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過疎集落は再生できるか 
―三重県尾鷲市早田地区における集落再生の試み― 

石阪 督規 

Possibility of Vitalization on Depopulated Village : 

Revitalization of Community in Haida-district, Owase City, Mie Prefecture 

Tokunori Ishizaka 

 

要約 

過疎地域の活性化のために優れた活動をしている団体をたたえる平成 26（2014）年度の過疎地域自

立活性化優良事例表彰で「ビジョン早田（はいだ）実行委員会」（三重県尾鷲市）が全国過疎地域自立促

進連盟会長賞に選出された。「ビジョン早田」は、高齢化率が 66％超と高い尾鷲市早田町の現状に危機

感を抱いた地域住民が平成 21（2009）年に設立した。三重県内の過疎集落としていち早く大学（三重

大学他）と連携し、地域内に 4週間住み込み漁業体験する「早田漁師塾」や、女性が地元で取れた食材

で弁当をつくって販売する「笑顔食堂」などを通じて活性化に取り組み、町外から 11 人の移住につな

げたことなどが評価された。本稿では、こうした早田地区の住民たちによる一連の取り組みを紹介しな

がら、今後の地方創生、ならびに集落再生のあり方を展望する。 
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1．はじめに ― 超高齢化地域の現在 

日本の総人口は、2005年をピークに減少局面に入っている。こうした人口減少問題がクローズアップ

されはじめたのは、平成 26（2014）年 5 月に日本創成会議・人口減少問題検討部会による人口推計の

発表によるところが大きい。そこでは、2040 年に若年女性が 50％以上減少し、将来的に消滅するおそ

れのある自治体（「消滅可能性都市」）が全国で896市町村にも上ることが明らかにされた。 

こうしたなか国では、同年11月「まち・ひと・しごと創生法」が制定され、翌12月には「まち・ひ

と・しごと創生長期ビジョン」および「まち・ひと・しごと創生総合戦略」が閣議決定された。以後、

地方自治体でも、地方創生に向けたさまざまな戦略、対策を練りはじめることとなる。 

地方創生の取り組みの核となるのは、もちろん人口減少対策なのであるが、その人口減少がとくに著

しい地域は、地方、なかでも中山間地の集落に集中している。過疎集落、限界集落、超高齢化地域など

ともよばれるこれらの地域では、若年人口の流出と高齢化とで集落を維持するためのさまざまな機能が

低下し、生活基盤の脆弱化が進んでいる。 

全国各地でこうした集落を再生しようとする試みが進行しているが、圧倒的な人口減少と高齢化を前
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に、なかなか思うような成果を出せずにいるところが多いというのが現状である。現在、地方創生関連

の総合戦略の策定が多くの自治体で進められているが、その際、ぜひとも参考にしたい集落再生の取り

組み事例が三重県尾鷲市にある。 

本稿では、筆者自身がかかわった三重県尾鷲市（早田地区）の集落再生に向けた事業を事例として取

り上げ、これからの集落再生に必要な視点、ならびに官民学連携による集落再生のあり方について考え

てみたい。 

(1) 超高齢化地域の現状と課題 

早田地区の取り組みを紹介する前に、三重県が実施した集落調査の結果を振りかえっておきたい。

三重県では、平成 20（2008）年度に実施した「超高齢化地域のあり方」調査で、県内の超高齢化地

域（高齢化率が 50％をこえる地域）の住民を対象とした調査を実施した。「超高齢化地域のあり方」

調査では、超高齢化地域の現状と課題について、「基礎調査」および「集落アンケート調査」「現地ヒ

アリング調査」「集落他出者アンケート調査」の結果を、以下の6点に整理した。（三重県政策部企画

室『「超高齢化地域のあり方」調査報告書』（2009年）） 

①集落の状況把握や記録保存に課題 

②地域の担い手不足、集落機能の低下 

③移住・定住への期待は課題が多い 

④地域経済の基盤が弱く、公共空間の管理も難しい 

⑤生活サービスや移動手段等に課題はあるが、大半の住民は継続的な居住を希望 

⑥安全安心に暮らせる環境には課題が多い 

こうして得られた知見をもとに、翌年、三重県では、複数のモデル地域を設定し、地域住民が主体

となった地域づくりの取り組みを、市町、県、大学などの多様な主体がバックアップする「中山間地

域等における中間支援事務のあり方検討事業」（平成21～23年度の3カ年）が開始されることとなっ

た。 

(2) 尾鷲市早田地区の現状 

その際、最初のモデル地域として選定されたのが、尾鷲市早田（はいだ）地区である。当時の早田

地区は、人口194人（100世帯）、高齢化率が65.3％（後期高齢化率41.8％）と高齢化と人口減少が

進む過疎集落であった。尾鷲市の熊野灘沿岸部に位置する漁村であり、かつては、大敷網魚（定置網

漁）を中心に漁業が集落を支えていたが、漁業の衰退により若者が流出し、地区内の小学校（早田小

学校）も昭和62（1987）年にすでに廃校となっている。 

定置網漁は、地域においても存続していかないといけないという意識は高いが、地域内従事者で存続

ができなくなり、近隣地域から従事者を受け入れて存続している状況にあり、定置網漁をどう存続して

いくかが課題となっている。また、地域周辺の環境変化から、常に鳥獣被害に悩まされ、昨今では農地

だけではなく、住宅地への影響も出ており、抜本的な対策が求められている地域である。（図表１） 
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図表１ 早田地区概況 

