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 北海道士幌町の下居辺（しもおりべ）地区は、二つの小学校が統合した新小学校区の区域で新しい

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。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６-1 北海道士幌町「下居辺地区里づくり推進委員会」 

 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。 

 下居辺地区は、地形・地質の面で町内では農業の条件

不利地とされ、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です。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）。 

 図中のプロジェクトチームが当面の課題達成のための

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 果樹園チームの活動 

 「地区の振興のために」と、ある地区住民が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。

提供農地を試験圃場にし

て、りんご、ぶどう、プラ

ム、梨、アンズなどを植え

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。 

 ②湯の里チームの活動（現在解散） 

 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。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

推進委員会が継続して行っています。 

 ③山村留学チームの活動（現在解散） 

 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(1999)年に 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、解散しました。 
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 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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６-2 新潟県十日町市「水沢地区振興会」 

  新潟県上越地方に位置する十日町市は、人口62,058

人、世帯数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

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、 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。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。 

 振興会には部会、支部など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

（市役所の支所も設置されている）。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への支援・助成 

 ②地区内の利害調整・合意形成 

 

■各種組織活動への支援・助成 

 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・助成を行っ

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。 

 

■利害調整・合意形成 

 各集落の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

現地の視察会等も実施しています。 

 さらに、行政が事業実施説明、用地問題の調整などで

特定の集落に「入る」必要がある場合、必ず振興会を窓

口とすることにしています。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。 
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 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。 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６-3 京都府南丹市美山町「地域振興会」 

  美山町は、南丹市（人口36,402人、世帯数12,400－平

成17年国勢調査）の 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設立（農協

の広域合併に伴う農協支所廃止を契機とする日用品販売

店舗の設立）の取り組み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、地区単位で組織されていた、

地区自治会、公民館組織、村おこし推進委員会の３組織

を統合再編し、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６－１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。 

 右図は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上

記のように従前の地区自治会、村おこ

し推進委員会、地区公民館組織の統合

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部体制については他地区

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、行政としての公民館業務、種々の住民要望の把握等

の行政職務を担当しています。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。 
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 「自らの地域は自らの手で」をスローガンに、住民発意による旧村を単位とした地域づくりを開始

した川根地区の動きは、町の地域づくりのモデルとなり、その後、地域振興組織が旧高宮町内全域に、

さらには新市である安芸高田市全域に普及しました。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６-4 広島県安芸高田市高宮町「川根振興協議会」 

 「参加と協働によるまちづくり」を 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。 

 

■川根振興協議会発足の経緯 

 高宮町の川根振興協議会は、昭和47年、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

の住民有志によって、「会員相互の連帯によって、地域

の発展と活性化をはかり、明るい地域づくり」を目的と

して結成されました。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からの復旧

活動、「川根生活改善センター」の建設などについて中

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言うこと

から、昭和52年、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、川根地区の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

様々ですが、同協議会を含め８つの地域振興組織を誕生

させました。また、周辺町村でも地域振興組織づくりが

進められ、県としての積極的な施策推進もあり、現在、

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。 

 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、

も小さい組織の47世帯125人から も大

きい組織2,117世帯5,169人まで幅があ

ります。（平均411世帯1051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。右図は代表的な川根振

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。 

  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（大型機械の

 共同管理、ライスセンター整備等）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（協

 議会が町に提案）による若者の定住促進（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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 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。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６-5 福岡県豊前市「畑活性化協議会」 

  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）を有する都市です。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 

  豊前市の旧村の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、冷泉の湧出場所である畑

水神社があり、飲用と冷水浴の場として人気を得ていま

したが、氏子が建築した入浴と休憩のための神社付属施

設が老朽化していました。そのため、地区から市への働

きかけを受けて、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・整備を目的とした

「豊前市畑冷泉活性化計画」が策定されました。そして

さらに計画を実現すべく、平成４年度から３年計画で地

域総合整備事業（「畑冷泉」遊の里整備事業）がスター

トしました。この計画作成・事業実施に対応する地元組

織と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、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、畑地区の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です。

 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。 

 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 

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

等の買い物をします。 

 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す。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会員間の相互親睦

活動を行っています。（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）

 また、活性化協議会の活動の中から、地区住民一体と

 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、茶屋の管理運営 

 協議会の基幹となる活動が冷

なった河川清掃

などの新しい共

同活動の芽もで

てきています。
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 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の町です。 

 夢ランド十町は、６集落からなる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）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 

  町内の個々の集落の活力や求心力の低下を背景とし

て、平成９年、旧三加和町は「住民総参加のまちづく

り」をテーマに、①集落連合組織の形成、②地域の将来

像の策定、という２つの具体的な手法を提案しました。

これに応えたのが十町地区です。十町地区は、平成に入

り、地区内小学校の全国スポーツ大会出場を契機とする

母親同士の交流に端を発し、父親も含めた地域ぐるみの

ボランティア活動の実践（ゴミ拾い、川の清掃、高齢者

世帯への弁当宅配など）によって自助努力の必要性に対

する認識が高まり、地域の連帯感が形成されていまし

た。地区では、事例６－４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年ムラづくり協議会「夢ランド十町」を発足

させました。 

 なお、旧三加和町は、「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「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、役場職員による「ふるさとパートナー制度」

（いわゆる地区担当職員制度）の２つの制度を創設しま

した。 

６-6 熊本県和水町「ムラづくり協議会夢ランド十町」 

■「夢ランド十町」の活動 

  ムラづくり協議会「夢ランド十町」

の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ます（ 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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