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平成 29 年度 第 2 回みやぎ地域復興ミーティング 

「復興をバネにした持続可能な地域づくり」 

 

【第 1 部】実践報告 3 名の話し手から学ぶ 

「共助組織による地域課題の解決（横手モデル）」 

（特非）秋田県南 NPO センター共助社会づくり担当 八嶋 英樹（やつしま ひでき）氏

みなさまこんにちは、はじめまして。秋田

県横手市から来ました、秋田県南 NPO セン

ターの八嶋英樹と申します。私は、共助組織

というものの設立から関わりまして、その

活動・継続を支援する人、自分が活動したと

いうよりは、活動した人に寄り添ったとい

う話が中心になります。 

まず私達の法人ですが、NPO 法人なんで

すが、中間支援組織で、ボランティア団体や

NPO を支援する NPO というところで、行

政と一緒に事業をコーディネートしたりな

どということをしています。大きな事業の

柱となるのが、秋田県からの委託で南部市

民活動サポートセンターの運営、秋田県男

女共同参画センターの運営をしています。

平成 23 年から 24 年にかけて、新しい公共

支援事業というものが内閣府にあり、その

中で「高齢過疎地域における共助力アップ

支援事業〈横手モデル〉」というものを提案

実施させていただきました。 

 

 

〇高齢化に伴う課題へのアプローチ 

横手市内に４つの共助組織の立上げを支

援しました。こういう事業を行うきっかけ

になったのが、秋田県の現状です。少子高齢

化が進み、人口減少日本一です。その高齢化

が進むにつれて、自宅の屋根の雪下ろしが

必要になる地域です。雪下ろしのために屋

根に上がることができなくなったり、自宅

の前の雪を寄せるのもできなくなったり、

免許を返してしまって買いものに行くのも

大変になってしまったという状況がありま

した。 

このように（※実践報告資料、p.3）４つ

の地域をモデル地区に選び、共助組織をつ

くりました。目指したのは、その当時 10 年

後 20 年後を見据え、行政のみに頼らないで

自立可能な地域共助の核となる「地域共助

組織」の育成、組織づくりをしようというこ

とでした。 
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〇「できる人でまずやってみよう」 

－地域の困りごと座談会 

最初に何をしたかというと、地域の困り

ごとをみんなで出してみましょうというこ

とで、「困りごと座談会」ということをやり

ました。その前に、行政の方と一度地域に説

明に入ったんですが、行政の方と地域に入

ると、「そんなことは行政でやってくれよ」

ということをよく言われまして、それはし

ょうがないことでもあるんですが、「そうい

うことではだめだな」ということで、こうい

う座談会の形をとりました。 

私達の地域はまだ、この当時 6 年前なん

ですが、「そんなに困りごとはないけど、雪

は大変だ」と、ちょうど豪雪の年でもありま

して、雪は生活や命につながっており、「そ

ろそろあそこのおばあちゃん、雪下ろしは

できないだろう」「あのおじいちゃんは膝悪

いから何とかしなきゃいけないだろう」と

いう話もぼちぼち出ました。そこから「それ

は誰がやるんだ？」という話になり、「じゃ

あできる人でまずやってみようか」という

ことで組織化が進んでいきました。集まり

には行政の方やいろんな方に集まっていた

だき、一緒にテーブルについて、地域の課題

について話し合うということができました。 

 

〇各地区共助組織設立から連合会設立まで 

４つの共助組織ができました。地域は

別々なんですが、保呂羽（ほろわ）地区自治

会（旧大森）地区、南郷（なんごう）共助組

合（旧山内）、三又（みつまた）共助組合（旧

山内）、狙半内（さるはんない）共助運営体

（増田）、私達もどういうところをモデル地

区に選ぼうかと考えた時に、やはり「一番課

題の大きいところ」「ある程度リーダーがし

っかりしているところ」を考えて決めまし

た。共助組織が４つ集まって、平成 27 年度

には横手市共助組織連合会が設立され、現

在は参加団体が 10 団体で行っております。

横手市は一応最後に関わってもらいまして、

関わってもらうと、いずれいろいろなこと

がやりやすくなるかと思いました。私達秋

田県南 NPO センターは後方支援組織とし

て関わっておりました。 

その後「この事業はいいものだ」と秋田県

からも評価され、県で事業化されました。平

成 30 年 2 月末で、県南地区では 21 団体が

共助組織としてあります。特に雪が課題な

のは県南地区になっています。平成 26 年度

ふるさとづくり大賞で「総務大臣賞」をいた

だき、平成 28 年度地域再生大賞で「北海道・

東北ブロック賞」を受賞しました。賞をもら

うことで、地域の方も「もっとがんばらない

といけないな」というモチベーションにつ

ながっているところもあります。 

 