 

出典：三重県『「中山間地域等における中間支援業務のあり方検討」事業平成21年度実績報告書』2010

年3月34-35ページ 

 

2．集落再生へのファーストステップ ― 地域課題の析出 

早田地区での集落再生は、官民学連携のもと、当初、以下の5段階を経て、進めようとの合意が形成

された。 

【第1段階】地域の現状把握・地域資源・課題の析出 

【第2段階】地域資源・課題の地域住民間の共有、「話し合いの場」の構築 

【第3段階】地域課題解決に向けた話し合い、地域住民の合意形成 

【第4段階】外部との交流 

【第5段階】取り組みの継続 

まずは、地域の現状を把握し、課題を析出する。その後、課題を住民間で共有し、解決に向けた話し

合いを行いながら合意形成をはかる。同時に、外部との交流の機会を設け、刺激を与えつつ、住民の集

落再生に対するモチベーションを向上させていく。最後に、定期的な話し合いの場や交流の場をもちつ

づけ、そこから生まれたアイデアや意見を具体的な事業やビジネスなどへと結びつけていくわけである。 

こうしたプロセスのなかで、とくに時間をかけて取り組まれたことが、【第 1 段階】【第 2 段階】【第 3

段階】である。これらの段階で意見集約や住民の合意形成が図れれば、交流会の開催や事業化へとスム
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ーズに移行することができるが、つまずくようであれば、集落再生そのものの進め方を大きく見直す必

要が生じてくる。そうした意味でも、初期のプログラムの進行こそが集落再生の鍵となるといってよい。 

(1)【第1段階】地域の現状把握・地域資源・課題の析出 

こうした点を留意しつつ、三重県、尾鷲市、三重大学連携による調査チームは、まず地域の状況把握・

地域資源・課題の析出に着手した。本格的な調査に入ったのは、平成21（2009）年8月～10月にかけ

てのことである。ここでは、まず、住民を世代別にわけ、ヒアリング調査を実施した。「特徴」「不安な

面」「よい面」などについて聞き取るとともに、この地区の基幹的産業でもある定置網漁（大敷）につい

ても聞き取りを行った。その概要をとりまとめたものが、図表2および3（三重県『「中山間地域におけ

る中間支援業務のあり方検討」事業実施報告書』（2010年）56-59ページ）である。 

まず、「よい面」としては、「人の温かさがある」「地域の見守りがある」「悪い人がいなく、安心でき

る」などといった意見にみられるような集落としての安全性や住民間の互助機能が確保されていること

と、「海が近く魚がおいしい」「生活費が少なくてすむ」などに象徴される生活のしやすさである。 

一方、「不安な面」つまり課題としては、獣害のほか、「仕事がない」「欲しい物がすぐに手に入らな

い」「病院、スーパー等が遠いためバスに頼るが、バスの待ち時間が長い」「大敷（定置網漁）がなくな

った後が不安」といった生活上の不安や不便さ、そして、将来への漠然とした不安といったものが多い。 

これらの意見から推察されることは、地区で暮らすうえでの主な課題となっているのが、害獣による

農作物の被害、そして買い物、医療、仕事への不安である。まだ集落内の互助機能が維持されていると

いっても、隣近所のつきあいが以前ほど緊密ではなくなったことも不安材料の一つとなっている。併せ

て地区内に住民たちが集まることの出来る施設が少ないことも、課題といえる。高齢になると家にこも

り、テレビを見るなどして過ごすことが多くなるという指摘も無視できない。 

他方、大敷（定置網漁）は、存続させたいという思いが強いながらも、担い手不足が深刻化している。

こうした危機感が共有されていることもあって、他地区出身の漁業従事者（希望者）の受け入れにも前

向きな意見が多い。移住者やＩターン希望者の受け入れ体制の整備が急務となっている。 
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図表２ 生活者の視点（その１） 

