おいでん・さんそんセンターとは
幅広いネットワークを活かし共に考え、伴走するプラットホームです。

VISION わたしたちが目指す社会
都市においても山村においても
人々が暮らしを楽しむ社会
それは、
誰もがひとつのいのちとして大切にされる社会
それは、
自治を基本とする社会

センター運営業務を受託

プラットホーム会議
市民主導で協議・運営

活動
団体

研究者

市民

スタッフ

それは、多様な選択肢があり望めば叶えられる社会

専門部会 研究と実践・ネットワーク拡大

それは、苦労をシェアする社会
それは、子どもたちの目が輝いている社会

MISSION わたしたちの使命

地域スモールビジネス研究会
移住・定住専門部会
森林部会

食と農専門部会
次世代育成部会
セカンドスクール部会

つながる力でミライを変える
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最新の情報は公式サイトまたは、公式Facebookをご覧ください。
おいでん・さんそんセンター

https://www.oiden-sanson.com/
https://www.facebook.com/oidensansoncenter/

つながりがつり出す社会
センターは、
これまでに300件余のいなかとまちの人・地域・団体・企業を

ご相談、お困りごとはお気軽にお問い合わせください。

つないできました。課題を持つもの同士がつながり、互いの課題を互いの
強みで解決したケースが数多くあります。
私たちは競い合うことで成長してきましたが、同時に、格差や支え合いの
風土を希薄化してきました。人も地域も団体も、一つとして同じものはなく、
強みもあれば弱みもあります。人口が減少し、経済が縮小していくこれから、
つながり支え合うことで、真に幸せな社会が実現できると考えます。

〒444-2424 豊田市足助町宮ノ後26-2（足助支所2階）
開所時間：午前8時30分〜午後5時（土日祝日・年末年始除く）

Tel.0565-62-0610（直通）

Fax.0565-62-0614

E-mail：sanson-center@city.toyota.aichi.jp

いなかとまちのある豊田市から、
支え合って豊かになるミライをつくる。
おいでん・さんそんセンターは都市と山村を有する豊田市で
人、
地域、企業をつなぎ、
個々では解決の難しい課題に
新たなアプローチをするためのサポートをしています。

目指すミライを叶えるための、わたしたちの取り組み

発行日2020年3月31日

① 都市と山村の交流コーディネート

② いなか暮らし総合窓口

③「支え合い社会」の研究・実践

いなかとまちがつながる様々な交流をマッチングし、持
続化をサポートしています。

いなか暮らしの総合窓口として移住したい相談者を
サポートしています。

支え合い社会の実現に向けた研究・実践をサポート
しています。

都市部企業と地域のマッチング

移住相談の受付

専門部会の取り組み

VISION わたしたちが目指す社会

社員の育成、商品やサ
山村地域について知りたいという方には、様々な体験が
ービス品質の向上など
でき
るイベントのご紹介。住まいを探す方には制度のご案内
都市においても山村においても
の課題を抱える都市部
をさせていただくなど、
ご相談者にあったアドバイスをさせ
人々が暮ら
しを楽しむ社会
の企業と、
農林業の担
ていただきます。
い手不足による里山環
移住プロモーション『空き家に明かりをプロジェクト』
境の荒廃、地域コミュニ
それは、
誰もがひとつのいのち
と
して大切にされる社会
ティーの弱体化など、課
山村地域への移住をサポートするにあた
題を抱える山村地域をつなぎ、
お互いの強みを生かし、双方
り、
「住まい」
（空き家）が不足していること
それは、
自治を基本とする社会
の課題解決を図る新たな関係性を築きます。
が課題に挙がっています。
そこで「空き家に
それは、
多様な選択肢があり望めば叶えられる社会
明かりをプロジェクト」
を展開し、空き家を活
集落活動応援隊
それは、
苦労をシェアする社会
用した移住者受入れに取り組む地域の活動
山村地域で地元住民と
を後押しし、
受入れの機運を高めています。
それは、
子どもたちの目が輝いている社会
交流しながら、集落活
『車だけって思ってた!?豊田舎移住計画』
動（ 道 路の草 刈り、竹
藪の整備など）を応援
豊田市には“しっかり田舎”がある。山村への
MISSION わたしたちの使命
するボランティアを組織
移住を考えている方たちに移住プロモーショ
し、集落の要請に応じ
ン事業「豊田舎とよたのいなか 移住計画」を
て隊員を派遣します。
実施しています。

６つの専 門 部 会（ 裏 面 参
照）があり、豊田市周辺の
山村地域に
て、
さまざまな
組織・企業・
団 体ととも
にお互いへの理解を深めながら、課題解決
の方策等について検討しています。
山村に関わる人材の発掘・育成
雇われるでもなく起業でもない働き方につい
て、共に深め、実践する
「ミライの職業訓練校」
の開催支援
山 村をフィール
ドにこれからの生き方・働き方・
社会のカタチを考える塾「豊森
なりわい塾」

