
「神山プロジェクト」の軌跡から学ぶむらづくり 

山間の町「神山町」議会視察報告 松澤 

 私は、今から 30 年位前の 2 月に菌床しいたけ栽培の先進地視察で、神山町を訪問し

た事がありました、その時は 15 ㎝位の積雪があり山深い山間地で特色のない町という

イメージをもっておりました。 

 その神山町が近年「山間の町が起こした奇跡」として、多くのメディアに取り上

げられ、国でも「徳島県神山町モデル」として地方創生の成功事例として紹介されて

おります。 

 その為、近々の内に神山町を再度訪問したいと考えておりました。今回中川村議会

として神山町を視察する事になり、6 月 22 日～23 日に神山町にあるＮＰＯ法人グリー

ンバレー 理事長大南信也さんから～創造的過疎から考える地方創生～というこ

とで「神山プロジェクト」の取り組み内容と、首都圏から進出したサテライトオフィ

ス及びオフィスを個人・企業に貸し出す「コワーキングスペース」の視察を行いまし

た。 

＊徳島県 神山町とは… 

昭和 30 年 3 月 31 日に 5 村が合

併し、今年で町制施行 60 周年を迎

える町。 

徳島県のほぼ中央に位置し過疎

と少子高齢化の著しい町で、生産

量全国一を誇る特産品であるスダ

チ、ヒオウギなどの農産物は生産

者の高齢化、後継者不足の深刻な

波が押し寄せている。また、集落

の維持管理機能の低下、地域医療

の危機など課題は山積みしている。 

平成 16年に町内全域に光ファイ

バー網を整備し、この好条件のも

と、ＩＴ系ベンチャー企業が相次

いでサテライトオフィスを開いて

おり、平成 23年には神山町誕生以

来初めて社会動態人口が増加に転

じた。  

昭和 30 年人口 20,502 人 

平成 28 年人口  5,723 人 山々に囲まれた神山町の風景 

 



青い目の人形アリス 

ＮＰＯ法人グリンバレーの誕生（軌跡） 

＊青い目の人形アリスの里帰り 

昭和 2年、アメリカから、日米交流のため、全国の幼稚園・小学校に送られてきた

12,793体の青い目の人形の内の 1体である

アリスが神山の小学校に贈られた。 

ところが、戦争中にほとんどの地域で、鬼

畜米英の人形として燃やされた。 

神山の小学校では「人形には罪がない」

とこっそり保管されていました。 

 平成 2 年大南さんが、ＰＴＡ役員として

学校を訪れると、飾られたケースの中に人形

のパスポートが添えられていた。 

 63 年前に起こった出来事で、仮に 10 歳の

子が贈ってくれたとすれば現在 73 歳。まだ

生きておられるかもしれないと、市長さんに

手紙を送り、贈り主探しを依頼した。 

 その半年後、見つかったとの報が届き里帰りさせようということになり、平成 3年

3 月 3 日アリス里帰り推進委員会（青い目の人形の米国への里帰り）委員会を立

ち上げ、平成 3 年 8 月に神山町民 30 名が訪問した。 

その訪問団に加わった 5名がＮＰＯ法人グリーンバレーの中心メンバーとなっている。 

 ✿小さな成功体験をみんなで共有することが大切です。すごく気分が良かった

なとかワクワクしたなといった感覚をみんなで共有することが次への挑戦につながっ

ていく、そんなところから世界に目を向けたまちづくりが始まった。 

＊神山国際交流協会の設立  平成 4年 3月 3日設立 

 国際交流協会を立ち上げても、当初は目ぼしい成果が生まれませんでした。 

            

 

 徳島県のプロジェクトとして神山町に国際文化村が作られるというので、国際交流協

会のメンバー間では次のような会話が交わされた。 

 これから 10 年後 20年後を考えれば、国とか県とかが作るような施設であっ

ても住民が主体となって、管理運営する時代になるだろう。そうだとすれば、与

えられたものだとうまくいかないから、県に住民側のプランを提案しようと国際文化村

委員化を設置した。 

転
機 

青い目のアリス人形 

 



