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『ふくしま地域活性化セミナー』 

日時：平成 21年 10月 6日 

会場：ふくしま自治研修センター 講堂 

 

事例発表 4     地域資源を活かした村づくり   

～「カエル」と「キノコ」の里からむらづくり～ 

 

      川内村 総務課長 井出
い で

 寿一
じゅいち

 氏 

 

   

 

 今日は、地域資源を活かした村づくりということで、昨年度、

過疎優良事例の総務大臣表彰を受けた「交流人口の拡大の取り組

み」について、川内村のＰＲを交えながらお話をしていきたいと

思います。 

 まず、受賞した取り組みの概要については、次の資料のとおり

です。地域資源となりますと、川内村はなんといっても、「カエル」

はじめに   
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と「キノコ」かなというところで、「元気な川内を創る会」というのは、都市との交流を進める目的で

平成 14年度に立ち上げた民間団体で、当時私はその事務局長として、職員の傍らボランティアの地域

づくり団体の方にも参画しました。 

川内村には、現在、「元気な川内を創る会」をはじめとして直売所関係の団体など、地域づくり団体

が 15ほどあります。定住人口の増加が望めない今、川内村は交流人口の拡大を核として推進を図って

いますが、総務大臣表彰を受けたということで、その取り組みを進めるため、「頑張る応援、地域づく

り団体臨時交付金」というものを今年度創設しました。これは 300万円の予算ですが、補助金とは違

って、今までの評価をした上で交付するので自由に使ってくださいといったものです。人件費にも使

ってもいいよというところまで、使い勝手のいい交付金にしています。 

 

 

 

 

 

 これは、川内村の田園風景です。一番高い山が、

阿武隈高地の最高峰で大滝根山。川内村は阿武隈

地域にあり、この阿武隈というのはアイヌ語が語

源だという説もあるそうで、「大きく曲がりくねっ

た地域」という意味を指すそうです。 

 

 

 

 

 

 

「たのしいね みんなで育む げんきな村

づくり！」ということで、これは長期構想計

画の川内村のキャッチフレーズになっていま

して、「元気」というのは、平成 15年、私が

当時企画係長時代に手作りで、ボランティア

で長期構想を立てた時のキャッチフレーズに

なっています。左下には、カエルにちなんで

「自然の村長モリタロウ」という平成 12年に

商標登録した村のキャラクターです。子ども

たちが見つめている写真が印象的かなと思い

ます。 

 

 

 

地域資源を活かした村づくり
～「カエル」と「キノコ」の里からむらづくり～

交流人口の拡大を目指して！

川内村

川内村の概要   
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 我が村の位置関係ですが、川内村は首都圏から

250キロから 300キロというところで、今や東京

も日帰りができるようになりました。そんなとこ

ろに川内村はあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

      川内村は文字どおり太平洋側、双葉郡は

8町村になっていて、平成の大合併では残

念なことに合併の協議会ができてなくて、

今は単独でいかざるをえないというところ

でしょうが、いずれ財政基盤が一番のメイ

ンになってきますので、財政が破綻しない

ように、身の丈に合った行政の推進という

ことで、今も取り組んでいるところです。 

 

 

 

 

 これは川内村の平面図で、東西に主要中央道が小

野富岡線と、縦軸に国道 399号が走っていて、これ

はご承知のように阿武隈ロマンチック街道として、

ロマンチックに取り組んでいるものです。いろんな

施設が下の方にありますが、そういう施設も地域資

源として、今は「点」でありますが、交流人口の拡

大のために組み合わせながら、「線」で結ぶように今

は取り組んでいる状況です。 

 

 

      

  

 

 

福島県での川内村の位置

我が村の位置(東北地方)
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村の概要ですが、川内村は阿武隈高地に位置す

るということで、東西 15キロ、南北に 13キロと

いうことで、約 2万ヘクタール未満の小さな村で

す。先ほど申し上げたように、首都圏からは 3時

間、常磐自動車道によって富岡インターから 15

分程度で来られるということです。大滝根山

（1,193ｍ）はありますが、平均標高は 456ｍ、双

葉郡ですから、原発と火発の共生であり、川内村

も同じように共生しているという状況です。 

 

