事例紹介

8 「農業×福祉× IT」による地域づくり
特定非営利活動法人

リライブ

Re-Live

大阪府岬町

特定非営利活動法人 Re-Live は、雇用の喪失による人口減少・少子高齢化、また、
そこからくる耕作放棄地や空き家の急増などの町内の課題に対して、
「リモコン農園」
「障
害者就労継続支援事業所の運営」
「体験農園」など、町の資源を生かした様々な事業を
通して、町の再活性化に取り組む NPO 法人である。
今回は、理事長の松尾匡さんに設立の背景から現在の事業の状況、そして、今後の展
望などについてお話を伺った。

1 大阪府岬町の概要

2 設立の目的・背景

岬町は、大阪府の西南端に位置し、東に阪南

岬町は、その経済を長らく関西電力の火力発電

市、南に和歌山市、そして、北に大阪湾を臨む、

所に支えられてきた。しかし、10数年前に発電所

海沿いの町である。人口は約16,000人という小さ

が操業休止になると、町は第1次産業以外にほと

な町だが、その分豊かな自然を多く有しており、

んど産業がない、働く場がないといった状況に陥

町内には大阪府では唯一の自然海浜も残ってい

り、若年層は仕事を求めて町外へ流出するように

る。そこから海を見渡せば、淡路島から明石海峡

なった。一方で、町の高齢化率は30パーセントを

大橋、そして神戸の街並みまでもが一望でき、日

優に超えており、今後も少子高齢化、人口減少が

没時には「日本の夕陽百選」に選ばれている美し

進んでいくであろうと予想されている。そして、

い夕景を大阪湾に見ることができる、大阪随一の

その影響もあり、町内では先祖代々受け継がれて

風光明媚な土地である。また、陸地に目を向けて

いる田畑や家などが次の世代に受け継がれずに放

みても、古墳群や町のほぼ中央部に位置する飯盛

置されるようになり、耕作放棄地や空き家が急増

山などでハイキングを楽しむこともできる。主な

してきている。

産業は、漁業、農業、林業などの第1次産業である。

そのような状況の中、
「このままいくと、町が
町じゃなくなる。何か自分にできることはないか」
と強い危機感を覚え立ち上がったのが、NPO 法
人 Re-Live の理事長、松尾匡さんだ。
岬町で生まれ育った松尾さんは、大学卒業後し
ばらくの間、大阪市内でサラリーマンとして商品
の設計や開発、広報などを通し、“ものづくり”
を仕事としていた。しかし、その中で、
「今の使
い捨てを前提とした大量生産・大量消費というシ
ステムではなく、できるだけ循環型のものづくり
やシステムを構築できないか」という疑問の下、
独学で IT を勉強し、3R（リデュース、リユース、

岬町の夕景
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リサイクル）の中でもより環境に優しい“リユー
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団体基礎データ
まつ お

▶設立年：平成26年
▶組織

：理事長1人

副理事長1人

▶連絡先：〒599-0301
TEL・FAX
MAIL
URL

ただし

▶代表者：松尾

匡

理事1人

スタッフ2人

大阪府泉南郡岬町淡輪710-2

072-425-0865

matsuo@npo-relive.com
http://npo-relive.com

ス”に焦点を当てた
WEB アプリケーショ
ンを独自に開発した。
そして、地元の岬町に
て、株式会社を設立す
ることとなった。
会社設立を機に岬町
に戻った松尾さんは、
商工会青年部や地元の
人たちと町の話をする

事務所内観

度に、町が抱えるある大きな問題に気付かされる
ことになる。
「空き家や耕作放棄地がどんどん増
えている。職がないから後継者が町外に出て行っ
てしまい、これらが上手く受け継がれていない」

