東播磨

「あれ！こんなとこに海があるやん」
清司（高砂市）

この地を訪れる大勢の方が私たちの
活動を通じて、「海に学び、海に親し
み、海を活用する」を体感いただける
よう、努めて参ります。

但

馬

路

青山

治重（豊岡市）

「ブラタケノマップ」作成を通した地域づくり
ブラタケノ運営委員会
会長
竹野浜の「お宝」であるこの貴重な
歴史ある町並みを守り、次世代に伝え
る活動に取り組んでいます。

実（淡路市）

長澤および長澤元気村協議会について

私たちブラタケノ運営委員会は、「竹
野浜ふるさと自立計画」を実践するた
めに設立し、自分たちの手と足で地域
のお宝探しをしながら、竹野地区の「ブ
ラタケノマップ」作りや、ブラタケノ
ウォークを実施してきました。
平成二十七年に開催された第三十八
回「全国町並みゼミ豊岡大会」では、
私たちが町を案内し、全国の専門家・
町並み愛好者たちから、北前船で発展
してきた川湊の路地や、焼き杉板の美
しい景観が高い評価を受けました。
この大会が契機となり、
「竹野浜路地
裏マップ」の作成や、焼き杉板と船主
邸の景観を保存・活用していく気運が
高まりました。

淡
喜田

また、最近ではピザの石窯を設置し
て、新しいイベントやメニュー開発に
も取り組んでいます。皆さんもぜひ、
長澤に遊びに来てください。

長澤元気村協議会
会長

淡路市の山間部に位置する長澤（な
がさわ）地区は、人口減少、少子高齢
化が進む地域です。その地域の元気・
活性化を目的として有志が集まり、
「長
澤元気村協議会」ができました。
当協議会では、地元の伝統食材であ
る自然薯（じねんじょ）を主体として、
その栽培・販売や、食堂の運営、自然
薯祭りの開催などで交流人口の増加を
図ってまいりました。
その結果、毎年たくさんの方々に来
訪していただけるようになりました。
今後もこれらの活動を通じて、少しで
も地域の元気・活性化に貢献できれば
と考えています。

猟師
スポーツインストラクター
兵庫県知事

今回は、県内の多自然地域に移住し、地域資源を活かした取組で賑
わいを生み出す活動について、知事と語り合っていただきました。
（平成三一年二月一四日対談）

【出演者】

福井 正春
加藤 智子
井戸 敏三

自己紹介

「ブラタケノマップ」作成会議の様子

ＮＰＯ法人高砂海文化 Ｃ
代表者 河合

昨年、高砂市により改修された新た
な観光施設「工楽松右衛門旧宅」の見
学を終え、高砂神社の方へ向かってい
る数人の女性グループのお一人は、辺
りの景色を見るとそう言って驚き、ま
た、懐かしそうにしながら、立ち去っ
て行かれました。
私たちは高砂港（堀川）～播磨灘海
域において、会員が所有しているヨッ
トを活用して、操船体験やセーリング
の基本等を学ぶ教室を開催したり、自
分が住んでいる陸の風景を海から見て
もらったりする活動を行っています。
平成三〇年には、高砂地区歴史的景
観形成地区の海文化が、日本遺産『北
前船寄港地』に登録されました。

これからも、心のこもる料理をどん
どん出し、今よりも皆さまの元気や心
のケアに繋げられるように取り組んで
いきたいと考えています。

讓一（姫路市）

○問い合わせ先
ＮＰＯ法人高砂海文化 21Ｃ 河合
電話 ０９０－９９９３ー２４１８

加藤 京都の舞鶴市出身です。三年前
に、地域おこし協力隊制度を活用して、
宍粟市に移住しました。協力隊員の時
は、観光支援として「森林セラピー」
のガイドやイベント業務をしました。
現在は、観光の仕事もしながら、地域
の方に運動を教える「スポーツインス
トラクター」として活動しています。
福井 明石から神戸の西区あたりに五
〇年近く住み、地域おこし協力隊制度
を活用して佐用
町へ。猟師の修
行をして、任期
終了以降も、獣
害に困っている
地域の手助けを
する活動を続け
ております。

