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研究開発プロジェクト

東北の風土に根ざした
地域分散型エネルギー社会の実現

<2009年12月3日~4日 合宿資料>
科学技術振興機構 平成２０年度社会技術研究開発事業

研究開発プログラム
「地域に根ざした脱温暖化・環境共生社会」

研究代表者 東北大学大学院農学研究科 両角 和夫



●本プロジェクトの目標●

１．地域に根ざした、地球温暖化ガスの大幅削減と環境共生社会の実現のために地域の再生エ
ネルギー・資源を最大限活用するエネルギーシステムを構築する社会技術の研究開発を行う

２．実在する地域社会に社会技術を実装、「エコミュゼ」として実現し、社会にカルチャーショッ ク
を与える

３．上記１．２を実現するために必要な社会制度・社会システムの検討

プロジェクト研究方向 –１
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①地域に根ざして取り組むべきであり、地域経済の振興さらには地域社会の活性化に寄与する
②地域分散型エネルギーは、自然生態系の修復に寄与する
③これらの取り組みが自足活動あるいはビジネスとして実現することが必要である
④地域の住民、関係団体等と密接な協働によって進める

今後における、大井沢における二酸化炭素の大幅削減は、こうした取り
組みで達成することを考えている。

●取り組みにおける基本的考え方●

以上の目標の達成に際して



FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

法制度・社会制度の

問題点調査

法制度・社会システム

のあり方検討

地域社会への社会技術

実装手法の検討

機能・効果の解明
社会技術の実装・改善

フィードバックビジネス

モデル設計

社会技術の
実装・改善

ビジネスモデル設計
社会技術の

実装・改善

基礎調査

人材育成・主体形成
社会技術の実装

エコミュゼ機能の

評価と改善

社会技術

関係主体の連携・機能分析

総合的フロー分析

評価試験運用

FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

法制度・社会制度の

問題点調査

法制度・社会システム

のあり方検討

地域社会への社会技術

実装手法の検討

機能・効果の解明
社会技術の実装・改善

フィードバックビジネス

モデル設計

社会技術の
実装・改善

ビジネスモデル設計
社会技術の

実装・改善

基礎調査

人材育成・主体形成
社会技術の実装

エコミュゼ機能の

評価と改善

社会技術

関係主体の連携・機能分析

総合的フロー分析

評価試験運用

大井沢に研究の中心を絞る

地域間の交流等
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１．地域分散型エネルギーの研究開発

薪ストーブ、薪ボイラー、小水力発電、木炭発電
の導入可能性を検討する。

２．自然生態系の修復

薪の採取は、山（広葉樹林）の手入れにつなが
り、山の水源涵養機能の修復と保全をもたらす。
また、山の手入れは、山菜の利用可能性を広げ、
食文化の復活につながる。

３．砂防ダムへのスリットの導入

ダムにおける有機物の堆積を回避し、水質の改
善を期待出来る。また、堆積物（ヘドロ）の活用も
検討する。

４．ｺﾐｭﾆﾃｨﾋﾞｼﾞﾈｽの実現
環境に配慮したｺﾐｭﾆﾃｨﾋﾞｼﾞﾈｽの可能性を探る

山形県 大井沢地区の研究

＜取り組の具体的な内容＞

大井沢における地域資源
自然・食・文化を調査

地域資源を活かした生活様式
↓

地域分散型エネルギー社会の実現
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プロジェクト研究方向 –2



西川町

大井沢地区
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西川町と大井沢地区の概観

山形県

出典：白地図



大井沢区委員会

大井沢地域づくり委員会

●定住促進部会●
部長 志田義郎
副 志田利幸
町派遣 佐藤尚有亀

武田 純

●商工観光部会●
部長 志田信也
副 齋藤源太郎
町派遣 大泉頼成

石川朋弘
前田弘美

●農林振興部会●
部長 渋谷孝太郎
副 前田 武
町派遣 志田龍太郎

設楽 敦

大川・土居

■人口構成・後継者
■生活文化
■移住者の関わり
■起業の可能性

鬼頭・岩佐・大友

■体験ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ
■民宿等の「食」
■後継者
■民宿経営から民泊
■学校の宿泊利用