企業名の入った看板の設置 

＊国際文化村委員会の設立  平成 9年 4月 18日設立 

 ✿アイデアキラーの出現 

 議論を開始すると、会合にアイデアキラーが現れる（過去の失敗談を例にあげながら

アイデアを破壊する人）。この町ではだめなんだ、むりだ、できないとアイデアを破壊

する人が必ず現れる。 

 

ちなみに、アイデアキラーが行政に現れると前例がないという言葉になる。 

しかし、✿前例のないことは逆に新しい時代の歯車を回すチャンスである、前

例のないことであってもだれかがいつかはその前例を作っている。 

✿できない理由よりできる方法を考え抜いて、とにかくやってみる（ＪＵＳ

Ｔ ＤＯ ＩＴ）！前向きさがアイデアキラーを黙らせる。 

 

＊アドプト・プログラム（道路清掃ボランティア事業）平成 10年～ 

平成元年、アメリカで見

たのがアドプト・ア・ハイ

ウェイ・プログラムで、道

路標識に企業名（スポンサ

ー名）が掲示され、「これか

ら 2マイルの区間は、行政

に代わって企業が散乱ごみ

の清掃をやっています」と

書いてあった。 

このような仕組みは将来

の日本でも絶対必要だと思

い、神山での導入を検討し

ました。 

 しかし、道路法では、企

業名の入りの標識の設置は

認められませんでしたので、

平成 10年道路に企業名の

入った看板を設置するこ

とで、強行突破し設置にこぎ

つけました。神山発アドプト

ロードが今は全国で普及し

ている。 



アーティストの作品の一部 

＊国際芸術家村（神山アーティスト イン レジデンス）平成 11年～ 

 毎年、日本人 1名、外国人 2名のアーティストを招聘し作品をつくっています。 

アートによるまちづくりには、二つの道がある。一つは、見学に訪れる観光客をター

ゲットにするもので、これには評価の定まった（有名な）芸術家の作品を集める必要が

ある。さらに常に新しい作品を集めなければ、リピータが増えない。 

維持管理費がかさみ、時間とともにすたれていくことが多いと思う。 

特に資金力を持たないと難しい。 

神山が目指したのはもう一方の道で、アーティストを相手にするもので、海外の

アーティストたちが日本に訪れるのであれば神山だよねと言われる場所にしようとし

た。 

それには神山という場の価値を高めていく必要がある、幸いに神山にはお遍路さ

んに対するお接待文化が根付いており、それをアーティストたちに降り注ごうとした。 

自分たちが持っているものを活用しながらアーティストの心を掴んでいきます。 

                                                              

