや「絆」づくり、地域が元気に

なるような「仕掛け」づくりとともに、「コミュニティ」の再生が重要であると考え

ています。 

本県では、多彩な風土や観光資源、地域資源等の活用による持続的成長が可能な地

域づくりを目指し、平成１６年度から「元気ふくしま、地域づくり・交流促進事業」

を実施してきました。 

地域や市町村の方々との懇談会を重ねながら、ソフト・ハード両面から地域活性化

のための戦略を練り上げ、地域固有の歴史・文化に根ざした道づくりや美しい自然を

生かした川づくりなどを通じて交流人口の拡大を図るとともに、地域に愛着と誇りを

持ち、未来に希望が持てる地域社会の実現に取り組んできました。 

今後は、この５年間の事業の成果を踏まえ、これまで以上に住民主体の地域づくり

を支援し、元気な地域づくりを推進していきたいと考えております。 

本冊子は、この「元気ふくしま、地域づくり・交流促進事業」をはじめ県内各地で

実施している地域づくり関連事業の事例や成果を取りまとめたものです。地域づくり

へ携わる方々をはじめとする多くの皆様が、地域づくりを考え、推進していくための

一助となれば幸いです。 

 

平成２１年３月 

 

福島県土木部長 秋元正國 
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1 福島県の地域づくり 
1-1 地域づくりの背景と場 
福島県は、大まかに「都市」と「過疎・中山間地域」に区分されます。また、それぞれの

地域に「まち」が存在しています。これまで経験しなかった人口減少や急速な少子高齢化が

進む中、自動車の普及等を背景に、中心市街地においては都市機能の集積が低下し、魅力の

喪失による衰退に歯止めがかからず、また、過疎・中山間地域では、医療や教育、生活交通

などの住民の基本的な生活が困難となり、集落機能が低下し、その存続そのものが危ぶまれ

るところさえあります。 

こうした地域社会を取り巻く状況の厳しさを背景に、それぞれの場に対応した地域づくり

の方向性を示す提言や施策が打ち出されています。（次ページ関係図参照） 

 

1-2 地域づくりの担い手 ～ともに考え、ともにつくる～ 
地域づくりは、地元住民と行政が有する得意分野を生かしながら協働で取り組んでいくこ

とが大切です。場合によっては地元住民と行政の他に「よそ者」の視点や専門家のアドバイ

ス・提案を得ながら進めることも有効となります。 

 

1-3 地域づくりの手法  
地域に住まう人々にとっての「地域づくり」とは、すなわち「生活」そのものです。基本

はその地域に住まい、生活し、訪れる「人」であり、その活動の舞台である地域やまちを構

成する要素に、目に見えるハード的な施設と肌身に感じるソフト的な活動があるのです。 

福島県では、「元気ふくしま、地域づくり・交流促進事業」や「地域づくり総合支援事業」

などの独自の事業制度と、「まちづくり交付金」など国の事業制度を活用したハード・ソフト

両面からの様々な取り組みが行われています。 

これら事業制度をその「対象」や「時期」に応じて有効に活用し、あるいは組み合わせて

活用することが、目指している地域づくりへの近道となるのです。 

 
1-4 持続可能な地域づくり・社会づくり  
「地域」の風土、歴史、文化や伝統といった地域資源と、その「環境」である風景や自然、

景観及び“おもいやり”や“ふれあい”を大切にした地域の「人」が多様な連携、共生によ

り築かれる社会が持続可能な地域社会です。 

このような地域社会を実現するためには、「都市」と「田園地域」や「中山間地域」の連携・

共生、民・官・学の連携・協働、各種事業の効果的な活用が重要となるのです。 
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【新しい時代に対応した都市政策の提言】 

(1) 都市と田園地域等との共生 
(2) 地域特性に応じたコンパクトな都市づくり 
(3) ひと・まち・くるまの共生 
 
【歩いて暮らせる新しいまちづくりビジョン】 

  “集う” “商う” “住まう” “歩く” の４つの視点から 

 (1) 新しいまちづくりを進めるための土台づくり 
 (2) 安全・安心・快適に過ごせるまちなか機能の充実 
 (3) いつでもまちなかを楽しめる魅力ある商業・商店街の再生と賑わいの創出 
 (4) まちなかと田園地域等の共生と地域の資源を生かした交流・観光の促進 
 (5) まちなかへ人が集まり、多様な手段で回遊できる交通システムの構築 
 

【過疎・中山間地域振興戦略】 

(1) 地域力の育成（過疎・中山間地域の魅力を生かした楽しく豊かな暮らし） 
 (2) 働く場と収入の確保（過疎・中山間地域の特性を生かした働く場と収入の確保） 
 (3) 生活基盤づくり（安全に安心して快適に暮らせる生活の基盤づくり） 

地域づくりの担い手地域づくりの場と施策 

地域間の連携・共生 

地域づくり関係図 

ともに考え、ともにつくる 

民・官・学の連携・協働 



 

- 3 - 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

目指すべき社会 

地域づくりの各種事業メニュー 
・元気ふくしま、地域づくり・交流促進事業 
・地域自立活性化交付金 
・地域づくり総合支援事業 
・まちづくり交付金 
・地方の元気再生事業 
                       ｅｔｃ．．． 
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2 地域づくりのメニュー 
2-1 地域づくりメニューの支援対象等 
地域づくりを支援する事業制度は、主に支援対象等に特徴があります。それぞれの地域特

性や対象となる事業に応じて効果的に活用して下さい。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図表 2-1 地域づくりメニューの活用イメージ 

 ◆駅前広場整備 

まちづくり交付金

 ◆市道整備 

まちづくり交付金

 ◆遊歩道整備（県河川） 

元気ふくしま、 
地域づくり・交流促進事業

 ◆交流広場（県道） 

元気ふくしま、 
地域づくり・交流促進事業 

◆公的賃貸住宅等の整備

地域住宅交付金 

◆住宅市街地の形成等 

街なみ環境整備事業 

 ◆地場特産品開発 等 

地方の元気再生事業 

 ◆人材育成 等 

地域づくり総合支援事業 
（サポート事業） 

 ◆親水護岸整備（県河川） 

元気ふくしま、 
地域づくり・交流促進事業 

 ◆市町村所管基盤整備（基幹事業）＋自主提案事業（ハード・ソフト）
まちづくり交付金 

◆県所管基盤整備（基幹事業）＋自主提案事業（ハード・ソフト） 

地域自立・活性化交付金 

 ◆道路整備、歩道整備 等 

元気ふくしま、 
地域づくり・交流促進事業

 ◆地域連携道路整備等 

地域自立・活性化交付金 

 ◆風景街道、視点場整備（県道）

元気ふくしま、 
地域づくり・交流促進事業 

 ◆交流広場（国道） 

元気ふくしま、 
地域づくり・交流促進事業
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図表 2-2 支援対象整理表 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2-2 地域づくりメニューの適用段階 
地域づくりを支援する事業制度は、適用できる時期に特徴があります。それぞれの地域特

性や対象となる事業に応じて効果的に活用して下さい。 
図表 2-3 地域づくりメニューの適用段階 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

駐
車
場

集
会
所
・
研
修
所

福
祉
関
連
施
設

元気ふくしま、地域づくり・交流促進事業 ● ● ● △1 △2 △2 ● ● ●

地域自立・活性化交付金 ● ● ● ● ● ● △1 ● △2 ● △2 ● ●

地域づくり総合支援事業（サポート事業） ● ● ● ● ●

まちづくり交付金 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

地域住宅交付金 ● ●

街なみ環境整備事業 ● ● ● ● ● ● ●

地方の元気再生事業 ● ● ● ●

イ
ベ
ン
ト
※
3

支援対象事業

公
園

下
水
道

区
画
整
理

市
街
地
再
開
発

景
観
整
備

市
町
村
管
理
道
路

河
川

懇
談
会
・
W
S
等

社
会
実
験
※
2

凡例1）●：各事業において支援の対象となるもの
　　　 △1：道路・河川等県管理施設に限る。
　　　 △2：道路・河川等の県管理施設に付属して整備する場合は実施可。

住
宅

そ
の
他
※
1

公共公益施設

事　業　名
計
画
策
定

ソフトハード

鉄
道
・
空
港
港
湾

県
管
理
道
路

凡例2）※１　その他：遊歩道整備、交流広場整備、視点場整備　など
　　　　 ※２　社会実験：交通社会実験、施設利活用社会実験　など
　　　　 ※３　イベント：地域活性化に寄与する地域づくり活動

きっかけづくり 計画策定 事業実施

元気ふくしま、地域づくり・交流促進事業 県（建設事務所）

地域自立・活性化交付金 県（建設事務所）

地域づくり総合支援事業（サポート事業） 民間団体/市町村等

まちづくり交付金 市町村

地域住宅交付金 県（建設事務所）/市町村

街なみ環境整備事業 市町村

地方の元気再生事業 民間団体/地方公共団体

※計画策定：事業実施に先立ち必要となる事業計画等を策定する段階。

※事業実施：ハード・ソフトを含めて、交付金・補助金等を受けて事業を実施する段階。

適用時期
事業名

※きっかけづくり：まちづくりの気運を高める契機とする、フォーラム・セミナー、懇談会、事例視察、
　ワークショップ等を開催する段階。

事業実施主体

（ソフト中心）
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2-3 地域づくりメニュー概要 
地域づくりを支援する事業制度には、「元気ふくしま、地域づくり・交流促進事業（県）」

や「まちづくり交付金（国）」をはじめとして、国や県において様々なものがあります。ここ

では、地域づくりを支援する主立った事業制度の特徴・概要を紹介します。それぞれの地域

特性に応じて効果的に活用して下さい。 
 

○元気ふくしま、地域づくり・交流促進事業 

概 要 

県民が主役となり地域の歴史や文化などの地域資源を活用し、持続的成長が可能な個

性と魅力ある美しい地域づくりや、交流人口の拡大に結びつく施策を各主体の役割分担

のもと、ソフト・ハード両面から推進する事業  

対象事業 

○ハード事業 

   道路、河川等、福島県土木部が所管する公共的な事業が対象 

○ソフト事業 

   事業を展開するにあたり必要となる事業で、まちづくりプラン策定やワークショップ

運営、まちづくりに関連する社会実験や各種調査等が対象 

特 徴 

※地域関係者（市町村、団体、住民等）と連携しながら計画を策定  

※ソフト・ハード事業を各主体の役割分担を明確にして総合的・横断的に取り組む 

主 体：県 

期 間：計画に定める期間（概ね３年～５年） 

交付等：――― 

 

