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 近年、農村集落によっては、過疎化や高齢化が進むにつれ、地域の共同活動の回数が減

ったり、活動そのものがなくなったりしています、また、兼業化や混住化の進展、生活圏

の拡大などにより、同じ集落に住んでいるとはいっても、住民同士が顔をあわせる時間が

少ないことや住民の価値観が多様化していることなどにより、住民の連帯感が以前に比べ

て希薄になりつつあります。 

 これらのことは、住民の連帯感や助け合いによって支えられてきた農村での暮らしや自

治的機能が危機的な状況にあることを意味しています。 

 地方分権の推進、市町村合併といった施策の展開を背景に、農村集落の自治能力を高

め、活力を回復させるためには、地域づくり活動が可能な人々がまだ残っている間に、で

きるだけ早めに手を打つことが必要です。 

 本冊子は、農村コミュニティづくりに関する最近の調査結果を踏まえ、現在地域に残っ

ている人々が再び地域づくりに取り組む場合、これまでのように個々の集落がバラバラに

活動するのではなく、一定の地域の集落が連合して新たなコミュニティ（地域のことを考

え、活動する基本的な地域単位を、これまでの集落から、たとえば小学校区単位、旧村単

位などの複数の集落を含むより広域に移すという方法です。）を形成して活動してはどう

か、ということを提案しており、新たな農村コミュニティ形成についての手引き書として

まとめたものです。 

 読者としては、主として市町村行政に携わる方々を想定しており、本冊子が地域づくり

を担当する皆様のお役に立つことができれば幸いです。 

 また、平成 16 年３月に作成した小冊子「集落連合－“強い”農村コミュニティ形成の

ために－」についても内容を再点検し、大幅に加筆・修正を加えた改訂版を作成しました

ので、あわせてご活用下さい。 

 

     平成 19 年３月 

                       農林水産省農村振興局企画部 

                       農村政策課農村整備総合調整室 
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１ 新たな農村コミュニティとは 
 

  1.1 新たな農村コミュニティ 1.2 コミュニティ再編 

 

1.1 新たな農村コミュニティ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 自ら地域づくり活動に立ち上がろう 

 農村地域の活力を回復させるためには、地域づ

くり活動が可能な人々がまだ残っている間にでき

るだけ早めに手を打つことが必要です。その施策

としては、例えば、①就業機会を増やして若者を

定着させる、②都市農村交流活動などを通じて都

市からの移住者を増やすなど、過疎化・高齢化の

進展に歯止めをかけるための新たな人材を確保す

ることなども重要な施策ですが、それと同時に、

地域に現在残っている人々が自ら地域づくり活動

に取り組むことも大変重要になります。 

 しかし、近年、特に中山間地域などでは、従来

のような集落を単位とした住

民共同活動を行うことが困難

になってきている例も多くな

っているようです。その主た

る理由は、いうまでもなく過

疎化や高齢化の進展です。  

 そこで、この手引き書で

は、図Ⅰ-1に示したように、

個々の集落のみでは地域が抱

えるさまざまな課題に対処し

ようとしても限界があるから

「同じような問題を抱える近

隣の集落同士が集まって知恵

を出し合い、行動しません

か」という提案をしていま

す。 

 この手引き書のPartⅢに紹

介するように、事例数はまだ

多くはないと思われますが、

複数の集落が連携して新たな

広域の農村コミュニティを形

成し、地域づくりに取り組

み、一定の成果を挙げている

事例も出てきています。広島

県のように、県全体の施策と

して取組んでいる事例もあり

ます(→コラムⅠ-1)。 

 

(2) 「新たな農村コミュニティ」 

 この手引き書でいう「新たな農村コミュニテ

ィ」とは、ごく簡単にいえば「地域づくりのため

に個々の集落を超えた複数の集落が互いに連携し

て活動することによって形成される、個々の集落

の範囲を超えた（すなわち複数の集落を含む）よ

り広域のコミュニティ」です。 

 ■複数の集落の連携： ポイントは、個々の集

落の範囲を超えた、複数の集落の連携による地域

づくり活動です。 



3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 コミュニティ再編 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ■広域活動のための組織： もう一つのポイン

トは新たな農村コミュニティの活動の基礎となる

活動組織が必要だということです。複数の集落の

■広島県のコミュニティ再編施策■ 
 
 広島県では広島市と福山市を除く県内の4,090の集落を小学校区程度の範囲で再編し、最終的

に4,090集落のおよそ10分の１に該当する450の新たな住民自治組織を結成する目標を立てまし

た。その結果、平成13年度から16年度の４年間に、34市町村2,588集落が275の新たな自治組織

に再編されました。１市町村当たりに換算すると、従前の76集落が８つの自治組織に再編され

たことになります。 

（出所：平成18年４月１日時点の広島県ホーム・ページ掲載情報）        【コラムⅠ-1】 

 新たな農村コミュニティの形成について

は、いわゆる「コミュニティ再編」と表現さ

れることがあります。 

 図Ⅰ-2は、コミュニティ再編に伴う個々の

集落自治組織の取り扱いに関する概念図で

す。「１」と「２」が集落統合、「３」が集

落連合（連携）です。 

 「統合」と「連合」の２つの類型のうち、

集落の統合は長い伝統を有する個々の集落

（の自治組織）が消滅することから住民の合

意が得られない場合もあります。そこで、

個々の集落はそのまま存続した状態で新たな

集落の連合組織をつくり、広域の住民活動を

展開しようという施策が検討され始めていま

す。コラムⅠ-1で紹介した広島県で進めてい

る自治組織の再編も、集落の「連合」です。

 「統合」、「連合」いずれにせよ、結果と

してより広域の、そして従来は存在しなかった

「新たな」コミュニティが形成されます。本手引

書では、市町村が取組みやすいのではないかと考

えられることから、新たなコミュニティ形成につ

いては「連合」を前提としていますが、基本的な

■集落再編■ 
 
 「集落再編」とは一般に集落の（住戸の）集団的な移転を意味します。主として利便性の向上

を求めて、たとえば山間奥地から麓のより利便性の高い場所に集団で住戸を移転することを意味

します。国策もあり、昭和40年代の後半から昭和50年代にかけて多くの事例があります。 

 近年、事例は大変少なくなっていますが、集落移転などに関する国の補助事業の制度は現在も

続いています。 

 なお、北海道で単に「集落再編」と言う場合は、上記のような「住戸の集団的移転」ではなく

コミュニティの再編を意味することが多いようです。 

        【コラムⅠ-2】

考え方は「統合」の場合も同様です。 

 コラムⅠ-2に掲載しましたが、類似する用語に

「集落再編」という用語があります。この「集落

再編」という用語は「コミュニティ再編」に比べ

れば古くから用いられている用語です。 

連携という性格からいえばその組織は「集落連合

組織」です。 
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２ 新たな農村コミュニティを考える背景 
－農村地域に求められていること－ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 近年、農村、特に中山間地域の農村では過疎化

や高齢化などの進展により自治能力に代表される

ような農村コミュニティの活力が低下しつつあ

り、その活力回復が大変重要な施策課題の１つと

なっています。なぜ活力回復が必要なのか、それ

は、そこに定住し続けるための種々の条件を確保

しつつ、農村地域に寄せられている国民的なさま

ざまな期待に応える必要があるからです。 

 農村コミュニティの活力の回復が必要な主な理

由については、現在の農村を取り巻く内外の状況

をみたとき、以下の６点に整理できるものと考え

られます。 

 

 ①住民共同活動の継続による基本的な定住条件

  の確保 

 ②地方分権への対応 

 ③地域間競争への対応 

 ④地域資源の有効活用による経済的基盤確立 

 ⑤地域文化の保存・継承 

 ⑥都市住民に対する新たなライフスタイルの場

  の提供 

 

(1) 住民共同活動の継続による基本的定住 

    条件の確保 

 農村では、道路や水路の清掃作業、防犯・防災

活動、共有林やため池などの管理、集会施設の管

理、花見・祭り・運動会などの季節行事の開催、

冠婚葬祭時の相互扶助など、地域社会を維持し、

そこに住み続けるために必要な基本的な活動は、

多くの場合、集落を単位とする住民の共同活動と

して行われています。しかしながら、近年、農村

集落によっては、過疎化や高齢化が進むにつれ、

住民の共同活動の減少・消滅などの現象が生じて

います。また、同じ集落に住んでいるとはいって

も、住民同士が顔をあわせる機会や時間が少なく

なっていることに加え、住民の価値観が多様化し

ていることなどにより、住民の連帯感が以前に比

べて希薄になりつつあります。そしてそれが住民

共同活動の縮小につながる場合もあります。この

ような情況が継続する場合、(2)以下の課題にも

対応できないことは明らかです。 

(2) 地方分権への対応 

 平成７年の地方分権推進法の制定を契機に地方

分権の時代が始まり、種々の施策がとられていま

す。地方分権の重要なキーワードの１つが「住民

自治」ですが、これは、地域のことは原則として

地域の住民自らが考え、自らの手で実践していく

ということを意味しています。この住民自治の実

現は、まさに地域の活力の回復なくしてはありえ

ません。 

 

(3) 地域間競争への対応 

 現在、農業部門における地域間の競争が激しさ

を増しています。しかも、国や自治体の厳しい財

政状況の下では、さまざまな整備を行うにも投資

効果や地域の意欲などの観点から投資先の選別が

行われるし、当然、近年施策展開されている広域

市町村合併が行われた場合、１つの自治体内に含

まれる集落や地域が増える分だけ地域整備のため

の予算の配分が見直されるのも仕方ないことで

す。こうした中、近年都市農村交流などの地域お

こし活動が各地で盛んに行われていますが、他地

域よりも優れた活動内容のものでなければ地域お

こし活動の「果実」を得ることはできません。こ

のようなさまざまな地域間競争に勝ち抜いていく

ための活力が今後の農村には要求されます。 

 

(4) 地域資源の有効活用による経済的基盤 

    の確立 

 地域が安定して存続するための重要な条件の１

つが経済的な自立です。農村地域の経済的な自立

については農林業の振興が基本ですが、このほか

農村地域に存在するさまざまな地域資源をうまく

組み合わせて、一定の収益や雇用を生み出すよう

な仕組みを組み込んだグリーン・ツーリズムなど

の地域おこし活動をする必要があります（※）。

このような地域おこし活動は(1)で述べたような

従来の自治活動の枠を超えた活動であり、その意

味では自治活動の回復のための活力回復を超えた

さらなる活力の発揮が必要となります。 

 ※地域資源の有効活用は、結果として農地や林地の

  保全等の国土保全にもつながります。 



5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(5) 地域文化の保存・継承 

  農村における過疎化や高齢化の進展などによる

コミュニティ活動の低下は、地域における自治力

の低下をもたらす一方で、伝統芸能や伝統工芸な

どの伝統文化の保存・継承の面でも危機的な状況

をもたらしています。これら伝統芸能や伝統工芸

のほか、その地域の自然条件、農業や林業などと

密接に結びついて形成されてきた地域独特の生活

様式も含めた広い意味での地域の文化について

は、現在の世代は後代に継承していく義務がある

のではないでしょうか。そのための活動の回復や

展開が望まれます。 

 

(6) 都市住民に対する新たなライフスタイ 

    ルの場の提供 

 社会の成熟化に伴い都市に暮す人々の価値観の

多様化の一端として「ゆとり」や「やすらぎ」な

どを求めて農村にＩターンを希望する人々が増加

するなど、人の動きやライフスタイルに新たな兆

しがみられるようになりました。また、近年の情

報通信網や交通網の整備により、人とものと情報

の流れの「（都市と農村との間の）双方向化」が

進みつつあります。このような状況を背景に、農

村は、今後、国民の暮らしや人生を充実させる場

としての意義は益々高まっていて、都市に暮らす

人々にとってもゆとりあるライフスタイルの場と

なることが求められています。このような場を適

切に提供するためには、農村側に一定の自治能力

を前提とした活力が必要となります。 
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３ 新たな農村コミュニティ形成のメリット 
 

3.1 地域住民のメリット  3.2 行政にとってのメリット 

 

3.1 地域住民のメリット 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

活動する場合、一般に利用し得る地域資源は「そ

の集落の範囲内」に限定されます。しかし広域を

単位として活動する場合は、広域に分布する地域

資源すべてにわたり活用できることになります。

 

(3) 役職負担の軽減の可能性 

 現在、過疎化の進展などにより小規模化した集

落では、一人で集落の役職を複数兼務することか

らくる役職負担が大きくなっています。たとえ

ば、わずか20戸程度の小さな集落に、農業関係の

役職も含めれば約60の役職があるという事例もあ

ります。 

 この役職負担を軽減することについては、複数

の集落の自治組織が統合して1つの自治組織にな

るいわゆる「集落統合」の場合に顕著な効果とし

て期待できますが、個々の集落の自治組織を残し

たまま、集落の連携によって広域のコミュニティ

を形成する場合にも、以下に示すようにある程度

は期待できます。 

 複数の集落が連携・共同して考え・活動するこ

との地域住民にとっての主たるメリットは以下の

３点に整理できます。 

 (1) 規模のメリット 

 (2) 地域資源の広域利用 

 (3) 集落自治組織における役職負担の軽減 

 

(1) 規模のメリット 

 「三人寄れば文殊の知恵」ということわざや

「毛利元就の三本の矢」という逸話があるように

（→コラムⅠ-3）、個々の集落が単独で問題を処

理する場合よりも、地域全体で考えて処理する方

が、多くの知恵と力を結集することができ、有効

かつ効率的です。 

 また、かりに個別集落単位に活動する場合であ

っても、連携し協同する体制が組まれていれば他

集落からの支援も可能になります。たとえば、本

手引書のPartⅢで紹介する新潟県十日町市水沢地

区振興会の例では、かつて集落の青年団が主催す

るイベントには「助っ人」や「賑わい要員」とし

て他集落の青年団も参加した、ということです。

このようなことがいつでも可能なように新たな集

落連合組織で取り決めることもできます。 

 

(2) 地域づくりのための地域資源の広域利用

 上記の(1)が「人に関する規模のメリット」で

あるとすれば、この(2)は「ものに関する規模の

メリット」です。 

 いわゆる地域おこし活動に際しては地域資源の

有効活用が課題になりますが、個々の集落単位に

■三人寄れば文殊の知恵■ 
 ごく普通の平凡な人間でも三人集まって考えれば知恵をつかさどる文殊菩薩(もんじゅぼさつ)

のようなよい知恵が出るものだ、という意味。 
 

■毛利元就の三本の矢■ 
 安芸の国の戦国大名の毛利元就（もとなり）が息子三人を集め、矢は一本ならば容易に折る

ことができるが三本束ねればなかなか折れないことを示し、三人力を合わせれば毛利家を守れ

ると伝えたという逸話。 

                                                         【コラムⅠ-3】
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3.2 行政のメリット 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1) 個々のコミュニティ活動の活動単位の再編

    に伴う役職負担軽減 

 単純な例ですが、集落の種々のコミュニティ活

動の再編の一環として、たとえば、それまで個別

集落ごとに行われていた老人会の活動を複数の集

落単位の活動に移すものとすれば、個別集落ごと

の「老人会会長」は必要なくなります。 

 2) 行政関連等組織の役職負担軽減 

 現在、市町村には、交通安全、消防、社会福

祉、青少年育成、社会体育、統計調査、文化財保

護などのさまざまな行政分野に関し、当該行政分

野への民間ベースの協力組織が設置されている場

合があります。また、市町村によっては、類似の

組織として「○○道路建設促進協議会」などの特

定プロジェクト推進のための協力組織もありま

す。 

 このような市町村行政に対する協力組織につい

ては、集落単位に当該組織の「委員」、「評議

員」、「支部長」などの役職員が置かれている場

合があります。ただし、これらの役職員は、通

常、当該行政分野への協力依頼のための市町村と

住民との間の「取次ぎ役、窓口役」（会議へ出席

して、必要事項を住民に伝えるなど）という性格

が強く、必ずしも当該組織の集落単位の活動のた

めの代表者というわけではありません。したがっ

て、当該行政分野への協力が支障なく行われる見

通しがあれば、行政協力については広域のコミュ

ニティ組織がまず対応することとし、必ずしも集

落単位に役職員を置く必要はなくなる可能性があ

ります。 

 3.1は地域住民の立場からみたメリットです

が、行政の立場からみたメリットもあります。基

本的には「行政（事務）効率」に関するメリット

です。 

 ① 個々の集落単位に行っていた行政サービス

  をより広域単位に移すことによるコスト削減

  の可能性（サービスの質を落とさないことが

  前提） 

 ② 従来の集落を単位とする行政施策に関する

  合意形成をより広域の単位に移すことによる

  労力等の節減 

 

 なお、表Ⅰ-1は、上述した全県下で自治組織の

再編を進めている広島県が自治組織再編のメリッ

トとして整理したものです。 
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             ■集落連合組織形成への期待■ 
 
(1) 自治的機能の回復・向上 

 ①行政が立ち入らない領域"結"のみで成り立つ部分の今後の継承 ／ 道路・水路の共同清掃 

  作業の復活等 

 ②手を組むこと（連合）で新しいものが生まれる 

 ③連合化する過程で各集落の課題が整理される 

 ④行政に改善を求めることができるような組織づくりが必要 
 
(2) 行政面の期待 

 ①行財政改革への寄与（集会施設の統合化等）（ただしこれが前面にでてきてはいけない） 

 ②集落間ネットワークの強化による住民へのサービス提供のスムーズ化 

 ③自治体・農業団体との連携強化 
 
(3) 農林業に関する期待 

 ①作付けの集団化、農業機械・施設の共同利用や作業の効率化、農作業の受委託などは組織 

  的に計画し取り組む必要がある 

 ②農地の維持管理効果（ただし、一時的には集落機能は維持・継続され、農地荒廃がある程 

  度防止が見込まれるものの、長期的に見た場合、効率的な土地利用のために必要な転出等 

  不在地主の土地の処理が解決できるかどうかが課題）。 
 

（平成14年度農村集落組織づくり支援検討調査、集落連合に関する市町村担当者の自由記入意見より） 

                               【コラムⅠ-4】 

 またコラムⅠ-4は、集落連合組織形成に期待す

る市町村の農政などの担当者の意見を集約したも

のです。 
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４ 新たな農村コミュニティのイメージ 
－構成員、活動内容、組織体制など－ 

 

 新たな農村コミュニティの活動のための組織（以下、便宜上「集落連合組織」）について、その構成員、

組織地域範囲、活動内容、組織体制などについてその概略を説明します。 

 

   4.1 集落連合組織は地縁型組織  4.2 集落連合組織の組織範囲 

   4.3 集落連合組織の活動内容   4.4 集落連合組織と各種既存組織との関係 

   4.5 集落連合組織の組織体制事例 

 

4.1 集落連合組織は地縁型組織 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 農村にはいろいろな組織があり、さまざまな活

動を行っていますが、その組織は基本的には地縁

型組織と機能的組織の２つに大別することができ

ます（→表Ⅰ-2）。 

 

