
日時　：　平成２６年１月２３日（木）午後１時３０分～３時まで	  

場所　：　阿智村コミュニティ館	  
　　　　　（長野県下伊那郡阿智村駒場　483）	  

主催　  ：　 「域学連携」実践拠点形成モデル実証事業　実行委員会	  

報告者：　吉川　智　（実行委員会委員長・名古屋産業大学教授）	  

総務省　平成２５年度 
「域学連携」実践拠点形成モデル実証事業	  

中 間 報 告	



１．阿智村での域学連携事業の概要 
２．域学連携採択後のタイムスケジュール 
３．第１次隊　阿智村滞在研修の構成と内容 
４．第１次隊　阿智村調査および研修場所 

５．『阿智村かるた』を素材とした地域資源の調査 
６．『阿智村かるた』の由来とその内容 
７．「地域資源の見直し・発見」と『阿智村かるた』の活用 
８．『阿智村かるた』の現地調査内容 
９．　かるたの場所の現在状況（１）～（５） 

10．新しい阿智村の魅力（１）～（２） 
11．学生による就業体験 
　　（１）尾張あさひ苑での施設業務体験 
　　（２）地域おこし協力隊活動現場での体験(智里西地区） 
　　（３）地域おこし協力隊活動現場での体験(清内路地区） 

　　（４）地域おこし協力隊活動現場での体験(浪合地区） 
12．阿智村でのさまざまな体験 
13．さまざまな世代の地域住民との交流 
　　（１）体験豊かで郷土史を伝えるお元気な方々との交流 
　　（２）都市から地域へ移住してきたフロンティア精神旺盛な若者との交流 

14．第1次隊　滞在研修を終えての学生の感想 
15．第1次隊　阿智村滞在研修を通じて、学生が感じた阿智村の魅力 
16．今後の展開と成果報告　 



阿智村での域学連携事業の概要	

普段出会わない人との交流	

社会経験・就業体験	

教育研究実践	  
（地域資源の見直し、発見）	  

労働力（人材）活用	

地域活性化	

域学連携事業（H25）	

短期(２週間）インターンシップ（H24～）	

長期(３か月）インターンシップ（H26～)	