○地域自立・活性化交付金 

概 要 

広い範囲で人や物の流れを活発にすることを通じて地域を活性化することを目的に、

地域の活性化に必要な広範囲な基盤整備と自由な発想による基幹事業と一体で行われる

ソフト事業等を効率的に実施するための制度  

対象事業 

○ 都道府県が実施する国土交通省所管の幅広い基盤整備事業（基幹事業）が対象 

   【道路、鉄道、空港、港湾、都市公園、下水道、河川、土地区画整理、市街地再開発、等】 

○ 都道府県の自由な発意によるソフト事業等（提案事業）が対象 

特 徴 

※既存の補助割合等にとらわれずに各事業別に自由に充当が可能 

※ソフト事業等により、柔軟に民間への支援・協働が可能 

主 体：県 

期 間：計画に定める期間（概ね３年～５年） 

交付等：交付率概ね 45％ 
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○地域づくり総合支援事業（サポート事業）：一般枠 

概 要 

県民が主役となる個性と魅力ある地域づくりを推進していくために、民間団体や市町

村等が行う地域振興の取り組みを支援する事業  

対象事業 

地域づくり団体等が地域の課題を踏まえ、地域の特性を活かして行う広域的な視点に

配慮された事業や先駆的な事業が対象 

■対象事業費の下限：ソフト事業は 50 万円、ハード事業は 100 万円 

■補助限度額： 500 万円（民間団体）、700 万円（市町村）  

特 徴 

※特に、過疎地域、特定中山間地域及び地域再生計画に係る事業に手厚い措置がある 

※明確な事業計画のある発展的な事業等では３か年を限度に継続が認められることがある 

主 体：民間団体/市町村等 

期 間：原則１年 

交付等：補助率 2/3 以内（特定過疎地域は 3/4 以内） 

 

○地域づくり総合支援事業（サポート事業）：過疎・中山間地域コミュニティ再生支援枠 

概 要 

住民自らが主体的に住みよい地域づくりに取り組む機運を高め、集落機能の低下がみ

られる過疎・中山間地域の地域コミュニティの再生を図ることを目的に、働く場の創出

や伝統文化の継承、都市との交流等による活性化につなげる事業  

対象事業 

①地域の再生に関する計画づくり 

   地域住民が集まり、地域の再生・活性化のために十分な話し合いを行い、計画を策定

する事業で、先進地視察経費（宿泊代、食事代は除く）や講師の謝礼費、研修受講経

費、話し合い時のお茶代（酒代、食事代は除く）等が対象 

②地域の再生に関する事業 

   単なる維持修繕は除き、地域の再生、活性化に関する事業全般（事業に必要な物品購

入費、印刷製本費、アドバイザーへの謝金、広告費、委託料、工事請負費等）が補象 

■対象事業費の下限：ソフト事業は 25 万円、ハード事業は 500 万円 

■補助限度額：①30 万円、②500 万円（地域コミュニティ組織等）、700 万円（市町村等） 

特 徴 

※特に、過疎・中山間地域でのソフト事業支援に重点を置いた事業  

※地方振興局長が必要と判断した場合は、補助限度額等を超えることが可能 

主 体：過疎・中山間地域の行政区／自治会／町内会等／市町村 

期 間：原則１年 

交付等：補助率①10/10 以内、②4/5 以内 
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○まちづくり交付金 

概 要 

地域の歴史・文化・自然環境等の特性を活かした個性あふれるまちづくりを支援し、

地域住民の生活の質の向上と地域経済・社会の活性化を図るための制度  

対象事業 

都市再生整備計画に位置づけられた、まちづくりに必要な幅広い施設等を対象  

■道路、公園、下水道、河川、修景施設、地域交流センター、土地区画整理事業 等  

■高齢者向け優良賃貸住宅、特定優良賃貸住宅、公営住宅、住宅地区改良事業 等  

■市町村の提案に基づく事業、各種調査や社会実験等のソフト事業  

特 徴 

※まちづくりに必要となる社会資本整備を基幹事業とし、それに提案事業を付加 

※市町村が「都市再生整備計画」を策定 

主 体：市町村 

期 間：計画に定める期間（概ね３年～５年） 

交付等：交付率概ね 40％ 

 

○地域住宅交付金 

概 要 

公営住宅建設事業等の既存の補助金を一つの交付金にまとめ、地方公共団体が自由に

相互に使えるよう使い勝手を向上させ、地域の実情に応じて独自に実施しようとする取

組みを支援し、総合的な住宅政策を推進する制度。地方公共団体が作成した地域住宅計

画に基づき実施される事業の費用に充当するために交付する交付金  

対象事業 

計画に基づく公的賃貸住宅等の整備、これに関連する公共施設等の整備に関する事業

等が対象 

① 基幹事業 

   公営住宅建設等事業、密集住宅市街地整備事業、都心共同住宅供給事業、優良建築物

等整備事業、およびこれらに関連する住宅市街地基盤整備事業 

② 提案事業 

地方公共団体の提案に基づく地域の住宅政策の実施に必要な事業等が対象です（他の

補助事業等により補助等を受けているものを除く）。また、施設整備については基幹事

業と関連して行われるものに限る 

    例：住宅相談･住情報提供、移転費助成、民間住宅の耐震改修・建替え、 

      公営住宅等の整備と一体的に行われる社会福祉施設等の整備 等 

特 徴 

※「まちづくり交付金」と異なり、特に地域の住宅政策に必要な事業に対して支援 

※県または市町村が「地域住宅計画」を策定  

主 体：県（建設事務所）/市町村 

期 間：計画に定める期間（概ね５年） 

交付等：交付率概ね 45％ 
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○街なみ環境整備事業 

概 要 

地区住民の発意と創意を尊重したゆとりとうるおいのある住宅市街地の形成を図るこ

とを目的に、地区施設、住宅及び生活環境施設の整備等住環境の整備改善を行う事業  

対象事業 

市町村等が「街なみ環境整備方針」を策定の後、地区住民は「まちづくり協定」を締

結し、市町村等が「街なみ環境整備事業計画」を策定  

■主な事業（補助率） 

① 協議会活動助成事業（間接 1/2）：勉強会、資料収集、コンサルタント派遣等 

② 整備方針策定事業 （直接 1/2）：現況調査、物件等調査、整備方針策定等 

③ 街並み整備事業 （直接 1/2）：事業計画策定、地区施設整備、地区防災施設、

生活環境施設、空家住宅等除却、その他国土交通大臣が必要と認める事業 

④ 街並み整備助成事業 （間接 1/3）：門・塀・樹木等の移設、分筆登記、修景施

設整備、共同施設整備 等 

特 徴 

※地区内の協議会組織の活動や、地区住民が行う修景に対する助成  

※「街なみ環境整備方針」・「街なみ環境整備事業計画」の策定や地区施設整備にも対応 

主 体：市町村 

期 間：計画に定める期間（概ね３年～５年） 

交付等：補助率 1/2～1/3 

 

○地方の元気再生事業 

概 要 

地方の実情に応じた生活の維持や魅力あるまちづくり、産業の活性化に道筋をつける

ことを目的に、地方再生の取組を進める上で鍵となるプロジェクトの立ち上がり段階か

らソフト分野を中心に集中的に支援を行う事業  

対象事業 

地域活性化に係るプロジェクトの熟度を高めるためのいわば立ち上がり段階における

先進的・総合的な取組を公募し、支援を行うもので、取組テーマに限定はなく、地域の

創意工夫や発想を起点とした自主的な取組を提案することが可能 

特 徴 

※地域活性化戦略チームの検討・助言を経て、公募による企画から支援対象プロジェク

トが選定 

※ソフト分野を中心に、まちづくりに限定しないで広い範囲の提案がとりあげられます。 

主 体：民間団体/地方公共団体 

期 間：単年度（～平成 22 年度まで） 

交付等：国費 100％ 
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3 地域づくりの実施事例 
元気ふくしま、地域づくり・交流促進事業で実施事例として、以下に示す代表的なものを

紹介します。各地域における今後のまちづくりの参考にして下さい。 
 

  

○羽州・奥州街道地区（桑折町・国見町）：県北建設事務所（計画期間：H16～） 
「奥州街道・羽州街道追分」復元により、さらに地域づくり活動が活性化 

 
○郡山市中田地区（郡山市）：県中建設事務所（計画期間：H17～H20） 
「柳橋歌舞伎伝承館」へのアクセス路として河川堤防を快適で安全な歩行空間として整備 

 
○南湖公園周辺地区（白河市）：県南建設事務所（計画期間：H16～） 
日本初士民共楽の南湖公園を良好な状態で後世へ継承～古から現代へ、そして未来へ～ 

 
○三島町早戸地区（三島町）：会津若松建設事務所（計画期間：H16～H18） 
地元住民、三島町との役割分担による早戸温泉地区再生 

 
○喜多方中心市街地地区（喜多方市）：喜多方建設事務所（計画期間：H19～） 
“くらにわ”が地域の賑わいをつなぎ、蔵の街なみにゆとりとふくらみを創出 

 
○伊南川沿川地区（南会津町・只見町）：南会津建設事務所（計画期間：H17～） 
川とのふれあいの場を提供～川と“親しむ”“遊ぶ”“学ぶ”～ 

 
○高瀬川渓谷地区（浪江町・葛尾村）：相双建設事務所（計画期間：H16～） 
渓谷美と安全に安心して楽しくふれあう～高瀬川渓谷を歩こう～ 

 
○常磐湯本地区（いわき市）：いわき建設事務所（計画期間：H16～） 
温泉街活性化のため、温泉を活用した交流広場“鶴のあし湯”を整備 

 
 
 
 
 



奥州街道

羽州街道

桑折御蔵

奥州街道・羽州街道追分 旧伊達郡役所

国道４号

小坂地区

桑折地区

「奥州街道・羽州街道追分」復元により、さらに
地域づくり活動が活性化

羽州・奥州街道地区 県北建設事務所
計画期間：Ｈ１６～

桑折町、国見町

事業概要図

街道をとおした交流や中心市街地の活性化
を図るため、

　　“奥州街道・羽州街道追分”
　　　　　　　　　を

 交流広場として江戸時代のまま、
 忠実に復元

主な事業内容

・桑折地区
　歴史的な地域資源等を活用し、

　歩いて楽しめる地域づくり  の推進
・小坂地区

　羽州街道沿線地域資源を活用し、魅力あ
  る地域づくり  の推進

地域づくりの方針

桑折御蔵でだんご汁
が食べられます。

位置図

羽州・奥州街道地区
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　桑折町・国見町の両町は、伊達家に関する多くの歴史的資源、半田山などの美しい景観や小坂峠か
ら見た信達平野の風景などの自然資源を数多く有しています。
　このため、両町の宝、誇りとして町民が抱いている歴史的資源や自然環境をはじめとする町特有の
資源・素材を今後も町民が誇りに思うように認識を持ち続ける環境づくりの形成や新たな魅力を創造
して町民が魅力を感じられる地域づくりの必要があります。

