
「人口減少社会における農村整備の手引き」

取 組 事 例



取組事例リスト

番号 取組地域 取組概要 掲載頁

1 北海道沼田町
　構想づくりの段階から、ワークショップ等を通じて、住民参加による合意形成を図り、歩い
て暮らせる距離に生活に必要な施設を集約する「農村型コンパクトエコタウン構想」を作成。

p.1

2 鳥取県日南町
　魅力ある拠点づくりを行うため、住民とのワークショップや町民アンケート、検討部会の開
催を通じて、集客・交流、地場産業振興、定住・移住促進を図る集約拠点の計画を作成。

p.3

3 島根県邑南町
　定住プロジェクトとして、「日本一の子育て村」、「徹底した移住者ケア」、「Ａ級グルメ
のまち」の３つの戦略により取組を進め、転入者が転出者を上回るの社会増を実現。

p.4

4
秋津野ガルテン

（和歌山県田辺市）

　農業者や住民が、農産物直売所や加工施設を整備・運営するとともに、廃校を活用して、地
産地消の農家レストラン、地元柑橘を使ったお菓子づくりや農作業体験、宿泊もできる「秋津
野ガルテン」を整備。

p.6

5
農事組合法人

「ファーム・おだ」
（広島県東広島市）

　農事組合法人「ファーム・おだ」では、集落営農、米粉パン製造・販売による多角化の取組
により、収益向上を図り、地域に収益を還元し、新たな雇用を創出。

p.8

6
手取川七ヶ用水土地改
良区(石川県白山市ほか)

　地域の豊富な水資源を有効活用し、農業水利施設を利用した小水力発施設を整備。その売電
収入を農業水利施設の維持管理費に充当することで、維持管理費の負担軽減し、保守・点検等
の費用を創出。

p.11

7
北海道下川町
（一の橋地区）

　エネルギー自給型の集住化エリアを整備し、生活を支えるサービス機能を集約するととも
に、農林業を通じた雇用の場を確保する取組を推進。

p.13

8
秋田県由利本荘市

（旧鳥海町笹子地区）

　「道の駅」構想に合わせて、ニーズの高かった高齢者福祉施設、地域の活性化を図るための
農産物加工・販売施設を整備するとともに、診療所、市役所出張所を移設し、段階的に生活を
支えるサービス機能を集積。

p.18

9
京都府南丹市

（旧美山町平屋地区）

　ほ場整備により創設された公共用地に、農業振興総合センター、高齢者コミュニティセン
ターを整備。その後、 JAの購買店舗、保健福祉センター、診療所が順次集積。JAの購買店舗
の閉鎖を受けて、住民が共同出資して、直売所の機能も備えた店舗を運営。

p.24

10 鳥取県日南町
　集客・交流、地場産業振興、高齢者と若者の混住を視野に入れた定住や移住促進のための魅
力ある拠点づくりを計画。

p.30

11
岡山県新見市
（旧哲西町）

　地域に必要な施設を１ヵ所に集約化して、拠点化し、行政窓口サービス、医療・保健サービ
ス、福祉相談サービス、子育て支援サービス、図書館・公民館の生涯学習サービス、ＡＴＭに
よる金融サービスなどの機能をワンストップサービスとして提供。

p.36

12
秋津野ガルテン

（和歌山県田辺市）

　地域づくりの取組を通じて、取り壊し予定だった旧小学校校舎を改修することとし、住民の
出資金や交付金を活用して、都市と農村の交流施設（体験棟、農家レストラン及び農業体験宿
泊施設等） を整備。

p.42

13 新潟県上越市
　中山間地域の農業を守るため、集落を越えて広域連携し、地域の課題に取り組む農業振興会
等を設立し、農地の保全、農地の利用調整や担い手育成、庭先集荷などの活動を展開。

p.44

14 島根県雲南市
　市町村合併を契機に自治会や営農組織、ＰＴＡや女性の会など、様々な人、組織、団体が参
画し、地域問題を自ら解決する「地域自主組織」を立ち上げ、集落を補完する新たな自治組織
として住民主体のまちづくりを推進。

p.46

15
(株)吉田ふるさと村
（島根県雲南市）

　昭和60年に雇用の創出と地域経済の活性化を目的に「(株)吉田ふるさと村」を設立。地域資
源を活用した事業や地域住民の生活利便性の向上に資する事業に取組。

p.47

16
共和の郷・おだ

（広島県東広島市）

　小学校・保育所・診療所の統廃合、農業の担い手不足や高齢化等の危機意識から、自治組織
「共和の郷・ おだ」と、集落営農組織「農事組合法人ファーム・おだ」を設立し、住民自ら
がともに力を合わせ、創意工夫により、地域活性化に取組。