○聞き取り調査の対象者 ○地区の暮らしで「よい」と感じるところ ○地区の暮らしで「不安」に感じるところ ○地区の暮らしで感じること ○大敷の担い手対策について 

（１）３０代の女性 
（地区在住：地区外から転入） 

○はじめは言葉が荒く聞こえたが、なじ
んでくるとみなさん、優しいと感じた。 

○車の交通量が少なく、子どもには安心
できる。 

○自然が豊富であり、地区の「見守り」も
あるので、「子育て」にはいい環境だと
感じている。 

○子どもたちは都会にいる従兄弟と比
較してもたくましく育っていると思う。 

○お年寄りにも可愛がってもらってい
る。 

○朝市場で魚が買え、新鮮でおいしい
「魚」が食べれる。 

○地区内には子どもの同級生がいない
ため、遊び相手が少なく、社会性が育
まれるか心配。 

○地区には高齢の方が多く、いずれは
消滅してしまうのではないかという不
安がある。 

○学校は九鬼に通い、来年から４５分か
けて通うことになってしまう。病院、買
い物などは尾鷲市内で済ませる。 

○たとえば、買い物は尾鷲市内でする
が、ちょっとした買い忘れがあった場
合は、不便を感じる。 

○漁協の購買では、思ったような商品
（子どもの菓子）が販売していない。

○尾鷲市内への往復が多いので、ガソ
リン代の負担が大きい。 

○「汲み取り式トイレ」には抵抗がある。 

○他所から大敷の担い手として人が入
ってくれることは大歓迎。 

○担い手として、同世代の人が来てくれ
るとうれしい。 

（２）４０代女性 
（地区在住：地区外から転入） 

○車が少なく、地区の人の声掛けがある
ので、子育てにはいい環境だと思う。 

○言葉が早口で荒く聞こえるが、みんな
やさしく、気遣ってくれる。 

○地区内には子どもの同級生がいない
ため、遊び相手が少なく、社会性が育
まれるか心配。 

○生活に関しては買い物、病院などは
尾鷲市内に出ることが多く、ガソリン代
の負担が大きい。 

○他所から大敷の担い手として人が入
ってくれることは大歓迎。 

○一方で、以前定住した人がいたが、先
行してご主人が来ており家族ぐるみで
付き合いをしていた。奥さんと子ども
が来た際に、子どもが熱を出し、病院
などが近くになく、奥さんが不便さを感
じてしまったのか、転出してしまったこ
とがある。 

（３）５０代女性 
①地区在住（地区外から転
入） 

○早田の人たちは「おおらか」で優しい
と感じる。 

○鳥獣害がひどく困る。また、ちょっとし
た買い物でも尾鷲市内にでると時間
がかかることがある。 

○高齢になると尾鷲市内までの自動車
の運転がつらくなるのではないかとい
う不安がある。 

○地区の高齢化が進んでいること。 
○大敷も他所の人が増えている。道路

が遮断されたときなど、地区内で対応
できないと思う。 

  ○他所から大敷の担い手を受けれいる
のは大歓迎で抵抗もない。 

②他地区在住（早田地区へ
の通勤者） 

○車の交通量が少なく、地区の「見守り」
があるので、子育てにはいい環境だ
と思う。 

○はじめは言葉が荒く聞こえたが、なじ
んでくると地区の方は優しいと感じる
ようになった。 

○買い物に不便なことや、地区内に坂道
が多いことから、年配になれば大変で
はないかと思う。 

○大敷の時期は活気があるが、それ以
外はひっそりしている。 

○地区の人は働き者だと思う。 
○早田の人はみな一人で頑張ってしまう

ところがあると思う。 
○地区外の人では、「汲み取り式トイレ」

に抵抗があるのではないか。 

○地区外から大敷に来ている人は仕事
が終わってしまうとすぐに帰ってしま
う。地区に住んでもらうと活気がでる
のではないか。 

○休憩スペースはあるものの地区外か
らの人は車の中で休憩している。 

（４）６０代女性 
①地区在住（地区外から転
入） 
 ⅰ）66 歳 ⅱ）62歳 

○地区の人は優しい。地区外から嫁い
できた人を暖かく受け入れ、気にかけ
て助けてくれる。 

○地区内の人は「自給自足」の生活をし
ているが、鳥獣害がひどく、畑が荒れ
ている。 

○夫が車の運転ができなくなったときが
心配である。 

○他所から嫁いできて、とてもよくしても
らった。 

○地区外の人でもあたたかく受け入れ
ることができるのではないか。 

○漁師町の出身者は抵抗なくなじめると
思う。 

○地区外に出た子どもが定年退職後は
戻ってきて大敷の漁船に乗る、といっ
ている。 

②地区在住（他出経験なし） 
 ⅰ）69 歳 

    ○大敷は存続させてほしいと思う。 

（５）６０代男性 
①地区外在住(地区出身） 

○トンネルの開通により道路事情がよく
なって、尾鷲市内まで２０分程度で行
けるようになり、便利になった。 

○都会に比べると人の温かさがあると
思う。 

○医療・介護関係の施設がないこと。 
○温暖化の影響か、魚の種類が変わっ

てきているように思う。１０年後はどう
なっているのか。 

○元々早田出身で近いうちに早田に帰
ってくる予定をしているが、地区内の
ことがわからないことがよくある。 

○大敷を存続させるために、空き家を開
放するなどしてはどうか。 

○他所の人を受け入れて大敷を担って
もらうことに抵抗はない。 

○漁業は大変というイメージがあるの
か、30代～40代の現役世代は農業を
志向するのではないか。このことか
ら、治安が悪くなるかもしれないが、
外国人の受け入れも検討してはどう
か。 

