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地域マネジメント法人の設立について

１ 農山漁村に対する現状認識と課題

(1) 農山漁村は、農林漁業の生産の場であるだけでなく、国土の

保全、水源涵養、自然環境の保全等の多面的機能を有している

が、古くから地域の住民の生活単位である「集落」によって、

農地、水路・溜池、湿地、農道、里山、藻場といった農林漁業

に係る資源の保全活動が継続的に行われることを通じてこの多

面的機能が発揮されてきた。

(2) 我が国における農林漁業の営みは、近隣の住民同士の共同の

作業や農地・林地等の資源の共同管理により支えられており、

これを核として、日常の生活の中でも、住民同士による相互扶

助的な関係が形成されてきた。

このような集落における生活面での相互扶助的な活動として

は、①介護・子育て等の生活弱者に対するケア、②町内会等の

自治組織による冠婚葬祭の手伝いや防災・防犯活動、③集落内

のレクリエーションや地域文化の保存・活性化活動などがある

が、これらは、集落の住民生活を支えるという実務的な役割と

ともに、コミュニティとしての一体感や誇りを醸成するという

役割を果たしてきた。

○農村コミュニティの特徴

農村においては、古くから自治組織としての集落が主体となって、生産活動

だけでなく、祭祀行事など生活全般にわたる様々な活動が行われ、地縁的結

び付きの強い安定的な地域社会（＝農村コミュニティ）を形成しているが、その

特徴は以下のとおりである。

① 定住性の高い社会であることにより、歴史、伝統、安定、保守という特性

を有する。

② 地域農業資源の維持管理機能、農業生産面での相互補完機能、生活

面での相互扶助機能といった「集落機能」が発揮されていること。

③ 農村の暮らしの中ではぐくまれた経験や知恵等の伝承の存在が重要な

役割を果たしていること。

④ 「農村社会に承継されているルールを遵守する気風」や「農村社会に備

わった合意形成力」を有する農村コミュニティが存在すること。

（H19「農村のソーシャル・キャピタル」農村におけるソーシャル・キャピタル研究会（農林水産省））

○集落機能の一例

① 農業関連共同活動

農業共同活動（手間換え、結）、農地保全、寄合、共有林手入れ、

交流イベント

② 水路・道路の共同作業

③ 互助的活動

自治会、町内会、婦人会、老人会、青年会、子供会等、スポーツ・娯楽、

集会所、清掃、冠婚葬祭の手伝い、地域の話し合い

④ ボランティア的活動

防災・防犯・消防団活動等、文化歴史活動、ボランティア（子育て、高齢

者への支援）、お宮・お寺管理、伝統行事



- 2 -

(3) しかし、都市部における第二次産業や第三次産業の発展に伴

い、零細小規模農家が大勢を占め、余剰労働力を抱えていた農

山漁村からは、若年層を中心に人口が都市部に流出した。また、

農林漁業を取り巻く経済環境も一貫して厳しい状況にあったこ

とや、経済の発展に伴う企業立地の国際化、サービス産業の効

率化に伴う農山漁村からの撤退などによる兼業機会の減少は、

条件不利な農山漁村の生活を困難なものとしている。とりわけ、

近年の経済不況、公共事業の減少の影響を受け農林漁業以外の

就業機会が更に乏しくなっていることから、農山漁村に定住し

ようとする者は、都市部のそれと比べ極めて少数という傾向が

続いている。他方、農山漁村において第一次産業に従事してき

た中高年の世代は更なる高齢化が進行している。

このため、農山漁村では、人口の減少や高齢化の進行が都市

部と比べて特に深刻な状況にある。

(4) このように、農山漁村の集落においては、青年・壮年といっ

た本来集落の中で中心的な役割を果たすべき層が大きく減少し

た一方で、高齢者が相対的に高い割合を占めるようになったこ

とから、集落が有していた前述の機能が十分に働かなくなった

ため、高齢者が必要とするケアなど、従来は集落内である程度

完結されていた福祉的なサービスや道路・水路の管理といった

生活条件を確保するための作業を外部に求めざるを得ない状況

になっている。

農業地域類型別の高齢者の割合の推移

資料：農林水産政策研究所 橋詰登「日本農村の人口問題（The 
population issue of  rural regions  in Japan）」北東アジア農政研究フォーラ
ム第3回国際シンポジウム報告資料2005年10月、全国平均の1975～2005
年の値は総務省「国勢調査」、2010年以降の値は国立社会保障・人口問題
研究所「日本の都道府県別将来推計人口（平成19年5月推計）」
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ム第3回国際シンポジウム報告資料2005年10月、全国平均の1975～2005
年の値は総務省「国勢調査」、2010年以降の値は国立社会保障・人口問
題研究所「日本の都道府県別将来推計人口（平成19年5月推計）」

2000年＝100.0

0

2,000,000

4,000,000

6,000,000

8,000,000

10,000,000

12,000,000

14,000,000

16,000,000

18,000,000

Ｓ５０ Ｓ５５ Ｓ６０ Ｈ２ Ｈ７ Ｈ１２ Ｈ１７ Ｈ１８

第１次産業

第２次産業

第３次産業

建設業

産業構造の変化
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児島県、平成17年国勢調査において第一次産業従事者の割合が多い５県）の合計、

