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●九州は起業者の占める割合が高い？
就業者１万人に占める起業者（※ 1）数をみてみました。全国平均や東京と比べてみても、九州は起業者の占める
割合が高いようです。特に宮崎県、鹿児島県、沖縄県で高くなっています（福岡県は全国平均と近似）。東京都は、
学術研究、専門・技術サービス業の割合が高いのに対し、九州は農林漁業の割合が高くなっています。宮崎県、鹿児
島県、沖縄県では宿泊業、飲食サービス業といった観光産業の起業の割合も高いようです。
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資料：就業構造基本調査（2012 年）
※ 1 起業者とは、今の仕事（事業）が自ら起こしたもの。「会社などの役員」及び「自営業主」を含む。なお，起業した時期は
調査していない。
※ 2 その他には、運輸業、金融保険業、教育・学習支援業、分類不能産業を含む。
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多様な事業スキームによる空き家再生
－集落丸山と一般社団法人ノオトの取り組み－
櫻井

恵介

篠 山 市 は 古 く か ら 交 通 の 要 所 と し て 栄 え、

丸山の運営に携わっている一般社団法人ノオト

1609 年には徳川家康の命により篠山城が築城、

の理事である伊藤清花さんにお話を聞いたの

現在も市内中心部にはその面影が残っていま

で、報告します。

す。そのような町並みを抜けると今度は田園風

●空き家から「ただいま」と言いたくなる場所へ

景が広がります。景色に心なごませながら谷筋

＜集落丸山のきっかけ＞

を行くこと 10 分ほどで、目の前に小さな集落

集落丸山は平成 20 年当時、12 戸のうち 5 世

が現れます。ノロノロと車を走らせていると 1

帯しか住んでおらず、限界集落と言われた小さ

人の男性が。道を聞こうと窓を開けると「宿泊

な集落でした。ノオトの代表理事である金野幸

のお客様ですね、車はそこに止めて下さい」と

雄さんが県職員の頃に、丸山集落と出会いその

逆に声をかけられました。まだまだ山奥深くに

景色に感銘を受けて、景観地区の指定をしよう

入っていく覚悟をしていたので驚きつつも、周

としたのが取り組みのきっかけだそうです。し

囲を見回すと、今も誰かが住んでいるのであろ

かし、もはや景観地区の指定では手遅れで、別

う民家ばかり。再び男性の方を見ると「お疲れ

の手段での集落景観の保存を考えなければいけ

様でした。ようこそいらっしゃいました集落丸

ませんでした。これを機に集落の人たちと話を

山へ」と告げられ、別棟のフロントのところへ

始めたそうです。

案内されました。

そこから半年間で集落再生のワークショップ

集落丸山は、兵庫県の中東部、篠山市にある

を計 14 回実施、その後の半年で改修工事が完

古民家を改修したオーベルジュです。現在、空

了して、翌年には集落丸山が開業しています。

き家対策の仕事をしており、地元住民と共同で

丸山の面白いところは、ワークショップをやる

空き家を活用して事業を展開している事例とし

と集落に住んでいる人以上の人数が集まってい

て、7 月 21 日～ 22 日の日程で視察に行き、地

たようです。これは集落の人が空き家所有者と

元の NPO 法人（集落丸山と同名）とともに集落

普段から連絡をとっており、ワークショップの
開催が空き家所有者に伝達されていたことに、
要因があります。そのため最終的な方針が決
まった時にも、所有者へ改めて説明する必要が
なく、スピーディに合意形成が図られています。

集落丸山明かり棟

集落丸山の事業スキーム
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内装も古民家の良さを残しつつ設えはモダン

＜集落丸山の運営体制＞
集落丸山は地元住民による NPO 法人と中間支

明かり棟平面図（集落丸山 HP より引用）

援組織としてのノオトが連携して運営を行って

計画が立てられたからです。3 割を頑張って 5

います。まず、所有者から 10 年間、空き家を

割にすることもできますが、そうすると集落の

無償で借り受けて、宿泊施設に改修します。そ

人が疲弊してしまいます。「今後空き家を改修

のオペレーション、運営は NPO 法人が担ってお

してさらに宿泊棟を 1 棟増やすとなると集落の

り、ノオトは運営面について経費管理や、銀行

人だけでは手が足りない、そうなると移住者が

からの資金調達等の総合的な支援を行っていま

必要になってくる。これからは移住者探しだね」

す。もちろん最初から NPO 法人を集落で運営し

と言う話も出ているそうです。平成 21 年に 5

ていくことが理想ですが、実際はいきなり集落

戸 19 人だったのが、1 軒帰ってきて 23 人。残

の人たちでは難しいためノオトが支援している

りの 3 軒を改修、移住者を募って最終的には 30

ようです。そうやって少しずつノウハウを受け

人を目指しているそうです。また、丸山地区で

継いでいき、最終的に集落の NPO による単独で

は事業を開始してから耕作放棄地が無くなりま

の運営を目指すそうです。

した。これは丸山で農業をしたいという団体へ

＜事業者のマッチングについて＞

NPO 法人の代表である佐古田さんが理解を示さ

現在、集落丸山には 2 軒のレストランが有り

れ、農地使用を進めていることがあります。そ

ます。この内、「ろあん松田」の松田さんは集

れは集落にとって投資であり、意欲のある若い

落丸山開業以前に移住していましたが、「ひわ

人たちとのコネクションができ、丸山のことを

の蔵」の高柳さんは丸山を訪れた人から紹介が

好きになってもらって次世代のことを考えたい

あり、実際に自分の目で見て移住を決めたそう

という思いからだそうです。そういう人たちの

です。丸山に限らず、事業者のマッチングはほ

ネットワークで新たな利用者が現れ、活動が広

とんど紹介で決まっています。事業が動き出し

がっています。最近は耕作放棄地がなくなるだ

たら人が来る、事業者もアンテナを張っている

けでなく、新たに農地が開墾され作付面積が増

ので、実際に空間を見るとやろうかなとなるそ

えているそうです。

うです。加えて代表理事の金野さんが様々な一

●ノオトは野武士集団

流の人に「今、こういうことをやっていてこう

ノオトは集落丸山以外にも様々な事業を展開

いう人材がほしいんだよ」と営業をしているこ

しています。引き続きノオトの取り組みについ

とも大きいとのことでした。

て紹介します。

＜集落丸山における活動の展開＞

＜ノオトの概要＞

集落丸山は施設の稼働率が 3 割、基本は土日

一般社団法人ノオトは篠山市出資法人の再編

の受入となっています。これは最初の事業の組

民営化に伴い、前身の「株式会社プロビスささ

み立ての時に 3 割稼働すればペイできるような
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いたアイディアに地元から「そうそう、それが
やりたいんだよ」と言ってもらえるかがひとつ
大きなキーになるとのことでした。
＜ノオトの主な事業＞
県内や全国で行っている事業を紹介します。
①空き家活用事業
○活用提案型指定管理方式
【代表例】
「旧木村酒造場 EN」
（H25、朝来市）、
「豊
岡 1925」（H26、豊岡市）
インタビューの様子（右が理事の伊藤さん）