②地区在住（他出経験あり） ○（他出して久々に戻ってきたが）昔な
がらの質素倹約で地味な生活があり、
そのような生活に価値を見出せる人
にはいいのではないか。一方で、都
会の便利さに慣れた人には難しいと
思う。山や農地も管理は大変である
が、空気や水はおいしい。 

○都会に比較すると人の温かさがある。 

○親を津の介護施設に預けているが、
医療や介護の事情を考えると津のほ
うが住みやすいと思う。ここでは、そ
の点が不安である。 

○家が斜面にあり、車を横付けできない
ことが不便。また、坂道や階段は高齢
になってくると辛いと思う。 

○鳥獣害対策については、地区で管理
する必要があるのではないか。 

○（他出して）元々早田育ちで親の面倒
見るために３０、４０年くらいたって早
田に住むようになったが、地区の活動
に遠慮するところが多い。 

○他地区からの人の受け入れについて
は歓迎する。 

③地区在住（他出経験あり） ○地区の助け合いがある。一人暮らしで
も見守りあいがある。 

○昔から鍵をかけなくても心配がないく
らいの安全な地区。 

○尾鷲市内と同じ介護サービスが受け
られるようになったこと、介護訪問ヘ
ルパーに来てもらったり、デイサービ
スも受けられるようになり安心できる。 

○一度、外に出ると「早田」のよさを実感
する。 

○地区外に通勤しているが、大敷中心
の地区の人とは生活のリズムがあわ
ないこと。 

○大敷は存続させてほしい。準備金をも
って、赤字でも３年くらいは耐えられる
体力が必要。 

○定年後は、漁業をするのを楽しみにし
ている。 

○早田から他地区に出ている人も定年
後は、戻ってきて大敷を担ってほし
い。４時間くらいの勤務であの給料は
魅力がある。 

○若い人が５、６人入ってくるといい。
（他出した）子どもが早田に戻ってくる
のは、親の面子があって難しいところ
もあるかな。 

（６）６０代後半以上の女性 
○地区在住（他出経験なし） 
 ①女性の会 
 ⅰ）67 歳 ⅱ）74歳 
 ②老人会 
 ⅲ）79 歳 ⅳ）83歳 

○知り合いや親戚が多く安心できる。 
○地区内には「悪いこと」をする人がな

く、安心。 

○医療機関もないため、急病の際に困
る。 

○獣害のため、自給自足の生活ができ
なくなっている。 

また、自給自足の生活が基本で、近くに
店もないため、体調が悪くなると、食
事の準備もできなくなってしまう。 

○やはり、子どもが少なくなってしまって
から、昔に比べて近所の付き合いが
少なくなったように感じる。子どもがい
ると会話もはずむように思う。 

○生まれも育ちも早田で、地区の生活に
は慣れているので不便を感じることは
ない。 

○ゆったりしすぎている。もう少し活気
がほしい。 

○車のない人は、ふれあいバスが必要
不可欠だが、便数も減り不便を感じる
こともある。 

○大敷は存続させてほしい。 

○他所の人が大敷を担っていくことにつ
いては、抵抗はない。一方で、今でも
早田の人が半分くらいになっており、
寂しい感じはしている。 

○他所から人が来る場合、奥さんがつ
いてこないのではないか。 

○漁業に出ている人は独身の人が多い
ように思う。 

○子どもが定年退職後は大敷の漁船に
乗ろうかなといっている。 
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図表３ 生活者の視点（その２） 

○聞き取り調査の対象者 ○日常生活での楽しみ ○地区での活動について ○地区の「あり方」についての希望 ○その他 

（１）３０代の女性 
（地区在住：地区外から転入） 

○地区外の子どもの親と遊ぶのが楽し
み。 

○子どもは山に登ったり、磯場で遊んだ
りして楽しんでいる。 

○また、子どもは地区の他出しているお
孫さんの世代が盆や正月に帰ってくる
のを楽しみにしている。 

○仕事に関係する高齢の方は、たまに
様子を見に行っている。 

○トイレは改善してほしい。 ○地区の将来を考えたときに、仕事がな
いため、子どもが戻ってくる場所がな
いのではないか。 

○日々の生活には不便を感じるときもあ
るが、たまに訪れるのには魅力のあ
るまちだと感じている。 

（２）４０代女性 
（地区在住：地区外から転入） 

○早田から地区外に出かけるのが楽し
み。 

○子どもは他出している同世代の子ども
が盆や正月に帰ってくるのを楽しみに
している。 

○行事が減っており、弓引き行事などの
伝統行事もなくなった。イベントや交流
がないと帰省してくる人も足が遠のい
てしまうのでは、と心配している。 

○地区が寂れるのを何とかしようと考
え、公民館としても行事を企画し、協力
してくれる有志もいる。 

○区と公民館の共催で、2年に1回くらい
ずつ「お正月だよ全員集合」というイベ
ントをお正月のお弓行事の替わりに開
催している。有志によるカルタ・たこあ
げ・餅つき・コマ回し・大敷汁などを企
画し、来年の1月にも開催予定で、帰
省してくる人も楽しみにしてくれてい
る。 