事務所外観

3 事業の概要
（1）リモコン農園

というものだ。この問題に直面したとき、松尾さ

Re-Live の看板事業の1つであり、最も特徴的な

んは、
「自分の持っているウェブに関するスキル

事業であるのが「リモコン農園」だ。リモコン農

やものづくりに関するスキルを活用して、自分な

園の利用は、まず実際に Re-Live で管理をしてい

りにできることはないか」と考えた。そこで考え

る農地を借りるところから始まる。そして、そこ

付いたのが「リモコン農園」という事業だ。この

で栽培する野菜選びから栽培、収穫までを全てパ

事業を具体的な形としていく中で、障がい者福祉

ソコンやスマホの画面上でインターネットを通じ

の法人の経営者であり、全国の福祉事業所のコン

て行うこととなる。つまり、遠隔地にいながらゲ

サルティングも行っている北野喬士さん、そして

ームのような感覚で農業をすることができるのだ。

農業アドバイザーである渕原照己さんなどのメン

もちろん現地では実際に作業をする必要がある

バーを加え、新たに設立したのが NPO 法人 Re-

が、それは、Re-Live が運営している障害者就労

Live である。事務所として使用している建物も

継続支援事業所「いにしき」の作業スタッフが担

元々空き家であった古民家である。こうして松尾

っている。

さんは、この Re-Live での事業を通じて、耕作放

利用者は、1つの畝（5メートル）を1年契約で

棄地や空き家の減少、そして雇用の創出、さらに

借りることができる。料金は、月々払いで800円、

は岬町の再活性化を目指していくこととなった。

年一括払いだと8,000円で、そこにトマト、ナス、
ピーマンなどの中から2種類までの野菜を選び、
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植えることができる。そして、利用者は、作業ス