公民連携で行う形式で、公募に対して事業提

やま」が担っていた施設の指定管理、学校校務

案をして、指定管理業務を受託する方式です。

員等の受託業務を引き継ぐ形で平成 21 年に設

一般的な指定管理との違いは、ノオトの場合、

立されました。ただ、指定管理を継承するだけ

年間の指定管理料を受けずに、そこでビジネス

ではなく、事業の成長性を確保するために自主

を回し事業収入を確保しながら管理を実施して

事業として古民家再生事業を立ち上げ、その第

いる点です。ホテルの運営はサブリースで行い、

一号として「集落丸山」のプロジェクトが行わ

ノオトは事業者からの家賃収入を元手に、その

れました。

場所を拠点として、地域をマネジメントしてい

代表理事は前篠山市副市長の金野幸雄さん

く人材を配置しているとのことでした。

で、社員 10 名ほどで活動しています。ただ、

市にとってもイニシャルはかかるがランニン

全員で集まるのは月に 1 回のミーティングの時

グはかからないなどのメリットはあるものの、

だけで、普段はそれぞれが担当しているプロ

実際の運営はそれなりに難しく、責任を取って

ジェクトに合わせて個別で動く、個人事業主の

ビジネスを回さないと団体としても回らなくな

ような形でやっているとのことで、「野武士集

る等、相当の覚悟が必要な分、競合も出てきづ

団みたいなもの。だから機動力は高い。それぞ

らいそうです。

れが考えて動くからマネジメントもいらない。

○地域運営方式

ただ情報を共有しながら、目線だけは揃えてい

【代表例】
「集落丸山」
（H21、篠山市）
「大屋大杉」

る」という伊藤さんの言葉が印象的でした。

（H27、養父市）

ノオトは事業を行うにあたって 5 つのミッ

「集落丸山」のように、ノオトと地元の住民

ションを掲げています。そのうちの一つに「地

団体による事業協同組合などで事業運営をして

域コミュニティの夢の実現」というものがあり

いく方式です。

ます。集落丸山でも最初、地元は集落に単価 3

○サブリース方式

万のオーベルジュをつくって人が来るとは信じ

【代表例】「ささらい」（H23、篠山市）等

ていなかったそうです。一方で集落に人が帰っ

建物を所有者から 10 年間無償で借り受けて

てきて賑わいができたら良い、活気が出たら良

（固定資産税はノオトが負担）、改修をして事業

いという思いはあり、「それなら実現するため

者に貸出、家賃収入で改修費を回収する方式で

に手段はこういうことですよね」「滞在する施

す。通常のサブリースでは改修費に対して家

設がいるならこういうことですよね」と具体的

賃収入を若干高く設定することで利益を得ます

な形にしてあげる、そして言うだけではなくて

が、ノオトの場合利益は殆ど無いそうです。

一緒にやっていくというのが地域コミュニティ

○転売方式

の夢の実現に集約されているようです。ただ、

【代表例】
「篠山ギャラリー KITA’S」
（H22、篠山市）

これが難しくこの形がいいというのは地域から

古民家を買い取って、躯体の部分くらいまで

出てこないので、「こんな感じですかね」と描

修繕をして売却する方式で、これまでの実績は
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1 件だそうです。ただ、今後はこの形式は地域
に賑わいが生まれ、テナント誘致がうまく行け
ば展開していく可能性があるとのこと。試行錯
誤の必要はあるものの、コストを抑えて、趣を
残しながら修繕していくノウハウは蓄積されて
いるので、難しいことではないとのことでした。
○ファンド方式
【代表例】「篠山城下町ホテル NIPPONIA」（H27、
篠山市）
改修中だった篠山城下町ホテルの一棟