(1) 地縁型組織と機能組織 

 1) 地縁組織 

 自治会、町内会などが代表的な地縁型組織で

す。地域や土地という空間をベースとする組織で

あり、当該空間の全世帯（世帯員）が参加するの

が普通です。当該空間内の事業所や団体などがオ

ブザーバーのような形で参加する場合もありま

す。ごく簡単にいえば、当該地域における定住の

ための、おおむね住民の全てに係わるようなさま

ざまな課題に対処する「地域の共同管理組織」で

す。 

 2) 機能的組織 

 一方、機能的組織は、特定の活動を円滑に遂行

するために結成される組織であり、当該活動に賛

同する者が参加します。ボランティアグループや

ＮＰＯ法人などがその代表的な例です。 

 

(2) 集落連合組織は地縁型組織 

 新たな農村コミュニティ形成のための集落連合

組織は地縁型の組織です。後述するように、小学

校区などの複数の集落を含むより広域の地域に居

住する全世帯員が主たる参加者であり、当該地域

で定住を続けるために必要なさまざまな課題に地

域の住民が共同して対処する組織です。 

 

 ■参加単位としての個人／世帯 

 従来の自治組織、町内会などの地縁型組織の参

加単位は実質的に「世帯(あるいは戸)」である場

合が多いものと考えられます。いいかえれば、世

帯主や戸主の合議により当該組織の意志が決めら

れてきたと言ってもいいかもしれません。しか

し、これからの地域づくりは、地域の老若男女

が、それぞれ活動内容は異なるにしても、原則と

して平等な立場で地域づくりに参加すべきである

ことから、規約などで「住民単位の参加」を明確

にすることが望ましいと考えられます。 

 次ページのコラムⅠ-5は地縁組織への参加単位

に関する規約例です（仙台市がコミュニティ活動

支援施策の一環として住民に例示しているモデル
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4.2 集落連合組織の組織範囲 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

町内会規約例）。 

 なお、この仙台市の場合、都市部コミュニティ

維持の「難しさ」のせいでしょうか、厳密な規定

になっています。これに対し、農村部では、全住

民参加を暗黙の前提とし、単に「○○会は△△△

（地名）に居住する住民をもって組織する。」の

ように、単純化された規定もあります。 

■自治会・町内会等の参加者に関する規約例■ 

－仙台市がコミュニティ施策として住民に提案するモデル規約例－ 
 
（会員及び賛助会員） 

第５条 第３条に定める区域内に住所を有する個人は，全て本会の会員となることができる。 

  ２ 本会は，正当な理由がない限り，第３条に定める区域内に住所を有する個人の加入を 

   拒んではならない。 

  ３ 第３条に定める区域内に住所を有する法人，組合等の団体は，本会の賛助会員になる 

   ことができる。 
 
（入退会及び資格喪失） 

第６条 本会に入会しようとする者又は本会を退会しようとする者は，会長に届け出なければ 

   ならない。 

  ２ 会員が退会したとき，死亡したとき及び第３条に定める区域外に住所を移したとき 

   は，会員の資格を喪失する。 
 

 （仙台市のホームページより）                   【コラムⅠ-5】 

(1) ポイント 

 集落連合組織の組織形成地域範囲の決定に際し

ては、以下の３点が主たるポイントになるものと

考えられます。（図Ⅰ-5） 

 1) 一定規模の人的資源を確保できるか？ 

 広域であるほど「人的資源」の確保は容易です

が、逆に以下の2)、3)の「地域のまとまり」とい

う点からは難しくなります。（規模事例について

は後述します。） 

 2) 求心力が確保できるか？ 

 求心力の確保については、「当該広域が何らか

の関係で結びつきがあるあるいは結びつきがあっ

た」、「抱えている問題がおおむね同じ」という

ような条件である程度は判断できます。 

 3) 住民がその圏域を実感・体感できるか？ 

 その人の日常の行動範囲にも左右されますが、

ある字名などを挙げたとき、家、農地、林地など

そこの土地の様子を頭に思い浮かべることができ

るような範囲が望ましいと思います。 

 

(2) 想定される組織範囲 

 集落連合組織の具体的な組織範囲としては、一

般に以下のような地域範囲になることが想定され

ます。 

 なお、以下の圏域は、全て互いに独立して存在

するというわけではなく、重複する場合も多いも
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のと思われます。 

 1) 旧村 

 具体的には、いわゆる〈旧村〉の範囲がまず検

討対象となるのではないかと考えられます。この

旧村は、昭和30年前後に全国的に行われた〈昭和

の大合併〉の直前の町村の単位です。 

 2) 学校区などの住民共同利用施設の利用圏域 

 保育園、小学校、中学校、公民館など住民が共

同して利用する地域施設の利用圏域も有力な組織

範囲となります。特に小学校は代表的な地域施設

であり、地域と一体となって行われる運動会、Ｐ

ＴＡ活動、後援会組織など、その校区を単位とす

るまとまりが強いため、新・旧小学校区の範囲は

有力な組織範囲になります。 

 なお、旧村の区域は、通常、これを単位として

小学校が設置されている、あるいは設置されてい

た場合が多く、旧村の範囲と小学校区の範囲とは

重なっている市町村も多いものと思われます。 

 3) 大字 

 地名表示で言う「大字」は明治21年の町村制施

行時の旧藩政村という歴史的にもまとまりのある

区域であり、組織範囲の検討対象になります（コ

ラムⅠ-6）。 

 4) 地形等 

 その他上記のような行政関連範囲ではなく、地

形や水系を考慮した地域範囲とすることも考えら

れます。 

 図Ⅰ-6は、平成元年度以降に結成された集落連

合組織事例について当該組織の組織範囲をみたも

のです。組織範囲を回答した161事例のうち85事

例、53.2％、約半数強が「旧村」あるいは「新・

旧小学校区」という行政関連地域範囲を組織設置

単位としています。 

 

(3) 組織規模（世帯数、人口など） 

 一定のマンパワー（人的資源）の確保という点

からいえば、世帯数規模が小さいよりは大きい方

が望ましいと思います。しかし、合意形成やまと

まりやすさという点からは一般にその逆のことが

いえます。 

 組織の規模については事例をみるとかなりばら

つきがあります。次ページの表Ⅰ-3は広島県旧高

宮町（現、安芸高田市）の事例です。同表の①川

根振興協議会は新たな農村コミュニティの形成事

例として全国的に有名な組織ですが（※）、平成

12年国勢調査時点で249世帯612人の規模です。旧

高宮町のその他の集落連合組織をみると、最も規

模の小さな③「志部府地区コミュニティづくり親

交会」と逆に最も規模の大きな⑦「来原地区コミ

ュニティづくり連絡協議会」とでは10倍以上の差

が認められます。 

 ※川根振興協議会については本マニュアルのPartⅢ

  で事例の１つとして紹介しています。 

 集落連合組織の組織範囲に含まれる集落の数に

ついてみると、これも組織によって異なります。

表Ⅰ-3の広島県旧高宮町の例では、行政区を単位

としてみていますが、③「志部府地区コミュニテ

ィづくり親交会」の３行政区から⑦「来原地区コ

■字（あざ）■ 
 
 日本における一筆耕地の集合体の一種。「小字」と「大字」とがある。 

 小字は土地のある程度の区画であるとともに、集落機能の上からみると、水田地帯では水がか

りの共同の単位としての農家集合体でもあり、村落共同体の最小単位である。 

 これに対し、大字は、明治21（1888）年の町村合併の標準訓令に示されたように、旧村（む

ら、藩政村）の名称を大字としたもので、数個の小字の集合体であり、行政的な意味のかなり強

い、社会的な機能集団である。 

 出典: 日本地誌研究所『地理学辞典』（1977）より                【コラムⅠ-6】
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ミュニティづくり連絡協議会」の26行政

区まで差があります。 

 図Ⅰ-7は、平成元年度以降に結成され

た集落連合組織事例について当該組織に

含まれる集落数をみたものですが、集落

数を回答した143事例のうちおよそ半数

弱が「２～４集落」に該当しています。 

 

(4) 組織構成集落の地形的広がり 

 集落連合組織を新たに結成する場合、

通常、地形的に見てある程度近接して立

地している集落がその対象になることが

想定されます。 

 図Ⅰ-8は、新潟県柏崎市の「別俣コミ

ュニティ協議会」（平成18年10月末時点

で166世帯、532人）を構成する３行政区

(集落)、「久米」「細越」「水上」の分

布ですが、すり鉢（の底）状に展開する

農地を囲み、互いに比較的容易に行き来できる距

離に立地しています。 

 図Ⅰ-8は理想的・モデル的な場合であり、峠を

越えなければ行き来できないなど距離が著しく離

れて立地している集落同士の組織結成は難しいか

もしれません。 
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4.3 集落連合組織の活動内容 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 集落連合組織の活動内容 

 集落連合組織の活動すなわち新たな広域のコミ

ュニティの活動内容は、一般に、以下の条件に該

当する活動です。 

 ①地域の住民におおむね共通した利害を有して

  いる活動 

 ②いわゆる地域おこしも含めた、地域における

  定住に関係する活動 

 ③地域内の個々の集落が単独で実施するのが無

  理、あるいは個々の集落が連携・共同して実

  施することがより効率的な活動 

 上記の主として①、②に該当する活動分野をも

う少し具体的にいえばそれは以下のような活動分

野になります。（→図Ⅰ-9） 

 １ 地域内の生活環境の維持・形成（道路や水

  路の清掃・美化など） 

 ２ 地域資源(農地、林地、水、史跡など)の保

  全と活用 

 ３ 住民同士の相互扶助（育児支援、高齢者支

  援など） 

 ４ 住民同士の親睦・レクリエーション 

 ５ 地域の伝統文化の継承・保全、新たな地域

  文化の創造 

 ６ 消防団、体育協会、ＰＴＡなど地域内各種

  団体・組織との地域づくりのための連携 

 ７ 都市農村交流、コミュニティビジネスなど

  の地域おこし 

 ８ 行政との連携（住民要望の調整、行政サー

  ビス実施に対する協力など） 

 なお、新たなコミュニティの活動当初は、活動

領域を広げずに意図的に抑え、活動実績を重ねな

がら次第にその領域を広げて行くという手法も考

えられます。 

 

(2) 農業関連活動との関係 

 集落連合組織の活動内容の決定に際して忘れが

ちになるのがここで述べる農業関連活動との関係

や次の(3)で述べる個別集落活動との関連の検討

です。 

 まず農業関連活動との関係ですが、農業、特に

生産面については、一般的には、高度化・システ

ム化され、機械利用組合、作目別の生産組合など

専門化した組織が別途用意されていることが多い

ため、仮に活動するとしても、集落連合組織とし

てはそれら別途組織の機能を補完するような活動

内容になるものと考えられます。 

 農家だけでなく非農家も含めた地域全体で農

地・林地や水路など農業関連資源を保全管理する

可能性を検討することも有意義だと思われます。

 

(3) 個別集落活動との関係 

 集落連合組織は住民による地域管理活動の最高

の意志決定機関としての役割を果たすことが望ま

しいと考えられます。この場合、集落連合組織は

個々の集落（従来のコミュニティ）が個別に行う

活動の指針を与えるとともに、必要に応じてそれ

らの調整を行えるような機能を有することが理想

です。 

 また、従来個々の集落が単独で行ってきた活動

が今後は労力の確保などの点で継続が難しくなる

と見込まれる場合、その活動の必要性などを考慮

しながら集落連合組織の活動として実施すること

も考えられます。 

 さらに、個々の集落単位では現在行われなくな

っている活動について、個々の集落に比べて組織

規模が大きくなることのメリットを生かした、集

落連合組織の活動としての復活の可能性も検討し
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4.4 集落連合組織と各種既存組織との関係 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ます。 

 個別集落の活動との関係についてはもう一度、

PartⅡの「７ 新たな農村コミュニティの活動と 

個別集落の活動との関係」でも触れます。 

(1) 地域のさまざまな組織 

 活動の程度はともかくとして、農村地域には以

下に例示するようなさまざまな組織があります。

集落連合組織結成を検討する場合、「集落連合組

織の下部組織として明確に位置づける」、連携は

するが下部組織としては位置づけない」など、そ

れらの組織と集落連合組織の関係を整理しておく

必要があります。 

 1) 子ども会、老人会などの属性別組織 

 現在でも比較的規模の大きな集落で、集落単位

に子ども会、婦人会、老人会などの属性別の組織

が残っている場合があります。参加人員が確保で

きない場合は、組織が消滅していることもあれ

ば、人数を確保できる複数の集落を単位として組

織化されていることもあります。これらの属性別

組織は参加属性が限定された地縁的組織と見るこ

とができます。 

 2) 公民館活動組織 

 社会教育の一環としての公民館（→コラムⅠ-

7）活動のための組織は機能的組織です。公民館

活動組織は一般に集落を超えた広域組織であり、

仮にその活動が活発である場合、新たな集落連合

組織の形成に際しては「集落連携」に関するプラ

スの要素として働く可能性があります。 

 従前の公民館活動組織を組込んだ集落連合組織

の事例もあります（たとえば、京都府の旧美山町

（現南丹市）の地域振興会）。 

 3) 氏子・檀家組織 

 地域・土地と密接に結びついた宗教施設である

神社やお寺には氏子や檀家の組織があります。そ

の構成メンバーは自治会や町内会の構成メンバー

と一致する場合もあり、メンバー構成という点か

らは一見、地縁組織の様相を示す場合もありま

す。しかし、氏子や檀家の組織はあくまでも特定

施設の宗教活動のための組織（機能的組織）であ

り、形式的には集落連合組織とは別組織になるも

のと考えられます。 

 4) 地域おこし関連組織 

 地域の有志が組織を結成し都市農村交流などの

地域おこし活動を行っている場合があります。こ

の組織は典型的な機能的組織です。新たに集落連

合組織を結成する場合、既存の地域おこし関連組

織の活動メンバーを結成の中心的メンバーとする

ことも考えられます。 

 5) 連合自治会・町内会など 

 いわゆる旧村（昭和30年前後の市町村合併直前

の町村など）や学校区などを単位として、その中

に含まれる集落の自治会・町内会などの連合組織

が結成されている市町村も多いものと思われま

す。これらは形式的には集落連合組織です。 

 ただし、組織によっては広域での住民活動のた

めの組織というよりは、単に自治会や町内会など

の代表による連絡協議会的な性格を有する組織に

なっている場合もあります。このような場合、地

域活力の再生の視点から、真の自治活動組織とし

ての連合組織に衣替えすることを考える必要があ

るかもしれません。 

 6) 農業関連組織 

 現在でも、「農事実行組合」など、地域によっ

ては地縁的性格を有する、農業全般に関する活動

組織が残っている地域もありますが、農業関連組

織の多くは、ご承知のように、農業が高度化・専

門化した現在は「機械利用組合」、「花き栽培部

会」……など特定の機能に限定された機能的組織

が結成される場合が多くなっています。 

 

(2) 集落連合組織と行政との関係 

 集落連合組織は、地方自治法などの法律で位置

づけられた自治組織ではないという意味では任意

組織です。また、行政の下部機関・下請け機関で

はありません。行政と協同で地域づくりを行う

「行政のパートナー」です。 
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4.5 集落連合組織の組織体制事例 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          ■公民館■ 

□公立公民館 

 平成17年度の社会教育調査（文部科学省、３年ごとの調査）によれば、以下の①または②に

該当する公民館は全国に1万8,182施設あります。 
 
  ①社会教育法第21条の規定に基づき設置された公民館 

  ②同法第42条に規定する公民館類似施設のうち、市町村が設置した施設で、市町村教育委

   員会が所管するもの 
 
 「公民館活動組織」とは、狭義にはこの①または②の施設に係る組織です。これらの公民館

はいわゆる「公立公民館」であり、社会教育のために市町村条例によって設置されています。

 

□自治公民館 

 上記の②と類似する施設に「自治公民館」と呼称される施設があります。 

 「社団法人全国公民館連合会」では平成14年度に自治公民館の数の調査を実施しました。そ

の際の自治公民館の定義は以下のようなものです。 
 
 ａ自治会・町村会・区、神社等の地域の住民により設置され、管理・運営されている社会教

  育施設。自治公民館は、地域の住民がお金を出し合い、あるいは積み立てて（一部には市

  町村から建設補助費をもらったものもある。）建設し、自主的に維持管理しています。 
 
 ｂ市町村立で、主として社会教育に活用されている町内・民間の集会施設（いわゆる公設民

  営とされるもの)。住民の地域活動の場に活用されている住民の集会施設 
 
 ｃ施設がなくて、○○公民館という名称がある場合も、含みます。 
 
 上記の定義での調査結果は、7万6,883という施設数でした。 
 
 自治公民館は、社会教育活動のみならず、それを含めた地縁組織の住民共同活動の拠点施設

として利用されているものと考えられます。 
 
 なお、常識的には上記の「ｃ」は？なのですが、現実に鹿児島県では、施設の有無に関係な

く、自治公民館の計数単位を自治会などの組織数としているそうです（その数は、1,915）。 
 
 このように、一口に公民館と言っても、市町村によってそのとらえ方が異なるようです。皆

様の地域では公民館とはどのようなものでしょうか。 
 
（「自治公民館」については、社団法人全国公民館連合会のホームページにおける公民館Ｑ＆Ａによる） 

 

                                   【コラムⅠ-7】

  集落連合組織組織を設置す

ることになる場合、その地域

のおかれた状況に応じてさま

ざまな組織構成になるものと

思われますが、ここに挙げた

例（右図）では、各組織活動

に老若男女の区別なく参加し

てほしいということから、青

年部、婦人部、老人部などの

性別・男女別の下部組織は設

けていません。 

 以下、集落連合組織のさら

なるイメージアップのため
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に、以下の２つの組織の組織

体制事例を紹介します。 

 ① 山口県周南市中須北地 

  区（旧徳山市）の「棚田 

  清流の会」 

 ② 熊本県和水（なごみ） 

  町（旧三加和町）のムラ 

  づくり協議会「夢ランド 

  十町」 

 

(1) 棚田清流の会 

 「棚田清流の会」のある中

須北地区は、山口県旧徳山市

の市街地から北東方向20kmに

位置する、典型的な中山間地

域です。 

「棚田清流の会」は、平成10

年度から12年度にかけて同地

区に導入した「農山漁村快適

環境創造活動促進事業」で作

成した「やすらぎの里づくり

憲章」の実現に向けて行動を

おこしていくための組織とし

て平成13年に誕生した組織で

す。 

 

(2) 夢ランド十町 

 ムラづくり協議会「夢ラン

ド十町」のある熊本県の旧三

加和町（現和水町）は、熊本

県の北西部、福岡県との県境

に位置する山間の小さな町で

す。「夢ランド十町」が組織

されている十町地区（小学校

分校区）はその旧三加和町の

北東端に位置しています。 

 「夢ランド十町」は、旧三

加和町の全町を対象とする自

治組織の再編の呼びかけに応

え、「第１号」として平成10

年に発足しました。 

 「夢ランド十町」について

は、本手引書のPartⅢで事例

６としてもう少し詳しく紹介

します。 
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(3) ２組織における個別集落自治会との関係

