右／京都府の北東部にある伊根町
（撮影：島村菜津）
（38ページ参照）
。
左／鳥取県智頭町は子育てしやす
い町として知られる（22ページ参照）
。
（撮影：水本俊也）

特 集

暮らしやすい町、 美しい村
美しい自然や伝統的な暮らしを守り

小さくても魅力的な地域づくりに取り組む、
元気な町村がある。
行政と住民が一体となり景観保全に取り組むのどかな村、
何百年も伝統行事が息づく集落や、
舟屋が残る漁業の町……。
そこでの生活に惹きつけられ、
移住者が増えている地域もある。
地域の持続を可能にするものは何かを探った。

13
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美瑛町

観光資源でもある農地と
住民の暮らしやすさとの
両立を目指す
「丘のまち」
農業があってこそ成り立つ
美瑛町の観光
今や北海道を代表する風景といわれ
る美瑛の丘には、国内外から多くの人
が訪れ、移住する人も増えている。こ
の美瑛の風景は、写真家・前田真三の

＊2018年5月31日時点

北海道第2の都市といわれる旭川市に隣接する美瑛町・東川町・東神楽町。
それぞれの町の特性を生かして、
いずれも人口1万人前後の小さな町だが、
移住者が増加している。
３町の成功の秘訣は何か。

面積 247.06㎢
人口 8,328人

＊2017年12月31日時点

北海道

美瑛町観光協会会長の中山勝利さ
んは丘のまちびえい活性化協会理事
も兼任。
美瑛町在住のプロカメラマンがレクチ
ャーしてくれる写真ツアーは人気のア
クティビティ。

作品によって広く知られるようになっ
たく しん

た。１９８７年（昭和 ）にはその作
かん

品 を 展 示 す る 写 真 ギ ャ ラ リ ー「 拓真
館」が美瑛町に開館。全国から多くの
人が訪れる場所となった。
写真家の中西敏貴さんは７年前、
歳の時に美瑛町に移住した。大阪府寝
屋川市の出身で、大阪の枚方市役所に
年間勤務。 代でフリーの写真家に

転身すると同時に美瑛に移住した。
「大学生の時に写真部に入り、作品制
作のために初めて北海道に来て、一番
印象に残ったのが美瑛の風景でした」
その後、何度も北海道に通い、大学
卒業後にはプロの写真家になりたいと
いう思いもあったが、結局は手堅く公
務員として就職した。
「もともと自然が好きで、自然の中で

暮らしながら風景を撮影したかった。
それで北海道はいいなという、漠然と
したイメージがありました」
結婚し、子ども２人が生まれた後も、
写真家となり北海道に移住したいとい
う希望を持ち続けた中西さん。公務員
として働く傍ら、休日には上京して写
真 の 仕 事 の 人 脈 づ く り な ど、準 備 を
徐々に進めた。そして、 年ほど前に
美瑛に家を建て、後には引けない状況
を自らつくり、長男が小学校に入るタ
イミングの７年前に公務員を辞めて家
族全員で移住した。写真の仕事が軌道
に乗ったのは、 年間の準備と熟成期
間があったからだ。
「美瑛は、日々の農地の風景すべてが
美しい。住んでいるからこそ撮れる、
リアリティーのある風景を発信してい
くことに意義があると感じています」
現在、美瑛では観光客が無断で農地