ファンドからの資金を活用して土地・建物を
取得、改修して事業者に事業をしてもらう方式

意識が高いこと、また観光地として年間 180 万

です。このプロジェクトは地域経済活性化支援

人の入込客がいることもあるようです。さらに

機構等により設立された観光活性化マザーファ

少しずつ実績ができることで、その後のイメー

ンドと但馬銀行の融資により土地と建物を取得

ジをしやすく、ここ数年は事業に対する理解を

して事業を行っています。このファンド方式は

得やすくなっているとのことでした。

これまでの活動実績があることでファンドから

●おわりに

の資金提供が受けられたそうです。視察当時は

集落丸山へ向かう道中には案内の看板が一切

改修中でしたが、平成 27 年 10 月に第 1 期とし

ありませんでした。これは宿泊する人があたか

て 4 棟 11 室がオープン予定です。

もそこに住んでいるという気分になれるように

平成 30 年には街なかで 10 棟 30 室の計画と

との思いからだそうです。

なっています。また「篠山城下町ホテル」の場

「空き家の再生はビフォーアフターではなく

合は国家戦略特区指定による歴史的建造物活用

アフタービフォー。そこにある本来の姿を大切

における旅館業法の規制緩和が適応される全国

にした上で、集落の生活の中に人を呼びこむ。」

初の事例で、通常は全ての棟で設置が義務づけ

インタビューの中でとても印象に残った言葉で

られている帳場が 1 箇所でまかなえ、費用の削

す。

減や効率的な運営が可能となるそうです。宿泊

実際に宿泊をしてみると、確かに構造体や建

は 3 ～ 6 万円で地元篠山の食材を活かした食事

具などはその建物の元々の形が残してあり、家

を提供するそうです。

具等は現代風でありながらも古民家の持つ雰囲

②コンサルタント業務

気を壊さぬように設えてありました。残念なが

コンサルタント業務は、相談を受けて空き家

ら併設されているレストランは休みだったため

や地域の特徴を調べて事業の計画をたてるとこ

そこで食事をすることはできなかったのです

ろまでは、通常のコンサルタントと変わらない

が、集落のお母さんたちが地元の食材を使って

が、ノオトの場合は実際に計画を実現していく

作った朝食はとても美味しく、そしてどこか懐

ための事業者としても入ることが出来ることが

かしい味でした。

大きな違いとなるそうです。事業者として入る

今や空き家の問題は社会的に注目されるもの

場合でも、ノオトが全てをやってしまうのでは

となり、その対策は様々なところで検討されて

なく、「地元の人もやらなきゃだめだよ、私達

います。集落丸山の「もとある姿に戻す」「そ

もやるけど」と言うスタンスで臨むようで、山

こにある生活を活かす」という手法は、空き家

形県の鶴岡市では実際に地元団体として KITE

を利活用していく上で、根本にあるべき大事な

が立ち上がっています。

考え方なのだと感じました。

ノオトの活動の背景として、地域として篠山

ぜひ、機会があれば集落丸山の生活を体験し

は伝建地区が 2 箇所あり、街並み・景観保存に

てみてください。
5
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めている。
第7回

公共施設マネジメント研究会

今後、PFI 事業等による民間資金活用の手法

中小規模自治体の PFI 導入の可能性
について
山田 龍雄

が多くなってくると、手間や時間のかからない
PFI 事業のノウハウのニーズが増々必要となっ
てくる。

一昨年から始めた公共施設マネジメント研究

● PFI 事業が従来方式より時間短縮できる場合

会では、これまで公共施設の総合管理という視

もある

点から研究会に参加した各自治体の取組みや先

一般に PFI 事業は、公募や性能発注の仕様書

進地視察などで勉強を重ねてきました。

づくり、あるいは SPC（特定目的会社）の立ち

公共施設の将来の方針として施設の統合や複

上げなど手間と時間がかかると言われている。

合化を考える場合、その事業手法の一つとして

しかし、最近では基本計画と可能性調査を一体

PFI 事業があります。今回、PFI 事業について、

的に実施し、翌年度に公募、契約といったケー

可能性調査の実情、実務的な面の問題点などを

スも増えてきており、ケースによっては従来型

勉強することを主眼に、㈱地域経済研究所の井

より早く建設着手できるものもある。

上浩一氏にお話していただきました。

人口 1 万 2 千人の自治体において、公営住宅

井上氏には、昨年度に社内勉強会で同じテー

の建替えを PFI 事業で実施したいという話が

マで話していただき、その経験に裏打ちされた

あった。この町では、職員の中で技術職が 2 名

説得力やわかりやすい説明に感銘を受け、是非、

しかいなく、10 年ぐらい新しい施設を建設して

公共施設マネジメント研究会でも、機会あれば

いない。また、設計の仕様書を長く作っていな

話をしていただきたいと思っていました。

いのでノウハウが継承されていないといった問

井上氏には PFI 事業の概要、中小規模自治体

題があった。

の PFI 事業導入の課題、PFI 事業の進化形、事

このような場合は、職員さんが手さぐりで時

例紹介と多岐に亘り、お話していただきました。

間をかけて行うより、PFI 事業の委託の中で、

その中で PFI 事業導入に際して、ポイントとな

アドバイザリーによる仕様書や契約書づくりな

る事項を中心に報告させていただきます。

どのサポートがあるため PFI の方がスピーディ

●サービス購入型が PFI 事業の約 7 割を占める

に実施できることもある。

平成 11 年度からのカウントであるが、これ

具体的な事例として、次のようなことがあっ

まで PFI を導入した事業は、約 590 事業 ( 事業

た。基本計画と PFI 事業可能性調査をセットに

中止も含む )。民間でイニシャルもランニング

プロポーザルコンペがあった。井上氏の事務所

コストも賄う独立採算型は、全体の 5％程度。

では、コンペ当選後、設計事務所と協力し、3

70％が行政のコストで賄うサービス購入型、残
事業実績の累積

り 25％が施設の利用料と行政コストで賄う中間
型であり、圧倒的にサービス購入型が多くを占

500

440

400
300
200
100
0
H11年H12年H13年H14年H15年H16年H17年H18年H19年H20年H21年H22年H23年H24年H25年

・実施方針を公表した事業数（※事業中止は除く）
・「PFI の現状について H26 年 10 月」
( 内閣府民間資金等活用事業推進室 ) により、（株）地域経
済研究所が作成

第 7 回の講師である井上氏の話を聞く参加メンバー
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・また、PFI事業のためのSPCを設立しないため、事業者サイドの割賦債権保有
によるバランスシート拡大と資金負担が解消され、比較的小さい事業規模でも
PFI案件化が可能であり、中小地元企業等のPFI事業参画のハードルが下がる。
・なお、金融機関によるステップイン（事業継続のための事業介入）が期待できな
ネットワーク
いことに留意が必要。
市営住宅整備の事業スケジュール

① 釧路市から譲渡承諾の取り付け
日 程
内 容
② 金融機関が設立したSPCが建設費
平成26年 6月上旬
基本計画と可能性調査の
の割賦債権をPFI事業者（JV）から一
プロポーザルコンペ
括買取り
7月上旬
コンサルタント決定
③ 金融機関がSPCに対してABL（資産
7月末～9月末 事業計画策定・可能性調
担保型融資）を実行
査の実施、事業者設定の
④ SPCがPFI事業者（JV）に債権譲渡代
コンペ
金を支払い 要項、説明書等の作成
入札公告及び入札説明書
⑤ 10月初旬
SPCが釧路市から建設費の割賦対
価を受け取り の公表
入札説明書等に関する質
⑥ 10月中旬
SPCが金融機関にABLを返却

SPC を設立しないスキーム図の例

【スキーム図】

問受付
10月末

質問に関する回答・公表

10月下旬～
11月上旬

資格審査書類の受付及び
審査

11月18日

入札参加資格審査の確認
結果

を PFI 事業者から買い取り、この SPC が PFI 事

12月初旬

提案書受付

業者に債権譲渡代金を支払い、SPC は釧路市か

12月中旬

提案書に関するヒアリン
グ

ら建設費を割賦払いで支払ってもらうという仕

入札書受付、入札書開札

●地場企業へ配慮するためには

平成27年 1月上旬
1月下旬

落札者決定

2月上旬

基本協定の締結

2月中旬

仮契約の締結

3月下旬

特定事業契約の締結（3
月市議会に上程予定）

実際に北海道釧路市の庁舎建設では、北海銀
行が既に設立していた SPC が建設費の割賦債権

組みで、事業化した。
全国規模のゼネコンが、どのくらいの事業規
模だと PFI 事業に参画してくれるかということ
が気になる。最近ではゼネコンも全体的に仕事
量が多いこともあって、10 億以上の事業でない
と参画意向はなく、50 億以上の事業だと即、話

か月ぐらいで事業計画を作り上げ、可能性調査

を聞きにくる。30 億以上だと来週に話を聞きに

まで実施し、翌年度に PFI 事業体の公募、契約

くるといった雰囲気である。

といった段取りで実施した。比較的単純な事業

しかし、最近では地場の大手建設会社が PFI

では、実質 9 か月程度で特定事業者との契約に

事業を研究し実施できるところもあるので、そ

至ったケースもある。

れほど事業規模を気にする必要はない。しかし、

● SPC を設立しないスキーム

自治体としても PFI 事業ノウハウのない地場の

一般に PFI 事業で SPC を立ち上げた場合、時

建設会社にも発注できないし、結果的には応募

間もかかり、コストもかかることが足かせとな

なしも避けたいというジレンマがある。

るが、最近では新たな SPC を設立しないケース

自治体としてもそれ相当に参加資格も設け、

も出てきている。

地場企業にもメリットのあるような方策を考え

サービス購入型の PFI 事業の場合、SPC が単

ないといけない。そこで、地場企業も参加でき、

に事業資金債務の窓口、器の機能しかない場合、

恩恵に預かるような参加資格条件として①協力

もともと銀行が設立していた債権流動化 SPC を

事業者を明記させ、「具体的に某企業に何億円

活用し、新たな SPC を設立しないやり方もある。

発注します、技術移転します」といったことを

この場合、SPC 設立と維持費にかかる年間 200

明記させることを評価ポイントとする、②一定

～ 300 万円が削減できる。この方法は、SPC を

の割合で地元企業に発注を義務付けるなどの方

設立しないため、事業者サイド負債分の負担が

法がある。

軽減され、比較的小さな事業規模でも PFI 事業

ただし、①の場合、特に小規模自治体の場合

の可能性のハードルを低くすることができる。

には、結果として地元企業同士の戦いとなるた

7
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め、選択しづらいといったデメリットもある、

を活かして民間の提案を活かしたものなどがあ

また、元請企業となる立場からすると、地元企

る。④の場合は、定期借地で民間に土地を貸し

業の名前を明記することで、地元企業の配分を

て、その地代で公共施設の建設にあてるといっ

考えるとあまり安価な入札額は入れられないと

た手法で、豊島区の庁舎では、民間のデベロッ

いったこともある。

パーに 50 年の定期借地権で土地の権利を売却

現在、地元企業へ配慮する方策として、表の

し、その地代で市役所を建てている。

ような想定が考えられる。

その他 PPP の範疇としてリース方式もあり、

● PFI 事業の進化形としての PPP への模索～
リース方式の

愛知県高浜市（人口 4.5 万人）では庁舎を 20

事例

年間のリース方式で事業化した例がある。

最近、内閣府が PFI 事業の進化形をつくって

高浜市では、市内の小学校、庁舎も老朽化し

おり、①債権の延べ払い型として実施してき

ており、建替えの時期にきていた。同時に両施

た PFI 事業、②公共施設を公共が建て、運営権

設を建替えることは難しく、小学校は長持ちす

のみを民間に任せるもの、③収益施設併設での

るものにし、庁舎は割り切って 20 年のリース

利用料で事業費を一部賄うもの、④公共の土地

方式として民間が建てたものに、入居する形態

地元企業への配慮方策の例
形態

内容

導入環境・効果

参加資格で地元（市町村内）企業とのJVを
義務付ける

地元企業にゼネコンとJVが可能な有力企業が一
定以上存在していることが必要

②専門工事業者は地元
限定

専門工事業者(設備事業者等)も提案者の構
成員とした上で、参加資格を地元登録者に
限定する

地元に各分野の専門工事業者が十分に存在して
いることが必要（都道府県等でも有効）

③評価で優遇

地元季語湯の活用についての提案を行い、
地元企業名を明記させる場合と、明記させ
ず、業種、社員数等のみを記載させる場合
がある

地元企業にゼネコンとJVが可能な有力企業がな
い場合も採用可能。地元有力企業の数が限られ
ている場合に、地元企業名を提案書に明記させ
るとゼネコンと地元企業との力関係が逆転し、
建設費の十分な低減化が得られない可能性あり