 この２つの組織は、個別集落自治会との関係に

おいてそれぞれ微妙に異なっています。 

 まず「棚田清流の会」ですが、ここでは、同会

と個々の集落自治会とはそれぞれ「対等な立場」

での協力関係で結ばれています。これに対し「夢

ランド十町」の方は、形式的には同会と個々の集

落自治会は対等な関係にありますが、同会は実質

的には個々の集落単位に行われる住民活動のかな

りの部分のコントロール機能を有しています。す

なわち、「夢ランド十町」は、同会を構成する各

集落が従前それぞれ個別に行っていた種々の活動

について、それらを同会としての地域づくりの方

針のもとに調整し、各集落における活動を集落支

部活動として整理し直しています。 

 個々の集落の活動に対しての集落連合組織の関

与の程度については地域が決めることですが、集

落連合組織を当該地域における最も重要な地域共

同管理組織として位置づける（あるいは将来そう

なることが想定される）場合は、可能であれば、

個々の集落を集落連合組織に明確に位置づけてお

く「夢ランド十町」型の組織体制の方が理想的か

と思います。 
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PartⅡ
新たな農村コミュニティ形成の
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１ 新たな農村コミュニティの形成段階 
－あなたの市町村はどこから始めますか？－ 

 

  1.1 新たな農村コミュニティの形成段階  1.2 各形成段階ごとの要作業内容概要 

 

1.1 新たな農村コミュニティの形成段階 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 図Ⅱ-1は新たな農村コミュニティの結成段階に

ついての概念図です。新たなコミュニティの形成

段階について、あなたの市町村はどの段階にあり

ますか？ 

 

■P1（未組織）段階 

 新たなコミュニティがまだ形成されていない段

階です。 

 この段階はさらに、図中のＡ、Ｂの２つの段階

に分けられます。 

 Ａ まだ施策的な動きがない段階 

 Ｂ 企画検討等を行っている発足準備段階 

■P2（始動期）段階 

 新たなコミュニティの活動がまだ軌道に乗って

はいない、いわば始動期の段階です。どの程度煮

詰めて新たな農村コミュニティを発足させたかに

もよりますが、一般に、活動全体が軌道に乗るま

でには数年程度かかるのではないでしょうか。 

 この段階の「過ごし方」が特に重要になる場合

があります。それは、たとえば以下の①、②のよ

うな場合です。 

 ①住民合意が不十分 

   地域のリーダー層の合意は得られているが

  地域住民全体の合意形成は必ずしも十分では

  ない状態で発足する場合 

 ②活動内容の詰めが不十分 

   具体的な活動内容に関するプログラムを十

  分に詰めないまま新たなコミュニティの組織

  体制や組織規約などを定めて発足する場合 

 新たなコミュニティの形成を急ぎすぎたり、そ
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1.2 各段階ごとの要作業概要 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

れに対する市町村の関与が強すぎる場合などに

①、②のような状況になるかもしれません。 

 このような状態をそのままにしておいた場合、

時間の経過とともに、次のＰ３段階（のＣ）に移

行する可能性があります。 

■Ｐ３（停滞）段階 

 始動期は過ぎて一定の時間が経過したものの、

新たなコミュニティの活動状況が必ずしも順調で

はない状況にある場合です。 

 具体的にはさらに図Ⅱ-1中のＣ、Ｄの２つの場

合に分けられます。 

 Ｃ（停滞－当初から） 

   始動期の活動状況に近い状態で、当初の予

  定通りには活動が活発になっていない場合 

 Ｄ（停滞－近年） 

   毎年繰り返される「定常的な活動」などは

  実施しているものの新たな活動の動きがない

  など、活動が停滞・縮小気味の場合 

■Ｐ４（最盛期）段階 

 活動が軌道に乗っていて、当初の計画にはない

新たな活動も始まるなど、活動が順調に推移して

いる段階。 

 ここでは、各段階でどのような作業（市町村）

が必要になるかについてその概要を説明します。

 

(1) Ｐ１（未組織）段階 

 これから新たな農村コミュニティの形成に取組

む段階です。ここでは、一般に、以下のような作

業を行います。 

 1) 可能性の検討  

 詳しくは、本手引書の以下の部分を参考にして

ください。（以下、●印は参考箇所） 

  ●PartⅡ ３新たな農村コミュニティ形成の

   可能性の検討 

  ●PartⅡ ６高齢化が進んだ地域における新

   たな農村コミュニティの形成 

 2) 住民の合意形成 

 ここでの合意形成は主として「必要性なども含

めて、住民共同活動のための新たな農村コミュニ

ティを形成すること」についての合意形成です。

  ●PartⅡ ４住民の合意形成 

 3) 新たな農村コミュニティの具体的な組織体

   制や活動内容などに関する計画作成 

  ●PartⅠ ４新たな農村コミュニティのイメ

   ージ 

  ●PartⅡ ５新たな農村コミュニティ形成・

   活動の主体 

  ●PartⅡ ７新たな農村コミュニティの活動

   内容と個別集落活動との関係 

 4) 集落連合組織の発足と活動開始 

 新たな農村コミュニティの活動のための集落連

合組織が発足したら、できるだけ早い時期に地域

全体が参加できるような共同活動をすることが望

ましいと思われます。 

 

(2) Ｐ２（始動期）段階の作業概要 

 十分な準備のもとに新たな農村コミュニティの

ための集落連合組織が発足した場合は、計画に沿

って活動を続けてください。 

 以下はそうでない（と想定される）場合、たと

えば、「1.1 新たな農村コミュニティの形成段階

Ｐ２（始動期）段階」で述べた①や②に該当する

場合に必要となる作業です。 

 1) 不十分な合意形成 

 まず合意形成についてですが、新たな農村コミ

ュニティのための集落連合組織が発足していると

いうことは、集落連合組織を構成する個別集落の

総会等で承認されている（さらには全住民あるい

は世帯が出席しての「発会式」などが行われてい

る場合もありうる）はずであり、形式的には地域

住民の合意形成が一応とれているとみなすことが

できます。 

 ただし、「とりあえず自分や自集落に特に不利

益になることはなさそうだし、町も強く勧めてい

ることだし……」ということで賛成する住民がい

る可能性は大いにあります。問題は、どれほど多

くの住民が複数集落の連携を自分のこととして認

識しているのか、あるいは共同活動などに参加す

る気持があるのかということです。多くの住民を

「その気にさせる」ことが必要になります。 

 2) 具体的な活動内容の欠如 

 新たな農村コミュニティのための集落連合組織
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が発足しているということは、それなりの規約が

あり、組織体制が明らかになっているということ

を意味します。多くの場合、○○部、△△部、×

×部等の組織内に「部会」が設置され、活動内容

が定められているはずです。問題は、活動内容が

抽象的に計画・規定されているだけで、具体的な

活動内容が想定されていない場合です。 

 本手引き書16ページ掲載の図Ⅰ-12をごらんく

ださい。これは山口県周南市中須北地区の「棚田

清流の会」の組織体制図です。「各部」の下に具

体的な活動内容が記載されていますが、このよう

な具体的な活動内容が想定されていない場合が問

題となります。いつごろ、どんな活動をするかと

いうプログラムが何も想定されてない場合は、そ

のままずるずると期日のみが過ぎていくことにな

り、最悪の場合、集落連合組織は有名無実の存在

になります。 

 3) 対応策－共同活動の経験を重ねる 

 現実的な対応策です。①、②を分けて考える必

要はありません。できるだけ多くの住民がそれな

りの役割を持って、どの集落も、男性も女性も、

高齢者やできれば子ども達も参加できるような活

動テーマを設定し、実行に移すことです。とにか

く「共通の目標を持って地域住民が全体で活動す

る経験を積み重ねる」ことが重要だと思います。

このような経験をいくつか重ねるうちに、組織体

制充実に関するさまざまな知恵が身につく可能性

があります。 

 

(3) Ｐ３（停滞期）段階の作業概要 

 この段階には上に掲載した図Ⅱ-1に示すように

ＣとＤという２つの類型があります。 

 1) Ｃ（停滞－当初から）の対応策－過去の活 

   動の再点検 

 この場合はまず過去の活動の点検をする必要が

あります。原因はさまざまでしょうが、大きくは

①組織の担い手・リーダーの問題、②住民の意識

の問題の２つの問題があると思います。 

 まず①担い手、リーダーがいないという場合で

すが、この場合は行政によるその育成・養成が必

要になります。 

 ●PartⅡ ５新たな農村コミュニティ形成・活

  動の主体、5.2リーダー 

 ●PartⅡ ９新たな農村コミュニティに対する

  行政支援、9.2コミュニティ形成後の支援、

  (2)リーダー養成」 

 次に②住民の意識の問題ですが、長期間低調な

活動が続いてきたということは、住民の意識も高

くはなかったということを意味しています。組織

体制・活動内容の見直しをテーマとして、再度合

意形成を図ることから始めて下さい。 

 ●PartⅡ ４住民の合意形成、4.2住民合意の内

  容と住民への説明資料・4.3住民合意形成手

  法 

 2) Ｄ（停滞－近年）の対応策－新たな活動テ

    ーマの設定と実行 

 Ｃ（当初からの停滞）の場合と異なり、一定の

活動実績を有している場合です。マンネリ化の状

態というわけですが、具体的には以下の２つの場

合が想定されます。 

 ①新しい活動が出てきていない。 

 ②個々の活動の参加者が固定化してきているあ

  るいは、減少気味である。 

 対策としては、まず、地域の住民が共通して取

り組めるような、（その地域にとって）マニュア

ル化された・慣れきった従来の活動手法では処理

できないような、何か新しい活動テーマを設定し

て取組むことが必要だと思います。車でいえば、

落ちかけてきたエンジンの回転数を再び上げると

いうことです。行政は組織のリーダーにその旨働

きかけることが必要だと思います。また、テーマ

設定のアドバイスをすることも検討して下さい。

 新たな活動を試みることと同時に、必要があれ

ば、従来の組織体制や活動内容の再点検をするこ

とも組織の再活性化にとっては有益です。これが

②の状況の改善に繋がる可能性もあります。 

 ●PartⅡ ８新たな農村コミュニティの活動の

  継続・充実策 

 

(4) Ｐ４（最盛期）段階の作業概要 

 現在の順調な活動が今後も継続するように見守

ってください。 

 ●PartⅡ ８新たな農村コミュニティの活動の

  継続・充実策 
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２ 市町村の発意、施策検討・展開の契機 
 

2.1 市町村の発意  2.2 施策検討・展開の契機 

 

2.1 市町村の発意 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 自治会、町内会などの住民自治組織の再編を行

政施策として展開する場合、住民に対する十分な

啓発活動を行いつつ、市町村が発意する必要があ

ります。PartⅠで紹介しましたが、広島県のよう

に県下全体で施策展開を進めた事例もでてきてい

ます。 

 

 過疎地域や振興山村を抱える市町村を対象とし

た集落の自治組織の再編等の実態・意向調査（平

成14年度農村集落組織づくり支援検討調査）によ

れば、調査票を回収した927市町村のおよそ70～

80％が、「集落統合／連合の事例がない」または

「集落統合／連合について行政として企画・検討

したことがない」と回答しています（図Ⅱ-2）。

この数字については、「地域の住民活動が活発で

あり、そのような施策を考える必要がない」とい

う状況の地域もあるでしょうが、「住民自治組織

については行政は関与・干渉しない」という考え

方もその背景にあるかと思われます。 

 いうまでもなく、住民からの発意を待って行政

が対応することが一番望ましいとは思います。し

かし、何百年にもわたり集落を基本単位として自

治活動をしてきた背景を考えれば、集落統合・連

合を住民が発意し、行政に提案・申し入れするよ

うなことは、あまり期待できないものと思われま

す。住民自らが発意し、集落自治組織の再編を進

めた広島県の旧高宮町（現、安芸高田市）川根集

落のような事例は、残念ながら、現時点では大変

少ないのではないかと考えられます。 

 

 次ページの図Ⅱ-3は、上記の平成14年度農村集

落組織づくり支援検討調査において把握した162

の集落連合組織（平成元年～13年度に設立）の組

織設立の「発意者」についての回答結果です。こ

れによれば、事例（組織）単位で見た場合の63％

が、市町村単位で見た場合の50％が、それぞれ市

町村発意により結成されたという結果になってい

ます。 
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2.2 施策検討・展開の契機 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 もちろん、発意と同時に巧みな誘導・支援が必

要です。あくまでも住民主導ですから行政はその

ための「黒子役」を務めることになります。 

 行政の支援策については後述します。 

■市町村合併を契機とする「連合自治会」の結成～島根県美郷町の事例■ 
 
 島根県邑智郡美郷町は（旧）邑智町と（旧）大和町が平成16年10月1日に合併して誕生した町

です。  

 （旧）邑智町と（旧）大和町は合併前から新町におけるコミュニティ施策を検討していて、

合併に先立つ平成16年３月に発表された「新町建設計画」の「第５章 新町のまちづくり施策」

では、「集落、自治会、小学校区、公民館単位等における連携促進による新たなコミュニティ

エリアの創設」が事業内容として記載されています。 

 上記の「新たなコミュニティエリア」を範囲とする住民活動組織が、現在町内に13ある連合

自治会であり、新町ではこれを「地域における基礎単位」（エリア・組織）として位置づけて

います。 
 
                                【コラムⅡ-1】 

 ここでは、参考までに、集落の活力低下等の背

景の下、市町村が新たな農村コミュニティ形成の

ための集落連合組織の結成や集落統合というコミ

ュニティ再編を企画・検討する「契機」について

紹介します。 

 

(1) 地方分権・市町村合併 

 地方分権・市町村合併はコミュニティ再編に関

する最も「オーソドックスな」契機といえます。

 地域活力の低下は近年突然に生じた現象ではな

く、長期間にわたってじわじわと潜在的・連続的

に進行しています。行政は地域活力の低下に気づ

いていても、地域活力低下の進行が潜在的・連続

的であるがために、なかなか対応策をとるきっか

けをつかめないでいるという状況ではないでしょ

うか。それに対して、地方分権、市町村合併とい

う地方自治に関する避けがたい、外部からの否応

のない施策変化がそのきっかけを与えるというわ

けです（コラムⅡ-1）。 
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(2) 行政区再編 

 多くの市町村にはいわゆる「行政区」（→コラ

ムⅡ-2）が設定されていると思われますが、この

行政区は、行政区制度の維持費用、行政区に関す

る事務処理効率、各行政区の規模（世帯数）バラ

ンスなどの視点からその再編が行われることがあ

ります。 

 行政区の再編は、「分割」と「統合」に区分で

きますが、農村における行政区再編は、各行政区

の世帯数規模を考えれば、図Ⅱ-4に示すように多

くは統合だと思われます。 

 コラムⅡ-2でも述べましたが、行政区は行政の

円滑な推進のために設定される行政上の地域区画

単位であるため、行政区の統合が直ちに自治組織

の再編を意味するわけではありません。行政区が

統合されても、図Ⅱ-4の①に示すように、各集落

の自治組織間の関係は「そのまま」ということが

十分想定されます。そうではなくて、図Ⅱ-4の②

あるいは③に示すように、行政区の再編を契機と

して集落自治組織の再編を検討してみてはどうで

しょうか、というのがここでの提案です。 

 

(3) 公共施設の統合等再編 

 児童数の減少などによる小学校の統合が全国各

地で進められていますが、このような統合などの

公共施設の再編を契機とした新たなコミュニティ

の形成も考えられます。これについては以下の２

つのシナリオが想定されます。 

 ① 従前に比べればより広域となる新たな施設

  の利用区域範囲でのコミュニティ再編 

 ② 廃止・統合される施設の従前利用圏域内の

  集落が、施設再編への対応策をとるために集

  落連合組織を結成する。なお、その際、廃止

  施設は場合によっては当該集落連合組織によ

■行政区、行政連絡員・行政区長、行政協力■ 
 
 本マニュアルの主たる想定読者層は自治体の行政担当者であり、この行政区等についてのコ

ラムは必要ないものと思われますが、自治体の行政担当者以外の読者のために、蛇足ながら、

掲載しました。 

●行政区： 多くの市町村で採用されている、行政を円滑に進めるために設定された行政上の

地域区画単位。行政区の設定については、１集落＝１行政区 の場合だけでなく、集落の規模

等を勘案して複数集落で１行政区という場合もあります。基本的には住民自治組織の単位では

なく（結果として一致する場合もある）、あくまでも行政の都合上設定されている地域区画で

す。以下の行政連絡員・区長の委嘱等も含めて市町村条例や規則を定めて制度運用しています。 

●行政連絡員・区長などの委嘱： さまざまな行政協力に関する行政区と行政のつなぎ役を果

たすのが、市町村長から委嘱される行政連絡員や行政区長です。 

 行政協力の内容： インターネット上で公開されている各自治体の例規集などから推測する

と、①行政に係る文書等の配付、周知、②行政に必要な各種の調査及び報告、③行政に関する

住民の要望、意見等の伝達などが主たる業務のようです。 

                                【コラムⅡ-2】 
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  る地域づくりのための拠点施設とすることも

  考えられます。 

 

(4) 広域的事業の実施 

 地域の特色を生かした地域振興事業を実施する

場合、それを契機として集落連合組織を形成する

ことも考えられます。 

 16ページで紹介した山口県周南市の「棚田清流

の会」ですが、この集落連合組織は「農山漁村快

適環境創造活動促進事業」という補助事業の実施

を契機にして誕生しています（→コラムⅡ-3）。

■棚田清流の会が発足するまで■ 
 
●平成10年度～平成12年度、山口県（旧）徳山市中須北地区（５集落）に「農山漁村快適環境

創造活動促進事業」（農林水産省補助事業）を導入 

 ①平成10年度：事業上の要件である各集落の代表である「暮らしの創造委員」から構成され 

  る「暮らしの創造委員会」を設置  

 ②土地利用の点検、マップづくり等の活動を開始。 

 ③実践活動を試行するも、地域全体を巻き込んだ活動への展開が困難。 

 ④平成12年、地域全体で話し合いを持ち、新たな「暮らしの創造委員会」を発足させる。 

 ⑤「やすらぎの里づくり」を地域共通の目標に定め、「やすらぎの里づくり憲章」を作成・ 

  公表し、事業を終了 
 
●平成13年、個々の集落の自治会では解決できない共通の課題に取組み、やすらぎの里を実現

するための組織として、暮らしの創造委員会を再編し「棚田清流の会」を発足させる。 
 

参照資料： 第53回日本農村生活研究大会（平成17年10月）報告要旨44～51ページ（「複数集落の連 

      携による新しいむらづくり活動への支援～周南市中須北地区棚田清流の 

      会への取り組みより」、山口県周南農林事務所 柴田しほ）       【コラムⅡ-3】 
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３ 新たな農村コミュニティ形成の可能性検討 
 

3.1 庁内体制整備  3.2 情報収集  3.3 素案の作成  3.4 住民代表等との意見交換 

 

3.1 庁内体制整備 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 情報収集 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 新たな広域の農村コミュニティの形成を市町村

施策として展開する場合、施策展開のための庁内

体制を整備する必要があります。 

 

