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コミュニティ再生に向けて取り組んだ15年

～ 2004 年台風 23 号で被害を受けた鳥居地区 （兵庫県豊岡市出石町） での活動～

       まち･コミ　季刊季刊 まち･コミ 2020 年 夏号

● 今月の注目記事  Ｐ１  コミュニティ再生に向けて取り組んだ 15 年　

● インフォメーション ● ht tp : / /par k15 .wakwak . com/~m-c om i/

　

　大雨による越水でバスの屋根の上に避難した37 人の乗客。濁流に流されるかもしれない恐怖と闘いながら一晩

を明かした映像が印象に残った台風23号（2004 年）。

　認定NPO 法人まち・コミュニケーション（以下、まち・コミ）は、この台風で出石川が破堤し地区一面が浸水す

る被害を受けた兵庫県豊岡市出石町鳥居地区で、家屋等からの泥だしボランティアをしました。その後も地域コ

ミュニティ再生に向けた市民農園再建支援（農作業や都市と農村の交流等）に取り組んできました。

　15 年が経過し、今年（2020 年）度秋で農作業支援には一区切り付けることにしました。そこで今号では、これ

までの活動をご報告いたします。

■市民農園再建支援の始まり

　泥かきボランティアと同時に、地域づくりのニーズ

調査をしていると、鳥居地区の区長さんから「私たち

は、集落で市民農園を計画しており、2週間前に起工式

を終えたばかりでした。今回の水害で、その土地もガ

レキや土砂で被害を受けました。皆、家の片付けで手

一杯で、市民農園の計画を中断しなくてはなりません。

ただ、畑は一年放置すると3 年は使えません。再建が

できるか心配です」と悩みを聞きました。

　鳥居地区の市民農園計画は、ただ畑があるだけでは

なく、野菜づくりを通じて市民同士の交流を生むもの

でした。さらに、地域のご婦人方が中心に、地元の野

菜を食材にした食事処を運営し、地域の味を引き継ぎ

ながらコミュニケーションを図ろうしていました。地

域づくりへの想いが感じられました。

　阪神・淡路大震災の神戸市長田区御蔵通地区の地域

コミュニティの再生支援をしてきたまち・コミは、『個

人の生活再建の後は、地域コミュニティ再生が課題に

▲幅広い年代のボランティアさんが、農作業に

参加してくださいました
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なる。復興には、個人の再建に加え、地域コミュニティ