④発注義務づけ

自治体が発注する事業費内の一定割合以上
を地元企業に発注することを義務づける発
注先の企業名を明記する場合と、企業名を
記載させない場合がある

基本的には上記③と同様であるが、地元企業へ
の最低発注額が確保できる

①参加資格

JV想定

PFI 事業の進化形としての PPP

資料：内閣府民間資金等活用事業
推進室
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となっている。

現在は 2 万人のまちとなっています。

一方、中国地方では、校舎をリース方式でやっ

H25 年の住宅・土地統計調査をみると、遠賀

たケースがある。将来、人口が減り、児童数も

町の賃貸や別荘用ではない空き家は 600 戸と

減るなかで 50 ～ 70 年間も長持ちする校舎はい

なっています。H20 年の調査では 230 戸だった

らないので、鉄骨造の校舎にしたとのこと、こ

ものが大幅に増加しています。この間人口の増

れも市の英断、割り切りがあったからできた事

減や移動に大きな変動はありませんし、理由が

業であった。

よくわかりません。まずは実態を把握しようと

静岡県の例では、市有地に民間事業者が事業

調査を始めました。

用の定期借地権でショッピングセンターを建

●住宅・建物統計より実際には少ない空き家

て、そのフロアーの一部を図書館としているも

住宅の所有者の名前が記載された「住宅地図」

のがある。これは行政としてはイニシャルコス

というものがありますが、これはゼンリンが毎

トがいらないので、短期的には安上がりな手法

年現地を確認しながら更新しています。その際

であるが、将来、ショッピングセンターの経営

に、目視で空き家とみられる住宅の把握も行っ

が行き詰まり、撤退した場合には、維持管理を

ています。

どうするかといった問題があるので、将来的に

また遠賀町内ほぼ全域に上水道が普及してい

は割高になる可能性もある。

るため、閉栓された住宅の情報や納税者台帳の

昨年度から、公営住宅においては PFI 可能性

管理者データなどから空き家の把握を行いまし

調査に補助がつくようになるなど、国土交通省

た。各データの重複分などを除くと全部で 400

としては国も財源が限られていることから民間

戸ぐらいになりました。

資金活用を促進しています。

どのデータも一長一短なところがあり、すで

これから、PPP、PFI 事業とも公共施設の総

に更地のもの、住宅兼店舗で店舗部分だけが空

合管理計画の立案に始まって、具体的に施設を

き家のところ、賃貸物件などを精査する必要が

どう統合化、複合化するといった中で、行政と

あります。実際に現地を見て回りながら、近

民間双方で知恵を出し合い、新たな事業手法を

隣の方々に住宅の使用状況などを伺っていく

模索していく時代が到来しているように感じま

と、空き家に見えても住んでいる住宅も数多く、

す。

170 戸ぐらいまで減りました。その管理者の方々

（やまだ

たつお）

に利用実態のアンケート調査を実施したところ
（詳細は次号で報告）、さらに 3 割の住宅は居住

空き家は地域の資産？それとも負債？
―遠賀町空き家実態調査中間報告―
本田

しているようです。現在、各行政区長の協力を
得て、空き家の現地確認を再度実施しています

正明

が、それらの結果を踏まえると最終的に遠賀町
の空き家は 100 戸程度になるのではないかと推

現在、遠賀町で空き家等対策計画の策定のお

測しています。

手伝いをしています。現在も実態調査の途中な

住宅・土地統計調査は、15 分の 1 の抽出推計

のですが、今後どの自治体でも大きなテーマに

であり、店舗や集合住宅も含めた目視調査です。

なりそうなので、遠賀町の協力も得て中間報告

遠賀町には集合住宅や店舗の空き家はおよそ

を行いたいと思います。

200 戸ぐらいありそうですが、それを除いたと

●住宅・土地統計では 600 戸存在する空き家

しても統計調査上は 400 戸ぐらい。実際の数と

遠賀町はもともと人口 1 万人程度の農村地帯

比べて 4 倍とかなり乖離しています。調査区は

でしたが、昭和 40 年代の新町を皮切りに昭和

50 戸単位で無作為抽出しているようです。後述

50 年代以降、北九州都市圏のベットタウンとし

しますが、行政区によっても空き家数はかなり

て住宅開発が進み、急速に人口が増加しました。

異なります。今回の調査区では、よほど空き家

9
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■行政区別空き家プロット図

島津

尾崎

道官

若松

鬼津

田園北

中央
田園南

松の本

旧停

新町

別府

今古賀

広渡
遠賀川

千代丸

木守
老良

東和苑

上別府

浅木

の密度が高かったのでしょうか。小規模な自治

凡

若葉台

例
Ａ評価
Ｂ評価

体での抽出推計値の限界を感じました。

虫生津

Ｃ評価
Ｄ評価

●街なかに多い空き家、意外と少ない特定空き家
芙蓉

空き家立地状況をみてみると、駅前の住宅団

緑ヶ丘

Ｅ評価
行政区域

※D,E判定が倒壊の危険のある空き家
※
のエリアは空き家率５％以上
（空き家数／世帯数）

地に集中していました。昭和 40 年代に開発が
行われた新町でもっとも多くなっていました。
農村部だけでなく、比較的新しいベットタウン

ただ、一方で特定空き家が少ないということ

にも空き家がみられます。世帯数に対する空き

は、逆に使えそうな空き家が多いということで、

家の割合をみると新町、老良と若葉台で 5％を

今回の調査では、建物の内部まで入ることはで

超えています。アクセスの不便な郊外団地や高

きませんでしたが、今後、空き家の利活用を進

齢化の進む農村集落の両方で空き地が目立ち始

めていくためには、雨漏りやシロアリなどの状

めています。

況も把握していく必要があると感じました。
●空き家予備軍も確実に増えている

アクセスのよい駅前でも道路との間口が狭く

行政区長と現地を巡る中で、気になったのは

駐車スペースが確保できなかったり、閑静な住
宅街でも前住者のいわくつき物件であったり、

居住者が病院や施設に入院している空き家予備

所有者が行方不明になっていたりと、空き家に

軍の存在です。すべてを確認したわけではあり

なる理由はさまざまです。立地や値段などの需

ませんがかなりの数に及びます。また、区長で

要だけではなく、さまざまな要素が絡み合い、

も近所付き合いがなく、所有者などの情報がわ

不動産の流通が進まない実態があることもわか

からない物件も多く、空き家を完全に特定する

りました。

ことの難しさも感じました。

空き家等対策特別措置法で位置付けられた危

調査期間中にも空き家が売買され新しい人が

険家屋である「特定空き家」を国土交通省の判

入居したり、台風の被害によって劣化が進んで

断基準を参考に調査してみると、倒壊の危険性

いたりと、状況は刻々と変化しています。空き

のある物件は 5 戸程度でした。特定空き家だけ

家だけでなく、空き家予備軍なども１年に１回

を把握するのであれば、大掛かりな調査せずと

ぐらいは各行政区長と空き家に関する情報交換

も、区長さんの協力などで十分把握することが

を行い、データを更新していくことが望ましい

可能だと思います。

と思いました。
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地が狭く建物が隣接する都市部では、樹木や庭

