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チームあぐでぃぽ



説明しよう！...「あぐでぃぽ」とは？

チーム名あぐでぃぽはメンバーが興味を持っている

農業　Agriculture、過疎depopulationの頭文字である！

農業 過疎



《ゴール》私たちが住みたい30年後の広島を提案すること！！

広島は過疎が多く、改善したい

　　

そもそも過疎は問題なのか？私たちが目指す未来の広島とは

　　

専門家から意見を聞き、資料を集め、対策を考える

　　

30年後の広島の過疎地【あぐでぃぽvillage】を提案する

https://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/toukei/jinkouidoutyosa.html#s60


「社会保障面、文化保存面、農業面，日本の食糧生産面、施設面」の問題がある

・過疎を解決しない限り、今住んでいる人々の充実した社会保障が失われてしまう

・過疎地には、多くの土着の文化、習俗があり文化の多様性を守っていかなかればならな

い（過疎の多い北広島の神石高原町の「神楽」など）

・過疎の多い中山間地は日本の農地の3分の2を占めており、国内の食糧生産能力の保持

には解決が必要

・農業従事者は高齢者が多い

過疎地域の現状

・都市部よりも施設が充実しにくい
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※ 広島県HP「広島県人口移動統計調査」をもとに作成
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前ページより人口減少した市町村が黄色

尾道市

府中市



庄原市

神石高原
町

福山市

　　　三次市

世羅町

　　三原市
東広島市

竹原市

安芸高田
市

安芸太田町

北広島町

廿日市市

広島市

呉市
江
田
島
町

大上
崎島

1998年

前ページより人口減少した市町村が黄色

大
竹
市

尾道市

府中市



庄原市

神石高原
町

福山市

　　　三次市

世羅町

　　三原市
東広島市

竹原市

安芸高田
市

安芸太田町

北広島町

廿日市市

広島市

呉市
江
田
島
町

大上
崎島

2008年

前ページより人口減少した市町村が黄色

大
竹
市

尾道市

府中市



庄原市

神石高原
町

福山市

　　　三次市

世羅町

　　三原市
東広島市

竹原市

安芸高田
市

安芸太田町

北広島町

廿日市市

広島市

呉市
江
田
島
町

大上
崎島

2019年

前ページより人口減少した市町村が黄色

大
竹
市

尾道市

府中市



広島県内の人口の推移からわかること

海側より山側の方が人口減少が顕著！

※ 人口減少が見られる地域は全域過疎に指定されている地域：

府中市，三次市，庄原市，安芸高田市，江田島市，

安芸太田町，北広島町，大崎上島町，世羅町，神石高原町

2019年



広島の過疎地域の課題点とは？

・広島県全体を見たときに市や町によって人口減少が見られる場所がある

・仕事が少ないため、都会に出て行く人がいる

→ 過疎地域の状況から『過疎は問題である』という視点を持った

　　　　　　　　　　　　　　　　



馬路村(高知県) へのフィールドトリップ

「ゆずで売り上げ30億円突破」した四国山地の山奥に位置する小さな村
村の売り上げは、インフラ整備・宿泊施設などに支出

馬路村の良かった点

・若い人向けの在住体験
・観光客へのサポートの充実
・村全体で統一感を持った観光推進ブランディング
    (村全体で統一したイラスト使用)

馬路村の役場職員の方にインタビュー

うまじ

山を降りて最寄駅へ行くバスは
1日4本のみ



ゆずの村：馬路町



馬路村から広島に帰ってきて改めて考えた



課題：広島の過疎地域をどうにかできないか

　

・人口減少が見られる　　　→   人を呼び込む方法を考える

・仕事が少ない　　　　　　→   仕事の需要を増やす

・良さを押しきれていない　→　過疎地域ならではの特徴の利用

　　　　　　　　　過疎問題を改善するために、多くの課題に対応した　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

自分たちの理想の村を考えてみよう！

あぐでぃぽvillage



広島未来図 2050年 過疎村『あぐでぃぽ village 』in 広島

ひと (人間らしさ)