単位：百万円
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(5) 集落機能の低下に伴い発生したこのような問題については、

これまで地方自治体などの公的機関や商業サービスによってあ

る程度は対処してきた側面があり、表面的には集落の撤退やコ

ミュニティの崩壊が一挙に進む事態は避けられてきたとも言え

る。

しかし、近年広域にわたる市町村合併が急速に進み、地方自

治体は、財政面での制約がある中、行政をより効率的に執行す

るという必要性に迫られており、農山漁村振興に係る予算の削

減、旧役場の支所化による権限の縮小、住民１人に対する自治

体職員数の削減などを行った地方自治体も多く存在し、一般的

には、これまでのように行政区域の隅々の地域の問題にまで、

地方自治体が対処することはできなくなっている。

市町村数等の推移

H11.3.31 H20.11.1

① ②

市町村数 3,232 1,784 55%

平均人口（人） 36,387 66,860 184%

平均面積（km2） 114.8 208.1 181%

②÷①
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資料：総務省「地方財政状況調査」を基に農林水産省で作成

注：１）農林水産関係職員数はＨ７．４．１時点を基準としたＨ１９．４．１現在の割合

２）決算額はＨ７年度を基準としたＨ１８年度の割合であり、一部事務組合の経費を含む。
３）決算額の農業関係は農業費、畜産業費、農地費の合計で、福祉関係は民生費

市町村における職員定員数、普通会計決算額の推移

資料：「平成の合併」の評価・検証・分析（平成20年6月、市町村の合併に関す

る研究会（総務省））を基に農林水産省で作成
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(6) このことに加えて、集落の住民が日常的に利用してきた生活

雑貨等を販売する小売業やＪＡといった身近な機関が、地域の

顧客減少とともに集落近辺から撤退するという傾向にあるほか、

医療施設や介護施設の充実を求める声も多く、自ら広範囲に移

動する手段と能力を有していない高齢者を中心に、生活を維持

するための最低限の条件整備が必要となっている。

(7) また、このような集落を放置しておけば、集落機能は低下す

るばかりで、集落機能を有する地域であれば行われている農地

等の資源管理といった活動は行われることがなく、耕作放棄地

が増加したり、里地里山が荒廃するなど、国土保全等農山漁村

の多面的機能が損なわれ、その影響はいずれ下流の都市部にも

及ぶことは必至と考えられる。
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農協購買店舗数の推移

資料：総合農協統計表

（平成21年4月、農林水

産省）
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施設や住宅の整備（バリアフリー化）

交通網の整備

下水道の整備

配食サービス等による食生活の充実

在宅介護や家事支援活動の充実

医療施設の充実

農村の自然環境・景観の保全

働く場の確保

その他

特に感じていない

無回答

農村等で生活していく上で日頃必要だと感じていること（２つまで）

(%)

資料：平成20年度食料・農林水産業・農山漁村に関する意向調査（農林水産省）

対象者：自営農業に従事している高齢者2,000名

0  5  10  15  20  25 

近くで食料や日用品を買えないこと

近くに病院がないこと

救急医療機関が遠く、搬送に時間がかかること

子供の学校が遠いこと

近くに働き口がないこと

郵便局や農協が近くになく不便なこと

携帯電話の電波が届かないこと（電波状態が悪いこと）

農林地の手入れが充分にできないこと

お墓の管理が充分にできないこと

サル、イノシシなどの獣があらわれること

台風、地震、豪雪など災害で被災のおそれがあること

自身・同居家族だけでは身のまわりのことを充分にできないこと

ひとり住まいでさびしいこと

近所に住んでいる人が少なくてさびしいこと

その他

(%)

生活の上で困っていること

資料：「人口減少・高齢化の進んだ集落等を対象とした日常生活に関するアンケート調査」（平成20年度 国土交通省）

数値は、調査世帯全数に対するそれぞれの項目を一番困っていること等に挙げた世帯主の割合

対象者：人口減少・高齢化の進んだ集落等に居住する世帯主（全国から２０地区選定）（有効回答1,452）
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２ 対応方向