〇雪下ろし・徐排雪支援 

－①男女共に活躍する南郷地区の雪下ろし 

このような形（※実践報告資料、p.8）で

作業を行っております。これは南郷の共助

組織の雪下ろしの様子なんですが、屋根に

上っているのが、半分が女性です。この時 8

人が上がっているんですが、5 人が女性で

す。地域性もあるんですが、男性が出稼ぎに

行くので、その間女性が屋根に上っていた

んですね。そして女性の方が作業が上手だ

ったということで、女性がやっておりまし

て、女性側がやるとお父さんたちもはりき

るというかね。いい効果が生まれているの

かなと思います。 
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〇雪下ろし・徐排雪支援 

－②市街地の課題へのアプローチ 

それから、市街地は市街地でまた別の課

題がありまして、高齢化が進むとデイサー

ビスの車が通るということで道路幅が狭く

なったんですね。道路の幅を広げなくては

いけない。ブルドーザーが来て、雪をガーっ

と周りに寄せていくんですね。その雪を寄

せる作業を行っています。デイサービスの

車が来ると、すれ違えないとか、後ろの車が

前に行けないとかとうことがあります。雪

捨て場がないという課題もあり「それをみ

んなでどうやってやりましょうか？」とい

うことで、近くの雪捨て場を確保して、進め

ています。 

 

〇雪下ろし・徐排雪支援 

－③地域内連携で豪雪から家を守る 

横手市は雪がすごく降ります。特に奥地

が降るんですが、今年も３ｍ45 ㎝までいき

ました。道路から玄関までの通路も、毎日毎

日寄せていったらとても高くなってしまい

ます。大体 1 階部分は埋まってしまうんで

すね。今年なんかもそうでした。屋根から雪

下ろしをしていくとなると、屋根よりも高

く積み上げなくてはいけない、という非常

に大変な作業になります。 

それから空き家が多いんですね。冬の間

おばあちゃんが施設に入っているというお

宅などは、そういう時は写真を撮って、施設

に送り「おばあちゃんの家がこんな大変な

ことになっている」と伝えて、施設の方から

ご本人に、雪下ろしをしていいか確認して

もらいます。そして雪下ろしをしてから「こ

んな風にきれいになりましたよ」とメール

で写真を送って、担当の人とおばあちゃん

に見てもらう、そういう連携をとっており

ます。 

 

〇雪下ろし・徐排雪支援 

－④共助の背中を見せ次世代へつなぐ 

今年の暮れに全国ネットで放送されたん

ですが、南郷共助組合の組合長さんが「高齢

者の方が喜んでくれて励みになります」と

お話をしていますが、この方自身も 80 歳に

なり、高齢者の方が高齢者の方を支えると

いう形になっております。「若い方を入れた

らどうですか？」という話もしたんですが、

やはり若い人にも若い人の都合がありまし

て、休みの日は子供の部活、買い物、自分の

家の雪寄せをしなくてはならない、という

ことで、「平日の日中に暇な私達がやりま

す」、となりました。「自分たちが年を取った

時にやってもらえるように、自分たちが背

中を見せていかないと、下の方もやってく

れないだろう」ということで、きちんと次世

代につなげられる活動をしようということ

で行っております。 

 

