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平成 27年度 

佐渡市地域づくり先進地視察研修報告 
 

 

１．視察研修の概要 

(1) 実施年月日  平成 27年 11月 13日（金）～15日（日） 

 

(2) 視察研修の目的 

   岩手県三陸海岸の各地域は、東日本大震災および津波による被害により、地域コミ

ュニティが大きな損害を受けた場所である。これらの地域では、人口減少に伴い漸次

的に進行するコミュニティの衰退を瞬時に経験している。しかし震災から 5年を経て、

大船渡市や釜石市の一部では、現在様々な取り組みが行われており、コミュニティの

復興が急速に進められている。本視察研修は、これらの事例を学ぶことで、同様に人

口減少に伴う様々な地域課題を抱える佐渡市における地域づくりへの示唆を得ること

を目的に行った。 

 

(3) 参加者    

№ 氏 名 役 職 所属等 

1 鈴木 涼太郎 地域振興推進会議 （私）獨協大学外国語学部 

交流文化学科 准教授 

2 地多 正光 地域振興推進会議 （有）海府荘 代表 

3 松田 祐樹 地域振興推進会議 

地域活動支援員 

（特非）佐渡芸能伝承機構  

理事長 

4 坂本 孝明 地域活動支援員 市役所ＯＢ 

5 金子 一雄 地域活動支援員 市役所ＯＢ 

6 坂本 辰巳 地域活動支援員 （株）八洲海運 代表 

7 川原 繁芳 地域活動支援員  豊岡地域おこしの会 

8 上之山 博文 地域活動支援員 （財）鼓童文化財団 

9 川上 高広 地域振興課 佐渡市役所 
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２．各視察ポイントの概要 

 11月 13日（金） 

 大船渡市役所 

  (1) 講師：市議会議員、市幹部職員 

(2) 目的：大船渡市の復興計画の概要、復興に向けたまちづくりについて伺う。 

＜印象に残った言葉＞ 

  ・震災前の状況に戻す「復旧」ではなく、災害を契機に生活基盤や都市基盤を創造的

に見直す「復興」を目指している。大船渡駅周辺の区画整理も、ただ震災前の状態

に戻すのではなく、山側を居住地域、海側を商業地域とすることで防災を意識した

新たなまちづくりを進めている。 

・住民の声の中には、住宅よりもまず公民館を復活させてほしいというものがあった。

コミュニティが分断される中、人が集まる場、交流する場が必要だということであ

ると考えられる。 

  ・市としては、交流の場としての広場なども整備したいと考えているが、瓦礫の整理

が優先であり、また土地の集約が難しく必ずしも進んでいない。 

  ・市街地の空き地に、震災で住居を失った地域の人が住居を建設して移住する「差し

込み式」の移転という試みを行っている。コミュニティを失った人が、孤立しない

ための取り組みである。 

  ・学校が仮設住宅となることによって、グランドが使えず子供たちの環境が悪化して

しまったことが懸念材料である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11月 14日（土） 

 三陸鉄道 

  (1) 講師：三陸鉄道株式会社 

(2) 目的：地域活動の基盤である鉄道（南リアス線）復興の過程と地域振興との関わ

りについて体験談を伺う。 

＜印象に残った言葉＞ 

  ・明治三陸大津波の際に沿岸部が孤立したことから、三陸縦貫鉄道の構想が持ち上が

り、以後整備が進められてきた。昭和 59年に国鉄の特定地方交通線から転換された

初の第三セクター鉄道として開業した。 
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  ・震災と津波の被害によって全線不通となったが、社長のリーダーシップのもと一部