阿智村	

名古屋産業
大学	



第１次隊　阿智村滞在研修の構成と内容	  
12月21日～27日（6泊7日）：学生４名	

活動拠点：尾張あさひ苑従業員宿舎	

地域の人の職場
で就業体験	

地域の人と一緒に	  
地域資源の調査	

阿智村かるた
の場所の現在	

阿智村の地域資源の見直し・発見	

新しい阿智村
の魅力	

旅館業務	 地域おこしの現場	

若い視点からの魅力的な場所、もの、人への気づき	  
地域の環境、暮らしへの理解の促進	



4名の参加学生	



日付	活動概要	
活動場所・

エリア	
具体的な活動内容 

（指導・助言内容、作成資料等）	
参加大学	

地域の参加団
体等	

活動の成果・感想等	

21	
就業体験、
関係者挨
拶

阿智村役場 
昼神温泉エ
リアサポート 
尾張あさひ
苑	

第一次インターンシップ参加学
生による、阿智村役場、昼神温
泉エリアサポート、尾張あさひ
苑関係者への挨拶、尾張あさひ
苑での就業体験	

名古屋産業
大学吉川智、
学生4名

阿智村役場 
昼神温泉エリ
アサポート 
尾張あさひ苑	

第一次インターンシップ参
加学生が、地域の参加団体
関係者と交流を深めた。 
学生が旅館業務を体験した。	

22	
就業体験、
現地調査

はゝき木館 
園原旧東山
道 
信濃比叡広
拯院 
尾張あさひ
苑	

はゝき木館視察、下原館長聞き
取り 
園原周辺調査（駒つなぎの桜ほ
か）、 
信濃比叡広拯院岡田氏聞き取
り 
尾張あさひ苑旅館業務体験	

名古屋産業
大学吉川智、
学生4名

はゝき木館下
原館長 
園原現地ガイド 
信濃比叡広拯
院岡田氏	

第一次インターンシップ参
加学生が、阿智村かるたの
現地を調査した。 
学生が旅館業務を体験した。	

23	
就業体験、
現地調査

伍和地区 
尾張あさひ
苑	

伍和地区調査（栗矢神社、伊賀
良神社、普門院、宋円寺） 
尾張あさひ苑旅館業務体験	

名古屋産業
大学吉川智、
学生4名

尾張あさひ苑	

第一次インターンシップ参
加学生が、阿智村かるたの
現地を調査した。 
学生が旅館のチラシのモデ
ルを務めた 
学生が旅館業務を体験した。	

24	
就業体験、
現地調査

阿智村役場 
阿智村公民
館図書室 
駒場地区 
尾張あさひ
苑	

阿智村役場挨拶 
駒場地区調査（長岳寺、浄久寺、
阿智村公民館図書室、庚申坂、
狐塚古墳） 
尾張あさひ苑旅館業務体験	

名古屋産業
大学吉川智、
学生4名

阿智村役場 
はゝき木館下
原館長 
駒場地区、中
関地区住民 
尾張あさひ苑	

阿智村かるたの現物を確認
した。 
第一次インターンシップ参
加学生が、阿智村かるたの
現地を調査した。 
学生が旅館業務を体験した。	

第１次隊　活動概要(前半）	



第１次隊　活動概要(後半）	
日付	活動概要	

活動場所・
エリア	

具体的な活動内容 
（指導・助言内容、作成資料等）	

参加大学	
地域の参加団

体等	
活動の成果・感想等	

25	
就業体験、
現地調査

地域おこし
協力隊活動
現場（浪合
地区、清内
路地区、智
里西地区） 
尾張あさひ
苑	

地域おこし協力隊の活動体験 
地域おこし協力隊員への聞き取
り 
尾張あさひ苑旅館業務体験	

名古屋産
業大学吉
川智、学
生4名

地域おこし協力
隊員3名 
トンキラ農園関
係者 
尾張あさひ苑	

第一次インターンシップ参
加学生が、農作業等の地域
おこし体験をした。 
学生が旅館業務を体験した。 
学生が地域おこし協力隊の
現状を調査した。	

26	
就業体験、
現地調査

地域おこし
協力隊活動
現場（浪合
地区、清内
路地区、智
里西地区） 
尾張あさひ
苑	

地域おこし協力隊の活動体験 
地域おこし協力隊員への聞き取
り 
尾張あさひ苑旅館業務体験	

名古屋産
業大学吉
川智、学
生4名

地域おこし協力
隊員3名 
トンキラ農園関
係者 
尾張あさひ苑	

第一次インターンシップ参
加学生が、農作業等の地域
おこし体験をした。 
学生が旅館業務を体験した。 
学生が地域おこし協力隊の
現状を調査した。	

27	
就業体験、
現地調査

阿智村役場 
昼神温泉エ
リアサポート 
阿智神社 
尾張あさひ
苑	

阿智神社調査、第一次インター
ンシップ参加学生による、阿智
村役場、昼神温泉エリアサポー
ト、尾張あさひ苑関係者への挨
拶、尾張あさひ苑での就業体験	

名古屋産
業大学吉
川智、学
生4名

阿智村役場	

第一次インターンシップ参
加学生が、阿智村かるたの
現地を調査した。 
学生が旅館業務を体験した。	



第１次隊　阿智村調査および研修場所	

昼神温泉：尾張あさひ苑就業体験	  (全日)	

清内路：地域おこし協力隊現場(25・26日)	

浪合：地域おこし協力隊活動現場(25・26日)	

智里西：地域おこし協力隊現場(25・26日)	

伍和：かるた調査 (23日)	

駒場：かるた調査 (24日)	

園原：かるた調査 (22日)	

昼神温泉：かるた調査	  (21・27日)	



『阿智村かるた』を素材とした	  
地域資源の調査	



　　☆昭和４９年（1974）完成。 
　　　クリスマスプレゼントとして、保育園児・ 
　　　小学生のいる全戸に配布。 

　　☆編集委員は次の８名 
　　　矢沢　昇（委員長）、井原　一夫、 
　　　熊谷　元一（絵も）、井原　春岳（絵も）、 
　　　原　隆夫、熊谷　善弘、 
　　　原　治幸、佐々木　賢実 

　　☆解説書「あちむらかるたの本」が 
　　　昭和５５年（1980）に発行された。 
　　　子供の文化を考える会　発行 

h0p://www11.plala.or.jp/samma116/karuta.html	  

『阿智村かるた』の由来とその内容	



阿智村の誕生 
昭和三十一年 	

石屋さこまんば 
穴ほって通れ	

うちいっぱい　めだなでうまる 
蚕どき	

恵那山の 
標高二千百九十	

恩田井の　水にうるおう 
伍和の里	



「地域資源の見直し・発見」と『阿智村
かるた』の活用	

学生が地域に住んでいる人と一緒に地元のことを調べ、
これまであまり注目されてこなかった地域資源に磨きを
かける	  
（観光振興にとどまらず、地域振興を視野に入れる）	  