p.48

６．地域運営組織

１．プラン作成への住民参加と合意形成

２．移住・定住対策

４．農村の日常生活を支える機能の集約とネットワークの強化

３．所得・雇用の確保と地域内経済循環の向上

５．旧校舎の活用



取組事例地区マップ 7．北海道下川町

1．北海道沼田町

2,10．鳥取県日南町

14,15．島根県雲南市

8．秋田県由利本荘市

13．新潟県上越市

9．京都府南丹市

5,16．広島県東広島市

11．岡山県新見市

4,12．和歌山県田辺市

3．島根県邑南町

9．京都府南丹市 （p.24）

10．鳥取県日南町 （p.30）

11．岡山県新見市 （p.36）

12．和歌山県田辺市 （p.42）

13．新潟県上越市 （p.44）

14．島根県雲南市 （p.46）

15．島根県雲南市 （p.47）

16．広島県東広島市 （p.48）

1．北海道沼田町 （p.1）

2．鳥取県日南町 （p.3）

3．島根県邑南町 （p.4）

4．和歌山県田辺市 （p.6）

5．広島県東広島市 （p.8）

6．石川県白山市ほか （p.11）

7．北海道下川町 （p.13）

8．秋田県由利本荘市 （p.18）

6．石川県白山市ほか



プラン作成への住民参加と合意形成 取組事例
①北海道沼田町

１．背景

○ 沼田町は、北海道のほぼ中央、旭川市の北西部に位置している中山間地域。平成２～22年の20年間

に、人口は5,206人から3,612人と30％減少。
○ 町内の病院は、患者の減少、多額の赤字、医療従事者の不足により、平成26年4月から無床の診療

所に。診療所は、老朽化し、建替が急務となっていました。

２．取組の経緯

○ 歩いて暮らせる距離（町の中心から半径500m圏内）に生活に必要な医療・福祉、住宅、買い物等の
機能を集約。

○ ワークショップ等での検討を踏まえて、旧中学校跡地に医療・福祉等の必要な施設を整備する予定。

○ 医療・福祉体制の見直しについて、町民懇談会等により住民と
対話する中で、沼田町の将来を考えたとき、医療・福祉だけでな
く、住宅や買い物、移動等の小規模自治体が抱える様々な課題
に対応したまちづくりを総合的に検討することに。

○ 「住民が暮らし続けたい」と思うまちづくりのため、住民が主体と
なる契機をつくることが不可欠との判断から、構想づくりの段階
からワークショップ等により住民参加を促進。

３．沼田町農村型コンパクトエコタウン構想

《地域活性化に向けた目標》
方針① 安心な医療福祉体制
方針② 歩いて暮らせるまちづくり
方針③ 中心市街地の活性化
方針④ 自然エネルギーの活用
方針⑤ コミュニティデザインの手

法による住民主体のまち
づくり

商業活性化エリア

居住・医療福祉エリア

沼田町農村型コンパクトエコタウン構想の区域

医療・福祉体制の見直し内容
・20床超の病院から無床の診療所

に縮小、さらに老朽化した施設を
建て替えし、町の医療体制を確保。

・併せて、老人介護・福祉施設、地
域交流センターを整備し、町民が
安心できる体制を構築。

《機能集約の対象施設（検討中）》
①診療所、②共同店舗、③地域交
流センター、④地域エネルギー供
給システム、⑤老人デイサービス
センター、⑥小規模多機能型居宅
介護施設、⑦高齢者生活支援ハ
ウス

事例１

○ 北海道沼田町では、住民が住み慣れた地域で安心して暮らしていけ
る町づくりを目指し、歩いて暮らせる距離に、生活に必要な施設を集約
する「農村型コンパクトエコタウン構想」を作成。

○ 構想づくりの段階から、町民の自由な討議、ワーク ショップ等を通じて、
住民参加による合意形成を図り、構想を作成。
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②町内各種団体から
の意見聴取

H25年10～12月
66名（29団体）

①医療・福祉体制を
考える町民懇談会

③ワークショップ
（これからを考える会）

④住民参加型勉強会
（これから塾）

地域医療や福祉をテーマ※に外部講師が
講義。講義後は講師を中心に意見交換
○ 講義60分+意見交換会60分
※「地域医療と福祉の連携」や「地域包括ケアの
取り組み」など