地域の現状

（県担当者）
■人との関わりが地域づくりにおいては大事であり、はじめは誰がキーマンなのか、誰と話を進めれば
良いか、等が分からないまま仕事を進めなければならなく非常に苦労しました。３年目で人との関わり
がようやく出来てきたところですが、３年程度で異動になる現状にあっては、地元住民との関わりをど
のように次の担当者に引き継ぐのかが地域づくりを進める上での課題だと思います。
■地域づくりには、財源をいかに確保するかは大きな課題だと思います。地元が自ら財源を確保できれ
ば理想ですが、実際は困難であるため、行政が各種助成制度の情報提供（場合によっては申請書作成の
手伝い）を行うなど、地元負担が極力少なくなるような支援をできれば良いと思います。

地域の人 旧伊達郡役所 三元車 ハートレーク（半田沼）

地域づくりを進めてきた中での課題及び解決策

元気づくりの立役者たち

代表　畠腹桂子さん

（地元住民）
■懇談会を組織する上で、会員の人選を既存団体の長を選ぶというのが一般的な
手法であるが、会を重ねるたびに参加人数が減ってくるようになります。
そうならないために、会の中心になる人をなるべく一般町民から選ぶようにし、
会の代表に女性の畠腹さん（写真）になっていただいたことによって会が大きく
変化しました。

・桑折地区：懇談会開催、桑折宿・羽州街道マップ作成。
・小坂地区：小坂宿・小坂峠マップ作成。

平成１７年

地域づくりのあゆみ

・桑折地区　内閣府「地方の元気再生事業」選定。
　　　　　　三元車復活プロジェクト桑折サイクルフェスティバル開催（県地域づくり
　　　　　　総合支援事業）国土交通省「まちナビ」選定、羽州街道サミット開催。
・小坂地区　こさかまちづくりの会による現地調査実施。

平成２０年

・桑折地区：桑折地区歩いて楽しめる地域づくり懇談会を３部会（桑折学・賑わい創出・
　　　　　　町並み）に分け検討、街道を活かしたまちづくりフォーラム開催。
　　　　　　“奥州街道・羽州街道追分”が国土交通省の手づくり郷土賞受賞。
　　　　　　桑折御蔵オープン（県商店街活性化事業）。
・小坂地区　小坂峠産坂階段設置（県地域づくり総合支援事業）。

平成１９年

・桑折地区　奥州街道・羽州街道追分整備。
　　　　　　桑折地区歩いて楽しめる地域づくり懇談会設立。
　　　　　　食の発見（山形県高畠町へ視察）。
　　　　　　のれん設置（県地域づくり総合支援事業）。
・小坂地区　小坂宿探訪会の開催。こさかまちづくりの会設立。
　　　　　　小坂宿に花文字設置（県地域づくり総合支援事業）。

平成１８年

・桑折地区：奥州・羽州街道まちづくり懇談会設立。
　　　　　　地域資源調査、ワークショップ開催。
・小坂地区：地域資源調査。

平成１６年
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■懇談会により実現した地元主体の地域づくり活動

桑折宿軽トラ市

広域交流連携

カフェ図書 雛めぐり

事業の効果

毎月第４日曜日に開催
地元で採れた新鮮な野菜を販売

会員である東北大学仙台都市デ
ザイン研究会による発案で実施

H21.2.17～3.3の15日間で桑折御
蔵に約1,700人が来訪しました。

■広域交流連携
ホタルを活用したまちづくりをすすめるため、宮城県七ヶ

宿、山形県高畠町と連携。

（県担当者）
■奥州街道・羽州街道追分（分岐点）復元が大きな効果を発揮。その地域の歴史や文化に根ざした整
備はもとより、地元に求められる施設整備が重要であると感じました。
（地区住民）
■内閣府の地域の元気再生事業に採択されまして現在進行していますが、これも今までの元気ふくし
ま事業があったからこそ採択になったものと思います。

実施した感想

　桑折地区：
“奥州街道・羽州街道追分”の復元、“桑折御蔵”のオープン等、地域づくり活動が着実に進められ
てきているが、さらなる魅力向上を図り、商工会等と連携しながら、「歩いて楽しめ賑わいのある」地
域づくりに取り組んでいきます。

小坂地区：
　桑折町、宮城県七ヶ宿町、山形県高畠町等と羽州街道をとおした交流連携を行っていきます。

地域の課題・今後の展望

桑折御蔵
■桑折御蔵オープン
桑折町の商工会が、使われてい

なかった明治時代の蔵を“桑折御
蔵”としてリニューアルし、町の
女性団体連絡協議会を中心にアン
テナショップとして運営され、い
つももてなしの心で迎えてくれま
す。
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施工前

 （利用者の声）
　奥州街道・羽州街道追分“備え付けノート”より
　　・街道筋のパンフレットが思いがけず手に入りとてもうれしいです。
　　・歴史を残すことは大切なことだと思います。これからも維持していって下さい。
　　　応援しております。
　　・座る場所があって、いい場所です。

　平成１８年１２月４日に県と桑折町とで維持管理に関する基本協定を締結し、日常の維持管理は、
地元住民によって行われてます。

沿道景観整備（小坂地区）

施工前

■福島県県北建設事務所　企画調査課
■桑折町　地域整備課
■桑折地区歩いて楽しめる地域づくり懇談会 （事務局桑折町地域整備課）

TEL ： ０２４－５２１－７６４２
TEL ： ０２４－５８２－２１２７

施工後

施工後

整備内容及び利用状況

利用状況

関係機関

管理状況

奥州街道・羽州街道追分の復元(桑折地区)

追分を含む羽州街道をとおした地域
づくり活動が評価され、「手づくり
郷土賞」を受賞しました。

沿道景観を阻害するものを改善し、歩いても
走っても楽しめる道路空間としました。
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「柳橋歌舞伎伝承館」へのアクセス路として
河川堤防を快適で安全な歩行空間として整備

郡山市中田地区 県中建設事務所
計画期間：Ｈ１７～Ｈ２０

郡山市

　県道小野郡山線への歩道整備が困難であっ
たため、県道と平行している
　

　黒石川の堤防を遊歩道
　
　として整備しました。

主な事業内容

○豊かな自然、伝統芸能、伝統工芸を活用し
つつ、地域住民が誇りを持って、“住んでよ
い里山”と実感できる地域づくり
○「ゆっくり（スローライフ）」、「回す
（循環）」、「つなぐ（ネットワーク）」を
キーワードとしして、交流と伝承を重視し
た“ふるさと”が体感できる地域づくり

地域づくりの方針

御舘

小学校

黒石夢歩道　L=1,100m    W=2.0～2.5m

御舘

中学校

歌舞伎伝承館「黒石荘」

事業概要図

位置図

郡山市中田地区
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雑木林や田圃、集落が一体となった里山の環境を多く残す当地には、不動桜や紅枝垂地蔵桜等の著
名な桜とともに、古くから息づく柳橋歌舞伎などの伝統芸能、海老根和紙などの伝統工芸といった地
域に根ざした文化があります。
“あぶくまらしさ”ともいうべきこれらの伝統芸能、伝統工芸を地域全体で保存・継承し、世代間
交流を図り、人と土地との密接なつながりを立体的に表現する農村景観保持のため、地区住民が一丸
となって、地域づくりに取り組んでいく必要があります。

地域の現状

・地域づくりとして、「伝統文化」と「食」の２つの視点で講演形式のセミナーを開催。
・地域資源の掘り起こし、地域づくりの実践について地域づくり勉強会を実施。

平成１７年

地域づくりのあゆみ

・黒石夢歩道に隣接した土地に、地域自らの発意によって公園を整備することを計画。
・「柳橋歌舞伎」を盛り上げるため、歌舞伎の紙芝居を作成。先進地視察。

平成２０年

・黒石川及び黒石夢歩道の第一回目の清掃活動を約50名の参加者により実施。
・「中田お宝マップ」で紹介した地域資源を巡る「中田バスツアー」を実施。
　（中田地域振興協議会）
・中田町柳橋地区の地域振興を検討する組織として「柳橋地域振興検討会」が組織。

平成１９年

・中田町柳橋地内の黒石川への遊歩道整備について意見交換会を開催し、皆の同意を得
　られた。
・遊歩道の名前が「黒石川遊歩道」に決定。
・「黒石川及び黒石夢歩道の美化活動に関する管理協定」を柳橋町内会と県中建設事務
　所が締結。

平成１８年

・「地域資源現地調査及び懇談会」を開催。（地域住民と地域資源の再発見を行った。）
・地域資源を活用したまちづくりについて、「地域づくり懇談会」で意見交換を行った。

平成１６年

（県担当者）
■最も重要視したのは、県が目指す地域づくりの真の理念を地元に理解していただくことでした。
　中田地区内を通る県道は急勾配や急カーブの箇所が多く、以前から改築・改良への要望が根強く、
当初は、県が支援する地域づくりが「県道の改築にどのように結び付くのか」という期待を常に持た
れた形でのお付き合いでした。
　地元で懇談や討議をすると必ずと言ってよいほど「県道」の話が出ます。その地域に住んでいる方
のことを考えれば、お気持ちは理解はできるのですが、単にインフラ整備を目標に地域づくり活動を
促すことは本意でなかったし、「ないものさがし」をやめて、「中田にあるすばらしいものを見直そ
う」と、事あるごとによく訴えました。

地域づくりを進めてきた中での課題及び解決策

（県担当者）
■本地区は、地域づくりに取り組む意欲は、自他共に認める県内の先進地で、現在の地域の姿にとど
まることなく絶えず発展しようとする気持ちがあり、何か一つのことを成し遂げようとするとき、み
んなの勢いで盛り上がれる気風がありとてもすばらしく思います。このまま地域づくり活動を進めて
いって欲しいと思います。
（柳橋町内会長　古川一郎さん）
■県道は、人家連担地区で歩道がなかったため、今回の遊歩道整備は、通学者や健康増進の散歩に非
常に喜ばれています。また、ベンチが所々にもうけてあるので、地域コミュニティーの創出に一役
買っています。
■50回以上続く中田町町民駅伝時のコースに、夢歩道が今年から組み入れられました。ランナーは
もちろん応援者からも非常に好評を得ました。
■維持管理については、町内会役員・老人会・子供育成会・消防団・ボランティアなど多くの団体に
協力してもらっています。
■元気ふくしま事業で作った夢歩道の維持管理などを通して、地域への愛着が増してきました。活動
を通して他団体交流も活発になりました。