○イベント実施を手伝ってくれる人が固
定されてしまい、負担が大きいのでは
ないかと思う。 

○もう少し多数の人に参画してもらいた
いと思う。 

○帰省してくる人のために交流のイベン
トは考えていきたい。 

  

（３）５０代女性 
①地区在住（地区外から転
入） 

○早田でとれた新鮮な魚を地区外の子
どもたちに送ること。とてもよろこんで
もらっている。 

○女性の意見を共同組合に伝達する機
会として、共同組合と共催で女性懇談
会（ひまわりの会）を月一回程度開催
している。 

○大敷存続のために、地区外から大敷
の仕事にやってくる人を対象に宿泊施
設を設けてはどうか。 

  

②他地区在住（早田地区へ
の通勤者） 

  （外部から見て） 
○ボランティアや福祉活動の活気がな

い気がする。 
○若い人を含めて、ゴミ管理などの地区

当番事が無いような気がする。 
○今の早田の人が地区を残そうと強く思

わないと、余所の人、外の人は何も出
来ないように感じる。 

○移住者が住みやすいか、住みにくい
かは、地区の受け入れの面もある
が、移住者の性格にもよるのでは。干
渉されることが嫌な人は、なじめない
と思う。逆に、つながりの強いところな
ので、なじめる人はすぐになじめるの
では。 

○子どもが増えれば、地区も元気になる
のではないか。 

  

（４）６０代女性 
①地区在住（地区外から転
入） 
 ⅰ）66 歳 ⅱ）62歳 

○ 近は、近所での会話も少なくなって
きていることから、公民館の行事で他
の参加者と一緒に楽しんでいるときが
楽しい。 

○地区の人で閉じこもりがちな人はいな
い。 

○「やしろの会」で活動をしている。昔は
持ちまわりでやっていた地区内の3社
の維持管理や行事の準備などが、高
齢化に伴って困難になってしまったの
で、有志を募り世話を引き受けるよう
になった活動である。 

○福祉の会にも参加しており、旅行など
を企画している。 

○介護施設で暮らしている人の慰問にも
出掛けたいという意見も挙がってい
る。 

○やしろの会の活動はボランティアで活
動している。人目があると思うと手を
抜けず、頻繁に神社の清掃をしてい
る。活動は大変だが、男6人・女5人で
各々できることを分担し、連絡を取り
合いつつ楽しく取り組んでいる。 

○神社のことは身内に不幸があると活
動が出来なくなるので、有志の中に不
幸がある人が重なるなど何かあった
時に続けていけるかは不安である。 

  

②地区在住（他出経験なし） 
 ⅰ）69 歳 

（５）６０代男性 
①地区外在住(地区出身） 

○週末の早田地区での魚釣り   ○獣害について、組合などで管理する
方法を考えてほしい。 

○生簀をつくり、子どもたちを呼んでイベ
ントなどをしてはどうか。 

  

②地区在住（他出経験あり）         

③地区在住（他出経験あり） ○漁協前で自動販売機の周りでみなで
集まって酒を飲むこと。 

○公園の草刈などは、自分の草刈機で
刈っている。 

○地域の活動には必ず参加するように
している。 

    

（６）６０代後半以上の女性 
○地区在住（他出経験なし） 
 ①女性の会 
 ⅰ）67 歳 ⅱ）74歳 
 ②老人会 
 ⅲ）79 歳 ⅳ）83歳 

○福祉の会で温泉に出掛けることが楽
しみ。バスで送迎してくれる温泉を探
して企画している。地区行事が少なく
なってきていることもあって、参加者
にも喜んでもらっており、回数も増や
してほしいという要望もある。 

○移動販売や組合での買い物のときに
知り合いと話したりすることが楽しみ
である。 

○社協のレクリエーション（はばたけ会）
が来月に開催されるので、参加する
のを楽しみにしている。 

○老人会の草取り、清掃活動は年に2回
実施している。 

○まちを美しくするために桜の木の植樹
や広場の植栽、地区の入り口の茜の
森の整備をしてきたが、獣害にあっ
た。 

○獣害に強い花などや獣害対策ができ
れば、植栽の活動をやっていきたいと
思う。 

○子どもがいなくなってから、近所での
会話も減ってきたように思う。 

○畑も楽しみで農作業の折に近所で集
まって話もしたが、今は獣害で農作業
の意欲も出ない。獣害の対策をできた
らと思う。 

○話ができるような場ができて、活気が
でてくればいいと思う。 

  