中井

大川・土居

■担い手・後継者
■農地の利用状況
■作付状況
■体験農業の可能性
■水質調査
■森林状況調査

中井・国井ﾁｰﾑ

部会に入り 部会と連協

大井沢区民が主体的に作成し、実施するための『地域づくり行動計画』策定
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地域づくり委員会と両角チームの協働関係



子供を住まわせたいと思う様な、
子供が生活したいと思う様な地域

地域の文化・伝統を活かし、風土に根ざした持続可能な「いとなみ」を目指す。

大井沢の生活・環境の実態を把握
地域住民との協働

研
究
項
目

Ⅰ 大井沢の生活基本調査 Ⅱ 自然生態系調査 Ⅲ 大井沢ESD調査
土居 国井 鬼頭・岩佐

暮らしと農業の実態 食生活 森林と農地 水質 水力
自然・環境教育

地域文化・知の継承

担
当

大川。土居・平口 大友 国井 中井・多田 浅沼 鬼頭・岩佐

目
的

暮らしと農業の実態把握 食生活実態把握 自然環境の現状把握 寒河江川の水質の現状把握 水力発電の可能性の検討
地域の「学び」のあり方（内発的ESD）や教育
旅行のあり方を提案

内
容 聞き取り調査

アンケート調査
聞き取り調査
アンケート調査

森林簿、人工衛星画像、
空中写真等の解析

砂防ダムの水質への影響評
価等
（スリット化や落葉によるヘド
ロ等）

寒河江川の水量調査とシミュ
レーション

資料調査、聞き取り調査、参与観察、アン
ケート調査

日
程

10月中旬：予備調査
11月-1月：本調査

10-11月：本調査 10-11月：現地調査・データ解析
9-11月：調査
10-1月：データ分析
2-3月：調査

本
年
度
目
標

生活の実態の把握と集
落の持続力・課題抽出

各戸における自給割合把
握・調理方法のバラエティ
などから、大井沢の独自性
を見出す

自然環境の基礎となる地
図の作成

水質の現状把握と課題抽出
寒河江川における小水力発
電の条件整理

1)自然教育資料のPDF化
2)自然教育の内発的ESDの人的資源発掘
3)地域の内発的「学び」の社会構造の解明
4)教育旅行の実態・課題調査と整理

新しい視点で地域を再評価し、次の展望を持った生活様式を考える。
自ら生活様式を選択することで、次の世代へと地域を伝えていく。
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両角チームの大井沢研究計画と調査の具体内容



聞き取り
ｱﾝｹｰﾄ調査中心 現地調査

聞き取り調査
現地資料収集

大井沢住民の再認識と関心度を高める

歴史ある大井沢の自然・文化をｸﾛｰｽﾞｱｯﾌﾟ

集客を意識したｺﾐｭﾆﾃｨﾋﾞｼﾞﾈｽの開発

暮らしと農業の実態

食生活
自然・環境教育
地域文化・知の継承

森林
GIS把握 ﾀﾞﾑ水質

水力発電の
可能性

寒河江川の水質把握と
小水力発電の可能性

農業における生活調査
自給自足率と将来性
食による集客と交流調査
薪ｽﾄｰﾌﾞの活用状況
山の資源の活かし方

大井沢エコミュゼに繋がる
資料の作成
環境教育・教育旅行の提案等

森林が自然の
宝庫であること
の認識

新たに再評価し
エコミュゼとして

ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ開催

周囲・都会に発信

自然環境に配慮し
た生活様式がCO2
大幅削減に繋がる

Ⅰ大井沢の基本生活調査 Ⅱ 自然生態系調査 Ⅲ 大井沢ESD調査
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両角チームの研究計画フロー



