設 立趣 旨書

1趣

旨

中山間地 の過疎地 は、食料、農業、環境、文化、地域 な どさま ざまな問題 が集約 的に溜 まってい
る ところです。
高齢化 、人 口減 で耕作放棄地 が増 えて い ます 。
農業者 、若者 が減少 し、農業 が危機 的状況 にな って きま した。
小集落 が消滅 して しま うところがあちこちに出 てい ます 。
里 山や 山林 も荒れ て大 雨 が 降 る と水 害 が起 こ ります。
地域 の伝統文化 の維持 も難 しくな つて きま した。
こん な状態 が永 く続 き、事態 は悪 化 の一途 をた どつて い ます。
これ は 、中山間地、過疎地だけの問題 でな く、都市生活者、 日本 の社会 全体で解決 に当た つてい
かなけれ ばな らな い課題 だ と考 えま した。
3年 前 、宍 粟市 一 宮町千町に地域住民 と都市 生活者 が一体 とな って千町 の活性化 に協力す る あ
こがれ千町 の会 "を 組織 し活動 してきま した。
点や気付 きを得 ま した。
大 きな成果 をお さめて きま したが、多 くの反省′
過疎地 の根本原因を突 き詰 めて い くと、過疎地 の農業 を本格的にたて直 さない と事態 の悪化 は食
い止 め られ ない こと、そ して 、若者 、青年 が過疎地 に定住で きるよ うに しな い と、過疎地 の 10年
先、未 来に展望 が持 てな い ことがはつき り分か って きま した。
農業 を事業 と して成 り立たせ る。そ の なかで青年 たちの生活 と自立 、自己実現 をはか るよ うにす
るには どうす るか、組織化 された団体 が主体的、継続 的に事業 と人び とを担 い発展 させ る以外にな
い と考 えま した。
加 えて 、過疎地 の農業 を経営可能 、持続可能 にす るためには、利用者 、都市 生活者 の支援 と協力 、
参加 が不可欠 です。 これは農業 の社会産業化 の革命 です 。
これ は NPO法 人 の 出番、 ミッシ ョンだ と確信 します。
具体的 には 、NPO法 人 の青年 の村 を設 立 し、過疎再 生大学 を併設 します。
青年 の村 では 、農産物 の生産 、加 工 、販 売 を中心 に、地域 の多面的な産業化 を広 げ、村 づ く り、
地域お こ しをすす めます。青年 たちを大学 に受 け入れ、志 の 高い農業者 として育成 し、地域 の リー
ダー として活躍 を期待 します。
将来、千町 か ら宍粟市全体 へ 、そ して兵庫県全体 に活動 と事業 を広 げて い きます。
千町 に降 る雨水 の一滴 が流れ て揖保 の大河 となる。
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申請 に至 るまで の経過
千町 自治会 とNPOひ ょ うご農業 クラブの話 し合 い始まる。
平成 21年 3月
千町住民 と都市 生活者 の会 「あ こがれ千町 の会 J発 足
平成 22年 4月
千町 自治会 、あ こがれ千町 の会 で検討
平成 23年 9月
青年 の村 発起人総会 開催
平成 24年 8月

平成 24年 8月 29日
特定非営利活動法人青年 の村
設 立代表者 住所又は居所
相生市若狭野寺 田 176番 地
氏名
増 田 大成
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