
 

１ 基本的な考え方 

産業革命による分業化、専門化は、豊かな物質的生活と自由時間を私たちに

もたらしてくれました。しかし、その一方で、ものごとを分けて専門的に考え

る方法は、自然の摂理の中で生活していた従来の人間が当たり前のように持っ

ていた循環的思考を払拭してしまいました。そのような中で、私たちは、自然

とは共生するものではなく、克服すべき対象物であるかのような錯覚を持って

しまいました。 
 ここに、２１世紀に生きる私たちが真剣に取り組なければならない課題があ

るのではないでしょうか。産業革命によってもたらされた対自然的な考え方で

は、地球環境問題をはじめとする今日的課題を根源的に解決することが難しく

なってきています。私たちは、人間も自然の一部であるという当たり前のこと

に気付く必要があるのです。つまり、自然の循環型メカニズムに着目し、すべ

ての事柄が繋がっていることを前提にした上で、ものごとを考えていかなけれ

ばならないのです。 
このため、効率主義の発想では遅れていると思われていた地域が、循環的な

思考が主流になると予想される２１世紀においては、実は も進んでいる地域

となるのです。そこで生活する人たちがそのことに気づき、その方向に向かっ

て意識的な地域づくりを行うことが大切です。ここに、日置での循環型地域づ

くりを進める意義があるのです。 
さて、循環型地域づくりを進める当たり、福祉との融合を進める観点も重要

になってきます。赤ちゃんから高齢者、さらに障害のある人までも含めた地域

づくりを行うことが必要となるのです。つまり、相手を気遣う気持ちを大切に

する“コムケアの里づくり”となってくるのです。赤ちゃん、子ども、高齢者、

障害のある人さらには、私たちの子孫を気遣うことは、福祉、環境などに真剣

に取り組むことになるのです。それは同時に、私たち自身を気遣うことになり

ます。日置コムケアの里づくり構想とは、お互い様の気持ちで、暮らして行こ

うといったごく当たり前の地域づくり構想です。まほろば的景観を有するこの

日置で、そのような地域づくりを進めたいと考えています。 
 

ものごとを循環的な視点で考える 

 すでに述べてきましたように、従来のようにものごとを分断して考えるので

はなく、繋げていく視点で考えます。例えば、料理から出る生ゴミは、近年で

は、処分すべきゴミとして扱われてきました。しかし、ニワトリの餌にしたり、

肥料に変えたりします。そして、ニワトリの卵や肉に変え、野菜に変えていく
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のです。このように、ものごとの流れを途中で断ち切るのではなく、できる限

り循環させていこうというのです。このことは、従来の農村では当たり前のこ

ととして行われていました。このような循環的な暮らしを意識的に見直してい

こうということなのです。 

 

福祉、農業、食、環境を一緒に考える 

 地域の問題は様々なことが絡んでいます。確かに分けて考える方がやり易い

面はありますが、根本的な解決とならない場合が多いのです。近い年齢の人を

集めてサービスした方が比較的容易です。しかし、私たちの生活の中には、赤

ちゃんから高齢者まで様々な世代がいます。また障害のある人もいます。介護

されている高齢者が赤ちゃんをあやし、障害者が高齢者の世話や食事の準備を

するといった、各自が持てる能力を生かすことの方が自然な暮らし方ではない

でしょうか。そして、生きている以上食べます。食べるためには食料を確保す

る必要があります。人類が生き続けるためには、この地球に負荷を加えないこ

とが大切です。このように、全てのことが繋がってくるのです。 

 

食の安全・安心と健康志向を目指す 

 食の安全・安心が叫ばれて久しくなります。それは、食べる人の顔を思い浮

かべるのではなく、生産の効率性や経済性のみを追求してきたからではないで

しょうか。コムケアの里づくりは相手を気遣うことを基本にしています。それ

は、会うことのない人々へも同じように気遣わなければなりません。そのため

に、できる限り安全で安心できる食の提供を目指します。 

 さらに、一歩進んで「健康」ということをキーワードに進めたいと考えてい

ます。食する人達の健康増進に寄与することを前提に考えていきたいと思って

います。この健康というテーマは、日本においても、ますます追求されるよう

になってくるものと思われます。多くの人が健康になれるようお手伝いするこ

とは、コムケアの里の精神そのものであり、なんて素敵なことでしょう。 

 