つながる力でミライを変える

そのほか、研修サポート、CSR（社会貢献活動）や人材
育成を検討している企業担当者にむけた見学ツアーの
開催などの活動を行っています。

受賞歴

成

2017年 一般社団法人おいでん・さんそんが、全
国過疎地域自立活性連盟会長賞 受賞
（総務省）
2018年 「とよた里山猪肉カレー」開発、販売の取
組みが、
「ディスカバー農山漁村（むら）
の宝」に選定（内閣官房・農林水産省）

そのほか、空き家情報バンク制度の支援、空き家片付け
大作戦や暮らしの様子を具体的に想像しながら物件見
学を行う
「暮らしの参観日」のサポート、いなか暮らし博
覧会の実施などの活動を行なっています。

そのほか、山村の魅力・価値PR事業として、いなかとまちのく
るま座ミーティング開催、山村の魅力発信イベントの支援、
ＷＥＢを活用した情報発信、機関誌の発行、パンフレット等
の紙媒体を活用した情報発信などの活動を行っています。

果

各国各県からの視察

■「とよた里山猪肉キーマカレー」。企
業、高校、猪肉を扱う会社の3者を
連携させ、猪肉カレーを開発。獣害
対策の推進にも貢献。
■2017年度に約700万円を売上げ、
第2弾の「猪肉和風カレー」
を開発。

■これまでのマッチング件数
279件
■マッチングによって
生まれた交流人口
25,454人
（2013年〜2019年度まで）

■中国/フランス/タイ/マレーシア/台湾/韓国
■青森県/岩手県/秋田県/埼玉県/茨木県/
東京都/新潟県/石川県/富山県/鳥取県/
山梨県/栃木県/長野県/静岡県/三重県/
岐阜県/和歌山県/滋賀県/京都府/大阪府/
兵庫県/岡山県ほか

利用者の声
畦道

活動の背景
高度経済成長期を経て、
私たちは物質的にはとても豊かになりました。
しかし、
それとひきかえに課題をひきうけることになりました。
日本社会が抱える課題
・過疎に伴う集落活動の停滞

・自然の少ない教育環境

都市部

・社会参加を感じにくい
・企業活動の価値向上

今枝 美恵子 さん

障がい者福祉施設「畦道」をつく
つながりがつり出す社会

山村部

・空き家の増加
・森林や農地の荒廃

ひなたぼっこ農園 加藤 奈美 さん

おいでん・さんそんセンターは移住する前にしょっ
ちゅう利用させていただいていました。豊田市は住
ろうと保健師さんに相談したときに、
んだことがないので分からないことだらけでしたが、
「地域資源を活用した仕事づく
りがし
センターは、
これまでに300件余のいなかと
ま
ちの人・地域・団体・企業を
事前に色々な情報収集ができました。空き家情報は
たいならここに相談するといいよ！」
と
つないできました。課題を持つもの同士がつながり、
互いの課題を互いの
もちろんですが、私たちは農家ですので農地の相談
案内された場所がおいでん・さんそん
などもさせていただきました。
ぷらっと行ってもすぐ対
センターでした。法人も施設も立ち上
強みで解決したケースが数多くあります。
とても助かりました。
げ前にも関わらず、私たちの想いを真剣に聴いてくださり、 応してくださるのも、
おかげさまで本業が忙しくなり、移住してからは、
センターに行くことは
「この地域にはこういう仕事が必要だよ」
と教えて
くださ
私たちは競い合う
ことで成長してきま
したが、
同時に、格差や支え合いの
少なくなってしまいましたが、子どもも生まれ、
自然の中で生活できること
いました。
また、物件の大家さんとの話し合いや地域の方
風土を希薄化してき
ました。
一つとして同じものはなく、
が幸せに感じています。私の出身地は川崎（神奈川県）
なのですが、高
への開所説明にも同席して
く人も地域も団体も、
ださり、
とても心強かったで
速にもすぐ乗ることができるので、実家に帰りやすいのも嬉しいポイント
す。
強みもあれば弱みもあります。人口が減少し、経済が縮小していくこれから、
です。
現在でも困ったことがあるとまずは、
「おいでん・さんそ
私たちの生活スタイルに合ったちょうど良い暮らしができており大満
んセンターへ相談しに行こ
う！」
と思うくらい、
とても頼りに ると考えます。
つながり支え合う
ことで、真に幸せな社会が実現でき
足です。
させていただいています。

岩下町町内会長 大塚 完治 さん
おいでん・さんそんセンターにはじめ
てお世話になったのが2014年4月でし
た。2012年に集落ビジョンのワークショ
ップをやったことがきっかけです。
イノシ
シの住処になっていた竹林の伐採に
十数名の「集落活動応援隊」の方が
参加してくださったことを覚えています。地元の年寄りだけ
で作業したら何日かけても終わりませんでした。
おかげさま
で田畑を荒らすイノシシの被害も減りました。
それから毎年
6月と9月の環境美化活動の時にお願いしている市道沿
いの草刈りに来ていただき本当にありがたいです。今では
9世帯に減ってしまって自分たちだけでは何もやれません。
活動の休憩時間や作業後は応援隊の方と交流でき、住民
もみんな喜んでいます。

