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西 米 良 村 交 流 調 査 団 派 遣 調 査 報 告 

 

（社）建設コンサルタンツ協会 九州支部 

 

１． 調査団派遣の目的 

本調査団派遣は、宮崎県の山間部に位置しながら、ワーキングホ

リデー制度 1)等の新たな試みにより、活発なまちづくりを実施して

いる西米良村へ技術調査団を派遣し、中山間地域 2)における課題を

把握すると共に、地域の課題の解決、資源の活用を図るために、コ

ンサルタントに期待されることを調査することを目的としている。 

 

２． 調査団派遣の経緯 

市民からのまちづくりアイデア募集を行う夢アイデア企画（建設コンサルタント協会九

州支部主催）の過年度応募作品の中に、宮崎県をテーマにしたものや中山間地域でも活用

できるアイデア（表 2.1 参照）が多く存在したことから、西米良村が調査対象地の候補と

してあげられ、事前調査（平成 17 年 10 月 18 日実施；参考資料参照）を経て、調査対象

地として決定した。 

 

表 2.1 宮崎県及び中山間地域を対象とした夢アイデア一覧 

作品番号 タイトル 作品応募年 

A1-128 「あの人同じ海に逢う」 －宮崎県 堀切峠ドライブインでの提案－ 2003年 

A1-159 九州の秘境・ロマンティック街道 2003年 

A1-232 美しいむらづくり 2004年 

A1-310 一村一食 ～人々の想いが動かす運動～ 2005年 

A1-320 イノシシ野生牧場の建設 2005年 

A1-343 巨木巡礼のルート整備 2005年 

 資料：まちづくり 夢・アイデア応募作品概要集 平成 18 年 1月 

 （社）建設コンサルタンツ協会九州支部 発行 

 

事前調査での村との協議や夢アイデアの作品内容から、調査団では、「広域的な観光動

線の創出」、「中山間地特有の景観保全」及び「交流と定住」の３つのキーワードを念頭に

置きつつ調査を行うこととした。（参考資料：第１回調査団打ち合わせ議事録参照） 

 

1)ワーキングホリデーによる都市と農村の交流制度。平成 9 年より試行され、平成 17 年 3 月までに 320
名が参加。 

2)平野の外縁部から山間地に至る地域。国土の骨格部分に位置し、全国土の７割程度の面積を占め、総人
口の約 14％が居住する。また、耕地面積、農家数、農業粗生産額で全国の約 4割、全体の農業集落数の
約 5割を占めるなど、我が国農業・農村の中で重要な地位を占めている。 

 

西米良村イメージキャラクター 

の「カリコボーズ」 
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３． 調査の概要 

3.1 調査団員の構成 

調査団は上記キーワードに関連する調査を行うため、６名の学識者、コンサルタント

により編成された。表 3.1 に調査団の構成を示す。 

表 3.1 調査団の構成 

氏名 所属 専門とする事項 

吉武 哲信（団長） 宮崎大学 助教授 都市・地域計画 

仲間 浩一 九州工業大学 助教授 景観デザイン 

渡辺 義男 ㈱福山コンサルタント 技師長 交通計画 

寺田 俊朗 日本工営㈱ 専門部長 構造設計 

福留  哲郎 宮崎産業開発㈱ 常務取締役 連絡調整（宮崎） 

白石 悦二 日本工営㈱ 技師 連絡調整（福岡） 

 

3.2 調査方法及びスケジュール 

調査は平成 17 年 12 月 20 日(火)～21 日(水)にかけて実施された。調査は現地調査の

他、調査団が念頭に置いたキーワードに関連する地元ステイクホルダーへのヒアリング

調査を主体として行った。調査スケジュールを表 3.2 に、ヒアリング調査を実施したス

テイクホルダーを表 3.3 に示す。 

表 3.2 調査スケジュール 

日付 時間 調査内容 

平成 17年 
12月 20日(火) 

13:00 
13:00～13:30 
13:35～13:50 
14:25～14:45 
15:10～15:25 
15:55～16:10 
16:20～17:00 
17:10～17:50 
18:00～21:00 

西米良村集合 

西米良村の概要・調査日程説明 

川の駅「百菜館」・木造橋 

小川城址公園・語り部の里 

天包高原花卉団地・ＷＨ受入 

井戸内養魚場・西米良サーモン 

歴史民俗資料館 

西米良温泉「ゆた～と」及び双子キャンプ場

意見交換会 

12月 21日(水) 