できる限り地元主義で考える 

地元学では、地元の人を「地」と言い、地元以外の人を「風」と呼びます。

自然界にも地と風があります。それぞれに役割があります。ものごとを進める

上でも両者が必要です。様々な情報を風の人がもたらし、地の人がそれを消化

して、地元で実践します。このことにより、ものごとがうまくいくのではない

でしょうか。ただ、地元のために行うことである以上、地元 優先で進めるこ

とが大切です。それは、地域的に閉鎖するということではなく、大いに他地域

との交流を同時に進めるのです。風は入らなければ、地は停滞します。新しい
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風を取り入れて、健全な地域となるよう努力してまいりましょう。 

 

 

２ 日置の特性 

「日置コムケアの里づくり構想」を検討するために、日置の特性について

も考えてみましょう。 

朝鮮半島に近い 

 地理的に大陸に近いことから、大陸の文化や技術がいち早く、この地にもた

らされたものと思われます。日置族ファン倶楽部・代表の岩田真次さんに言わ

せると、争いを好まない先進技術集団である日置族がこの地に存在したそうで

す。日置を「火を置く」と読んで、たいまつを使って測量を行っていた技術集

団だとおっしゃっています。全国の都市づくりに大いに活躍したのではないか

ということです。確かに全国各地に「日置」という地名が残っています。岩田

さんによると、日置族は自然を熟知しており循環的な思考に基づき平和に暮ら

していたともおっしゃっています。この意味から言えば、今回の「日置コムケ

アの里づくり」とは、その再生といった意味合いもあるのではないでしょうか。 

 さて、少々長くなりますが、この古代日置氏に関する記述を「日置町史」で

ながめてみましょう。 
「日置氏・日置部の起源は、もちろん大化前代に遡るが、日置氏の職業分担に

ついては、これまで戸籍を掌る、宮廷の日読みを掌る、などの見解があったが、

近では、司雨的性格を持ち、日神祭祀にかかわり、軍事的役割を有し、燃料

供給、土器生産にも従事した重要な一族であったことが各地の日置氏の例から

明らかにされつつある。」 
「『日置』の読み方はヒオキ→ヒキ・ヒカ→ヘキと転じたものであろうが、これ

らの地名もヒオキ・ヒキ・ヘキの読み方がこんにちでも残っている。これら日

置部の分布地域の特長として指摘されているのは、河川の下流・河口、中流域

（分岐点）を占める例が多いことである。当町も掛淵川を抱いて日本海に面し、

また周防佐波郡の日置郷も佐波川水源の引谷に比定されている。全国に散在す

る日置の位置や伝承が、水・水源に関係が認められることから、日置氏が司雨

的性格つまり祈雨の主宰者としての性格を持っていたこと、さらに河川を中心

とした交通上の要衝に位置することから軍事的にも重要な氏族であったことも

指摘されている。さらに注目すべきことは、日置が日の神の祭祀にかかわって

いたことである。律令政府の主殿寮（天皇の御輿や宮廷の掃除を掌る役所）に

は殿部４０人が所属していたが、日置氏はこれに属しており、その職掌は「燈

燭」つまり宮廷の灯火を掌ることであった。これは本来、日の神を祀っていた
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ものが転じて火を掌るようになったとみられる。」 
 また、日置には北浦一帯における古代仏教信仰の一中心地として大きな位置