区間で震災 5 日後に運行を再開した。様々な懸念はあったものの、ゆっくりでもい

いからとにかく走らせることを目指した。結果としてこのことを多くのメディアが

報じることになり、以降三陸鉄道は震災復興のシンボルとなった。 

  ・復興のシンボルになったことで、多くの寄付が寄せられた。クウェート政府からも

多額の支援が贈られ、車両が整備された。 

  ・全線開通後も、交流人口拡大のための様々な取り組みを行っている。被災地の現在

を知ってもらうための「震災学習列車」や企業や団体向けに被災地視察をオーダー

メイドで手配する「三陸被災地フロントライン研修」、各種のイベント列車などは好

評を得ている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 奈奈子祭り 

  (1) 講師：奈奈子祭り実行委員会 

(2) 目的：震災で崩壊した地域コミュニティの復興を目指して開催されている地域の

芸能を集めた催し「奈奈子まつり」いついて、その中心人物である釜石市

在住の笹山奈奈子氏に話を伺う。 

＜印象に残った言葉＞ 

・笹山奈奈子氏は、釜石市鵜住居の実家が神楽宿をやっていた。宿となった家は来客

の飲み食いなどすべてを提供し大きな負担となるが、お金の問題ではない。神楽宿

となることはむしろ名誉であり、「意地の張り合い」でもある。震災後も神楽を残す

ため、神楽宿を残すため「意地になって」やっている。 

・震災によって多くの家が被害にあい、津波によって芸能の道具も流された。しかし

翌日には瓦礫の中から一部を見つけ出した。地域の芸能に対する思いは強い。 

・ＮＨＫの番組の取材時に、ちょうど芸能を集めたイベントの開催を計画していた。

最初は数年後にという話だったが、笹山奈奈子氏の「来月にでもうちの実家で」と

いう提案で、夫の政幸氏、民俗芸能研究者の橋本裕之氏らの協力のもと準備が進め

られた。 

・「奈奈子祭り」の名前は、政幸氏と橋本氏のノリで勝手に決まった。「・・・フェス

ティバル」や「・・・芸能祭」ではなくて誰もが気軽に来られるものであればとい

うことだった。 

  ・コミュニティが崩れていくことを実感し、「一日だけでも戻りたい」「芸能はともか
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く一日でもいいからみんなに集まってもらいたい」という思いがあった。仮設住宅

に暮らす人にも、祭りを通じて元の生活に一度戻ってもらいたい。 

  ・実家の 30畳の広間で見る芸能は、同じ平面上に演者と観客が位置するので距離が近

く一体感がある。 

  ・奈奈子祭りは大成功を収めた。ぜひ次もやってほしいという声を多くの人々から受

け取った。その後回数を重ねる中で、様々な芸能団体に出演してもらっている。現

在は、芸能団体から出演したいというオファーもある。 

・続けていく中で、芸能団体の横のつながりが生まれてきていることを実感する。震

災以前はそのようなつながりはあまりなかった。震災が新たなつながりを生んでい

る。 

・鼓童とつながったのも偶然の出会いだった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 綾里漁業協同組合（小石浜） 

(1) 講師：綾里漁業協同組合 

(2) 目的：地域の特産品（ホタテ）を活用した地域おこしと漁協の枠組みを越えたリ

ーダーシップを学ぶ。 

  ＜印象に残った言葉＞ 

  ・昭和 20年代はノリ、30年代はワカメ、昭和 39年からホタテの養殖に取り組んでい

る。越喜来湾でも他の場所ではカキの養殖が盛んだが、小石浜は環境的に向いてい

ないため、ホタテを始めた。 

  ・生産量では北海道にかなわないので、岩手は質を重視し、生産量の上限を決めてい

た。一時は高値で取引されたが、その後採算分岐点を下回る状況になった。その経

験から、仲買を通さずに消費者に直接販売する仕組みづくりに取り組んだ。 

  ・直販をめぐっては、漁協との交渉がスムーズには進まず、仲買との関係も悪化した。

しかし苦難を乗り越えて道筋をつけ、小石浜の語呂をもじった「恋し浜ホタテ」の

直販がスタートした。 

・その後、三陸鉄道に駅名の変更を提案した結果、小石浜駅が「恋し浜」駅となった。

三陸鉄道としても話題性があり、恋し浜ホタテの知名度向上にもつながっている。

現在駅にはホタテの貝殻を再利用した絵馬が飾られており、恋愛パワースポットに
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もなっている。 

  ・震災後は 1 か月以上の避難生活を送り、養殖の設備もすべて失った。しかし養殖に

取り組んでいた人は残ったので、全国の取引先などからの支援も受けながら復興に

向けて努力した。普段からの付き合いがあったから救われた。 

  ・恋し浜駅には多くの鉄道ファンなどが訪れており、中にはそこで出会って結婚した

人もいる。駅周辺の観光の拠点という意味も含め、有志が中心となって焼きホタテ

が食べられるコミュニティスペース「恋し浜ホタテデッキ」を開設した。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 五年祭（ごねんさい） 