の再建も大切だ』と、考えて活動してきました。市民

農園を再建することは、コミュニティの再生に繋がる

と思い支援することを決定しました。

　鳥居地区の皆さんも、神戸市長田区まで来られ、ま

ち・コミの主催する勉強会（御蔵学校）で、地域の被

災と復旧状況の報告と共に、市民農園再建計画をを説

明し最後に「被災して復興した神戸から応援に来て頂

ければ、私たちも必ず再建します」と語られました。そ

の語りに熱い思いを感じました。

■ 1 年目から作付けすると決めて野菜作りの開始

（2005年2月から）

　そこでまち・コミは、年が明けて2005年の2月から、

神戸の事務所から片道2 時間半かけて農園に通い、畑

のガレキを取り除く支援から開始しました。

　春の作付け時期が近づいても、市民農園の形になっ

ていない畑の状態で、市民農園を開始できるよな状態

ではありませんでした。そこで、管理組合の役員とま

ち・コミのボランティアが一緒になって、水害後で石

が残っている畑に、じゃがいも植えから始め、「夏には

収穫祭をしよう。」と、様々な夏野菜等を植えてみまし

た。水害後で畑に栄養分が多かったのか、石が残る悪

条件にもかかわらず、20cm を超える大きなじゃがいも

ができて、自然の強さを実感しました。地区の住民が

獲れた野菜を持ち寄ってくださり、収穫祭も無事行う

ことができ、市民農園再建にも徐々に勢いがついてき

ます。

■市民農園オープン（2007年3月）

　それから、管理組合では再建を検討する会議を進め、

2007年3月に市民農園がオープンしました。同時に、地

区のご婦人達が地元野菜を料理して提供する食事処

「鳥居のさと」もオープンしました。利用者が募集され、

畑を耕し始めました。利用者の好みで植えた野菜や花

で賑やかな畑になりました。117区画あるのですが、利

用者では全部は埋まらず3000㎡は、引き続きまち・コ

ミが借りて耕すことになりました。

　3000㎡という面積の畑の農作業は、多くの人の手が

必要になります。多くのボランティアさんに支えてい

ただきました。素人ですが、丁寧に教えて頂いたので、

一年目から様々な野菜が大量に収穫できてしまいまし

た。そこで獲れた野菜は、近くの農家に協力して頂き

一緒にスーパーに出荷したり、神戸事務所の周辺の住

民に買って頂いたりしました。それでも、大根が500

本獲れ、途方に暮れる時もありました。人が集まる大

阪都心の商店街に頼んで、空き店舗の店先をお借りし

実演販売に行ったりもしました。それらにより種や肥

料代や交通費などの活動費を捻出することができまし

た。しかし、収穫と出荷で、神戸から隔日で行き来し

ていたときもあり、ガソリン代や高速道路代がかかり

収支は合いませんでした。

　まち・コミは、阪神・淡路大震災の被災地である神

戸市長田区に事務所を置き、常駐しながらコミュニ

ティ再建に向けて支援活動を長期にしてきましたが、

遠隔地へ頻繁に通い支援することは、物理的にも経済

的にも難しいことを実感しました。

▲農園主催のイベント「収穫祭」で、神戸市長

田の名物「そばめし」を販売しました

▲大阪の「十三フレンドリー商店街」では、葉

付き大根がめずらしいと喜ばれました。
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■コミュニティ支援を継続するため、

　会員の方へ野菜購入の応援を依頼

　畑は、なかなか利用者で埋まりませんでした。まち・

コミとしてなんとか支援を継続できないものかと考え

ました。そこで方針を見直しました。これまでつくっ

てきた葉物野菜や夏野菜は、保存期間も短く一つ家庭

でそんなにストックするものでも無く、大量の野菜を

大勢の人々へ販売しなければなりませんでした。もち

ろん災害当初は被災地の実情を知ってもらう目的も

あったので、多くの方に会ったり、大勢の方の集まる

イベントに出て販売していました。しかし事務局では、

日々の業務もある中、イベント等に合わせて準備する

事が難しい時もあります。なぜなら神戸から農園に行

き収穫・梱包・販売をするとなると、連続3 日ほど必

要になるからです。そこで、野菜の種類を、ある程度

まとまった量で宅配でき、且つ保存もできるたまねぎ、

じゃがいも、黒大豆の枝豆に絞り、全国にいるまち・

コミの会員や知り合いに購入してもらい支えてもらう

ことを考えました。

　たまねぎを最初に送ったときは、「こんな美味しいた

まねぎ食べたことが無い！」と連絡を頂き、こちらも

反響に驚きました。市民農園の役員の方から教えて頂

いた野菜づくりの成果が出ていることを実感しました。

■被災地が被災地を支えることに

　その後、Facebook等での情報発信も生かし、購入応

援者を少しでも増やす努力をしていきました。たくさ

んの方に応援していただくようになり、活動費を賄う

ことができるようになりました。少し余裕ができた時

もあり、東日本大震災等の被災地支援の活動費にも生

かすことができる時期もありました。鳥居地区の皆さ

んも、水害時に多くの日本の方々へお世話になったと、

野菜と出石町名物のそばを持って、東日本大震災の被

災地支援へ行きました。

■隣の畑に仲間が！

　～「暮らしの学校の～ら」からの支援～

　2010 年3月に、市民農園の畑に、競争社会での生き

にくさを感じる若者が農作業で学び成長することを目

指す「暮らしの学校の～ら」が来てくださり、まち・コ

ミにとって励みになりました。翌年2011年には東日本

大震災が起こり、その後も豪雨等の災害が頻発するよ

うになりました。まち・コミが被災地へ出向いている

時、の～らのメンバーが農作業の応援をしてくださる

ようになりました。畑で作業される若い方々の力に圧

倒されています。

■皆さんに支えていただき達成できたこと

1．農業を通じたコミュニティづくりの場が再建できま

した。

2．都市と農村の交流の場を設けられました。そこで、

地元の方と交流する中で、地方の魅力や苦労（まだ日

が明けぬ早朝から夜日が落ちるまで目一杯の農作業）

の一端に触れられたこと。

3．被災地が、被災地を支援する場をつくることができ

ました。

4．そして何よりまち・コミは、多くの人の応援を借り

ることによって、神戸を離れて始めての遠隔地でのコ

ミュニティ再生の支援事業に15 年も取り組めました。

▲収穫した野菜を、全国の方々が買って活動

を応援してくださいました。

　これまで15年間、多くのボランティアや農作物を

購入して応援していただいたおかげで支援を継続す

ることができました。この場を借りて感謝申し上げ

ます。ありがとうございました。

　これからは事前に備える防災活動に力を集中して

いきたいと思い、今年度を最後に、まち・コミが畑

を耕すことでの支援は、終えようと決めました。
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▲1 9 9 9 年 1 2 月 共同再建住宅「みくら 5」を