実施した感想
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事業の効果

（柳橋町内会長古川一郎さん）
地域の展望としては、今後の高齢化社会の到来に向けて、明る

い老後が送れるような“まち”をつくっていきたいため、介護施
設や人に優しい町、グランドゴルフ場などのレクリエーション施
設などを作り上げていきたいと考えております。
地域住民により、『みんなの舞の里公園づくり事業』を展開中

です。
地域に住む人が住みやすい“まち”であるために、封建的な地

域のしきたりの簡素化や若い世代が住みやすいと思える町の仕組
み作りを進めていきます。

地域の課題・今後の展望

　□柳橋・舞の里公園計画イメージ図

柳橋歌舞伎保存会による上演
■伝統芸能の伝承
　・毎年９月第３日曜日柳橋歌舞伎伝承館「黒石
　　荘」にて上演
　・柳橋歌舞伎定期講演会：
　　　整備前(H18.9.17) 650人
　　　　　⇒　整備後(H19.9.16) 1,200人
　・遊歩道利用者：　８０人／日

小学生によるボランティア活動
■地域資源の磨き上げと愛着の醸成
黒石川の遊歩道では、柳橋町内会が美化活動及び緑化

活動に関する県との管理協定に基づき、花壇づくりや清
掃など、ボランティア活動を活発に実施しています。
また、地元御舘小の児童が、総合学習の一環として

「遊歩道に素敵な名前を付けようプロジェクト」を立ち
上げ、郷土史の学習や地域へのアンケートを踏まえ「黒
石夢歩道」と名付けるなど、地元が一体となって「地域
を磨く」活動に取り組んでいます。

■地場産品振興による地域活性化と交流人口の拡大
これまで町内のイベントであった「中田ふるさと祭

り」を、「おもてなし」や「情報発信」の実践イベント
ととして取り組み、案内チラシや報道機関を通じてＰＲ
に努めた結果、例年の２倍以上となる約１，２００名が
訪れました。現在は、地域が中心となり、中田町生産物
直売所を設置しました。

中田町生産物直売所

不動桜 紅枝垂れ地蔵桜 柳橋歌舞伎 三匹獅子舞

元気づくりの立役者たち
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サイン整備

道路標識板に添加 紅枝垂れ地蔵桜

■ 福島県県中建設事務所　企画調査課
■ 郡山市中田行政センター
■ 中田地域振興協議会
■ 柳橋町内会

TEL ： ０２４－９３５－１４４９
TEL ： ０２４－９７３－２１１１

整備内容及び利用状況

関係機関

スムーズに目的地
へ着けるようにす
るために、サイン
を整備しました。

遊歩道整備　L=1,100m W=2.0～2.5m

県道小野郡山線の状況

黒石川の堤防を遊歩道として整備

　
　

　　　　　　　　　・地域の人々の散策や通学、歌舞伎公演の際には多くの人出でにぎわっている。
　　　　　　　　　・沿道清掃作業を通して、地域住民のコミュニティの醸成に寄与している。
　　　　　　　　　・遊歩道利用者：　８０人／日
（利用者の声）
■車が通行しないので安全に歩ける。夜間は暗くて歩きにくいので照明の数を増やしてほしい。
■児童の通学路としても安全で、老人の日常の歩行にも最適である。特に災害時には大変助かると思う。
■柳橋地区の道路は狭いので、これから老人の方々が散歩するのに大変良かったと思う。

柳橋町内会と管理協定を締結。定期的に美化活動を実施しています。

利用状況

管理状況

県道小野郡山線への歩道整備が困難で
あったため、県道と平行している黒石川
の堤防を遊歩道として整備しました。
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日本初士民共楽の南湖公園を良好な状態で
後世へ継承　～古から現代へ、そして未来へ～

南湖公園周辺地区 県南建設事務所
計画期間：Ｈ１６～

白河市

・民・学・官協働により、水質浄化活動

・風化により劣化した千世の堤護岸を

　整備した当時の状態に復元

主な事業内容

　士民の差別なく共に楽しむ士民共楽の日本最
初の公園である南湖公園を民・学・官が協働に
より良好な状態で保全し後世に継承する

地域づくりの方針

位置図

事業概要図

南湖公園周辺地区

千世の堤 護岸復元工 L=１６０ｍ
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　南湖公園は、約２００年前に白河藩主松平定信公が、「士民共楽」の理念の基に築造した日本最初
の公園と言われています。しかし、近年の急速な都市化の進行により南湖を取り巻く環境の悪化が表
面化し、その改善が強く望まれています。
　Ｈ１４年度に市民と行政などが一体となって南湖公園及びその周辺地域を含めた保全・利活用計画
（案）策定を目的とした「南湖公園ワークショップ」を立ち上げ、水質・景観・動植物・交通・観光
イベント及び市民活動といった多岐にわたる課題に取り組んでいます。

地域の現状

・炭素繊維ネットを設置して浄化実験を開始。（市民ボランティア）
・『歩いて楽しむ南湖公園散策マップ』を作成。

平成１７年

地域づくりのあゆみ

・市民の手作りによる『南湖祭』（第２回）の開催。
・南湖への理解を深めるための検討会（勉強会）の開催。

平成２０年

・一般市民を対象とした南湖のいきもの（トンボ、魚類）の観察会の開催。
 （専門家の協力）
・南湖への理解を深めるための検討会（勉強会）の開催。

平成１９年

・南湖に関する大学との共同研究（日大・福大）を開始。
・一般市民を対象とした南湖の植物観察会の開催。（福大の協力）
・南湖の保全・利活用に関する「市民提案書」を白河市長に提出。
・市民の手作りによる『南湖祭』（第１回）を３月３日に開催。

平成１８年

・ワークショップで、社会実験、水質調査を実施。
・民、学、官協働による南湖の総合的な水質調査を開始。
・南湖の池干し清掃ボランティアの実施。（年１回実施）
・平成１６年度南湖図画コンテストを開催。

平成１６年

　平成１４年に３８年ぶりに南湖の水を抜き、池干しを実施しました。始まるといろいろな問題に直
面しました。わずか５０人足らずの清掃活動で湖内から１０㌧ものゴミが収集されたり、市民からは
貴重な水生植物のコウホネが寒さに弱いと責められたり、心無い釣り人に夜中に堰を開けられ大量の
魚が流出し、土嚢袋１００袋分の魚を回収し焼却するなど、難題や批判の声が噴出してその対応に追
われる毎日でしたが、その都度丁寧に説明し理解をしていただくことにより、現在はほとんど批判等
の声はなくなり、毎年１回市民のみなさまの協力のもと池干し清掃が実施できるようになりました。

地域づくりを進めてきた中での課題及び解決策

（地元住民：小椋栄一さん）
■各種市民団体などの力を合わせれば、大きなイベントもできるということがわ
かりました。
■南湖公園を生かすも殺すも私たち市民の意識と行動にかかっています。自然か
ら学び、感動的な体験をした人は自然を大切にするようになるといわれていま
す。このことを意識し一人ひとりが、何ができるかを考えて行動していくことが
大事だと思います。
（その他の地元住民）
■ワークショップに初めて参加しましたが、十人十色の考え方や意見があって、
大変ためになりました。ただし、自分の考えを押しつけ、他の人の意見を聞かな
い人には、もっと注意すべきだと思います。

実施した感想

小椋栄一さん

（市担当者）
■住民主体の地域づくりを実現させるためには、住民一人ひとりが地域づくりの主役であることを
認識し、地域の諸問題を考え、行動のできる体制づくりが必要。そのためには、住民の活動を後押
しする仕組みが必要であり、軌道にのるまでは地域の取り組みをサポートする行政側の支援が不可
欠です。
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事業の効果

白河市長へ提案書提出 南湖池干し清掃ボランティア

市民の手作りによる『南湖祭』 出展作品

■池干し清掃
４００人以上の市民ボランティア

により毎年１回行われています。

■提案書を白河市長へ提出
南湖公園ワークショップで話し合わ

れたことを「南湖公園の保全・利活用
に関する提案書」として市民の目線か
らとりまとめ、平成１９年２月２３日
に白河市長へ提出しました。

■南湖図画コンテスト
子供のころから南湖に関心を持って
いただくために平成１６年度から開催
しています。

■手作りイベント『南湖祭』
　地元商店の方々や市民グループなど
が協力し合って手作りの『南湖祭』を
開催。２回目の『南湖祭』を平成２０
年１１月に開催しました。

市民グループ主体で開催した「南湖祭」は予算ゼロにもかかわらず１,０００人以上の来訪者があ
り、南湖清掃ボランティアには地元住民だけでなく県外や企業ボランティアの参加で４００人を超え
る人々が集まりました。こうした活動は、地域資源価値の再認識と情報発信・ＰＲに大いにつながり
ました。
古の姿に復活するまでには相当な年月がかかると思いますが、今後も住民自らが活動の成果を実感

していくことを大切に、マップやパンフレットの作成、「産・官・学・民」の連携を図ることで、多
くの人が参加、議論し、交流・連携の地域づくりを目指して、普及啓発等の地道な地域づくりを行っ
ていきます。

地域の課題・今後の展望
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千世の堤護岸復元工　L=160m

■ 福島県　県南建設事務所　企画調査課
■ 南湖ワークショップ（事務局　県南建設事務所　企画調査課）
■ 白河市　都市計画課
■ 社川沿岸土地改良区（水管理）
■ 南湖共栄会
■ みなもん自然環境塾
■ ＮＰＯ法人　カルチャーネットワーク

TEL ： ０２４８－２３－１６１７

TEL ： ０２４８－２２－１１１１（代表）
TEL ： ０２４８－３２－３３２４
TEL ： ０２４８－２３－３０１５
TEL ： ０２４８－２２－６８５３
TEL ： ０２４８－２２－５２７１

南湖の水質に関する勉強会

市民との植物観察会 市民とのトンボ観察会

整備内容及び利用状況

関係機関

水質調査

市民との動植物観察会

南湖勉強会

水質調査に参加した市民グループ

施工前

施工後

地元の“白河石”を使い
復元しました。
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地元住民、三島町との役割分担による
早戸温泉地区再生

