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第二回 千年村シンポジウム
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地域はいかにして続いてきたのか？
その持続は今後も可能なのか？
そのためにはいったいなにが大切なのか？

　千年村プロジェクトでは、長期にわたって持続してきた普通の村々を
〈千年村〉として再発見、調査、発信してきました。その候補地は現在
二千を超えています。
　本シンポジウムでは〈千年村〉の持続のための〈地域経営〉にフォー
カスして、これまでの活動の成果報告とともに検討を行います。
また、「地域を続けていくための人の営み」に焦点を当て、集落研究者、
ジャーナリスト、プロジェクトによって認証された千年村の実践者の
方々に登壇いただき、その核心に迫るための議論を行います。
　地域の存続の危機が当然のように語られているからこそ、これからの
千年を築いていくための知恵を共有し活動のあり方を考える橋掛かりと
なることを目指します。

千年村プロジェクト「千年村はいかに可能か」シンポジウム実行委員会

◆ 共催
　早稲田大学理工学術院
◆ 協賛

◆ アクセス
●西早稲田駅（東京メトロ副都心線）
　出口 3（早大理工方面）より徒歩 5分
●高田馬場駅（JR山手線・東京メトロ東西線
　・西武新宿線）　より徒歩 12分
●東新宿駅（東京メトロ大江戸線）より徒歩 15分
●早大理工前（都バス）より徒歩 5分

◆ お申し込み
お配りする資料の数に限りがご
ざいます。参加ご希望の方は申
し込みフォーム（右QRコード）
または以下Mail/Fax にてお申し
込みください。Mail/Fax の場合
は、氏名・連絡先を記載の上、
下記問い合わせ先までお申し込
みください。

◆ お問い合わせ先
　千年村プロジェクト
　〒169-8555　
　東京都新宿区大久保 3-4-1 55N-8F-09
　早稲田大学創造理工学部 建築学科
　中谷礼仁研究室気付
　Mail：wiki@mille-vill.org
　Tel/Fax：03-5286-2496（担当 : 石坂）

◆ 日時：平成 29年 11月 25日 ( 土 )13:00～17:30  ◆ 主催：千年村プロジェクト
◆ 場所：早稲田大学　西早稲田キャンパス　63号館 2 階  ◆ 定員：100 名
 竹内明太郎記念会議室（東京都新宿区大久保 3-4-1）  ◆ 参加費：無料

◆ プログラム
13:00　開会挨拶 中谷礼仁　  早稲田大学 教授

13:10　第一部　地域はどう生きているか 司会　中谷礼仁
 ー先行研究者による、地域文化に学び、地域を持続させてきた活動の紹介

 基調講演　デザインサーベイと「地方から見た」国土開発史―佐渡小木岬の村々を調べて 50年― 真島俊一　  ( 株 )TEM研究所 代表

 特別講演　持続可能な地域を創る 大江正章　  （有 ) コモンズ 代表

14:50　第二部　活動報告ー千年村プロジェクトと認証千年村 司会　土居浩　　  ものつくり大学 准教授

 講演　　　千年村プロジェクトと大字論 木下剛　　  千葉大学 准教授
 千年村の認証活動について 鈴木明世　  早稲田大学中谷研究室
 認証千年村認定証授与式
 認証千年村における活動紹介：麻生　地域における地史の発信と歴史的価値の再発見 　松木直人　  早稲田大学中谷研究室
 宮嵜和洋　  （株 )フューチャーリンクネットワーク
 認証千年村における活動紹介：山田井　千年村認証を受けるまで 菊地暁　　  京都大学 助教
 辻武史　　  つじ農園 園長

16:25　第三部　千年村プロジェクトのこれから 司会　中谷礼仁
 ー2018年度以降、千年村プロジェクトの活動について
 講演　　　千年村プロジェクトのこれから 福島加津也　東京都市大学 教授
 全体討論 真島俊一・大江正章
 木下剛・土居浩・福島加津也
 コメンテーター　宮嵜和洋・辻武史

17:30　懇親会 終日　会場にてポスター展示

千年村は
いかに
可能か
地域を持続させる活動の知見共有と、
千年村プロジェクトのこれから
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　千年村プロジェクトは大きな被害をもたらした 2011 年 3月 11日の東日本大震災以降に始まった新しい
研究と活動です。

　発生からの数日間の記憶は鮮やかに残っています。超望遠レンズが、近づくことのできない原子力発電所
の姿を捉え続けていました。ついで原子炉の建屋内で水素爆発が発生しました。次第にメルトダウンが囁か
れはじめました。同じテレビでは経過を楽観視する多数の「学者」が急に登場しました。彼らはその後どこ
に行ったのでしょう。
プロジェクトのビジョンは、不安定な自分の命よりは長く生きてほしいと思いました。震災の混乱の中で共
同者とともに、試行錯誤の末につかんだ言葉と方法が〈千年村〉でした。

　〈千年村〉とは、千年以上にわたり、自然的社会的災害・変化を乗り越えて、生産と生活が持続的に営ま
れてきた多数の集落・地域をさします。私たちプロジェクトはそのような普通に優れた立地を探すための客
観的な方法を開発しました。現在その候補地は 2000 を越えています。そして千年村プロジェクトは、全国
の〈千年村〉の収集、調査、公開、認証、交流のためのプラットフォームとして構想されました。環境・地
域経営・交通・集落構造という 4つの場所の要素を重要視し、それらに関する諸分野の研究者・実務者らによっ
て運営されています。 

　〈千年村〉の基礎研究から評価方法の確立までをめざした助成研究期間が終わるにあたり、私たちは二つ
の公開会議を行うこととしました。一つは「地域の持続のかたちを考える」（主催：早稲田まちづくりシン
ポジウム 2017 実行委員会）への共催として、〈千年村〉による地域評価の方法を発表しました。

　そして二つめのシンポジウムが本日の「千年村はいかに可能か　-地域を持続させる活動の知見共有と、
千年村プロジェクトのこれから-」となります。全体テーマは「地域経営」、〈千年村〉を支える最も人間的
な側面を検討しようというものです。
　第一部では先行研究者を招き、地域文化に学び、地域を持続させてきた活動の紹介を行います。
　第二部は活動報告です。千年村プロジェクトの地域認証活動によって認証を授与することになった二つの
地域からその認証の管理者を招きます。授与式を行うとともに、地域の具体的な経営戦略を語りあいます。
　第三部は今後の活動についての発表を行います。より研究と実務を相剰させながら、着実な活動を行なっ
ていくためのビジョンを示します。

த
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1965 年生まれ。早稲田大学理工学部建築学科卒業、同大学院修士課程修了。早稲田大学大学院後期博士過程、大阪市立大学工学部建築
学科建築デザイン助教授を経て、2007 年より早稲田大学建築学科准教授、2012 年より同大学教授。近世大工書研究から始まり，土地
形質の継続性と現在への影響の研究（先行形態論），今和次郎が訪れた民家を再訪し，その変容を記録する活動の主宰をへて、千年続い
た村研究〈＝千年村〉研究等を行っている。近著に『実況　近代建築史講義』（LIXIL 出版）『動く大地、住まいのかたち　プレート境
界を旅する』（岩波書店）『セヴェラルネス＋事物連鎖と都市・建築・人間』（鹿島出版会）、共著に『今和次郎「日本の民家」再訪』瀝
青会名義（平凡社）、『近世建築論集』（アセテート）ほか。
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1947 年生まれ。武蔵野美術大学造形学部建築学科卒業。大学 3年時の佐渡の調査をきっかけとして、在
学中の 1969 年に（株）TEM研究所を設立。1974 年同代表に就任、現在に至る。学生の頃から民俗学
者・宮本常一に師事。地域の生活文化の特徴を発見し振興する視点を基本にして、調査は T（道具、技術）
E( 環境 )M（人間）の三つの要素を地域から抽出分析し、文化財を通して地域文化の再生に尽力する活動
を展開している。共著に、『世界の建築術』(彰国社 )、『図説　佐渡金山』(河出書房新社）『台所の百年（生
活学 23）』（ドメス出版）、『棚田の謎』（農文協＋MO出版）ほか。

主な建築作品（TEM研究所）に、《佐渡国小木民俗博物館》(1988)、《出島村古墳資料館》(1992)、《宿根
木の体験学習館》(1994)、《周防大島文化伝承交流センター》(2004)。

主な受賞に、1975 年 日本生活学会第 1回今和次郎賞受賞「南佐渡の漁村と漁業」、1976 年 トヨタ財団コ
ンクール銀賞「小木町の生活実態調査」、1977 年 第 3 回技術科学図書文化賞・優秀賞 『世界の建築術』（彰
国社）、1998年 第5回日本伝統文化振興賞、佐渡宿根木の町つくりと千石船の復原など、日本文化藝術財団、
2000 年 神戸賞受賞「台所の百年」（ドメス出版）、2005 年 第 1 回棚田学会賞受賞 『棚田の謎』（農文協＋
MO出版）等。
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１. デザインサーベイ概況

①昭和 43 年（1968）頃、オレゴン大学・学生が金沢市

幸町の間取り調査➡②伊藤ていじ先生が建築雑誌で

PR➡デザインサーベイの流行（日本の伝統的空間の

調査）……芸大、法政、明大、電機大など。

③長野県妻籠宿の町並保存・国指定１号となる。

④全国デザインサーベイ協議会を年１回～３回行い、

八王子のセミナーハウスでは各先生とともに今和次

郎先生も登壇。

⑤数年前の昭和 39 年、東京オリンピックがある。東京

～大阪間、新幹線、高速道開通。離島と旅のブーム。

日本の中央と地方の分離が問題と指摘。➡その後、

大学紛争があった。

2. 昭和43年（1968）佐渡・小木岬の白木

①白木は８戸の村。段丘上では農業を行い、磯でタラ

イ船操業。海岸には砂浜が無いため、和船が着岸で

きない地形の村だった。

②昭和 50 年小木岬の宿根木、次年は琴浦調査➡宿根木

は弁財船の村だった。➡粗板貼りの外装、内部は朱

赤の漆塗り➡船主、船子の家

　➡朱赤と黒の伝統の文化色に気付く。

③（このころ、日本は高度成長期で）佐渡にカーフェリー

　就航

　➡車、観光バス、トラックを乗せたフェリーが就航

する島となる。島人の暮しの道具が民具から近代的

商品となり、伝統的間取りを変容させていく。

　➡TV、電気洗濯機、冷蔵庫、電気釜、プロパンガス

の普及➡新築ブームで民具を捨てる風潮になる。

④島の小学校が廃校になった。宮本常一先生の登場

　空き小学校を民俗博物館にと宮本常一先生が町長に

提言。二人の島人が３万点を目標に民具の収集を始

める。➡民家の実測調査で、二代に渡る船大工道具

を屋根裏から発見。➡博物館が収集し、後に * 漁労

用具と船大工用具が国指定となる。

デザインサーベイと「地方から見た」国土開発史

̶佐渡小木岬の村々を調べて50年̶
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　TEM研究所　真島俊一