●確実に空き家は余るという認識の必要性
人口と世帯数が減少していく中で、空き家は

の管理状況が悪いだけで、早くなんとかしてほ

増え続ける傾向にあります。今後は状態のよい

しいと調査する私達に訴えてくる人もいまし

空き家でも利用されないケースが増えそうで

た。空き家の問題は、近隣の居住者の認識によっ

す。特定空き家のような危険家屋の問題は優先

てかなり異なっています。現在は、近隣住民の

的な対応が必要ですが、数量の多い問題として

要請があった場合に対処しているのが実態のよ

は、状態のよい空き家を危険家屋である「特定

うです。今後、空き家が増え続ければ、自治体

空き家」にしないための予防的な管理が求めら

が対応することも難しくなり、地域全体の資産

れると思います。

価値が下がっていくはずです。個人の財産とし

農村部の空き家は敷地が広く、周辺部に影響

てだけでなく、地域として対応を考えないとい

を与えることが少ないため、地元で空き家と認

けない時期に来ているように感じました。次回

知されていても実害がないので、特に対策が必

は、その具体的な取り組み方策についても報告

要だという声はあまり聞かれません。一方で敷

できればと思います。

（ほんだ

まさあき）

続を切り口に空き家予防と税金といった観点で

第 108 回地域ゼミ

話をしていただきました。

空き家予防セミナー
空き家にしないための家の相続
備えあれば憂いなし
山田

具体的には、空き家問題をわかりやすくする
ために、１つめは本人が長生きする場合、本人
が亡くなって家の引き継ぎ・相続が発生した場

龍雄

合の考察、2 つめは空き家を不動産として捉え
た場合に保有（自己使用、貸付）と移転（取得、

今年の地域ゼミは、4 月から空き家シリーズ

売却時）といったことが発生する場合の税金の

ということで連続 3 回、空き家の問題や活用に

ことを中心に話していただきました。

ついて開催してきました。空き家発生の要因に

●自分の財産は、自分のために使いきる

は少子高齢化、世帯数の減少等の社会的背景が

我が国の平均寿命は長くなっており、65 歳定

あり、家族の問題としては相続があります。事

年で 90 歳まで年金暮らしとなった場合、25 年

前に相続について整理し、次の世代に家を引き

間の生活費が必要となる。また、健康寿命 80

継いでもらいやすくすることが空き家予防の最

歳とした場合、10 年間の介護費用が発生する

大のキーと思います。誰しも、いつかは天国か

ことを考えないといけない。具体的には生前に

らお迎えが来ることは分かっているのですが、

必要な生活資金と介護費用は下表のとおりであ

いつ来るかは予測できないことから相続といっ

り、年金以外の生涯生活費に 2,100 万円、介護

た面倒なことは、先延ばしすることが人の世の

を独自に賄おうとすれば、年間約 1,100 万円が

常というものです。

必要となる。

今回の地域ゼミは、仕事柄、資産の相続問題

配偶者や子供考行のため、また介護費用をか

に係ってこられた会計士の蓑原俊樹さんに、相
生活資金の試算

■収入
・国民年金・厚生年金
15 万円
・その他の収入
7 万円
計
22 万円
■支出：余裕なしとみる。
■生涯必要金額（退職年齢 65 歳、寿命 90 歳）
･7 万円/月×12 ヶ月×（90-65）＝2,100 万円

介護保険料の試算

■介護費用の時給
○月給 20 万円の職員の時給
・20 万円／（40 時間／週×４週）＝1,250 円／時間
○他人を雇用して介護を賄う場合の人件費
・1,250 円×24h×365 日＝1,095 万円／年
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けないためにも健康寿命を長くすることが大切

なってしまったら、面倒みてくれなくなったな

であることは当たり前である。

ど、非常に悪いケースもあるので、自分の生活
資金を確保しておくといった準備が必要であ

健康で長生きすることを想定するのであれ
ば、自分の家 ( 不動産 ) は自分のために使いき

る。

ることが肝要である。親の財産は自動的に子供

●相続発生時、財産処分には法定相続人の全員

に移譲させるのではなく、子供の方も買い取る

同意が必要

といった考え方を持って事にあたるのが良いの

本人が亡くなって相続が発生した場合、その
相続財産は法定相続人の共有財産となる。この

ではないか。
相続税を軽減させるため、本人が生前に相続

財産を売却する、あるいは担保にして借り入れ

対策として実施するべきこととしては、①不動

をしようとした場合、共有者全員の同意が必要

産の評価額を下げる（借金をして賃貸を建てる、

となる。また、固定資産税の納税も連帯債務と

自用物件を賃貸するなど）②非課税の制度を活

なり、共有者全員に請求がいくこととなる。

用して譲渡する（110 万円の通年の贈与、1,500 万

一方、相続人の全員合意が得られない場合に

円の教育用贈与など）などがあるが、これも

は、小規模宅地の評価減（被相続人の居住の用

次のようなことで後々問題が発生することもあ

に供されていた宅地等のうち、一定の限度面積

る。

部分に対しての減額措置、宅地の場合は 330 ㎡
が限度面積）や配偶者控除などの適用が受けら

子供に贈与していたら、子供が先に死亡し、
全て子供の配偶者のものになってしまう。子供

れなくなるといった問題が発生し、相続問題が

が出来ないうちに相続が発生したら、他人のも

片付かないと、なかなか親の家が処分できず、

のになる。子供に贈与して残りの財産が無く

空き家になって補修も出来ず、危険家屋となっ

算式１：円満ケース

■納税基礎額
〔家 3,000 万円＋土地 2,360 万円（5,000 万円×(330 ㎡／500 ㎡)×0.8（小規模宅地の評価減係数）
＋預金 2,000 万円〕－基礎控除額(3,000 万円＋600 万円×3 人)＝2,560 万円
■法定相続分
○配偶者＝2,560 万円／2＝1,280 万円

○子供＝2,560 万円／2 人／2=640 万円

■法定相続額
○配偶者＝1,280 万円×0.15－50 万円＝142 万円
○子供＝640 万円×0.1＝64 万円×2 人＝128 万円
■税額控除

配偶者控除＝270 万円／2,560 万円×1,280 万円＝135 万円

■納税額

法定相続額 270 万円－控除額 135 万円＝135 万円

算式２：争族ケース

■納税基礎額
（家 3,000 万円＋土地 5,000 万円＋預金 2,000 万円〕－基礎控除額(3,000 万円＋600 万円×3 人)
＝5,200 万円
■法定相続分
○配偶者＝5,200 万円／2＝2,600 万円

○子供＝5,200 万円／2 人／2=1,300 万円

■法定相続額
○配偶者＝2,600 万円×0.15－50 万円＝340 万円
○子供＝1,300 万円×0.15－50 万円＝145 万円×2 人＝290 万円
■税額控除

配偶者控除＝0

■納税額

法定相続額 630 万円－控除額 0＝630 万円
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ネットワーク