⑤ワークショップ
（つながる塾） 【１～３回目】

①医療、②福祉、③住宅、④交流、
⑤商業のチームに分かれてワークショップ
○ ２０年後の町の課題と理想について

話し合い
○ 旧中学校跡地利用のシミュレーション
○ 新たにできる施設等のイメージに

ついて意見交換

【４～５回目】
活動することを前提とした７つのチーム※

に分かれて、実現したい活動について意
見交換

※暮らしの保健室づくり、カフェ・食堂づくり、共同
店舗づくり、学びの場づくり、空き家空き店舗活用、
広場づくり、スマホ・ipadチャレンジの7チーム

沼田町農村型コンパクト
エコタウン構想の作成

H25年5～7月
全11回（246名）

H26年3月5日
50名

H26年4月～7月
全4回（28～78名）

H26年8月～11月
全5回（34～43名）

意見聴取の様子

講師を交えた意見交換会

ワークショップの様子

沼田町で幸せな暮らしをするために必要
なことについて自由な討論

町
民
向
け
の
広
報
誌

「
ま
ち
の
こ
れ
か
ら
通
信
」
で
内
容
を
周
知

４．構想作成への住民参加と合意形成

○ 町内各種団体からの意見聴取、町民の自由な討議、外部講師を招いての勉強会、チームに分か
れてのワークショップなどステップを踏んで、住民参加による町民の合意形成を促進。その内容は、
町民向けの広報誌によって全町民へ周知。
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プラン作成への住民参加と合意形成 取組事例
②鳥取県日南町

１．背景
○ 日南町は、５町村が合併した昭和34年当時の約１万6,000人から、平成26年には約5,200人まで人口

が減少。高齢化率は46％超（H25）と、鳥取県で も高く、人口構成から、「日本の30年後の姿」と言わ
れています。

○ 人口減少等に伴い、旧小学校区毎にあったJAの購買店舗などの商店の撤退により、生活に支障が
生じるとともに、地域の活力が低下。

２．整備構想の作成への住民参加と合意形成

《ワークショップ（WS）の開催》

○ 町内の応募者、地元自治会、まちづくり
協議会、商業、医療福祉など各分野の
32名を募り、3回開催

○ 日南町の魅力や課題について共通認
識を図る。

○ アンケート結果を踏まえ、拠点となる中
心地域の土地利用や施設整備を提案。

○ 提案した施設や機能等について効果や
立地性から評価

《アンケートの実施》 回答数460人

○ 町民の幅広い意見を集約し、整備構想
に反映させるため、「日南町まちづくりア
ンケート」を実施

地域住民の参加、意見集約

専門家による指導・助言

《中心地域整備構想検討部会》

○ まちづくりを推進する組織の代表者と知
見を有する専門家で「中心地域整備構
想検討部会」を設置

○ 中心地域の土地利用や施設整備方針
を審議

○ 特産品加工・販売等を拠点に集約

○ 地域交流の場を創出

○ ３つの拠点と周辺集落を結ぶ交通
ネットワークを確保

整備構想のイメージ

商業ゾーン
・農産物直売所

・ホームセンターなど

医療福祉ゾーン
・保健センター
・病院など

行政ゾーン
・役場、図書館

・文化センターなど

必要な機能を集約した拠点を
整備（コンパクト・ビレッジ）

町営バスと
デマンドバス
が集落と中
心地を結ぶ

周辺集落

事例２

○ 鳥取県日南町では、人口減少・高齢化により商店等が撤退し地域

の活力が低下していることから、集客・交流、地場産業振興、定住・

移住促進のための魅力ある拠点づくりを行うため、住民とのワーク

ショップや町民アンケート、検討部会の開催を通じて、集約拠点の

計画を作成。
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移住・定住対策 取組事例
島根県邑南町

事例３

１．背景

○ 邑南町は、広島県境に接する中山間地域であり、町の86％が山林で覆われ、高齢化率41.5％で過疎
化が進行。

２．取組の経緯

○ 過疎化に危機感を持った町は、平成23年、定住プロジェクトとして、「日本一の子育て村」、「徹底した
移住者ケア」、「Ａ級グルメのまち」の３つの取組を開始。

○ 合併翌年の平成17年にはマイナス85人だった人口動態が平成25年にはプラス20人の社会増を実現。

３．「日本一の子育て村」の取組

○ 公立病院の産婦人科・小児科専門医の常勤による24時間365日の救急受付
○ 第2子以降の保育料完全無料化 ○ 3世代家族の近居のための住宅建築費の助成 等を実施。

４．「徹底した移住者ケア」の取組

○ 自身がIターン者である定住支援コーディネーター
（常勤職員２名）と公民館長等の人望が厚く地域に
精通している定住促進支援員（２名）により、徹底し
た移住者ケアを実施。

○ 移住者に事前に集落住民と話し合いをしてもらい、
円滑な生活がスタート。

○ 移住当初の仕事の斡旋、仕事を続けられなかった
場合は異なる仕事を斡旋。

○ 移住者全員に目配りし、仕事から生活まで、あらゆ
る相談に応じ、サポート。

○ 島根県邑南町では、定住プロジェクトとして、守りの 「日本一の子育て
村」、「徹底した移住者ケア」、攻めの「Ａ級グルメ のまち」の３つの戦略
により取組を進め、平成25年には、転入者が転出者を20人上回る社会