 

 

 

村の気象は、よく南会津と比較されま

すが、冬の寒さでは非常に有名なところ

でして、時にはマイナス 15℃にもなる時

もしばしばあります。高原ですので雪は

それほど積もらないのですが、15センチ

以上降ると除雪をします。ひと冬に 2回

くらいは雪も降ります。 

 

 

 

 

 

人口の構成比率です。平成 20年の 10月、ちょ

うど 1年前の住民基本台帳の人口で、3,192人が

住基人口ですが、特に老年人口を見ますと、33％

を超えています。10年くらい前までは毎年 1ポイ

ントずつ上がっていましたが、ここ 10年は微増と

いうところで、当時はこの勢いだとすぐに 40％に

なってしまうかなと思っていたのですが、交流人

口、定住も含めて、結構若い方も入ってきており、

33.2％についてはそれほど上がっていません。下

の方に人口の推移がありますが、昭和 30年頃は、

実に今の倍の人口、6200人ほどいました。これも日本の高度経済成長とともに中学生あるいは高校生

が大量に集団就職したこともあって、今は 50年前の人口の半分になってしまったというところでして、

この人口減尐が交流人口の拡大につなげようという取り組みになっています。 

村の気象

【高原特有の気候】
川内村は、阿武隈高地の太平洋側山間型の気

候で、平均気温は10.6℃です。
１月から２月かけての平均気温はマイナスで

冬期間はやや長いものの降雪量は少なく乾燥し
やすい条件にあります。７月から８月は高温と
なりますが、高原特有のさわやかな日が続きま
す。

年間平均降水量は、1,535㎜で４月から９月ま
での降水量が年間降水量の77％を占めます。

村の概要

【阿武隈高地に位置】
①川内村は、福島県の浜通り地方、阿武隈高地の中部に

あって、東経140度50分、北緯37度19分に位置し、東西
15.0㎞、南北13.0㎞で、総面積は197.38k㎡です。

②主要都市からの距離は、いわき市から67㎞、郡山市から
59㎞となっています。また常磐自動車道の富岡ICまで開
通されたことによって、東京からは３時間程度です。

③周辺の市町村は、いわき市と田村市のほか、東側は双葉
郡の３町です。

④村の平均標高は、456ｍです。
⑤広域的に本村は、港湾と電力エネルギー基地です。

人口の構成比率
区 分 人 口 年 尐 人 口 生産年齢人口 老年人口

0～14歳 構成比 15～64
歳

構成比 65歳以
上

構成比

平成20
10月

3,192 292 9.2 1,840 57.6 1,060 33.2

昭和30年 6,280人

昭和40年 5,805人

昭和50年 4,496人

昭和60年 4,142人

人口の推移
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村の課題ですが、「住んでて良かったと思える村

づくり」のためには、どういうことをすればいい

のかというところです。どこでもそうなんでしょ

うが、「尐子高齢化対策」は一番に挙げる部分です。

それから、若者が定住できるようにということで、

企業の誘致も含めながら、「産業の振興」です。川

内村は農林業が主体ですが、村の総面積約 2万ヘ

クタールの内、村の公有林が約 8,000ヘクタール

で、これが特徴かなと思っております。村の職員

は 66名ですが、そのうち農地林務係ということで

山に携わっている職員が3名ほどです。年間5,000

万から 1億近い間伐事業などに取り組んでいるところです。4番目に人材の育成というところを挙げ

ておきましたが、やはりいろんな企業を誘致する中では、「人材の育成」は大切なのかなというところ

で、今の村長の行政的政策によって、川内村は民間の学習塾がありませんから、村の方で平成 19年度

から「川内興学塾」というもの設けて、小学 5年生以上の子どもを対象に、人材の育成も取り組んで

います。また、なんといっても、平成の大合併が終わった今、「行財政の健全な運営」というのは今後

の地域づくりにおいては、非常に必要なのかなといったところが課題です。 

 

 

 

 

 

 