9:00～10:30 
10:30～12:00 
13:00～14:00 
14:00～15:30 
15:30 

村所小学校 

国道 265号の調査 

提案書のまとめ 

村長への提案 

解散 

４． 現地概要 

4.1 村の主要施設の概要 

(1)川の駅「百菜館」 

西米良の季節の食材や郷土料理を提供

している。生産者の顔が見え、施設名の

とおり、働く人の元気がみなぎっている

生産者の写真 地元で取れた旬の野菜 
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施設である。 

儲けることより、働くことに生きがいを見つけるポリシーには感銘を受ける。H17 年 7 月

のオープン以来、７つのグループで交替して食堂を日替わりで運営している。なので、食

堂の味は日によって少し違うとか。それがまた売りの一つ。(リーダーである濱砂さん談) 

 

(2)かりこぼうず大橋 

平成 14 年に完成した 140m の木造橋（日本一）で、最大支間長 48m は世界一である。百

菜館との一体的景観整備や動線の連携がないのが残念である。 

 

(3)小川城址公園・語り部の里 

旧米良城主の居城跡を歴史民俗資料の保存と伝統文化

の伝承を目的として整備された施設。西米良民話館（右

写真）は宿泊施設の母屋として食事の提供をする他、語

り部による民話語り等を行う施設として使われている。 

調査団は城址公園の近くにある小川小学校跡（H17 年

廃校、村所小学校と統合）も見学した。校舎は老朽化し

ており、建物をそのまま利用するのは難しいが、利活用

策の検討も将来考慮すべき課題の一つである。 

 

(4)西米良温泉「ゆた～と」 

西米良観光の拠点施設。温泉、宿泊の他、キャンプ場

も併設している。公設の施設であるが、運営は㈱米良の

庄が行っている民営施設である。食堂で食べる郷土定食

はどれも美味しそうではあるが、「西米良御前」西米良

の旨さを堪能でき、来訪者を満足させるメニューである。 

 

4.2 ヒアリング調査結果 

(1)天包高原花卉団地（児玉 光正氏） 

標高 900m にある花卉団地。土捨て場を造成して整備し

た。高原の気候を利用してパンジーやビオラを秋に出荷

している。出荷時にはワーキングホリデー（以下 WH）の

受入も積極的に行っている。WH の開始当初はわざわざ働

きに来る人などいないと考えていたが、京都からわざわ

ざバスを乗り継いで来た女性がいたりと、思ったより、

参加希望者が多いことに驚いた。WH は繁忙期のみ頼むよ

うにしており、仕事がないときは受入を断っている。３

西米良民話館の内部の様子 

小川小学校校舎の様子 

西米良御前：鮎や西米良サーモン、ゆず

アイスなど、郷土の味が盛りだくさん 

花卉団地のビニールハウス内の様子 
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日程度の短期間だとやはりうち解けるのに時間がかか

るため、出来れば３～７日程度が良いと思う。WH の受入

は希望者の 1/3 程度である。花卉団地に WH で来た女性

が地元男性と結婚したことが NHK「難問解決ご近所の底

力」で妙案として特集された。 

 

(2)井戸内養魚場（濱砂清男氏） 

昔は林業を営んでいたが、父が林業の将来性に見切

りをつけ、養鱒業を始めた。若い頃は家を継ぐ修行の

ため、全国各地（静岡、長野等）の養魚場を車で周り、

それぞれの場所で働き、技術を身につけた。当初は鱒

を生産していたが、価格の下落と共に採算が合わなく

なり、人と違うことをしようと決心し、西米良サーモ

ンの研究に取り組んだ。西米良サーモンはニジマス（ド

ナルド）とイワナ（アメマス）を交配させる中性魚で

ある。誕生当初は宮崎の寿司屋に持ち込み、板前さん

の意見を聞きながら、改良に改良を重ねた。苦労のか

いがあり、ニジマスだと 1,000 円／kg の卸値が西米良

サーモンだと 1,800 円／kg になる。現在西米良の郷土

の味として、西米良温泉「ゆた～と」で食することが

出来る。 

 

(3)西米良村歴史民俗資料館（解説：黒木敬介課長） 

平家の落人の里と言われている西米良は平地も少な

く、人々はお互いに助け合いながら生活してきた。従

って、平等意識は昔からあった。それを代表するエピ

ソードとして、版籍奉還の際、当時の領主であった菊

池武夫公は自身が所有する山林地を全て領民に均等に

分配（一説によるとその面積は 50ha/世帯）したとい

う。 

資料館には武夫公がヨーロッパ視察を行った際に得た見聞や知見を領民に伝えた手紙

なども展示されている他、限られた土地を焼畑により広げた当時の人々の生活をうかが

い知ることの出来る農耕機具が展示されている。当時は生活に必要不可欠であったこれ

らの道具を作る／維持する鍛冶のできる人が、現在ではほとんどいなくなり、竹細工や

石(垣)積みといった生活文化が失われている。 

 