増を実現。
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５．「Ａ級グルメのまち」の取組

○ 平成23年にＡ級グルメの拠点施設となる地産地消
のイタリアンレストランと加工場を併設した「素材香
房ajikura（味蔵）」を開店（運営は町観光協会）。

○ 質は良いが量が少ない邑南町の特産品（石見和牛、
石見ポーク、ハーブ米、高原野菜、キャビアなど）を
活かし、ここでしか味わえない食や体験を「Ａ級グル
メ」として地域ブランド化。

○ UIJターン者である料理長、ソムリエ、パティシエ等と
町内で起業・就職を目指し全国から募集した「耕す
シェフ」（26年末現在で５名）が、野菜の栽培から、食
材の研究、料理の提供までを行っています。

○ インターネットでのＡ級グルメの販売も行っています。

素材香房ajikura（味蔵） 働くシェフ募集案内

インターネットによる「A級グルメ」の販売

６．「地域おこし協力隊」の活用による就農サポート

○ 地域おこし協力隊制度を食と農に絞り込んで活用し、26年度から農業研修制度を３年間に延長。
（従来は１年間）

○ 「アグサポ隊」を結成し、農作業、農家サポート、経理、地域関係まで幅広く実践。
○ 研修を終えた協力隊員が、町で就農できるように体制整備（平成26年に４名の隊員を受け入れ）。

○ これらの取組により、平成24年の合計特殊出生
率は2.65人となり、これまでに150人の移住者を受
け入れ、平成25年の人口動態は、転入による増
加が転出による減少を上回り、20人の社会増を実
現。

○ 地元の人が邑南町の風景や食材のすばらしさを
認識し、地域に根ざした農業や食に対して抱く愛
着・誇り・自負心を生み出しました。

○ さらに、起業者が連鎖的に拡大し、農家のおじい
ちゃん、おばあちゃんによるレストラン等、6次産業
化の取組が広がっています。

町の支援を通じた定住者数
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所得・雇用の確保と地域内経済循環の向上 取組事例

①秋津野ガルテン（和歌山県田辺市）

１．背景

○ 上秋津地区（11集落、約1100戸）は、田辺市の西に位置する中山間地域にあ
り、紀州特産の梅や柑橘類の栽培が盛んな果樹地帯。

○ 近年、農業従事者の高齢化や担い手不足が加速化し、地域の活力が低下。

２．取組の経緯

○ 平成６年に、地域づくりへの機運が高まり、地域の全組織が参加する地域づくり
塾「秋津野塾」を結成。地区内の合意形成を図りながら、地域づくりに取り組む。

H8農林水産祭表彰・村づくり
部門で天皇杯受賞（秋津野塾）

３．６次産業化、都市農村交流の取組

○ 農産物加工施設「俺ん家ジュース倶楽部」（H16開設）
・「きてら」の新築移転に伴い、30名×50万円の出資により設立（H22年

に「農業法人（株）きてら」と経営統合）。特産のみかんで無添加、無
調整のジュースづくり。きてらの売れ筋商品に。大手百貨店でも取り
扱うようになり、新商品の開発を続けています。

旧店舗 現店舗 きてらセット

俺ん家ジュース新工場 （H23.1）

旧校舎を利用した体験棟

市民農園農家レストラン みかんの樹オーナー 研修受入

秋津野ガルテン全景

○ 農産物直売所「きてら」（H11開設）
・住民有志31名が10万円ずつ出資し直売所を設

立。地元特産物を詰め合わせた「きてらセット」
がヒットし、3年目で売上4,500万円に。H18年に
法人化し、「農業法人(株)きてら」に。

○ 秋津野ガルテン（H20開設）
・これまでの地域づくりの経験を活かし、旧小学校跡を核と
して、都市農村交流による地域づくりを行うため、地域内
外からの出資を募り、「農業法人(株)秋津野」を立ち上げ、
「秋津野ガルテン」を整備。

【取組事業】
①地域の野菜をふんだんに使った農家レストラン、
②宿泊、③農作業の体験、④地元の柑橘を使ったお菓子
づくり体験、⑤みかんの樹オーナー制度、⑥市民農園、
⑦田舎暮らし支援、⑧地域づくり研修の受入 など

事例４

○ 和歌山県田辺市上秋津地区では、農業者や住民が、農産物直売
所や加工施設を整備・運営するとともに、旧校舎を活用して、地産地
消の農家レストラン、地元柑橘を使ったお菓子づくりや農作業体験、
宿泊もできる「秋津野ガルテン」を整備。ソーシャル・ビジネスにより、
地域課題の解決を図り、持続可能な地域の活性化につなげていま
す。
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総合効果 （②+③+④）