を占めていたと思われる利生山が存在しました。近世に衰えたため、不明な点

が多いそうですが、その盛時の規模について「日置町史」では次のように記述

されています。 
「盛時において、利生山永福寺は麓に六坊（蓮華王坊、坂本坊、南坊、西坊、

下坊、福寿坊）を擁し、中心たる金堂、釈迦堂・鐘楼・浴室・二王門を備えた

大伽藍であった。こんにちの小字図をみると、利生山、坂を中心に「堂ノ下」「堂

ノ台」「福寿坊」「寺屋」「寺屋敷」などの地名が残っており、当寺の規模の大き

さをしのぶことができる。」 
 また、この利生山には３千人もの修行僧がいたという話を聞くと、岩田説を

信じることの方が妥当ではないかと思われます。 

 

地滑り地帯にある 

 日置の北部の地層は、柔らかい地層である第三紀層の上に火山岩である玄武岩

がちょうど漬け物石のように乗った形となっています。その玄武岩に斜めに亀裂

が入っているため、降った雨が柔らかい地層まで浸透し、弱い部分をめがけて滑

ってしまうそうです。このため、馬蹄形の棚田が出現し、すばらしい景観を私た

ちに楽しませてくれるのです。また、馬蹄形の棚田の下には流れ出した水がたま

り溜め池となります。その水は、農業用水として利用され、飲料水としても使わ

れています。さらに、棚田が崩壊することは、田に栄養をもたらします。同時に、

石積み技術の向上をももたらしました。さらに、厳しい自然を前向きにとらえて

生きるという自然との共生の仕方を身に付けてきたのです。この生き方こそ、２

１世紀に生きる私たちに求められているのではないでしょうか。 

 

昔からの農村地域が残っている 

 千畳敷や雨乞山からの農地の眺めは、とても美しいものがあります。幸いな

ことに大きな開発もなく、昔ながらの農村を残すことができています。また、

奈良時代の口分田の痕跡が残っているということも貴重なことです。この大切

な財産を次の世代へ引き継いでいなかねればなりません。この重要な資源を生

かすためには、安全・安心な食糧の供給地としての役割を果たしていくことで

はないでしょうか。 

 

景観のすばらしさ 

馬蹄形の棚田越しの海の眺めは、この地域ならではの景観です。また、千畳

敷や雨乞山、今岬からの海の眺めは、まさに絶景です。この眺めは、日本人皆
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のものとして守っていくことが大切です。それが、この地に生きるものの誇り

であり、義務ではないでしょうか。自然と一体となった今までどおりの暮らし

により、この景観を次世代へ引き継いでまいりましょう。 

時あたかも、国土交通省においては「美しい国づくり政策大綱」が作成され

（平成 15 年７月 11 日発表）、景観に関連する３つの法律が制定されようとして

います。今日ほど国レベルで美しい景観が叫ばれたことはないのではないでし

ょうか。幸い、日置にはこの地域で暮らす人々によって残されてきました。こ

の貴重な財産を次の世代に受け継ぐ義務が私たちにはあります。 

 

 

３ 計画案 

 日置地域づくり検討会の中で出されたアイデアを中心に、「日置コムケアの里

づくり構想」の計画案としてお示しします。 

 

仕出し・食事処「たぐち（仮称）」の建設・運営 

・ 障害者の働く場の確保として、「仕出し・食事処」について、 優先で取り

組みます。 

・ 日置コムケアの里づくりの拠点施設として位置づけます。 

・ 業務内容は、当面、町内の事業所への仕出しや交流センターの食事処として

進めます。体制が整えば、冠婚葬祭時の仕出しも検討します。 

・ 食材は、自家製の無農薬野菜や健康卵をはじめ「こだわり部会」の無(減)農

薬野菜と黄波戸市場にあがる魚を可能な限り使用します。 

・ 当面は、交流センターの一部を改修して利用させていただきたいと考えてい

ます。軌道に乗り、資金確保の目途が立てば、「ＮＰＯ法人やまぐち里山人

ネットワーク」などの団体の協力を得ながら、ログハウスのレストランを建

設します。可能であれば地元の間伐材を使用し、地域資源の循環活用を進め

ます。なお、適当な民家が見つかり、民家の移転改修の方が安価であれば、

民家再生についても検討します。 

・ 現在、社会福祉協議会で行っている高齢者への給食サービスを、できれば、

請け負わせていただきたいと考えています。 

・ 生ゴミは肥料に変え、野菜の栽培に生かします。 

 