低炭素社会のひとつのモデルとしての大井沢での生活

• 薪ストーブの活用／山村資源を活かした暮らし

• 山村資源を活かした産業－生活文化と密接な関係－

１） 地域の生活文化・特性の把握

２） 生活文化に根差した産業の実態・特性の把握

３） 上記の持続可能性の検証（課題と可能性の把握）

Ⅰ大井沢の基本生活調査 本調査―１
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研究背景

研究目的



■大井沢での地域づくりの状況■

第3次大井沢地域づくり
計画（H20）
・課題を把握

・地域づくりの目標を策
定

大井沢地域づくり委員会（H21）
・第3次大井沢地域づくり計画を基に、課題への
取組みを検討

・定住促進・商工観光・農林振興の3部会に分か
れて検討

※ 現在、部会で検討を実施中

地域づくり行動計画の策定
（H22/3）
・H22へ向けた取組みの計画
・H22はこれを地域で実行

大井沢地域づくり委員会

– 地域づくり委員会：定住促進・商工観光・農林振興の３部会が、個別に会合を開き課題の
検討／全体で、成果の確認と複数の部会に関わる課題を検討

各部会・全体会へプロジェクトメンバーが参加

 H21.3.第1回全体会合／第1回部会を参加・傍聴

 その後、随時部会に参加・傍聴

 H21.11.第2回全体会合を参加・傍聴

 ➜ 大井沢の生活文化／産業の実態と特性の理解へ
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Ⅰ大井沢の基本生活調査 本調査―２

調査体制



１．大井沢における｢地域づくり」の実態・特性の把握

２．生活文化の特性の把握

３．生活文化に根ざした産業の実態・特性の把握

４．｢食｣文化の実態及び活用可能性の把握

①集落個別ヒアリング調査

• 大井沢地区内の各集落の生活文化・人口構成・移住者状況について、集落幹部
等へのヒアリングを実施

• 地域資源を活かした産業の現状及び可能性について、その担い手へのヒアリン
グを実施

②地区アンケート調査

• 世帯構成・就業状況・後継者の可能性・生活文化特性について地区アンケート調
査を実施
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Ⅰ大井沢の基本生活調査 本調査―３

主要調査項目

調査プラン



西川町総合開発株式会社（NSK）（地域振興型第三セクター）の取り組み

• 設立年：平成3年
• 資本金：1億円 ・・・出資者：西川町（53%、ふるさと創成資金の活用），ほか8

社・団体（交通会社，デパート，銀行，農協，商工会等）

• 主な事業：

– 農産物・加工品の宅配（ふるさとクーポン事業）

– 観光用土産品の販売（月山湖売店）

– 自然水，地ビールの製造・販売（月山自然水，地ビール月山）

– 温泉・レジャー施設等の管理運営（指定管理者）

– 日用品，酒類の販売（生活サービス）

– ・・・etc. （計17の事業）

■㈱NSK会社概要■
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Ⅰ大井沢の基本生活調査 付帯調査～（１）ｺﾐｭﾆﾃｨﾋﾞｼﾞﾈｽ調査－１



売上高 収益性
月山湖売店 89,892 ○

弓張平公園 86,185

地ビールレストラン 72,994 ○

銘水館売店 71,728 ○

水沢温泉館入浴 43,295 ▲

ふるさとクーポン 33,653 ○

自然水 33,509 ○

町立病院 32,141

大井沢温泉館 27,507 ▲

水沢温泉館売店 26,612

山形県立自然博物 19,507

月山荘 16,397

地ビール月山 15,475 ○

本社・その他 7,979

森業山業 4,936

山力・いきいき 3,269

スキー場 3,103

丸山薫記念館・図書館 2,966

自然と匠の伝承館 2,296
出所：NSK資料，ならびにヒアリング結果による

売上高（委託料含む） 593
売上原価 240
売上総利益 353
販売費および一般管理費 372
営業損失 △19
営業外収益 5
経常損失 △14
当期純損失 △14

■NSK経営状況（平成19年度）■

（百万円）
■NSK事業別売上高、割合（平成19年度）■
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Ⅰ大井沢の基本生活調査 付帯調査～（１）ｺﾐｭﾆﾃｨﾋﾞｼﾞﾈｽ調査－２



