
■ 住民参加のま ち づく り 探訪 ②

人と 人と の交流を中心にし た ､地域活性化の拠点

大宮町

「常吉村営百貨店」

住民による「むらづくり」に取り組み、全国

から視察が相次いでいる「常吉村営百貨店」は、

京都府の丹後半島中心部に位置する大宮町にあ

る。

人口１万1038人、世帯数3593。町全体の面積

は68.93k㎡で、そのうち山林原野が77％。竹野

川とその支流沿いの盆地は、古くから田園地帯

として拓けた地域になっている。

また 「九重の花の都にすみはせで はかな、

や我は三重にかくるる」との辞世の句を残した

平安時代の女流歌人、小野小町の終焉の地とし

ても知られている。町内の山林には、近畿地方

有数の規模を誇るブナ林があり、京都府の自然

環境保全地域に指定されている。

町内には、16の集落があるが、そのなかの１

つに「常吉村営百貨店」ができたのは、1997年

12月。地域住民33人が出資をして有限会社を設

立し、何でも揃う百貨店をつくった。売場面積

は25坪。地元でとれた米や野菜、肥料、資材な

どの農業関連品、日常生活に必要な生活雑貨品、

加工食品などが、所狭しと並ぶ。扱うのは物品

だけでなく、一人暮らしのお年寄り宅への配達

や、法事用弁当の手配などのサービス業務、農

作業や地域の情報発信など、ソフトも含めて何

でもまかなう百貨店である。

、 、コンセプトは 「常吉の村民が暮らしやすく

楽しく幸せに生きていくための活性基地 。春」

はジャズコンサート、夏は寺子屋塾、秋はパン

プキンフェスティバルと催し物も多彩で 「元、

気村のふれあいデパート 、村民の生活拠点と」

なっている。

町の基幹産業である織物業（丹後ちりめん）

が長期的に低迷し、農業も後継者不足で高齢化

が進むといった困難な状況をかかえている大宮

町で、地域活性化に取り組む（有）常吉村営百

貨店社長の大木満和さんと、大宮町農林課の吉

岡祥嗣さんに、お話を伺った。

「常吉村営百貨店」の生い立ち

百貨店設立の直接の動機は、大宮町農協が合

併して、丹後一円の大型農協となるにともない、

常吉にあった支所の廃止撤退が決定されたこと

による。

地域の農業振興と、住民生活の利便性を一手

に担い、地域コミュニティを支えてきた農協支

所は、住民からは、なくてはならな施設として

親しまれてきた。

そもそもこの支所は、旧常吉村農協として発

足する際に、用地確保や施設建物等のほとんど

が、村民の寄付によって作られた。以来、村民

の共有財産のように利用・運営されてきた経緯
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社長の大木満和さん