無農薬による野菜の栽培 

・ 障害者の働く場の確保の一環として、無農薬による野菜の栽培を行います。

マンパワーとの兼ね合いをみながら、耕作の面積、作物の種類などを検討し
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ます。安全・安心の食材づくりに努めます。 

・ 作物の栽培には、五感で感じ、生きる力を回復させるといった作用がありま

す。このような園芸療法も取り入れていきたいと考えています。 

 

エゴマの栽培と活用 

・ これからの健康食品として注目されているエゴマが日置の風土に合うかど

うかを確認するために、まず休耕田で試作します。日置の気候に合えば日置

の特産物となるような取組を進めます。 

・ エゴマを使った料理を「仕出し・食事処」で創作します。 

・ エゴマを使った特産品の製造・販売も検討します。 

・ エゴマが安定的に栽培できるようになれば、エゴマ油の製造も行います。 

・ 製造が比較的容易であれば、蜜蝋とエゴマから蜜蝋ワックスを製造します。

この蜜蝋ワックスは無垢の木に塗ると、木目が一段と引き立ちます。こだわ

り家具職人との連携により、自然素材家具を製作・販売します。 

・ 楠町でエゴマの栽培が検討されています。広島県福富町では先進的に取り組

まれています。これらの地域との交流を進めます。 

・ エゴマの取組が順調に進めば、全国エゴマサミットを開催します。 

 

ニワトリの平飼い 

鳥インフルエンザが発生したため、とてもタイミングが悪いのですが、ニワ

トリの平飼いを行いたいと考えています。提案者でもある山口県環境保全型農

業推進研究会・事務局長の小田ひろしさんにお尋ねして作成しました。自然な

状態で飼育すれば免疫力も強いと小田さんから聞いています。 

・ 原則は、循環的な考え方に基づき、極力自然な状態で自然の卵を産ませます。 

・ 人なっつこいという点から、赤玉鶏（地鶏）を飼うことにします。 

・ ニワトリ小屋の大きさは、当面１００羽程度を考えていますので、４ｍ×10

ｍの大きさとします。（目安は１０羽／坪です。）ただし、西日の当たらない

位置に設置します。なお、周囲にニワトリが自由に動き回れるよう、網を巡

らした運動スペースを設けます。 

・ 野犬、たぬき、いのしし、きつね、いたち、猫等からの害を防ぐために、畦

シート（地中４５cm 程度入れる。）や電気牧柵を小屋の周囲に巡らせます。 

・子ども達の反応を見ながら、 大で 1,000 羽程度までとします。 

・ ねずみなどの害を防ぐために、米くず、魚粉などの飼料の保管には、冷凍用

コンテナを設置します。 

・ 飼料は、どんなものでも食べるそうです。ここでは、スーパーなどから廃棄

される野菜くずやくだものなどを集荷して与る方式で行いたいと考えてい
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ます。また、「仕出し・食事処」で出る野菜クズも飼料とします。バナナの

皮は食べないそうです。卵の殻は卵を食べるようになるので、与えないよう

にします。魚を乾燥・粉砕した魚粉（小田さん製造）も加えます。 

・ スーパーなどから廃棄される野菜くずやくだものなどを集荷してくださる

ボランティアの方を募集します。 

・ 黄身の色をよくする方法として、緑黄色野菜をよく食べさせたり、エビの殻、

唐辛子などを与える方法があります。 

・ エサは、朝、昼と寝る前に与えるそうです。 

・ においを気にする向きもありますが、発酵飼料を混ぜることにより解消され

るそうです。 

・ アルギット（海藻）を食べさせて付加価値を付けることも行われているそう

です。ここでは、エゴマと結び付けて、エゴマを食べさせて付加価値のある

卵とすることも考えられます。 

・ ２，３羽雄鶏を入れて有精卵とします。 

・ １年半程度で卵を産まなくなるため、１週間水だけにすると、羽根が抜け替

わり、再び卵を産むようになるそうです。ただし、１回のみです。 

・ 卵は１個５０円でも飛ぶように売れるそうです。１個４０円程度にしても十

分採算が確保できるのではないでしょうか。 

・ 体験学習の場としても活用します。 

・ 鶏糞についても、野菜の栽培の肥料として使います。 

 