 

(2) 【第2段階】地域資源・課題の地域住民間の共有、「話し合いの場」の構築 

こうして地域の課題がみえてきたところで、次に行ったことが、「話し合いの場」の設定である。

早田地区では、この「話し合いの場」（のちに「ビジョン早田」と命名）をとくに重視し、平成21（2009）

年10月～11月にかけて、複数回実施している。随時、三重大学の学生も交えつつ、活発な議論、話

し合いを行った。 

これらの場は、課題の共有ということを最大の目的としており、調査結果の報告を主としたもので
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はあったが、たとえば「地元（早田）の良さをもっとわかってもらう必要がある」「収入の安定のた

めに大敷ともう一つ何かあわせて考えなければ」「地域の行事の外に人にも入ってもらえばよい」な

ど、今後の取り組みへのヒントとなるような意見も数多く出された。 

 

3．集落再生へのセカンドステップ ― 合意形成と外部との交流 

(1) 【第3段階】地域課題解決に向けた話し合い、地域住民の合意形成 

聞き取り調査や「話し合いの場」での議論をへて、平成21（2009）年11月、住民の合意形成をは

かることを目的としたワークショップを開催した。コーディネータ（筆者が担当）を進行役に、付箋

に気づいた点を記入し、それらを模造紙に貼り付ける形式をとり、学生たちも交えながら住民たちが

意見を出しやすい雰囲気をつくって進められた。（図表４） 

この結果、参加者からの論点を概ね次の３点にまとめるにいたった。ここでは、コーディネータの

ことばとして紹介しておきたい。 

論点１ 大敷（定置網漁）の担い手対策について 

早田地区のみなさんは、大敷の担い手を地区外からの受け入れることに抵抗はなく、歓

迎されています。しかしその一方で、地区外から入ってくる人に奥さんや子どもがいる場

合、早田での生活に抵抗がある可能性があることを否定していません。 

月25万円の給料が保証されていることは学生から見ても魅力があるようであり、そのよ

うな魅力とともに、とれたての魚やおいしい野菜が食べられる早田のまちの魅力を、さら

に外に向かって発信することが必要ではないでしょうか。（コーディネータ談） 
 

論点２ 地区の暮らしの「不安」について 

早田地区に暮らし続けている高齢の方々にとっては、車が運転できずバスに頼らざるを

得ないことや、自給自足の暮らしにとっては、イノシシやシカによる農作物の被害が深刻

なことなどが、解決すべき問題点です。 

一方、こうした地元の人が抱えている問題と、よそから来た人が住みづらいという問題

とは少し違い、分けて考えることが必要です。 

早田地区の将来を考える時、よその人をどうやって迎え入れるか、よその人から見てど

ういうまちがいいまちであるか、どのようにして若者を惹きつけるまちにするか、という

ことも、合わせて考えなければなりません。（コーディネータ談） 
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論点３ 地区での活動について 

高齢化、人口減少によって青年団や婦人会などの組織がなくなり、また、祭りなどもで

きなくなりましたが、早田地区のみなさんは、みんなで集まる機会を求めています。 

組織を立て直し活動していくためには、自分たちにとって必要なものと不要なものを精

査し、形を変えて再生していくという視点も必要ではないでしょうか。（コーディネータ談） 

 

