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・ＪＲ山陰本線浜村駅から
車で約１５分

・鳥取市街からは車で
約30分

・緑豊かな山々に囲まれた水
田畑地が広がる地域

・戦国時代の鹿野城主、亀井玆
矩によってつくられた城下町
地区では、400年の伝統ある
「鹿野祭りの似合う町」テー
マに、古民家が立ち並ぶ統一
感ある町並みが魅力。鳥取県
『県民の建物100選』に選ば
れ、行政と住民によって保全
されている。

鹿野町とは
1.「鹿野ちゃれっじ」とは



2014年 鹿野ちゃれっじを久保ゼミが検証

⇒ 2015年 農をクローズアップした「果樹の里山プロジェクト」に

鹿野町の強みであるまちづくり、演劇、農業の3つを生かした、
体験と人とのめぐりあいを五感で楽しむプロジェクトとして誕生した観光交流事業。

チャレンジ(challenge)

＋カレッジ(college) 

の造語。

「鹿野ちゃれっじ」とは

1.「鹿野ちゃれっじ」とは



・世帯数:88

・人口：175

・高齢化率：約55％（令和3年1月31日現在、鳥取市役所調べ）

・鷲峰山や河内川、法師が滝、棚田など豊かな自然に囲まれた
魅力ある地域

鹿野町・河内地区の耕作放棄地を「果樹の里山」へ。

「果樹の里山をデザインする」をテーマに、人々が行き交う空間づくりを目指している。

〈地域の現状と課題〉

・地域の過疎化・高齢化の進行

・公共交通機関が減便され、日用品や食料品の購入、

医療機関への通院等も不便になっている

・空き家の増加

・農地を維持管理する集落営農組織の育成が十分でない

・耕作できなくなる農業者が年々増加しており、耕作放

棄地も増加する一方にある

「果樹の里山プロジェクト」とは

1.「鹿野ちゃれっじ」とは



「果樹の里山プロジェクト」とは

鹿野町・河内地区の耕作放棄地を「果樹の里山」へ。

「果樹の里山をデザインする」をテーマに、人々が行き交う

空間づくりを目指している。

河内の耕作放棄地
(2014)

OIUによる果樹の
苗植え (2015)