1,007,617千円
波及効果倍率 （総合効果÷①）

1.49倍

秋津野ガルテンの県内への経済効果（H23）

【レストランの販売戦略】
・スローフードと地産地消へのこだわり

（スローフードバイキングランチ）

・H23年間利用者４万８千人
（利用者の3/4は旧田辺市外から）
⇒ 地域経済の活性化

・年間売上高合計480,067千円 バイキングランチ

農家レストラン「みかん畑」

秋津野ガルテン※

・物販部門
※全体の売上高の7割強

・飲食部門（飲食業）
・宿泊部門（宿泊施設）
・体験部門（エコツーリズム関係）
・年間売上高合計198,216千円

農産物直売所「きてら」

【きてらの販売戦略】

柑橘類の多種産地であり、年中店
頭に並んでいる。地元産の柑橘
ジュース・加工品とともに、柑橘類
のネット販売・宅配が人気

出典：「都市農村交流活動における経済効果の可視化に関する一考察」
和歌山大学観光学会『観光学』第12号27～39頁（平成27年月3月）を基に作成

農家レストラン「みかん畑」
・日帰り観光客の平均観光消費単価4,685円×14,349人＝67,225千円
・宿泊観光客の平均観光消費単価23,591円×17,500人＝412,842千円

秋津野ガルテン 事業活動に関する 終需要額 198,216円

農家レストラン
「みかん畑」
480,067千円

秋津野ガルテン
198,216千円

②直接効果
585,799千円

うち雇用者所得

158,088千円

県外流出

③第１次
間接波及効果
263,606千円

うち雇用者所得

62,325千円

④第２次
間接波及効果
158,212千円

①需要増加額
678,283千円

（県内需要増加額）
うち雇用者所得

40,597千円

（第１次生産誘発額）
（第２次生産誘発額）

※農産物直売所「きてら」を含む

年間経済効果
約10億円

３．地域内経済循環の効果

○ 農家レストランや宿泊、農作業やお菓子作り体験等の都市農村交流や地産地消の取組を通じ
て、地域内の経済循環を促進し、地域を活性化。秋津野ガルテン（農家レストラン含む）の県内
への経済効果は、年間約１０億円と推定。
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所得・雇用の確保と地域内経済循環の向上 取組事例

②農事組合法人「ファーム・おだ」（広島県東広島市）

１．背景

○ 小田地区（旧河内町）は、東広島市北東部の中山間地域に位置し、
昭和25年の合併当時の約1,500人から約600人に減少（60％減）。

○ 平成11年の東広島市との合併編入に伴い、小学校・保育所・診療
所の統廃合の危機に立たされました。地域農業も、高齢化と担い手
不足により存続の瀬戸際にありました。

○ この危機をバネに、「小さな役場」というべき自治組織「共和の郷・おだ」
と、集落営農を進める「小さな農協」というべき農事組合法人「ファーム・

おだ」、６次産業化を進める「パン＆米夢（パントマイム）」を自ら立ち上げ。
○ コミュニティ機能を担う自治組織と、農業生産・加工・販売を担う集落営農等の「２階建て方式」による推

進体制で、地域づくりと農業振興に取り組んでいることが、特徴。

２．取組の経緯
平成12年：農産物直売所「寄りん菜屋」をオープン（市の施設を指定管理者制度で地元協議会が運営）。

15年：小田地区全世帯の自治組織「共和の郷・おだ」を設立。
⇒ 集落機能を確保するコミュニティ活動

16年：小学校が閉校、小田公民館を設置して活用(現小田地域センター）。
17年：東広島市と合併編入。「共和の郷・おだ」の農村振興部が中心となり将来の地域

農業の事業目標を定めるための会合を開始。同年、農事組合法人「ファーム・おだ」を設立。
⇒ 旧小学校区（13集落）による農地集積や共同機械利用による効率的な営農の実現

《事業目標》 ・地産地消による売れる米づくりと生産コストの低減

・清流と土作りを生かした安全・安心なこだわりの農産物の生産
・地域特産を加工した産品の開発

22年：市が「市民協働のまちづくり行動計画」を策定し、住民自治協議会の設立を支援。
24年：「共和の郷・おだ」が住民自治協議会として組織再編。

米粉ﾊﾟﾝ工房「パン＆米夢（パントマイム）」をオープン。
⇒ 6次産業化の実現と米の需要拡大。

小田営農収穫祭「寄りん菜屋」で直売

都市交流「さつまいも植え」

農業生産・加工・流通・販売 収益を担う生産部

事例５

○ 広島県東広島市の「農事組合法人ファーム・おだ」では、旧小学校区
（13集落）を一つの農場と捉え、農地集積や機械の共同利用、複合化
により、低コストで効率的な集落営農を確立。