■町内2か所の日帰り温泉施設を経営■ 売上：合計70百万円（H19）

• 西川町大井沢区

– 山間部に位置する。人口307人，高齢化率50.8％(H20)
• 大井沢温泉館

– 日帰り温泉施設（平成15年営業開始）

– 施設の所有者は町，NSKは管理運営（指定管理者）

– 年間入浴者数：3.5万人（H19）
• 生活サービス事業

– JAバンクのATM設置

– 日用品・酒類の販売

– 地元直売所の併設

■大井沢温泉館における生活サービス事業の取り組み■
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Ⅰ大井沢の基本生活調査 付帯調査～（１）ｺﾐｭﾆﾃｨﾋﾞｼﾞﾈｽ調査－３

大井沢温泉館

大井沢温泉館内に
は、ATM機・日用品

販売箇所が設けら
れており、生活サー
ビスを提供している。



大井沢温泉館に直売所の併設

• 地元の「大井沢直売会（会員30名）」による

• 平成15年より開始。5月～11月の季節営業

• 当初から精算事務をNSKが担った

• NSKには事務手数料（売上の7%）と電気代（35,000円/年）が支払われた

• 平成21年度から直売会の自主運営になった

■NSKの取り組みに学ぶこと■

・地域資源の有効利用

・都市民・消費者とのパートナーシップ構築

・地域住民との連携

・高齢化社会への対応

～地域コミュニティビジネス調査 ㈱NSKについてのまとめ～
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Ⅰ大井沢の基本生活調査 付帯調査～（１）ｺﾐｭﾆﾃｨﾋﾞｼﾞﾈｽ調査－４



「食」が生み出す交流の姿－なめこ－

大井沢地区において、なめこは住民の日常的な食材でもあり、外部からの旅行者
にとっても最も人気のある食材である。10月から11月にかけては、なめこを目当てに
、直売所や旅館を人が訪れる。10月に行われる恒例の「きのこ祭り」においてもメイ
ンの食材となっており、「交流を生み出している。」
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Ⅰ大井沢の基本生活調査 付帯調査～（２）食についての調査－１

①食材の入手方法：山での栽培
②食材の入手時期：１０月～１１月
③食材の調理方法：なめこの味噌汁、茹でておひたしにする、なめこ汁、てんぷら、

うどんに入れる、お雑煮に入れる、酢の物にするなど。
④保存の方法：缶詰、冷凍保存、塩漬け
⑤人気の原因：ぬめりが、なめこの温度を下げないので汁物に適していて使いや
すい。つるんとしていて食べやすい。大井沢のなめこは、６cmくらいの大きさで
食べるため、だしが出て美味しい。など。

⑥旅館等では、缶詰などの保存食を利用して通年使用する。一般の家庭では、
旬の時期に主に食べるが、家庭により異なる。



直売所利用者アンケート調査

食材の新鮮さ
48%

珍しい食べ物
30%

珍しい食べ方
9%

生産者とのふ

れ合い
9% その他

4%

2009年11月8日に、直売所で利用者アンケートを
行った。

対象は、ＡＭ１０時からＰＭ１４時までに訪れた
44人である。

（任意）上の結果によると、「直売所に求めるもの」
は、全体の半数が、「食材の新鮮さ」つまり「旬の
もの」を求めて直売所を訪ね、３０％が珍しい食べ
物を求めている。

「直売所に来たきっかけ」は、３０％が隣接する
「ゆったり館：公共の温泉施設」、３０％が「直売所
目当て」である。

こうした利用者ニーズを、今後もう少し細かく見
た上で、「交流を生み出す食の可能性」を考えて
いくことができる。

ゆったり館

のついで

29%

旅館のつ

いで

7%

直売所目

当てで

32%

その他

32%
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Ⅰ 大井沢の基本生活調査 付帯調査～（２）食についての調査－２

直売所に求めるもの

直売所に来たきっかけ



「川崎薪ストーブの会」への調査の結果

・玉切り材の運搬
・木材の貯木場所の確保

上記の点が薪利用に関する問題点として浮上した。

大井沢における
薪ストーブ利用状況

8%

28%

64%

薪ストーブのみ利用

薪ストーブと併用

薪ストーブ以外を利用

100世帯
47%

11%

22%

8%
3%6%3%

自分の所有林

区共用林

薪販売業者

廃材利用

知人山林から採取

知人から譲渡

不明

100世帯

薪の入手先

薪の入手場所・運搬・利用割合に関するヒアリング調査を行う。
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Ⅰ大井沢の基本生活調査 付帯調査～（３）薪ｽﾄｰﾌﾞの調査