(1) 検討体制 

 施策展開のための各種情報の収集や住民に提示

する原案などの作成には時間がかかるし、人手が

必要となります。その場合の担当部局ですが、自

治会や町内会などを担当するのは、通常、市町村

の総務や企画関係のセクションです。しかしここ

で考えている新たな農村コミュニティの活動内容

は多岐にわたり、直接間接に行政全体に関係しま

す。したがって、新たな農村コミュニティの形成

施策については、総務や企画関係のセクションの

みでなく、市町村内の全セクションが何らかの形

で関われるような体制を組む必要があります。 

 たとえば、総務や企画関係の担当者を中心とし

たプロジェクトを組み、そこで案（たたき台）を

検討し、定期的に開催される企画会議などで他の

セクションや職員が意見を出し合い、施策案を固

めていく、というような方法です。 

 

(2) 既存の市町村施策との整合性 

 市町村では、市町村域を一定の区域に区分けし

て行政サービス等の各種の施策展開をしている場

合があります。最も代表的なものが行政区単位に

実施される各種の施策展開です。この場合、新た

な農村コミュニティ形成のための地域単位とこの

行政区の制度との整合性をどうとるのかが問題に

なります。 

 このように行政の都合上行われる区域の区分に

ついては、区分された各区域ごとに当該施策に関

係する地域組織が設置されていることも多いもの

と考えられ、従来の行政システムの変更も含め

て、これらの組織と新たな農村コミュニティのた

めの集落連合組織との関係も検討しておく必要が

あります。 

 

(3) 総合計画等での位置づけ 

 広域の新たな農村コミュニティ形成を市町村施

策として展開する場合、総合計画等でその旨位置

づけておくことが望まれます。 

 新たな農村コミュニティ形成の可能性検討のた

めには、住民の共同活動の実施や活力維持の点で

管内の個々の集落がどのような状況におかれてい

るのかについての情報を把握し、整理しておく必

要があります。 

 これらは新たな農村コミュニティの形成を住民

へ働きかける際に住民に提示する参考資料として

も活用することができます。 

 なおこれらの情報の入手については、「行政デ

ータとして庁内で容易に得られる」「市町村職員

の多くは自市町村内に居住する住民である場合が

多く、情報源として活用できる」などの理由によ

り、新たに現地調査を実施したり、聞取りをした

りするような場合は少ないものと考えられます。

 次ページの表Ⅱ-1は新たな農村コミュニティ形

成の可能性を検討するために必要な基礎情報を整

理したものです。 
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(1) 集落の人口や世帯数の推移 

 過去４回の国勢調査時点、すなわちこの手引き

書執筆時点でいえば2005年、2000年、1995年、

1900年における人口、世帯数データを各集落につ

いて確認します。 

 市町村によっては、人口や世帯数の単位が複数

の集落が含まれるようなより大きな区域を単位と

して集計されている場合など、必ずしも集落単位

の集計にはなっていない場合もあるかと思われま

す。その場合、要は、傾向としての減少・停滞等

を確認できればよいのであって、組み替えなどの

作業は必要ありません。 

 

(2) 高齢化の状況 

 高齢化率すなわち65歳以上人口の比率です。

(1)の人口や世帯数のデータ同様、過去４回分の

国勢調査時のデータを確認してください。 

 なお高齢化率のデータは必ずしも人口や世帯数

のデータの集計単位と同一の単位で得られるとは

限りません。その場合、人口データや世帯数デー

タの場合と同様、面倒な組み替え作業をする必要

はありません。ただし、直近のデータ、たとえば

この手引き書の執筆時点でいえば、2005年につい

ては人口・世帯数データと同一の集計単位で整理

できればと思います。 

 

(3) 集落の自治会・町内会等を単位として 

    行われる住民共同活動 

 1) 住民共同活動の列挙・整理 

 まず、昭和30年前後の最も人口の多かった時代

における、市町村域内でおおむね共通すると思わ

れる、集落の自治会や町内会（地域によっては

「常会」などと呼ばれている場合もあります）等

を単位とする住民共同活動の代表的なものを整理

してください。例えば以下のような活動です。 

 ・道路・水路の清掃など 

 ・住民同士の相互扶助活動（葬儀等） 

 ・運動会などのレクリエーション活動 

 ・祭り、伝統文化・芸能の保存・継承  

 ・青年団、婦人会、子ども会などの性別・年代

  別の活動 

 2) ２時点間の比較 

 次に、集落の規模別にいくつか代表的な集落を

とりあげて、過去（昭和30年頃）と現在の２時点

における活動の有無を把握してください。多くの

活動が現在はなくなったり、縮小されたりしてい

るのではないでしょうか。 

 

(4) 集落を超える広域単位の組織 

 いわゆる「地区公民館」を拠点施設とする地区

公民館組織のような、個々の集落を超えた広域を

単位とする住民共同活動組織の種類、主な構成メ

ンバー、活動概要などを把握して下さい。多分、

行政関連組織が多いものと思われます。 

 広域組織の中には、新たな農村コミュニティ形

成の核となる可能性のある組織が見つかるかもし

れません。また複数の広域組織の再編という形で

新たなコミュニティの形成が可能になるかもしれ

ません。（図Ⅱ-7） 

 また、新たなコミュニティ形成で想定される組

織範囲と既存の広域組織の組織範囲は必ずしも一

致するとは限らないため、既存広域組織の組織範

囲の調整が必要になる可能性もあります。 

 なお、いわゆる連合自治会・連合町内会という

組織もこの広域単位の組織ですが、これについて

は、先述の14頁「4.4集落連合組織と各種既存組

織との関係」の「(1)地域のさまざまな組織」の

「⑤連合自治会・町内会など」をご覧下さい。 

 

(5) 地域おこし活動組織 

 地域活力があるかどうかの１つの目安となるの

が、都市農村交流活動などのいわゆる地域おこし

活動の有無です。集落単位の組織、広域の組織な
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3.3 新たな農村コミュニティの素案の作成 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ど組織範囲を問わず、組織・活動情報を収集して

ください。 

 なお、この種の組織は必ずしも地縁的な組織で

あるとは限りません。「有志」を構成メンバーと

する組織の場合もあります。 

 これらの地域おこし活動のメンバーは、新たな

農村コミュニティ形成のための中心的なメンバー

として期待できます。 

 

(6) 集落間紛争・集落間協力 

 新たな農村コミュニティの形成については、連

携を想定する個々の集落間の「間柄」が問題にな

ります。その昔「水争い」をしたことが原因で、

未だにその尾を引いているというようなこともあ

ります。逆に隣接する集落同士で老人会活動をし

ているなど、理由はともかくとして、隣接・近接

する集落同士で何らかの共同活動をしている場合

もあります。 

 「集落間紛争」については、以下の「3.3新た

な農村コミュニティの素案の作成」の中でも触れ

ます。 

 上記の他、人材情報も重要なのですが、これは

新たな農村コミュニティの形成における「集落組

み合わせ」に関する案ができたときにあらためて

検討すればよいと思います。 

 なお「人材」については、「PartⅡ ５ 新たな

農村コミュニティ形成・活動の主体」をご覧くだ

さい。 

(1) 素案の作成 

 次に、住民に対する施策提案時に必要な「新た

なコミュニティの素案」すなわち、新たなコミュ

ニティの組織範囲、組織体制、活動概要、規約な

どを検討します。 

 新たなコミュニティの形成について仮に住民同

意が得られた場合、組織体制・活動概要・規約な

どは、「行政提案」ということで、おおむね素案

に沿って（場合によっては、ほとんどそのまま

で）確定する可能性が高いものと思われます。し

たがって、新たなコミュニティ形成を想定する各

地区で地区情況や課題が異なっている場合は、そ

れを反映するようなものとして素案を検討する必

要があります。 

 

(2) 新たな農村コミュニティ形成の阻害要 

    因の検討 

 複数の集落が連携した新たな農村コミュニティ

の形成についてその障害となる要因があるとすれ

ば、それには以下のような事項が考えられます。

 1) 集落間紛争 

 市町村史にはたとえば「水争い」に代表される

ような集落間の紛争の歴史が記述されていること

がよくあります。このような紛争は、たとえ「昔

のこと」ではあっても現在までそれが尾を引いて

いる場合があります。また、紛争は、過去の「歴

史上のこと」だけではなく、紛争とは言えないま

でも何らかのトラブル（たとえば事業の実施につ

いてのトラブルなど）が近年生じている場合もあ
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ります。このような紛争やトラブルの当事者同士

の集落の連携は市町村などが積極的な仲介の労を

とらないかぎりなかなか難しいかもしれません。

 2) 集落間個体差 

 連携を想定する集落間で集落の特性が著しく異

なる場合は連携に支障がでる可能性もあります。

 代表的な特性としては集落規模があります。す

なわち比較的戸数規模の大きな集落と小さな集落

の規模の連携です。ややもすれば、小さな規模の

集落は「たとえ連携といっても相手（規模の大き

な集落）に飲み込まれるかも知れない」と考える

かもしれません。 

 また、活動状況に著しい差のある集落同士も、

活動が活発な方は「お荷物を抱えたくない」と考

えるかもしれませんし、活動が不活発な方は、

「主導権をとられそうだ、相手にかき回されそう

だ」と自分たちとは異なる相手を敬遠するかもし

れません、いずれにせよ連携が難しくなる可能性

があります。 

 3) 集落間距離 

 地域の一体感の確保、隣接集落へのアクセスな

どの点から、下のコラムⅡ-4に示すように、遠距

離にある新たなコミュニティ形成は難しいのでは

ないかという意見があります。 

 ただし、隣接する集落に行くのに山や峠を越え

る必要がある場合ならともかく、単に「移動」と

いう点からは。自動車利用を前提とすれば、この

集落間距離はそれほど大きな問題にはならないの

ではないでしょうか。むしろ、コラムⅡ-4の新潟

県旧Ｏ村の担当者が示唆しているように、遠距離

であることはそれだけ普段のつきあいが薄かった

り、さまざな慣習などが異なっていたりする場合

■集落間距離と新たな農村コミュニティの形成■ 
 
 北海道Ｓ村： 本村は面積が広く、集落間に５ｋｍ程の距離がある。連合組織の形成には、

この問題が大きい。活性化策として（集落連合組織形成を）検討したいが、実現は難しい。 
 
 新潟県旧Ｏ村： 集落の連合組織を形成する際に、距離的に離れた集落同士が組織を形成し

ても、長年培われた生活や伝統の相違による意見の対立が起こり、組織運営に支障が出ると考

えられる。むしろ、旧小学校・分校校区の範囲、河川流域や道路条件からみた範囲といった昔

から生活の結びつきの深い集落同士が連合組織を形成することによって、その後に施策する事

業に対して住民が共通認識をもって管理・運営できると考える。 

 

※集落統合・集落連合組織形成に関する市町村意向調査における行政担当者の自由記入 

 意見より、平成14年度農村集落組織づくり支援検討調査－農林水産省農村振興局   【コラムⅡ-4】

があることを意味し、その点が支障になる可能性

があるということかもしれません。 

 4) 広域活動の経験 

 各集落が連携して活動した経験がほとんどない

地域においては、集落連携のメリットなどについ

ては抽象的に理解する、すなわち「頭で理解す

る」ことになります。したがって、その経験のあ

る地域に比べれば、「支障になる」というほどの

ことはなくても、新たな農村コミュニティ形成の

ハンディにはなるかもしれません。 

 また、新たな農村コミュニティ形成を住民に提

案したとき、「連携？今まで、互いにライバルだ

と認識し、それをバネとして活動してきたのに

…」と言う集落がでてくることも予想されます。

 5) 高齢化の進展 

 新たな農村コミュニティの形成には組織結成か

らその後の活動継続まで含めて、人、能力、作業

時間など、一定のエネルギーが必要となります。

この点について、37ページのコラムⅡ-6に示すよ

うに少子・高齢化が進んだ地域でそのようなエネ

ルギーをそもそも確保できるのか？という意見が

あります。 

 また、高齢化が進んだ地域での新たな農村コミ

ュニティの形成の主体となるのは高齢者である可

能性が高くなりますが、高齢者は概して旧来の慣

習に固執するなどの保守的性向を有する場合があ

り、それが支障になることも想定されます。 

 高齢化が進んだ地域における新たな農村コミュ

ニティの形成については、さらに「 PartⅡ ６
高齢化が進んだ地域における新たな農村コミュニ

ティの形成」をごらんください。 
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４ 住民の合意形成 
 

      4.1 住民が抱く「不安」の払拭  4.2 住民合意の内容と住民への説明資料 

      4.3 住民合意形成手法      4.4 リーダー層等との意見交換・合意 

 

4.1 住民が抱く「不安」の払拭 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 複数集落の連携による新たな農村コミュニティ

の形成を住民に提案する場合、住民サイドから

「すぐ出てくる」反応・質問としては、主として

以下の２点が想定されます。 

 (1) 従来の集落(の自治組織)がなくなるのか？

 (2) 集落単位で行われてきた住民へのさまざま

  な行政サービスはどうなるのか？ 

 

(1) 従来の集落は消滅するのか 

 住民が抱く最大の不安、疑問は、「従来の集落

はなくなるのか」ということでしょう。なぜな

ら、住民は、「複数集落の連携／連合」と説明さ

れた場合、通常、集落の「合併統合」（→３ペー

ジ、図Ⅰ-2の類型２）を思い浮かべる可能性が高

いからです。 

 次ページのコラムⅡ-5は、アンケート調査にお

ける自由記入意見から抜粋した、行政担当者が指

摘する「集落統合を難しくしている要因」です

が、この中の①、⑥がまず真っ先に頭に浮かび、

通常は、当然、否定的な反応になるものと思われ

ます。したがって、まず、「集落統合」ではな

く、個々の集落がなくなるわけではないこと、

個々の集落を残した上での｢集落連合／連携｣であ

ることを十分に住民に説明する必要があります。

（→PartⅠ １新たな農村コミュニティとは） 

 

(2) 集落単位の行政サービスは継続するのか

 住民が抱くもう1つの不安は、「住民への従来

のさまざまな行政サービスはどうなるのか」とい

うことです。これは、集落統合を想起した上で発

生する不安だと思われますが、集落連合／連携を

正しく理解した場合でも「いだかれる」可能性が

ある不安です。 

 たとえば、市町村が高齢者の通院等のための巡

回バス運行のサービスを提供していて、その停留

所が各集落ごとに設置されているものとします。

その場合「コミュニティを再編するとのことだ

が、今までどおりのサービスが続くのか？それと

も停留所も統合されるのか」というような不安、

疑問です。 

 通常、このような行政サービス提供と集落連合

／連携とは「直接的な関係」はなく、このような

不安は誤解であることを説明します。 

 ただし、「PartⅡ ３新たな農村コミュニティ

形成の可能性の検討、(2)既存の市町村施策との

整合性」でも述べましたが、市町村域を一定の区

域に分割して行われる各種の行政サービス等が新

たな農村コミュニティ形成施策と連動して再検討

されるような場合は、その旨を伝える必要があり

ます。 

 

(3) 行政のための集落連合／連携という批判

 これは、住民がいだく不安・疑問ではなく、住

民から予想される批判です。平成の大合併に対す

る批判とある意味では類似した批判です。今回の

平成の（市町村）大合併が何のために行われたの

かについては、単純に「行政の都合のために」と

考えている住民もいるはずです。すなわち、集落

連合／連携も市町村（行政）の都合でやるのでは

ないか、という批判です。 

 このような批判については、言うまでもないの

ですが、「あなたがた地域住民の活力の向上のた

めの施策の１つであること」、そして「活力の向

上がある程度図られれば、それは直接間接に行政
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4.2 住民合意の内容と住民への説明資料 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■集落「統合」を難しくしている要因■ 
 

(1) 心理的な阻害要因 

 ●①トータルとしての集落への愛着、誇り、思い込み等 

  ②世代間の意識差 

  ③集落間の主導権争い、地域エゴ、他集落へのライバル意識 

  ④集落間の昔のもめごとの存在 

  ⑤排他的感情（集落の管理運営、祭典、葬儀等を通じての強固な人のつながり） 

 ●⑥旧町名の消滅と新町名（集落名等）の設定 
 

(2) 広義の集落運営方法の相異 

 ●⑦集落運営・管理方法の相異（例えば区費等） 

 ●⑧集落共有財産（共有林、集会施設等）・借金の有無 

 ●⑨伝統行事・慣習等の相異(隣接していても異なる場合がある) ／ 神社等の氏子問題 
 

(3) 山間地等の集落立地条件 

  ⑩隣接集落間の距離（特に積雪地帯の冬期が問題、普段の人的交流もない） 

  ⑪集落統合を考える場合、本村では集団移転の手法をとる必要あり。 
 

(4) その他 

  ⑫農業をする上での水利権でのつながり 

 ●⑬北海道の場合生産組織や農事組合が主として集落（行政区）を単位としているため統合 

   が難しい（→農事組合の統合が必要） 
 
 ●印：「集落統合」に固有の問題。それ以外については「集落連合／連携」でも問題になる場合がある。 
 
（集落統合・集落連合組織形成に関する市町村意向調査における行政担当者の自由記入 

 意見より、平成１４年度農村集落組織づくり支援検討調査－農林水産省農村振興局）【コラムⅡ-5】 

効率などにも跳ね返ってくること」などを説明し

てください。 

→ PartⅠ ３新たな農村コミュニティ形成のメ 

       リット 

(1) 合意の内容 

 複数集落の連携による新たな農村コミュニティ

の形成に関する合意については、具体的には、少

なくとも以下の３つの事項について地域の住民が

おおむね共通の認識を有することを意味します。

 ①地域がおかれている状況 

 ②地域の課題・目標 

 ③集落連携の必要性 

 1) 地域のおかれている状況 

 人口や世帯数の推移、高齢化、住民共同活動な

どに関して地域がおかれている状況について住民

が共通の認識をもつ必要があります。住民は行政

に説明されなくても日々の暮らしを通じてそれを

実感していることは明らかです。ただ、「慣れき

って」いて、大部分の地域では、現時点では状況

の打破などの意識を持つまでには至っていないと

思われます。そこで、数字などを示すことによっ

て改めて「危機意識」をもってもらう必要があり

ます。 

 2) 地域の課題・目標 

 次に、地域の課題は何なのか、どうしたいのか

について住民に考えてもらいます。 

 3) 集落連携の必要性 

 ここでは、前記の地域の課題・目標の実現につ

いて、個々の集落単独で対処するよりは、集落が

連携して対処するほうが効果的であるとの認識を

共有してもらいます。 

 

(2) 総論賛成、各論反対 

 仮に、集落連携の具体的な内容を示さずに、単

純に集落連携の是非を住民に問えば、連携しない

よりはした方が良いと答える住民が多いかもしれ

ません。これはいわゆる「総論賛成」ということ

です。これが、集落連携の地域範囲、活動の内
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4.3 住民合意形成手法 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

容、個別集落との関係などについて各論すなわち

具体的な内容をある程度示しての質問になると

「反対」となる可能性もでてきます。したがっ

て、行政は、連携の地域範囲、活動内容、個別集

落との関係などについて庁内で検討済みの案を

「試案」として（ある程度は）住民に提示した上

で合意形成を図る必要があります。 

 