(1) 講師：五年祭実行委員会、大船渡市議員 

  (2) 目的：5年に一度、綾里地区の 2つの神社共同で開催される綾里地区の「五年祭」

が、平成 13年からの中断、震災による被害を乗り越え、復活を目指す取り

組みと地域振興の関係について学ぶ。 

  ＜印象に残った言葉＞ 

・五年祭は、昭和 6 年の天照御祖神社の本殿改築を機に、綾里地区で 5 年に一度行わ

れる大祭。戦時中も行われてきたが、事情があって平成 13 年以降行われていない。

視察当時、平成 28 年 6 月に 15 年ぶりの復活を目指して様々な取り組みが行われて

いた。 

・祭りの際に神輿が「ぎじむ」感覚がある。「ぎじむ」とは、なんとも言葉にしにくい

が、神輿が神の意志によって動くような感覚。綾里地区において祭りは特別な存在

である。 

・震災前、平成 22年の終わりから五年祭復活に向けて様々な動きがあった。地域の若

い衆 25人が集まって、両神社に嘆願に行ったり、住民に向けて理解を求める集会を

行ったりもした。復活を目指した取り組みの意義に理解がある仲間がすぐに集まっ

た。 

・現在は、平成 28年に五年祭を復活させる方向で進んでいる。 

・復活への取り組みには、様々なしがらみもあり反対意見も数多く、多大なる困難が

あった。一般の住民からも「あなたたちで復活させられるのか？」「他の人がチャレ

ンジしても駄目だった」など厳しい意見も出た。関係者との交渉も難航した。その

ため、重要人物との折衝の際には、自らをマインドコントロールして、「自分の器量
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を試す」「男を上げる」と言い聞かせて立ち向かい、腹を割って話をするために長時

間かかることもあった。 

・この取り組み全体はチームでやったチャレンジだと思っている。一人ではできない。

力のある若者が大勢いたからこそ可能となった。 

・復活までの過程で、「綾里魂」など様々なイベントを行ってきた。メディアとの連携

も仕掛けていった。その中で、縁があり鼓童にも協力をしてもらった。子供たちに

本物の芸を見せてあげたかった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

11月 15日（日） 

 おおふなと夢商店街 

 (1) 講師：おおふなと夢商店街共同組合 

 (2) 目的：仮設商店街開設までの道程と今後の展望、地域の街づくりのあり方を学ぶ。 

＜印象に残った言葉＞ 

・災害にあった人だけで平成 23年 11月にオープンさせ、大船渡市の中心地になった。 

・平均年齢は 60代で町や会社組織に入らない。 

・休みの足並みがそろわない。 

・8の付く日に市を始めた。 

・イベントではしご車からガンライガーに餅をまいてもらった。怒られるかと思った

が褒められた。 

・無料だが共益費は 15坪で月 2万円。 

・空いている店舗で人が集まれるようカルチャースクールも開催している。 
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３．佐渡市の地域づくりへの活用（まとめ） 

 持続可能な地域活動を行うために必要なこと（危機の際の土台づくり） 

  ・伝統行事など、形を変えてでも続けること 

  ・ライバルの存在、張り合うこと 

  ・何のために活動するのか明確にすること 

  ・リーダーとフォローする人材（一つの方向に地域をまとめる力）を育成すること 

  ・交流活動を継続すること 

  ・元気な産業を創ること 

 

・芸能をはじめとした人が集まる場（物理的（ハード）、社会的（ソフト））は、コミュニ

ティ維持のための肝である。（大船渡市役所、奈奈子祭り実行委員会） 

・コミュニティは内部で完結するものではなく、コミュニティ外の人々とのつながり、あ

るいはコミュニティ間のつながりをもたらす。そしてそのつながりは震災などの有事の

際にコミュニティを支えてくれる。普段の交流があったからこそ、震災の時に助けてく

れた。（奈奈子祭り実行委員会、綾里漁協（小石浜）） 

・ただし、コミュニティ間のつながりは、単なる助け合いのみならず、時として「自慢し

あう」「意地の張り合い」のような緊張関係によって互いを高めようとする場合もある。

（奈奈子祭り実行委員会、五年祭実行委員会） 

・1人ではできないことが人的なネットワークによって可能になることもある。（奈奈子祭

り実行委員会、五年祭実行委員会） 

・つながりは、偶然や思い付き、見切り発車によって生まれることもある。（三陸鉄道、奈

奈子祭り実行委員会、綾里漁協（小石浜）、五年祭実行委員会） 

・リーダーがいること、そしてリーダーを支えるフォロワーがいることが重要である。（奈

奈子祭り実行委員会、五年祭実行委員会、綾里漁協（小石浜）） 

・変化に対して柔軟であること。震災後は元には戻れない。形を変えてでも伝統をもとに

した新たな仕組みを作ること。（大船渡市役所、三陸鉄道、五年祭実行委員会、綾里漁協

（小石浜）） 

・子供の教育の重要性。次世代へとつないでいくこと。（大船渡市役所、五年祭実行委員会） 

 

 

 