なってから「田舎で農業がしたい」と
移住先を探しましたが、簡単には見つ
かりませんでした。一時は諦めました
が、東北の震災の映像を見て、
「どこで
もいいから人の手助けがしたい」と思
い、知り合いに、佐用町の小規模集落
サポーター事業を紹介していただきま
した。
知事 加藤さんは、なぜ宍粟市に？
加藤 メディアなどでオープンになっ
てきた時期に、地域おこし協力隊の存
在を知りました。調べた中で、宍粟市
が募集していた「森林セラピー」に惹
かれました。兵庫県に宍粟市という場
所があることさえ知りませんでしたが、
情報を見ると山
がたくさんある
ことが分かりま
した。私は山登り
と自然が好きで、
宍粟市も「来てく
れるだろう」とい
う感じだったので、すぐ「行きます！」
と決めました（笑）
。
知事 森林セラピーでは、たくさんガ
イドをされたのですか？
加藤 オープンする前から、試験的に
いろいろな方をお招きしました。現在

○問い合わせ先
ブラタケノ運営委員会 青山
電話 09０-８５７６-６１６５

は、地元の方がたくさんガイドをして
いらっしゃるので、
お任せしています。
私は、会社関係の方
や、メディア関係の
方の時にガイドし
ます。
知事 加藤さんは、
森林セラピーガイ
ドの先覚者なので
すね。
加藤 まだまだ自分には足りない部分
もあります。地元の詳しい方に、今も
教えてもらっています。
知事 隊員当時のエピソードはありま
すか？
福井 一番初めということで、町も何
をさせていいのか、ダメなのか、試行
錯誤の時期でした。僕も生意気で「下
請け なんかは せんぞ」 と言っ て（笑 ）
「何をしましょうか？」と担当の七集
落を 聞いて回 ると、ど この集 落でも 、
「草刈りをしてくれ」と言われました。
自分としては「これでいいのかな？」
とも思う部分もありましたが、それが
一番喜んでいただける仕事でした。
知事 集落の高齢化が進みすぎて、作
業する方々も少なくなってしまったの
ですね。
福井 そうですね。働き盛りの方はお
勤めに出られていて、休みに合わせて、
集落共同で草刈りをする。私もその日
に合わせて、協力隊として草刈りをし
ました。力のある集落もあれば、そう
ではない集落もあります。その中で公
平に回ることが、一番難しかったです。
知事 お住まいはどのように確保した
のですか？

○問い合わせ先
長澤元気村協議会 喜田（きだ）
電話 0９０-４４９５-３２８８

マリン・イルミネーション
in 堀川

地域おこし協力隊の活動

福井 正春さん

自然薯食堂

慌てず、焦らず、ゆっくりと

で検索！

○問い合わせ先
㈱香寺ハーブ・ガーデン
電話 ０７９－３３８－０５１０

中播磨

対談を動画配信しています！

集

レストラン且緩々
（しゃかんかん）

知事 福井さんは、なぜ佐用の地域お
こし協力隊員になったのでしょうか。
福井 正直、行きたい場所の候補は高
知、岐阜で、兵庫県は入っていません
でした（笑）
「今までと真逆の生き方が
したいな」と思い、ある程度の年齢に

加藤 智子さん
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（株）香寺ハーブ・ガーデン
代表取締役社長 福岡