(3) 住民への説明資料 

 新たなコミュニティの形成について住民に施策

提案する場合に用意すべき資料は次のようなもの

です。 

 1) 施策提案する背景・理由 

 ① 望ましい地域社会のあり方／農村に求めら

  れていること 

 ② 地域の現在の状況と見通し（上記①に対応

  できるか？） 

 2) 対応策の１つとしての「複数集落の連携に

   よる新たなコミュニティの形成」 

 ①新たなコミュニティ形成のメリット 

 ②新たなコミュニティの具体的なイメージ 

 （組織範囲、組織体制、活動内容など） 

 3) いくつかの事例 

  

 これら資料の説明の際には、あわせて以下のこ

とも説明します。 

 ①行政頼みの時代は終了したこと 

 ②地域がまず考え・行動する必要があること 

 ③行政はあくまでもそれを側面援助する立場に

  あること 

 新たな農村コミュニティの形成に関する施策も

含めて、住民合意の形成が必要な施策を展開しよ

うとする時の合意形成の手法としては、一般に以

下の手法が考えられます。 

 ①集落内部・地域内部での話合い 

 ②アンケートの実施 

 ③資料・パンフなどの配布、講演会開催 

 ④住民への直接説明、住民との対話 

 ⑤先進地視察 

 ⑥ワークショップの開催 

 これらはそれぞれが単独で実施される他に、い

くつか同時に組み合わせて実施されることもあり

ます。 

 なお、①～⑤は従前から用いられてきた方法で

あるのに対し、⑥のワークショップ手法は近年試

みられるようになってきた手法です。 

 

(1) 集落内部・地域内部での話合い 

 区長、町会長などの住民代表に事前に施策展開

についての説明があれば、住民代表は、通常、そ

れを集落や地域に持ち帰り、集会を開いて討議す

ることになるものと思われます。住民同士の話合

いは基本的には意見交換の場であり、行政からの

直接の説明等も加えつつ、この話合いを何回か繰

り返すうちに次第に合意が形成されるというプロ

セスになります（「住民の大多数が反対」という

ことがなければ）。 

 

(2) アンケートの実施 

 通常、アンケートは施策展開のための各種情報

を入手するために行われますが、住民が設問文を

読み、それに回答するという行為を通じて、間接

的に、結果として意識の共有が図られたり、合意

が形成されたりするという効果もある程度は期待

できます。 

 

(3) パンフレット配布、講演会開催など 

 新たな農村コミュニティの形成に関するパンフ

レットを作成したり、有識者などによる講演会を

開催したりして住民を啓発します。 

 

(4) 住民への直接説明、住民との対話 

 市町村の担当者にとって最もなじみがある方法

です。いわゆる集落懇談会、住民説明会などで

す。主として行政が地元に出向くことによって行

われます。 

 

(5) 先進地の視察 

 住民（特にリーダー層）が新たな農村コミュニ

ティの形成に関する先進地を視察し、視察先の住

民や行政担当者と交流することも、啓発効果が生

じ、合意形成の一助になります。 
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4.4 リーダー層等との意見交換・合意 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) リーダー層との意見交換 

 新たな農村コミュニティの形成について施策展

開しようとする場合、通常は、まず自治会・町内

会の代表、行政区長、各種組織の代表、市町村議

会議員等との意見交換の場を設ける必要がありま

す。この意見交換の場は、地域のリーダー層の

「反応を見る」ことがとりあえずの目的です。 

 意見交換の場では、行政は、前記の3.2で説明

したような情報について必要に応じて提供しつ

つ、次のような事項について説明します。 

 ①施策に取組む背景 

  ａ望ましい地域社会のあり方 

  ｂ農村に求められているもの 

  ｃ地域の現在の状況と見通し（ａ、ｂに対応

   できるか？） 

 ②上記①のア・イへの対応策の１つとしての

  「複数集落の連携による新たな農村コミュニ

  ティの形成」 

  ａ行政頼みの時代は終了したこと。地域がま

   ず考え・行動する必要があること、行政は

   あくまでもそれを側面援助する立場にある

   こと。 

  ｂ複数集落の連携による新たな農村コミュニ

   ティ形成のメリット 

 なお、視察費用については若干の補助・助成は

考えられるにしても、全額補助・助成は適切では

ないと思います。住民が自分の事として考えるた

めには、費用は基本的には「自己負担」です。 

 

(6) ワークショップの開催 

 近年、農村振興の現場で取り入れられるように

なった手法です。この手法は、ごく簡単にいえ

ば、あるテーマに関し住民が集まり、対等な立場

で意見交換、調査などの何らかの作業をする事に

より、当該テーマに関し、共通の認識を有するよ

うになり、それが合意形成につながるという手法

です。 

 なお、ワークショップは、原則的には住民が自

主的に開催することが理想的なのですが、現時点

でそれは無理な場合が多く、その準備は行政・学

識経験者、コンサルタントなどが主体となって進

める必要があります。 

 ③いくつかの事例 

 ④仮に施策展開する場合の、当該市町村におけ

  る新たな農村コミュニティのイメージ（→

  PartⅠ-4 新たな農村コミュニティのイメー

  ジ） 

 この意見交換の場で、地域のリーダー層のおお

むねの反応を把握することができます。 

 なお、施策展開の趣旨などを理解してもらうた

めには複数回の意見交換会が必要になるものと思

われます。 

 

(2) 従来型指導者層の合意 

 新たな農村コミュニティの形成に際しては、い

わゆる「長老」などと称される地域の従来からの

指導者層の同意が必須です。従来からの指導者層

が主体となって新たな農村コミュニティづくりを

始める場合は問題はありませんが、かれらより一

段若い層が主体となる場合、特にこのことに留意

する必要があります。たとえば、地域の村おこし

活動をしている有志グループが中心となって新た

な農村コミュニティづくりをする場合などがそれ

に該当します。 

 必要があれば、行政は、従来の指導者層との調

整をしてください。 
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５ 新たな農村コミュニティ形成・活動の主体 
 

5.1 新たな農村コミュニティの組織化の体制  5.2 リーダー 

 

5.1 新たな農村コミュニティの組織化の体制 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 各集落の「了承」 

 各集落（の代表者など）から、各集落の総意と

して新たな農村コミュニティの形成を了承する旨

の確認がとれたら、次は、新たな農村コミュニテ

ィのための具体的な組織計画を策定する段階に入

ります。 

 この場合、新たな農村コミュニティ形成につい

て集落代表などに意見を求める際に試案として提

示された下記の①、②については集落代表などが

各集落に持ち帰り、討議しているはずであり、こ

の段階では了承されているものと思われます。 

 ①新たな農村コミュニティの地域範囲（各集落

  共通の認識・了承） 

 ②新たな農村コミュニティの活動方針（各集落

  で多少考え方が異なることはあり得る。） 

 なお、上記の②については、各集落ともに考え

方が全て同じである必要はありません。各集落間

で多少考え方が異なっていたとしても、組織計画

を具体的に策定する段階で調整すればよいと思い

ます。 

 

(2) 組織計画策定体制 

 新たな農村コミュニティの基礎となる集落連合

組織の具体的な組織計画を誰が策定するかについ

ては以下の２つのケースが想定されます。 

 ①各集落から選出された者が中心メンバーにな

  る場合 

 ②既存の何らかの集落横断的な組織が中心とな

  る場合 

 1) 各集落からの選出者が中心となる場合 

 各集落から数名程度選出された者が中心となる

場合です。この場合、選出者の類型によりさらに

以下の二通りに分けられます。。 

  1)-1 その時の役員が選出される場合 

  1)-2 役員以外の者が選出される場合 

 前者は、おそらく「誰もなり手がいないため仕

方なくその時の役員が引き受ける」という場合で

しょう。最も望ましいのは、青壮年層の誰かが志

願し、集落から推薦されるという状況です。 

 代表者の選出は原則として各集落に任せれば良

いのですが、なかなか決まらないような場合は、

行政がある程度関与することもありえます。すな

わち、行政は日常の各種の施策展開の過程を通じ

て、住民のさまざまな資質を把握している場合が

多いものと思われます。それを参考にして、計画

策定を担当する候補者をリストアップし、各集落

に打診し、推薦をとりつけるという方法です。 

 リーダーとしての適性については 以下の5.2 

をご覧ください。 

 なお、集落代表による計画策定の場合、そのプ

ロセスによっては、「密室で、長老などのごく少

数の者が決めた」というような事態になる可能性

もあるため、「青壮年層や女性も組織計画策定プ

ロセスに関与させること」、「一般の地域住民の

意見を開陳できる場を設けること」など、開かれ

た計画策定プロセスとなるように指導する必要が

あります。 

 2) 集落横断的既存組織が中心となる場合 

 地域には自治組織とは別に「地域内の有志をメ

ンバーとして、都市農村交流活動などをしている

いわゆる地域おこし組織」が集落横断的に結成さ

れている場合があります。このような組織が中心

になる場合です。この場合さらに以下の二通りの

ケースが想定されます。 

 ①当該既存組織の組織改変による組織化 

   当該地域おこし組織の組織改変という形で

  新たな農村コミュニティ形成のための集落連

  合組織を設置する。 

 ②既存組織のメンバーのみ活用 

   集落連合組織は当該地域おこし組織とは別

  に設置するが、当該地域おこし組織のメンバ

  ーを主体として集落連合組織を設置する。 

 この集落横断的既存組織を中心とする場合の留

意事項は２つあります。 

 １つは、この既存組織がどの程度地域に受け入

れられているかということです。当該組織の活動
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5.2 リーダー 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

が、多くの地域住民とあまりかかわりのない活動

であれば、中心になるのは難しいと思われます。

 いま１つは、メンバーの出身集落です。「集落

横断的」といいましたが、特定の集落に偏ってい

る場合だと、集落バランスの保持のために他の集

落からの補充を検討してください。 

(3) 地域内居住者のみでは組織計画策定チ 

   ームの編成が困難な場合 

 連携する各集落の規模が小さく、かつ高齢化が

進んでいるような地域で、集落連合組織の計画策

定のためのチームの編成が難渋するような場合、

地域外居住者の支援の可能性を検討する必要があ

ります（→PartⅡ ６ 高齢化が進んだ地域におけ

る新たな農村コミュニティの形成）。 

(1) リーダーとしての適性 

 新たなコミュニティの計画策定のための作業グ

ループが組織されたとしても、そのリーダーが必

要となります。 

 地域づくり活動のリーダーの適性としては以下

のような事項があげられます。 

 ①住民の一定の信頼があること（「先頭に立

  つ」ということだけで反発を受けるような人

  物でないこと）。 

 ②作業のための一定の時間を確保できること。

 ③健康であること。 

 ④資料等を読み、理解する力があること。 

 上記の条件は必須の条件であると考えられます

が、中でも「オール兼業」といわれるような状況

の下で特に重要なのは②の条件です。理想をいえ

ば、上記条件を満たす、40歳代、50歳代の人物、

ということでしょうか。 

 

(2) 現実に想定されるリーダー 

 上記の適性をすべて満たし、その意欲があるな

らば、だれでもよいのですが、コミュニティ形成

の主体として現実に選択される可能性が高い方と

しては、一般に以下のような方が想定されます。

 ①個別集落のその時点の役員層（無難な選択と

  して、可能性が最も高い候補） 

 ②地域おこしグループなどのリーダー 

 ③農協職員・市町村役場職員、学校の先生など

  （退職者、現役） 

 ④第一次産業の「主業」者 

 

(3) 複数リーダー・リーダー支援者の確保 

 リーダーは必ずしも一人とは限りません。可能

ならば、複数のリーダーからなるリーダーグルー

プを形成することも考えた方がよいでしょう。ま

た、リーダーが一人の場合、同時にその支援者、

いわば「準リーダー」が数名確保できれば望まし

いと思われます。リーダーグループの形成や準リ

ーダーの確保の理由は以下の２点です。 

 ①リーダーが一人の場合、事故などの何らかの

  事情によりリーダーが役割を継続できなくな

  った場合に「代役」が必要になること。 

 ②リーダーが一人の場合、会議における意見交

  換時などにおいて、リーダーが孤立してしま

  うことを避けるため。応援団の確保です。 

 

(4) 従来型リーダー層が主体となる場合 

 地域のいわゆる長老などの従来型のリーダー層

が新たな農村コミュニティ形成のための集落連合

組織の設立やその後の活動の主体となる場合の留

意点です。このような状況は、市町村の強い指導

や支援のもとに短期間に新たな農村コミュニティ

の形成を図ろうとする場合に起こる可能性の高い

状況です。 

 一般に、従来型のリーダー層は、よく言えば

「調整能力に長け、安定的な地域運営」が得意で

すが、悪い意味では、現状を大きく変えようとい

う試みに躊躇しがちで、新たな視点・発想からの

活動が生まれないきらいがあります。このような

後者の弊害をできるだけ避けるためには、必要に

応じて、行政は、女性や青年層を積極的に活動体

制に組み込むように指導・助言する必要がありま

す。これは、いずれ来る世代交代への備えでもあ

ります。 



37 

 

６ 高齢化が進んだ地域における新たな 
農村コミュニティの形成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■少子・高齢化の進展と新たな農村コミュニティの形成■ 
 
 岐阜県旧Ｎ村： 地域によっては、高齢化率が著しく高く後継者の少ない地域も少なくな

い。又少子化や若年層の流出から考えると施策そのものを進めるに非常に困難な地域もある。

現在の地域を存続し、発展していく上では、花嫁対策や高齢者対策、少子化対策等難題が山積

状態である。 
 
 埼玉県Ｙ町： （集落連合組織の形成を）仮に進める場合の問題点は、地域の推進力になる

リーダー層の高齢化等、保守的意識の住民が多いため問題があると考えられる。 
 
※集落統合・集落連合組織形成に関する市町村意向調査における行政担当者の自由記入 

 意見より、平成14年度農村集落組織づくり支援検討調査－農林水産省農村振興局   【コラムⅡ-6】 

 以下のコラムⅡ-6に示すように「複数集落の連

携による新たな農村コミュニティのための組織を

設置するとすれば、各集落に対する説得・調整活

動、新組織の活動内容や規約の案の作成等、知

恵・労力を伴う様々な活動があり、そのための一

定のエネルギーが要求されます。このようなエネ

ルギーが老人ばかりの集団に果たして残っている

のか？」という、新たな農村コミュニティ形成施

策に懐疑的な意見もあります。 

 

■提案～近隣地区居住縁故者の支援 

 集落の小規模化・高齢化が進展し、集落住民の

共同活動がほとんど停止してしまったような集落

が主たる構成集落として想定されるような地域で

は、確かに、上記の疑問のように広域の地縁組織

を設立し、新たな農村コミュニティを形成するこ

とはかなり難しいかもしれません。地域づくりに

対する意欲、体力がなくなっている可能性が高い

からです。しかし、従前に比べれば活動の質・規

模等の低下傾向が認められる場合であっても、一

定の集落活動をまだ実践している集落を構成メン

バーとする場合は、新たな農村コミュニティの形

成と活動継続の可能性はあると思われます。その

方法は「エネルギー補給」です。すなわち、地域

づくりのための人的支援をすることです。 

 

 支援者という場合、通常、たとえば、行政担当

者、学識経験者などが想起されますが、あくまで

も彼らは当該地域にとっては「外部の人」です。

組織づくり支援に終わらずに、その後の新たなコ

ミュニティにおける活動の支援もする、すなわち

長期にわたって当該地域と付き合うということを

前提にすれば、支援者としてより望ましいのは、

当該地域の縁故者だと思います。 

 たとえば、結婚を機に親元を離れ、役場や市役

所のある「町場」に居住している子弟がいるはず

です。車で30分前後というように比較的近距離に

居住する子弟など「近隣居住縁故者」が地域づく

りに参加できるかどうか検討してみてください。
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７ 新たな農村コミュニティの活動と 
個別集落の活動との関係 

 

 

7.1 個別集落活動の概要  7.2 新たな農村コミュニティによる個別集落活動の代替 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.1 個別集落活動の概要 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 既にPartⅠでも述べましたが、複数集落の連携

による新たな農村コミュニティが形成されたとし

ても、個別集落（の自治組織）がなくなるわけで

はありません。個別集落ごとに自治会、町内会な

どの自治組織が継続し、個別集落ごとの住民共同

活動は継続して行われるものと想定されます。 

 ただし、新たな農村コミュニティにおける活動

方針の策定に際しては、個別集落の活動状況を点

検し、「個別集落活動の新たな農村コミュニティ

の活動内容への振り替え」の可能性などについて

検討する必要があります。 

 集落機能はごく一般的には、以下の表Ⅱ-2のよ

うに整理できると考えられます。 

 なお、近年の都市農村交流のような地域おこし

活動を集落単独で、住民共同で実施している事例

もありますが、日本の集落数全体からみればごく

少数であると思われるため、「機能類型」には含

めませんでした。 

 

(1) 地域資源管理による定住環境確保 

 この機能に関する具体的な活動行為をみると、

たとえば道路、河川、集会施設などの生活環境施

設の共同管理活動、環境美化活動、ゴミの管理活

動などが該当します。 

 農道や農業用水路などの農業生産関連の地域資

源管理は、基本的には個々の農家や農家の集団

（たとえば農家組合や水利組合などの農業生産に

係る組織）の共同作業として行われるものと思わ

れますが、非農家も含めた集落全体の作業として

行われる場合もあります。 

 

(2) 利害調整・相互扶助･レクリエーション 

 たとえば、かつて盛んに行われていたほ場整備

事業において換地計画を作成する場合、多くの事

例では、集落の有識者が「換地委員」になって集
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7.2 新たな農村コミュニティによる個別集落活動の代替 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

落を単位として原案を作成していますが、これな

どは集落の利害調整機能の典型例と考えることが

できます。 

 また、最近は少なくなりましたが、かつて盛ん

に行われていた冠婚葬祭における住民同士の助け

合いは相互扶助活動の典型例として挙げることが

てきます。 

 さらに、集落内の属性別のグループ、たとえば

老人会、婦人会などの活動の多くはレクリエーシ

ョン活動の性格が濃いものです。 

 神社やお寺との関連を有する諸活動も広義には

レクリエーションの範疇に入る活動です。 

 

(3) 行政支援・協力 

 多くの市町村では、行政区を設置したり、集落

の特定の者に対して行政区長や行政連絡員等を委

嘱するなど、集落あるいは行政区を末端の行政支

援・協力のための補助組織として位置づけていま

す。この場合の行政支援・協力の内容について

は、森（※）は次のように整理しています。 

 ａ 行政連絡業務(広報等、各種お知らせ） 

 ｂ 諸事務の執行・費用徴収（費用徴収は例が

  少ない） 

 ｃ 地域施設の委託管理（コミュニティセンタ

  ー、集会所、公園、掲示板、防犯灯等） 

 ｄ 地域要望のとりまとめ・合意形成 

 

※ 森裕亮、わが国における自治体行政と地域住民組

 織（町内会）の現状－行政協力制度を対象に－、同

 志社政策科学研究第３巻（2001）、315～332頁 

(1) 機能代替を検討する理由 

 新たな農村コミュニティの活動計画を策定する

際に個々の集落単位に行われる活動について点検

するのは次の理由からです。 

 すなわち、集落の小規模化、高齢化の進展など

の理由により従前に比べれば表Ⅱ-2に示したよう

な個別集落の機能が低下しているという認識のも

とに、個別集落の活動を新たな農村コミュニティ

の活動として位置づける（機能代替）ことによっ

て、低下した個別集落機能の回復を図れないか、

という問題意識です。 

 