ボランティアセンター・福祉コンビニの開設・運営 

・ 町の中心部の空き民家を改修して、ボランティアが集えるミーティングルー

ムや鯛焼きの作業・販売所となる「ボランティアセンター」と赤ちゃんから

高齢者までが憩える「福祉コンビニ」を開設します。 

・ ボランティアセンターでは、ボランティアをしたい人が気軽に立ち寄れるよ

うな雰囲気づくりに努めます。また、ボランティアをしたい人、受けたい人

の調整も行います。 

・ 福祉コンビニでは、それぞれが持っている能力を生かしながら助け合って過

ごします。 

 

特産品販売所の設置・運営 

・ 日置コムケアの里づくりの拠点施設の運営が順調に進めば、ボランティアセ

ンターの敷地内又は隣接地に、各種特産品（新たな開発も行います。）の販

売を行う特産品販売所を設けます。 

・ また、レストランを開設する際には、特産品コーナーの設置も検討します。 

7 



・ 当面、「こだわり部会」の無（減）農薬野菜、健康卵を主に販売します。 

・ 現在作られなくなった「ハマユウまんじゅう」を復活し、販売を検討します。 

・ エゴマの特産品づくりについても検討します。 

・ テディベアは私たちの心に癒しを与えてくれるそうです。「ＮＰＯ法人カド

リーベア・イン・ジャパン」のご協力を得て、「日置町手をつなぐ育成会」

でテディベアの製作を行おうということになれば、手作りぬいぐるみとして

販売してはどうでしょう。 

 

エコハウスの建設・運営 

・ 廃棄物処理業者にお願いして、日置町における環境問題関連の拠点となる

「エコハウス」を建設していただきます。 

・ 建設場所は、どのような体制で運営するかによって適地を検討します。 

・ 福富町では資源ゴミ分別作業場としてエコハウスが廃棄物処理業者により

建設されています。この町では、ゴミ分別等のボランティアに子供達が参加

する事で地域の子供と大人の交流がはじまり、やがて、一緒に地域の魅力探

しをするようになり環境マップづくりに繋がり、ゴミ収集作業から地域のお

年寄りとの交流に繋がっています。このような取組を日置町でも実施できな

いかと考えています。 

 

体験学習・グリーンツーリズムの実施 

・ 日置町には、千畳敷、雨乞山、御岬からのすばらしい眺望があります。また、

昔の日本が今に残る田園風景があります。ニワトリの平飼い、エゴマの栽培

などがうまくいけば、子ども達の体験学習の場になったり、農業や里山暮ら

しを体験するグリーンツーリズムとしての活用が可能になってきます。経済

的な効果だけでなく、風の人達の刺激は地元に様々な恩恵をもたらします。 

・ また、田舎暮らしを求める人への選択肢の１つにしてもらうようなことも考

える必要があります。 

・ 将来的には、民宿の経営、他の民宿との連携、田舎暮らしに関する情報の収

集・発信・相談についても考えていきたいと思っています。 

 

自然エネルギーの活用 

・ 風のエネルギーについては、既に海からの風を利用して風力発電が行われて

います。ますますの活用を検討していきたいと考えています。 

・ コムケアの里の拠点のシンボルとして、小型の風力発電設備を設置し、ニワ

トリの電気牧柵の電源とします。 

・ 木質バイオマスの活用についても、間伐材の有効利用などの観点から、その
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可能性について検討します。 

・ 自然エネルギーの活用については、いくつかの課題があります。しかし、日

置がコンパクトな地域であることから、エネルギーはできる限り自分の地域

で供給できる体制づくりを考えていく必要があります。資金的な目途が立て

ば、積極的な導入を検討していきます。 

 