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

何もならないと考えられている✿アートも 16年間続ければ、ひとつの文化にな

ります。そしてそれが地域の魅力の向上につながり、創造性を持った人たちを呼び寄せ

ている。 



＊ＮＰＯ法人グリーンバレー設立 平成 16年 12月 1日 

「神山プロジェクト」～創造的過疎から考える地方創生～ 

1 創造的過疎とは 

過疎化の現状を受け入れ、数でなく内容を改善。外部から若者やクリエイティブ

人材を誘致することによって人口構成の健全化をはかるとともに、ＩＣＴインフ

ラ等を活用し、多様な働き方を実現できるビジネスの場としての価値を高めるこ

とによって、農林業のみに頼らないバランスのとれた、持続可能な地域を目指

す。 

２ 地方や過疎地における地域課題 

   雇用がない！   仕事がない！ 

① 若者が古里へ帰ってこられない 

② 移住者を呼び込めない 

③ 地域を担う後継人材が育たない 

３ 神山プロジェクト 

① サテライトオフィス（ＩＴ、映像、デザインなど働く場所を選ばない企

業の誘致） 

・平成 28年 5月現在、13社がサテライトオフィス設置、本社移転、新会社

設立 

・合計 30名新規雇用、数年後に新たな雇用が生まれる見込み 

・エンジニアやプログラマーだけでなく、営業部門（オンライン）も展開 

② ワークインレジデンス（町の将来にとっての必要になる働き手や企業者

の誘致） 

・ビストロ、カフェ、パン屋、ピザ屋、靴屋、惣菜店、ゲストハウス…など

が開業 

・商店街への展開によって、今までに類を見ないような中山間地におけ

る商店街モデルの誕生 

③ 神山塾（厚生労働省の基金訓練・求職者支援訓練による後継人材の育成） 

・訓練生の属性：独身女性、30才前後、首都圏出身、クリエイター系が多数 

・6期 77名終了。移住（約 50％）・ＳＯ就職（10名）・婚活（カップル 10組

誕生） 

・平成 28年 3月第 7期実施終了。（町内 4企業において 33名が 5か月間の訓

練受講） 



＊ウェブサイト『イン神山』 平成 20年～ 

日本で一番酒落な地域サイト「イン神山」を立ち上げたところ、「神山で暮らす」

の記事が一番よく読まれており、今までＩターン者のほとんどいなかった神山町

への移住需要が顕在している事がわかった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

神山町を

美化しな

いで、あり

のままの

神山町を

掲載する 

「神山で暮

らす」のサイ

ト内にある

神山町への

移住サイト 

 

一番読まれて

いた「神山で

暮らす」 

 



＊神山移住交流センターの設立  平成 19年～ 

  徳島県内 8つの市町に移住支援交流センターが設置されましたが、神山町以外は市

役所や町役場が運営することになったが、神山町ではＮＰＯ法人グリーンバレ

ーにその運営が委託された。 

その結果、移住希望者がどのような能力を持つ人なのかという情報収集が可能とな

った。 

神山は最盛期（昭和 30年）20,000人の人口がいましたが、平成 16年には 7,800

人程度に減り。さらに 2044 年の推計人口は 1,572 人となっています。 

現在だけを見ると漠然とした捉え方しかできませんが、✿過疎化の現状を受け入

れて未来から逆算すれば、今やるべきことが見えてくる。 

 

・数字の視覚化 

神山の平成 22 年の年少（0歳～14歳）人口は 433人ですが、90年後には 4人にな

ると言われています。この数字は非常にインパクトがありますが、90年後の未来の

話をしても誰も真剣に考えてくれません。もう少し先の想像できる 25年後を例に取

ると 187人です。 

これを 15で割ると一学年あたりの数字がすぐに分かります。今は一学年 28.9に

んですが、25年後は 12人になります。こういう説明をすると、ほとんど全ての人が

イメージを共有してくれます。12 ではもう部活はできないとか…。 

25年後、一学年 20人の神山町をつくろうとすれば年少人口は 300 人になります。

そこで、親子 4人のモデル世帯を何世帯移住してもらえれば、年少人口 300人を実現

できるか算定をした。    答えは 5世帯 20人となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

このモデルを成

立させるために、 

✿神山では若者

世帯、それも仕事

を持った人（企業

家）に来てもらう

ことを優先してい

ます。 

 



＊ワーク・イン・レジデンスと上角商店街 

地域サイト「イン神山」にはワーク・イン・レジデンスという仕組みが組み込まれて

おり、これは✿町の将来にとって必要と考えられる働き手、企業家をピンポイン

で逆指名しようとするものです 

 例えば、この空き家は石窯で焼くパン屋さんだけに貸し出しますとか、この空き店

舗はウェブデザイナーさんにと逆指名をする。 

 神山町のほぼ真ん中に

上角商店街があります。    

昭和 30 年当時ここには

38のお店が並んでいまし

たが、ワーク・イン・レ

ジデンスを始める前の平

成 20年には郵便局を含

めわずか 6店にまで減っ

てしまった。 

 

 誘致した人たちをジグ

ソーパズルのように埋め

ていきます。このプロセ

スを繰り返すことによっ

て、✿空き店舗の活用

によって住民が思い描

くような商店街をつく

ることができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上角商店街（2008年） 

 

空き店舗を活用

してできた飲食

店 

 



＊ＩＴベンチャーとの出会い 

 神山町で空き店舗をオフィスに改修して利用していること、さらに神山では各戸に

光ファイバーが引かれており、ネットの速度がめちゃくちゃ早いということが次

第に知られていきます。 

この小さな動きをず

っと追っていたのがＮ

ＨＫです。そして、ニュ

ースウォッチ 9で、この

光景ちょっと不思議な

感じがしませんか、と 

一枚の映像が流れ、日本

でもこんな場所があ

るんだとＩＴ関係者

に衝撃を与えた。 

 

 

 