〇住民交流お買い物ツアー 

共助組織の取り組みは雪だけではないん

ですね。いろんな取り組みが行われており

ます。例えば「住民交流お買い物ツアー」と

いう保呂羽地区自治会の取り組みは、今、地

域にお店がなく、お盆と正月前に自治会の

人たちを市役所が出してくれるバスに乗せ

て、近くのスーパーに買い物に行くという

ものです。最初は県と国の事業でモデル的

にやった事業だったんですが、3 年目の今

年は自治会の持ち出しでやっております。

年に 1 回だけなんですが、年の暮れに買い

物に行っております。 
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〇わいわいがやがや 

住民交流お楽しみサロン 

それから「住民交流お楽しみサロン」です

ね。これも県・国の事業で始まったものです

が、今は自治会の持ち出しでやっておりま

す。この時は（※実践報告資料、p.11）私も

参加しましたが、スタッフも入れて 60 名、

わいわいがやがややっておりました。音楽

を聴いたり、食事したり、お昼寝して帰ると

いうサロンでした。食事を作ったりする人

たちは地域の人達ですね。ボランティアで

作って下さっています。きちんと役割分担

が、3 年間やる中で見えてきているという

ことがわかりました。 

 

〇草刈りで資金を稼ぐ 

自治会の資金調達のために、県道の草刈

りというものがあります。これは県との委

託契約でやっておるもので、県道が地域に

ない組織もあるんですが、県道がある地域

はこういった形でやっています。7 月とか

ですかね、草刈り作業をしています。これが

活動資金としてかなり大きいものになって

います。補助金だけに頼っていても、補助金

はいつなくなるか分からないというところ

から始まった取り組みですね。それから、除

雪機の大きいものを買った地域とかもあり

まして、除雪機のメンテナンス費用や、壊れ

たら処理しないといけない。そのためにあ

る程度のお金を確保しておかないといけな

いということで、非常に大事な資金になっ

ています。 

 

 

 

 

〇買い物難民を予防する地域通貨「マイド」 

これは南郷共助組合の取り組みなんです

けれども、地域にお店が昔は 5 軒あったん

ですけれども、今は 1 軒しかなくなってし

まったと。「その 1 軒を大事に守らないと、

買い物難民が大量に出てしまう。その 1 軒

を応援していこう」ということで、地域通貨

「マイド」を作りました。普通の地域通貨と

違うところは、ここのお店でしか使うこと

ができない。これは共助組合の方たちが草

刈りをしたときの賃金の一部として会員の

方にお支払いをしています。元気な方たち

は車で町へすぐ買い物へ行ってしまうんで

すけれども、地域の商店を使いましょうと

いうことで配布をしています。足を運びや

すいように、ということで準備した地域通

貨ですね。金額をいくら使うというよりは、

まずは足を運びましょうという仕掛けにな

っています。 

 

〇地域内連携による住民の小商い支援 

雪下ろしの方ですが、地域の社会福祉法

人さんが保険代を負担してくれるようにな

りました。これが非常に助かっております。

それから、地域の方たちの中の農家さんた

ちの野菜を、給食として使ってくれており

ます。一番助かっているのは返品がないと

いうところが非常に助かっております。直

売所なんかだと売れ残りを引き取ったりす

るんですけれども、これはそうしなくてよ

い仕組みですね。 

 

－VTR 上映－ 
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〇会長の言葉「できない理由ばかり並べて

いても、いつまでたっても課題解決はでき

ない」 

それから狙半内共助組合では、通院・買い

物送迎サービスについて導入しました。こ

こは、一番奥の地域が、バスの通らない地域

で、一番近くのバス停まで 2・3 キロ歩かな

くてはいけない高齢者がいます。「これは冬

の間大変だぞ」ということで会長さんが、始

めたものだったんですが、やるときは、「事

故があったらどうするんだ、誰が運転する

んだ、誰が車動かすんだ」というような話が

出まして、無くなりかけたんですけども、会

長さんが「できない理由ばかり並べていて

も、いつまでたっても課題解決はできない」

ということを言われて、その一言でやるこ

とになった。ただ、住民でやろうとすると、

大変なんですね。なかなか大変な事業で、そ

こで地域のスーパーが、変わりにシャトル

バスを出し、地域にお客さんを迎えにいっ

て、スーパーで買い物をしてもらう、という

ような取り組みを行っております。 

結局、会長さんの一言がなければ、ここま

で進まなかったなというように思っており

ます。共助組織の取り組みは、企業が支えた

りしながら、ＮＰＯや行政が支えたりと、最

終的には住民同士の良好な関係づくりにな

るのかなというように思います。 

（終） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