で働くことが困難と考えられる障がい者を対象と

タッフが撮影したモニター画面を見て「水やり」

して、就労の機会を提供し、技能や就労能力向上

や「雑草除去」などの実際に栽培に必要な作業を

のために訓練を行う事業所のことである。これに

指示していく。その指示に従って、作業スタッフ

は A 型と B 型があり、A 型は、雇用契約を結び最

が実際に作業をし、その状況を画像としてコメン

低賃金が保障される形で従事することとなり、B

トとともに利用者に送るという流れだ。また、作

型は、雇用契約を結ぶことが困難な方が利用する

業を指示するとその度に100円から数百円の料金が

ものである。

かかることとなる。もし作業の指示を怠れば、も

障害者就労継続支援事業所は、岬町に2カ所あ

ちろん畑は荒れ、野菜はうまく育たないが、専門

り、精神障害を有する方を対象としたところとし

の農業アドバイザーがその都度、的確なアドバイ

ては「いにしき」が唯一の事業所である。現在、

スを提供し、野菜を育て、収穫ができれば、おい

A 型で4人、B 型で4人の利用者が訓練を受けてい

しい野菜が利用者のところに配送されることとなる。

る。

松尾さんは、
「畑は使える人が使ったらいい」

「いにしき」では、リモコン農園の作業を始め、

と言う。
「地元では今、畑を使う人がいない。で

Re-Live が運営する貸し農園の周辺整備など農業

も町外には需要があるかもしれない。遠いから使

をメインとして作業をするようにしているが、作

えないならインターネットで使えるようにすれば

業スタッフそれぞれができる仕事を見ていきなが

いい」というアイデアから生まれた事業である。

ら、きちんと目標を定めて、やれることからゆっ

また、障害者就労継続支援事業の作業員をスタ

くりやっていくということを心掛けている。

ッフとして従事させているところも地元の福祉を

障がい者の社会参加について、松尾さんは、
「障

考えてのことで、まさに「農業×福祉× IT」を

がい者に農業を本当にできるようになって欲しい

上手く融合させて成立している新しい事例という

ので、しっかりと教えるようにしているし、その

ことができるだろう。

他にも様々なことをしてもらってトレーニングを
している。そのスキルや経験が、彼らが社会に出

（2）障害者就労継続支援事業所「いにしき」
障害者就労継続支援事業所とは、通常の事業所

収穫する野菜を磨くスタッフ

60

て行く足掛かりになればと考えている」と語り、
実際に「いにしき」を出て、民間企業で働いてい

畑で作業するスタッフ
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る人もいるということだった。

ては、リモコン農園に使われたり、貸し農園、体
験農園の畑に使われることになる。

（3）Re-Live 体験農園、着地型観光イベント
「岬町に実際に来ていただかないと、この良さ

② Re-Live 貸し農園の運営

は分からない」ということで、体験農園という事

岬町へ実際に足を運ぶことができる人は、リモ

業も行っている。体験農園とは、農業アドバイザ

コン農園ではなく、自らの手で畑を耕すことがで

ーを中心に、そのときに実際に必要な作業をして

きる。今や全国的に人気となっている貸し農園を

もらい、収穫した作物を持ち帰ってもらうもので

Re-Live でも運営しているのだ。これもリモコン

ある。また、体験農園で収穫した野菜や地元で獲

農園と同じく耕作

れたアワビやサザエなどの新鮮な海産物を使って

放棄地であったと

バーベキューも行っている。

ころを利用してい

そ し て、 そ の 体 験 農 園 の 延 長 と し て、NPO

るものであり、農

ZOO CAN DREAM PROJECT と い う 団 体 と 協

園の整備は「いに

働で、月に2回程度、農業体験やバーベキューの

しき」の作業スタ

みならず、釣りや海水浴、さらにはホタルやウミ

ッフが行い、農作

ホタルの観察などの町全体の資源を使った総合的

業については、農

なプログラムを組み、着地型の観光イベントを実

業アドバイザーが

施している。このイベントには、Re-Live が事務

指導やアドバイス

所として使用している古民家を利用した宿泊付き

を行うという体制

のプログラムも用意してあり、できるだけ長い時

も整っている。

間、岬町に滞在してもらうことにより、岬町の魅

体験農園での農作業

力を町外からの来訪者により強く伝えるという工
夫を凝らしている。

③放課後等デイサービス「ちょいす」

この体験農園でも、
「いにしき」の作業スタッ

発達障害の児童のケアをするためのデイサービ

フが運営に携わっており、農園の整備や宿泊所の

ス事業が今年の8月から新たに始まっている。こ

掃除、海産物の調達など随所で活躍している。

れは、児童の放課後や長期休暇中を利用して生活
能力向上のためトレーニングを行い、その過程を

（4）その他
①耕作放棄地の管理
法人立ち上げ時から基本としている事業であ
り、2か月に1件ほどは「うちに畑あるけど、管理

通じて、その児童に居場所を提供するとともに自
立を促進していくということを目的としている。
この種のデイサービス事業としては、町内唯一の
事業所である。

する人もいないし小作する人もいないから、管理
してほしい」という連絡が入るそうだ。依頼者自
身が高齢で、後継ぎもいない場合が多いそうだが、
要望があった場合は、絶対に断ることなく引き受
け、無償で管理をするようにしている。そして、

4 事業の成果・課題
（1）成果

契約を結ぶことにより、ただ管理するだけでなく、

松尾さんが語る一番の成果は、
「いろいろな人

土を耕し作物を植え、しっかりと有効活用してい

とつながることができた」ということだ。本当に

くということを大事にしている。畑の条件によっ

ゼロからのスタートの中で、
「いろいろな人に助
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けてもらったし、そのつながりを通じて、いろい

