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日々の活動を発信中！
伊達市地域おこし支援員(地域おこし協力隊）
Facebookページ
https://www.facebook.com/dateokoshi

伊達市地域おこし支援員 Facebook検 索
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※地域おこし協力隊は、都市地域から中山間地域等に移住して、地域ブランドや
地場産品の開発・販売・PR等の地域おこし支援や、農林業への従事、地域住民の
支援などを行いながら、その地域への定住・定着を図る取組です。隊員は各自治
体の委嘱を受け、任期は概ね1年以上、3年未満です。

中山間地域で自分の力を発揮したい！田舎暮らしがしたい！

伊達市に来た理由は様々です。共通するのは三大都市圏等から移住し、住民
票を移して伊達市民になり、地域で汗をかくことを選んでいるということ。
また、迷いながらも地域のみなさんと一緒に挑戦してきた地域おこし支援員
は、今までにもドローンを活用したり、首都圏の学生と連携したり、地域で
新しい加工品を開発したり、と頭を柔らかく使って挑戦する志もみなさん共
通しています。

地域おこし支援員

これまでのお話

１ ２

地域おこし協力隊※は2008年に総務省で始まった「地域力創造プラン」

の柱として提唱され、2009年から実施されました。伊達市ではこの「地域
おこし協力隊」に加えて、別制度「集落支援員」の性格も併せ持つ独自の
「地域おこし支援員」として制度化されました。求められるのは「よそ
者」、「若者」、「馬鹿者」の視点で今までにない風を地域に巻き起こす
こと。これまでに25名が採用され（令和２年度現在）、地域を駆け、それ
ぞれに活躍してきました。

現在は霊山町大石地区、月舘町布川地区の2か所を中心に2名の支援員が活
動しています。

2
地域おこし支援員

どんな人たちが活動している？

一人ひとりがそれぞれの内側に情熱を抱えてやってきている地域おこ

し支援員のみなさん。伊達市ではそんな一人ひとりに担当地区を決め地区
に沿ったテーマを中心にしつつ、それ以外の活動については基本的に自由
に行動してもらうフリーミッション形式をとっています。現在活動する2名
はそれぞれ歴史、観光、食文化などを中心に活動していますが、これまで
に教育や林業、バイオテクノロジーなど多岐にわたる分野で活動してきま
した。よりよい地域を作るのはもちろん彼らだけではなく、地域の皆さん
です。皆さんが今の地域に感じている課題をよそ者の目線で一緒に洗い出
し、何が必要なのか、何ができるのか。そういったことを一緒に考えて解
決のために日々汗を流しています。

3
地域おこし支援員

どんなことをしている？

どんな活動にも始まりがあれば終わりがあります。地域おこし支援

員の活動は、最長３年間。伊達市では支援員の任期を満了した後も約
1/3の皆さんが引き続き伊達市で活躍を続けてくださっています。中に
はこちらに来てご結婚された支援員も！

4
地域おこし支援員

活動期間は？



写真が
入りま
す

浜田和彦支援員
霊山町大石地区に赴任して３年目の活動中。
地元や近隣の方々に支えられながら、地域
の魅力を磨き、伝え、ゆっくりですが共感
の輪を広げてきました。令和３年６月末で
任期を終了します。３年の活動期間はあっ
という間で志なかばの感はありますが、自
己の人生にとっても忘れられない充実した
３年間となりました。

プロフィール
 山口県出身
 2018 7/1 活動開始
（川崎に家族を残し単身赴任）

 前職はIT企業（システムエンジニア）
 趣味：音楽（バンド）活動、街道歩き

フリーミッションで担当地域に配属される伊
達市の地域おこし支援員がまず最初に意識す
るのが、“地域を知る”と“自分を知ってもら
う”事。地域に住む一住民として、地域にな
じみ同化するプロセスなしには円滑な地域の
支援活動はできません。担当の大石地区は歴
史、伝統芸能、自然、食農の魅力ある資源が
あります。私自身その体感者として地域イベ
ントや自治会活動をお手伝いしています。

里山を知る・知ってもらう

写真が入ります

３ ４

豊かな里山の資源は、実は地元にもあ
まり知られていないものです。支援員
として一貫して取り組んできたのは、
“里山の見える化活動”と“内外へのＰＲ
活動”。里山の魅力を少しでも多くの
方々に知ってもらい、地域に対する愛
着意識の醸成を志向してきました。最
近では、“大石ふるさと探訪”と称し、
地区の資源の見える化をウォーキング
マップや文化財マップとして作成しシ
リーズ化してきました。