）

に入って撮影する行動が多発し、大き
な問題となっている。
そこで町では２０１７年（平成

月にＮＰＯ法人美瑛町写真映像協会

を立ち上げ、観光客に対する「撮影マ
ナー」の普及を行うこととした。中西
さんも観光協会主催の写真ツアーの講
師を務める際などに、撮影のレクチャ
ーを行っている。

暮 らしや す い 町
東神楽町

＊2018年5月31日時点

面積 68.50㎢
人口 10,327人

東川町

美瑛町

丘 写真 花
それぞれの個性を生かす
町づくりが功を奏した！

「撮影技術のほか、畑に入らなくても
道路から十分によい写真が撮れること、
畑に無断で入ると土壌が菌で冒されて
作物ができなくなることなども説明し
ています。美しい風景は、農業がある
からこそ。農家の方たちに対するリス
ペクトの気持ちを持っていただきたい
んです」
美瑛町観光協会でも年々増加する国
内外の観光客と農家との間のトラブル
防止に努めている。観光協会会長の中
山勝利さんは、次のように語る。
「現在、年間の観光客数は約１７０万
人。観光客の農地への無断立ち入りに
対しては、パンフレット、ポスターに
よる警告のほか、観光アドバイザーが
車で巡回し、農地への立入禁止を事前
に注意喚起しています」
ＤＭＯ観光の実現も大きな課題だ。
今までの美瑛では、観光客が増えても
地元にお金が落ちる仕組みがなかった。
「美瑛に泊まって温泉に入り、おいし
い食事、自転車やランニングを楽しん
だり、といった着地型観光を定着させ
ていくことに取り組んでいます」
そして目指すのは通年型観光だ。現
在の観光シーズンは６月中旬から９月
中旬がメインとなっているが、美瑛の
素晴らしさは春夏秋冬すべてにある。

16
17

41
29

大阪から美瑛町に移住し、写真家に
なるという夢を叶えた中西敏貴さん。

62

10

撮影 ●エンドウアキラ
取材・文 ● 鈴木伸子

40
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面積 676.78㎢
人口 10,112人

美瑛町・東川町・東神楽町
北海道

18
12
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なだらかな丘に田畑が幾重にも連なる景観が美しい美瑛の農地。