白木の集落（昭和43年）

ハンギリ（タライ船）を運んで帰る（昭和59年）

宿根木全景（平成5年）

σβΠϯαʔϕΠͱʮํ͔Βͨݟʯࠃ։ൃ
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⑤道具を書き込む間取調査⬅大学紛争で大学は１年休
みで、我々学生の調査には、教授陣の助言が多大に

あった。生活行為を分析するため、道具を描き、数

を調べると、１軒の家に３万～４万点の民具と道具

があった。生活用具はケの日常用具であり、祝いの

ハレの道具は蔵にあった。

　➡輪島塗の朱赤と黒の膳椀はハレの道具だった。船

箪笥も箪笥も、建築も朱赤があり、漆器は黒色があり、

この使い分けが民家に乗り移って朱赤の文化になっ

ていた。

⑥佐渡金山の調査……100 万人観光地の拠点施設の整備

➡後に *世界遺産の候補となっている。

3. 全国和船調査

①宿根木の漁船や弁財船を石井謙治先生と、板図から

弁財船を復原考証した。

②全国の海岸、川筋を歩いて気付いた。和船や弁財船

は平底で浜がであり、さらに船尾や浜の角度８°前後

に、和船は船尾から陸上がりしていた。明治の大型

の蒸気鉄船は沖に泊まるか、新たに港を築いて入港

していた。

③和船の基本の構造形式は、筏造り、タライ造り、刳

り船、◉棚造り、◉階造り、◉合ノ子造りの６種で、

鉄の和釘を使うのは◉印の舟であった。

④弁財船は大型の階作りの船➡「長尺大径木」の大杉

を使って造船➡木造構造物では最長の特徴を持つ、

単一木造の道具としては最大の木架構である。

4. 民博の1/10模型作り

①川添先生と企画案を作った。模型は、建物も道具も

調査時の状況の復原。

②調査の仲間は、デザインサーベイ協議会の委員やっ

た人々と 50 余人で伝統的な民家の全国調査をする。

③選ばれた４棟の民家と付属屋、屋敷取りの木々も含

めて作る。

　〔竹富島の二棟造り、奈良の大和棟、富山の合掌造り、

岩手の曲り屋〕

宿根木集落の屋根伏図（昭和44年）

船持ちの家、広間の漆塗り

間取りと道具の配置図（昭和44年、琴浦集落）
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5. 宿根木の伝統的建造物は *国指定に

①宿根木の人口と戸数の変遷

②日本の中央と地方の異常な変容

③倉の登場➡ハレの行事（祝と年厄、仏事）の 10 人の

家族（A家）の場合、今までハレの漆器で膳を囲ん

だ回数 230 回。

6. 千石船の復原と造船

①元船大工と話した長年の「弁財船の復原」が実現した。

②板図の分析➡設計に不足するデータは全国から＋石

井謙治先生の助言。

③造船は、平均年齢 65 歳の船大工が 20 人で担当、700

石（105t 積）の船を造る。総長 24 ｍ余。

④大板構造は焼溜で曲げて大船釘で固定する。

　➡長さ 30cm の長方断面の鉄の大釘、一本４kg 余り

を 3000 本使い固定。

⑤弁財船の大板構造（日本の長尺大径木を使う樹の文

化である。）

7. 「一所懸命」の地域づくり

①以上 50 余年は「地方から見た」国土開発の歴史の活

動だった。

②一島一市に合併して人員整理した。……文化財大混

乱中

*印は国指定関連

船尾の角度の検証

（宿根木の板図から）

千石船の復腹船（平成11年）

宿根木概要年表

蔵の中のハレの朱塗り膳椀

本稿転用元：TEM研究所
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1957 年生まれ。早稲田大学政治経済学部卒業。1995 年まで学陽書房編集部に勤務した後、1996 年に出
版会社コモンズを立ち上げ現在に至る。コモンズは、環境・農・食・アジア・自治などをテーマに暮らし
を見直し、わかりやすいメッセージと新たな価値観を伝えることをモットーとした出版社。2009 年に梓
会出版文化賞特別賞受賞。また、中山間地域から都市部までの広い範囲で、地域づくりや農業の現状、21
世紀型の農的ライフスタイル、新しい公共のあり方などについて、取材・考察・執筆している。主な著作
に『地域に希望あり―まち・人・仕事を創る』（岩波新書、第 31 回農業ジャーナリスト賞受賞。）、『地域
の力―食・農・まちづくり』（岩波新書）、『農業という仕事―食と環境を守る』（岩波ジュニア新書）、共
著に『田園回帰がひらく未来』（岩波書店）ほか多数。
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１. 田園回帰が進んでいる
　・東日本大震災以降、都市部から農山村への移住という田園回帰の流れが顕著に進行

　・内閣府世論調査「あなたは農山漁村地域に定住してみたいという願望がありますか」
 「ある」「どちらかというとある」という回答　2005年 20.6％→ 2014年 31.6％
 男性　20代　05年 34.6％→ 14年 47.4％　30代　05年 17.1％→ 14年 34.8％
 女性　30代　05年 16.9％→ 14年 31.0％　40代　05年 14.1％→ 14年 31.2％

　・内閣府世論調査「子育てに適している地域は農山漁村と都市のどちらだと思いますか」
 女性　20代　農山漁村 58.1％都市 37.1％　30代農山漁村 55.6％都市 38.9％

　・全国の過疎指定自治体794の 2010年と 15年の人口移動に関する調査（「持続可能な地域社会総合研究所） 
 〈10 年の 25～ 34歳女性と 15年の 30～ 39歳女性の比較〉
 116 自治体で５％以上増加、209自治体で０～５％増加
 増加率が高いのは離島や山村
 鹿児島県十島村 129.4％、島根県海士町 47.4％、長野県北相木村 37.5％
 中国地方で増える移住者―島根県 4252人、鳥取県 1943人、岡山県 1854人（15年度）
 子どもの出生率も高い（合計特殊出生率）
 555 自治体で 1.5 以上、92自治体では 2.0 以上（日本の平均は 1.45（15年））

２. 持続可能な農業としての有機農業
　・非農家出身の農業への新規参入者の 28％は「有機農業をやりたい」、65％は「有機農業に興味がある」
　　（全国農業会議所「2010年度新・農業人フｪアにおけるアンケート結果）

　・新規参入者の 21％が全作物で、６％が一部作物で実際に有機農業に取り組んでいる。
　　（全国農業会議所「新　規就農者（新規参入）の就農実態に関する調査結果」2011年）

　・1970 ～ 80年代の有機農業の大半は、地方の強い志をもった生産者ないし生産者集団と、都市の消費
　　者グループの、親密ではあるが閉じられた関係。両者ともに点の存在であり、地域に開かれていたとは言
　　えなかった。

　・2006 年の有機農業推進法の制定、同法に基づく有機農業モデルタウン事業によって、地域へ広がる。
　　地産地消が進み、地場産業やまちづくりとの連携が深まりつつある。こうした有機農業や自然農法は、
　　自治体や農協が支援していく公共性をもった存在。

　・有機農業の特徴――農薬と化学肥料を使用しない、少量多品目栽培ないし中量中品目栽培、近隣の有機
　　質資源の利用（地域内循環）、消費者への直接販売（顔の見える関係）、　　環境・景観の保全や生物多
　　様性の維持、食農教育の場を提供



11

３. ３つのモデル
　①小川町モデル（埼玉県、都市近郊）
 ・日本を代表する有機農業者・金子美登氏のもとで新規就農希望者が学び各地で自立
 ・小川町有機農業生産グループ約 80人の 95％は移住者（半農半Xを含む）
 ・町内の有機圃場面積 13.2％（農家登録していない半農半Xを除く）――全国１位
 ・地場産業との連携（豆腐、日本酒、製麺など）――地域循環型経済の確立へ
 ・新規参入者がスーパーの有機野菜コーナーや直売所の担い手に成長――地元へ浸透

　②白川町モデル（岐阜県、中山間地域）
 ・信頼される地元在住者が受け皿となるNPOを設立――地域づくりへの熱意
 ・有機農業モデルタウン事業で研修施設を建設――有効な助成策の必要性
 ・名古屋市の人気オーガニック朝市との連携――生計が成り立つ
 ・新規就農者が独自に都市との関係性を形成――経済も人もつながる

　③東和モデル（福島県二本松市、福島原発周辺での復興のトップランナー）
 ・NPO主体の地域づくり――集落レベルを超えて旧町全体で活動
 ・道の駅の運営を受託――高齢者の生きがい（野菜や加工品の販売収入と集いの場）
 ・都市部出身の新規就農者を積極的に育成
 ・農村部における暮らしのセーフティネットの形成――第二の人生の場を提供
　　　・「小さな農」を大切にする内発的発展――新たな生業を生み出す

４. 持続可能な地域づくりの５つのポイント
　①地域資源を活かし、それに新たな光をあて、暮らしに根ざした中小規模の複数の仕事（生業）を発展させ、
　さまざまな働き方を増やす。その際、無理に事業や規模を拡大しようしていない。身の丈に合った着実な
　進展、小さな成功の積み上げを大切にする。

　②メインとなる仕事や複数の仕事の組み合わせで現金収入を得ながら、自給的部門を大切にし、安全な食
　べものをつくる農の担い手でもあるような生き方を尊重する。それが過度な商品経済の浸透の防波堤とな
　り、そこそこの現金で暮らせる生活のベースを形づくる。

　③農山村の価値や知恵や仕事や生き方に学ぶ都市生活者やボランティアという応援団がいる。それは、交
　流人口・関係人口の増大や資金の内部循環の拡大につながり、交流から定住へと進むケースも少なくない。

　④経済と暮らし（環境）、農業と農を二項対立させない。そのうえで、自然と共生した本来の農業（有機農業）
　に、産業型農業を埋め込んでいく。

　⑤経済成長のみを絶対的な指標としない。脱成長論の旗手セルジュ・ラトゥーシュに倣えば、経済成長な
　き社会発展は可能である。実際、食べ物やエネルギーの地域自給、高齢者の生きる技と知恵の継承から新
　しい時代が拓かれていく。そこに共感する若者は年々増加。
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司会

ㆩ ㆂ
ߒɹډ

ㆲ㇍㆗
ものつくり大学　准教授

博士（学術・総合研究大学院大学）。2001 年より現在、ものつくり大学教員。勤務先では主に初年次教育を担当。
専門領域は、民俗学／地理学、葬墓制史、日常意匠研究。2013 年より荒川区文化財保護審議会委員。2015 年よ
り府中市史編さん民俗専門部会委員。共著に『墓制・墓標研究の再構築』岩田書院、『慰霊の系譜』森話社、『近
代仏教スタディーズ』法藏館ほか。千年村プロジェクトには 2014 年末から参画。