耕作放棄地を
「果樹の里山」へ
(2018) イベント開催

（2019～）

1.「鹿野ちゃれっじ」とは



1.「鹿野ちゃれっじ」とは

「果樹の里山プロジェクト」関係メンバー

大阪国際大学
×

鳥取大学



2.これまでの流れ
鹿野町×OIU 地域づくりまでのプロセス

①交流 ②協働

③共創 ④創造

来訪者と地元の人が交流し
また訪れたくなる空間を目指した

スタートした当時は、地元の方々と
大学生で壁があったが、バーベキュ
ーなどで信頼関係を築くことから始
めた

学生たちは果樹の里山メンバ
ーから、苗植えや道の整備の
やり方を教わりながら共に作
業をした

新しいものを作り出すための
環境づくり

地域の方だけでなく
行政の方と今後の方針を
話し合い（産官学ミーティング）
活動計画を立てていった

地域イベントや大学間交流な
どの新しい活動を開始した

地域の方々がイベントの運営
に中心となって参加いただけ
るようになった



1. 他大学との連携による 新たな地域活動の開始

2. 10月開催「果樹の里山まつり」企画・運営

3.2020年度の活動目標

2020年度の活動目標



4.活動実施報告
2020年度活動スケジュール

活動内容

8月 オンライン会議２回

9月 オンライン会議１回

10月 大学間交流・果樹の里山まつり

11月 観光学概論収録・オンライン会議１回

1月 オンライン会議１回

2月 オンライン会議１回・冊子作成



オンライン会議

4.活動実施報告

会議内容

8月5日 果樹の里山まつり OIU企画 素案

8月9日 果樹の里山まつり OIU企画 具体案

9月14日 果樹の里山まつり OIU企画 ちらし案

11月15日 果樹の里山まつり 振り返り

1月25日 鹿野ちゃれっじ活動紹介冊子 記載内容＆担当ページ決め

2月7日 2020年度の活動 振り返り



大学間交流

4.活動実施報告

鳥取大学工学部、鳥取環境大学環境学部との交流会を

行った。各大学の活動紹介から始まり、空き家の活用

についてのグループワークとフィールドワークを実施

し、グループごとにアイディアを出し合った。

「大学間交流」 2020年10月3日 しかの心



果樹の里山まつり
～準備会～

無機質だった鹿野生活改善センターを
リメイク。外装のペンキ塗りを手伝った。
ここで果樹の里山まつりを開催し、まつり2

日目に「里山ベース」という名前に
変わった。名前は募集の中から選ばれた。

夏頃から企画を行い、
まつり開催2週間前の
10月4日に河内に行って
最終調整をおこなった。

4.活動実施報告



果樹の里山まつり
～当日①～

2020年10月17日・18日、はじめての果樹の里山まつりを開催。

2日間でおよそ600人が来訪した。

来訪者のアンケートでは、「1日中楽しめた」や「あたたかい空間だった」などの声が寄せら

れた。私たちが考えた、誰でも参加できる催しが長時間の滞在に繋がったと考えられる。

4.活動実施報告



4.活動実施報告

果樹の里山まつり
～当日②～

１．フットパスとフロッタージュ

鹿野の魅力を活かした催しを考案

自然を感じながら鹿野町を歩き、途中で拾った
落ち葉を使って工作を楽しんだ。

２．ビンゴゲーム

鹿野町に関連する
ワードを用いた。

３．重さ当てクイズ

鹿野町で採れた作物を
使って1000ｇを目指す。

４．写真コンテスト

果樹の里山のインスタグラムを活用して、「鹿野河内のここが好き」をテー
マに写真コンテストを開催。コンテストで受賞した方には、いちじくジャム
や鹿野町のお菓子などをプレゼントした。



写真コンテスト フットパス賞

秋の里山へ

地元の方のお話を聞きながら、
マイナスイオンをたっぷり浴びながら、
細道をいっぱい通りながら、1時間半のフットパス

普段街中で暮らしていると見過ごしてしまいそうな
小さな発見がいっぱい

耕作放棄地に作られた果樹農園
高齢化率60%の村では、
放っておくとすぐに荒れてしまうのだそう

猪柵を越えた先は一面の蕎麦畑
トラックから落ちた種が花になってしまうほど
生命力が強いらしい

採れたてのイチジクで作ったパフェは至福の味
いつまでも素敵な里山が守られますように🙏

受賞者がインスタグラムに投稿し
た写真とコメント

4.活動実施報告



4.活動実施報告

メディア出演

NHK鳥取放送局「いろ★ドリ」生出演 2020年10月16日 18:30~18:45

撮影リハーサルの様子

果樹の里山まつりの前日に放送されたこともあり、
多くの人にまつりを知ってもらうきっかけとなった。



4.活動実施報告

読売新聞（鳥取地域版）掲載 2020年10月29日 日本海新聞掲載 2020年11月5日

メディア出演



4.活動実施報告

冊子作成

１月末から作成を始め、２月中に情報収集や写真撮影を行い完成させた。2014年からの今までの活
動に加え、10月の果樹の里山まつりの様子や、新しい河内の様子が書かれている。

鹿野ちゃれっじの活動を紹介する冊子の第2弾を作成

3月下旬完成予定



活動の成果

5.  活動の成果と課題

★ コロナ渦でイベント開催

★ 他大学との連携による新たな地域活動開始

★ 令和新時代創造県民運動表彰 最優秀賞を受賞



5.  活動の成果と課題

活動の成果

★ コロナ渦でイベント開催

● 来訪者、運営側ともにコロナ禍での久々の交流の場であ
ったため、笑顔がうまれ、場が活気づいていた

● 感染症対策により、当日の運営に私たちが関わることが
できなかったため、地元の人に引き継ぐ形となった
→地域の人だけでもイベントを運営する
パワーがあることがわかった

● 毎週末小さなイベントを行うことができる可能性
があると感じた
→恒例行事にすることでリピーターを得て、
関係・交流人口の増加が期待できる



5.  活動の成果と課題

活動の成果

★ 他大学との連携による新たな地域活動開始

● 各大学の得意分野を活かしたアイディアの
交換をしたことで、互いに知識が深まった

● コラボで大きなプロジェクトが実現可能に
なる
→より良いまちづくりに繋がる

● 同年代が集まることで刺激となり向上心が
生まれる



5.  活動の成果と課題

活動の成果

★ 令和新時代創造県民運動表彰 最優秀賞を受賞

● 活動が評価されることで、私たちだけではなく、地域
の方々の誇りにも繋がった

● メディア以外の方法で、より知名度をあげることがで
きた

● 賞をもらったことを機に、多くの人の目にとまり、他
の地域や団体のロールモデルとなることが期待される



今年度の課題

5.  活動の成果と課題

1. 学内への情報発信不足
→説明会を増やす・SNSの活用

2. 制限がある中での取り組み方
→大阪府内での活動強化



2021年度の目標

6.  2021年度の活動目標

1. 第２回 果樹の里山まつり開催

1. 他大学との連携強化

1. 次世代（1・2年生）への情報発信

ピザ釜
鋭意製作中



最後に、この活動にご支援をいただいた
地域協働センター並びにご支援・ご協力いただいた
全ての皆様に感謝いたします。ありがとうございました

Facebook

果樹の里山 公式SNS

Instagram