があり、農協の廃止撤退に、地域の人びとは憤

慨し、村をあげて反対運動が起こった。

そうした折り、当時、大宮町の多くの旧村に

作られていた「村づくり委員会」に関わってき

た、地域リーダーの大木満和さんらが中心とな

、 。って 「村営百貨店構想」が地域に提案された

村に商店が一軒もなく、反対運動も暗礁に乗

り上げて途方に暮れていた人びとは、村づくり

という視点から「村営百貨店」を設立するため

に、地域が一つになって取り組むこととなった。

「合併農協の支所廃止を逆手にとろう 「去」

る者は追わず。農協が出ていくのなら、それに

替わる自分たちの農協を地域ぐるみ、手作りで

新しく作ればいいんだ」ということで、1997年

12月、農協支所の跡地と支所の一部を借り受け、

資本金350万円、出資者33人の農業生産法人

「有限会社・常吉村営百貨店」が誕生した。

「常吉村営百貨店」の品揃え

村の拠点として設立された「常吉村営百貨

店」では、どんなものを、どんなふうに販売し

ているのだろうか。

その１＜うみゃあもんがあるでぇ～＞

・地元の畑でとれた野菜や果物の販売。

・一般食品、お菓子、日用雑貨・丹後のお土産

品、常吉産品

その２＜がんばるでぇ～＞

・農作業の受委託業務・情報発信

・園芸用肥料の販売。

・農作業用品の販売。

・その他農作業関連業務

その３＜べんりだぁ～なぁ～＞

・コピー・ファックスサービス

・宅急便の取り扱い。

朝に百貨店へ電話すれば、夕方までに配達

・クリーニング

・写真現像・プリント（DPE）

その４＜ぴゅあ常吉＞ブランドの確立

「ぴゅあ常吉」とは、純粋に常吉の豊かな自

然のなかで育った、省農薬の野菜やお米だけに

付けられる、品質保証の称号。マークも近々つ

くられる予定で、水菜から始まってコシヒカリ

など、順次、拡大中。

堅実に取り組む「常吉特産品」の開発

常吉では 「ぴゅあ常吉」の開発とともに、、

村の老人会と提携して、特産物の開発にも取り

組んでいる。目下、力を入れているのは 「エ、

ゴマ 。栽培し始めて４年目になるという。」

エゴマは、シソ科の１年草で、α－リノレン
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酸が多く含まれ、動脈硬化を予防したり、アレ

ルギー症状を予防・緩和する効果があるといわ

れ、健康食品として注目されている。葉や茎、

種子などすべて利用でき、種子は約45％の油を

含んでいる。

無農薬で育てられたエゴマは 「エゴマもろ、

み」や油などに加工し、現在は近隣の商店で販

売している。売れ行きは好調で、いずれも２～

３日で売り切れになるとか。常吉特産品の主力

商品として、期待されている。

加工は、現在のところ、すべて外部の業者に

委託。特産品の開発では、とかく加工工場を建

て、地元で一環製造……、というのが「村おこ

し」で一般的にとられる手法である。しかし、

そこは自らも衣料品店を経営する大木社長の堅

実さが反映されている。

全国のむらづくりの現場を視察して、せっか

く開発した特産品でも、加工のための設備投資

が負担となって、経営を圧迫しているところを

いくつか見てきたそうだ。地元に、加工を得意

とする事業所があるところは成功するそうだが、

加工技術のノウハウを一から積み上げなければ

ならいところでは、採算にのせるのはそうは簡

単ではない。

まず、地域の農業資源を生かすところからは

じめて、着実に一歩一歩進めていく「常吉方

式」は、地味なようだが、息の長い「持続的発

展」を生む。

人と人とのふれあいが「村づくり」の基本

常吉地区では、昭和40年代に小学校が廃校と

なり、今年は保育園も廃止された。公共施設が

何もなくなった常吉で 「村づくり委員会」が、

最初に手がけた事業は、上水道の整備であった。

次に過疎債を利用して道路の整備。

どんな「村づくり」をするかは、代表の大木

常吉でとれた省農薬の野菜

毎朝、地元の農家から届けられる

「ぴゅあ常吉」の米

「ぴゅあ常吉｣ラベルの貼られたミニトマト

さんを中心にワークショップを行い、地域に

「あるもの 「ないもの 「欲しいもの」を皆で」 」

考えていった。
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村の課題は、①高齢化が進み高齢者比率は25