登壇者

ㆌㆮ㆗㆟
Լɹ߶

㆟㆐㆗
千葉大学大学院園芸学研究科　准教授

1967 生まれ。千葉大学大学院博士課程修了後、1996 年より千葉大学園芸学部助手。助教授を経て現職。専門
は造園学。文部科学省在外研究員としてエディンバラ ･カレッジ ･オブ ･アート、客員研究員としてシェフィー
ルド大学ランドスケープ学科に留学。持続可能な生存単位の計画方法論の確立に向けてグリーンインフラや千
年村プロジェクトの研究に取り組む。千葉県佐倉市景観審議会委員、山武市都市計画審議会委員、福島県石川
町歴史文化基本構想策定事業委員ほか。共著に『決定版！グリーンインフラ』（日経 BP社）、『シリーズ田園回
帰⑧ 世界の田園回帰：11 カ国の動向と日本の展望』農文協ほか。

⁋
ㆤ㆘
ɹ

㆟㆐ ㆗
 つじ農園　園長

三重県津市でお米を作る農民。大学卒業後に独立系機械メーカーに勤務。航空宇宙分野製品の品質管理、生産管
理など現場マネジメントとコンシューマー向け製品の海外販路開拓に 16 年間従事したのちに退職。現在は出生
地である三重県津市で米農園を立ち上げ、有機農法やドローンを使っておいしくて環境負荷の少ないお米を作っ
ている。得意分野は品質マネジメントシステム構築。

ٶ
ㆿ㇄㆖ㆌ
ቌɹ

ㆉ㆚ㆲ㇍
༸ （株）フューチャーリンクネットワーク　社員

駒沢大学 文学部 歴史学科 日本史卒業。琉球大学大学院 博士前期課程 人文社会科学研究科 国際言語文化専攻 琉
球アジア教育専門領域 日本古代史修了。主な関心は地方史・宗教史・島嶼文化・日本神話。ライフワークは日
本全国の御朱印収集。簡潔にいうと、地域ポータル運営会社の平社員の皮をかぶった、在野の歴史民俗学研究者。
専門は、日本古代史、歴史民俗学。

٠
ㆌㆎㆡ
ɹڿ

ㆀㆌ㇉
京都大学人文科学研究所　助教

1969 年生まれ。京都大学文学部史学科卒業、大阪大学大学院文学研究科修士課程修了。大阪大学大学院文学研
究科博士課程修了、京都大学人文科学研究所助手を経て、2007 年より現職。専門分野は日本民俗学、研究テー
マは近代日本における民族誌的実践の総合的研究。近著に『柳田国男と民俗学の近代―奥能登のアエノコトの
二十世紀―』（吉川弘文館）、編『身体論のすすめ』（丸善）、共著に『今和次郎「日本の民家」再訪』（平凡社）ほか。

ླ
㆙㆚ㆌ
ɹ໌

ㆀㆌ㇈
ੈ 早稲田大学中谷礼仁研究室

1994 年生まれ。早稲田大学創造理工学部建築学科卒業、早稲田大学創造理工学研究科建築学専攻修士２年。建築史中谷礼仁研究室所
属。016 年度建築学会大会での発表「アイヌ語地名から見る現北海道沙流川流域における生活空間その変遷過程の解明 -千年村研究そ
の 8-」において、若手優秀発表賞を受賞。利根川流域詳細調査では 2015 年度に群馬県高崎市山名町、2016 年度に群馬県安中市松井田
町五料を担当。

দ
ㆾㆤㆌ
ɹ

ㆪㆈㆨ
ਓ 早稲田大学中谷礼仁研究室

1992 年生まれ。早稲田大学創造理工学部建築学科卒業、早稲田大学創造理工学研究科建築学専攻修士２年。建築史中谷礼仁研究室所属。
利根川流域詳細調査では2015年度に群馬県高崎市山名町、2016年度に茨城県行方市麻生を担当。その後も十数回にわたって麻生に赴き、
地域との関係を深めている。
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1.〈千年村〉という生存戦略
　〈千年村〉とは、千年以上にわたり、自然的社会的災害・変化を乗り越えて、生産と生活が持続的に営ま
れてきた集落・地域を指す。千年村プロジェクトは、このような地域を探し出し、長期持続の要因を検証す
るとともに、その結果を広く公開、共有してもらうことで、各地の持続可能な地域づくりに貢献することを
目的としている。
　〈千年村〉の発見は、各地の古文書にあらわれた古い地名を、地名学者らの研究成果をもとに現在の地名
に同定することを第一ステップとする。こうして発見された地域を我々は千年村候補地と呼び、それらはマッ
プとして可視化される。また、千年村候補地の現地調査を行い、環境・地域経営・交通・集落構造の 4つの
視点（千年村チェックリスト）にもとづき長期的生存の要因を検証する。そしてその地域が良好な生存条件
を保っていることが確認された場合、当該地域を〈千年村〉として認証する。

2. 生存単位としての大字
(1) 大字とは？
　ところで、地名学者が古い地名を現在の地名に同定する際に用いるのが大字（おおあざ）という単位である。
大字とは、明治の市制・町村制施行時に、近世の藩政村や町の名に由来する村名・町名を残したものである。
藩政村は、伝統的な地縁結合を基盤として設定されたものであることから、藩政村に由来する大字を古い時
代の村落共同体を継承する単位と見なすことは一定の妥当性がある。そこで千年村プロジェクトでは、千年
村候補地の範域を、大字（単一または複数の大字）を単位として捉えるとともに、認証千年村の範域もまた
大字を単位としている。大字を長期的な生存を支える単位と見なし、長期的な生存を支えるプログラムとし
て〈千年村〉を位置づけてみよう、という意図である。

(2) 再生産の単位
　長期的な生存とは、人々が棲み続けられることであり、再生産が繰り返されることである。これらが保障
されるために、伝統的な大字は以下の二点を基本要件としていると考えている。すなわち、①撹乱への耐性、
②資源の賦存、である。①は自然災害に対して安全な村落立地・土地利用を行いうる環境条件が備わってい
るということである。②は土地からの生産物を持続的に獲得するに足る資源（性）が備わっていることを意
味する。①②は長期的な生存の必要条件であるが、それだけでは十分とはいえない。①②に立脚した資源の
利用・管理が行われて初めて長期的な生存が可能になるからである。③持続的な資源利用を支えるしくみ＝
生存戦略が、当該地域において意識的であれ無意識であれ継承されていることが大切である。

(3) 生存戦略の再構築
　しかしながら、上記③の在りようは極めて多様である（図-1）。例えば、持続的な資源利用を支えるしく
みを今日に継承している大字もあれば、それらが完膚なきまでに失われてしまっている大字もある。また、
持続的な資源利用のしくみが今まさに失われようとしている大字もあり、その程度や内容も様々である。こ
うした多様性や変異性ゆえに我々は認証という行為が重要であると認識している。とはいえ、持続的な資源
利用のしくみが失われた大字や、認証に値しない大字が重要ではないかというとそういうわけでは全くない。
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なぜなら、失われている／失われつつあるのは「しくみ＝生存戦略」であって、上記した①②の特性は目に
見える景観や土地利用、共同体の在りようとは無関係に不変だからである。すなわち、生存戦略を再構築す
ることによって、もう一度大字に潜在する価値を回復しその恩恵にあずかることは可能ではないかと考えら
れる。地域が、生存戦略を今日的な形で再構築するのを支援することは、千年村プロジェクトの今後の課題
と考えている。

撹乱への挙動と資源の利用からみた大字の類型（Kinoshita, 2017）
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●ごあいさつ
　私は、茨城県行方市に生まれ、緑と歴史が豊かな土地で育ちました。
　生まれ育った行方市は『常陸国風土記』の中で唯一全文現存している場所であり、現在でも『常陸国風土記』
に登場する地名も多く残る歴史がとても深い土地でもあります。
　私は、大学時代の卒業論文で、『常陸国風土記』行方郡条に登場する夜刀神について調査し、考察しました。
その時、生まれ育った地元の歴史に深く触れ、非常に感動した事とともに、地元の歴史が非常に深いのにも
かかわらず、行方市の人々はほとんど行方市の歴史について知らないことに唖然としました。「なぜ、こん
なに長く続く素晴らしい歴史があるのにみんな知らないのだろう」地元の歴史認識の浅さに私のもどかしさ
は増す一方でした。
　地元出身の若者は言います。「行方市には何にもない。戻っても意味ない」と。実はそんな事はないのです。
行方市には、他に引けを取らない唯一無二の歴史があるのです。何もないわけではなく、意識をしていない
だけで、ありふれて身の回りにあるのです。それが地域の歴史です。
　私はこの地元の歴史を少しでも知ることができれば、地元に誇りをもって帰ってくる者が増えるのではな
いかと考えました。地域の歴史というものは、地元に住む者、特に地元の若者が地域に誇りを持つために非
常に重要なものであると思えたからです。
　歴史は地域の実績です。歴史はお金で買うことが出来ません。歴史は欲しくても手に入れられるものでも
ありません。先人たちがこの土地で生きてきた証を、今こそ我々が興味を持ち、積極的に継承・伝承するこ
とによって、生まれ育った郷土に誇りをもたなければならないと思います。
　今回はそんな気持ちを持った私が日頃思っていることをちょっとだけお話させていただこうと思っております。
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【講演目次】
●自己紹介
・宮嵜和洋とはいったいどんな人なのか。

●弊社について
・株式会社フューチャーリンクネットワークとは。
・なめがた日和とは。

●地域における地史の発信とは
・なめがたヒストリーとは。
・なめがた今昔物語とは。
・どうして地史を発信しようと思ったのか。

●歴史的価値の再発見
・どのように歴史コンテンツが認識されていったか。
・地史が認識されてからどうなったのか。
・歴史的価値の再発見に何を見出すのか。

●地史を利用した地域活性の今後
・歴史的価値の再発見からの広がり。
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１．山田井認証のプロセス
Step 申請者 千年村
1 申請者からの問い合わせ
2 チェックリスト送付・記入依頼
3 チェックリスト提出［3月 31日］

4
リスト確認・現地調査の必要性判断。有
りの場合＊、現地確認受け入れを申請者
に要請。

5
現地確認　(概要説明・チェックリストについての補足説明・エビデンス資料提示・
現地確認・意見交換 )。千年村からは原則２名の調査員を派遣する。［6月 5日］

6 現地確認報告書作成
7 現地確認報告書の確認修正

8
報告書および認証評価案を現地調査員か
ら千年村会議に提示し、審議の上、承認
結果を申請者に報告する。

9 申請者確認 認証　公開［7月 21日］

２．関西班の活動状況
2014.12-2015.07 山口県山口市鋳銭司地区調査（YCAM山口情報芸術センターと共同調査）
2015.07-10 香川県善通寺市吉田地区調査
2017.08-09 大阪南部（柏原市・藤井寺市・羽曳野市）疾走調査
2017.09.22 白川（京都市）巡見
＊関西・近畿の千年村：①高密度分布、②千年を超える持続、③都市化現象の古さ