これまで、小さな集落であるが故に、本音で地区の課題や将来について語る機会が得られなかった

早田地区の住民たちであるが、人口減少と高齢化、そして基幹産業の衰退という危機を前に、意見を

出し合い、論点として整理するところまで進むことができた。学生たちとの対話やワークがインセン

ティブとなり、自らのまちを客観視することができるようになったことは大きな前進であった。 

(2)【第4段階】外部との交流 

まちづくりの方向性がみえてきたところで、平成21（2009）年12月、三重大学の学生たちとの交

流会が開催された。この交流会は、のべ3日間にわたるイベントで、学生の発案により「はいだとい

っしょ」と命名され、以降、継続的に実施されることとなる。「はいだといっしょ」では、①まちあ

るき、②老人会との交流、③畑作業、④夕食会、⑤民泊などを実施し、大学生と地域住民との緊密な

交流が実現した。こうした官民学連携の取り組みは、地元のメディアでも注目されるところとなり、

新聞やテレビでも大々的に報道された。 

(3)【第5段階】取り組みの継続 

こうして、早田地区では、その後、2 年間にわたって、官民学連携によるさまざまな交流事業が実

施されることとなった。早田の海で捕れた魚の「さばき方」体験、学生自らが購入した具材を使った

若者嗜好の「マンボウ鍋」の調理など、地域住民と郷土料理や鍋を囲み、今後についての意見交換を

行ったり、市場見学、魚の仕分け体験、さらには、郷土料理の共同調理を行ったりと、「早田の食」

をテーマとしたさまざまな交流会が実施された。 

また、地域内実施が困難になっているプール清掃を学生との協働作業にて実施し、助けあいや協働

の意義を学ぶとともに、他出子が戻ってくる場合を想定し、地区でのＵターン受入環境の整備をはか

った。 

これら以外にも、幾度となく交流を重ね、住民たちと学生たちは、世代や地域をこえたコミュニケ

ーションをとり、信頼関係を構築していった。当初は、「あれも無い、これも無い」と「無いこと」

を活性化の障害にしてきた住民たちが、早田に「ある」ものに目を向け、「ある」からスタートし、

これらを活用した新しい取り組みを進めることが可能となったのである。 

こうして、早田の良さをあらためて実感し、自信を獲得した住民たちは、さらに官や学と連携する

ことで「自立の道」へのステップを歩みはじめることとなる。 
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のべ3年に及ぶ県の「中山間地域等における中間支援事務のあり方検討事業」終了後も、早田地区

は、これまで官民学連携の取り組みで培ったノウハウを事業として展開していく。その後1年間で行

ったものだけをピックアップしても、たとえば、①休耕地再活用の試行（休耕地の利活用と獣害対策）、

②テレビ、ＷＥＢ等を介した地域情報の発信、③地域コミュニティセンターの建設に向けた要望書の

提出、④盆と正月に「むかしなつかし写真会」の開催（他出子の帰省時に開催）、⑤早田神社の「お

守り」「お守りストラップ」の作製・販売、⑥活性化に向けた「飲食店営業許可」等の取得（プレハ

ブの「魚介類販売所」の設置と「魚介類販売許可」の取得）、⑦地域間交流(和歌山県北山村)よる早田

食の出店販売（「じゃばら収穫祭」に「早田の食」を出店販売）、⑧早田地域活性化のサポーター（「は

いだサポーター」）の募集（50名超の実績）、⑨早田の寿司を尾鷲市内で出店販売、などがある。 

なかでも、地域コミュニティセンターについては、市へのはたらきかけが功を奏し、その後補助金

等を得て、設立が実現した。「住民同士が交流する場がない」という問題意識と「だったら交流でき

る場をつくればいいじゃないか」という学生の（何気ない）ひとこととを結びつけ、それを行政や大

学のアドバイスのもと事業化し、コミュニティセンター設立へと結実させた住民の力は、当初の早田

を知る者としては驚きを禁じ得ない。 

5 段階ものプロセスを積み上げ、外部からの刺激（インセンティブ）によって、住民の「自己肯定

感」が醸成され、それが集落再生へのモチベーションとなる。早田の一連の取り組みは、過疎高齢化

が進む集落の再生モデルとして、高く評価されるべき事例といってよいだろう。 

 

図表４ 話し合いたい論点の整理 

 

○キーパーソンヒアリング結果及び
　第１回調査研究チームでの【主な意見】

○大学教員による問題提起 ○「検証」のための視点（例示） ○今後の検討の進め方（例示）

　○漁業（大敷）の担い手対策について

　　【大敷は存続させていきたい！！】

　○早田地区の生活

　　【早田の生活で「不便な点」、「不安に思う点」】

　　【早田の生活で「いいところ」】

　　【地区の活動や日常生活の楽しみ】

○子どもが定年退職後、大敷に乗ると言っている

（Ｕターン）

○大敷の存続させるために他所の人を受け入れて

もかまわない（Ｉターン）

○一方で、（Ｕターン、Ｉターンともに）来る人の方が

抵抗があるのではないか

○早田の人はよそから人が来ることに抵抗がない

のでは

○若者や子どもが少なく、将来、消滅してしまうので

はないか、という不安

○鳥獣害がひどく、自給自足の生活ができなくなっ

てきている

○仕事がないので、人口が減ってしまう

○一度に素人ばかり受け入れられない

○（都会と比較して）買い物に不便

○生活環境（トイレなど）に抵抗がある

○（自家用車のない人は）通院や買い物はバスを利

用するが、待ち時間が長いなど不便な面がある

○行事が減っている

○「子ども」が少なくなるにつれ、近所との会話も

減ったように感じる

○祭りをもう一度やってほしい

○収入が不安定

○助け合いがあること

○生活費が少なくてすむこと

○地域の「見守り」がある

○（都会と比較して）人の温かさがある

○子育てにはいい環境だと思う

○海が近く魚が美味しい

○「漁業も立派な仕事では

ないでしょうか？」

○「地区の皆さんが生活し

ていくうえでのバスや獣害

といった課題と、地域の外

から入ってきた人が生活し

やすいか、なじめるかと

いった課題とは分けて考え

る必要があるのではないで

しょうか？」

○「地区の活動が少なくなってきてい

るといった課題は、昔のように再生

することは難しいと思いますので、や

り方や形を変えて再生していくことを

考えていってはいかがでしょうか？」

素人に

対しての、

教えるスキル

定置

→技術的に高い

→素人 →6年

今は雇用保険もあ

る (大敷)

若い人を

育てる

プロセス

特殊な仕事

適用能力

大敷ともう1つ

合わせて考えるもの探

さないと

若い夫婦に来てほしい

(子供の声が聞こえない

から)

7～9月の

休漁期対策

地区にまかなえる

人がいてほしい

(昔は50人くらい)

子どもに

住んでもらい

たいの？

ハローワークで

募集をする

素人

→ 3K.