まれてきた集落・地域を指す。千

千年以上にわたり生活や生産が営

ざまな社会の変化を乗り越えて、

﹁千年村」
「
﹂とは、自然災害やさま

受けた場所ばかりが報道され注目

ニュースでは地震や津波の被害を

﹁千年に一度」
「
﹂
と言われた大津波。

きっかけは東日本大震災だった。

千年村プロジェクトが始まった

度である。そのくらいにできた地

の大仏よりも２００年ほど古い程

は奈良の大仏よりも新しく、鎌倉

と、大字レベルまで場所が特定で

地名に比定されている。確認する

ちの営為によってそれらは現在の

ている。幸い、近代の地名学者た

（郷名）が４０００以上収録され

だ。これは沖積層が稲の生産には

ほかの地層の際に立地していたの

する性格があった。沖積層とその

確認すると、そのほとんどに共通

例えばプロット位置を地質図で

たのだ。

と重ねることができるようになっ

土地条件図など、さまざまな地図

いった。

して評価する際の基準が固まって

り、千年村候補地を「
﹁千年村」
﹂と

終えた。これらの調査の蓄積によ

は４年をかけて１８４件の訪問を

件ある候補地を、プロジェクトで

した。例えば関東だけでも３６６

村候補地を実際に見に行くことに

プロジェクトはプロットした千年

ぼうとしているのだ。

ための秘訣を数ある千年村から学

ェクトは、地域が今後も持続する

徴ある村の名前を発案したプロジ

村プロジェクト」
﹂である。この特

調査、認証する研究組織が「
﹁千年

はないか。

の特徴を活かすことができるので

の地域づくりにその地域ならでは

む地域に誇りをさらに持ち、今後

ことができる。ここから人々は住

実を意識的な言葉としてとらえる

目化することによって、普通の内

していないこともある。それを項

分たちの村を特別な村だとは認識

ージしやすい単位である。千年前

﹁千年」
「
﹂という長さは意外にイメ

ジェクトが始まったのである。

の専門家が賛同し、共同研究プロ

民俗学、環境情報学、地理学など

こうした発想に、建築学、造園学、

持続する地域の理由を探る

年という長い存続の歴史を持ちつ
されるが、むしろ逆に、地震や津

域なら結構たくさんあるのではな
きる地域はそのうち約２０００カ

最も適しているからで、さらに居

その評価基準の要素をもとに、

ることによって

第 章

千 年 村 プ ロ ジェク ト
文 ●石坂 駿・北野美里・森 一之助（千年村プロジェクト） 写真提供 ●千年村プロジェクト

千年村 とは？
日本各地には、
千年以上にわたって存在してきた
〝村〞
がある。持続性の理由を探るメンバーに
プロジェクトを解説してもらった。

づけてきた場所には、地域の持続
波の被害が少なかった村の立地や

東日本大震災をきっかけに
プロジェクトが始まった

にまつわる仕組みがすでに育まれ
特徴にこそ、地域が持続するヒン

自然災害や社会変化を
乗り越えてきた「千年村」

ているはずである。

いかと気づく人も多いだろう。だ
所であった。また『
﹃ 和名類聚抄 』
﹄

住部分は沖積層に隣接するより硬

誰でも使える評価ツールとしてプ

そのような地域を見つけ、訪問、 トが隠されているのではないか。

からこのプロジェクトは、日本全

地名 」
﹂
、沖縄については、琉球時

﹁アイヌ語
よい場所」
﹂を探すことにもなった。 に記載のない北海道は「

国にたくさんあるはずの「
﹁普通に

代の歌謡集である
﹃おもろさうし』
『
﹄

い地盤を持つ別の地層に所在して

千年村への認証

しかし「
﹁普通によい場所」
﹂を探

には千年村ロゴ

また、チェックリストを記入す

などを参考に補った。これによっ

いるからではないかと推測できた。 ロジェクトがウェブサイト上で公

を千年村プロジ

すのは実は困難である。記録に残

こうしてプロットした場所はす

それによって千年村のよさを客観

マークを使える

申請に応じて認証

古代の地名を手掛かりに
千年村候補地を発見・調査
て総プロット数は現在２８００を

開したのが「
﹁千年村チェックリス

ェクトに申請す

プロジェクトはその古代地名の比
べて千年村の候補地でありウェブ

的に感じ取ることができる。千年

る大事件がなかったかもしれない
からだ。では全国各地にあるはず
定地の位置情報をデジタル地図の

サイトでも公開している。しかし

などの特典も整

超えた。

ト」
﹂である。このリストはなかな

ることもでき、

の千年村を探すには、何を手掛か
上にプロットすることにした。こ

﹁普通によい」
﹂集落で
本当に現在まで持続しているかは、 村の多くは「

候補地のデータベースをもとに、実際に現地
に赴き調査を実行。環境・地域経営・交通・
集落構造の各分野に基づいた持続要因の
分析と、その地域の特徴を調査。

4

よい」
﹂ことの要を項目化している。 認証された場合

となったのが、古代地名であった。 れが大きなブレイクスルーになっ

りにすべきなのか。その手掛かり

た。というのも地図上にその場所

プロジェクトが現地を調査

みょう

3

わ

例えば、平安時代の辞書『
﹃和名

地図上で場所を特定する

暮 ら し や す い 町、
特 集 美 し い 村
これまでの調査の蓄積から、立地を評価する
際の千年村チェックリストを作成。このチェッ
クリストに記入し、地域から千年村プロジェク
トに申請することで、認証基準を満たしている
ことが確認された場合、
その地域は「認証千
年村」として認証される。

調査から
これらを基本データとしながら、
認証活動へ

か評価することが難しい「
﹁普通に

地図や資料を片手に地域を歩き、調査を行う千年村プロジェクトメンバー。
『和名類聚抄』
『おもろさうし』などの古文書
に記載されている古代地名を現在の地名へ
と比定した地名辞典などを用いて、現在の行
政区域・大字に比定されるものを抽出し、千
年村候補地として地図上にプロッ
ト。

備した。

2

実際に訪問しなければわからない。 あるため、むしろ地域の人々は自

千年村候補地をひろく全国から発見するた
めに、古文書に記載されている古代地名をリ
ストアップ。本州は平安期辞書『和名類聚
抄』
、
北海道は「アイヌ語地名」、
沖縄は『お
もろさうし』をそれぞれ用いた。

をプロットしたことで、地質図や

1

るい じゅ しょう

古文書の地名をリストアップ

類聚抄』
﹄には古代に存在した地名

長期にわたって持続してきた地域を客観的
に見出すにはどのようにすればよいか。私た
ちは「普通によい場所」を探すために以下
の客観的な発見方法と評価手法を確立した。

32
33

2

村 の
け 方
年
つ
千
見

世界でも希少な水際の建築群。
木造 階建ての舟屋が並ぶ
ホテルや旅館でオーシャンビューは
珍しくないが、海に足をつけて夕涼み
ができる宿は、伊根町の舟屋の宿くら
いだろう。海が本当に近い。京都から
だて