４ 計画スケジュール 

別紙によります。 
 

５ 実現するために 
人的ネットワーク 

・ 日置にある「こだわり部会」、「商工会青年部」などとも連携を進めます。 

・ 「ＮＰＯ法人まちのよそおいネットワーク」、「ＮＰＯ法人やまぐち里山人ネ

ットワーク」、「山口県環境保全型農業推進研究会」、「すろーふーどらいふ山

口ネット和(のどか)」、「山口民家再生研究会」など、循環的な発想に基づいて

活動している県内の団体や、「コミュニティケア活動支援センター」、「ロー

カルジャンクション２１」、「ＮＰＯ法人カドリーベア・イン・ジャパン」な

どの県外の様々な団体と連携を図りながら、本構想を推進します。 

・ 私たちの構想に賛同して参加くださる方々との連携を図ります。 
 
運営スタッフの確保 

・ 「日置町手をつなぐ育成会」を中心に進めますが、日置町社会福祉協議会の

全面的な支援をお願いします。 
・ さらに、町民の皆さんの中から、ご協力くださる方を募集します。 
・ また、行政からの支援（助成及び業務委託）もお願いします。 
・ その運営に当たって、できる限り早期に事務局スタッフを確保したいと考え

ています。また、必要に応じて、ＮＰＯ法人や社会福祉法人化についても検

討します。 
 
土地等の確保 

・ 町民の方々の理解を得た上で、町有地の無償提供をお願いしたいと考えてい

ます。候補地は、矢ヶ浦の町有地です。 
・ 交流センター周辺の休耕田を無償でお借りしたいとも考えています。 
・ 町中心部に無償でお借りできる空き民家を探します。 

9 



10 

 
資金の確保 

助成事業への応募、行政の補助事業を追求するとともに、「コムケアファン

ド（仮称）」を募集します。このファンドは、基本的には寄付ですが、経営的

に可能になれば、夏冬に健康卵をお届けできるようなことも検討します。 

 

【参考】 
活動状況 

(1) コミュニティケア活動資金助成プログラムに応募 

コミュニティケア活動センターが行っている「コミュニティケア活動資金助成プ

ログラム」への応募がきっかけで、福祉・農業・食・環境の融合を目指した「日置

コムケアの里づくり」が始まりました。 

(2) 地域づくりフォーラム in 長門の開催 

2003 年９月６日、自然との関わり方を考えるために、大寧寺においてフォーラム

を開催しました。併せて、今回のプロジェクトのネットワークづくりも行いました。 
(3) 第１回日置地域づくり検討会の開催 

10 月 13 日、地元の関係者（地）と町外の関心者（風）が集まって、検討会を開

催し、“コムケアの里”の大まかな方向について検討しました。 
(4) 第１回日置町現地調査の実施 

11 月 23 日、24 日の両日、小春日和の中、地の者と風の者で、馬蹄形の棚田越しの

眺望を堪能しながら、「水のゆくえの調査」や「地域資源の発掘」に汗を流しました。 
(5) 第２回日置地域づくり検討会の開催 

12 月 14 日、現地での状況の変化を受けて、今後の方向について検討しました。「日

置コムケアの里づくり（愛称：日置ダッシュ村構想）」の第一次案を作成することに

しました。 
(6) 先進地調査の実施 

2004 年２月１日、広島県福富町へ、エコハウスやエゴマの取組について、その実

施状況を調査するために、先進地調査を行いました。 

(7) 第３回日置地域づくり検討会の開催 

２月 22 日、「元気な里づくりワークショップ」の開催に向けて、「日置コムケアの

里づくり」の第一次案の 終調整を行いました。 
 
 
問い合わせ先 

 日置地域づくり検討会 
  非営利活動法人 まちのよそおいネットワーク  東 孝次 

（携帯：080-1921-5283） 
  日置町商工会青年部              石本 治 

（携帯：090-8247-9868） 