３．千年村の「効用」
「私がこの調査を通して感じたことは、フィールドワークだけで、到底、千年の時をさかのぼり、千年村を
証明することは不可能であるし、そこに価値があるとは思えない。むしろ、長らく続いてきた土地の性質や、
そこで暮らしてきた人々の知恵や精神性を、部外者である私たちも含めていかに「誇る」のか、それが千年
村プロジェクトの主眼であるということだ」（YCAM・井高久美子）
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（１）対象地域
　山田井は三重県津市大里睦合町内の旧地区名である。津市北部に位置し、世帯数は４４。約 20ha の水田
と畑地があり、かつては資源を採取していた山林も含む箱庭的風景の集落。現在の行政区画である「睦合町」
は隣接する集落を含むが、集落ごとに独立した自治会があり町内会は存在しない。津市は旧藤堂藩であるが、
山田井地区は白子港から伸びる旧紀州徳川藩飛び地の南端にあたることが住民の帰属意識を高めている。

（２）認証の動機
　集落の水田を集積して事業化する手がかりとして米のブランド化を検討していた筆者は、「農村の豊かさ
と都市との接続性」を中心概念に据えることとし、裏付けのため集落の調査を開始する。その過程で千年村
プロジェクトを知り協力を依頼するが、認証プロセスを進めるうちにその目的は別のものに変化する（後述）。

（３）認証プロセス
　当プロジェクトについて、2016 年春に集落住民に話を展開したところ長老格で地域研究資料が豊富にあ
る I 氏、集落の中心寺院住職の S氏、当時自治会長のA氏、農地土木に強い筆者の父親が活動に参加し、数
回の下打ち合わせを経て審査申請のチェックリストを作成する。チェックリストは 2017年 3月に集落自治
会で正式承認され、プロジェクトに提出される。同 6月に認定審査には住民 10人が参加して討議した。審
査員含め大勢で現地審査も行い、充実した議論ができた。認証受けた事は回覧などで集落内の周知を図り、
新自治会長にも詳細を説明するなどして興味の維持を続けていく。

（４）住民の関心の変化（辻主観による）
　当初、集落が千年村プロジェクトに参加することの是非について非常に悩んだ。すでに豊かに暮らしてい
るものを評価することがかえって住民の迷惑になるかと考えたからである。しかし、千年村についての説明
を住民にすることが増えるにつれて、複数の住民が集落や寺社の歴史に興味を持ち、情報提供をしてくれる
ことが多くなってきた。村の酒の席では「俺たちは千年村だからな」という発言も聞こえてきた。筆者が集
落を歩いていると、声をかけてくれる人、プロジェクトの説明を聞きたがる人、情報を提供してくれる人な
ど以前より多くの方達とのコミュニケーションが図られている。活動を進めて一番の変化は、当初もくろん
でいた農産物のブランド作りの意味合いよりも、「千年村をいかに維持していくか」という共通概念を住民
間で形成できたことではないかと考えている。
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（５）今後の展望と期待
　農村の人々の地域活動（水路保全、植樹、草刈り、道路の整備、炊き出し、祭礼）は、いわば「生活や地
域の維持に必要だからやっている」ことである。誰かに評価されようとして行っていることではないし、農
村側も都会の人たちにわかるはずもないと思っている節もある。しかし、そのことは都市と農村が接続でき
ないままでいるのと同じことである。その意味において「都市部の人々が豊かな農村を認知する」というこの
活動は、農村の日々の取り組みに意味や意義をもたらし、集落の活性化につながるはずである。自分たちの
ことをほめられて、悪い気がする人間はいない。千年村プロジェクトによる「国誉め」をきっかけに、集落
で何かを考えて取り組むときには「このさきもこの地域が千年村であり続けること」を中心において活動で
きるように変化していければよいと考える。

認証審査当日の様子
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1968 年生まれ。武蔵工業大学工学部建築学科を卒業後、東京藝術大学大学院美術研究科を修了。伊東豊雄建築設計事務所を経て、
2003 年より福島加津也＋冨永祥子建築設計事務所を主宰。2014 年より東京都市大学工学部建築学科で教鞭をとる。

主な建築作品に、《中国木材名古屋事業所》（2004）、《柱と床》（2008）、《木の構築　工学院大学弓道場・ボクシング場》（2013）ほか。

主な受賞に、2005 年日本建築家協会新人賞、2009 年住宅建築賞金賞、2015 年日本建築学会賞作品賞ほか。

＜千年村憲章＞

千年村認証作業

認証千年村

プロジェクト提案

千年村プロジェクト
＜千年村行動倫理＞

＜千年村プロジェクト規約＞
＜千年村プロジェクト・
　ミーティング規則＞

＜千年村認証基準＞
＜千年村チェックリスト＞
書類審査と現地審査

名称及びロゴマークの使用許可

「千年村計画」
地域調査・報告書の作成

レクチャー・ワークショップの企画・開催
設計提案

合同調査
千年村プロジェクト・

ミーティング
（フェロー、共同代表、事務局）地域の持続的成長を意図

管理者の設定
プロジェクトへの定期報告
名称及びロゴマークの使用

千年村的持続づくり
千年村から学ぶ
持続的環境づくり
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 1. 千年村マークについて
ʪ63-���NJMMF�WJMM�PSH� ઍଜϩΰʹ͍ͭͯʫ

千年村マークの説明
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 2. 千年村プロジェクトとは
ʪ63-���NJMMF�WJMM�PSH� ઍଜϓϩδΣΫτͱʫ

〈千年村〉とは
〈千年村〉とは、千年以上にわたり、自然的社会的災害・変化を乗り越えて、生産と生活が持続的に営まれてきた集落・
地域をさします。 
様々な変容を受け入れつつ、長い存続の歴史を持ちつづけてきた場所には、長期的生存にまつわる仕組みがすで
に育まれているはずです。日本の多くの地域はむしろ健全であるがゆえに無名でした。

千年村プロジェクトの目的
千年村プロジェクトは、全国の〈千年村〉の収集、調査、公開、認証、交流のためのプラットフォームとして構
想されました。2011年に発生した東日本大震災後に、優れた生存立地を発見しその特性を見出す必要性を感じた
ことが発端です。関東と関西に研究拠点を持ち、環境・地域経営・交通・集落構造という 4つの場所の要素を重
要視し、それらに関する諸分野の研究者・実務者らによって運営されています。

千年村プロジェクトの方法
長期にわたって持続してきた優れた生存立地を客観的に見出すにはどのようにすればよいのでしょうか。そのよ
うな立地は必ずしも有名ではなく、むしろ人知れず続いてきたのかもしれません。私たちプロジェクトはそのよ
うな普通に優れた立地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ました。

1. 古代地名による候補地の収集
日本では、1000年以上も前の古文書の中に多数の地名が記載されています。たとえば平安時代の辞書『和名類聚抄』
には約 4000 もの郷名が記載されています。千年村プロジェクトでは、これまで地名学者らによって明らかにさ
れた比定地の中から、具体的な場所が特定できる1977件の場所を2015年に地図上にプロットして公開しました。
これらを千年村候補地として位置づけました。
また別の古文書を用いて、さらにプロット作業は続けられています（2016 年に北海道と沖縄を追加）。この作業
によって、従来の活動とは比較にならない多数の候補地の存在を明らかにしました。
さらに、この候補地のデータベースが呼び水となって、多くの方々から新たな〈千年村〉の報告や訂正報告がも
たらされることを期待しています。

2. 千年村プロジェクトによる千年村候補地への訪問と調査
千年村プロジェクトはこれら候補地のデータベースをもとに、自主的に実際に現地におもむいています。環境・
地域経営・交通・集落構造の各分野にもとづいたその持続要因の分析と、その地域の性格を調査しています。そ
してその地域が良好な生存条件を保っていることを確認した場合には、その地を〈千年村〉として認証しています。
その際に得られた知見は、優れた立地一般の条件として同プロジェクトの学的成果として蓄積されています。

3. チェックリストの公開
千年村プロジェクトはその蓄積から、立地一般を評価する際の千年村チェックリストを作成しました。このチェッ
クリストを使って、多くの方々が自らが生活する場所の特性を知ることができるでしょう。

4. 依頼に基づく審査認証作業
このチェックリストを記入し、千年村プロジェクトに提出することで、どなたでも千年村認証を依頼することが
可能です（審査にかかわる費用と認証後の運営費が発生します）。

5. 認証千年村の特典
千年村プロジェクトによって認証された〈千年村〉（＝認証千年村）は、以下の特典が付与されます。
　・千年村プロジェクトからの千年村認定証
　・千年村プロジェクトホームページにおける認証千年村としての紹介
　・同ホームページ内、千年村マップにおける認証千年村の位置表示と概要紹介
　・認証地域の持続に寄与する公共活動に対する認証千年村の名称、千年村プロジェクトのロゴマークの使用

6. 〈千年村〉の応援
千年村プロジェクトは、全国の〈千年村〉が相互に交流、知識の交換を行いうる場の確立をめざします。また、
その持続的地域づくりの提案、活動に参画します。
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 3. 千年村憲章 / Millennium Village Charter

2016 年 8月 25日　千年村プロジェクト決議

序
過去の人間も間違い、そして今後も人間は間違い続ける。しかし人間がいま犯しうる間違いの量は桁
外れに増加している。
ここに人類が現在、生き続けることの困難がある。
わたしたちは、これからの千年を生き続けることができるであろうか？
このような根本的な問いに立ちいたった時、発見されたのが〈千年村〉という活動基盤である。

私たち人間は 45億年の時間が生み出した多様な環境をもとに、各地で糧を生み出し、差異ある集団
を形成し、争いをも含んだ交流・交通によって、結果として有史以来の数千年をかたち作ってきた。
それらの持続は、その時々の高位な政治形態下においてもなお、連綿と地域の生存単位によって経営
されてきたことをこそ重視したい。

このような生存単位を〈村〉と呼ぶ。
その村が千年近くの時間を生き延びてきたのであれば、そこにはすでに長期的生存にまつわる仕組み
が育まれてきているはずである。
また生存単位は単なる保存ではなく、将来にわたるその維持・再生産を必要としている。

千年近く持続してきた生存単位〈千年村〉に着目し、これからの千年を生き延びるために行われる諸
活動のために、わたしたち〈千年村〉プロジェクトは、千年村憲章をここに記す。

1. 基本的生存単位の尊重
　わたしたちは、長期にわたって先行した生存単位のあり方を尊重する。
2. 地域からの発想
　その単位の今後の持続の方法は地域の特性にまず依拠する。
3. 〈千年村〉の普及
　〈千年村〉の持続方法を客観化し、啓蒙、共有することにつとめる。
4. 継続のための活動
　〈千年村〉を持続させるための活動、ならびに協力をおこなう。

以上

ʪ63-���NJMMF�WJMM�PSH� ઍଜݑষ @�@.*MMFOOJVN@7JMMBHF@$IBSUFSʫ
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 4. 千年村行動倫理 / Millennium Village Behavioral Ethics