時間。

特急はしだて号に乗って約２時間、さ
あまのはし

らに 天 橋立から路線バスで約
丹後半島の北端に位置する漁師の町だ。
リアス式海岸の静かな入江に、小さな
木造２階建ての舟屋が並ぶその町並み
は、旅番組や旅行ガイドでしばしば目
にする。だが、実際に訪れてみるとそ
の規模に圧倒される。幅８００ 、奥
行き１㎞の入江を取り巻くように、舟
屋が約２３０軒も建ち並んでいる。
かや ぶ

そもそも舟屋とは、船を収め、２階
に漁具を仕舞う粗末な茅葺き小屋だっ
た。漁師の親方は、この水際の舟屋の
奥に母屋と蔵を所有していた。ところ
が戦後、ほとんどの舟屋が住居に改修
され、世界にも稀な美しい町並みが生
まれた。２００５年（平成 ）には、
重要伝統的建造物群保存地区に選定さ
れ、舟屋の一部は宿やギャラリーとし

伊根町

面積 61.95㎢
人口 2,135人

＊2018年5月1日現在

京都府

た保育園の改革を掲げ、 歳で町議に

して、早朝・延長・休日保育がなかっ

京都府

ても利用されている。
この町を「日本で最も美しい村」連
合（以下「美しい村」
）に加盟させた
のは、現町長の吉本秀樹さんだ。

「町の賑わいを取り戻す、その軸に据
えるものは何か」と考え、豊かな景観
や伝統的な暮らしが守られている美し
い村や町を未来に残そうという「美し
い村」の哲学に共鳴した。
京都府の同志社大学で経済学を学び、
着々と就活を進めていた 歳の夏、吉
本さんを帰郷させたのは、ふと耳にし
た大河ドラマの台詞だった。
「ある武将が、自分の仕事は京の都に
上ることではない。この国の民のため
に働くことだ、と言うんやね。その言
葉にガーンときて、翌日の電車に乗っ
て伊根に帰っていました」
帰郷後は、船長だった父の誘いもあ
り、当時は５〜６人雇っていた底引き

京都府が「海の京都」
として観光の発展に力を注ぐ北部地域にある伊根町。
小さな湾を取り囲んで木造2階建ての舟屋が並ぶ美しい光景は、
世界でも類を見ない。
漁業を中心とする素朴な町には、
自然と伝統を守り継ぐ人たちがいる。

なった。それから 年後、隣の宮津市
との合併反対を決めた町を立て直そう
と、妻と娘にど〜んと背中を押されて
町長選に出馬し、当選を果たした。
「今では３歳から５歳までは、保育料
が無料。小・中学生は、修学旅行も学
用品も学校給食も無料。医療費は、

年で返済すればいい」

が無利子で月５万円を貸して、卒業後

歳まで無料。大学と専門学校は、まち

18
移住者にも手厚く、単身用と家族用
の定住促進住宅が充実。また、最近は
出物が少ないそうだが、舟屋や古民家
で起業する場合の改修費は、３分の１
（上限３００万円）
補助が出る。または、
営業を開始してから カ月、毎月 万

10

船の漁師になった。しかし、次第に水
揚げは減り、働き手も探せなくなる。

取材・文・撮影 ●

ちょう

ね

い

41

1「日本で最も美しい村」連合への
加盟を決めた吉本秀樹町長。舟屋
の宿「大平荘」の経営者でもある。
2 景観に配慮した木造低層建築の
伊根町役場。

「 歳まで働いたけど、船長補佐とは
いえ、最後まで飯炊きも自分でやる見
習いのままやったね」と笑う。
その後、父親が病で他界し、船をた
たんで母親が営む民宿を引き継ぐ。
「そしたら 年、伊根でＮＨＫの連続
テレビ小説『ええにょぼ』が撮影され
ると、人がどんどんやって来た」
現在、町長３期目。町政に携わった
きっかけは、保育園だった。伊根の女
たちはみんな働き者。３人の子の父と

10

24

島村菜津 ノンフィクション作家
伊根湾沿いの水際ぎりぎりに建ち並ぶ舟屋。裏山の緑が水面に反射して美しい。

美しい 村

丹後半島北端に残る
230軒の舟屋群。
海と共に生きる漁師の町

1
m

伊根町
15
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第 3章