村にはだいたい 1,000ヘクタールの田畑がありま

す。もともと「蕎麦」は大昔からありましたが、

平成の時代になって途絶えてきたため、10年くら

い前から、福島県の協力により蕎麦振興を図った

ところ、非常においしい蕎麦がとれるということ

で、今や 80ヘクタールの畑で蕎麦振興を図ってい

ます。これが県の奨励品種で「会津の香り」とい

うものを推進中です。来年あたりからは 80ヘクタ

ール全部の種を確保できるかなといったところま

できています。 

 

 

 

 

 

村の課題

【住んでて良かったと思える村づくり】

①少子・高齢化対策

②産業の振興

③道路網の整備

④人材の育成

⑤行財政の健全な運営

特産品の高原そば

川内村の魅力   
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「森の里のせせらぎ」ということで、川内村を

流れる川は、先ほどの大滝根山の分水嶺から流れ

る水で、非常に清らかです。まさにきれいな水・

おいしい水で、川内村は、福島県 59市町村で唯一、

上水道のない村です。資料の最後に載せています

が、環境省の支援も受け、北海道の東川町、熊本

県の嘉島町などと一緒に、「良い井戸」の語呂合わ

せで 11月 10日に「地下水サミット」をやろうじ

ゃないかと取り組んでおります。 

 

 

 

 

草野心平先生、「カエルの詩人」として

有名ですが、心平先生はいわき市生まれ

で、毎年 5月から 10月くらいまで「天山

文庫」というところに住んでおられまし

た。そういうところもひとつの地域づく

りの地域資源ということです。 

 

 

 

 

 

 

 これは昭和 41年の 7月 16日にその天山文庫が

建立した際に、「天山まつり」というものを行い、

今も文化の交流ということで、川内村三大祭りの

一つに数えて、交流人口の拡大を図っているとこ

ろです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

文化の交流「天山まつり」

森の里のせせらぎ

草野心平先生が愛した天山文庫



 7 

 

その天山文庫にちなんで、カエルということで

すが、これは山の頂上にある雨水でできている沼

で、どこからも水が入ってきません。「モリアオガ

エル」が生息するというところで、国の天然記念

物に指定された「平伏沼」という沼で、今も周辺

には約 400個のモリアオガエルが卵を産みつけま

す。6月中旬に見物に来る方が多くなりました。 

 

 

 

 

  

  交流人口の拡大は、なかなか定住人口が望めな

い今、「カエルの学校」として「元気な川内を創る

会」が、体験交流、地域資源の掘り起こしという

ことで、学校の三本柱を平成 15年に立てて取り組

んでいます。 

その一つが「農楽塾」で、これはグリーンツー

リズムを体験しながら、都市と農村の交流をしま

しょうというのがまず 1つの柱です。 

2つめの柱は、「野生キノコ指導者養成講習会」

ということで、これは阿武隈地域には約１万種の

キノコが生えていて、非常に「キノコのメッカ」だそうです。そういったところに目を付けて、野生

キノコ指導者養成講習会を、村内外から参加者を募り、1年間に 8回ほど開催してきましたが、これ

も交流人口の拡大です。 

3つめの柱としては、「特産品・ブランドづくり」ということで、2つほど開発しました。 

 

 まず、グリーンツーリズムの面ですが、地域資

源の掘り起こし。私は生まれも育ちも川内村とい

うことで、本当に山ばかりで何もないと思ってい

たのですが、Ｉターンの方が「川内はすばらしい

よ」というところに会長の井出茂さんが目を付け

まして、一緒にやろうということで、地域資源の

掘り起こしをしました。山での体験とか川での体

験。これは都会の人、首都圏の人にすごく喜ばれ

ます。そんなところの写真です。 

 

 

国の天然記念物指定の平伏沼

カエルの学校   

カエルの学校
体験交流、地域資源の掘り起こし

学校の三本柱

① 農楽塾～農業体験を通じた都市と農村の交流～

② 野生キノコ指導者養成講習会

③ 川内村の特産品・ブランドづくり

体験と交流、地域の資源掘り起こし

山での体験 川での体験
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 まず「農楽塾」と言いますが、農業の体験を通

