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 新たな農村コミュニティ形成の主体はもちろん住民なのですが、新たなコミュニティが発足し、活

動が軌道に乗るまでは行政の誘導や支援が必要です。ここでは新たなコミュニティづくりを始めて施

策展開する場合に留意すべだと考えられる一般的な事項について説明します。支援策については改め

て「４．行政の支援」で説明します。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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、一般に、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ると思われ

ます。 

 もちろん、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、集落の統合あるいは集落の連携というコミュニ

ティの再編を住民自らが発意し、行政に提案・申し入れ

るようなことは、それほど期待できないと思われます。

住民自らが発意し、集落自治組織の再編を進めた広島県

高宮町（現：安芸高田市高宮町）川根地区のような事例

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 

３ 新たな農村コミュニティづくりの進め方 

3-1 市町村の発意 

3-2 施策展開の契機 

 ここでは、参考までに、過去の事例などからみたコミ

ュニティ再編の「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

も「オーソドックスな」契機といえます。地域活力の

低下は、長期間にわたってじわじわと潜在的・連続的に

進行しているため、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。 

 

□2 行政区再編 

 多くの市町村にはいわゆる「行政区」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、多くは「統合」だと思われます。 

 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

区が統合されても下図の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、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。 

 

□3 公共的施設の統合再編 

 児童数の減少による小学校の統合が全国各地で進めら

れているようですが、このような公共的施設の統合再編

を契機とした集落連合組織の形成も考えられます（結束

して統廃合に対処する→連合組織結成につながる）。 

 

□4 広域的事業の実施 

 地域の特色を生かした広域の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。 

3-3 庁内体制整備 

 新たなコミュニティの形成を市町村施策とする場合、

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 

 市町村行政部局の中で自治会・町内会等を担当するの



8 Shuraku Rengo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 新たな農村コミュニティの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いているのかについて

の情報を把握して、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活用すること

ができます。 

 右上の表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。 

 

□1 集落における人口や世帯数の推移 

 過去４回の国勢調査時点、たとえば2006(平成18)年度

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

3-4 情報収集 

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。上に述べ

た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 

 自治会や町内会は、地域によっては「常会」などと呼

ばれていいる場合もあります。 

 まず、昭和30年前後の、農村地域で も人口の多かっ

たと考えられる時代における、市町村内でおおむね共通

すると思われる、集落の自治会・町内会等を単位とする

代表的な住民共同活動を整理してください。 

 以下は、集落共同活動の例です。 

 ・道普請、水路清掃など 

 ・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・年代別活動

 次に、集落の規模別にいくつか代表的な集落をとりあ

は、通常、総務や企画関係の

部局です。しかしここで考え

ている新たなコミュニティの

活動内容は、５～６ページで

述べたように、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

なコミュニティの形成につい

新たな農村コミュニティづくりの進め方 

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 

  通常、行政サービス提供や事業を実施する場合、集落

がその単位となる場合が多いものと思われます。たとえ

ば、町内会・自治会などへの助成金の支出、行政連絡な

どです。集落に代わり広域の新たなコミュニティを地域

行政の基本単位とする場合は、それに対応して行政シス

テムを点検し、必要に応じて行政システムの修正をする

必要があります。 

 

□3 総合計画等での位置づけ 

 複数集落の連携による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。 
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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。 

 

□4 集落を越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、活動概要を把握して下さい

（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。 

 なお、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。 

 

□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、広域単位とを問わず、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。 

3-5 新たなコミュニティの素案の作成 

□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 コミュニティ形成阻害要因の検討 

 下の表は新たなコミュニティの円滑な形成の支障とな

る可能性のある主な要因を挙げたものです。素案作成時

に同時に点検しておく必要があります。 

 紛争のある集落同士の場合は難しそうです。 

 個体差が大きい場合もマイナス要因になる可能性があ

ります。規模の小さな集落は大きな集落に飲み込まれる

と思い込むかもしれません。 

 集落間の距離が遠すぎると一体感の確保や互いのアク

セスが問題になると指摘する行政担当者もいます。 

 広域活動の経験が全くない地区では、連携のメリット

を納得するまでに時間がかかるかもしれません。 

 新たなコミュニティ形成には一定の人的エネルギーが

必要です。高齢化が著しく進んでしまった地区では相当

難しいかもしれません。 

新たな農村コミュニティづくりの進め方 
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3-6 住民の合意形成 