○ さらに、米の需要拡大を図るため、米粉パンの製造・販売への挑戦を
通じた経営の多角化により、収益の向上と新たな雇用の確保を図り、
その収益を地域に還元。
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３．集落営農による所得と雇用の確保

○ １階部分の「共和の郷・おだ」の「農村振興部」が、平成17年2月から50回の会合
を経て、同年11月に 「農事組合法人ファーム・おだ」を設立。

○ 旧小学校区（13集落）を一つの農場と捉え、地区内の農家154戸（H26）が組合
員として加入し、水田面積103ｈａにおいて、集落営農に取組。

○ ほ場整備済みの農地を活かして、米、そば、小麦、大豆などの土地利用型農業
は、10ha／人程度の効率化を追求する一方で、農地の集約後も、周年雇用が可
能な労働力を要する野菜（広島菜、アスパラガス、レタス、トウモロコシ、サツマイ
モ等）、農産物加工、米粉パンの加工・販売を組み合わせて、労働力を平準化
し、雇用を確保するとともに、経営の安定化・多角化を実現。

○ 営農作業は、36名（常勤１６名、非常勤５名、パート15名）、米粉パン製造・販売
には、10名（常勤７名、非常勤３名）の46名が従事しています。

○ 年間売上約１億１千万円、９年連続の黒字を達成。集落営農前は、約40万円／
戸の赤字であったが、集落営農後は、39万円／戸の黒字となり、地区全体では、
約１億２千万円（119万円／ha）の所得増を実現。

○ 農地を貸している農家には、10年間の利用権を設定し、畦畔・水管理費を含む
地代等として10a当たり２万２千円を支払。

○ 化学肥料と農薬を50％減らした特別栽培米の栽培、地元加工業者のニーズに
対応した地元大豆など特長ある品種の導入による小麦・大豆の安定取引・収益
向上、地域の畜産農家と連携した飼料用米生産等に取組。

農事組合法人「ファーム・おだ」の年間収支（H25）

○集落営農、６次産業化による小田地区の収入は約１億６千万円。その
うち約４割（６千万円）が、集落農業所得として地元に還元されている。

○農産物売上の約１億１千万円のうち、平成24年から取り組んでいる米
粉パンの売上が約３割（３千万円）を占めている。

（
収
入
）

（
支
出
）

施肥・収穫等の一元管理

機械の共同利用

小田米（耕畜連携）

稲わら（牧場へ供給）

集落営農
前

集落営農
後

農家戸数
（従事者）

154戸 46人

営農規模 0.7ｈａ
／戸

103ｈａ
／法人

収支 約40万円
／戸の赤
字＝6,160
万円／集
落の赤字

39万円／
戸の黒字
＝6,064
万円／集
落の黒字

収益

集落営農前後の収益

79万円／戸の収益増
＝約１億２千万円の増
＝約119万円／haの増

-9-



４．米粉パンの製造・販売

○ 「ファーム・おだ」の更なる経営の安定を図るため、経営多角化の一環として、平成24年に米粉パン部
門を新設し、米粉パンの製造・販売を開始。

○ 米粉パン工房「パン＆米夢（パントマイム）」は、開店から2年目平成25年には、1日平均の客数が100人
を超え、1人当たりの販売単価が1,000円を超えるなど順調に販売。

○ 開店から3年目の平成26年には２店舗となる西条店をオープン。３年間の販売額と入客数はいずれも
増加傾向。

〈米粉パンの販売額と入客数の推移〉

販売1,152円/人

来客110人/日

開店から３周年を迎えた米粉パン工房「パン＆米夢
（パントマイム）」。「ファーム・おだ」で生産されたア
スパラ、レタス、いも類は具材として使用。

○ 「ファーム・おだ」は、米粉パンの展開
により、パン売上が約3,100万円、補填
等の500万円で、3,600万円の売上収
入額となっています。

○ このうち、約30％にあたる1,070万円
は、人件費等の地区内還元額で、安
定した雇用等の地域内経済循環が図
られています。

〈米粉パン部門による収益〉

５．農産物直売所・農家レストラン

○ 平成12年に小田地区の女性グループが中心となって
任意組織である「寄りん菜屋協議会」を設立。

○ 農産物直売所、レストラン（田舎カフェ）、餅・惣菜等の
加工所の複合施設「寄りん菜屋」（よりんさいや、市が建
設）を指定管理者として管理・運営。

○ 10名程度の雇用を創出（総賃金１千万円程度）。
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＜七ヶ用水発電所の概要＞