2里山を見える化する

赴任３年目は新型コロナウィルスの影響で、地域
のイベントが次々と中止／縮小化される中、地元
の象徴であった大石小学校が令和３年３月をもっ
て148年の歴史に幕を下ろす事が決定しました。
期間のない中、私は大石小の閉校記念誌の作成プ
ロジェクトに事務局として参画しました。100
ページを超える記念誌はまさに地元の歴史と住民
の思いが凝縮された素晴らしいものとなりました。
閉校は残念な事でしたが、閉校記念事業を通して
世代を超えた地域民の一体化を感じた瞬間でした。

3地元小学校の閉校記念事業支援
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３年間の活動の足跡

霊山太鼓は霊
山の人々に
とって魂の響
き。毎年８月
の霊山太鼓祭
りでは叩き手
として参加し
ています。

毎年４月に開催
される霊山神社
の春の例大祭。
地元の方々に伝
承される“濫觴
の舞”という
雄々しい剣舞を
披露します。

大石には地元に根差した伝統神事が数多
くあります。北又の秋祭りでは、子ども
たちによる獅子舞が各戸に奉納され地域
の無病息災を祈願します。

毎年１１月に開催される
地域の一大イベント“大
石食べもの博”。イベン
トの熱を記録する目的で、
メモリアルブック（レシ
ピ集・写真集）を刊行し
ています。

2019年、自治会
メンバーとして
地元大石の文化
財マップを看板
として設営。里
山の見える化活
動の最初の成果
となりました。

大石ふるさと探訪１
（ウォーキングマップ）

大石ふるさと探訪２
（文化財マップ）

完成した閉校記念誌
（抜粋）

閉校記念誌編集会議風景大石小学校閉校記念式典
（校旗の伊達市への返還）

はまだ かずひこ



５ ６

霊山道先案内人会のもうひとつの重要な
テーマは、安全で誰でも楽しめる霊山の
登山道整備です。昨年、登山道の安全
上・美観上不備な箇所を会員で徹底的に
チェックし登山道の改修に関する予算申
請を市に対して行い、市より申請認可を
とる事ができました。長年の案内人会の
悲願が現実になりつつあります。私は会
の事務局として行政との連携のサポート
をさせて頂きました。

6

霊山を愛しみ・磨く

4霊山を見える化・発信する

国史跡・名勝の名峰霊山は自然と歴史があいまっ
た伊達市を代表する観光スポット。この霊山の山
案内の会（霊山道先案内人会）に加入、案内人と
して登山客のおもてなしをさせて頂いています。
当会では霊山の魅力をより多くの方に知ってもら
うべくプロジェクトを立ち上げ、“霊山ポケット
ガイドブック”を作成、この４月に店頭販売する
事ができました。霊山の魅力を１冊に収めた画期
的な冊子として、内外の評判を頂いています。

農都交流とプロモーション

5

北霊山からの眺望 海外出身登山客のご案内 海外出身登山客のご案内

霊山道先案内人会が監修した
”霊山ポケットガイドブック“

霊山登山道改修計画書

道先案内人会による調査登山 長年の放置看板も本年修復予定登山道不備箇所の詳細調査

浜田さんが大石地区に赴任してきてからあっとい
う間の３年間でした。
前職がＩＴ企業勤めということもあり、違った目
線を持ちながらも、地域住民の歩幅に合わせて
様々な活動を牽引してくれたと感じています。一
般的に、自分の考えを外に発信し周りと協力して
何かをするとなると、手間がかかり腰が重くなる
人が多いと思いますが、そんな中浜田さんの"主体
的に動かないと何も始まらない"という積極的な姿
に感化された住民も多く、地区に新たな風を吹き
込んでくれました。

NPO法人 りょうぜん里山がっこう

高野金助さん

地域と首都圏の２拠点を持っている自身に
とって、都市と地域を繋ぐ農都交流の推進は、
自身のライフワークのひとつとして取り組む
テーマです。このコロナ禍の状況の中健康で
住みよい地方の価値は益々高まってきていま
す。講演やシンポジウムなどを通じての地域
プロモーション活動をしながら、住民目線だ
けでなく企業目線からの地域との関係性の構
築に取り組んできました。

東京の某ＩＴ企業に対し企業におけ
る農都交流の価値に関する講演を実
施（２０１９） りょうぜん里山がっこう主催のシンポジウム（未来創

造フォーラム）では、リアル＋リモートのハイブリッ
ド環境でイベントをファシリテート（２０２１）

今まで大石地区には３人の支援員がいらっしゃいましたが、成果が成功体験とし
て住民に根付くのに３年という期間は短く、支援員がいなくなった後に活動を継
続させるには中々難しいのが現状です。伊達市の地域支援の在り方として、中山
間地の枠組を越えたミッション制の導入、一つの地域に複数人で挑むといった試
みがあれば、また違った何かが見えてくるのではないかと個人的に期待していま
す。