三島町早戸地区 会津若松建設事務所
計画期間：Ｈ１６～Ｈ１８

三島町

事業概要図 早　戸　地　区　整　備　平　面　図

親水護岸の整備

早戸温泉エリア

親水護岸の整備

つるの湯

遊歩道整備遊歩道整備

JR只見線 早戸駅

国道２
５２号

早戸駅エリア

至

金
山

至 会津若松

只 見 川

護岸工L=106.7m

護岸工　L=28.6m

・町が温泉棟を整備
・早戸温泉つるの湯企業組合が屋形船を購入
・元気ふくしまで船着き場を兼ねた護岸を整備

主な事業内容

１２００年以上の歴史がある早戸温泉つ
るの湯と“絶景”只見川を最大限活用し
た地域づくり

地域づくりの方針

位置図

三島町早戸地区
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川霧とつるの湯周辺の桜  JR只見線第三鉄橋冬のつるの湯周辺 冬のJR只見線と只見川

地域の現状

　町の人口のピークは、只見川電源開発や国鉄只見線工事の盛んな昭和２５年の約７，７００人で
あったが、平成１５年には約２，３００人と３分の１以下に減少しました。過疎化と同時に老齢人口
の割合も４２％と高くなっていました。
　こうした中、町では地域の資源である早戸温泉を活用した地域づくりを展開しています。

地域の現状

・早戸温泉とＪＲ早戸駅付近の２箇所に船着場を兼ねる護岸工を整備。
・地域懇談会では、遊覧船からの見処を船に乗りながら調査。

平成１７年

地域づくりのあゆみ

・対岸の金山町三更（みふけ）集落との連携により渡し舟「霧幻峡の渡し」を復活。平成２０年

・地区住民が遊歩道を整備。併せて植樹を実施。平成１９年

・屋形船「つるの湯丸」が就航。船は県の補助事業である地域ビジネス創出支援事業を
　活用し、早戸温泉つるの湯企業組合が購入。
・「只見川山峡２１景」の案内看板を整備。
・地域懇談会では、只見川の見処に名前をつけパンフレットを作成。

平成１８年

・町による新しい温泉施設棟の建設。
・地域懇談会を開催し、地域づくりの将来の方向性を話し合う中で、風光明媚な只見川
　の見どころを巡る遊覧船の運航を行うこととした。

平成１６年

・地域の方にとっては初めてのワークショップ開催だったことから、わかりやすく参加しやすい雰
　囲気を作るため、１開催のテーマを絞り、資料は活字よりもイメージ図等の絵柄を多用するなど
　工夫しました。
・役割分担と効果的な事業の組み合わせなどの連携が屋形船運航実現の鍵でした。

地域づくりを進めてきた中での課題及び解決策

（県担当者）
■事務所の企画調査の担当だけでなく、土木事務所や三島町の職員の方と事業当初から一緒に参加し
てもらうことができ、その後の整備等に共通認識を持つことができました。
（町担当者）
■懇談会の運営や、関係機関の連絡調整に苦労しました。
（地区住民）
■この事業がなければ「山峡下り」は実現できなかったと思います。

実施した感想

元気づくりの立役者たち
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整備された遊歩道

霧幻峡の渡し

事業の効果

植樹の模様

毎年、実施している早戸温泉を核としたイベントやボランティアの美化運動は、観光資源「温泉」と
文化財「神々の道」をうまく活用し、連携した滞在型観光の促進を目標としたものです。また、地区の
高齢化を念頭においた、楽しめる事業活動、小さくても地元の人々が参加できる活動を進めてきまし
た。
しかし、屋形船の収支は、町の補助金を得ていて、単独では赤字となっています（Ｈ１８，Ｈ１９実
績）。長く継続していくためには黒字化が必要で、利用者５,０００人超が目標になります。
今後は、周辺地区の資源にも光をあて、他の地域との文化や生活のつながりを再発見することで、交
流と連携を図りながら、地域づくり活動の輪を広げていくことを目指す必要があります。

地域の課題・今後の展望

■地元の新たな取り組み
　　（遊歩道の整備）
平成１９年度には、早戸温泉つる
の湯周辺の良好な景観を楽しんでも
らうことを目的に、只見川左岸に、
早戸温泉地区住民が、ウッドチップ
を敷いた遊歩道（Ｌ＝３００．０
ｍ、Ｗ＝１．０ｍ）を整備するとと
もに、広葉樹の苗木の植樹を併せて
実施しました。

■食事処の営業
つるの湯温泉企業組合が、屋外に食事施設「ラーメンハウス」を整備し、温泉利用者の利便性を向
上させました。

■渡し舟の復活
平成２０年度には、県の地域づくり総合支援事業を活用し、

対岸の金山町三更（みふけ）地区との間で４５年ぶりに渡し舟
を復活させました。この渡し舟は古くから地域住民の足として
利用されてきましたが、道路網が整備されて役割を終えていた
ものです。
今回は「霧幻峡の渡し」として復活しましたが、次年度から

通年での運行を計画しています。

只見川山峡21景（船上からの見どころ）
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整備したつるの湯

屋形船（つるの湯丸）の利用者数
　H18.7～H19.6　 3,470人
　H19.7～H20.6    4,097人（１８％増）
つるの湯利用者数
　H17.7～H18.6 　54,268人
　H18.7～H19.6 　63,066人
　H19.7～H20.6　 54,571人

　平成１９年６月７日、早戸温泉つるの湯企業組合、町、県
の３者で、県が整備した護岸工等の維持管理に関する管理協
定を締結。定期的に清掃、除草を行っています。

■福島県会津若松建設事務所　企画調査課
■福島県宮下土木事務所　業務課
■三島町役場
■早戸温泉つるの湯企業組合

TEL ： ０２４２－２９－５４５５
TEL ： ０２４１－５２－２４４４
TEL ： ０２４１－４８－５５１１
TEL ： ０２４１－５２－３３２４

施工後

整備内容及び利用状況

利用状況

関係機関

管理状況

つるの湯船着場 ＪＲ早戸駅近くの船着場とつるの湯丸

昔のつるの湯

船中での懇談会

船着場整備前
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　ラーメンと蔵のまちとして知られる
喜多方の魅力をより一層たかめ、観光
客がリピーターとなり、喜多方中心市
街地の活性化につながるような地域づ
くり

“くらにわ”が地域の賑わいをつなぎ、
蔵の街なみにゆとりとふくらみを創出

喜多方中心市街地地区 喜多方建設事務所
計画期間：Ｈ１９～

喜多方市

事業概要図

位置図

喜多方中心市街地地区

民・学・官の協働による「くらはく」（蔵のま
ちづくり博覧会）を開催し、まちづくりのビジョン
の共有化を図っています。

今後は、道路事業等と一体となり、まちなかを回遊す
る際の休憩スペース等を整備していく予定です。

主な事業内容地域づくりの方針

回遊路

くらにわ

休憩スペース整備箇所

凡例

れきみち

おもてなしの花小径

喜多方市役所

至　喜多方駅

ふれあい通り

田付川

おたづき　蔵通り
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・商店街イベント「第１回レトロ横丁」開催。
・喜多方まちづくり研究会発足。「まちなか全体プラン」提案。

平成１７年

地域づくりのあゆみ

・蔵のまちづくり協議会が喜多方市長へ「喜多方のまちづくりに関する提言書」提出。
・「地方の元気再生事業」による各種取り組みの実施。

平成２０年

・小田付のれん作りワークショップ開催。
・中学生による蔵調査実施。
・民、学、官の協働による「くらはく（蔵のまちづくり博覧会）」開催。

平成１９年

・地域イベント「第１回２１世紀シアター」、「第１回蔵してる通りフェステバル」開催
　（いずれも以降毎年開催）。
・地元と東京大学による空き蔵を利用した「初代まちづくり寄合所」開設。
・東北地方の大学によるまちづくりコンペ「まちづくり学会（まなびあい）」開催。

平成１６年

・小田付郷町衆会、喜多方商業高校、東京大学による蔵の利活用プロジェクト
　「まちづくり塾」開催。
・仲町景観協定締結。ふれあい通りアーケード撤去決定。

平成１８年

　喜多方は、扇状地で水はけが良く、山から運ばれた豊かな土壌や地下水により、かつては周辺の農村の
農産物などを売る市場として発展しました。江戸時代には醸造業の盛栄により、蔵が建ち並び、明治時代
に養蚕業が起こり、更に蔵が増加しました。その後大火がありましたが、蔵だけが焼け残ったことから、
住人の蔵に対する意識が高まり、蔵が多く建てられるようになりました。
　現在はラーメンと蔵のまちとして知られるようになりましたが、後継者不足や資金面から困難となって
いる蔵の保存や観光客が休憩できるスペースの確保などの課題を抱えています。

地域の現状

（市担当者）
喜多方市では、これまでもそれぞれの地域で各々の団体が個別にまちづくり活動を展開してきまし

た。これらまとめて一つの方向を示すため、喜多方蔵のまちづくり協議会を組織し、「くらはく」を
通じてビジョンの共有化を図ることができました。
また、街歩きのポイントとなる道路に花をいっぱい植えて観光客をおもてなしする、という「おも

てなしの花小径」構想は、平成１８年７月に市主催で実施した「おもてなし向上セミナー」講師の権
代美重子先生の講演内容がヒントとなりました。「くらはく」で、なにか市民参加型の取り組みがで
きないか議論していたときに、２つの蔵通りを結ぶ「おもてなしの花小径」という発想が浮かび、観
光協会の取り組みとすることにいたしました。
しかしながら、予算はない、人手もない、時間もない、花もない、という中で、極めてあわただし

い取り組みとなりました。まず最初に、関係町内の区長さんに構想を話して合意をもらい、その後通
りに面する住民全員に当たって同意を取り付けました。
うれしかったのは、この歴史的な通りにもう一度光を当てたいという官の思いに住民の方々が答

えてくれたことでした。特に一部の住民は自ら動いて自分の家の花を持ち出したり、家の中に立ち
寄らせて、自慢の品を公開し、お茶の接待などを含めご近所ぐるみで訪れる方々をおもてなしして
くれたことです。それでも絶対的に花の数が足りなかったため、民間補助金を活用して豆菊の花を１
００鉢買いました。さらには、小学校や幼稚園を回ってプランターを借り、「くらはく」開始前日に
ようやく並び揃えることができました。
「くらにわ」の植栽やJR喜多方駅での「お迎えモニュメント」は、地元の造園業や花屋さんの協

力をいただき、プロによる空間が演出できました。特に花屋さんのアレンジは店舗でも好評を得たと
ご意見をいただきました。
蔵めぐり観光客へのおもてなし用に配置した生花の生けこみは、観光協会で行いましたが、開催期