養殖されている西米良サーモン 

山からの沢水を利用して営まれている 

資料館には山仕事に使われていた民具

の他、西米良（菊池一族）に関する歴史

資料が展示されている。 

花卉団地（標高 900m）からの展望 
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(4)村所小学校 

20 日の調査の帰りに「すれ違う」もしくは「追い越す」小中学生が皆お辞儀をする礼儀

正しさに驚いた調査団一同は、西米良の教育システムに興味を持ち、21 日に急遽村所小

学校を見学させていただくことにした。 

村所小学校ではふるさと学習に力を入れて取り組んでおり、民話の語り部や神楽といっ

た伝統文化を積極的（１年生から）に教材として取り上げている。これらの学習には地域

の支えが不可欠であり、積極的に地域に出向いて協力を仰いでいる。（神楽の動きを取り

入れた神楽体操を昭和 56 年より実施している） 

また、全国へ西米良の情報を PR するべく、平成 3年

よりテレビ電話により岩手県の遠野市の小学校と民話

の交換発表会を実施している。その結果、子供達の表

現力が向上する効果が生まれた。 

山村留学による外部からの子供の受入も年３名程度

実施しており、宮崎市や遠くは静岡県からも子供が来

る。 

また、民話や神楽の他にも竹細工や民芸を地域の

人々の指導で授業に取り入れ、アナログとデジタルを

融合させた教育を積極的に実施しようと考えている。

（写真は３年生の授業風景） 

（西米良のネット普及率は 20％程度であるが、村で

はこの数字を拡大させる支援事業を手がけている） 

 

 

4.3 意見交換会の概要 

(1)意見交換会の参加者 

20 日（火）18:00～行われた意見交換会には、西米良村長の黒木定藏氏をはじめとして、

西米良村で活躍する 9名の方々が参加された。参加者を表 4.3 に示す。 

 

表 4.3 意見交換会参加者 

参加者 所属 参加者 所属 

黒木 定藏 西米良村長 上米良 正 
柚子加工米良食品 社長 

兼 ㈱米良の庄 専務 

黒木 敬介 総務企画課長 濱砂 清男 井戸内養魚場 

黒木 良利 産業建設課長 浜砂 典子 百菜屋代表 

梅本 昌成 企画財政グループ長 中武 敬一朗 観光協会 兼 青年会長 

児玉 光正 神楽保存会、花卉団地 (敬称略)

 

西米良の民話や郷土を紹介した授業風

景。本格的なセット？に団員一同驚く。 

民話の素語りの様子。好きな民話は「う

るし兄弟」や「大王様のくさい風呂」とか
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(2)意見交換会での意見 

ここでは意見交換会で出された意見で、ヒアリング調査結果に掲載していない方々の意

見をまとめた。 

○ 神楽保存会（児玉氏） 

西米良には地域毎に神楽があり、今も神楽の継承の活動を神楽保存会を中心に行って

いる。西米良の神楽は高千穂の観光神楽ではなく、地域の人たちの為の神楽として受け

継いでいきたい。 

○ 米良食品／柚子加工（上米良氏） 

西米良の柚子加工は順調に成長を続けており、最近では人手不足である。今後事業を

拡大させていきたいが、人手がいないと難しい。また、最近耕作放棄された柚子畑が多

く、西米良産の柚子を将来に渡り仕入れていくことに不安を感じている。売上は年 1.5

億円程度であり、仕入れに 5千万、人件費が 1億円ぐらいである。 

○ ㈱米良の庄（上米良氏） 

温泉施設がオープンし、順調に入場者が増えている。現在約 35 名の従業員がおり、

ゆた～と、双子キャンプ場やガス販売を行っている。地域を自立させていく上でも地域

に合った産業を起こしていくということが大切である。 

 

５． 西米良村への提案 

現地調査、地元関係者からのヒアリング、意見交換会を通して、黒木定藏村長及び黒木

敬介総務企画課長に対し、吉武調査団長より以下の提案を行った。（以下 5.1 及び 5.2 は

提案書より転記） 

 