てしまう恐れが高くなる。

〔Ａ案〕

●遺言書があっても裁判上で争うこともある

・家と土地の 2 分の１ずつを配偶者と子供 ( 長

相続では税務上の問題もあるが、財産の分割

男 ) が相続し（資産分割 2,600 万円）、預金

に異議を唱える親族がいる場合、いよいよ手続

2,000 万円を残りの子供（次男）に分割した

きが面倒になる。遺言書があっても、娘さん

上で、長男は親と同居し、介護する負担を負う。

が「○○マンションが欲しいだけど・・・・・」

〔Ｂ案〕

と 母 親 に 相 談 し た ら、 母 親 が「 い い じ ゃ な

・預金 2,000 万円は配偶者が相続し、家と土地

い・・・・」と言われたことを本気にして、全

は 子 供 2 人 が 2 分 の １ ず つ 相 続（ 資 産 分 割

員の合意のないままに自分のものと思い込んで

2,600 万円）し、家と土地は介護費用のため、

いる相続人が多くいる。

売却する。

遺言書を残しておいても、トラブルの発生を
防止することは難しい。法定相続割合に異議の

てくることになるのだろうと思う。

ある親族が遺留分滅殺請求を起こすと裁判上の

●不動産価値を高めるためには地域の魅力づく
りが大切

争いとなり、問題が大きくなってくる。

最後に簑原氏は、空き家や空き地を不動産と

財産分割では、親の財産形成に貢献したもの
を評価した寄与分は微増、または親の介護コス

いう視点から捉えられ、話していただいた。

トの評価も無いに等しい。

不動産とは利用価値であり、交換価値、使用価

●相続税の円満ケースと争族ケースでの違い

値と定義づけられている。この観点でみれば、

は？

管理しないまま空き家で残しておくことは地域

簑原氏は、相続人が「配偶者と子供 2 人」

の雰囲気を壊し、地域全体の不動産価値までも

家が 3,000 万円

下げてしまうこととなる。個人々々が地域のこ

土地が 500 ㎡で 5,000 万円、

預金 2,000 万円といったかなり裕福な家庭を

とを考えたら、家を定期的に維持していくか、

ケースに、その相続税が円満ケース（法定相続

危険家屋になる前にちゃんと処分していくこと

人の合意が得られた場合）と争族ケース（法定

が地域に寄与することなる。

相続人の合意が得られてない場合）で、どう違っ

また、不動産の価値は、多くの人がそこに住

てくるのかを具体的に数字で示してくれた。円

みたいと思える地域の魅力 ( 便利さ、人の賑わ

満タイプの納税額の 135 万円に対して、合意が

いなど ) であることを考えると、人が集まるよ

得られない場合の争族ケースの納税額は 630 万

うなまちづくりを地域の人々が中心となって知

円となり、500 万円余計な納税となってしまう。

恵を出し合い、活動していくことが大切である。

この円満ケースと争族ケースとの違いを説明

今回のゼミでは、家の相続を考える場合は、

された後、簑原氏は子供が親 ( 配偶者 ) の介護

親の介護を含めて考えなくてはならないこと、

をすることを前提に、右記のような財産分割案

事前の相続人同士の合意形成をしておくこと、

を提示されました。「貴方ならどうしますか？」

地域全体で不動産価値を下げないようにするこ

と問いかけられた。

との大切さを学ばせてもらった。

私は、これは親への愛情や兄弟 ･ 姉妹の仲の

相続問題を自分のこととして考えると、私は

良さといった家族に関係する問題もあり、なか

相続税対象となる資産は保有していないもの

なか一概には決められないと思った。自宅で親

の、介護については子供をあてにしていないの

の介護を全うするなら、躊躇することなくＡ案

で、一定の年齢に達する前（要介護度 1 又は 2

であり、介護は施設にお願いするとした場合に

ぐらいか）には、今のマンションを処分し、介

は、Ｂ案が妥当ではないかと思うが、このよう

護費用に当てるのが賢明ではないかと思う次第

な相続問題と介護の問題が発生した場合は、か

である。

（やまだ

たつお）

なり家族との話し合いでいろいろなケースが出
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ちづくり協議会主催で 9 月 3 日に開催されま

皆様から寄せられた「よかネット」へ

した。42 棟の既存家屋が改修され、気持ち

のご意見、近況などの紹介（敬称略）

の良い街並みになりました。が、ハードの改
善にあわせたソフトの充実はこれからです。

■主宰する楽土の森アートプロジェクトの 2015

（小郡市

年の主たる事業は舞踏家「田中泯」特集。映

剛弘）

■松くい虫の被害で松枯れした糸島の海岸松林

画・ドラマなどで大活躍の田中泯の本分はダ

を再生させるボランティア活動の手伝いをし

ンサー。ここでは 2000 年より毎年踊ってく

ています。

れています。貴重なポスター展と共に独舞公

（糸島市

久保

秀明）

■７月下旬より開始した「糸島ちびたび」は、

演 10 月 24 日～ 11 月 8 日。

連日満席で好評です！県の助成金のおかげで

詳細は HP：rakudosha.com
（袋井市

大渡

マツダ

ちびたびの存在と糸島の宣伝に役立ちまし

イチロウ）

た。

■ NPO で障害者の就労支援、米づくり、ナス、

（糸島市

吉川

直子）

アスパラ、トウガラシ等の栽培をしています。
又、校区の区長会長として、高齢でも住みや

株式会社西粟倉村・森の学校

すい地域づくりで頑張っています。校区の小・

原

中一貫校づくりで、一貫校反対で運動してき

啓介

ましたが、行政に負けています。
（玉名市

髙群

山間地や離島など、条件不利地域において雇

正春）

用を生み出している事例は、徳島県の上勝町や

■斜面市街地の再生をコミュニティ EV と横道

神山町、島根県の海士町など様々あるが、岡山

整備による「菜園付マンション化」で図ろう

県の西粟倉村もその一つだ。今お手伝いしてい

と活動しています。自治会長を引き受けてか

る山間部の産業振興業務の関連で、西粟倉村の

らは、まちづくり協議会も発足させ、島原の

キーマン、牧大介氏の講演を聞きに行った。

民家保全活用と併せ、大忙しの毎日です。
（長崎市

鮫島

西粟倉村は、人口約 1,500 人の、山間にある

和夫）

小さな村。面積の約 95％を杉やひのきなどの山

■「道の駅」豊前おこしかけも開駅 15 周年を

林が占め、谷の川沿いに集落が張り付いている。

過ぎました。これまでは順調に利益を積み上

九州の山間部とそう変わらない景色だ。姫路か

げてきましたが、一年後には東九州自動車道

ら車で 1 時間。岡山県の最北東部に位置し、鳥

が全面開通となる予定。通過点になってしま

取自動車道の西粟倉インターチェンジが今年整

わないためにはどうすればよいのか ･･･ 悩ん
でいる毎日です。

（豊前市

白石

備されたとはいえ、アクセスは必ずしも良くな

道雄）

い地域である。

■日本の美しい自然風景の撮影をする毎日です

この西粟倉村では、「百年の森林構想」を掲

が、最近自然災害が多く、都市部だけでなく

げ、林業を核とした雇用の創出に取り組んでい

山野の被害が大きく、心痛める毎日です。
（川西市

髙橋

る。2008 年以降約 100 名が移住し、70 人の新

久栄）

たな雇用が生まれており、村で新たに起業した

■地方創生、大きなテーマですね。大分県は自

ベンチャー企業の売上が 7 億円を超えた。この

治体数が、かつての 58 から 18 へと急減しま

雇用創出、ベンチャー育成の動きの中心人物が、

した。この功罰を問うて、厳しく反省するこ

牧大介氏だ。

とがまずスタートと思います。
（国東市

福田

●株式会社西粟倉・森の学校について

昂明）

牧さんは、大学卒業後、民間シンクタンクに

■とりかかって丁度 10 年目の今年、ようやく

務めておられたが、2005 年に独立し、2008 年

オープニングフェスタが、雲仙古湯地区のま

から西粟倉村の雇用対策事業に関わっている。
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けん・ぶん・しょく