•  地域住民が愛着を持ち大事にしてきた場所	  

　＝『阿智村かるた』の題材の場所を手掛かりにする	  
•  現在の阿智村の状況に合わせて新しく『阿智村かる

た』を作り直す	



『阿智村かるた』の現地調査内容	
日時	 主な場所	 案内・聞き取り	

12月21日	 昼神温泉周辺	

12月22日	 園原地区	
駒つなぎの桜、姿見の池、暮白の滝、
神坂神社	

はゝき木館　下原館長	
現地ガイド	
信濃比叡　岡田住職	

12月23日	 伍和地区	
栗矢神社、伊賀良神社、普門院、宗
円寺	

阿智村観光協会	

12月24日	 駒場地区	  
長岳寺、 浄久寺、旧銭湯跡、馬頭観
世音、庚申坂、安布知神社	

はゝき木館　下原館長	
長岳寺住職、 浄久寺住
職、駒場地区住民、中関
地区住民（原氏）	

12月27日	 阿智神社	



『阿智村かるた』の現地調査内容	

!  地域の人の話を
聞きながら	  

!  地域の人と一緒
に歩きながら	  



かるたの場所の現在(1)	

旧駒場宿	  
昔はこの付近に数多く3階建ての家が点在しており今も
その面影を見ることができる	

格
子
戸
の
並
ぶ	 

こ
ま
ん
ば　

宿
場

町	 



かるたの場所の現在(2)	

伊賀良神社にある夫婦桧	  
林の中でもひときわ目立つ存在感	  
「根っこを踏まずにお願いをする」ことが新鮮	

寺
尾
様
参
道	 

	 

五
丁
の
杉
並
木	 



かるたの場所の現在(3)	

さるすべりからから日が沈んでるのがよかった	  
さるすべりの花が咲いているところを見たい	  

野
仏
に　

赤
い
花
散

る 普
門
院	 



かるたの場所の現在(4)	

横穴式石室の円墳	  
中は人が２人入れるか入れないかの大きさ	

ふ
る
き
謎　

	 
秘
め
た
古
墳
の
狐
塚	 



かるたの場所の現在(5)	

重い石を運ぶのが大変そう	  
五輪のそれぞれに意味があり興味深い	  
浄久寺にも五輪の塔があった	 浄久寺五輪の塔	

領
主
の
五
輪　

	 
苔
む
し
並
ぶ　

宗
円
寺	 



新しい阿智村の魅力（1）	

阿智村の特産品の干し柿	  
本谷蜂谷柿等あまり有名で
はなくとも絶品のものがある	  
(熊谷常和・光栄夫妻)	

干し柿	 昔の銭湯	

昔の銭湯は男湯と女湯が壁
一枚	  
懐かしさが感じられる展示品	



新しい阿智村の魅力（2）	

昼神温泉郷に点在	  
藁で作られていて
威厳を感じさせる	

湯の神	 足湯	

無料で誰でも気軽に入ること
ができる	  
地元の子どもが談笑していた	  
愛知県もこのような風景がほ
しい	



新しい阿智村の魅力（3）	

地域おこし協力隊員木下
さんのお気に入りの場所	  
電波の入りがよくなって
いる	

蛇峠	南アルプス	

阿智村のさまざまな場所
からみることができる	



学生による就業体験	



学生による就業体験の内容	
体験日時	 体験内容	

尾張あさひ苑で
の旅館業務	

12月21日～27日	
朝食、夕食準備	  
朝食、夕食後皿洗い	  

12月23日・27日	 風呂掃除	

12月23日	 旅館チラシづくり、備品移動	

地域おこし協力
隊活動現場で
の体験	

12月25日・26日	

智里西地区	  
大豆殻取り	  
せんばこきによる脱穀	  
炭焼き、薪ストーブ設営	  

清内路地区	  
薪運び、火起こし、炭焼き	  

浪合地区	  
古民家清掃、薪割	



尾張あさひ苑での旅館業務体験	

写真撮影	   成人式用のチラシ	  



地域おこし協力隊活動現場での体験	  
(智里西地区)	

大豆殻取り	  せんばこきで	  
古代米の脱穀	  

スキー場へのまきス
トーブの設置	  



地域おこし協力隊活動現場での体験	  
(清内路地区)	

囲炉裏の火起こし	  

炭焼き	   専用の鍋に木を入れ、燃やして炭を作る	

木材運び	  



地域おこし協力隊活動現場での体験	  
(浪合地区)	