所得・雇用の確保と地域内経済循環の向上 取組事例

③手取川七ヶ用水土地改良区（石川県白山市ほか）

１．背景

○ 手取川流域は、石川県を代表する古くからの穀倉地帯。当該地域
では、水稲を主体に転作で麦、大豆 等を栽培。

○ 地域の農業水利施設は、昭和の大改修（S19～43）により整備。
○ 手取川は、背後に山岳地帯を有し、降水量も多いため、水資源が

豊富。当該地域は扇状地に位置しており、勾配があるため、小水力
発電の適地が多数存在。

２．取組の経緯

事例６

○ 手取川七ヶ用水土地改良区（白山市ほか）では、地域の豊富な水資源を有
効活用し、農業水利施設を利用した小水力発電施設を整備。その売電収入
を農業水利施設の維持管理費に充当することで、維持管理費の負担軽減し、
保守・点検等の雇用を創出。

石川県

白山市

○ 平成9年度に県営かんがい排水事業「中島地区」に着手し、
農業水利施設の維持管理費の軽減を目的に、小水力発電
所を整備。平成15年度に事業が完了。

○ 平成16年度から、農業水利施設の管理者である七ヶ用水
土地改良区が発電所の運転を開始。北陸電力からの売電
収入を共用施設（取水堰、幹線用水路）及び発電所の維持
管理費に充当。

○ 平成23年から維持管理費の充当範囲を拡大し、売電収入
を農業水利施設全体の維持管理費に充当し、さらに負担を
軽減。

＜手取川七ヶ所用水土地改良区の概要＞
市町村 ：白山市、金沢市、野々市市、

川北町
受益面積：4,747 ha
組合員数：5,525人
管理施設：水路 約140km

主要分水工 22ヶ所
堰上げ水門 224ヶ所 等

＜県営かんがい排水事業「中島地区」の概要＞
事業年度：平成9年度～平成15年度
事業内容：水路の改修 3,300m

発電所の整備 1式
分水工の円滑制御化 6ヶ所

事 業 費：37億3千万円

七ヶ用水発電所
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３．維持管理費の軽減

○ 売電収入は、農業水利施設の維持管理費に充当し、応分の維持管理費が軽減。

○ 負担軽減により、従前よりきめ細やかな施設の維持管理が可能となり、より安定した農業生産と農業
者の所得向上に寄与。

４．地域内経済循環と雇用創出

○ 地域内に存在していた未利用の水力ポテンシャ
ルを活用することで、域外に流出していた資金を
域内に再投資する構造となり、地域のエネルギー
の自給と地域内経済循環に貢献。

○ 売電収入は、維持管理に要する人件費にも充当
され、地域内において土地改良区の専門職員の
雇用や、修繕・保守、点検等で年間約３０人の臨
時雇用を創出。

５．その他

○ 年間600人程度が施設を見学。

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

4,500

H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26

年
間

発
電

量
（
k
W
h
）

平均:約3,600MWh

＜七ヶ用水発電所の年間発電量＞

＜県際収支からみた部門別特性（石川県産業連関表）＞

石川県の「電力・ガ
ス・熱供給」は、県内
自給型（移輸出超過）
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１．背景

○ 一の橋地区は、 盛期（昭和35年）に人口が2,000人を超えていましたが、基幹産業である林業の衰
退、営林署の統廃合、ＪＲの廃線等の社会情勢の変化により、平成26年には138人と急激に人口が減
少。下川町で も危機的な集落に。

２．取組の経緯

○ 平成13年から一の橋地区の再生に向けた議論を、行政と地域住民が開始するも、市町村合併問題等
により頓挫。

○ 平成20年環境モデル都市の構想を機に、森林バイオマスの活用に向けた取組が加速化。

集約範囲：旧小学校区 人口：138人 高齢化率：24.6％ 面積：13,299ha

一の橋地区の年齢別人口と高齢化率

＜下川町におけるバイオマス利活用の取組＞
○ 昭和28年及び平成６～15年に国有林を3,123haを取得し、循環型の森林経営により、雇用の確保（森

林組合の従業員64名)、木材の安定供給に取り組んできています。
○ 平成16年度から木質バイオマスボイラーを導入。現在、公共施設の６０％の熱供給を実現。「熱供給

モデル」として、北海道の１１市町村に波及。
○ 平成20年に「環境モデル都市」認定。

平成23年に「環境未来都市」選定、「地域活性化総合特区」指定。

○ 平成22年に地域住民、行政、関係各団体等からなる「一の橋地区バイオビレッジ創造研究会」（会長：
町長）を設置し、森林バイオマスなど地域資源を 大限活用し、集落の維持と自立化を目指す地域の
総合戦略となる「一の橋地区バイオビレッジ構想」を策定。