「森の学校は、成長していく土壌。その上に、

2009 年には株式会社西粟倉・森の学校を設立さ

多様な事業、家業が育つ。ローカルベンチャー

れた。

の集積により、土が豊かになり、森が育つ。一

現在、株式会社西粟倉・森の学校は創業 5 年目、
西粟倉村の森から生まれる家具や木工品、農産

番最初に必要なのは、苗を植えること。つまり、

物の販売、イベント・ツアーなどを展開してい

人を探してこないといけない。これが一番大事」

る。資本金は 3 億円で、村役場が 100 万円出資

「計画しない、合意形成しない、前例に従わ

している。単年度の営業利益ベースではこれま

ない。リスクをとってやってみて、変更する。

で赤字だったが、金融機関からの借り入れやク

新しいことに取り組み、結果で示す。反対意見

ラウドファンディングを活用しながら資金を調

が上がらないところまで調整すると、時間がか

達し、積極的に設備投資を行い、今年から黒字

かる。徹底してやりぬく人、ベンチャーをやり

化の見込みだそう。

たいという人がありきで、計画や予算をつける。
課題解決に情熱を注ぐことが出来る人を、何と

主力商品は、「ユカハリ・タイル」。これは、

か探し、人を起点に計画や体制を見直す」

50cm 四方の無垢の木でできたタイルで、釘や
接着剤を使わず、床に置いていくだけでオフィ

牧さんが、明確なビジョンや熱い思いを持っ

スや家をフローリングに模様替えできるという

た人を連れてきて、お金の工面を考え、村は森

もの。簡単で手間がかからず、温もりのある本

林の保全など基盤整備の部分や、少額の出資を

物の無垢の床の香りや肌触りを楽しめる。牧さ

することで地元にお墨付きを付けたり、個人や

ん曰く、「家を建てない人がターゲット。ベン

企業が自由に活動する場を確保する役割を果た

チャーは、今まで材木屋さんが取り組まなかっ

している。実績を挙げられたからこその重みの

たマーケットに進出する。材木屋と戦うのでは

あるお話だった。
そもそも、牧さんの取り組みを知ったのは、

なく、大工さんと戦っている。」とのこと。

私が佐賀市富士町の地域活性化プロジェクトで

牧さんの主な役割は、経営の企画部分に加え、
資金調達と採用だそうだ。特に、採用について

ある「情報化ビレッジ形成プロジェクト事業」

は、他の自治体の林務課職員を熱心に勧誘して

に関わったことがきっかけだった。同事業は、

移住させたり、自主開催の林業塾への参加者を

厚生労働省のふるさと雇用創出特別支援事業

引き抜いたり、相当な熱意で、適材適所の人財

の一貫として、2009 年から 2012 年まで 3 年間

を配置している。その結果、村内にベンチャー

で 4 名の方が緊急雇用され、町の特産品開発や

企業が 10 数社立ち上がり、雇用 70 人の増加に

情報通信端末の利活用促進事業に取り組んでい

つながっている。その中心人物である牧さんの

た。

話を聞きたいと、全国から人が西粟倉村に学び

その中でプロジェクトリーダーを務めた方が

に来ている。視察研修費は 1 人 1 万円だが、私

雇用期間中の 2011 年にスピンアウトする形で

達が行った日は 40 人の参加があった。

起業された。結果的に昨年、事務所は富士町か

「西粟倉村のベンチャーは、材木や農産物な

ら福岡市内に移転し、事業は事実上ストップし

ど、地域にあるものに根ざしているので、原価

ている状態だが、私も無報酬の社外取締役とし

率が低い。また、既存流通に依存しない直販が

て、相談に乗ったり、サポートをさせていただ

ほとんどで、サイズが小さくても中間マージン

いていた。

が低い。周りの会社を紹介し合い、群れとして

撤退の理由は、地元の支所から委託事業に依

育っている。売上数十億の 1 社を創るのではな

存し、他の自治体からの委託事業や販売・コン

く、小さくても多様な担い手をつくる。思いの

サルティング等の自主事業が育たないうちに、

ある個人が新たな挑戦を続けることで、彼らの

支所と上手く連携がとれなくなったことにあ

ファンができ、結果的に地域のファンが増え、

る。
外から過疎地域、山間部にやってきて、そこ

ブランドができる」
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見・聞・食 / 近況

2 箇所高台があるのですが、一番近いところで
13 分、もう１つのところで 17 分かかるそうで
す。ただし、一番近い方は、川を挟んで向かい
側にあり、橋を渡らなければなりません。加え
て、その橋自体が耐震基準を満たしていないと
いうことで、お話をうかがうと「避難場所とし
ては考えにくい」とのこと。ただ、一方で、
「目
の前に高いところがあると、どうしてもそっち
に避難するのではないか」という話もありまし