2017 年 1月 13日　千年村プロジェクト決議

　〈千年村憲章の普遍性〉
1. 千年村憲章は広く共有されるべき理念であり、いかなる個人や組織もこの憲章自体を独占すること
はできない。

　〈千年村行動倫理による特定な活動への組織的性格の付与〉
2. 以下の二つの活動は、千年村憲章のもとに固有の行動倫理を定め、これをもって特定の組織とする。
一つは独自の評価手法によって千年村を認証する研究組織「千年村プロジェクト」である。もう一つ
は千年村プロジェクトによって認証された千年村、ならびに千年村憲章に賛同する個人または集団の、
持続的社会活動に協力する組織「千年村プロダクツ」である。
3. 「千年村プロジェクト」ならびに「千年村プロダクツ」の活動（以下、千年村活動）は、千年村憲
章と本行動倫理をもって結びつき、定期的に確認・報告を行い、活動を豊かにし、問題の解決を図る。

　〈千年村行動倫理における成員とその行動〉
4. 千年村活動に継続的に関わる主体を成員という。すべての成員は千年村憲章に合意し、本行動倫理
を遵守する。
5. 成員は基本的人権を尊重し，他者の財産、知的成果、著作権を侵さない。
6. 成員は、千年村憲章にもとづき、自らの叡智と、培った学術・技術・芸術の持ちうる能力を傾注し、
千年村活動を通じて、地域の持続的発展に寄与する。 
7. 成員は千年村活動が地域や周辺社会に及ぼす影響を定期的に自己評価し、その活動をもって良質な
社会資本の充実と公共の利益のために努力する。 
8. 本行動倫理を遵守しない成員はこれを千年村活動から排除する。
9. 「千年村プロジェクト」および「千年村プロダクツ」に承認されていない個人・組織によるこの名称・
マーク・ロゴの使用、同組織ならびに活動の知的財産を侵害する活動はこれを認めない。

　〈千年村行動倫理の限定〉
10. この行動倫理の改訂、ならびに破棄は成員の 2／ 3以上の合意によってのみなされる。
11. 両組織運営のための詳細な規約は、これを別に定める。

以上

ʪ63-���NJMMF�WJMM�PSH� ઍଜߦಈྙཧ @�@.JMMFOOJVN@7JMMBHF@#FIBWJPSBM@&UIJDTʫ
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 5. 千年村認証基準 / Millennium Village Certification Standard

千年村認証基準

ʪ63-���NJMMF�WJMM�PSH� ઍଜূج४ @�@.JMMFOOJVN@7JMMBHF@$FSUJpDBUJPO@4UBOEBSEʫ

千年村認証基準は千年村プロジェクトが千年村を客観的に評価・認証する方法の根幹となる考え方を示した
ものです。
認証千年村は、集落基盤が長期に渡って持続していることを前提として、以下のⅠ～Ⅳの項目 1つ以上を満
たすこととします。

Ⅰ 地域資源の利活用の仕方や自然的災害との関わり方に、地域の長期的持続との連関を見出すことができる。
　〈環境〉

Ⅱ 地域経営を担う組織・団体、または地域に根ざした社会的慣習・祭礼行事に、地域の長期的持続との連関
　を見出すことができる。〈地域経営〉

Ⅲ 地域内外との人や物の流通・往来に、地域の長期的持続との連関を見出すことができる。〈交通〉

Ⅳ 環境 ･地域経営 ･交通の各要素と地域の長期的持続との連関が、建造物 ･土木構造物等及び、その構成に
　 あらわれている。〈集落構造〉
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 6. 千年村チェックリスト

千年村チェックリストVer.2.3
　千年村チェックリストは、環境・地域経営・交通・集落構造の観点から、自ら住む地域についての自己評価を行うこ
とができます。それぞれの項目や、最終ページの自己評価方法までの一連のフローは、2012 年より正式に活動した千年
村プロジェクトの実地調査による知見を反映したものです。今後、このチェックリストを利用した千年村認証活動も行
う予定です。
　※チェックリスト記入マニュアルや、過去の事例を参考に記入して下さい。
　※記入の際は、個人だけでなく複数人で相談することを推奨します。
　※提出の際には必ず自治会長など集落を取り仕切る方の確認を取ってください。
　※固有名詞などはできるだけ具体的に記入してください。
　※出典は必ず明記して下さい。
　※用途以外での千年村チェックリストの無断使用・無断転載は禁止します。

2017.03.31 　千年村プロジェクト

2017/03/31 千年村チェックリストVer 2.3 
このチェックリストの無断使用・無断転載は禁じます。©千年村プロジェクト

2017/03/31 The Millennium Village Checklist Ver 2.3 
Unauthorized copying and replication of the contents of these documents. ©The Millennium Village Project

以下、記入欄
◯記入者情報
代表者（自治会長など）
　　　　　氏

ふりがな
名 ：　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　肩書：

　　　　　連絡先住所：

　　　　　連絡先：

代表記入者　氏
ふりがな
名 ：　　　　　　　　　　　　所属：　　　　　　　　連絡先：

記入者２　氏
ふりがな
名 ：　　　　　　　　　　　　　所属：

記入者３　氏
ふりがな
名 ：　　　　　　　　　　　　　所属：

記入者４　氏
ふりがな
名 ：　　　　　　　　　　　　　所属：

０　集落の概要
集落の
名称

現在の地名（大字）　　
かな

歴史的地名（参照した古文書の名称とその成立年代）
かな

所在地
大字まで書いて下さい。
かな

面積
　（　　　年度）

km2
人口

（　　　年度）

人
世帯数

（　　　年度）

世帯

合併の
歴史

年月日、地域の名称の変化など、分かる範囲で書いて下さい。

地域の
記録

◯◯村史、◯◯市史など地域の記録はあるか（対象大字より広範囲のものでも可）。その発行年・著者。
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資料：住民基本台帳より 資料：住民基本台帳より

　千年村チェックリストは、立地を評価する際の客観的評価のために用いられます。このチェックリストを
使って、自らが生活する場所の特性を知ることができます。このチェックリストを用いての千年村認証活動
を行っています。このチェックリストは千年村ホームページにてダウンロードできます。
（記入例は茨城県行方市麻生／行方郡麻生郷〈URL : mille-vill.org/ファイル :千年村チェックリスト（行方郡麻生郷）
20170331.pdf〉）
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集落の地図（Google Maps などから）
　大字領域の明示をして下さい。
　必要に応じて関連項目の位置を図示して下さい。

2017/03/31 千年村チェックリストVer 2.3 
このチェックリストの無断使用・無断転載は禁じます。©千年村プロジェクト

2017/03/31 The Millennium Village Checklist Ver 2.3 
Unauthorized copying and replication of the contents of these documents. ©The Millennium Village Project

2/8

⺞ᩏߪߢᣥ㤗↢↸㤗↢ߩⴕၞޟࠆߢฎኋ㧒߰ߊࠀߓࠆ㧓ޟޠᣂ↰㧒ࠎߢࠎߒ㧓ޟޠኋ㧒ߊࠀߒ㧓ޠ
☻ޟޕߚߒߣ⽎ኻࠍޠ㧓ߜ߹ߚ㧒↸↰ޟޠ㧓߁ߠࠎߍㅢ㧒₵ޟޠ㧓ࠊߥ߫߆㧒✽⫱ޟޠ㧓ߜ߱ߚߒਅᷗ㧒ޟ
Ძޟޠን↰ߪޠⴕಽ߇ⴕᣇᏒ㤗↢ࠄ߆ߡߞߥߣ✬ߚࠇߐዊሼޔࠅߢ࿁ߪ⺞ᩏኻ⽎ߥߒߣ
ޕߚߞ߆

国
道
355
号
線

࿑ ᄢሼ㗔ၞ㧓߇ߚࠇ߹࿐ߢ✢⿒㤗↢ో࿑㧒ޓ�



40

Ⅰ　環境　－自然とのつきあい方－　
番号 ポイント

① 集落のかたち・立地
　古いところ

例）古い集落はどんな地形に立地しているか。どこの水系に属しているか。また、街道やみなと
　　との関係はどうか。旧河道はどこを通っているか。

② 生産地（農地や工場など）
の立地

例）農地、工場、商業地、漁業、林業などはどこに立地しているか。圃場整備の範囲はどこか。工場、
　　商業地がいつできたか。耕作放棄地や空地がどこにあるか。旧河道はどう利用されているか。

③ 主要産業・特産物

例）現在の主要産業は何か。働き先はどこか（集落内外）。かつての主要産業は何か。特産物はあるか。

④ 水源と水の引き方

例）農業用水の水源は何か。生活用水の水源は何か。井戸が残っているか。地域内の水路はどこ
　　を通っているか。

⑤ 近年の土地開発について

例）昭和 40～ 60年代、平成、最近 5年程度に行われた開発はそれぞれどこか。開発前の土地
　　利用は何か。開発によって商業、交通などどんな変化が起きたか。

⑥ 過去の災害とその対策

例）災害危険区域はどこか（ハザードマップなど）。過去、どのような災害があって、どこに逃げ
　　たか、その協力体制。どのような災害を心配しているか。集落内の安全な場所と危険な場所。

⑦ その他

自由記述・図示など。

3/8

2017/03/31 千年村チェックリストVer 2.3 
このチェックリストの無断使用・無断転載は禁じます。©千年村プロジェクト

2017/03/31 The Millennium Village Checklist Ver 2.3 
Unauthorized copying and replication of the contents of these documents. ©The Millennium Village Project

 • 㔰ࡩᶆᴪߣ࿖���ภ✢ᴪࠍਛᔃߦ㓸⪭߇┙ߩࠇߕޔߒ㓸⪭߽⍾
Ꮊ⍾ၸ⍾ਐߩᓸ㜞ߦ┙ࠆߡߒ
࿑ �ෳᾖ�ޕ
 • 㓸⪭ࠍ␠ߩ᳁ሶࠆߥߣၞߢಽߣࠆߌ㔰ࡩᶆᴪߩฎኋᣂ↰ޔ㒽
ߊฎ߇ฎኋߪߢᶆᴪࡩ㔰ޕࠆࠇࠄߌࠊߦ↸↰ㅢ₵✽⫱ਅᷗኋߩ
ޕߥ߈ߢ߇ߣߎࠆߔ⸒ߦ⏕ᱜ߆ฎ߇ߎߤߪߢ㒽ޕࠆߔሽࠄ߆

 • ↰↸ർㇱߩ⼱ᐩᐔ㊁᳚Ửᐔ㊁߇ᐢᄢߩ☨ߥ↢↥ޕࠆߡߞߥߣ࿖���ภ✢ᴪ
ޕߥዋߪ⠹ޕࠆߡࠇߐᩱၭ߇ᩮ⬒☨ޔߪߢᓟ⢛ૐߩ
 • 㔰ࡩᶆᴪߩᣂ↰ฎኋߪߦ✽⫱Ṫᬺߦᓥࠆߡߒ⠪߇ዬޔࠅ߅ߡߒฎኋ
ޕࠆ߃᭴ࠍṪ᷼ߪߦ✽⫱
 • ਅᷗ₵ㅢࠍㅢࠆᐫⴝㅢࠅ
ฬ⒓ߪ㤗↢㒯ደᄢㅢࠅ ࠇࠄߺߊᢙᄙ߇ᐫߪߦ�
ޕࠆ