囲炉裏のすす払い	   まき割り	  

トンキラ農園外観	   トンキラ農園清掃	  



第1次隊　阿智村滞在研修を通じて	  
学生が感じた阿智村の魅力	

•  地元愛知県と違う自然環境や暮らしぶり	  
" 身近にある雪や氷	  
" 囲炉裏	  

•  地元愛知県ではできないような体験	  
" 雪山歩き、まき割り	  

•  さまざまな世代の地域住民との交流	  
" 体験豊かで郷土史を伝えるお元気な方々	  
" 都市から地域へ移住してきたフロンティア精神旺盛な若者	  
" さまざまなタイプの住職	  



阿智村でのさまざまな体験	

伊賀良神社にあった氷柱	   雪を投げても割れない池の氷	  

初めての囲炉裏	   窯を使って焼いたピザ	  



さまざまな世代の地域住民との交流	  
（体験豊かで郷土史を伝えるお元気な方々）	

はゝき木館　下原館長	 浪合地区　山口氏	



さまざまな世代の地域住民との交流	  
（都市から地域へ移住してきたフロンティア精神

旺盛な若者）	  

地域おこし協力隊　	  
大藪氏、本柳氏	  

阿智村清内路のパン屋　	  
二川氏　（大藪氏）	

河原で炭焼き	   スキー場でコーヒー販売を計画中	  



第1次隊　滞在研修を終えての学生の感想(1)	  
総評	

阿智村に行く前、正直なところ長野の雪深い山中の温泉だ
けが名物な田舎町という印象が正直なところあった。だが今
回阿智村に行って阿智村の魅力が昼神温泉だけでないこと
は十二分に知ることができた。	  

今回阿智村に一週間だけですが滞在することができて、普
段できないような貴重な体験をすることができて本当に良
かったです。	

いろいろな場所を散策していろいろな発見ができたのが楽し
かったし、経験したことのないようなことなどが経験できたこ
とはすごく貴重でした。	



第1次隊　滞在研修を終えての学生の感想(2)	  
自然環境	

今回宿泊させていただいた従業員宿舎の近くにサークルKがある
がその明かりが唯一といっていいくらい阿智村の夜は暗くて静か
でそして寒かった。私の地元はというと夜も昼と大して交通量は違
わないし、明かりは人工的なものなのでむしろ昼より明るく感じる。	

愛知とは違って寒かったところです。朝なかなか布団から出られな
かったです。	

長野県の阿智村はとても寒く、それだけで愛知県とは違うと感じが
ありました。夜になると寒さはさらに冷え込み、慣れるのには時間
がかかってしまい、寒さの印象はとても大きいです。	



第1次隊　滞在研修を終えての学生の感想(3)	  
調査と作業	

•  木材運びは想像通り肉体労働でした。木材を上手く巻くコ
ツを教えてもらい、1回で多くの木材を巻くことができまし
た。木材運びの大変さを身を持って知りました。	

•  一番印象に残っているのは神坂峠です。たくさん雪が積
もっている山の中を歩くという体験は今までになく、雪山
の楽しさと辛さを同時に知ることができました。上の方で
はテレビなどでしか見たことのない景色を観れてよかった
です。	

•  まき割りは一回もやったことがなく不慣れながらやっていた
ら少しずつやれるようになってきて気が付けばすこしたの
しくなってきました。トンキラ農園でやったことは初めてこ
とが多くとても良い経験になりました。	



第1次隊　滞在研修を終えての学生の感想(4)	  
人との交流	

•  近所づきあいというものが非常に盛んで、農業のやり方そして
物々交換等人々が密接に関わりあい、手を差し伸べあい生
きてるように感じた。対して私の地元は近所づきあいなど皆
無に等しく同じマンションの住人に頭を下げる程度である。	

•  大藪さんは農業を通しての地域の方との交流が非常にうま
かったし、また阿智にしかない資源を使ってのお金儲けを常
に考えているように見えた。…そのうえで阿智村の地域・風
習・自然を生かしてとことん楽しんでやるという姿勢が見え
隠れしていてその点も見習わなければならないと思った。	

•  本柳さんのこれまでの話とこの二年間の話を聞かせてもらい、
人によっていろんな考えがあることを改めて知ることができ…
これからの事をしっかり考えることが大事という事を教えても
らいました。	



信濃毎日新聞	
H25.12.26 





中日新聞	
H25.12.25 



南信州新聞	
H25.12.25 



今後の展開	
第2次　阿智村滞在研修(２月１７日から２５日）	  

• 『阿智村かるた』に含まれていなかった地域（旧清
内路村、旧浪合村）での資源調査	  
• 地域おこし協力隊活動現場での体験と取材	  
• 尾張あさひ苑での旅館業務体験	  

(ふるさと一座手伝い)	

２０１４年度	  
長期インターンシップ、短期インターンシップとの連携	

新『阿智村かるた』の制作	