℡ 078－362－3136
〒650-8567 神戸市中央区下山手通 5-10-1

「ネットワーク 知事対談」

ともに賑わいづくり

自然豊かな“まち”に飛び込み

←QR コードを
スキャンしても
動画を見れます！

こころ豊かな美しい兵庫推進会議（兵庫県企画県民部県民生活課内）
編集発行

こころ豊かな美しい兵庫 をめざして
NO.１４７

ココロン HP 内の県民情報
ネットワークのページでは

特

愛称：ココロン

香寺ハーブ・ガーデンは、廃校にな
った山之内小学校を当社第二工場とし
て活用しているご縁から、山之内地域
の方々とハーブや生薬を育て、環境保
全と活性化に取り組んできました。
そして、平成二十八年十月、地元自
治会とともに会社を設立し、旧山之内
幼稚園あとに「食と農と健康の郷」を
コンセプトとして、地産地消と健康に
こだわった農家レストラン「且緩々（し
ゃかんかん）
」がオープンしました。店
名には、お越しいただいた方にゆっく
りと過ごしてもらうとともに、焦らず
に店を育てる、との願いを込めていま
す。

県民運動情報「ネットワーク」

加藤 行政の方が見つけてくださって
いました。あとから話を聞くと、裏で
すごく頑張ってくださったようで、大
変ありがたかったです。
福井 予算内で探してほしい、と依頼
しました。三件の候補のうち、一軒目
が標高三〇〇メートル程にある佐用町
の目髙集落。当時は四世帯で七人の方
が住んでいらっしゃいました。集落に
入る手前のカーブを
曲がったところで、い
きなり崖にへばりつ
くような集落が現れ
て、ものすごく良い景
色で、一目惚れしてし
まいました。現在も住
み続けています。

猟師の仕事
知事 いつ「猟師になろう」という志
が芽生えたのですか？
福井 佐用に行く前、集落の方と面接
した時に、開口一番「お前、猟師に向
いとるぞ！猟師せえへんか？」と言わ
れて、ずっと頭に残っていました。狩
猟免許を取りましたが、箱罠（檻にな
っている罠）は金額的にも高価で、設
置する場所も、仕掛け方も分からない。
先輩にお借りして仕掛けて、
「自分なん
かの罠にはかからないだろう」と高を
括っていましたが、翌日、六〇キログ
ラム程のイノシシがかかっていました。
知事 衝撃的デビューですね。
福井 初めて見る大きいイノシシでし
た。先輩に、トドメを刺す「止め刺し」
をお願いして、鉄砲で撃っていただき
ました。すぐに「放血（血抜き）
」をし
なければ臭みが増すので、
「放血ぐらい
は自分でしなさい」と言われましたが、

した。この一〇年で平均年齢が上がっ
て定義に当てはまり、当時は二四〇程
でしたが、今は五〇〇を超えています。
住人は地域や来訪者のために頑張って
いますが、若い人が少ないことが課題
です。そういう意味
では、加藤さんは大
歓迎ですよね。福井
さんは ･･･
。
福井 最初の頃は、
若い人に来て欲し
いというのが、地元
の人の話に出てき
ま した 。
「おっさん
でごめんね」と（笑）
知事 仲間が来たなという感じで（笑）
一〇年活動して集落は元気になってい
ても、中心人物が一〇歳年を取ってい
る。
「その元気を誰が引き継いで行くの
か」
「若い人たちに、どう集落に住み着
いてもらうか」が今後の課題です。