 • 㔰ࡩᶆᴪߩ㓸⪭ࠡࠨࠞࡢޔߪߢ⊕㝼ૈߩߤߥࡆࠛᾚ߇․↥ຠߣ
ળࠆߔࠍᄢベ᳗ᄙߢ㓸⪭ޔߪࠄࠇߘޕࠆߡࠇߐ↥↢ߡߒ
ࠆߡࠇߐ↥↢ߡߞࠃߦర᳃ࠄ߆ߣߎࠆߡࠇߐ↥↢ߡߞࠃߦ␠
ޕࠆ߆ࠊ߇ߣߎ
 • ฎኋᣂ↰ߪߢㄭᐕߩߏߜᩱၭߦജࠍޔࠇ․↥ຠߡߒߣฬߞߥߦ
ޕߚ᧪߇ߣߎߊ⡞ࠄ߆᳃ࠍ߁ߣࠆߡ

 • ၔਅᎹ㧒ࠊ߇ߚߒࠈߒ㧓ޟޔޠ↸↰ޟ߇ኋޟޔޠฎኋߩޠਛࠍᵹޔࠇ㔰ࡩᶆߦᵈޕࠆߢ
㓸⪭ർㇱߦᐢࠆ߇⼱ᐩᐔ㊁᳚ Ửᐔ㊁ߩߢⒷߪᡷ⦟એ೨ߪၔਅᎹߩ᳓Ḯߢ
ߦᡷ⦟Ꮏߪޔ߇ߚߡߒߣ᳓ḮߩἠṴࠍޠ⍹ᮘᳰޟߩਛ⒟ޠ㤥ᾢᳰޟࠆ
ࡩ㔰ޔ᳓ߩၔਅᎹߣ᳓ߩߘޔࠅជࠍᚭߦߊㄭߩߘޔߚߚࠇࠄ࿕ߪ⍹ᮘᳰࠅࠃ
ᶆߚࠇߐࡊ࠶ࠕࡊࡦࡐࠄ߆᳓ࠗࡄࠍ ࠗࡊ ࠣࡦࠕࡅ㧒ޕࠆߡߒ⛎ଏߢࡦ 㧓ࠅࠃ

 • ᤘ �� ᐕࠄ߆ �� ᐕޔߡߌ߆ߦ㔰ࡩᶆߣᩮᎹߩวᵹὐࠍಾࠆ᳓㐷ࠆߢ
Ᏹ㒽Ꮉ᳓㐷㧒ㅢ⒓ �ㅒ᳓㐷㧓߇⨙ၔ⋵ᩘᏒߦᑪ⸳ޕߚࠇߐ᳓㐷ޔࠅࠃߦ⟎⸳ߩ
㔰ࡩᶆߩ᳓⾰ߪᄌൻ᷆ޔߒ᳓ൻ߇ㅴޔߚ߹ޕߛࠎㅴⴕߚߡߒḓጯߩᶐ㘩ߩ
ኻ╷ޔߡߒߣዋߟߕߒႇ㒐ޔ߈▽ࠍᤘ �� ᐕߦߩ✚ว㐿⊒ߩႇ㒐߇ቢᚑ
㘩߿ᵴ↢ߩṪᏧޔߚߚࠄߺ߇ዋᷫߩṪ₪㊂߿ᄌൻߩ㝼⒳ߡߒߣᨐ⚿ޕߚߒ
↢ᵴߦᄢߥ߈ᓇ㗀ࠍਈޕߚ߃㧒ࠅࠃࠣࡦࠕࡅ㧓

 • ၔਅᎹᴡญㄝߦ․߇ᶐ᳓ߩෂ㒾ᕈ߇㜞ޔߊߥߢߌߛࠇߘޕࠆߡࠇߐߣ
㔰ࡩᶆᴪߩ㓸⪭ోޔߪࠍㅢߡߒᶐ᳓ߩෂ㒾ࠆߡࠇߐߣࠆ߇㧒࿑ �㧓ޕ
ᤘ �� ᐕ �  �� ᣣߩบ㘑 �� ภޔᐔᚑ �� ᐕߩบ㘑 �� ภ߽ࠇߕߪߢၔਅᎹ
ߪߢบ㘑ߩᐔᚑޕࠆߡߞᱷ߇㍳⸤ߚߒᶐ᳓߇Ⴚ⇇ઃㄭߩਅᷗኋߒỬ᳚߇
ᶖ㒐࿅ߩදജࠅࠃߦⵍኂ⠪ޕ߁ߣߚߞ߆ߥߢߪ


࿑ �� ⴕᣇᏒࡊ࠶ࡑ࠼ࠩࡂ㧒ᚑ �ⴕᣇᏒ ������㧓

ෳᾖ�ࠬࡅߚ߇ߥޡ �㧒JVVRUޢޠࠆ߃⠨ߡߟߦἴኂผߩⴕᣇᏒޟ࠻��PCOGICVC�O[RN�PGV�OR�JKUVQT[APCOGICVC�!UKF�������
���������� 㑛ⷩ�


࿑ ��᧦ઙ࿑
ౖ�ℂ㒮࿑�

ᓟ⢛ૐ

⼱ᐩᐔ㊁

⍾Ꮊ⍾ਐ⍾ၸ

ጊᢳ㕙

ᦝᣂᲑਐ

ࠅߴߔ



41

4/8

Ⅱ　地域経営　－集落を支える仕組み－　
番号 ポイント

① 各種組織

例）行政区、町内、班といった地域的な組織の構成および目的別の組織（消防団、氏子、講など）
　　にはどのようなものがあるか。可能な限り連絡先を記入して下さい。

② 地域内での情報伝達、
連絡の方法

例）地域内での情報の共有や連絡はどのように行われているか。（回覧板・ウェブサイト（URL）・
　　公民館便りなど）

③ 山林、里山また湖などの
管理主体

例）地域に共有性のある土地利用（入会地など）が行われているところはあるか。その利用主体
　　の組織はどのようになっているか。

④ 水の管理主体

例）水門、水路などの水利用施設の維持管理を行う組合、組織はあるか。農業用水以外の水利用
　　に関わる組織はあるか。

⑤ 地域祭礼・年中行事

例）祭礼についてその概要や成立時期、祭礼と地域住民の関わりはどうなっているか。また地区
　　対抗運動会など地域が参加する年中行事はあるか。

⑥ 地域の歴史・物語の伝承

例）地域の歴史や物語などを伝える活動、組織（郷土史会、歴史遺構の広報活動など）はあるか。
　　可能な限り連絡先を記入して下さい。出版物には出版年・著者などを記入してください。

⑦ 口伝・通称の地名

例）住所表示や地図には存在しないが地域で共有されている場所（山、集落、田、川など）の呼称、
　　通称地名はあるか。（フリガナをつける）

⑧ その他

自由記述・図示など。
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Ⅲ　交通　－人とモノの往来－　
番号 ポイント

① 昔からの道

例）古くからある道で名称、種別、用途、起源などがわかるものはあるか。また、どこにつながっ
　　ていたか、主に何を運んでいたか。

② 現在の主要な道路

例）現在の生活の中で主に使われている道はどれか。その名称、完成時期などとそれぞれの利用
　　方法（◯◯へ行く道、集落内移動、さんぽなど）

③ 建設予定の道路の有無

例）地域に影響がありそうな道路の新規建設計画、拡幅などの改良計画はあるか。
　　その名称、完成予定時期、目的、また集落の存続に与える影響など。

④ 水運の有無と利用法

例）かつて使われていた水上交通（川、堀、河岸、港など）はあるか。それらは、どのように使
　　われていたか。今はどうか。

⑤
鉄道の有無、
その経緯と現状

例）地域に関わりのある鉄道はあるか。廃線になったものも含めて、その路線、駅、主な用途、
　　時代的変化などはどうか。

⑥ その他

自由記述・図示など。
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Ⅳ　集落構造　－集落の骨格－
番号 ポイント

① 集落の核

例）古いと言われている場所、集落の起源とされている場所はどこか。皆が中心だと思う地区、
　　寺社、 本家などは、どれでどこにあるか。

② 墓地の場所と現状

例）かつての埋葬地はどこか。墓地はどこか。その成立時期、管理方法（一族的管理、宗教施設
　　による管理など）に特徴があるか。

③ 集落の維持について

例）道、石積み、建物などの建設に携わる専門職はいるか。在来工務店はあるか。地場的な素材
　　利用はしているか。

④ 文化・自然遺産の有無

例）遺跡や旧跡、古民家、古さを示す自然物（御神木など）、古くからある土木構造物はあるか。
　　その年代はいつか。

⑤ 集落の型

例）集落のかたち。地形や水路との関係はどんなふうか。集落内の民家、敷地に共通点はあるか。
　　◯◯造り等の名称はあるか。（可能であれば図示）

⑥
暮らしの工夫
村での発明

例）集落における面白いモノの利用（独特な軒下の形、水場の使い方など）、
　　そのための小さな発明。修繕のしかたなど。

⑦ その他

自由記述・図示など。
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自己評価　
これまでのチェックリストを振り返り、環境・集落構造・地域経営・交通の各要素について以下の 3段階評価を行ってください。
そして、その理由を記述して下さい。また、自己評価をもとに、集落についての総合評価を行ってください。
○自己評価：Ａ・・・優れている　B・・・やや優れている　W・・・弱い

要素 自己評価 理由

環境

地域経営

交通

集落構造

総合評価
自己評価をもとに、この集落がなぜ千年村であるか、どのような点で千年村として優れているのかなど、自由に記入して下さい。
また、それらが千年村認証基準のどの項目を満たしているか記入して下さい。

キャッチフレーズ
集落のキャッチフレーズつくりに挑戦してみましょう。これまでの記述を踏まえて、この集落の持続要因を一言で表してみて下さい。
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集落の写真など　
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 7. 千年村の認証を希望する地域の方々へ

1. プロジェクトによる千年村認証
　1-1. 本プロジェクトでは千年村認証を行っています。認証によって、地域のよさが客観的に評価されます。
　1-2. 認証の対象は大字もしくはそれに代わる地域となります。
　1-3. この認証によって、千年村が長続きする秘訣が、客観的情報として本プロジェクトに蓄積され、公開
　　　されます。この情報は多くの地域のための良好な環境づくりの知識として活用されます。

2. 認証を受けるためには？
認証を受けるには以下の 6つのプロセスが必要です。

　2-1. チェックリストの提出
　・申請者は千年村プロジェクトによって公開されている千年村チェックリストに従って地域の概要を記入
　　します。
　・記入に際しては千年村認証基準や千年村をみるまなぶ（プロジェクトによる認証千年村の紹介）をご確
　　認ください。
　・記入したチェックリストを、郵送もしくは電子メールにて事務局に送付します。

　2-2. 書類審査（チェックリスト確認）
　提出いただいたチェックリストを千年村プロジェクトが確認し、申請された地域が千年村認証基準に合致
　しているかを判断します。
　この段階で明らかに千年村に該当しないと判断された場合は認証不可となります。