難しい。

何で

定年になっても

帰って来ない？

受入の

人材育成

地域での

・生活

・生活費

Uターン

Iターン

他出子へのア

ピール

収入の

安定

漁業の

担い手

親の

思い込みでは

ないのか？

親としては、子どもは

尾鷲市街に戻って

くれたらよい？

地元の良さ

↓

Uターン増

イベントなら

誰が来てもよい

フリー

生活実態に

ついて検証

住む場所の

提供

定住は

家族の理解

空き家にも

種類がある。

→…

今は時代の

認識が

かわっている

家の放置もある

→ 買い取り？

今、定置に乗って

いる人は、早田に

住めないか？

早田で仕事をしても

外に住む。

早田に住む必要は？

空き家

活用

早田の「よ

さ」をア

ピール

地域の

行事

名古屋・大阪などの(漁業者)就業

フェアなど市も応援できるので、

大敷も参加してもらうとよい

体験漁業の

(10年やってきた)検

証

空き家を

提供できる

ようにする

空き家を

把握してない

(あるけど…)

全国平均と生活費を

比較してみたら

よくわかる

手だての無い

人はガマンして

いる？

孫に対して、「早田に

家がある」ということを

分かってもらう

外の人は早田のことを

よく見ている

ということを認識する

これまでは自分たちが

子どもを外に追いやって

いた 送り出していた

買い物をする

場所はある

困っていない

豊かな地域環境とは？

学生、小学生 発見

→ 地元

他地区で住んで

いる人にアンケート

→ なぜ？

漁業問題

――――

生活環境

目標、

目的を

明らかに

よその

様子も

分かる

受け入れ

プロセスを

地域で考えて

地元の声を

高めてほしい

インターネットで

アピールする

親世代へ

早田を

アピール

孫世代への

アピール
早田に住むにはどうし

たらいいか？

多様な年代 役割 が

集まらなくなり行事が

できなくなった

お弓行事をこの機会に

1度やっておきたい

(記録を残す)

内だけにこだわらず外の人

にも入ってもらえばと

いう意見もある

漁業対策

地域の受け入

れ対策

地域の生活に

ついて検証

地域の行事

学生との交流会で検証

年末年始の他出子へ

の周知をきっかけに



過疎集落は再生できるか 

石阪 督規 

－ 10 － 

4．おわりに ― 集落再生に必要なものとは 

現在、多くの自治体では、地方創生に関連する総合戦略の策定に追われている。集落再生の試みも、

こうした戦略の一つとして位置づけられるケースが多い。 

しかし残念なことに、これまでの集落再生事業は往々にして、一過性ともとれる集落への金銭的支援

（補助金や助成金の分配）ならびに人的支援（臨時的雇用を促すための助成）で終わってしまう場合が

多かった。短期的な効果は期待できても、それが継続的な、あるいは抜本的な「再生」に結びつくこと

はきわめて希有なケースであるといってよい。 

本稿で紹介した早田地区の集落再生に向けたステップ（複数年にわたる事業のごく一部でしかないが）

は、地域課題を共有し、話し合いの場をもち、そして外部からの刺激を効果的に注入することである。

このステップが、地域住民の自信を回復させ、課題解決に向けたモチベーションや実践力をはぐくむこ

とにつながっていった。 

集落再生実現への鍵は、お金でも、国からの物的支援でもなく（これらは二次的なもの）、まずは、

住民たちが危機感を共有し、各々の考え方を変えていくことである。その「化学変化」をサポートする

のが官（自治体）であり、学（大学）だといってよい。集落再生に共通の「王道」はない。まずは、住

民の「自己肯定感」の回復と多様な主体の連携からの第一歩が求められる。 

 

参考資料 

三重県政策部企画室『「人口減少社会」に関する調査報告書』2008年3月 

三重県政策部企画室『「超高齢化地域のあり方」調査報告書』2009年3月 

三重県『「中山間地域等における中間支援業務のあり方検討」事業平成 21 年度実績報告書』2010 年 3

月 

 

 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages false
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages false
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages false
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF65e25b9a306e300c30d730ec30b954c18cea300d304b3089753b50cf306e57277e2e3092304b3051306a30448a2d5b9a306b590966f43057305f306e307f306730593002>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