その結果、✿働き方に革新を起こす場所として神山町が知られるようになる。 

＊神山の好循環 

 神山では職住接近というより、職住一致。通勤時間わずか 10 秒で、奥さんや子

どものそばで働くことができます。新しい働き方を求める企業が本社やサテライト

オフィスを神山においてくれるようになる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＩＴ関係者に衝撃を与えた 1枚の映像 

 

神山町が昭

和 30 年に

誕生して以

来 

初の転入者

超 過 と な

る。 

 



＊神山塾 

求職支援活動の一環として、厚生労働省の認定を受けた職業訓練校として、平成 22

年から始まった。神山塾は、半年間神山で暮らしながら地域行事にも参加する、

自分たちでもイベントを実践していくのが特徴である。 

 

いなかで暮らそうか都会で暮らそうか迷っている新卒や、卒業後海外留学して帰って

きた後に自分の居場所を求めてくる人など、受講生の多くは 30歳前後の若者層です。 

求職支援なので、学生でも卒業してハローワークに求職願いを出すと、受講資格が得

られます。 

 

神山塾はあくまでもきっかけ作りで、主体は本人。塾が終わった 4時半から

次の日の朝 9時半まで、半年間何をして過ごすか、神山町の暮らしの中から本

人に気づいてもらうのが方針です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ✿地域づくりに大切な点は、そこに何があるかではなく、どんな人が集まる

か、そして、クリエイティブな人が集まる場をつくることが重要である。 

 

神山塾の受講生の様子 

 



【7つの施策領域】 

① すまいづくり 

② ひとづくり 

③ しごとづくり 

④ 循環の仕組みづくり 

⑤ 安心な暮らしづくり 

⑥ 関係づくり 

⑦ 見える化 

【実施プロジェクト】 

・子育て世代を軸にした集合住宅 

 

・教育コーディネーター 

（幼少中高連携の地域教育・高校魅力化） 

 

・進化型ワークインレジデンス 

 

・役場から始める地域内経済循環 

 

・（株）フードハブ・プロジェクト 

（小さな生産と小さな消費を繫ぐ） 

 

・町の発表会 

 

 

 

課長級庁内戦略会議 

「神山町つなぐ会議」 

 

一般社団法人 

「神山つなぐ公社」 

＊「まちを将来世代につなぐプロジェクト」神山町版地方創生総合戦略 

 

   

 

 

 

 

 

 

＊神山つなぐ公社 

 総合戦略を策定する中で何よりも大切にしたのは、「実行のための計画をつくる」

ことです。 

 よく出来た戦略をつくっても、実行できなければ意味がありません。 

 

✿大切なのは、実行する意欲と力のある人が、明確に存在することです。そ

してそのアイデアを、役場と住民（民間）の協働で実現してゆくことです。 

 

神山つなぐ公社がプロジェクトの実践組織となります。 

 



＊現地視察 

＊えんがわオフィス（サテライトオフィス神山センター） 

 東京恵比寿に本社のある（株）プラットイーストのサテライトオフィス 

東日本震災後、バックアップセンターの要望が多くなる中、単なるバックアップ用途

ではない先進の運用・開発センターとして平成 25年 7月 1日に開所。 

① データーのバックアップだけでなく運用業務もバックアップ 

② システム開発部門、システムサポート部門も併設した総合センター      

③ 強固で安全な専用回線 

 

 

 

 

 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ✿20名の若者が働いており基本的には徳島県民、その半分の 10 名ほどが神山

町民です。 

えんがわオフィスの母屋 

 

母屋の内部で仕事中 

 

「蔵オフィス」実はサーバ

ールーム 

映像の正倉院「アーカイ

ブ棟」 



＊コワーキングスペース（共同の仕事場） 

 平成 24年に、元・縫製工場だった施設を改修しオープンした。 

3Ｄプリンターも備えてありそれを目当てに企業等が参入してきており、学生の授

業にも活用されている。 

現在は 1日の利用者や、個人メンバー3名、スタートアップ 1名、企業 2社が入居し

ており、フリーランスで活動するクリエイターや、ＩＴ企業、流行をつくり出すクリエ

イティブな企業や個人事業主の入居が多いのが特徴です。 

 常駐スタッフも完備し、3 年のうちに 10 社の入居を目標に、企業誘致を進めて

いる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

コワーキングスペー

スの全景 

 

3Ｄプリンター稼働中

奥に学生もいます。 

入居している

企業のオフィ

ス 