背に、住民と設計･ 工事関係者、まち･ コミで

まち･コミュニケーションが歩んできた道

～第2回　住まいの再建を支援～

■専門家と連携し、被災者の生活実態を調査　～住まいの再建意向を把握するため～

　神戸市長田区御蔵地区は、借家人が多かったため、まちづくり協議会は、借家人も地区内に戻って来ることがで

きるように「耐震公営住宅の早期建設に関する要望書」を1995年6月に神戸市へ提出した。さらに1995年8月に、

まちの再建を目指して従前居住者・家主・地主に再建に関するアンケート調査を行った。回答が8 割強が地域に

戻って再建したいという意向だった。そこで、まち協が住まい再建に関する勉強会を行い、それを都市計画コンサ

ルタントやまち・コミがサポートした。

　被災者が住まいを再建するまでには時間を要した。なぜなら、土地区画整理事業で土地を整備し再建する土地が

確保できる「仮換地」まで早い人でも約3 年を要するからだ。そのためまち協が、専門家とまち・コミのサポート

を受け、避難している被災者を訪問し、どのような悩みを持たれていて、どのような再建をしたいかという生活実

態を把握する調査をした。社会学を専門とする早稲田大学浦野正樹教授のゼミの協力で、被災者の震災前の生活ス

タイルや趣向も聞き出した。まち協役員は「アンケートの意向調査では把握できない、また住まい勉強会では語ら

れなかった被災者が望む真の生活再建への意向を聞き出すことができ、住まいの再建を悩んでいた住民は住まいの

再建により意欲的になった。」と語っている。

■まち・コミが住まいの再建を支援　～共同再建住宅「みくら５」のコーディネート～

　阪神・淡路大震災当時、政府は「私有財産である住宅の再建・補修は個人の責任で行うべき」との方針で、住宅

の再建等に対する公的支援には限界があった。しかし、事業（住宅市街地総合整備事業）地区に指定されている地

区の共同住宅（マンション）の建設には、共用部分に補助金が出る。そこで共同再建の希望者が集まり、1998 年

1 月に共同再建住宅の建設組合を設立した。まち・コミは呼びかけ当初からサポートし、建設組合の事務局も担っ

た。共同再建住宅「みくら５」は1999 年12 月に竣工した。

阪神・淡路大震災から25 年を機に、これまでの活動を振り返る連載

 当連載の第 1  回はこちら　http://machi-comi.wjg.jp/m-comi/magazine/pdf/19-12.pdf

▲1 9 9 6 年 1 2 月 専門家を講師に招き、住宅再

建の勉強会を開催
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大 地 の つ ぶ や き

まち･コミ ne w s

「認定」を更新しました

　まち･コミュニケーションが任意団体として設立したのが1996年

4月。2012年12月にＮＰＯ法人、2015年2月3日に「認定ＮＰＯ法人」にな

り、5年毎の更新期をこの度迎えました。

　今回の更新に際し、初回と同様に神戸市による厳正な審査を受け、無事

更新できました。

１．多くの方々から支えられていること

２．運営組織・事業活動が適正に行われていること

３．自ら情報を広く公開していることなどと、講評をしていただきました。

　これまで多くの方々に、長年にわたって活動へのご支援をいただいたことの結果であり、スタッフ一同、感謝し

ております。

　認定ＮＰＯ法人制度は、ＮＰＯ法人に対する寄附を促進し、その活動を支援するために設けられた制度で、認定

ＮＰＯ法人に寄附をした個人や法人が、税制優遇を受けられます。まち・コミュニケーションの場合は、「寄付金」と

「賛助会員費」が税制優遇の対象となります。また「ふるさと納税」でご支援いただくこともできます。　会費や寄付

につきましては本誌6ページ、ふるさと納税につきましてはこちらをご覧ください → https://is.gd/tbDaDZ

　より一層、活動に励んで参りますので、引き続きの応援をよろしくお願いいたします。

認定ＮＰＯ法人 まち・コミュニケーション

▲「認定を更新した旨の通知書」

を受け取りました。
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まち･コミ 活動報告 3/1 ～ 5/22

ご支援ありがとうございます。3/1 ～ 5/24(新規･継続)　　           順不同･敬称略

【正会員】津田四郎(兵庫県) 櫻井朝教(長野県) 遠藤勝裕(埼玉県) 瀧上明(岩手県) 早川知彦(福島県) 【賛助会員】西山賢一(徳

島県) 髙橋義治(千葉県) 照屋さつ子(兵庫県) まつしまハル(熊本県) 松原久(宮城県) 小林玲子(埼玉県) 渋谷光延(兵庫県)