じた都市と農村の交流です。いわゆるグリーンツ

ーリズムという時代に、これは多分平成に入って

からの言葉だろうと思いますが、都会の人が田舎

に来られて、いろんな農業体験をすることによっ

て、それはグリーンツーリズムという言葉に生ま

れ変わったものです。交流人口の拡大のためには、

首都圏から人を呼ぼうじゃないかということで、

こういった「田植え体験」とか、「蕎麦まき体験」

も、これは土曜日・日曜日ですが、１泊２日の日

程でスケジュールを組みまして、川内村に実際に 

泊まっていただいて体験をするといった内容です。 

 

 

これはちょうど五月晴れの中での「田

植え体験」ということで、昔はこういっ

た風景はあちらこちらで見かけられまし

たが、今は機械での田植え体験になるん

でしょうが、こういった昔ながらの手植

えの体験ということで、これは会のスタ

ッフも何人かおりますが、大部分が首都

圏から来られた方です。 

 

 

 

 

 

赤い帽子で、実際私もお手伝いをしているとこ

ろです。周りの方々は、全て東京、神奈川の方か

ら、土曜日に来られて体験をされているところで

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

昔ながらの手植えの体験

五月晴れの中での田植え体験

農楽塾～農業体験を通じた都市と農村の交流

田植え体験 蕎麦まき体験
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もう一つ、田植え体験の中には、どうしても都

会の方というのは、農業機械にすごく興味を持っ

ておられます。田植え機に乗車して、今、指導し

ている方は、うちの農楽塾の塾長という名称です

が、秋元さんという方で、非常に有名な、グリー

ンツーリズムでは話題性のある方です。 

 

 

 

 

 

 

 

 これは 7月下旬の暑い中、農楽塾で

の「蕎麦まきを体験」です。この農楽

塾でも約 1へクタールほどの蕎麦を作

付しております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

これは 10月に実りました、手植えで田植えをし

たものが、秋に、黄金色にずっしりと実の付けた

米です。「アイガモ農法」ということで、アイガモ

によって有機栽培をした米の様子です。 

 

 

 

 

 

 

 

稲刈り アイガモ農法の米

7月の蕎麦まき体験

農楽塾長の指導のもとでの田植機操作体験
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「稲刈り」についても、コンバインで刈るので

はなく、手刈りで、稲藁をまるくという体験も、

今はもうない時代ですが、そういったところも体

験していただけるというところの写真です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

実際に「ハセガケ」で、稲を刈ったも

のを藁でまるめて、そしてハセガケをす

るという、今のように乾燥機で乾燥する

のではなくて、自然乾燥にします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

秋にはこういった「収穫祭」をします。左上の

方は普通の白餅ですが、右下の方は赤い餅で、こ

れは黒米でついたお餅です。こういったところも、

土曜日・日曜日の体験で、首都圏から来られて収

穫祭で「餅つきを体験する」といったところです。 

 

 

 

 

 

 

 

11月に行う農楽塾での収穫祭

稲刈り アイガモ農法の米

稲刈り 稲まるき体験
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これは、「餅まるき」です。手で餅をついて、手

でまるめるといった作業ですが、こういったもの

も一つの体験のうちです。右下の方は「蕎麦打ち

体験」の写真です。そういったところでも体験を

しているという状況が農楽塾のグリーンツーリズ

ムです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

最後に、みんなで愛情を込めて栽培し

た米や蕎麦の食味体験をしている写真で

す。これもだいたい 11月か 12月に行う

のですが、年間 2、3回行っているという

状況です。 

       

 

 

 

 

 

 今度は、2つめの柱の「野生キノコ指導者養成

講習会」ということで、左上の青いシャツを着て

めがねをかけている方が、阿武隈地域の菌学学会

の会長をされています奈良先生です。いわき市在

住ですが、この方が川内村の 1万種のキノコに目

を付けまして、カエルの学校とあわせてやろうと

いうことで、平成 16年から展開しています。村の

広報誌あるいはホームページで募集していますが、

年間 30人くらい集まっています。これも 7、8回

の土曜日・日曜日で行う講習会というところです。 

 

 

農楽塾の収穫祭での食味体験

農楽塾でのモチまるめ体験

野生キノコ指導者養成講習会
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これは、県内外からの参加者の皆さんです。キ