小林 朗子支援員

2020年３月着任。コロナで各地域に顔を

出すのが難しかった一年目。まず大まか

な目標３つ立てました。「自分を知って

もらう」「月舘小麦の認知」「作り手を

育てる」。単独でも活動できるよう旧月

舘保育園に営業許可を取ってから、活動

が展開していきました。

プロフィール
 東京都板橋区出身

(高校時代は単身浜松)
 資格：管理栄養士、調理師、ジュニア

野菜ソムリエ、食育インストラクター
 移住前の仕事：特定保健指導(メタボ

リックシンドロームの方へ健康支援)
 (元)趣味：競泳、ヨガ(現在趣味無し)

７ ８

色の勉強中とのことで『食品の色の変化を見る実験』を行いました。

アントシアニン色素を含有する食材（紫キャベツ、紫玉ねぎ、紫蘇

等）を水溶希釈させ、アルカリ性(重曹)、酸性食材(レモン汁)を添加す

ることにより色の変化を確認(こんな難しいことは言いません！↓)。

月舘認定こども園

食育授業

「魔法の粉を入れま～す！」

青紫の液体が赤く変化。

「この野菜は何？」季節の野菜や実験
に使う野菜の名前を確認。

地域の産物を使った「モノづくり班」の
商品開発で、オブザーバーとして参加。

月舘学園中学校3年生

総合的な学習の時間「ふるさと学習」

生徒のプレゼンを経て
選ばれた「桃大福」は
桃のコンポートと白あ
ん入り。
大福を包むのに生徒は
大苦戦。

「焼き大福」を提案。

同じ材料で形を変えて
みると、大福の”皮焼き
奉行“が続々誕生！

焼いた皮に具材を乗せてパタン

と閉じれば『桃包み』の完成。

生徒デザインのパッケージに入
れて試食会に提供されました。

こばやし あきこ



９ 10

草ボーボーの休耕田を”何とかすっぺ！“と

有志で始まった小麦作り。保原の“ワサビ”

さんや福島の“ラポルティ”さんに支えられ

続けてきました。しかし、高齢化が進み

“そろそろ(やめようか)・・・”

と思っていたところ、小林さんが来ること

になって、また頑張ることにしました。

「小林さんが“小麦の味がいい！”と言っ

て、いろんなお菓子やパンを作ってくれっ

から、よげい嬉しいもんだない。もうすぐ

小麦刈りだがら、また手伝いに来てくんち

ない。」

(正晴・秀樹・和明・達朗)

～月舘布川小麦クラブ～

昨年の３月に布川地区に着任してから１

年と少し、地域にすごく溶け込んでいるの

でもっと長くいるような気がしています。

コロナ禍でなかなか地域の人と関わり合

いが持てない中で、自分でイベントを企画

して周りの人を巻き込んで活動しているの

で、とても心強く感じています。

状況が落ち着けばあっこちゃんと地域の

活動をもっとできるので、早くコロナが落

ち着いてほしいと思っています。

くれぐれも一生懸命やりすぎないように、

体を壊さないように今までどおり頑張って

くださいね。

１年目の活動目標３つを網羅するのが教
室開催。参加者と共に過ごすことで自分
を知ってもらい、月舘産小麦粉の美味し
さや可能性を知ってもらう。そして未来
の作り手を育てていく。この活動は2年
目の目標とする「作り手の養成」の強化
に繋がります。

3 各種料理教室開催

親子マフィン教室

ベーグル教室 クリスマスガトー教室

固く黒くなった干し柿を何とか活用でき
ないかと相談があったことがきっかけで、
干柿の甘みを利用して作った佃煮。団子に
絡めたりおにぎりにしても美味しい。
佃煮以外にも、砂糖不使用の白和えや、

柿味噌にして炒め物にも◎。
もう干柿は、固くなっても捨てないで！！

4 干柿の佃煮講習

←廃棄寸前の干柿から(手前から時計回りに) 

「鮭のホイル柿味噌焼き」「ほうれん草の
(干柿入り)白和え」「干柿の佃煮おにぎ
り」。特別なものでなく、普段の料理にい
くらでも応用できます。
移住して気になったのが、糖尿病で服薬

している人が多いこと。減塩も大切ですが
「減糖」も大事です。

～協力員 齋藤洋子さん～

くず粉教室に参加された
齋藤洋子さん(左)