危なくない
遊び場があり、
自然をみんなが
楽しめる

老若男女・外国からの移民・障
がい者・観光客も、
楽しく過ごせる
多様性のあふれる村

エネルギーの
自給自足



過疎問題の根幹

・高齢者と若い世代の交流機会がなく、隔たりがある：
→交流が少ないことによって多様性を受け入れる環境が未
整備

・右派農村ポピュリズム的になることもある：
（都市部から取り残され、地域の歴史や伝統文化がむげにさ
れていると感じることから、よそ者や部外者を敵視する）

・街の資金の運用や補助金について当事者である村人たちが
知らない。



村の行政を
「自分たちごと」

として考える

哲学者 アーレントが解決のヒ
ントを出していた！！

ハンナ・アーレント
1906 - 1975

根幹から解決するために



あぐでぃぽvillageのコンセプト

　　「農業」×「AI」×「ICT」を取り入れた

自治の仕組みがある人間らしい生活　



あぐでぃぽ village 



あぐでぃぽvillageの集合住宅

どこでも送迎可能な
バス

住宅＋老人ホーム＋医療機関＋保育所＋運動施設
＋道の駅みたいなカフェ



ICTを村の仕組みに導入し、もっと村のことをリアルタイムに



農業にAIを導入し人材、資金、エネルギーの確保　

・AIが一定期間のみの就農を可能に
・エンジニアなどの人の流入が期待できる
・村主導で貸農園
・カーボンクレジット事業で収入源を増やす

カーボンクレジット



森林学習・自然を活かした教育ができる学校



あぐでぃぽ villageの魅力

● 人の温かさを感じるため、生きがいを感じる！助け合える！

● 自分たちの手で積極的に村を運営できる！

● 持続可能なしくみによって、社会状況に影響されにくい！

● 農業 x AIによって、農業をやりたい村人が増える！

● 子育てを自然豊かな場所でしたいという親に最適！

ひと (人間らしさ)



まとめ

私たちが考える「30年後も住みたい広島県の過疎地域」

人間らしく生きることができる村

みんなが考え、自治することができ、エネルギーや

食などを自給自足して、老若男女が幸せに感じることがで

きる場所。

https://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/toukei/jinkouidoutyosa.html#s60
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https://www.kantei.go.jp/jp/singi/hurusato/dai2/siryou1.pdf
広島県過疎地域指定地域　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

https://www.pref.hiroshima.lg.jp/uploaded/attachment/451378.pdf、2022年12月12日取得　　

https://www.researchgate.net/publication/352517257_How_Rural_is_Rural_Populism_On_the_Spatial_Understanding_of_Rurality_for_Analyses
_of_Right-wing_Populist_Election_Success_in_Germany

世代を超えた交流がある住宅　 　　　　

https://project.nikkeibp.co.jp/mirakoto/atcl/mirai/h_vol107/?fbclid=IwAR26E9UaTusIvKlc24wQYcG7U0bizzHpTyuDLPYL-eb28ZKyoTrJQn-CQb8

右派農村ポピュリズム（都市部への恨み）

https://www.researchgate.net/publication/352517257_How_Rural_is_Rural_Populism_On_the_Spatial_Understanding_of_Rurality_for_Analyses
_of_Right-wing_Populist_Election_Success_in_Germany

小規模発電　　　　　　 https://www.pref.nagano.lg.jp/ontai/kurashi/ondanka/shizen/documents/suzaka-yonagosuisha-skim1.pdf

参考文献

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.pref.hiroshima.lg.jp%2Fuploaded%2Fattachment%2F455260.xlsx&wdOrigin=BROWSELINK
https://www.pref.hiroshima.lg.jp/uploaded/attachment/475561.xlsx
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/hurusato/dai2/siryou1.pdf
https://www.pref.hiroshima.lg.jp/uploaded/attachment/451378.pdf
https://www.researchgate.net/publication/352517257_How_Rural_is_Rural_Populism_On_the_Spatial_Understanding_of_Rurality_for_Analyses_of_Right-wing_Populist_Election_Success_in_Germany
https://www.researchgate.net/publication/352517257_How_Rural_is_Rural_Populism_On_the_Spatial_Understanding_of_Rurality_for_Analyses_of_Right-wing_Populist_Election_Success_in_Germany
https://project.nikkeibp.co.jp/mirakoto/atcl/mirai/h_vol107/?fbclid=IwAR26E9UaTusIvKlc24wQYcG7U0bizzHpTyuDLPYL-eb28ZKyoTrJQn-CQb8
https://www.researchgate.net/publication/352517257_How_Rural_is_Rural_Populism_On_the_Spatial_Understanding_of_Rurality_for_Analyses_of_Right-wing_Populist_Election_Success_in_Germany
https://www.researchgate.net/publication/352517257_How_Rural_is_Rural_Populism_On_the_Spatial_Understanding_of_Rurality_for_Analyses_of_Right-wing_Populist_Election_Success_in_Germany
https://www.pref.nagano.lg.jp/ontai/kurashi/ondanka/shizen/documents/suzaka-yonagosuisha-skim1.pdf
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東大の二宮先生！
農業のすごい人！！