間が長いため途中でのメンテナンスに時間、労力を要しました。

地域づくりを進めてきた中での課題及び解決策

　「おもてなしの花小径」の事業を通じて、地区住民が自らの地区に目を向
けるようになり、今年は住民自らが自主的に範囲を広げて「おもてなしの花
小径」事業に取り組み、そばのプランター８００鉢を植えたのを見て、その
広がりを実感しました。
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これまでの様々なまちづくりの取り組みを継続的に実施していく必要があります。また、観光客の
多くが喜多方駅、市役所周辺からの出発していますが、出発地より東部の小田付通りに人が流れてい
かない状況であることから、わかりやすいサインや案内などが必要です。
　今後は、路地や水路を活かしたまちづくりの検討や取り組みが有効と考えています。

地域の課題・今後の展望

（県担当者）
■活動するに当たって、地域の特定の人に負担をかけてしまったと思います。
（町担当者）
■地域や県の方と一緒に考え、一緒に活動したことにより一体感が生まれたと思います。
（地区住民）
■機会を得たことで各団体が目的をもって取り組んだため協働意識がでてきました。なに
をやるにも人手不足の面は否めないが、活動を通して徐々に増えてきました。地域づくり
を続けていくために必要なのは、達成感と資金面の助成だと思います。

喜多方ラーメン 嶋新の蔵 小田付通りの蔵並 三津谷の登り窯

事業の効果
くらはく（まちづくりフォーラム）

江花圭司さん

■「くらはく」の成果
平成１９年度の「くらはく」の開催により、多くの方が訪れ、

喜多方の蔵や食べ物、人の良さといった魅力を発信できました。
このことにより、さらなる来訪者の増加が期待できます。
新たに、ふれあい通りで百円商店街を開催するなど、商店街の

活性化を図る取り組みが行われています。

■まちづくり協議会とまちづくりに関する提言書
個々に活動していた団体が、喜多方市全体の地域発展を目指すため「喜多方蔵のまちづくり協議会」を
組織。「くらはく」の成果を踏まえたまちづくりに関する提言書を喜多方市長へ提出しました。

■新たな交流連携
「会津北部・置賜南部交流推進懇話会」（米沢市、喜多方市、北塩原村）では、以前から交流連携した
取り組みを行っています。
雄国地区の懇談会や、会津まほろば街道の懇談会のメンバーとして、市街地と農村部の連携策につい

て意見交換を行っています。

■「地方の元気再生事業」へ発展
地元住民の地域づくりに対する気運が高まり、内閣府の「地方の元気再生事業」へ応募し採択されまし
た。平成２０年度に事業を活用した様々な取り組みが行われました。
　内閣府の地域活性化統合本部より、「優れた取り組み」との最高評価を受けました。
（12件/全120件）

元気づくりの立役者たち

実施した感想
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蔵してる通りフェスティバル

レトロ横丁

■　福島県喜多方建設事務所　企画調査課
■　喜多方市役所　まちづくり推進課
■　喜多方蔵のまちづくり協議会

TEL ： ０２４１－２４－５７０７
TEL ： ０２４１－２４－５２８３
TEL ： ０２４１－２４－４５４１
　　　（ＮＰＯまちづくり喜多方）

取り組みの状況

関係機関

まちづくり語り合い

おたづき蔵通りへ　のれん掲示

ベロタクシーの運行

まちづくり寄り合い所
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檜岐村

南会津町

只見町

ラフ ティング

ラフティング

⑨

⑧

③

⑦

⑥

⑤

②

①

④

番
号

箇　　所 工種

① 楢戸橋上流 階段

② 小川橋上流 スロープ

③ 和泉田橋下流 階段

④ 南会津高校裏 階段

⑤ 大宮橋上流 階段

⑥ 蛇岩地区 駐車場・階段

⑦ 伊南川橋上流 スロープ

① 青柳橋上流階段 階段

⑧ 古町温泉脇 スロープ

⑨ 伊南川橋上流 スロープ

　川への進入を容易にするために

階段工、駐車場

を整備しました。

 　伊南川の保全と利活用の観点から

「残そう、活かそう、清流伊南川：
人と魚と原風景と」
を基本理念とした地域づくり

川とのふれあいの場を提供
～川と“親しむ”“遊ぶ”“学ぶ”～

伊南川沿川地区 南会津建設事務所
計画期間：Ｈ１７～

南会津町・只見町

主な事業内容地域づくりの方針

事業概要図

位置図

伊南川沿川地区
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　意見交換会が、施設整備だけの要望の場とならないように、意見交換会は室内だけでなく、現地を
歩いて地元での利用状況と利用者の声を聞くことで整備から管理への意見交換が活発化しました。ま
た、地元事務局の活動は、積極的に活動される事務局・世話人がいることでスムーズ化しました。
　まちづくり推進課で開催した“まちづくり交流会議”は、活動の参考になるとともに、他で活動し
ている人との交流の輪が出来、地元のモチベーションが高まるため、こういう他地域との交流の機会
の提供も有効であると思います。

地域づくりを進めてきた中での課題及び解決策

　南会津地方の西部に位置する伊南川沿川の住民は、昔から尾瀬を源流とする母なる清流・伊南川の
豊かな恵みにあずかって暮らしてきました。鮎釣りなどの観光資源として定着していますが、河川改
修などにより河川環境が悪化。魚類の種類も量も減り、釣り客は年々減少してきております。
　一方、最近では自らが伊南川の保全と利活用を真剣に考え、そして行動する地元の熱心なNPOな
どの民間団体も増えてきており、地域の河川への関心は非常に高まってきています。
　このような背景から、地域主体のもと連携を密にしながら、伊南川を観光産業の核と位置づけ、再
生と利活用の観点から、ソフト、ハード両面の整備を展開し、交流人口の拡大と地域活性化を図るた
めの支援をする必要があります。

地域の現状

・“伊南川げんき会”設立。
・伊南川の宝物聞き取り調査実施。
・川のクリーンアップ作戦と鮎の試し釣りをセットで開催。

・伊南川筋グリーンツーリズム勉強会、川あそび講習会、伊南川“川びらき宣言”、
　「伊南川の四季」絵はがき配布、伝統的川遊び・環境学習講座、お魚はかせと魚
　とり！、川おさめ・河川清掃と芋煮会など“伊南川げんき会”が中心となり開催。

・きれい伊南川大作戦。

・勉強会「どうなってるの伊南川」を開催。
・きれい伊南川大作戦。

・従来の治水安全度を確保しながら、地域の持続的な発展につながる「昔の伊南川」を地
　域の人々の手で取り戻し、釣りや川遊びで川に親しみやすい環境を創り、交流人口の拡
　大を目指すため、地域住民・地元団体と連携した計画策定にむけたワークショップを
　只見・南郷・伊南地区で開催。

平成１７年

平成２０年

平成１９年

平成１８年

平成１６年

地域づくりのあゆみ

（県担当者）
■施設整備においては、偏りが無くバランスよくすることが重要だと思います。また、地域づくりは
人づくりであり、それには時間がかかるため、じっくり地域のペースで行っていくことが重要だと思
います。

実施した感想

（町担当者）
■川に関係する様々な団体・個人が立場や利害を超
えて連携する機会ができたことが素晴らしい。住民
主導の各団体間の連携、行政との連絡調整などは今
後の伊南川を核とした地域振興に明るい希望をもた
らすものだと思います。
（地元住民：
　伊南川げんき会山内聖子さん、齋藤和夫さん）
■地域づくりは地元住民が楽しみながら行うことが
大切だと思います。

伊南川げんき会
山内聖子さん、齋藤和夫さん

伊南川げんき会HP
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事業の効果

伊南川へは、着実に訪れる人の数が増加しています。今後は、所得の向上につながるような事業
展開を考えていき、関わる人を増やしていくことと、流域という意味で上下流の地域間交流連携が
必要だと考えています。

地域の課題・今後の展望

■川を利用した川遊び、勉強会

南会津高校で勉強会ふるさとふれあい教室 川遊び

清流　伊南川 地域の人々 地域の宝（元気な子供達）

元気づくりの立役者たち

■きれい伊南川大作戦
「日本一遅い鮎釣り解禁」。伊南川の鮎試し釣りと伊南川の清掃、草刈をセットにツアー客募集
（募集人員２０名）。地元釣りの会メンバーと親睦もあります。

拡大

■伊南川絵図作成
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整備内容及び利用状況

蛇岩地区

管理状況

利用状況

(利用者の声）
■川の進入がしやすくなったことで、子供会のイベント、鮎祭り、環境学習等が開催され人々が集
いやすくなりました。
■釣り客が河川に降りやすくなり、好評です。

■福島県南会津建設事務所　河川砂防課
■南会津町　建設課
■伊南川げんき会（事務局　南会津エコワークス）

TEL ： ０２４１－６２－５３３１
TEL ： ０２４１－６２－６２３０

関係機関

川への進入路（階段、斜路）は、漁協、地元が草刈り、清掃を実施しています。

駐車場に止め

階段を降りると

階段工

階段工

伊南川で芋煮会

伊南川とふれあえる

駐車場
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渓谷美と安全に安心して楽しくふれあう
～高瀬川渓谷を歩こう～

高瀬川渓谷地区 相双建設事務所
計画期間：Ｈ１６～

浪江町、葛尾村

　高瀬川渓谷に訪れる方を“おもてなしの
心”で迎え、安全に安心して、楽しくふれあ
うために、

　　　　　　待避所や防護柵

を整備しました。

　“高瀬川渓谷”等の自然との共存や良好な
景観の形成を図るとともに“大堀相馬焼”な

どの観光資源を連携させた“おもてなしの
心”による地域づくり

地域づくりの方針 主な事業内容

位置図

事業概要図

(主）いわき浪江線

(一）落合浪江線

駐車場・トイレ・東屋整備（町）

景観形成

落合浪江

高 瀬 川

待避所整備
案内板整備（町） 階段設置

案内板整備（町）

陶芸の杜「おおぼり」

Ｎ

至 葛尾村

至 南相馬市

至 双葉町

手倉山

高瀬川渓谷地区
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（県担当者）
■高瀬川渓谷地区に人を呼び込む活動を取り組んでいるが、沿線の県道落合浪江線は、落石等の交通
危険箇所が随所にあり、これらの抜本的な解消は現実的に不可能であり、現在は散策イベント等の
コースになる最小限の危険箇所対策を行っている。このような危険箇所が数多くある地域にも関わら
ず、積極的に人を呼び込む活動を行っている現実に悩んでいます。
（地元住民）
■話し合った地域づくり活動を実行するためには法の制約が多々あり大変だった。例えば宿泊体験で
は、旅行業法上の制約で、不特定多数の人にチラシ等を使用して参加者を募集することが出来ず、地
域づくりの会の会員の友人・知人から参加者を集めました。（特に県外からの参加者を集めるのに苦
労しました。）
■また、散策イベントを実施した際、参加人数が予定より多く、また悪天候であったため、安全管理
等の運営を会メンバーだけで行うのは難しかった。結果的には役場職員に応援をお願いしたため、ス
ムーズにイベントを進行できました。