(1) 集落機能の維持

前述のとおり、多くの農山漁村集落では、将来的に住民が生

活するための基本的な条件が成り立たなくなりつつあることを

踏まえ、

① 農山漁村の集落における定住を維持するための仕組みを作

ること（定住の維持に資する「生活支援サービス」の実施体

制を整えること）、

また、集落住民の定住を維持するために何らかの仕組みが必

要とされている地域においては、農地・山林・景観等の資源管

理も十分に行われないことが懸念されることから、

② 農地等の地域資源を適正に管理する活動（以下「環境保全

活動」という。）が継続的に行われる仕組みを確保すること

が必要である。すなわち、従来の集落機能を、将来を見据えて

適切に見直し、維持できる仕組みが必要である。

これらのことにより、国土の保全等農山漁村の多面的機能の

発揮とともに農山漁村の振興が期待できると考えられる。

(2) 地域資源の活用

また、集落住民の定住のためには、まず、生活を送るために

最低限必要なサービスの提供を整える必要があるが、このほか、

地域資源を活用して地域に一定の収入を確保することによって、

より定住意欲の喚起に資するものとして、観光資源を活用した

グリーン・ツーリズムやバイオマス資源等を活用した特産品開

発などの産業化など、地域活性化のための事業（以下「地域活

性化事業」という。）が並行して実施されることが効果的である。

一部の地域でその萌芽が見られるように、特に近年豊かな自

然環境、良好な景観など農村環境に対する国民の関心が高まっ

ており、これら農村環境を地域資源として積極的に活用するこ

とにより、地域活性化事業の一層の効果発揮が可能となる。

○地域資源の活用の事例

稲刈り、郷土料理、農家民宿、雪下ろし等といった地域ならではの

観光資源を活用した体験型グリーン・ツーリズムにより、観光客を

呼び込む

越後田舎体験事業（新潟県上越市）

地域の野山の枝葉等の地域資源を商品化することにより

地域おこしを行う

（株）いろどり（徳島県上勝町）
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(3) 「地域マネジメント法人」の設立

同一の農山漁村地域において、自治会、協議会など多くの活

動組織が設立されているが、少ない人口や限られた人材という

制約のもとでは大部分が同様の構成員から構成されているとい

う状況を踏まえ、前記(1)及び(2)の活動毎にさらなる主体を設

立するよりも、既存組織を含めてこれらを統括して戦略的な活

動を容易とする、核となる組織づくりを行うことが効率的かつ

効果的である。これには、具体的には以下のような内容が考え

られる。

① 取組内容

複数の集落（小学校区程度）の範囲で「生活支援サービス」

の提供、「環境保全活動」を行う「地域マネジメント法人」の創

設を促進する。地域活性化事業についても必要に応じて併せて

行う。

② 法人形態

会社、特定非営利活動法人（ＮＰＯ)、ＪＡ、一般社団法人、

農業法人などその形態は問わず、国等の公的機関が、上記取組

を行う法人を「地域マネジメント法人」として認定する。

③ 活動範囲等

集落機能を維持・再生できる最大の範囲、地域資源を活用し

た経済活動が成立し得る最少の範囲等を勘案し、複数集落（小

学校区程度：およそ100～1,000世帯程度）で一法人を形成する

ことを標準として想定する。

実際の事例でも、複数集落の範囲（小学校区程度の範囲）に

おいて、地域が協議会、会社、ＮＰＯ等を設立し、これらの主

体がサービスの供給や地域資源活用のための取組を行っている

例が見られるところである。

○取組事例

団体名 組織 集落 人口 世帯数 小学 主な活動

形態 数 校数

Ⅰ 任意 １９ ５８０ ２５０ １ ・日用品販売店

川根振興 団体 ・給油所の運営

協議会 ・宿泊研修施設の運営

（広島県安 ・特産加工品の開発・製造

芸高田市）

Ⅱ NPO １１ ３,２０６ １,１５１ １ ・雪まつり、花いっぱい運動

雪のふる 法人 ・放課後児童クラブ

さと安塚 ・スクールバス運転業務

（新潟県上 ・有償ボランティア事業（移

越市） 送、草取り・草刈り、家事

援助、除雪等）

Ⅲ 有限 １１ ８１０ ３１３ １ ・農作業受委託

有限会社 会社 ・農産物・加工品の販売

知井の里 ・生活資材・生産資材の販売

（京都府南 ・高齢者への配食サービス

丹市）

※ 人口、世帯数について、Ⅰ,ⅡはH20時点、ⅢはH17時点。

出典：「新たな結」による地域の活性化報告書（平成21年3月、国土交通省）

複数集落の連携・協同による農村コミュニティの活性化（（財）農村開発企画

委員会）
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３ 定住自立圏構想との連携について

定住自立圏構想は、「集約とネットワーク」の考え方に基づき、

暮らしに必要な都市機能を集約的に中心市に整備するとともに、

周辺市町村において必要な生活機能を確保し、農林水産業の振興

や豊かな自然環境の保全を図ることなどより、圏域全体の活性化

を図ることを目的としている。その一方で、市町村合併で自治体

の規模が拡大した分、コミュニティの重要性はこれまで以上に増

加していることも指摘されている。すなわち、周辺市町村、特に

高齢化・過疎化が進行した農山漁村においては、地域が自立して

基本的な生活機能を有するコミュニティを維持する仕組みを構築

して、各種施策受け入れの基盤となって下支えすることにより圏

域全体が活性化される。

そのため、地域マネジメント法人は、定住自立圏構想における

ネットワークの一環として、

①農山漁村のコミュニティを再生させる生活支援サービス等の機

能を担うことにより定住自立圏域を下支えし、また、

②中心市への農林水産物加工品の提供等地域資源活用ビジネスを

通じて民間活力活用の一端を担う。

③さらに、周辺市町村において地域マネジメントの組織が一定の

水準をもって整備されることによって、中心市による圏域全体

のマネジメントをより円滑に進めることが可能となる。

定住自立圏構想

～住みたいまちで暮らせる日本を～

資料：「定住自立圏構想の概要」（総務省）