Ⅱ 自然生態系調査 大井沢地区鳥瞰図

18
出典：Google



針葉樹林 2224.5 

広葉樹林 11614.6 

野草地 515.4 

水田 185.2 

畑地 7.8 

水域 45.8 

裸地 51.1

その他 17.2 

合計 14661.8 

大井沢地区の土地被服面積（ha）

大井沢地区における土地被服面積
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Ⅱ 自然生態系調査 大井沢地区の植生と土地利用



森林バイオマス賦存量推定のためのリモートセンシングによる
生出川集水域の土地被服解析結果

土地被服 面積(ha)
針葉樹 2099
広葉樹 1717
混交林 47

人工物or裸地 50
農地or草地or荒地 152

合計 4065

生出川集水域の土地被服面積
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Ⅱ 自然生態系調査 ＜参考＞陸前高田市生出地区のGIS解析



写真（09.10.01撮影）向かって左側が

根子川、右側が見附川である。根子
川に比べて、見附川は濁っている。

見附川ダムは、サンプリング時の11月4日（写真左）は10月1日
（写真右）よりも水量が多かった。前日の雪の影響と考えられる。
サンプリング時は、10月時よりも水の濁りは薄かった。

根子川ダム上流部の土壌では、砂と有機物が層になっていた（写真左）。ス
リットを入れる前に溜まったものと考えられる。層の下部、水に浸かった部
分からは赤い物質がしみ出しているように見えた（写真右）。また、水に浸
かった葉は黒く変色し、周囲は硫黄の匂いがした。

見附川ダムと根子川ﾀﾞﾑの合流部

見附川ダム

根子川ﾀﾞﾑ上流部
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Ⅱ 自然生態系調査 砂防ダムによる堆積物の実態



22

Ⅱ 自然生態系調査 『佐藤門吉堰』の復元図



『佐藤門吉堰』
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Ⅱ 自然生態系調査 『佐藤門吉堰』の索道位置

出典：国土地理院



– 大井沢地区は、昭和26年から大井沢小中学校長の佐藤喜太郎により、先進的な形で

自然教育が取り組まれ、「かもしか学園」として知られている。また、大変早い時期に、
その自然学習の成果として、また、地域との強い協力関係の中で、現在でも学術的な
資料的価値が高い剥製・標本類を収蔵した大井沢自然博物館が設立されており、自
然学習や生涯学習の拠点になっている。附属の保育所においても、松田淳子所長を
中心に他に例を見ない「森の幼稚園」的な野外保育が先進的に行なわれている。

– 西川町「月山朝日かもしか学園構想」(平成21年～26年)においては、大井沢地区は自

然学習・体験学習の拠点として位置づけられており、自然の資源、地域社会の資源、
自然学習の歴史的資源、担い手になる人材的資源を活用することにより、地域内発的
な「ＥＳＤ（持続可能な社会のための教育）」の展開が可能になり、この展開によって、
大井沢地区において、持続可能な社会のモデルをエコミュゼという形で外に示すだけ
でなく、地域全体で「ＥＳＤ」を支えることを契機にして、より高度な脱炭素社会を実現し
ていくことが可能となる。

Ⅲ 大井沢ESDの可能性に関する調査 －１
大井沢エコミュゼに向けて「月山朝日かもしか学園構想」の

大井沢における地域内発的な「ＥＳＤ」の可能性

研究コンセプト
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• 【現地調査期間 9月～11月 延べ14日間】

– 大井沢自然学習「かもしか学園」の歴史的遺産の解明

– 環境・自然・農山村体験学習「月山山麓かもしか学園小学校」
（広域連携共生・対流等推進交付金事業）の現地の実態調査

– 大井沢地域における、自然とのかかわりや持続可能性に関する
さまざまな諸相、文化や伝統の解明と、自然学習・体験学習等に
関する潜在的な人材のポテンシャルの調査

• 大井沢の住民３１人、町役場職員６人（総務企画課、産業振興課、
大井沢支所）、大井沢自然博物館職員、月山朝日観光協会、
ＮＰＯ法人エコプロ、大井沢民宿旅館関係者への聞き取り調査