地域づくりを進めてきた中での課題及び解決策

　高瀬川渓谷は、阿武隈高原中部県立自然公園内に位置し、年間を通した「美しい姿を表す渓谷美」
や「癒しを提供する清流」など、貴重かつ重要な観光資源となっています。また、周辺には、「大堀
相馬焼」「泉田川簗場」「請戸漁港」「中心市街地で行われる十日市、ストリートフェスタ、月いち
屋台村」など、いずれも双葉郡を代表する重要な観光資源が数多く存在します。
　これらの魅力ある地域資源を広く周知するとともに、来訪者へのもてなしの体制づくりを地域一体
となって進め、地域の活性化及び交流人口の拡大が望まれています。

地域の現状

・住民協働のワークショップを開催、「地域づくり計画（整備計画）」を策定。
・地域づくりの活動範囲を流域全体に拡大するため、浪江・葛尾両住民１５名による
 「高瀬川・請戸川流域地域づくりの会」を発足。

・「高瀬川・請戸川流域地域づくりの会」主催で高瀬川渓谷散策イベントを実施。
・渓谷見どころ案内看板を設置。

・「高瀬川・請戸川流域地域づくりの会」主催で宿泊体験ツアーを実施。
・景観形成（高欄５橋・防護柵・待避所４箇所・標識更新）を実施。

・「高瀬川渓谷散策ガイド（マップ）」「ポスター」「ニュースレター」の作成、配布。
・浪江町で駐車場・トイレ・東屋・案内看板整備をＨ１８電源立地交付金を活用し実施。

・周辺行政区長等からなる５４名の「高瀬川渓谷を育む会」を設立。
・ハード対策として景観形成（高欄・防護柵・標識更新）を実施。

平成１７年

平成２０年

平成１９年

平成１８年

平成１６年

地域づくりのあゆみ

（県担当者）
■地域の方たちの中へ入り込み、一緒に活動し、地域づくりについて考える機会を得られたことによ
り、これまでの業務では味わうことは出来ない貴重な体験が出来ました。これにより、今後他業務を
行っていく上で考えの幅が広がったと思います。
（町担当者）
■他市町村、県関係者と連携して地域づくりに取り組めたことは大変良かったです。
高瀬川渓谷周辺整備としてＨ１８電源立地交付金を活用し、駐車場・トイレ・東屋・案内看板整備を
実施し、近隣住民ならびに観光客に喜ばれたことは、大変うれしく思います。
（地元住民）
■宿泊体験、高瀬川渓谷散策イベントを実施したところ、参加者から「また参加したい。」、「地元
の人間だが、知らないことがたくさんあり新たな魅力を発見することが出来てよかった。」などの喜
びの声を多く聞けたことは大変良かったです。

実施した感想
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歴史的・文化的価値がある“大堀相馬焼”と、四季折々様々な顔を見せる“高瀬川渓谷”の連携から
なる地域づくりを当面の展開とし、その後「街・海」まで連携させた地域づくりの展開を考えていま
す。
地域づくりの会のメンバーは行政機関を除くと５０～６０代の方々で構成されており、年齢層が高

く、今後、地域づくり活動を継続していこうと考えた場合、若い世代を取り込み、活動を引き継いでい
く必要があります。

■“おもてなしの心”で道路環境美化活動
「高瀬川渓谷を育む会」で行っている一般県道落合浪江線の環
境美化活動に「高瀬川・請戸川流域地域づくりの会」も参加
し、活動範囲を拡大した。ゴミ拾い、沿道の草刈り等を実施し
ました。

■高瀬川渓谷の魅力を積極的にＰＲ
毎年５月のゴールデンウィークに浪江町の『陶芸の杜おおぼ

り』で行われる「大せとまつり」に参加し、高瀬川渓谷写真
展、散策ガイドマップの配布等、高瀬川渓谷のＰＲ活動及びア
ンケート調査を実施しました。

■高瀬川渓谷散策イベントを開催
　春と秋に開催。参加者はいずれも約６０人程度でした。
　秋のウォーキング時は、地元の行政区によりとん汁が振る舞われました。

高瀬川渓谷美 大堀相馬焼 泉田川簗場 請戸漁港

PR活動及びｱﾝｹｰﾄ調査

元気づくりの立役者たち

事業の効果

地域の課題・今後の展望

春のウォーキング 秋のウォーキング

道路環境美化活動
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　待避所工：待避所を設置することで、安全にすれ違いができるようになりました。

（利用者の声）
■県道は道幅が非常に狭く、対向車がいる時はすれ違いが困難でした。また、ガードレールも設置
されていない所が何カ所かあり転落の危険性もありました。この事業で整備していただいたことに
より、危険性がある程度解消され感謝の声を多く聞いています。

　「高瀬川渓谷を育む会」「高瀬川・請戸川流域地域づくりの会」が定期的に草刈り、ゴミ拾い等
地域づくり活動として実施しています。

　防護柵工：防護柵を設置したことで、来訪者が安全に通行できるようになりました。

■福島県相双建設事務所　企画調査課
■浪江町　建設課
■葛尾村地域振興課
■高瀬川・請戸川流域地域づくりの会　（事務局　浪江町建設課）

TEL ：０２４０－２６－１２２８
TEL ：０２４０－３４－０２０８
TEL ：０２４０－２９－２１１１

整備内容及び利用状況

利用状況

管理状況

関係機関

　低高欄更新：高欄を更新することで来訪者が安全に通行できるようになりました。
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鶴のあし湯広場 

さはこの湯 

温泉神社 

いわき市常磐支所 

童謡館 

(主)いわき石川線 

(主)常磐勿来線 

　いわき湯本温泉、童謡（野口雨情）等の観光
資源を活用し温泉街に憩いと潤いの空間を創出
し地域の活性化をはかる

温泉街活性化のため、温泉を活用した交流広場
“鶴のあし湯”を整備

常磐湯本地区 いわき建設事務所
計画期間：Ｈ１６～

いわき市

主な事業内容

事業概要図

位置図

常磐湯本地区

地域づくりの方針

　地域の交流の場、癒しやくつろぎの場として
提供するため、足湯としても利用できる

交流広場“鶴のあし湯”
を整備しました。

主な事業内容

Ｎ
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（県担当者）
■地域の人々が想像していたよりも、地域づくりに一所懸命である事とその行動力に驚きました。地
域の方々は、色々なアイディアが持っており、すごく参考になりました。色々な方から様々な刺激を
受け、充実した日々でした。

（市担当者）
■住民が「ないもの」（不足しているもの・不満なもの）を意識するのではなく、「あるもの」（自
慢できるもの）を意識できるような取り組みをすることが重要だと思いました。

地域づくりを進めてきた中での課題及び解決策

・“鶴のあし湯”を整備。
・“鶴のあし湯”を愛でる会といわき建設事務所で、うつくしま道のサポート制度締結。

平成１７年

地域づくりのあゆみ

・『常磐湯本地区グランドデザイン』の実現に向けた方策を検討するために“湯のまち
　懇談会”を開催。
・第２回フラオンパクを開催

平成２０年

・常磐湯本地区についての意見交換を目的に“湯のまち懇談会”を開催。平成１８年

・『常磐湯本地区グランドデザイン』の実現に向けた方策を検討するために“湯のまち
　懇談会”を開催。
・地元団体主催による第１回フラオンパクが開催され、“鶴のあし湯”が開会式、閉会
　式に利用される。
・“鶴のあし湯”の隣に“童謡館”がオープン。

平成１９年

・いわき市が『常磐湯本地区グランドデザイン』をもとにいわき市都市計画マスター
   プラン(常磐湯本地区まちづくり計画)を策定。
・“花と星の丘公園”を整備。
・いわき花と緑の会といわき建設事務所で、うつくしま道のサポート制度締結。

平成１６年

　いわき湯本温泉は愛媛の道後温泉や兵庫の有馬温泉と共に「日本三古泉」と言われており、また、
江戸時代には浜街道唯一の温泉宿場町として栄え、県内外から多くの来訪者が訪れるいわきの重要な
観光拠点の一つとなっています。
　地域住民の生活する場である中心市街と従来の温泉街とが一体となった街で、従来の商店街の空洞
化も進んできており、また、近年の来訪者の減少等により、温泉街としての賑わいもあまり感じられ
なくなっていました。

温泉神社 童謡詩人“野口雨情” 童謡館 御幸山公園

元気づくりの立役者たち

地域の現状

・“夢わくわくゆもと市民会議”が『常磐湯本地区グランドデザイン』を策定。平成１５年

実施した感想
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■童謡館と一体となったおもてなし空間の創出
Ｈ１９．１２に“鶴のあし湯”の隣に地元団体が

童謡館を整備しました。
Ｈ２０にいわき市が間をつなぐための橋を整備し

たことにより、直接行き来ができるようになり、交
流人口のさらなる拡大が期待されます。

■他地域との交流連携
事業をきっかけに事業実施地区である、常磐湯本地区、遠野地区、小名浜地区が地域連携につい

て模索し始めました。
また今年度のフラオンパクは、本地区だけでなく、小名浜地区（エンディングのイベントは小名

浜三角倉庫で開催）、遠野地区でも行われました。来年度は、この3地区だけでなく、いわき市全
域で行う予定です。

■常磐湯本温泉街回遊性の向上
・温泉街を散策する宿泊客が増えてきており、散策の際、足湯が好評で、温泉街内にある３つの
　足湯をはしごする観光客が増えています。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（商工会議所からの情報提供）