ノコ指導者養成講習会についても、自然のキノコ

を使った体験で、交流人口の拡大を図っていると

いうことで、これは山に行く前の集合写真です。

首都圏から 3分の 1くらい、あとはいわき市など

から参加されています。 

 

 

 

 

 

 

 

ここは、川内村のキノコのメッカの

地域で、マツタケはないんですが、「シ

シタケ」とか、俗に「イノハナ」とう

ちの方では言いますが、ご飯に入れて

食べると非常においしいものです。そ

ういったキノコの宝庫で、そのほかに

も食べられるキノコが、川内だけでも

100種類くらいあるそうです。 

 

 

 

 

 

 

実際にキノコをとって、食べられるキノコ、食

べられないキノコを奈良先生指導の下に判別を行

い、最終的に、講習会に参加された方については、

「森の案内人」ということになるのかなというと

ころです。 

 

 

 

 

 

採取きのこの判別 学習会

奈良先生の指導のもときのこ採取の体験

県内外からの参加者 交流人口の拡大
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午前中、山に行ってキノコを採取して、実際に

食べられるキノコの食味を体験するところです。

実は、私もキノコというのは秋口から秋の終わり

頃までしかないのかなと思っていたのですが、実

際は、6月、7月にも食べられるキノコがあるとい

うことで、私もこの講習会に参加して初めて知り

ました。こういうところで食味の体験もしている

というところです。 

 

 

 

 

 

これがキノコの学校の集大成で、阿武

隈のキノコについて「カエルの学校」で

ガイドブックを完成させました。これは、

阿武隈地域に生えているキノコについて、

このような図鑑にしたもので、130ペー

ジのものですが、そういった集大成がキ

ノコのガイドブックに発展しています。

今年もこれは継続中です。 

 

 

 

 

 

 次に 3本目の柱ですが、特産品のブランド作り

ということで、1つめは地元のコメの「朝紫」と

いうコメを使い、「天山十三夜」という冷酒として

ブランド化に成功いたしました。2つめですが、

「元気村かわうちうどん」ということで、これは

「絹吾妻」という品種を使った川内高原うどんで

す。これもブランド化しており、直売所や川内村

内でどこでも買えるといったところです。 

 

 

 

きのこガイドブックの完成

採取きのこ 食味体験

特産品 ブランドづくり

地元の小麦を使った冷酒のブランド化

元気村かわうちうどん 原料 絹吾妻
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先ほどの「天山十三夜」という酒には、この地

元の黒米を使用しています。これは「朝紫」とい

う品種だそうです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

食育フェアにおいては、朝紫を、お米

20に対して 1くらいの割合で混ぜると、

非常に健康にもいいということで、こう

いった出品もしています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

先ほどの「元気村かわうちうどん」です。こう

いったところで、ブランド化に成功した事例です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

元気うどんのブランド化

食育フェアに古代米出品

冷酒原料の地元の黒米 朝紫(あさむらさき)
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もう一つは、カエルの学校とあわせてですが、

移住者との交流も川内村で行っております。現在、

移住者は 65世帯くらいで 140人を超えています。

Ｉターン者が非常に多いです。「川内交流会」とい

うことで、この写真のマイクを持っておられる方

は、「獏原人村」というところに自給自足で暮らし

ていて、川内に来て 20年～30年になります。獏

原人村に住んでいる方が、「満月祭」というものを

8月に 1週間ほど開催するんですが、その満月祭

も今や人から人につながって、1週間で 3,000人くらい、川内村の人口くらいの人が来られて、昼間

から夜にかけて音楽の祭典をやっています。Ｉターン者が多いということで、その移住者との 5回目

の交流を今年10月3日に行いました。Ｉターン者と地域住民との交流もこういった形で行っています。 

 

 

これがその交流会で、中央に立ってい

る方は東京からＩターンで来られて、今

では約 30アールくらい田んぼを作り、野

菜も作り、農業体験もされています。こ

の参加者の半分くらいはＩターン者です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「自然豊かな恵み 地域資源」ということで、

これが「平伏沼」に生息する「モリアオガエル」

の写真です。そういったところも地域資源として

活用しながら交流人口の拡大を図っているという

ことです。 

 

 

 

 