　2-3. 現地調査
　・認証にはチェックリストをもとにした、千年村プロジェクトによる現地調査が必須となります
　・原則２名の調査員が現地に伺います。
　・現地調査では、地域の概要把握・チェックリスト内容の現地確認・あらかじめ準備された参考資料の確
　　認（市町村誌、郷土資料、地形図、古地図）などをおこないます。

　2-4. 現地調査レポートの確認
　申請者は、調査員が作成した現地調査レポートを確認します。

　2-5. 認証評価の確認
　調査員は現地調査レポートを元に認証評価案を作成し、千年村プロジェクト内部にて調査結果を報告しま
　す。同プロジェクト内にて審議の上、認証結果を申請者に報告します。

　2-6. 管理者の決定
　・千年村プロジェクトは、大字もしくはそれに代わる地域を対象とした地域に認定証を授与します。
　・申請された地域は、認定証を受けとるための主体（管理者）を決定する必要があります。管理者は、以
　　降その地域の認証千年村の資格を継続するための責任者となります。認定証には地域名と同時に、管理
　　者名を明記します。
　・同管理者は地域の認証を継続させることを目的として、本人が千年村プロジェクトと連絡が可能な方を
　　対象とします。管理者が変更になる場合は必ず千年村プロジェクトに連絡する必要があります。

ʪ63-���NJMMF�WJMM�PSH� ઍଜͷূΛر͢ΔҬͷํʑʫ
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3. 認証にかかる経費について
プロジェクトメンバーを含む調査員 2名による現地調査を基準としています。
交通費や宿泊費などを含む現地訪問に関わる実費のほか、認証後のウェブサイト反映のための初期費用（専
門業者による作業費）を申請者にご負担いただきます。

4. 認証千年村の特典
千年村プロジェクトによって認証された千年村（＝認証千年村）には、以下の特典が付与されます。
　・千年村プロジェクトウェブサイトにおける認証千年村としての紹介
　・同ウェブサイト内、千年村マップにおける認証千年村の位置表示と概要紹介
　・千年村プロジェクトからの千年村認定証の公布
　・認証地域の持続に寄与する公共活動に対する認証千年村の名称、千年村プロジェクトのロゴマークの使用

5. 認証を持続する
千年村プロジェクトは認証千年村との継続的交流を通して、その地域が認証基準に合致しているかを定期的
に判断します。管理者は千年村プロジェクトに対し、年に一度の地域の報告かつ認証評価を大きく変える事
態が発生した場合の報告を必須とします。

6. 認証の取り消し
千年村プロジェクトは認証千年村の認証を以下の場合に取り消します。
・管理者と連絡が取れなくなった場合
・管理者から年に一度の地域の報告かつ認証評価を大きく変える事態が発生した場合の報告が届かなく　　
　なった場合
・認証千年村が、千年村認証基準を満たさなくなったことが判明した場合
　上記に基づき、一年の猶予ののちに、認証千年村はその認証を取り消されます。以降、認証千年村の特　
　典は消滅します。
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 8. 千年村 HPにおける認証千年村の紹介ページ例

　千年村プロジェクトによって認証された〈千年村〉（＝認証千年村）の特典の一つとして、千年村プロジェ
クトホームページにおいて認証千年村の紹介を行っています。同ホームページ内の特設ページでは千年村
マップにおける位置表示と認証についての概要を掲載しています。

認証千年村の特設ページ例（田井郷）

ʪ63-���NJMMF�WJMM�PSH� Ԅܳా܊Ҫڷ ݝॏ	 
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 9. 千年村認定証について
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 10. 千年村プロジェクトの名称及びロゴマーク使用について

1. 千年村プロジェクトは、同プロジェクトによる認証地域が認証千年村であることについて、自由に言及さ
れることを妨げません。

2. 千年村プロジェクトは、千年村プロジェクトの名称とロゴマークについて知的財産権を保有します。認証
千年村が千年村プロジェクトの名称及びロゴマークの使用を希望する場合、認証千年村の管理者の申し出に
より、千年村プロジェクトとの間で使用契約を締結した上で使用していただけます。

3. 認証千年村は認証地域の持続に寄与する公共活動に対して、千年村プロジェクトの名称ならびにロゴマー
クを使用することができます。

4. 上記活動の実施前に認証地域の管理者は、千年村プロジェクトに対する協力申請をその活動の企画内容が
わかる説明書、図案（草案でも可）とともに提出してください。千年村プロジェクトはその内容を検討し、1ヶ
月以内に可否を連絡します。

5. 千年村プロジェクトの協力が得られた活動は、千年村プロジェクトが協力者であることを明記し、千年村
プロジェクトの名称とロゴマークを、印刷物、インターネット等の電子媒体で使用することができます。

6. 活動の実施後、千年村プロジェクトの名称やロゴマークを用いた成果物を一部以上、千年村プロジェクト
事務局に送ってください。

7. 認証千年村の管理者は千年村プロジェクトの名称及びロゴマークが適切に使用されているか、年 1回の認
証維持報告時に千年村プロジェクトに報告していただきます。

8. 千年村プロジェクトのロゴマークの改変、抽出、別図柄へのはめ込み等の使用はできません。

9. 千年村プロジェクトの再貸与、再販売はできません。

ʪ63-���NJMMF�WJMM�PSH� ઍଜϓϩδΣΫτͷ໊শٴͼϩΰϚʔΫ༻ʹ͍ͭͯʢূઍଜཧऀ͚ʣʫ
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千年村ロゴマークの仕様
●千年村ロゴマークは千年村プロジェクトの名称と千年村マークで構成されます。

●使用できるロゴマークは以下の 3パターンです。
※ロゴマークのデータは千年村プロジェクトよりロゴマーク利用契約時に提供いたします。ロゴマークは同
プロジェクトから提供されたデータのみ使用可能です。

千年村ロゴマークの仕様
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 11. 千年村応援ロゴマークの使用について

1 千年村プロジェクトの趣旨への賛同、応援の態度を自らの活動に併記したい組織または個人は、千年村プ
ロジェクトの認可の上で、「千年村プロジェクト応援ロゴマーク」を使用することができます。

2 使用の際は、千年村プロジェクト事務局へ具体的な使用方法（企画内容がわかる説明書、使用案（草案で
も可）、媒体形式仕様など）とともに申請をしてください。千年村プロジェクトはその内容を検討し、1ヶ月
以内に可否を連絡します。

3 申請者は、「千年村プロジェクト応援ロゴマーク」を使用した現物もしくは活動の成果物を一部以上、千
年村プロジェクト事務局に送って下さい。

4 「千年村プロジェクト応援ロゴマーク」の改変、抽出、別図柄へのはめ込み等の使用はできません。

千年村応援ロゴマークの仕様
●千年村応援ロゴマークは千年村ロゴマークと応援フレーズで構成されます。千年村応援ロゴマークには、
「署名あり」と「署名なし」の 2つのパターンがあります。 

●千年村応援ロゴマーク（署名あり）には応援者ならびに応援団体名（以下、応援者名）を入れて使用する
ことができます。 ただし、応援者名は破線内に収まり、かつデザインを損なわない範囲で使用してください。

●千年村応援ロゴマークのデータは千年村プロジェクトより千年村応援ロゴマーク使用許可通達時に提供い
たします。千年村応援ロゴマークは同プロジェクトから提供されたデータのみ使用可能です。

千年村応援ロゴマーク（署名あり）の仕様

千年村応援ロゴマーク（署名なし）の仕様

ʪ63-���NJMMF�WJMM�PSH� ઍଜԠԉϩΰϚʔΫͷ༻ʹ͍ͭͯʢઍଜϓϩδΣΫτಉऀ͚ʣʫ
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 12. 2012-2017 年度 疾走（悉皆）・詳細調査対象地一覧

2012年度
利根川流域疾走調査

2017 年度
筑波山周辺疾走調査

2016 年度
霞ヶ浦周辺疾走調査

2012 年度
千葉県疾走調査

2015 年度
相模川流域周辺疾走調査

①

②③
④ ⑤

⑥

⑦

⑧

■詳細調査地
　2012年度
　①千葉県市原市島野
　　（海上郡島穴郷）
　2014年度
　②群馬県高崎市吉井町神保
　　（多胡郡辛科郷）
　③群馬県富岡市一ノ宮
　　（甘楽郡貫前郷）
　2015年度
　④群馬県高崎市山名町
　　・根小屋町（多胡郡山字郷）
　⑤群馬県伊勢崎市韮塚町
　　（那波郡韮束郷）
　⑥群馬県利根郡みなかみ町
　　下津小川島（利根郡呉桃郷）
　2016年度
　⑦群馬県安中市松井田五料
　　（碓氷郡坂本郷）
　⑧茨城県行方市麻生
　（行方郡麻生郷）

関東圏 疾走・詳細調査地一覧

凡例
悉皆調査対象地

詳細調査対象地

表：千年村 疾走・詳細調査対象地一覧
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2012
千葉県疾走調査 2012年度成果報告書
千葉県市原市島野詳細調査 2012年度千葉県市原市島野詳細調査報告書

2013 伊豆大島元町地区緊急調査 2013 年 10 月 16 日未明土石流災害に伴う伊豆大
島元町地区緊急調査報告書

2014

利根川流域疾走調査 2014年度利根川流域疾走調査報告書

群馬県高崎市吉井町神保詳細調査 利根川流域千年村 群馬県高崎市吉井町神保地区詳
細調査報告書

群馬県富岡市一ノ宮詳細調査
利根川流域千年村 群馬県富岡市一ノ宮詳細調査報
告書

2015

山口県鋳銭司地区和西集落における詳細調査 山口県鋳銭司地区和西集落における詳細調査報告書、山口情報技術センター（YCAM）での展示
相模川流域周辺疾走調査 2015年度相模川流域周辺疾走調査報告書
群馬県高崎市山名町・根小屋町詳細調査 ポスター・千年村マップ 南八幡のくらし
群馬県伊勢崎市韮塚町詳細調査 韮塚 千年タイムライン・韮塚 今昔マップ
群馬県利根郡みなかみ町下津小川島詳細調査 小川島マップ・小川島コラム
香川県善通寺市吉田地区調査 調査報告書（準備中）

2016
霞ヶ浦周辺疾走調査 調査報告書（準備中）
群馬県安中市松井田五料詳細調査 ポスター・千年村マップ あそびからみる五料
茨城県行方市麻詳細調査 利根川流域千年村茨城県行方市麻詳細調査報告書

2017
筑波山周辺疾走調査 調査報告書（準備中）
大阪南部疾走調査 調査報告書（準備中）
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 13. 相模川流域周辺疾走調査報告書（一部抜粋）

(A)

中村川

塔台川

小田原厚木道路県道709号線

東海道新幹線

東海道

(B)

(C)

(A)

(B)

(C)

山(a)

川匂神社

A’

A

谷戸 中村川

東海道新幹線

中村川

道路(b)

道路(b)

B’