5.1 現状認識 

◆ワーキングホリデーの効果 

８年続いてきたワーキングホリデーは、都市と山村の交流を促進させ、多くの人たち

に西米良の良さを PRする効果が発現していると思われます。また、ワーキングホリデ
ーに訪れた人たちを通して、西米良の人たちも刺激を受けるといった相乗効果が生まれ

ています。 
◆西米良の産業育成 

ゆず、西米良サーモン、花に代表される地域性を活かした新たな産業の成長に伴い、

雇用が生まれつつあります。これら基幹産業が観光等のサービス業に波及効果をもたら

し、西米良の持つ価値（ポテンシャル）を豊かにしています。産業の育成は地域の自立

のためには不可欠であり、今後はこれらの産業による若者たちの定住が望まれます。 
◆教育環境の充実 

小さいときから神楽や語り部等の伝統文化にふれ、西米良の歴史や先人たちの生活風

習を学ぶことにより、子どもたちに西米良のアイデンティティが備わり、将来には若者
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の回帰に結びつく可能性があると思われます。したがって現在小学校で行われている地

域ぐるみの優れた教育システムは、西米良にとって不可欠な取り組みであるといえます。 
若者は一度は外の世界を見たがるものですが、幼少の頃に西米良アイデンティティを

享受することにより、将来帰郷を望む子ども（世代）が一人でも多く現れるのを期待し

ます。 
◆西米良の生活文化の継承 

古来より人々に受け継がれてきた生活技術（石積み、木材加工、竹細工、鍛冶等）は

人々の生活を支える手作業の技術であると同時に、特色ある西米良の景観形成に大きな

役割を果たしています。しかし、こうした技術の継承者は年々減少傾向にあり、生活技

術の新たな担い手の育成は緊急性を要します。 
また、山と里の二重生活を古来行ってきた西米良の山の生活を支えてきた作小屋の価

値を再認識し、新しいライフスタイルと融合させることで、より豊かな生活環境の創出

の可能性があります。 
◆地域住民の助け合い 

人口減と高齢化が続いている状況にあって、地域システムを支えてきた個々の役割を

継続させることは、年々困難になってきております。しかし、現在西米良で活躍されて

いる方々のお話を伺う中で、みなさん（若い人を含め）が多くの役割（消防団、神楽の

踊り手）を担い、いきいきと活動されていると感じました。 
このように複数の地域活動を一人一人が行うことにより、人々の結束力はより強化さ

れ、コミュニティの相互信頼につながり、少ない人数での地域運営を可能にしています。 
◆森林の保全 

西米良の面積の大半を占める森林の保全を考えることは、避けられない問題であると

考えます。森林の維持に多大な労力を要する針葉樹から地域の潜在自然植生に応じた照

葉樹への転換は、次世代に豊かな森林資源を引き継ぐために重要であると考えます。こ

の問題の解決のためには山林保有者との合意形成や、作業の担い手の確保などの多くの

困難がありますが、山の特性（植生、傾斜、尾根、集落の後背地）に合わせた整備方針

を立て、長期な展望に立った取り組みを開始することで、解決されていく問題であると

考えます。 
 

5.2 今後の取り組み（提案） 

西米良村で行われている多くの先進的な取り組みを今回調査させていただき、調査団

では以下の２点について今後検討していきたいと考えております。 
 

① 西米良村で行われている取り組みを充実させるための大学との連携 
→宮崎大学吉武研究室を中心とした継続的な協働 

② 中山間地域の現状を理解する技術者の育成 
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→（社）建設コンサルタンツ協会九州支部（協会企業 124社）による中山間地域技術
者育成プログラム（仮称）の検討 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６． 総括 

調査団は派遣目標である夢・アイデアを多くの地域の方々に知っていただき、地域の課

題を共に考え、よりよい地域を創り出すという目標に向けて今後も継続的に西米良村との

交流を続けて行くべきであるとの結論に達した。 

今後は宮崎大学を中心とした基礎研究と、建設コンサルタントの技術者による応用技術

を活かした地域振興支援を実現化すべく、地元、大学、コンサルタントが連携し、中山間

地域の抱える課題を十分に理解した上で、当地域との関わりを持ち続けたいと考える。 

 

平成 17 年の台風 14 号の被害により西米良村でも床上浸水、地滑りや河川護岸の決壊が

発生し、現在も復旧作業が行われている。そのような状況の中で、私どもの調査の受入を

快く引き受けてくださった黒木村長、調査にご協力いただいた西米良村の皆様、特に受入

準備にご尽力していただいた黒木総務企画課長に、この場を借りてお礼申し上げます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案後の写真撮影 

前列（左より） 

吉武団長、黒木村長、仲間団員 

後列（左より） 

渡辺団員、黒木課長、福留団員、

寺田団員 

撮影：白石 
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