自然の豊かな恵み 地域資源

I ターン者と地元の交流会

移住者との交流 地域活性化へ

移住者との交流 地域活性化へ   

自然の豊かな恵み 地域資源   
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【ひとの駅かわうち】 

もう一つ、先ほど「点」ということでしたが、

「ひとの駅 かわうち」です。これは旧第三小学

校で、実は、村内には平成 15年度までは小学校が

3つありました。尐子化の影響でその 3つを 1つ

にしたのですが、その廃校が「ひとの駅 かわう

ち」というものに 6月から生まれ変わりました。 

 

 

 

 

 

 

代表は八木澤さんという方で、現在、

埼玉県在住で、勿論、川内出身です。こ

の方が、村から学校を借りて美術館を立

ち上げたところです。村では、無償で貸

与しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

これは行政区の区長さん、副区長さん、会計の

三役ですが、ひとの駅かわうちと地元を取り入れ

ながら、「基点からの出発」ということで、やはり

これも交流人口の拡大のための一つの拠点となっ

ています。 
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「ひとの駅のかわうち」は、川内でもどちらか

というと田村市に近い、阿武隈高地の最高峰のふ

もとにありますが、高田島という地域に立ち上げ

て、「グリーンツーリズム、美術村、川内村ブラン

ド、バイクのネットワーク」ということで、4つ

の柱をメインとし6月14日にオープンしています。 

 

 

 

 

 

 

これも木造校舎平屋建てで、廊下の

長さがなんと 100ｍほどありまして、

昔ながらの校舎を活用した美術村は、

今は 200円で入れます。高校生以下は

無料です。毎週月・火・水は定休日で

すが、木曜日から日曜日まで、10時か

ら 17時までやっています。 

 

 

 

 

 

【旧第二小学校廃校活用】 

次は、「旧第二小学校」の活用です。小泉内閣総

理大臣の時に、構造改革特区ということで皆さん

記憶にあるかと思いますが、その旧第二小学校が

通信制の高校に生まれ変わりました。これは平成

17年の取り組みの中で、総理大臣の方から川内村

長に対して、学校誘致については村長に任せるよ

となり、村としては廃校舎を活用した教育と株式

会社による学校の立ち上げとなりました。特区を

活用して、こういったものも一つの交流人口の拡

大につながっていまして、今、2,000人くらいの

学生がいますが、その中で 5月から 11月にかけて、田植え体験とか稲刈り体験とか、じゃがいも掘り

体験など、2泊 3日で、１回に 50名から 100名が来て、川内村でスクーリングという形で活動してい

ます。 
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【地下水サミット】 

川内村は上水道がないということで、阿武隈高

地の町村と一緒に、「井戸水のサミット」を 11月

10日に開催します。村としては、こういった水の

取り組みについても、今後の地域課題というか、

地域の活力のための起爆剤になるのではないかと

考えているところです。 

 

 

 

 

 

 

【阿武隈ロマンチック街道】 

「阿武隈ロマンチック街道の事業」の

中の一環で、これは首都圏から人を呼ん

だ時に、農楽塾の塾長さんが、「たらの芽

栽培」などで体験の受け入れをしていま

す。これは 2月頃ですが、冬でもこうい

った体験の受け入れをしています。 

 

 

 

 

 

 

やはりこれも冬ですが、塾長が「蕎麦打ち体験」

をしているところです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

そば打ち体験

ぐるっとあぶくま体験ツアー タラノメ栽培

上水道のない自治体 水サミットの開催 11月10日に(いいいど)
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そんなところで、どこの自治体、県にもあると思いますが、職員の人材育成の基本方針というもの

を定めていると思います。川内村も今年 7月に職員の人材育成基本方針というものを作成しました。

今や我々は、一つの仕事だけでは住民の満足は得られません。横の連携を図りながら、地域づくりに

も協力していかなければ満足していただけないのかなと思います。 

我々職員は、地域のリーダーということになって、リーダーまでいかなくても、たとえば、婦人会

にしてもそうですが、地域づくり、行政区、そういったところに積極果敢に入っていって、その結果、

地域がよくなると村もよくなるのではないかと思います。 

おわりに   