紙徳真理子(兵庫県) 山王直子(東京都) 坂戸勝(東京都) 森山正和(兵庫県) 根本暁生(宮城県) 高森香都子(兵庫県) 荒木正昭(熊

本県) 熊谷博子(東京都) 及川善大(山形県)　株式会社まちづくり研究所(東京都) 一般社団法人全国中小貿易業連盟(大阪府)

伊藤亜都子(兵庫県) マリ リズ(宮城県) 坂本茂雄(高知県) 池田浩敬(静岡県) 糟谷佐紀(兵庫県) 田崎俊彦(兵庫県) 飯考行(東京

都) 佃由晃(兵庫県) 中尾嘉孝(兵庫県) 萩原正五郎(兵庫県) 北後明彦(兵庫県) 湯井恵美子(大阪府) 池田寛(香川県) 鈴木有(滋賀

県) 谷村彦太郎(静岡県) 大久保泰良(兵庫県) 村上誠二(岩手県) 亘佐和子(京都府) 足立清人(北海道) 【購読会員】河喜多勝(熊

本県) 岡本祥浩(愛知県) 松山幸子(兵庫県) 藤原和男(兵庫県) 中村大蔵(兵庫県) 【寄付】赤松愛子(兵庫県) 紙徳真理子(兵庫

県) 水渡英昭(宮城県) 木村徹(広島県) 池田清(兵庫県) 沖村孝(兵庫県) 湯井恵美子(大阪府) 河喜多勝(熊本県) 森山正和(兵庫

県) 坂本茂雄(高知県) 宮定章(兵庫県) 熊谷博子(東京都) 戸田真由美(兵庫県) 下村忠(石川県)

【協力】株式会社兵庫商会(神戸市) 味六亭(宮城県石巻市)

 会員種別

【賛助会員】

当法人の事業を、会員として賛助してくださる方

年会費：5,000円（学生3,000円) 総会議決権：なし

【正会員】

当法人の目的に賛同し、ご入会くださる方

年会費：10,000円 総会議決権：あり

※入会申込書のご提出をお願いしております。

【購読会員】

当法人発行の「季刊まち・コミ」購読希望の方

年会費：3,000円 総会議決権：なし

会員募集中！

 2020 年 6 月 1 日発行　no.31

編集 / 発行　

 認定 特定非営利活動法人

 ま ち ･コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン

事務所　〒653-0014

兵庫県神戸市長田区御蔵通5-211-4-101(みくら５)

TEL　078-578-1100 ／ FAX　078-576-7961

東北出張所　〒986-0859

宮城県石巻市大街道西1-14-101味六亭 相澤様方

e-mail　m-comi@bj.wakwak.com

URL  http://park15.wakwak.com/~m-comi/

■編集後記　今年はコロナウイルスが猛威を振るい、

予定の変更を余儀なくされておりますが、できるこ

とをできる範囲で続けています。(戸)

3/2 【研究調査】都市計画学会調査受

託打合せ

3/5【勉強会】NPOふたばと防災勉強会

の打合せ

3/16-17【情報発信】季刊まち･コミ

2020年春号 印刷発送

3/23-25【研究調査】中間支援活動ひょ

うごボランタリープラザ助成金報告書

作成

3/26-31【復興支援】助成金報告書作成

3/28【地域間交流】出石市民農園（黒

豆植え）

4/1-3【まちづくり勉強会】ふるさと納

税助成報告書作成

4/4-6【研究調査】中間支援活動ひょう

ごボランタリープラザ報告書作成

4/6【地域交流】出石市民農園（じゃが

いも植え）

4/10-11【研究調査】受託調査（都市計

画学会）の実施

当団体への 賛助会員年会費と ご寄付は、

寄付金控除等税の優遇措置の対象です。(正会員と購読会員は含まれません)

※認定N P O 法人への寄付者に対する優遇措置です。

　さらに活発な活動を行うため、会員を募集し、 資金

面でのご支援をいただいています。

　また、会員は１年更新とさせていただいています。

現在会員の方も時期がきましたら、更新をお願いいた

します。（期限は「季刊まち・コミ」郵送時の封筒の、

宛名ラベルに記載していますので、ご確認ください。）

 お振り込み先

名称 特定非営利活動法人まち･コミュニケーション

【郵便振替】

口座番号 ００９５０－３－４２７８８

【三井住友銀行・長田支店】

普通口座 ７６６９６２３

◎ご寄付もよろしくお願いいたします◎

ホームページからバックナンバーをご覧いただけます

4/13-17【事務局】神戸事務所環境整備

4/20【研究調査】関東都市学会ニュース

発送受託

4/20-24【情報発信】WEBページリニュー

アル作業

5/6【地域交流】出石市民農園（草取り）

5/16【研究調査】復興モニタリングプロ

ジェクト・定点観測カメラメンテナンス

受入
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