(2) 機能代替の可能性 

 以下、新たな農村コミュニティによる個別集落

機能の代替可能性について表Ⅱ-2に示した機能類

型ごとに分けて考えてみます。 

 1) 地域資源管理による定住環境確保機能 

 一般に、集落には「集落固有の領域（土地の範

囲）」が存在します。そして、その領域内の地域

資源の利用の権利や維持管理責任は基本的に当該

集落にあるということが農村地域の共通した認識

であると思われます。「自治」という言葉を用い

るならば、集落自治が尊重され、他の集落や広域

の地縁組織のような他の組織が求めてそれに干渉

することはない、という認識です。集落のことは

集落にまかせるという大原則です。この機能は農

村地域の集落の最も基本的な機能であり、したが

って、集落が存続し、一定の地域資源管理活動が

行われている場合、広域の地縁組織による代替の

可能性は以下の2)、3)の機能に比べれば相対的に

代替の可能性は低いかもしれません。 

 しかし、生活道路や雑排水路のように、集落ご

との「管理範囲」はあるにしても、道路・水路そ

のものは連続しているため、その意味では地域全

体の資源とみなすことができるものもあります

し、維持管理に関わる問題･課題が各集落でおお

むね共通している場合もありますので、新たな農

村コミュニティの活動に移行させることを前提に

せずに、一度地域全体で検討してみる事をお勧め

します。 

 2) 利害調整・相互扶助･レクリエーション 

 上記の1)で述べた地域資源の管理活動とこの2)

の機能に係る活動との違いは、前者が主として、

「集落固有の領域」と結びついた活動であるのに

対し、後者の活動は固有の領域に係る活動という

よりは「人の要素が強い活動」であるという違い

があります。したがって、この機能については新

たな農村コミュニティによる機能代替すなわち

「広域活動化」の抵抗は「集落固有の領域」に結

びついた活動に比べればあまりないものと考えら

れます。事実、老人会や婦人会の組織が集落に残

っていたとしても、実質的な活動は広域の組織で
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行ったり、周辺の複数集落の共同活動として実施

していたりというような事例が各地で認めらてい

て、新たな農村コミュニティ単位の活動とする可

能性は高いものと判断されます。 

 3) 行政支援・協力 

 この機能については、地域住民の抵抗や違和感

が少ないという意味では、上記の(2)と同様、比

較的容易に代替しうるものと考えられます。 

 ただし、この機能については市町村におけるコ

ミュニティ行政（多くは総務・企画系の部局が担

当）の位置づけによっても左右されます。たとえ

ば市町村全域で新たな農村コミュニティ形成施策

を展開する場合、コミュニティの基本単位を従来

の集落から新たな農村コミュニティに切り替える

可能性があります（というよりは、行政効率など

の観点からすると、その可能性が高いと思われま

す）。その場合、自動的に機能代替が行われま

す。 

 新たな農村コミュニティが市町村内の特定区域

のみで形成される場合、行政の整合性・一貫性を

考えれば、数において「多数派組織」である集落

を尊重し、通常は従前通り集落が行政との連絡調

整などの個別窓口になり、機能代替は行われない

ものと考えられます。 

 

(3) 望ましい機能代替のあり方 

 新たな農村コミュニティによる個別集落の機能

代替について最も望ましいのは、現在、個々の集

落において一定の共同活動が行われている場合で

あっても、各集落機能にかかわる諸活動の基本的

な方針を新たな農村コミュニティで検討し、それ

に基づいて個別の集落活動が行われるという方法

です。ただし、そのためには、従来から連綿とし

て続いてきた集落自治に関する地区住民の伝統的

な考え方を多少修正してもらう必要があります。
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８ 新たな農村コミュニティの活動の継続・充実策 
 

    8.1 人材の確保   8.2 魅力ある活動課題の設定   8.3 経済的基盤の確率 

    8.4 活動拠点施設の確保 

※ 活動継続・充実のための行政支援については「９ 行政（主として市町村）の支援」で記述） 

 

8.1 人材の確保 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 人材の確保 

 新たな農村コミュニティの活動が継続するため

の最大のポイントは、リーダーとなる人材を確保

できるかどうかです。新たな農村コミュニティの

発足時のリーダーがいつまでもリーダーであり続

けることはできません。特定の者にいつまでも負

担を押し付けることはできません。 

 1) 長期的視点からの人材確保 

 長期的には、仮に60歳代以上がその時のリーダ

ー層であるとすれば、30歳代～50歳代の青壮年層

に積極的に活動に参加してもらうことです。活動

計画の策定にはできるだけ彼等の意見を汲み入れ

ることです。30歳代～50歳代の青壮年層が新たな

農村コミュニティの活動に積極的に参加すること

は、新たな農村コミュニティの運営に関して、将

来的にはスムーズな世代交代が可能となることを

意味します。 

 2) 短期的視点からの人材確保 

 仮に新たな農村コミュニティの代表を会長、下

部組織となる各種部会の長を部会長とします。そ

の場合、通常、副会長と、副部長がおかれるはず

です。この副会長・副部長が自動的に次期の会

長、部長となるように決めておくということが考

えられます。 

(2) 役員負担の軽減 

 ところで、「人材確保」がいわれる背景のひと

つに、新たな農村コミュニティの運営のための役

員負担が大きく、引き受け手がなかなかでてこな

いという事情があります。特に「地域外で仕事に

就いている青壮年層」の場合にそれが該当しま

す。したがって、新たな農村コミュニティの運営

に際しては、役員に過重な負担がかからないよう

に配慮することが必要です。 

 また、負担を考えれば、新たな農村コミュニテ

ィの運営に係る役員負担と個別集落の役員との兼

務はできるだけ避ける事が望ましいと思われま

す。 

 ■集落役員の必要性の検討 

 なお、新たな農村コミュニティの活動内容を検

討する際、個々の集落の活動内容も同時に点検す

べきことを先に述べましたが、その場合、個々の

集落の役職の統廃合も検討すべきだと考えます。

個々の集落に存在するさまざまな役職は、多くは

行政とリンクした形で設置され、それが長期間続

いているという場合が多いのではないでしょう

か。行政とのリンクの具体的な活動内容等から見

て当該役職の常時設置が必要かどうか検討してみ

てください。 

 

(3) 女性の登用 

  地域づくりに女性の力は欠かせません。女性は

男性に比べれば地域に「居る」時間が相対的に長
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8.2 魅力ある活動課題の設定 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.3 経済的基盤の確立 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

いため、男性に比べて地域の状況を把握している

度合いが大きく、地域の課題を男性よりは的確に

把握しています。また女性は子どもなどを通じて

の日常の付き合いやまとまりの度合いも男性に比

べれば一般に大きいものと考えられます。さら

に、女性の中には「他所から嫁いできた」方も多

く、他所（その女性が育った土地）と今住む地域

とを比べることができ、それが地域づくりにより

有益な情報になります。このように、女性は男性

に比べて地域づくりに有利な特性を有しています

ので、新たなコミュニティづくりにおいても積極

的に登用してください。 

 新たなコミュニティの活動が継続するために

は、住民が積極的に参加したくなるような魅力的

な活動課題を設定することが重要です。これにつ

いては、新たな農村コミュニティの形成時に当該

地域の振興に係る構想を策定しておき、その中に

盛り込まれたさまざまな課題について、計画的に

実行していくという方法があります。自分たちが

描いたプランが実現することに充実感と達成感が

得られるとともに活動への参加意識の醸成にもつ

ながります。 

 なお、活動テーマについては、多くの地域住民

が何らかの役割をもって参加できるようなテーマ

であることが望まれます。あるいは、地域住民が

何らかの役割を持てるような活動計画を策定する

ということです。 

 また、わずかでもいいので、何らかの経済的見

返りが新たな農村コミュニティにもたらされるよ

うな活動であれば、理想的です。経済的見返りを

もたらしうるようなさまざまな地域資源が未利用

のまま眠っている可能性があります。一度点検し

てみてください。 

(1) 経済的基盤の確立 

  新たな農村コミュニティが活動を継続するため

にはその経済的基盤がある程度確立されている必

要があります。 

 資料作成に必要なコピー代、文房具購入費など

の日常的な活動に必要な経費については、一般に

組織加入会員からの会費、寄付、市町村からの助

成・補助でまかなわれることが予想されます。 

  新たなコミュニティの経済的基盤の確立につい

ては、上記のほかに、事例（ PartⅢ）で紹介す

る豊前市の「畑活性化協議会」のように地域資源

を活用した事業など収益が見込める活動を行うこ

とも考えられます。 

(2) 組織の法人化 

  新たなコミュニティの経済的基盤の確立という

ことに関連して、場合によっては検討課題となる

のが、新たな農村コミュニティの土台となる集落

連合組織の法人化の問題です。たとえば、活動に

際して相当の費用が見込まれ、借金する必要がで

てきた場合、組織が法人化していない限り組織名

で借金はできません。 

  法人化されている場合、行政からの事業の受託

も可能になります。 

  法人化については、主として①地方自治法に基

づく地縁法人、②ＮＰＯ法（特定非営利活動促進

法）に基づくＮＰＯ(Non-Profit Organization)

法人の二つの可能性があります。現時点では農村
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8.4 活動拠点施設の確保 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ＮＰＯ法人「夢未来くんま」－静岡県天竜市熊地区■ 
 
■平成12年６月認証されたＮＰＯ法人「夢未来くんま」は、熊地区活性各推進協議会（昭和61

年発足）を発展的に解消させ、新たに法人組織として立ち上げられました。自主財源をもち、

「地域振興と相互扶助に基づく明るく住みよい地域づくり」を目的として活動しています。 
 
■平成14年度の会員数は約550名。地区外会員もいますが、会員のほとんどは旧村である熊地区

内の居住者です。地区内全戸加入ですから、地縁的なＮＰＯ法人の性格を有しています。 
 
■ＮＰＯ法人設立の契機となったのは活動の後継者の問題です。それまでの有志グループ中心

の活動では特定の個人の負担などの問題があり、法人化の検討をしました。有限会社化、農事

組合法人化なども候補に挙がりましたが、最終的に食による地域づくりだけでなく、総合的な

地域づくり活動に取り組める形態として、従前からの協議会に収益事業を行う「くんま水車の

里」と「かあさんの店」を合体させ、ＮＰＯ法人化する途を選択しました。 
 
■現在「夢未来くんま」は以下の４部門の活動しています。①水車部（食堂・物産館の経営な

どの収益活動） ②しあわせ部（ＮＰＯ化してからの新規事業で、給食サービス、デイサービ

スなど個々の集落では実現不可能な相互扶助活動 ③いきがい部（ホタルを見る会、ふるさと

祭り、ホームステイの運営など公民館的な活動 ④ふるさと部（棚田保全、ギフチョウの保護

など環境保全に関する啓発活動） 
                               【コラムⅡ-7】

地域での事例はいずれについてもごく少数にとど

まっていますが、今後は次第に増えていくのでは

ないかと思われます。（ → コラムⅡ-7） 

  新たな農村コミュニティの活動継続の重要なポ

イントの一つが事務所機能を有する活動拠点施設

の有無です。会議・打合せをする場合、個々の集

落の集会施設や個人の家などを回り持ちで移動し

ているようでは、長期的に見て腰を落ち着けた活

動はできないのではないでしょうか。 

  大きな施設は不要だとは思いますが、電話、Ｆ

ＡＸ、コピー機、パソコン、小会議室、図面の作

成等のための作業室などを備えた「地域づくりセ

ンター」（仮称）施設が住民の手づくりで用意

し、維持していくことが理想的です。 

 現実的には、いわゆる地区公民館の一室を新た

なコミュニティの活動拠点として利用するという

方法が考えられます。また、廃校となった小・中

学校や無人化した家屋などをリフォームして再活

用するという方法もあります。(→コラムⅡ-8) 

■廃校施設の活用■ 
 
■『学校施設は、地域住民にとっての身近な公共施設であり、またその校舎などは地域のシン

ボル的な存在である場合も多く、廃校となった後も出来るだけ地域コミュニティの拠点として

活かすことが重要であると考えます。』 
 
■『過去4年間の廃校（※）については、建物が現存するもののうち、約６割が活用されている

と報告されています。活用用途としては、社会教育施設や社会体育施設の割合が高くなってい

ますが、自然体験交流施設や老人福祉施設など様々な施設として活用されています。 

 また、最近では地方公共団体と民間事業者とが連携し、創業支援のためのオフィスや地元特

産品の加工会社の工場として廃校施設が活用されるなど、地域資源を活かし、地域経済の活性

化につながるような活用もみられます。』 

※平成14・15・16・17年度の４年間の公立学校の廃校数は、小学校1206、中学校356、高等学

 校172、合計1734。 
 
■廃校の活用に関するパンフレットなども作成されています（文部科学省文教施設企画部施設

助成課） 

       文部科学省ホームページ(余裕教室・廃校施設の有効活用)より     【コラムⅡ-8】
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９ 新たな農村コミュニティに対する行政の支援 
 

9.1 新たな農村コミュニティ形成段階の支援  9.2 新たな農村コミュニティ形成後の支援 

 

 

 

 

9.1 新たな農村コミュニティ形成段階の支援 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 複数集落の連携による新たな農村コミュニティ

の形成については、その形成段階においても、形

成後においても行政の支援は不可欠です。 

 新たな農村コミュニティの土台となる集落連合

組織の設立段階の支援です。たとえば、以下のよ

うな支援です。 

  ①住民の広域協働活動の場の提供 

  ②住民の啓発 

  ③住民の合意形成等支援 

  ④集落連合組織計画策定への人的支援 

 

(1) 住民の広域共同活動の場の提供 

 これは、支援策というよりは、新たな農村コミ

ュニティ形成のための誘導・誘発策です。 

 近年、新たな農村コミュニティを形成した事例

の中には、新たな農村コミュニティの形成の前の

段階で、何らかの課題に対処するための広域での

共同活動を体験し、その後に新たな農村コミュニ

ティの形成に踏み切ったという事例があります。

たとえば本手引書のPartⅢで紹介する京都府南丹

市美山町の旧村を単位とする５つの地域振興会や

熊本県和水町の「ムラづくり協議会－夢らんど十

町」などがそれに該当します。すなわち、この支

援策は、広域の住民共同活動の経験が新たな農村

コミュニティの形成にプラスに働くという前提の

もとに、そのような場を行政が意図的に用意する

という方策です。 

 なお、この支援は、一定の年月を必要とするた

め、新たな農村コミュニティの形成を中期的な施

策として展開しようとする場合に有効な策となり

ます。 

 具体的には、新たな農村コミュニティ形成が想

定される地区を単位とした、たとえば次のような

施策が考えられます。 

 1) 地区の計画の策定 

 地域の振興や活性化に関する総合的な計画や特

定の課題に関する計画を地区全体で策定します。

 なお、この計画には計画実現のための行動計画

も含めることが望まれます。 

 2) 地区住民共同利用施設の整備 

 施設計画の策定への関与を広域活動として行い

ます。施設整備後の維持管理を地元が行う場合は

維持管理計画も策定します。 

 

(2) 住民の啓発 

 新たな農村コミュニティの形成に関する住民の

啓発については、たとえば以下のような方法が考

えられます。 

 1) 各種情報の提供 

 新たな農村コミュニティ形成の可能性に関する

庁内検討で既に把握している情報を中心に、それ

らを分かりやすく整理して、住民に提供します。

 提供情報としては、たとえば下の表Ⅱ-3に掲げ

るような事項が考えられます。 

 2) 講演会の開催 

 新たな農村コミュニティの形成に関する講演会

を開催し、啓発します。講演者としては、先進事

例地区の行政担当者・住民のリーダー、現場での

地域づくり支援の経験のある学識経験者などが候

補です。講演者と行政担当者による事前の打合せ

をし、地域の概況や行政として特に啓発を希望す

る事項などを伝えれば、講演者は話しやすいと思

います。 

 3) 先進地視察の斡旋 

 先進地視察の斡旋をします。視察先の決定につ
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いては、複数の視察候補地を選定し、各先進地区

での活動内容などに関する概況を把握・検討した

上で地区を選定します。 

 先進地区については本手引き書でもいくつか掲

載しました。この他にも隠れた先進事例があるも

のと思われます。先進地探しには、やや時間がか

かりますが、インターネットでキーワード、たと

えば「コミュニティ再編」と入力し、そこから検

索することが現時点では一番有効な方法だと思い

ます。 

 なお、視察後、視察者による感想発表会を開催

することは有意義な事だと思われます。 

 ■リーダー層への啓発が先行 

 一般の行政施策についても同様な方法が採られ

ることが多いかと思われますが、新たな農村コミ

ュニティの形成に関する住民の啓発については、

自治会長会議、区長会議などを開催し、その時の

地域のリーダー層への啓発を先行させることが効

果的だと思います。住民への啓発活動を行えば、

多くの行政施策についてもいえるかと思います

が、一般住民からの「これはどういうことか？」

という問合せが行政のみならずその時のリーダー

へも寄せられることが想定されます。その際、リ

ーダー層には、行政の意図等をある程度的確に答

えてもらう必要があります。 

 

(3) 住民合意形成等支援 

 ある施策を受け入れるかどうかに関する住民の

合意形成について従来多くの地域で行われている

方法は、地区や集落での話合いの場を持つという

方法です。それを何回か繰り返すうちに、受け入

れないという選択肢も含めて何らかの合意が形成

されます。その場合、行政は、事前に啓発をした

り、住民の話合いの場に参加し、説明したりと、

合意形成の間接的支援を行ってきました。 

 ■ワークショップ 

 近年それらの方法に加えて、ワークショップの

手法を採用する市町村が増えてきています。地域

づくりについてのワークショップは、ごく簡単に

いえば、参加者が、特定の課題について、同じ立

場にたって、共通の作業をし、その課題について

の何らかのとりまとめを行うというものです。適

切に行われれば、当該課題についての認識の住民

間での共有、住民の一体感の醸成・合意形成に有

効な手法だと思われます。 

 ただし、現時点では、先述しましたが、住民が

独力でこれを開催することには無理があります。

そこで行政の支援が必要となります。 

 以下の表Ⅱ-4は、新たな農村コミュニティの形

成と関連して実施する場合のワークショップにつ

いて、目的、実施時期を整理したものです。 

 

(4) 集落連合組織計画策定への人的支援 

 費用、労力負担等の点で可能ならば、ワークシ

ョップの開催も含めて、集落連合組織の組織計画

策定に際しての人的支援を検討してください。 

 支援者としては行政担当者、学識経験者などが

考えられます。ただし、学識経験者の場合は、通

常、費用がかかります（交通費、謝金など）。 
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9.2 新たな農村コミュニティ形成後の支援 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 新たな農村コミュニティ形成後については、た

とえば以下のような支援が考えられます。 

  ①活動費用の支援 

  ②リーダー養成 

  ③指導・助言体制の充実 

 