％越、②後継者不足により人口減少と過疎化が

進行、③農地や農村、河川、寺社公園が荒廃、

④祭りや村の行事が廃れる、⑤就学した若者が

返らず減少する、⑥５年後、10年後の展望がも

てない、など。そういった危機感から、まずは

地域住民の意識改革をはかり、危機の打開をは

かるため、人と人とのふれあいが地域活性化の

基本と 「わいわいがやがや、楽しい村づく、

り」がスローガンになった。

常吉の「村づくり委員会」は、コミュニティ

部会、生活環境部会、農業部会の３つに分かれ

ている。ぞれが課題を克服するためにアイデア

を集めて活躍。多くのふれあい事業を手がけて

いる。

今年の９月で６回目となる「寺子屋塾」は、

村の「オッチャン」が先生。太極拳や英語、裏

山できのこの勉強など、子どもと大人がふれあ

い、地域を学ぶ、生きた勉強の場となっている。

また、今年で17回目となる「パンプキンフェ

スティバル」は、村内の農家で育てたカボチャ

の大きさを競うお祭り。過去には200キロを超

すカボチャが現れた。

ユニークな催しには 「あじさいJAZZジャズ、

コンサート」がある。95年から始めたコンサー

トには、プロの演奏者「河野康宏とゆかいな仲

間達」を招き、町内外から300人ほどが押しか

ける。

その他にも、平地地蔵夏祭り、万灯籠と大花

火大会、秋祭り、平地地蔵こもきせ・大根炊き、

イルミネーション点灯など、地域に昔からある

祭りも合わせて、人と人がふれあえる機会を積

極的に提供している。

地域活性化をめざした

大宮町「村づくり委員会」

常吉村営百貨店が設立できた背景には、大宮

町が1985年頃から取り組んできた 「人づく、

り」がある。

当初、商工会や町関係者で「羽ばたく若者の

会 JOY｣(JunmpForwardOmiyaYouth）が作ら

れた。会では、先進地の視察や講演会、まちづ

くり研修会、パンプキンフェスティバル、映画

祭などの活動を通じて 「人づくり」に取り組、

んできた。

89年に政府から支給された「ふるさと創生１

億円」は、そのうち7000万円を原資に「人材育

成基金」を積み立て 「大宮町町づくり会」を、

発足。

さらに99年には、現町長が産業活性化のため

のリーダー育成の方針を打ち出し、行政や農家、

商店主、工場長などさまざまな業種からリーダ

ー的人材16人を選任して「大宮活性懇話会」を

設立した。

懇話会は 「町長に何でも言える、提言でき、

る塾」をめざして、１年間、地域づくり研修と

実践を重ねた結果、地区の村づくり委員会発足

にむけた仕掛け人が誕生した。

当時、国は、国際化に対応できる力強い農業

と、これを支える活力ある地域社会の形成をめ

ざし、農業構造改善事業や中山間地域活性化の、

いわゆるＵＲ（ウルグァイ・ラウンド）対策に

乗り出した。

大宮町では、これを積極的に活用。農家個々
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の経営基盤の確立と農業生産活動や農村の活性

化を図るため、95年、地域づくりリーダーを中

心とした、住民参加による「村づくり運動」を

始めた。集落の村づくり委員会は、まず、地域

再発見運動と地域のかかえる課題を掘り起こし

て整理、解決のためにアイデアを結集した。

バックアップする行政は、国や府の有効な補

助事業や施策に採択されるよう、汗をかくとい

うことに専念し、村づくり委員会の活動を支え

ている。

当初は、過疎化や高齢化の進む山間地域の集

落から始め、徐々に拡大し、今では、１集落が

残るのみとなった。

「谷内村づくり委員会」では、20人の出資で

(有)丹後路たにうちファームを発足。農産加工

施設「畔蔵」を拠点に朝市を催して、特産品づ

くりに打ち込むと同時に、農作業の受託組織

「農業青年グループどんとこい」も設立させた。

「奥大野村づくり委員会」では、農事組合

「楽農くらがき」を設立。地区の農業振興に力

を注いでいる。

「村づくり委員会」から

全町的な地域づくりへ

こうした動きと並行して、農業を基盤に全町

的な魅力ある地域づくりをしようと、市町村塾

「大宮アグリ21塾」を2000年に発足。メンバー

は、町長を塾長に、村づくり委員会や行政、Ｊ

Ａ、農業活性化委員会などの29人。毎月第２木

曜日に例会を開いている。

テーマは、地域資源の掘り起こしや村づくり

の原点に返った足元がため。先進地の視察研修、

地域間交流、都市と農村交流、楽市楽座の開催、

商工会と協力して「おおみやええとこマップ」

を作成するなど、町ぐるみで新たな地域づくり

を模索している。

また、2001年から２年間、小野小町の里とと

して有名な五十河地区において 「共有の里づ、

くり事業」が取り組まれた。これは、京都府が、

府民全体でふるさと農村漁村を創造しようと創

設したもので、従来の地元主体の都市農村交流

事業とは異なり、都市に住む人がふるさとの自

然や文化を体験し、都市住民の知恵とパワーを

取り入れることに主眼をおいたものである。

農作業や田舎料理の体験、北近畿最大のブナ

林の四季を通したスケッチや写真撮影、ホタル

や星座の観察、草鞋づくりや稲刈り、収穫祝い

の「亥の子」など、たくさんの都市住民が参加

して催された。

今、大宮町は、丹後の他の５町と、2004年４

月に合併する予定である。新「京丹後市」では、

旧町に地域振興課を置き、地域パートナーとし

て職員も配置される予定である。

合併後、大宮町の「村づくり委員会」がどの

ように存続していくか、大宮町の地域づくりを

担うリーダーにとっては、大変気がかりである。

常吉村営百貨店では、都市住民向けに野菜の

産直も始めた。人も施設も無くなる一方だった

常吉で、村民同士の交流はもちろん、村以外の

人びととの交流にも動き出した今、合併がさら

なる発展に結びつくよう、大木さんの頭の中で、

次なる一手が生まれようとしている。

（文責・黒岩洋子）
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