湯けむり縁日

事業の効果

いわきフラオンパク開会式

多くの人が訪れ賑わいを見せる童謡館

■さまざまな地域活動の場として活用
いわきフラオンパクが開催され、開

会式、閉会式で使用されています。ま
た、“鶴のあし湯”を使ってイベント
を開催する等、地域が考えていたイベ
ントを実現するきかっけとなっていま
す。

■ふくしまの空（ＮＴＴ東日本福島）
　“鶴のあし湯”の状況をライブでご覧になることができます。

交流広場の改修、視点場整備に加え「フラオンパク」では「鶴のあし湯」を会場としたイベントを
開催したことにより、多くの人に利用される交流と賑わいの拠点として活性が生まれています。
住民の高齢化を念頭におき、イベント開催や清掃活動を継続していくことで「自分たちが地域を守
り、育んでいる」という意識をさらに高めるとともに、「他地域の活動を知ること」、「自分たちの
活動を広く情報発信すること」により、魅力の再確認やモチベーションアップを図っていくことが重
要です。
今後は、このポケットパークを中心に地域づくり団体の「じょうばん街工房２１」や「ゆもとわく
わく市民会議」を中心に地域の一体感を醸成しつつ来訪者へのサービス向上や湯本温泉郷の魅力をア
ピールし、来訪者の増加へつなげる地域づくりへの支援を図っていきます。

地域の課題・今後の展望
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交流広場整備“鶴のあし湯”

施工前

・鶴のあし湯利用者
　平日：80～100人/日
　休日：150～200人/日
　 H18.12.1～12.31：3,000人/月
・いわき湯本温泉観光客数
　 H18  620,069人
（利用者の声）
○無料で、あし湯に浸かれるのが良い。
○地域住民のふれあいの場となり、地域活性化に繋がっている。
○トイレがないのが不便。童謡館のトイレを使用することは可能。
○あつ湯とぬる湯の間にある手湯から滴るお湯が座席を濡らし、
　約４人分のスペースが使用できない。

　“鶴のあし湯”を協働で管理するために“鶴のあし湯を愛でる会”が結成されうつくしま道のサ
ポート制度を締結し、毎週木曜日に清掃が行われています。

イベント開催時

■　福島県いわき建設事務所企画調査課
■　じょうばん街工房２１（商工会議所常磐支所内）
　

TEL ： ０２４６－２４－６１１７
TEL ： ０２４６－４３－２７５７

施工後

公園整備“花と星の丘”

鶴のあし湯の利用状況

“花と星の丘公園” “花と星の丘公園”からの眺望

整備内容及び利用状況

利用状況

関係機関

管理状況

　“いわき花と緑の会”とうつくしま道のサポート制度が締結。

湯ノ岳からの良好
な眺望を目指して
多くの方が訪れて
います。

管理状況
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4 先進事例 
今後のまちづくりの参考となる、独自性・先進性に優れたテーマを設定して地域づくりに

取り組んでいる事例を紹介します。 
 

  

○静岡県・西伊豆町 
「美しい夕日」背に自立のまちづくり 

 
○岩手県・葛巻市 
地域資源を活かし、時代の風つかむまちづくり 

 
○神奈川県・真鶴市 
全国初の景観行政団体 “美の町”づくりへ 

 
○イタリア・オリヴィエート 
世界一美しい丘上都市 
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4-1 静岡県・西伊豆町 「美しい夕陽」背に自立のまちづくり 
地域の紹介 西伊豆町は静岡県の東部、伊豆半島の西海岸に位置し、西側は駿河湾に、東側は

急峻な天城山系が連なる自然に囲まれた美しいまちです。 
西伊豆町に沈む夕陽は、空と海、奇岩群や漁船が夕景と交わり格別の美しさを魅

せます。日本の夕陽百選にも認定されている大田子海岸をはじめ堂ヶ島・黄金崎な

ど多く撮影ポイントが存在し、平成 17年 9月 23日（金）には、大田子海岸で「夕
陽日本一宣言」が行われました。 

地域づくりの 

概要 

「日本一宣言」による最大の効果は、より多くの町民が当地で眺める夕陽を「誇

り」に感じ、夕陽への認識を改めるきっかけとなりました。 
・「夕陽ボランティア」によるビュー 

ポイントガイド・撮影アドバイス 

・「夕陽せんべい」や「夕陽のど飴」 

などの商品開発 

・「夕陽のまちづくりマスタープラン」 

の策定、ワークショップの開催 

・「夕陽のまちづくり委員会」の設置 

・「まちづくり協議会」設置予定 

（夕日スポット整備：予定） 

出典 ・西伊豆町 HP（http://www.town.nishiizu.shizuoka.jp/） 
・月刊「地域づくり」平成 21年 1月特集 

http://www.chiiki-dukuri-hyakka.or.jp/book/monthly/0901/html/f07.htm 

 

4-2 岩手県・葛巻市 地域資源を活かし、時代の風つかむまちづくり 
地域の紹介 葛巻町は岩手県の北部、盛岡市と北三陸を結ぶ街道の中間地点に位置し、緑豊か

な高原に広がる酪農と林業、そして過疎の町です。 
岩手山とそれに連なる雄大な稜線を眺望できる袖山、上外川の高原の風を受けて

小気味よく回る風車と、優雅に草を食んでいるホルスタインの光景は、「クリーンエ

ネルギーの町くずまき」の代名詞です。 
地域づくりの 

概要 

高速道路も鉄道もなく、リゾート施設もない中で、地域を活性化させ雇用を創出

するため、99 年 6 月に 3 基の風車を稼働させて以来、現在、計 15 基の風車が稼働
しています。これを可能にしたのが、七〇年代の大規模牧場開発「北上山系開発事

業」で、この事業により標高千メートル前後の 3 地点、合計約千ヘクタールが牧場
に生まれ変わり、これらを結ぶ総延長 75kmの舗装道路が整備されました。 
また、畜ふんバイオマスシステム、木質

バイオマスガス化発電設備、太陽光発電等

も設置しており、「新エネルギーのショー

ルーム」とも呼ばれて、年間 300以上もの
団体が見学に訪れています。 
地方には二十一世紀の地球的規模の課

題である「食糧、環境、エネルギー」に貢

献できる資源と力が潜在しており、まずそ

れを自覚し、何ができるかを考えた成果の

一つがここにはあります。 
 
 

出典 ・西伊豆町 HP（http://www.town.kuzumaki.iwate.jp/index.php） 
・月刊「地域づくり」平成 21年 1月特集 

http://www.chiiki-dukuri-hyakka.or.jp/book/monthly/0901/html/f04.htm 

大田子海岸の夕陽
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4-3 神奈川県・真鶴町 全国初の景観行政団体 "美の町”づくりへ 
地域の紹介 真鶴町は、小田原市と湯河原町に接し、箱根火山の山麓部であり、主として星ヶ

山に源を発する岩沢川に沿う地域です。山裾の緩斜面には、樹園地が広がっており、

みかんの栽培が行われてます。最近、JR真鶴駅裏地区及び岩字馬場地区を中心に住
宅が増加し、新興住宅地を形成しています。 

地域づくりの 

概要 

真鶴町は、平成 6 年「真鶴町まちづくり条例」を施行しました。このまちづくり
条例は、町の土地を利用するためのルール、開発を行う際の話し合いのルール、そ

して真鶴町の美しさを導くためのルールなど、まちづくりに関する約束事をつくり、

“美しい町”づくりに取り組んできました。 
「美」という言葉をまちづくりのルールとして使っていることから、まちづくり

条例は“美の条例”とも呼ばれています。そして、美の条例をもつ町として、真鶴

町も“美の町”と呼ばれ、現在でも町外から多くの人々がまちづくりに関心をもっ

て訪れます。 
特筆すべきは、真鶴町で

は、この｢美｣を個人的な主観

としないために、8つの原則
（基準）をたてたことにあり

ます。これは、かつての美し

かったイギリスの歴史的建

築物が、次々と取り壊されて

いくことを心配したチャー

ルズ皇太子が著した｢英国の

未来像-建築に関する考察｣
(出口保夫訳、東京書籍 1991
年)をヒントに構成されたも
のです。 

出典 ・真鶴町 HP（http://www.manazuruinfo.jp/index.htm） 
・環境共生住宅推進協議会 HP（http://kkj.deca.jp/report/?eid=5） 

 

4-4 イタリア・オリヴィエート 世界一美しい丘上都市 
地域の紹介 オルヴィエートは緑のハート＝ウンブリア州にあり、『世界一美しい丘上都市』と

よばれています。オルヴィエートの町は凝灰岩の上にそびえ立つとても特徴的な景

観をもっていて、その崖の中央には大きな美しい大聖堂がそびえ立っています。 
地域づくりの 

概要 

オルヴィエートの町は大地から隆起した凝灰岩の自然の城壁に囲まれており、こ

の美しく特異な風景の他、古代エトルリア時代には隆盛を栄えたという歴史、街並

に残る中世の面影、そして何よりもゴシック建築の宝石とも呼ばれるドゥオモの存

在が、オルヴィエートをイタリアの町の中でも、最もユニークで興味深い町の一つ

にし、世界的に有名な町へとしました。 
現存するエトルリア、古代ローマ遺跡で考古学上の証拠となるものは数多く、オ

ルヴィエートに残る墓は、エトルリア文明の最も重要で有名な遺跡の一つに数えら

れています。 
  

出典 ・オリヴィエート HP（http://www.comune.orvieto.tr.it//I/00000000.htm） 
・アーモ・イタリア推進委員会 HP 

http://www.amoitalia.com/orvieto/ 

夕暮れの真鶴 
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5 元気ふくしま、地域づくり・交流促進事業箇所図 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

西郷村真船地区

羽鳥湖周辺地区

磐梯山周辺地区

郡山市湖南地区

七日町地区

喜多方市中心市街地地区

山都町広野地区

柳津周辺地区

三島町宮下地区

会津本郷地区

下郷会津本郷地区

大内宿周辺地区

芦ノ牧温泉地区

南会津町中心市街地地区

伊南川沿川地区

尾瀬へのもてなし地区

国道２５２号沿線地区

布沢地区

下郷西部地区

恋人坂地区

会津レク周辺地区

郡山湖南地区

赤留塔寺地区

会津高田地区

三島町早戸地区

凡　　　　例

本紙掲載地区（８箇所）
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小名浜地区

古殿町田口地区

勿来地区

四時ダム周辺地区

常磐湯本地区

古殿町越代地区

東白川地区

浅川町地区

白河市街地地区

南湖公園周辺地区

石川町地区
夏井川周辺地区

小野町夏井地区

須賀川市長沼地区

あぶくま平田地区

三春地区

高瀬川渓谷地区

あぶくまロマンチック街道地区

相馬野馬追い地区

はやま湖地区

阿武隈高地周辺地区

羽州・奥州街道地区

飯坂温泉地区

天戸川地区

高湯温泉地区

岳温泉地区

郡山市熱海地区

逢瀬川周辺地区

東和町太田地区

郡山市中田地区

白河市中心市街地地区

須賀川市南部地区

遠野地区
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