(1) 活動費用の支援 

 新たな農村コミュニティの活動に必要な費用は

主として会員から徴収する会費（世帯単位での徴

収が一般的）によってまかなわれることが想定さ

れますが、その他に、行政による金銭的支援が期

待されます。 

 行政による金銭的支援は広義には以下の３つに

区分されます。 

 ①使い道を特定しない活動助成 

 ②活動･事業等を限定する補助 

 ③活動に必要な物財等の貸与、支給などの間接

  的費用支援 

 表Ⅱ-5は、PartⅢの事例でも紹介する熊本県和

水町における地域づくり活動に対する費用支援事

例です（補助金）。 

 

(2) リーダー養成 

 コミュニティ活動のリーダーの養成です。行政

が単独でこれを実施するのが無理であれば、地域

づくり・まちづくり支援に実績のある専門の団体

やコンサルタント会社、地元の大学などとタイア

ップして行います。 

 リーダー養成の対象者は、通常は公募すればよ

いのですが、キーパーソンとなる住民を常日頃か

らマークしておいて、勧誘するということも必要

になります。 

 リーダー養成は、通常２回程度の研修・講習会

という形式をとることが想定されます。 
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 研修・講習内容としてはたとえば表Ⅱ-6に示す

ようなものが考えられます。 

 なお、これらはあくまでも一般的メニューで

す。特定の行政課題に焦点を絞り、その解決に住

民の立場から関与する場合のリーダー養成という

ことも考えられます。 

 

(3) 指導・助言体制の充実 

 新たな農村コミュニティに対する市町村の恒常

的な指導・助言体制が可能かどうかを検討してく

ださい。たとえば以下のような支援体制です。 

 ①外部助言者の紹介・派遣 

 ②行政担当者によるいわゆる「地区担当職員制

  度」 

■ＫＪ法（※）■ 
 
■文化人類学者川喜田二郎氏（東京工業大学名誉教授）が考案した創造性開発（または創造的

問題解決）の技法で、同氏の姓名の頭文字をとって“ＫＪ法”と名付けられています。 
 
■ワークショップやブレーン・ストーミング（何人かが集まり、あるテーマをめぐって、既成

概念にとらわれず、自由奔放にアイデアを出し合う会議形式の一種）などで出されたアイデア

や意見、または各種の調査の現場から収集された雑多な情報を１枚ずつ小さなカード（紙キ

レ）に書き込み、それらのカードの中から近い感じのするもの同士を２、３枚ずつ集めてグルー

プ化していき、それらを小グループから中グループ、大グループへと組み立てて図解していき

ます。こうした作業の中から、テーマの解決に役立つヒントやひらめきを生み出していこうと

するものです。 
 
※独立行政法人雇用・能力開発機構 生涯職業能力開発促進センターのＷｅｂサイト「能力開発技法 ＫＪ

 法」からの引用（文体等一部変更）。 

         【コラムⅡ-8】
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PartⅢ
新たな農村コミュニティ形成の

事例

１ 北海道士幌町「下居辺地区里づくり推進委員会」 ……… 50 

２ 新潟県十日町市「水沢地区振興会」 ……………………… 52 

３ 京都府南丹市美山町「地域振興会」 ……………………… 54 

４ 広島県安芸高田市高宮町「川根振興協議会」 …………… 56 

５ 福岡県豊前市「畑活性化協議会」 ………………………… 58 

６ 熊本県和水町の「ムラづくり協議会夢ランド十町」 …… 60 

７ 岩手県巻町における自治組織の育成 …………………… 62 

◆新たな農村コミュニティ形成の事例 

◆行政区をベースとした自治組織（自治会）の育成 
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１ 北海道士幌町「下居辺地区里づくり推進委員会」 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 北海道士幌町の下居辺（しもおりべ）地区は、

隣接する二つの小学校の統合後に新小学校区の範

域で新しい住民組織を発足させ、折々の課題にプ

ロジェクトチームを設置して、地域づくりに取り

組んでいます。 

 

 北海道の農村集落はその歴史形成などの経緯か

ら一般に、集落内の農家相互の結びつきが弱いこ

と、集落自治の伝統が浅いことなどが指摘されて

います。誤解を恐れずにいえば、北海道では「集

落再編」が農事組合の再編として行われることが

多いことに示されているように、集落は実質的に

農業生産活動を軸に動いていて、コミュニティ活

動はそれに付随する活動として位置づけられてい

る場合が多いものと考えられます。このような情

況を背景としたとき、この下居辺地区の事例は、

北海道農村におけるコミュニティ活動のきわめて

貴重な、かつ先進的な事例だと思われます。 

 

 士幌町は北海道の南東部、十勝支庁管内の中央

に位置する、「システム農業」（農協が主導する

生産・加工・販売の一貫システム）で高名な町で

す。町人口は6,755人、世帯数は2,592世帯（平成

17年国勢調査）で、一般畑作と酪農・畜産の大規

模な農業経営が展開されています。 

 戸数約60戸の下居辺地区は士幌町の東部に位置

し、地区を流れる居辺川の沢と丘陵地にある６集

落（行政区）からなります。 

 

■里づくり推進委員 

 会発足の経緯 

 現在の下居辺地区

は、以前は小学校区を

範域とする２つの地区

（旧下居部地区と旧朝

陽地区）に分かれてい

て、そのそれぞれに連

合自治会的性格を有す

る「地区公民館活動推

進委員会」が組織され

ていました。 

 二つの小学校の統合

は昭和49(1974)年でし

たが、公民館活動推進

委員会の統合（(新)下

居辺地区の誕生）はや

や遅れ、昭和63年で

す。この地区の実質的

自治組織である公民館

活動推進委員会を母体にして(地区の振興的活動

を担う(別)組織として)、平成８年に下居辺地区

里づくり推進委員会が発足しました。 

 下居辺地区の農業条件は、地形・地質の面で町

内では条件不利地とされ、土地改良によって今日

の農業基盤を築いたといわれます。それだけに地

区の戸数・人口の減少は著しく、地区の将来に危

機感を抱いた住民有志が地域活性化を呼びかけ、

まず平成５年に「里づくり検討委員会」が設置さ

れました。この委員会が策定した「下居辺里づく

り構想」を実現すべく結成されたのが里づくり推

進委員会です。 

 

■里づくり推進委員会の活動 

  里づくり推進委員会は地区を横断・網羅した

組織です。地区の全戸が加入し、地区内の全ての

役職者と組織・団体の代表が委員会の役職者にな

っています。構成戸数は62戸、委員会の会員数は

65名です（平成18年度末現在）。 

 図Ⅲ-3中のプロジェクトチームが当面の課題達
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成のための実働部隊です。現在稼働しているのは

果樹園プロジェクトチームです。里づくり推進委

員会発足当初は「湯の里」と「山村留学」の二つ

のチームがありましたが、現在はその役割を終え

解散しています。 

 こうしたプロジェクトチーム方式にした目的は

二つあります。一つは、既存の組織・団体の長な

ど役職者への負担集中を避けること。二つは、プ

ロジェクトチームの活動のなかで次期のリーダー

育成をはかることと女性を積極的に登用すること

です。 

 1) 湯の里チームの活動 

 地区内にある町営と民営二つの温泉宿泊施設を

地域活性化の資源として活用することを目的に設

置されました。ＰＲ・集客活動などの支援と、狭

小・老朽化の問題があった町営温泉宿泊施設の改

築計画に地区の意向を反映させることがチームの

業務でした。チームは事例視察を行い、集約した

意見・要望を新施設の計画に実現させています。

平成13年に新施設（「プラザ緑風」）が開業し、

これにともなう経営の第３セクター化を機にチー

ムは解散していますが、ＰＲ・集客活動などの支

援は、里づくり推進委員会が現在も継続して行っ

ています。 

 2) 山村留学チームの活動 

 統合小学校である下居辺小学校の児童数が減少

し、このまま推移すれば廃校の事態も考えられる

との危機感から設置されました。山村留学を実現

すべく、チームでは先発事例の視察や研修会への

参加などを行って検討を重ね、ＰＲ誌の作成、報

道機関への協力依頼、道内・道外での説明・募集

などの広報活動も自らの手で行いました。平成11

年には最初の留学生４名を誕生させ、現在まで延

べ29名の留学生を受け入れています。山村留学事

業の本格化とともに、チームは平成10年に「山村

留学振興協議会」になり、プロジェクトチームの

位置からは離れました。 

 3) 果樹園チームの活動 

 ある地区住民が「地区の振興のために」0.5ha

の農地を寄付したことをきっかけに、平成11年に

設置されたプロジェクトチームです。寄付地を試

験圃場にして、りんご、ぶどう、プラム、梨、ア

ンズ、サクランボなどを植え付け、栽培技術の研

究をしてきました。現在はジャムやジュースなど

の加工品試作も手がけています。 

 

■青年期にコミュニティ活動を経験した複数

 のリーダーの存在 

 公民館活動や里づくり推進委員会いずれも50歳

～70歳代のトップリーダー層による集団指導体制

で運営されていますが、これらトップリーダー層

の多くは、戦後米国から日本に導入された４Ｈク

ラブ制度における活動経験者です。 
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２ 新潟県十日町市「水沢地区振興会」 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 昭和の大合併前の町村域、いわゆる旧村を組織

範囲とする水沢地区振興会の特徴は、地区内の生

活環境整備などについて、強力な利害調整・合意

形成機能を有していることです。 

 

  新潟県十日町市は豪雪地帯である上越地方に位

置し、人口、世帯数それぞれ62,058人、19,207世

帯（平成17年国勢調査）を有する、伝統的な繊維

産業と農業を基盤とする市です。 

  水沢地区は十日町市の市域東部中央（旧十日町

市の最南部）にあり、信濃川河岸段丘から魚沼丘

陵部まで、おおよそ標高150ｍから500ｍまでの間

に点在する25の集落（38行政区）からなる、旧中

魚沼郡水沢村という旧村を範囲とする地区です。

 

■振興会発足の背景 

  水沢地区振興会は、昭和37年の旧水沢村の十日

町市への編入を契機に組織されました。すなわ

ち、地区の運営・マネージメントのために、十日

町市への編入でなくなってしまった旧水沢村の行

政組織を地区振興会という形で残したとみること

ができます。 

 

■組織概要 

 水沢地区振興会は地区の全世帯員を会員とする

地縁組織ですが、平

成17年国勢調査の人

口、世帯数がそれぞ

れ5,965人、1,691世

帯と会員規模が大変

大きいということも

あり、最終的な意志

決定機関である地区

振興会総会に住民が

直接参加するという

形ではなく、代議員

制度を採用しています。すなわち、役員と各集落

代表者が総会の構成メンバーとなり、地区の住民

の意見をふまえた上で振興会としての意思決定を

しています。 

 図Ⅲ-7は振興会の組織図ですが、部会等の振興

会の下部組織は設置されていません。 

  振興会事務局は水沢地区公民館内におかれてい

ます。地区公民館内には市役所の支所も設置され

ています。実質的には公民館長補佐が振興会の事

務局長の役割を果たしています。 

 水沢地区振興会の活動内容は大きくは以下の２

つに分けることができます。 

 ①地区内各種組織の活動の支援等 

 ②地区内の利害調整・合意形成 
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 なお、参考までに、水沢地区

における集落の標準的な自治組

織構成を図Ⅲ-8に示しました。 

 

■各種組織活動の支援等 

 水沢地区内には、体育協会、

消防団、交通安全自治会、防犯

連絡協議会など、行政と密接な

関係を有する各種組織があり、

これらの活動に対する支援を行

っています。いわゆる公民館活

動（地区文化祭、敬老会、俳句

大会、図書貸出し等）も支援し

ています。 

 平成14年度からは年５回程度

の広報誌も発行しています。 

 

■利害調整・合意形成 

 各集落のさまざまな要望事項をとりまとめ、地

区としての全体的な合意形成を図った上で、国、

県・市への要望を一括して行うという地区の利害

調整・合意形成活動です。市も含めて地元ではこ

の利害調整・合意形成活動が振興会の活動として

特に重視されています。 

 通常、道路整備などの生活環境整備事業を実施

する場合、個々の集落が行政との「窓口」になる

場合が多いのですが、水沢地区の場合は、各集落

から整備要望書を提出してもらい、振興会長以下

役員でその内容を検討し、選別する作業を行い、

国、県、市に対して振興会としての要望を行いま

す。またその際、必要に応じて行政担当者も交え

て現地の視察会なども実施しています。 

 さらに、事業実施説明、用地問題の調整など、

行政が特定の集落に「入る」必要がある場合は必

ず振興会を窓口として入ってもらうことにしてい

ます。振興会会長や事務局が行政による集落説明

会などに同行する場合もあります。 

 上記の「地区による一括要望とりまとめ」につ

いては、事業着工に必要な同意取得等の種々の実

質的準備作業を振興会が行っているため、行政担

当者による事業に必要な用地交渉がきわめて短時

間で済むなど、行政遂行上のメリットをもたらし

ています。 

 このような振興会による利害調整・合意形成機

能は、市町村合併後の地域自治モデルにもなりう

るものとして高く評価されています。 
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３ 京都府南丹市美山町の「地域振興会」 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 京都府南丹市美山町では、町内５つの旧村（知

井、平屋、宮島、鶴ヶ岡、大野）のそれぞれに

「地域振興会」が組織され、各振興会の事務局に

は市職員が常駐するなど、行政と連携した地域づ

くりに取組んでいます。 

 

  美山町は、南丹市（平成17年国勢調査人口が

36,402人、同世帯数が12,400）の最北部に位置す

る町です。町内の「北」集落には茅葺民家が多数

残っていて、日本の農村の原風景とも言うべき風

情を呈しているということで、旅行雑誌などにし

ばしば取り上げられています。 

 

■地域振興会発足の経緯 

 旧美山町は、第３セクター美山ふるさと(株)に

よる定住対策や都市との交流による新産業おこし

などを実践してきましたが、過疎化・少子高齢化

による、町内の各組織での役員の兼任化や構成員

の高齢化がめだち、活力や展望がもてない状況に

なりつつありました。 

  そこで、集落や住民組織の機能低下を憂慮した

町は、平成12年、それまでの旧村単位での有限会

社（日用品販売店舗）設立の取り組み（農協の広

域合併に伴う農協支所の廃止が契機）などを通し

て芽生えてきた地域づくり活動の機運を背景に、

「新たな美山町づくりをめざす検討委員会」を設

置し、コミュニティの再編という新しい視点から

のまちづくりに着手しました。それまでの個々の

集落単位では十分な地域づくりの意思決定・活動

ができないというこ

とから、意思決定・

活動の主体を旧村単

位に移そうというね

らいです。そして、

委員会での検討の結

果、平成13年、５つ

の旧村を単位として

地域振興会を誕生さ

せました。 

 

■地域振興会の 

 概要 

 ５つある地域振興

会の人口、世帯数規

模をみると、平均で

人口約980人、世帯

数340というかなり

大きな規模です。会員規模が大きな組織であるた

め、事例２の十日町市水沢地区振興会同様、総会

は代議員制度を採用しています。 

 各地域振興会は旧農協支所を事務局として活用

しています。事務局は住民出資の有限会社の購買

店舗がある地区ではその店舗と同居しています。

 図Ⅲ-13は５つの地域振興会のうちの宮島振興

会（旧美山町の中心地区）の組織体制です。①企

画総務部、②地域振興部、③生涯学習・社会教育

部の３部会構成ですが、これは地域振興会が図

Ⅲ-11に示したように従前の地区自治会、村おこ
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し推進委員会、地区公民館組織という３つの広域

組織の統合再編組織であるという性格を反映して

います。 

 なお、地区によって具体的な活動内容は若干異

なりますが、この３部体制については、宮島振興

会以外の他の地区も同様です。 

 

■行政との密接な連携 

 美山町の地域振興会は、住民自治組織ですが、

行政が「機構」としてそこに参加していることが

大きな特徴です。すなわち、市は、旧農協支所内

におかれている地域振興会の事務局に職員を１名

派遣しています。派遣職員は、地域振興会の事務

局長を兼務しつつ、保健・福祉・医療等の公的サ

ービスの相談業務、公民館業務、種々の住民要望

の把握等の行政職務を担当しています。すなわち

地域振興会の事務局は行政の支所的な役割も果た

していることになります。 

■この事例の示唆 

 この事例が示唆することをまとめれば、①行政

の発意・主導・支援、②広域のコミュニティ形成

の土台としての地域づくり活動の経験、③旧村と

いうなじみの地域範囲での組織化、④既存広域組

織の点検と活用、という整理ができます。 
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４ 広島県安芸高田市高宮町の「川根振興協議会」 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 広島県旧高宮町(現安芸高田市)の川根地区は、

「自らの地域は自らの手で」をスローガンとし

た、住民発意による旧村を単位とした地域づくり

で全国的に有名になった地区です。川根地区の動

きは地域づくりのモデルとなり、同地区の地域振

興組織は、その後旧高宮町内全域に、さらには新

市である安芸高田市全域に普及しました。 

 

 「参加と協働によるまちづくり」を最も重要な

施策と位置づけている広島県安芸高田市は平成16

年３月に旧高宮町を含む６町の合併により誕生し

ました（人口33,096人、世帯数11,905世帯－平成

17年国勢調査）。旧高宮町は、その安芸高田市の

北部、島根県との県境に位置する山あいの町で

す。川根地区はその旧高宮町の最北の地区です。

 

■川根振興協議会発足の経緯 

 昭和46年４月、地元町議会議員の議会報告会の

席上、出席者から自治組織結成の必要性が提起さ

れました。それを受けて、経済の高度成長によっ

て誘発された地域の過疎化や高齢化の波の中にあ

って、地区（旧高田郡川根村）の将来を危惧する

数人の住民が会合を続け、翌昭和47年２月、「会

員相互の連帯によって、地域の発展と活性化をは

かる明るい地域づくり」を目的として「川根振興

協議会（愛称：せせらぎ会）」が結成されまし

た。なおこの段階では協議会はあくまでも有志の

組織でした。 

 その後、協議会は

集中豪雨による大災

害（昭和47年７月）

からの復旧活動川根

生活改善センターの

建設（昭和49年４月

落成）などについて

中心的な役割を担っ

てきましたが、地域

づくりを一層推進するためには、地区住民全員の

参加が必要だということから、昭和52年10月、規

約改正をして、川根地区全戸加入の組織に衣替え

しました。 

 

■安芸高田市の地域振興組織の概要 

 その後旧高宮町は、川根振興協議会による地域

づくり活動をモデルとして、町全域で地域振興組

織づくりを進め、名称はさまざまですが、同協議

会を含め８つの地域振興組織を誕生させました

（→12ページの表Ⅰ-3に地域振興組織の一覧を掲

載しています）。また、周辺町村でも地域振興組

織づくりが進められ、さらに県としての積極的な

施策推進もあり（→３ページのコラムⅠ-2、７ペ

ージの表Ⅰ-1）、現在、安芸高田市内に32ある地

域振興組織（市内全域カバー）のほとんどが新市

誕生時には既に組織化されていました。 
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 市内32の地域振興組織はおおむね大字や旧小学

校区といった、従来からのなじみのある「まとま

り単位」を組織範囲としています。 

 各地域振興組織の規模をみると、最も小さい組

織の47世帯125人から最も大きい組織2,117世帯、

5,169人まで幅があります。（平均は、411世帯、

1,051人－平成18年度当初） 

 