まだ息のあるイノシシの喉元にナイフ
を刺すことが、どうしてもできなく
て ･･･
。思わず「ごめんな」と言ったら、
「ごめんなって思うんやったら猟師を
するな！ごめんなって思うようなこと
をうちらはしとるんか！」と怒られま
した。猟師をやりながら、
「動物の命」
についてずっと考えています。
加藤 私も猟師をしているので、とて
も共感出来ます。初めての時は、どう
していいのか分からなくて ･･･
。最初は
抵抗がありましたね。
知事 森林セラピーの
ガイドをしている途中
から、猟師をやる気に
なったのですか？
加藤 観光の仕事は、
市外の方との関わりが
多く、地元との関わりは少なかったの
で、
「地元の方とも一緒に何かをしたい
し、田舎暮らしもしてみたい」と思っ
ていた時に、鹿が急に道路に飛び出し
てくる話を聞いたり、私の畑で作って
いる野菜を食べられたりしました。地
元の皆さんも困っているし、
「猟師の数
が少ない」「する方もいない」
。そこで、
私でもできるのではないかと思い、猟
師を始めました。
知事 今のシーズン
は鹿やイノシシです
よね。何頭くらい捕
れるのですか。
福井 一番いい時は、
鉄砲で年間四五頭捕
りました。その年でも、イノシシは三
頭です。イノシシは警戒心が強いので、
なかなか出てくれません。佐用町では、
人口より鹿の方が多いです（笑）
加藤 私は罠がメインです。基本的に

すが、プロではないので、
「地元の方と
一緒にやっていく」スタンスで、
「自分
一人で頑張らなくていいよ」とアドバ
イスをしたいですね。地元や周りの方、
仲間がついてこないと、一人では上手
くいかない部分もでてきます。
福井 自分と同世
代の方へのアドバ
イスですが、多く
の方が「田舎に行
ってのんびり」「自
給自足でゆったり
した生活」という
イメージを持ちが
ちですが、田舎の人ほど働く人はいま
せん。休日には村の行事や交流活動。
平日は勤めに出ながら田んぼをする。
これが田舎の実情です。そこに協力隊、
手助け、ボランティアとして来てのん
びりされると、地元の人は気を悪くし
ます。ボランティアであろうが、休日
であろうが、
「地元の人と一緒に活動す
る」という心がけがあれば、田舎の方
はとても大事にしてくださります。

被害が出ているところに罠を仕掛ける
ので、月に三頭程。あとは、地域の方
に協力を頂いて捕ってもらい、処理は
私が行くという連携もしています。自
作の電気槍を使ったり、近寄れない時
は鉄砲を持って行きます。
知事 今日、福井さんが着ている制服
は何ですか？
福井 猟友会の制服です。猟友会の会
費を払えばもらえます（笑）
加藤 私も持っています！
知事 猟友会メンバーだと
いう、しるしですね。

すが、運動を教える人は少なかったみ
たいですね。
知事 お二人とも、今の生活が楽しそ
うですね。

このまちにやってきて
知事 「こうすれば、もっと地域が元
気になる」と思う事はありますか。
加藤 私が来た時は「何か新しいこと
をしてみよう」というタイミングでし
た。現在は、まさに色々な事に挑戦し
ているので、「お手伝いしたい」「頑張
っている後押しをしたい」という心境
で す。例え ば、伊 和
神 社の「日 本酒発 祥
の 地 」、「 森林 セ ラ ピ
ー 」等々。 市・行 政
だ けでなく 、地元 の
方 が発起人 のイベ ン
トも増えています。
知事 手応えは感じますか？
加藤 外からの参加者が増えています。
ただ、田舎の方は心が優し過ぎるので、
訪れた方が十分喜んでいても、更にお
もてなしをしようとして疲れてしまわ
ないか、という点が心配です。
知事 大変共感します。
福井 本当に同感です。
「来て頂きたい」
という一心で、地元の方はとても努力
をされています。でも「それに見合う
だけの感謝をしてくれているか？」と、
常に疑問が残ります。地元が報われる
ようにお手伝いをしたいです。何をす
れば田舎が元気になるのか、考えてい
きたいです。
知事 兵庫県は二〇〇八年の小規模集
落元気作戦（現：地域再生大作戦）で、
「六五歳以上が四〇％以上、五〇世帯
以下」の集落を小規模集落と定義しま