る。そして、リモコン農園のような「農業×福祉

ろな人に岬町のことを知ってもらうことができた。

× IT」に限らず、そのシステムを活用し、
「○○

岬町が元気になっていくためには、まず外の人に

×福祉× IT」
、
「農業×○○× IT」
「○○×○○×

岬町のことを知ってもらうこと、来てもらうこと

○○」など、新しい事業の話が現在進行中である

が大事だと思うので、それが少なからず出来つつ

ということだ。そうした今出来つつある様々なア

ある」と自信を見せる。

イデアを形にすることができれば、また世の中に

岬町の町民にも、
「Re-Live に言えば休耕地を管
理してくれる」という認識が少しずつだが、広ま

新たなビジネスモデルを構築することが可能とな
るかもしれない。

ってきている。現在は、町内で合計約7,000平方

空き家の管理についても、
「空き家も資源だと

メートルの耕作放棄地を管理し、様々な事業で活

考えているので、なんとか引き継いでいきたい」

用している。事業を始めてまだ数年しか経ってい

という思いで管理し、さらに有効活用していくこ

ないが、着実にその活動の認識は周囲に広がって

とを目標としているが、なかなか声がかからない

きている。

というのが現状のようだ。しかし、今後はこれに
関しても「実績を残していきたい」と考えている。

（2）課題

また、福祉分野にもより一層力を入れていく方

現在の Re-Live は、5人の従業員と「いにしき」

針であり、町内のニートやひきこもりの若者を対

の8人の作業スタッフで各々の業務を分担して行

象とした相談事業も現在準備中ということだ。こ

っているが、
「人が足りない」ことが、大きな課

の種の相談所はいまだ町内にはない。しかし、こ

題となってきている。
「つながりができ、いろい

れもやはり、
「今は地域に埋もれているが、将来

ろな事業者さんからいろいろなお話をいただいて

のことを考えると、彼らも町の資源と考えられる

いるが、人が足りなくてそこまで手が回らない」

のではないか。そうした人材をしっかりと掘り起

ため、今ある業務以外の新しい取り組みがなかな

こしていきたい」という考えがもとになっており、

かできにくい状態となっている。よって、いろい

この課題解決が長い目で見れば、岬町のためにな

ろなアイデアを具体化できる、また岬町への思い

ると考えているのだ。介護や認知症、高齢者に関

を共有してくれる人が現れるまで、従業員の募集

する福祉についても、
「現在はそれらは全部点と

を続けていくこととしている。

点でしか存在していないが、それらをつなげて面
として見て、包括的な形でそれぞれを連動させて

5 今後の展望

62

いきたい」と、町の福祉機能自体を変えていくと
いうことも進めている。
そして、岬町の課題はいろいろあるが、その多

リモコン農園は、IT を活用することにより、

くが「仕事がない」ということに起因する。それ

利用者の物理的、距離的な制限をなくすことがで

によって「若者が外に出て行く」ということに対

きるという特長がある。現在の利用者は大半が大

する松尾さんの危機感は強い。そこで、そうした

阪市内を始めとした関西圏であるが、この特長を

仕事を求めて町を出て行く若者たちに対して、こ

生かし、松尾さんは、
「今は東京や他の地域との

の Re-Live での事業を通じて、
「岬町に残るとい

つながりがあまりないが、岬町の畑を東京の人が

う選択肢を作りたい。岬町にいても働いていけ

耕すというのも面白い。より多くの人に岬町のこ

る。生活していけるという1つのモデルを作りた

とを知ってもらうためにもより広範囲の人たちに

い」という思いを持ってやっているとのことだっ

リモコン農園を利用してもらいたい」と抱負を語

た。それは、ただ単に Re-Live が雇用の受け皿に
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なるということに留まらず、Re-Live での事業を

し、どういった活動をし、そして、町をどう変え

きっかけとして、岬町の魅力が町外の人たちに伝

ていくのか注目である。

わり、そこで賑わいが生まれ交流人口が増えれば、
それだけ町内の経済の中で需要が増加することに
なる。その結果として、仕事が増え、働く場も増
えていくという好循環が生まれることを目指して
いる。さらに、松尾さんは着地型の観光イベント
などの事業を通じて「観光で、きちんと仕事が成
り立つというモデルを1つ見せていきたい」とも
言い、ゆくゆくは「岬町で新しく何か事業を始め
ようとしている若者から、Re-Live に相談すれば
なんとかなるかも、と思ってもらえるような存在
になっていきたい」と意気込む。そして、
「自分
で仕事を作るという意識も醸成していければ」と
さらに先も見据えている。
今後、Re-Live が岬町の資源をどのように活用

体験農園での収穫

生業づくりを模索中の人に向けてのメッセージ
NPO 法人 Re-Live
理事長

松尾

匡

私が、この事業を進めていく上で一番大切にしているのは、
「人とのつながり」です。自分一人
では、できることには限界があります。よって、毎回人と会うときは、その人と全力でお話して、
そこからどれだけつながりを作ることができるかということを大切しています。そこから得たもの
を実践に生かしていくことでまた新たなアドバイスをいただけたり、新たな仕事の話をいただけた
りします。そして、人と一緒に何かをしようというときは、自分の利益よりも相手にとっての利益
のほうをより優先するように意識しています。そのほうが、長い目で見れば、信頼されることにな
るし、win-win の関係を築くことができ、自分の利益にもつながっていくと思うことが多いです。
また、やると決めたことはやりきるということも大切にしています。今はまだ始めて間もない段
階なので、とにかくまずやってみるということを心掛けています。やってみないと分からないこと
もあるし、やってみて初めて気づくこともあります。そこで新たなエキスを加えて、また新たな展
開が広がることもあります。とにかくやりきる。走りきることです。
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