• 自然学習関係資料の収集（すべてＰＤＦ化）

– 文集峠の小鳥：第１集から７集（Ｓ２９～Ｈ１９）

– 文集かもしか：第１集から３２集（Ｓ４３～Ｈ１７）

– 自然教育関係の文献：２９のファイル

– 志田忠儀氏所有の写真、新聞記事：２０＋３ファイル

– 「月山朝日かもしか学園構想」における地域内発的なＥＳＤの
展開の可能性に関する調査

進捗状況
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Ⅲ 大井沢ESDの可能性に関する調査 －２
大井沢エコミュゼに向けて「月山朝日かもしか学園構想」の

大井沢における地域内発的な「ＥＳＤ」の可能性



– 大井沢の自然学習、「かもしか学園」は、日本でも先進的で高度な内容を持った自然教育、科学教育、環境教育である。
また、保育所でも先進的な「森の幼稚園」的な野外保育が行なわれていた。

– しかし、一方で、それにとどまらず、そこには、郷土研究や地域の産業開発事業も含み、その学習が豊かな自然環境において
学校(教師）、保護者、地元の住民の密接な社会・文化的かかわりの中で営まれていたという意味で、おそらく日本初の
子どもたちによる地元学ともいえる。

– この歴史的メカニズムは地域の特性に根ざしたＥＳＤ [持続可能な開発のための教育]のひとつのあり方を提示してくれている。

– 小・中学校はすでに閉校になっており、西川町の小中学校は、9年間一貫教育の統合小学校として平成24年から生まれ変わる
ことが決定されており、その中で、「かもしか学園」的な自然学習が一つの柱となっている。その中で、いかに大井沢独自の
自然学習の文化と伝統を新しい形で継承し、地域社会の持続性につなげていくのかが今後の課題である。

– 「月山朝日かもしか学園構想」は今年度から取り組みが行なわれ、平成26年でほぼ完成する予定で進められているが、
その中の教育旅行（環境・自然・農山村体験学習）は、現状では、大井沢の地域の資産を十分に活用したものになっておらず、
大きな問題を抱えている。

– その一方で、大井沢の自然の資源、地域社会の資源、「かもしか学園」の歴史的資源に加えて、それを担うべき人材も豊富にある
。

– しかし、全体の理念的コンセプトが明確でないため、それらの資源が有効に使われていない現状がある。

– そのため、かつての「かもしか学園」が持っていた、地域の特性に根ざしたＥＳＤとしての理念を明確にし、地域住民を巻き込んだ
形にすることにより、大井沢エコミュゼとして、展開していくことが必要であり、その可能性は十分にある。そのことは、大井沢地区
が脱炭素社会として再認識していくことにつながり、より進化した脱炭素社会をさらに展開していくことが可能であろう。

– そのことをより明確に示す調査研究と分析が課題である。

今後の調査予定

– Ｈ２２の２月から３月にかけて聞き取り調査の予定。

分析と今後の課題
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Ⅲ 大井沢ESDの可能性に関する調査 －３
大井沢エコミュゼに向けて「月山朝日かもしか学園構想」の

大井沢における地域内発的な「ＥＳＤ」の可能性


	スライド番号 1
	スライド番号 2
	スライド番号 3
	スライド番号 4
	スライド番号 5
	スライド番号 6
	スライド番号 7
	Ⅰ 大井沢の基本生活調査	本調査―１　　
	スライド番号 9
	スライド番号 10
	西川町総合開発株式会社（NSK）（地域振興型第三セクター）の取り組み
	スライド番号 12
	スライド番号 13
	大井沢温泉館に直売所の併設
	「食」が生み出す交流の姿－なめこ－
	直売所利用者アンケート調査
	スライド番号 17
	スライド番号 18
	スライド番号 19
	スライド番号 20
	スライド番号 21
	スライド番号 22
	スライド番号 23
	スライド番号 24
	スライド番号 25
	スライド番号 26