右手 はグー。
上を二回、下を二回
宙を繰り返し叩く
左手 は「グー、パー」
右手のリズムに
合わせて開閉
「疲れた時にすると
リフレッシュ
できます！」

体

加藤 猟もしていますが、現在の主な
仕事は、地元の高齢者やお母さん方を
相手にした運動の指導です。市が行う
運動教室の講師として認知症予防、ダ
イエット、筋トレ等や、自分で体育館
を借りて、エアロビクスやダンス等。
市内の４町全てをぐるぐる回っていま
す。知事も一度、認知症予防の体操を
やってみませんか？

インストラクターの仕事

知事 このような指導の仕方はどこで
覚えたのですか？
加藤 前職が小さいスポーツクラブで、
様々な内容を経験しました。宍粟市に
管理栄養士や保健師はいらっしゃいま

団

介

ますので、笑う機会を作っていきたい
です。
知事 「地域の人
たちを励ます」と
か、「地域の人たち
の中に入り込んで
一緒に活動する」
といった、地域お
こし協力隊の経験
が活きているお話
が聞けました。お二人のように、多自
然地域で頑張っている方のご活躍を、
これからもお祈りしております。本日
は本当に、ありがとうございました。

域

不法投棄の河川敷を美しいコスモス園に

の 紹

加藤 地域 の元 気は 、そ こ に暮 らす
人々だと思っています。私が運動の指
導やお助けをすることで、地域がさら
に元気になればい
いな、と思います。
今は特に認知症予
防や、高齢者の施設
に行っています。高
齢者ご自身が今の
地域を作っていま
すし、その方を元気
にして、地域の元気
を作っていきたいです。お年を召され
ると家で笑うことが少なくなると聞き

地
阪神南

芳博（尼崎市）
今後、この活動を若い世代に継承し、
いつまでも愛されるコスモス園であり
つづけられるよう、活動を続けていき
たいと思います。

髭（ひげ）の渡し花咲き会
会長 藤木
かつて旧西国街道の武庫川に渡し場
があり、近くにある茶屋の主人の顔に
ちなんで「髭の渡し」と呼ばれていた
場所は、阪神・淡路大震災後、ゴミの
不法投棄などで荒れ果てていました。
それを目にした私たちは、
「髭の渡し
花咲き会」を立ち上げ、たくさんのボ
ランティアの方々とともに、種まきや
草刈り等の活動を行い、コスモス園と
して生まれ変わらせました。今では阪
神間の花の名所として定着しています。
今年度は、約五五〇万本のいろいろ
な色のコスモスや、兵庫県政一五〇周
年を記念して作った「 」の花文字な
どを、多くの方々に楽しんでいただき
ました。

○問い合わせ先
尼崎市公園計画・21 世紀の森担当
電話０６－６４８９－６５３０

今後の抱負
福井 狩 猟 を 経 験
し て 一 番強 く 感じ
た の は 命の 大 切さ
で す 。 狩猟 を して
動 物 の 命を 奪 うこ
と で 、 人間 の 命の
大 切 さ を、 よ り深
く 考 え させ ら れま
し た 。 まだ そ の答
えは出ていませんが、その大切さを子
供たちに伝えていきたいです。現在は、
西はりま天文台の自然学校等で、子供
たちに、命についてお話しています。

多くの人で賑わうコスモス園

未来の隊員へアドバイス
知事 二〇一九年度から「兵庫県版の
地域おこし協力隊」の派遣を始めます。
神戸に「ふるさと交流センター」を設
立し、小規模集落についての相談対応、
集落を応援したい都会住民への案内、
兵庫県版の協力隊の募集・派遣などの
準備を進めています。新たに、地域お
こし協力隊や県版の協力隊を目指す方
に、アドバイスをお願いします。
加藤 自分自身が何をやりたいのかわ
からなくても、行って、感じ取ってみ
て、頑張って自分の力を発揮してみる。
自分の正直なものを隠してしまうと、
地元 の方も心 を閉ざし てしま います 。
「できる、できない」をオープンにす
るとスムーズです。期待はされていま
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知事と一緒に脳トレ