□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、主として次の２点、①従来の

集落がなくなるのか？、②住民への様々な行政サービス

はどうなるのか？が想定されます。   

 ①従来の集落の消滅？ 

 住民が抱く 大の不安、疑問です。これは、「複数集

落の連携」、「集落の連合組織」と説明されても、住民

は、集落の「統合／合併」を思い浮かべていることを意

味します。したがって、「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。 

 ②行政サービスは継続するのか？ 

 たとえば市町村巡回バスを走らせる場合の集落ごとの

停留所設置について、新たなコミュニティが形成される

場合、停留所の位置も再編されるのか、という不安で

す。これも誤解です。通常、このような行政サービス提

供とコミュニティ形成施策とは直接的な関係はなく、誤

解であることを説明します。 

 ただし、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があれば、その旨を

伝える必要があります。 

 

□2 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、「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」なども説明します。 

 

□3 住民代表などリーダー層との意見交換 

 新たな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、市町村議会議員などいわゆる地域

のリーダー層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。 

 

□4 住民合意の内容 

 新たなコミュニティの形成に関する合意については、

少なくとも以下の３つの事項について地域住民がおおむ

ね共通の認識を有することが必要です。 

  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 

 住民は現状に慣れきっていて、大部分の地域では、現

時点では、状況の打破等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、数字等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 

 行政側が資料を用意する他に、ワークショップ手法な

どで住民自らに考えてもらうことも意義があります。 

 ③集落連携の必要性 

 新たなコミュニティの具体的なイメージを示さずに、

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。

総論賛成というわけです。したがって、各論反対になら

ないように、「各論」が分かるように具体的なコミュニ

ティイメージを示すことが必要です。 

新たな農村コミュニティづくりの進め方 

ワークショップ風景（テーマを決めて、いくつかのグループに
分かれ、互いに対等の立場で意見を交換し、作業をする） 
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□5 住民合意形成の手法 

 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（広義の）合意形成の手法としては、一般に右の図に

示したような手法が考えられます。 

 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。 

 ①、②が合意形成のための直接的な手法であるのに対

し、③～⑥は合意対象に関する詳細な情報を与え、間接

的に合意形成を図る手法です。 

 ②を除く他の５つの手法は従前から行われてきた方法

で市町村の皆さんにはなじみ深いものと思われます。

これに対し、②のワークショップ手法は近年採用される

ようになった手法です。これは、あるテーマに関し住民

が集まり、対等な立場での意見交換や調査等の何らかの

作業をする事により、当該テーマに関する共通の認識を

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、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、行政・学識経験者などが主体となって準備する必要

があります。 

 

□6 従来型指導者層の合意 

 新たなコミュニティづくりに際しては、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、たとえ

ば、地域の村おこし活動をしている若い有志グループが

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、特にこのことに留意する必要があります。 

 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。 

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。 

 なお、市町村や学識経験者の援助・主導が必要です

が、ワークショップ手法で組織計画を策定するという方

法も考えられます。 

新たな農村コミュニティづくりの進め方 

3-7 コミュニティづくりの主体 

 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、行政から提示された素案をベースにした、具

体的な組織計画を策定する段階に入ります。 

 組織計画の策定体制については、通常は、各集落から

の代表者が何回か寄合い、組織計画に関する細部を決め

ていく、ということになると思われます。 

 ただし、この方法では、計画策定プロセスによって

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、場合によって

は、「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

 新たにコミュニティを形成し、活動を続けるためには

一定のエネルギーが必要です。したがって、集落の高齢

化が著しく進展し、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、新たなコミュニティの形成は難し

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、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、新たなコミュニティ形成の可

能性はあると思います。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。 

3-8 高齢化深化地域でのコミュニティづくり 
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