B

1）文献・地図等の情報から得られる客観的情報
　南部は相模湾に面し海岸沿いに東海道が走って
いる。東西を山に挟まれ、南北に中村川と塔台川が
流れており、その間には県道709号線が走っている。
中央を東西に小田原厚木道路と東海道新幹線が走
っている。国府津は平安時代の相模国府の港であっ
た場所である。比定地のすぐ東に当時の相模国二宮
を司る川

かわ

匂
わ　

神社がある（註1）。
2）実見によって得られた客観的情報
　実見したのは、川匂神社周辺および山西（A）、国府
津（B）、西部山間にある沼代の明

あき

沢
さわ

（C）である（図1）。
国府津では漁村のような集落形態は見られるものの
、今回の調査だけでは千年村としての評価が難しか
ったため、＜山西＞と＜明沢＞について報告する。
　・環境
　＜山西＞は、川匂神社周辺の山(a)の斜面に沿う谷
戸が複数個並んだ地形上にあり、開けた部分で中村
川と接していた。＜明沢＞は、山の中に一部開けた
平坦な谷戸があり、そこに集落を構えていた。
　・集落構造
　＜山西＞は、谷戸に畑へと転用された、棚田の名
残が見られた。中腹に数軒をもって集落を構え、複数
の谷戸をつなぐように道路が通っていた。川沿いに
のみ水田が残っており、中村川から水をひいている
ようであった。川の反対側の平野部は宅地開発がさ
れていた。＜明沢＞は、山地に明

みょう

神
じん

神社があり、「神
社－畑－住居－水田－川」という明快なセットが見
られた。谷底平野に向けて段々と下がっていく集落
構造で、底に向かう程住居の軒数が増えていた。各
段の境には石垣が多く用いられていた。
　・共同体
 　＜山西＞は、聞き取り調査によって山(a)から中村
川までの一帯が古くから川匂部落と呼ばれているこ
とが分かった(註2)。＜明沢＞に関しては、本調査では
見えてこなかった。
　・その他の視点（交通など）
　＜明沢＞では山地・集落を通り、東西の平野部を
つなぐ道(b)があった。山を下る途中、道沿いに養蚕
民家が数軒見られた。交通量が多かった。

図1　比定の大字領域（筆者加筆） Google Mapsより

図2　土地条件図（筆者加筆） 地理院地図より

図3　山西周辺図（筆者加筆） Google Mapsより

図4　明沢周辺図（筆者加筆） Google Mapsより
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担当：鈴木明世

山地斜面等

崩落崖

地すべり

更新世段丘

完新世段丘

自然堤防

砂州・砂丘

凹地・浅い谷

谷底平野・三角州

切土地

25

千年村プロジェクトが行う悉皆調査は、「疾走」調査と銘打って、何十もの千年村候補地を数日で駆け巡る
という手法をとっています。調査ごとにテーマ（水系など）があり、調査後にはその成果を報告書としてま
とめます。報告書では、各村見開き 1ページの中で、文献や実見から得た客観的情報をまとめ、その持続要
因を考察し、どのような千年村であるか命名しています。とくに「実見から得られる客観的情報」では「環境」
「地域経営（＝共同体）」「交通」「集落構造」の 4つの要素に着目しています。また、調査地全体を通した考
察も行い、プロジェクトメンバーのあらゆる分野の視点から疾走調査のテーマの特質を見出しています。
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3）考察
　＜山西＞では、地形をうまく利用した生産を行なっ
ており、水田から畑への転用などは見られるが、古来
より生産地は大きく変わっていないと思われる。川匂
部落の出自の話より、一族的な共同体を形成してい
たことが想定出来るが、確かでない。また、谷戸ごと
の関係性の追究など、更なる調査が必要である。
　＜明沢＞は、オーソドックスな千年村の集落構造
をしている。実見した情報から、大規模な開発はない
ものの、底の方で集落の拡大がなされたと考えられ
る。ハザードマップによると、明沢は、山地の中でも土
砂災害危険域を500m程避けた安全圏に立地してい
る(註3)。これは、千年村として評価に値する。また、道
路(b)は、交通量が多く、道沿いに養蚕民家が見られ
たことからも、古くから物資運搬の道として利用され
ていた可能性がある。共同体に関しては要調査。
4）集落を象徴する風景と名前
山西「谷戸村」
　谷戸が連なる地形を利用し、持続してきた村であ
る。一つの谷戸で完結せずに、複数の谷戸を跨いで
集落を形成しているところに面白さを感じる。
明沢「石積みの村」
　石垣の設置には、相当な人力が必要である。もし、
これらが一人で設置されたものではなく、集落の住人
が力を合わせて作成したものであるなら、石垣を積
むということは、共同体の現れなのかもしれない。
5）断面ダイアグラム

註釈
1.

2. 

3.

[参考文献] 
竹内理三ほか編『角川日本地名大辞典＜14＞ 神奈川県』（角川書店, 1984）

川匂神社は中郡二宮町山西に属する。磯長郷の比定地にも小田原市山西
という地名があり、かつてはこれらを合わせてひとつの山西であったと推
測できる。
山西周辺には「二

ふた

見
み

」という姓が多く見られる。もともと、川匂神社発祥の
際に初代の神主とともに二見の姓を持つ人がこの地にやってきたからだ
と、聞き取り調査により分かった。現在、川匂部落には二見姓が12.3軒ほど
あり、初代神主から42代に渡り二見姓が続いているという事であった。
「国土交通省　ハザードマップポータルサイト」より確認。
URL: http://disaportal.gsi.go.jp/　（2015.06.13閲覧）

図5　山西：谷戸の利用　撮影＝福井

図6　明沢：高低差とそこに建つ石垣　撮影＝鈴木（明）

図7　断面ダイアグラム（筆者作成）
26
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 14. 2015年度利根川水系調査 高崎市山名町・根小屋町調査成果物

　表面で大事にしたことはその地区のキャラクターを一気に表すイメージとキャッチフレーズです。学生による下案を元にしています
が、大変興味深い出来事がありました。 ワークショップでは、10個程度のキャッチフレーズ案から良いものを選び、それをさらにブラッ
シュアップしていく方法をとりました。採用された初期案は、「川が生んだ人のなりわい」でしたが、なんかしっくりこない、パンチが
ないとみな悩んでいました。そのとき、参加された古老が、発言しました。「ここは一つの川によって豊かになったのではなく、二つの
川が合流したから土地が肥えたんです。」それを聞いて、みなが、そうだそうだ、の連呼となり、最終キャッチフレーズはめでたく
「二つの川が生んだ人のなりわい」
となりました。「二つ」をいれたことで、地域の基本的特性が見事に定着したと思います。このキャッチフレーズを頭に入れておけば、
いろいろなことに応用できます。

ポスター表面

ʪ63-���NJMMF�WJMM�PSH����� རࠜਫܥௐࠪ ொɾࠜখொௐࠪՌʫ໊ࢢ࡚ߴ@
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　裏面では、千年村マップの中にはこれまでの千年村の歴史と、これからの千年を続けていただくための地区のキャラクターをたくさ
ん織り込んでいます。ワークショップでは地元の郷土史会の方々の承認を受けた下絵を元に、その場でリアルタイムで情報を織り込ん
でいく手法をとりました。かなり細かく現地の人と改訂を施し、プロジェクションで成果を見ながら、満場一致のオーソライズを行い
ました。

ポスター裏面「千年村マップ　南八幡のくらし」
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 15. 2016 年度利根川水系調査 安中市松井田町五料調査成果物

　表面では、3つのくらしを象徴するイメージとキャッチフレーズを載せました。今回我々が挑戦したことは、集落の将来を担う小学
生を巻き込んだワークショップを開催することです。そこで、臼井・坂本学童クラブの児童のみなさんの協力を得て、我々が調査の中
で撮影した写真をもとに、ポスターに載せる各くらしの写真を小学生に選んでもらいました。その後、参加者全員でキャッチフレーズ
を検討し見事ポスターが完成しました。
「やまでたくましく　みちでなかよく」
というキャッチフレーズは、五料が紡いできたくらしと集落としてのつながりをよく表しています。

ポスター表面

ʪ63-���NJMMF�WJMM�PSH����� རࠜਫܥௐࠪ @҆தࢢদҪాொޒྉௐࠪՌʫ
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　裏面では、五料の多様な地形とそれに伴う3つのくらしの特徴を捉えた架空の五料に、昔と今の五料で行われている遊びを描きました。
あそび場は地形と人の関係性を映し出すものであり、あそびが生まれる場所には人が集まるだけの地形や環境、交通にまつわる特徴が
あります。また、五料の 3つのくらしをコラムとして載せてあり、あそびとくらしの関係性を見ることができます。なお、マップに描
かれたあそびは臼井・坂本学童クラブの児童のみんな、五料及び臼井地区在住の方を対象としたアンケート及びヒアリングによって収
集したものです。

ポスター裏面「千年村マップ　あそびからみる五料」
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 16. 山口市鋳銭司地区和西集落における詳細調査報告

写真提供：山口情報芸術センター［YCAM］

　2015年 2月と 7月に山口情報芸術センター（YCAM）と共同で行った、山口市鋳銭司地区和西集落にお
ける詳細調査の成果を山口情報芸術センター（YCAM）にて展示しました。

　以下、山口情報芸術センター（YCAM）ホームページ「屋垂れの村ー山口市鋳銭司地区和西集落における
詳細調査報告」〈URL : http://www.ycam.jp/events/2015/millennium-village-project/〉から展示の概要を引用
します。

●古代から続く鋳銭司地区と近代化
　今回、千年村プロジェクトの調査を実施した鋳銭司地区は、戦後の高度成長期に山陽自動車道や新幹
線の開通などにより、近代的な都市機能を引き受けながらも、古代から長期にわたって受け継いできた
都市機能の痕跡を今に留める場所です。

　鋳銭司地区には、石器の出土からも分かるように、原始より人々が生活を営んでいた形跡があり、7
世紀には八千郷という地名で呼ばれていたことが分かっています。現在の地名は、平安時代に貨幣を作
る役所「鋳銭司（じゅせんし）」が置かれた時代より始まり、中世、大内氏の時代には、山陽道と秋穂か
ら山口へと通る街道が交わる場所として、内外の文化的交流点となってきた地域です。その後、幾多の
動乱や、近代化、高度経済成長といった時代の波を受けてもなお、702年に創建されたと伝えられる熊
野神社を始め、中近世に形成されたと考えられる水田や家屋配置といった特徴的な集落構造を維持し続
けてきました。そして、これらの集落構造にとどまらず、生活様式や住居空間とともに、古来の精神性が、
根強く保たれてきたと考えます。

　今回の詳細調査では、千年村プロジェクトとともに、鋳銭司地域の中でも比較的古い土地柄である「和
西」を中心に、民俗について住民の方々への聞き取り調査をおこなった他、民家の実測調査や、ドロー
ンによる上空からの地勢の記録と分析、水田の水系調査などを実施してきました。

　本展は、この研究調査の報告として公開するものです。調査時の記録映像と合わせて、民家や地形の
模型などを紹介することで、調査資料に体感的な肉付けをおこない、新たな分析と発見を促します。

ʪ63-���IUUQ���XXX�ZDBN�KQ�〉
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