■川根振興協議会の活動 

  規模の違い等もあり、地区により地域振興組織

の組織体制はそれぞれに異なっています。 図Ⅲ-

18は代表的な川根振興協議会（19行政区、264世

帯617人－平成18年度当初）の組織体制です。正

副会長、正副部長から構成される役員会の下に、

日常的な活動を行う８つの部会が組織されていま

す。 

 なお昭和47年の発足当初は、１農林水産部（特

産物の育成、和牛育成、植林造成）、２教育研究

部（小・中学校将来のあり方検討）、３環境改善

部（ゴミ処理対策、冠婚葬祭改善）、４企業振興

部（既存企業振興対策、公害のない企業誘致）、

５観光開発部（既設観光地整備、郷土芸能の伝承

と育成）の５部会体制でした。 

  川根振興協議会では以下に例示するような多彩

な活動に取組んでいます。 

 ①廃校中学校跡地・校舎を活用した「エコミュ

  ージアム川根（宿泊研修施設）」の施設整備

  提案と整備後の施設運営 

 ②「ふれあいマーケット」の運営（農協から廃

  止店舗を借り受け、住民出資） 

 ③ほ場整備の実施を契機に誕生した営農集団

  「ファミリーファーム２１」（大型機械の共

  同管理、ライスセンター整備など）と「農地

  を育てる会」（各行政区から数名ずつ参加）

  による集落営農活動 

 ④川根小学校存続のための町営若者定住住宅の

  建設による若者の定住促進（建設を協議会が

  町に提案、定住希望者は設計段階から町営住

  宅建設に参加できる～「お好み住宅」） 

 ⑤高齢女性を主体としたグループ「ファミリー

  ねこの手」や柚子振興協議会などによる地域

  資源を活用した商品の開発、販売 
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５ 福岡県豊前市「畑活性化協議会」 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 新たな農村コミュニティの活動が継続するため

の条件の１つは、活動のための費用が確保できる

ことです。特にそれが自前で確保できれば、活動

の独立性も高まります。ここで紹介する福岡県豊

前市の「畑活性化協議会」では、地域資源である

「冷泉」を活用した収益事業活動を中心とした地

域づくりに取組んでいます。 

 

  豊前市は、福岡県東南部の周防灘に面し、大分

県との県境付近に位置する、人口28,104人、世帯

数10,037世帯（平成17年国勢調査）を有する町で

す。市域は北東方向の海側の市街地から南西方向

の山間地まで広がり、海と山を懐に含む多様な環

境が豊前市の特徴です。 

 

■活性化協議会発足の経緯 

 豊前市を構成する旧村の１つである旧角田村内

を流れる角田川沿いの区域が大字「畑(はた)」地

区です。 

 畑地区における「村おこし」活動は、仕事をリ

タイアし、地元にＵターンした方（定年帰農）が

行政区長になり、若人の流出、過疎化を憂いて、

親睦を深めながら流出者の帰りたい村づくりを志

向したのが始まりです。平成初期の頃です。 

  この畑地区には、以前より、地区内の畑水神社

境内に日量２万トンの湧水量がある水温約15℃の

「冷泉」があり、その効能（飲用＆冷水浴）が評

価されていて、冷泉

を目的とするビジタ

ーが従前から相当数

存在していました。

そのような状況もあ

り神社の付属施設と

して入浴と休憩のた

めの施設（氏子建築

の施設）が整備され

ていましたが、老朽化していて建て替える必要が

ありました。 

  そのような折、地区から市への働きかけもあ

り、平成３年度に「ふるさと創生事業」の一環と

して、畑冷泉の総合的な活用・整備の推進を目的

として、豊前市が行政内部に畑冷泉整備計画策定

チームを形成しました。そしてそこでとりまとめ

られたのが「豊前市畑冷泉活性化計画」です。 

  そこに盛込まれた「今までの冷泉と、今回新た

に岩風呂とを組み合わせ、また周辺河川等の整備

も実施し、周辺をより個性的で魅力ある憩いの場

とする」という計画を実現すべく、平成４年度か

ら３カ年計画で整備事業を実施する運びとなりま

した。事業名は「地域総合整備事業－「畑冷泉」

遊の里整備事業－です。自然の景観を損なうこと

なく、歴史や伝統的な資源の保全・活用を核に整

備を進めました。 

 この計画作成・事業実施に対応する地元組織と
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して設置されたのが畑活性化（整備事業）委員会

です。そして平成６年の事業の完了・施設のオー

プンを機に、この委員会は発展解消する形で現在

の畑活性化協議会に衣替えしました。 

 

■協議会の概要 

 畑活性化協議会は、旧村を基本単位とする市内

10地区のうちの１つである畑地区４集落（２行政

区）の区域が組織範囲で、約90世帯の全住民が協

議会会員になっています。 

 なお、協議会構成４集落のうち畑集落が畑水神

社の直接の氏子、他の３集落は直接の氏子ではな

いものの同神社の春秋の祭典に参加する集落とい

うことで、協議会の区域は、神社を求心軸とする

社会的区域ということができます。 

 図Ⅲ-23に示すように、協議会には部会、支部

などの下部組織はありません。 

  畑地区内の４集落の役員、冷泉が湧出している

水神社の役員、婦人グループ代表、老人グループ

代表、畑小学校ＰＴＡ代表、活性化協議会の基幹

施設である冷泉館の施設運営委員長が畑活性化協

議会の役員です。 

  協議会の主な活動は以下の３つです。 

 ①畑冷泉館の管理・運営 

 ②畑地区の特産品の研究開発及び冷泉茶屋での

  販売 

 ③その他会員間の相互親睦を通しての村おこし

  活動 

 

■冷泉館、冷泉茶屋の管理運営 

 協議会の基幹となる活動は、冷泉館と冷泉茶屋

の管理運営／収益事業活動です。冷泉館と冷泉茶

屋の営業期間は通常７月、８月、９月の３カ月間

です。 

 訪問客は、冷泉館で冷水浴やサウナを楽しんだ

後、冷泉茶屋で食事をしたり、地元産の季節の野

菜や冷泉豆腐などの買い物をします。 

 これらの施設の管理運営業務により、繁忙期雇

用が中心ですが、地元に雇用の場が提供されまし

た。また収益の一部は地区に還元され、協議会が

行う他の諸活動の費用に充てられています。 

 

■会員相互親睦活動 

  協議会は、年間プログラムを組んで、初詣祭

り、どんど焼き、神幸祭、ほたる祭り、水開き、

冷泉キャンプ大会、水納め、彼岸花祭り、コスモ

ス祭り、芋煮会、クリスマスなどの会員間の相互

親睦活動を行っています。 

 また、活性化協議会の活動の中から、地区住民

一体となった河川清掃など、新しい地域共同活動

の芽もでてきています。 

 

■行政支援の重要性 

 本地区の場合、仮に市の全面的な施設整備がな

ければ、そもそも活性化協議会の活動に関わる経

済的基盤の確保はもちろんのこと、地区の活性化

の動機づけが弱体化していたであろうことは容易

に想定でき、市による施設整備という支援は不可

欠であったということができると思います。 
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６ 熊本県和水町「ムラづくり協議会夢ランド十町」 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 熊本県和水町（なごみまち）のムラづくり協議

会「夢ランド十町（じゅっちょう）」は、個々の

集落を「支部」として位置づけ、ワークショップ

を繰返し行った結果得られた、地区住民全員が共

有できる５つの目標をかかげ、ムラづくりに取組

んでいます。 

 

  熊本県の北西県境にあり、福岡県と接する和水

町は、福岡県境の旧三加和町とその南に隣接する

旧菊水町の２町の合併（平成18年３月）により誕

生した、人口11,900人、世帯数約3,668(合併前２

町の平成17年国勢調査データの合算)の町です。 

 夢ランド十町は、旧三加和町十町地区（町の東

北部に位置する旧緑村の一部区域～小学校の分校

区)(６集落）を範囲として組織されています。 

 

■「夢ランド十町」発足の経緯 

  若年層流出や少子化による過疎化・高齢化の進

展、基幹産業である農業の先行き不安等による町

内の個々の集落の活力や求心力の低下を背景とし

て、町は平成７・８年度２カ年をかけて町の振興

計画「夢世紀みかわ～自立したムラづくり活動を

目指して～」をとりまとめました。この計画では

「住民総参加のまちづくり」をテーマに、①住民

自らが主体的に地区のムラづくりを進める、複数

行政区を範囲とする組織である「ムラづくり協議

会」の設立（※）、②地区の計画づくり（将来像

「新コミュニティ形成事業」、②住民と行政が協

働して地域活性化に取組むための、役場職員の

「ふるさとパートナー制度」（地区担当職員制

度）の２つの制度を創設しました。 

 ※旧三加和町の圏域構成は、市町村制施行時の旧村

  ３、大字19、行政区26、集落50）。これに対し８

  ～９の協議会設立を想定。 

 そして、上記の①集落連合組織の形成、②地域

の将来像の策定という町提案に町内で最初に取り

組んだのがここで紹介する十町地区です。 

 十町地区は、昭和20年代の中頃、他地区にさき

がけてミカン栽培を始めたり、同40年頃からは麦

作に代わりスイカ栽培を導入するなど、農業に関

して先進的な地域でした。しかしその後の農業の

低迷、兼業化・高齢化・少子化の進展、たび重な

る水害の発生などで地域は沈滞していました。 

 このような状況を変える契機となったのが、地

の策定）という２つ

の具体的な手法を提

案しました。 

 さらに、「住民総

参加のまちづくり」

の提唱に際して、支

援策として、①種々

のまちづくり活動に

対して助成する町単

独のソフト事業制度
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区内小学校の４年連続（平成元年～４年）の全国

ミニバスケットボール大会出場でした。地区をあ

げての応援を通じて、それまで関わり合うことの

少なかった母親同士の交流が深まり、応援に対す

る感謝として、母子でのボランティア活動が始ま

りました。ゴミ拾い、川の清掃、独居高齢者への

弁当の宅配などの活動です。やがて活動に父親達

も参加するようになり、地域ぐるみの活動になり

ました。そして地域づくりの意識が芽生え、高ま

り、地域の連帯感が形成されていきました。 

 このような状況の下に、地区は町の提唱するま

ちづくりのモデル地区として位置づけられ、ムラ

づくり協議会の立上げ作業が始まりました。地区

では、事例４で紹介した広島県旧高宮町の視察や

ワークショップ開催による地区将来像の策定等の

後、平成10年４月、「ムラづくり協議会夢ランド

十町」を発足させました。 

  

■「夢ランド十町」の活動 

 「夢ランド十町」は、図Ⅲ-27に示すように６

つの集落（３行政区）の連合組織です。 

 組織の大きな特徴は、本部活動を担う５つの部

会のほかに、個々の集落を組織の「支部」として

位置づけていることです。 

  個々の部会は、十町全体のそれぞれの分野の活

動計画を企画立案し、「全体で取り組んだ方が効

果的・効率的な事柄は各部会で」、「集落間の競

争意識によって効果を発揮する活動は集落支部

で」を基本的な考え方として、地区全体で取り組

むことと支部で取り組むことの仕分けをしていま

す（最終的には役員会で決定）。たとえば花いっ

ぱい活動については、育苗は部会で、植栽は支部

単位で、また道路除草活動では、県道の除草は部

会で、町道と農作業道の除草は支部単位でそれぞ

れ行っています。地域の子ども達（小学生）を対

象にした、地域の自然や産業を学ぶ活動などのよ

うに、支部では行わない活動もあります。 

  個々の支部は、地区全体のテーマである「５つ

のムラづくり」（安らぎのあるムラ、美しいム

ラ、豊かさのあるムラ、楽しいムラ、皆が主役の

ムラ）の実現を目指し、それぞれの支部の特性に

合わせた活動をしています。 

  町のまちづくりの提唱に呼応した地域リーダー

層が壮年層であること、さらに役員の多くが女性

で占められていることなどもムラづくり協議会

「夢ランド十町」の特徴のひとつです。 
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７ 岩手県巻町における自治組織の育成 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 １～６の事例は複数集落の連携による新たなコ

ミュニティの形成・活動の事例でした。これに対

し、ここではやや視点を変えて、長年にわたり町

内全域で住民自治組織の育成を図り、成果を挙げ

ている事例を紹介します。 

 岩手県葛巻町では、住民自治活動に対する様々

な支援策を用意することによって、必ずしも自治

組織としては機能していなかった町内の各行政区

を名実ともに「自治会」に衣替えさせました。 

 

 葛巻町は、岩手県北部の北上高地に位置し、面

積435平方キロ、人口8,02１人、世帯数2,733（平

成17年国勢調査）を有する町です。町の主産業は

酪農ですが、近年は風力発電や木質バイオマスな

どのクリーンエネルギーの町としても有名です

（キャッチフレーズが「ミルクとワインとクリー

ンエネルギーのまち」）。 

 

■行政連絡員設置規則の制定－行政区の誕生

 町が集落などのコミュニティと制度的に関わる

ようになったのは、今から50年以上前、昭和41年

の行政連絡員設置規則の制定からです。連絡員の

設置単位となる行政区については、当時の82集落

に対して45の行政区を設定しました。45の行政区

のうち17の行政区は、複数の集落から構成され

る、（形式的には）集落連合組織でした。その後

行政区の再編が行われ、平成元年時点では33の行

会組織の下に各種機能集団や年齢階梯別集団が組

織され、地域住民が役割を分担しながら地域運営

に参加できるような組織」でした。しかし、現実

には、行政区を自治組織として見たとき、行政連

絡員（行政区長）を務める地区の有力者による地

域運営が行われ、他の住民が地域運営に参加する

機会が少ないなど、さまざまな問題がありまし

た。 

 施策展開の契機は「ふるさと創生事業」です。

事業計画策定に際し寄せられた住民からの様々な

アイデアを５つの計画事項にまとめました。その

中の１つが「自治会型コミュニティ組織づくり」

でした。 

 

■組織のひな形の提示 

 自治会型コミュニティ組織の具体的な構成につ

いては地域に委ねられましたが、地域にとっても

初めての試みであるため、役場側がひな形を示し

政区になりました。

 

■全町的施策展開

 の契機 

 施策が始まった年

は平成元年ですが、

当時町が想定してい

た望ましい自治組織

とは、「一つの自治
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ました。それは、最高議決機関として総会を置

き、執行部として自治会長とそれを支える総務部

会（庶務、会計）、その他必要に応じて複数の事

業部会を設置するというものでした。事業部会の

例として挙げられているのは、スポーツ・レクリ

エーション、料理講習会・講演会、民謡・盆栽・

手芸、環境美化、広報配布・納税貯蓄等の行政補

完活動、青少年健全育成、防犯・防災、町づく

り、福祉、健康づくりなどです。 

 

■行政区ごとの懇談会の開催 

 自治会型コミュニティ組織づくりに当たって

は、最初に、行政区ごとに懇談会を開いて事業の

趣旨を説明し、地域の意見を聴くというところか

ら始めました。地域の合意を前提としたため、結

果として自治会の設立に長い年数がかかった行政

区もあります。行政連絡員を始めとする地域の有

力者の理解が得られないところでは概して時間が

かかったとのことです。ただし、時間がかかった

地域が必ずしも「ダメだ」というわけではありま

せん。たとえば、行政連絡員を中心にうまく地域

がまとまっているところでは必ずしも新しい組織

にする必要がないわけで、自治会設立が遅れた地

区にはそういう地域も含まれています。 

 

■自治会発足のためのさまざまな支援策 

 町では、自治会組織の結成を促すために、現在

に至るまで以下のようなさまざまな住民活動費用

支援事業を実施してきました。いずれも地域住民

が役割分担しながら互いに協力して一つの事業に

取り組むことによって地域の連帯感を高め、それ

を自治会設立につなげるという目的です。 

 ①潤いのある町づくり事業： 平成３年度、各

  行政区ごとの（定額＋人口割り）補助 

 ②やる気まんまんコミュニティ事業：平成３年

  度～、当面する地域課題解決に向けて積極的

  に取り組む自治組織が地域の特色を生かした

  個性的な事業を行う場合に要する経費などに

  対する補助金の交付 

 なお、現在②の他に①の系列の事業である「自

治会活動費補助金」（世帯割り＋人口割り＋町税

納税率割）が用意されています。 

 

■協働のまちづくり 

 町では、町民と行政が共に考え、協力しながら

取り組んでいく「協働のまちづくり」を推進する

ため、平成17年11月に協働のまちづくり推進指針

をまとめました。この中で、地域・自治会の取り

組み活動テーマとして、①地域自治活動の推進、

②地域福祉力の向上、③環境を守り育てる活動、

④教育・文化の向上、⑤防災・地域安全への取組

み、⑥コミュニティ・ビジネスの推進を提案して

います。 
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 (財)農村開発企画委員会は、農林水産省農村振興局（企画部農村政策課農村総合整備調

整室）からの受託調査として、平成14年度から平成18年度までの５年間、複数集落の連携

による新たな広域の農村コミュニティの形成に関する調査を実施してきました。平成14～

15年度が「農村集落組織づくり支援検討調査」、平成16～18年度が「新たな農村コミュニ

ティ形成手法検討調査」です。本手引書は、複数集落の連携による農村の新たな広域コミ

ュニティの形成に関する５年間の調査の最終年度に当たる平成18年度調査の一環として作

成されました。 

 

  農村地域におけるコミュニティの基本単位は、一般には、今後も当分の間は集落である

ことに変わりないと思われます。本マニュアルで「新たな広域のコミュニティづくりを考

えてみませんか？」とはいっても、そのことを否定するものでありません。仮に新たなコ

ミュニティの組織が結成されたとしても、生活の基本となる個々の集落は残りますし、集

落の中の個々の家あるいは人々の関係はもちろんそのままです。ただ、集落を超えたより

広域の活性化の観点から個々の集落の活動を再点検してみる、あるいは集落を超えたより

広域での地域活動の占めるウエイトがそれまでよりも高くなる、ということだけです。 

 住民の理解を得ながら、住民のやる気を引き出しながら、新たなコミュニティづくりに

じっくり取り組んでみてください。 

 

 この手引き書の作成に関し下記の方々のご協力をいただきました。末尾になりました

が、ここに厚く謝意を表する次第です。 

 

    平成19年３月 

                         (財)農村開発企画委員会 

 

記 

 

  （50音順） 漆原浩雄(※) ポラン地域計画研究室、日本女子大学非常勤講師 

       嘉手川暁(※) 包環境構想研究所代表 

       川嶋雅章(※) 明治大学理工学部専任講師 

       高木洋一郎  熊本県和水町総務課企画室長 

       中井 洋   元京都府美山町（現南丹市）地域振興課長 

       広田純一(※) 岩手大学農学部教授 

       觸澤義美   岩手県葛巻町企画財政課長 

       村本 徹   北海道名寄市立大学社会福祉学部教授 

 

     ※「新たな農村コミュニティ形成手法検討に関する調査検討委員会」委員 

 

   編集  松村洋夫   (財)農村開発企画委員会常務理事・主任研究員 
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