森の学校のオフィスは、廃校を活用。ひぐらしの声
が聴こえる中での講演でした

た。我が身に置き換えて考えると、やはり躊躇

で起業し事業を回すことがどれだけ難しく、孤

するだろうなと思います。一刻も早く高台に避

独なものであるか、すぐ側で見てきたので、牧

難したいという思いが勝れば、近いところを選

さんや西粟倉村の凄さが少し分かるし、同時に

ぶかも知れません。
そのような中、避難場所に非常に苦慮してい

悔しい思いもした。
富士町でのプロジェクトは、当初の思いとは

るという地区の状況も踏まえて、津波避難タ

違った結果になったが、今も、自然や農水産物

ワーが今年度中の完成を目指して建設されるそ

など、地域にあるものを活用し、地元の方々と

うです。現段階で想定される最悪の事態を踏ま

産業を興していきたいと思っている。五輪のエ

えたものとのことで、地区の皆さんも非常に期

ンブレムの件に象徴されるように、インター

待されていました。

ネット社会になり、仕事についての透明性が

先日、地区住民の皆さんの意見交換会に出さ

益々求められている。また、地方創生の流れの

せてもらったのですが、津波避難タワーについ

中で我々の業界に一時的に仕事が大量発生した

ても話題になり、「どういうものが建設される

ことで、私たちの仕事に対する社会からの関心

のか」
「いつごろ完成するのか」ということから、

や、批判の目も少し増したように思う。牧さん

「避難タワーまでの避難方法はどうしたらよい

のお話は、自分の仕事を見つめなおし、もう一

か」「津波避難タワーに避難した後はどうした

度挑戦しよう、襟を正そうと思う機会になった。

らよいか」ということまで、実に幅広く意見が

非常に感じるところの多い視察であった。

出されていました。どれも非常に重要な視点で、

（はら

地区内の情報共有のあり方、災害時の避難行動、

けいすけ）

その後の避難生活について考えさせられるもの

近

でした。このような意見交換の積み重ねが、地

況

区の防災・減災力を向上させていくのではない
かと思います。
色々な意見を聞くなかで、参加者の方が「津

津波避難を考える
福岡県自主防災組織設立促進モデル事業をお

波避難タワーは川の近くに建つことになってい

手伝いしている関係で、今年は県内 6 箇所にお

る。津波が来る中で川に向かって避難すること

じゃましていますが、それとは別に、ある地区

になるが、避難タワーは本当に大丈夫なのか」

の防災計画づくりに参加する機会を得ました。

と質問をされました。その時に、今一度思った

その地区は、大規模な地震が起こると 15 分

のが、「本当に、川に向かって避難できるだろ

で津波が来ると言われているところで、住民の

うか」ということです。その方は、行政の担当

皆さんは毎年の避難訓練で、高台まで何分かか

者から津波避難タワーがどういう想定のもとで

るかを測り、少しでも早く避難できるように取

建設されているかの話を聞いて、「それであれ

り組んでいらっしゃいました。地区の周辺には

ば、津波避難タワーに避難する」とおっしゃっ
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きんきょう

ていましたが、タワー建設の先にある、実際に

酎で、今では東京で人気が出ているそうです。

避難することを想定した際に生じる不安を少し

帰宅早々、ロックで飲んでみました。これが

でも解消していくことも重要であることに気づ

結構、米焼酎特有の香りをわずかに残しながら、

かされました。

甘めの焼酎であった。別の表現で言えば、果実

私は、色々な専門家の方の話を聞く中で、
「防

味を感じる味でした。

災・減災対策には唯一の正解などはなく、強い

これは私の勝手な解釈ですが、東京は全国各

てあるとすれば、より良い方法で、また、その

地から人が集まっているところなので、甘いお

時々に最善を尽くすこと」だと思っています。

酒から辛いお酒まで、幅広い趣向の人々の集合

先ほどの不安を少しでも解消していくことは、

体であろうかと思います。しかしながら、その

もしもの時に最善を尽くすためにも、重要なこ

中でも東京では、甘いお酒を好む人の割合が高

とだと思います。その意味で、丁寧に説明して

いのかも知れません。しかも東京、関東圏では

いくことが大切だと思うと同時に、避難しきれ

絶対的に人口が多く、お酒を飲む女性も多いこ

ない方への対策、津波避難タワー以外で避難で

とから、甘めのお酒が好評なのかも知れない。

きる可能性はないかということも、追求してい

土地柄とお酒との趣向に詳しい方がいたら、

く必要があるなと感じました。

是非、聞きたいテーマです。
（山﨑

裕行）

（山田

なぜ東京では、甘めのお酒が好まれるのか？

龍雄）

志賀島体験農園

さる 9 月 2 日、弊社会議室にて酒文化＆温泉

フリー栽培区画での野菜づくりは楽しい

文化研究家である平尾茂氏をお招きし、「佐賀

福岡市志賀島勝馬地区の体験農園を借りて 3

の夏酒を飲む会」を行いました。

期目の秋を迎えようとしています。

平尾氏セレクトの 8 本の佐賀の酒を飲み、幸

3 期目は、この体験農園での初めての試みで、

せな気分にさせていただき、誠に感謝、感動の

正規の畑（約 6 坪で農園主指定の野菜を植える：

2 時間でした。このあとも幸せな気分が、すぐ

45,000 千円／年）にプラス 5,000 円を支払えば、

には途切ぬよう、近くの居酒屋にて、同じ気分

フリーに好きな野菜を植えられる農地 ( 約 6 坪 )

の連中 4 ～ 5 人で清酒を飲み、大いに盛り上がっ

を借りられるという企画があり、即申し込みま

てしまいました。翌日は軽い二日酔い症状、久

した。約 12 坪の畑で 4 月～ 5 月に植え付けた

しぶりに過分な「幸せ」のあとには「しわ寄せ」

野菜だけで 20 数種類。大いに楽しませてもら

が来ることを味わった次第です。

いました。

この夏酒の会で、平尾氏セレクトの最後に飲
んだ酒が「宗政
造

夏吟

今年の収穫状況を報告すると、長雨と急激な

純米吟醸 -15( 宗政酒

暑さの影響だったのか、ナス、トマトが不作で

有田町 )」でした。平尾氏曰く「今、これ

した。不思議なことに 2 年間不作続きであった

は東京で評判の酒ですよ。特に女性に人気です」

ニンジンが豊作で、何が原因でニンジンがよく

とのこと。私の趣向からすると、かなり甘めで

採れるようになったのかは、全くわかりません。

あり、カクテル的な味わいのお酒でした。

そのおかげで、今年は相当ニンジンの葉を天ぷ

この時にふと「焼酎も同じなのだなあ」とい

らにし、ビールのつまみとして美味しくいただ

うことを思いました。2 ヶ月前、熊本県球磨郡

きました。

あさぎり町に行く機会があり、樽漬け・リキュー

空心菜は、フリーの畑に 1 坪程度と正規の畑

ル・花酵母仕込みなど、多品種の米焼酎を造っ

でナスやピーマンの回りに植え付けたところ、

ている高田酒造場に立ち寄って、以前から気に

大いに実ってくれ、8 月中旬頃からは、夫婦 2

なっていた焼酎「山ほたる」を購入しました。
「山

人では消費できず、知り合いに贈るための収穫

ほたる」は、高田酒造場の社長が東京のデパー

となりました。

トから特別注文（山田錦を使用）で製造した焼

フリーの区画が増えたことで手間と時間もか
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近況 / 新人紹介
志賀島の体験農園
の畑
ナス・ピーマン・サ
ツマイモ以外の農
地は堆肥を入れ、秋
の植え付けの準備
中です

かりましたが、自分の家で多く食べたい野菜と、

てね…」なんて話をよく聞きました。気にも留

正規の区画と合わせて多くの種類の野菜が収穫

めなければ普通のおじさんや何の変哲もない空

できることもあって、重宝しました。

き地でも、そこにはストーリーがあり、その積
み重ねでまちができている、それを肌で実感し

9 月からは冬野菜の植え付け時期に入ります。

た 5 年間でした。

正規の畑ではブロッコリー、カリフラワー、白
菜、キャベツ、ミズナ、春菊、大根、カブ、レ

計画づくりのためには、マクロな視点とミク

タスなどを植え付けますが、フリーの畑に何を

ロな視点の両面を知り、地域の文脈を捉えない

植え付けるかは、カミさんと思案中です。カミ

といけない。なかなか実践するのは難しいこと

さんは「何回も収穫ができる芽キャベツなどが

ですが、データだけではなく「人」
「もの」
「場所」、

いいね」と言っていますが、空心菜と同じよう

色々な出会いから地域の文脈を捉え、それを活

に消費が収穫に追いつかない状況に陥らないよ

かした計画づくりをしていきたいと考えていま

う、野菜は慎重に選びたいと思っております。

す。

今年も、野菜の種類ごとに収穫量をカウント

まずは日々を勉強として、しっかりと足元を

していますので、来春には改めて結果報告をし

固めたいと思いますので、皆様、ご指導ご鞭撻

たいと思います。

のほど、よろしくお願い致します。

（山田

龍雄）

（櫻井

新人紹介

恵介）

はじめまして、櫻井恵介です。6 月までは九
州大学の博士課程に在籍し、7 月よりよかネッ

よかネット

トで勤務しています。
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小学生の頃は地理が好きで、よく地図帳を眺
めては、「このまちはどんなところかな？」と
か「この地域はこれが特産品なんだ！」なんて
ことを考えていました。今振り返ればここに原
点があるような気がします。
大学時代は、北九州をフィールドとして、地
元の町内会や協議会の方々と一緒に、地域の住
環境改善や住宅地管理などの自主管理活動のお
手伝いをしてきました。地元の会合や行事に参
加したり、点検活動でまちあるきをしたり、時
には酒を酌み交わしたり。その中では、「あの
人は昔、〇〇でね…」「ここには昔、〇〇があっ
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