○ 平成24年に一の橋集住化モデル住宅の整備に着手し、平成26年に完成。

農村の日常生活を支える機能の集約とネットワークの強化 取組事例

①北海道下川町（一の橋地区）

事例７

○ 北海道下川町では、人口減少・高齢化に伴う地域の課題を 解決
するため、エネルギー自給型の集住化エリアを整備し、生活を支え
るサービス機能を集約するとともに、農林業を通じた雇用の場を確
保する取組を推進。
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３．生活サービス機能の
立地状況

○ 町民の８割が町の中心
部に居住。このため、生
活を支えるサービス機
能は、町の中心部に集
約されています。

○ 「一の橋地区」は、町
の中心部から約10km離
れていて、公営住宅、
郵便局、コミュニティセ
ンター等が立地。

４．集約の対象範囲と
拠点の立地

○ 町では、「一の橋地
区」にある老朽化した
公営住宅を、集落の中
心部に移転して、建て
替えるとともに、日常
生活を支えるサービス
機能を拠点に集約する
こととしました。

○ 集約の範囲は、旧小
学校区で、拠点までの
アクセス時間は、30分
圏。

○ 集落の中心部にある
ＪＲ駅の跡地に機能を
集約。

日常生活を支えるサービス機能の立地状況

一の橋地区 下川町中心部 上名寄地区

《計画中》

行政 町役場

コミュニティ コミュニティセンター 公民館・町民会館 生活改善センター

図書館（公民館）

教育 幼稚園・保育園

学区 小学校・中学校

医療 町立病院

診療所

福祉 高齢者福祉施設

商業 地域食堂・移動販売

農業 菌床しいたけ栽培施設 農産物直売所

農業研修施設

共同菜園

定住促進 集住化住宅 公営住宅 集住化住宅

金融 郵便局 郵便局 郵便局

ＪＡ支店(ATM)

警察 警察官立寄所 駐在所

《凡例》 新設 移転・新築 改修・改築

一の橋地区の拠点施設からのアクセス時間
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拠点に集約した機能

①集住化住宅（26戸）【新設】
②定住促進宿泊施設（２戸）【新設】
③住民センター、警察官立寄所【新設】
④郵便局【移転】
⑤地域食堂【新設】
⑥コミュニティセンター［既存・改修］
⑦障害者支援施設［既存］ ※旧中学校建物

⑧バイオマス熱供給施設【新設】
⑨菌床しいたけ栽培施設【新設】
⑩薬草栽培研究施設【誘致】

1km圏内にある施設

・障害者グループホーム

５．集約の概要

○ 公営住宅の建替に併せて、集住化住宅を整備。併せて、定住促進宿泊施設、住民センター、郵便局、
警察官立寄所、地域食堂を併設し、施設を複合化。

○ 集住化住宅は、公営住宅と異なり、所得の高い人も入居可能。これらの施設には、バイオマス熱供給
施設から温水を供給し、暖房等に利用。

○ 地域住民の雇用先を確保するため、バイオマスボイラーの熱を利用した菌床しいたけ栽培施設を設
置。加えて、民間企業の薬草栽培研究施設を誘致。

〈一の橋地区バイオビレッジ〉

木質バイオマスボイラーに
よる地域暖房・温水供給

民間企業との薬草栽培研究や木質
バイオマスボイラーの熱を利用した
菌床しいたけ栽培の導入

公営住宅

一の橋郵便局

集住化エリアに移転
（距離：約400m）

集住化エリアに移転
（距離：約200m）

障害者支援施設
（旧中学校）

↓ 警察官立寄所、住民センター

集住化住宅の整備（２６戸）
定住促進宿泊施設の整備（２戸）

郵便局 ↑
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６．ネットワーク化の取組

○ 下川町中心部までは、コミュニティバス１路線（４～５便／日） 、その他の集落を結ぶ予約型乗り合い
タクシー（３～４便／路線）により、アクセスを確保。運行は、民間に委託。

○ ＮＰＯが、移動販売車によるミニスーパーのサービスを実施。

名寄市中心部
までの路線バス
(名士バス)

コミュニティバス 予約型乗り合い
タクシー

路線数 ２路線 １路線 ６路線

便数（片道） １４便／日 ４～５便／日 ３～４便／路線

所要時間 約３5分 約15分 約60～90分

運賃 片道460円 片道100～200円 片道200～500円

五味温泉
桑の沢集落

一の橋
集落

二の橋
集落

三の橋
集落

上名寄
集落

町中
心部

予約型乗り合いタクシーコミュニティバス

集住化済み集住化計画中

・町中心部では自宅まで送迎可能
・町中心部以外は、自由乗降可能

・自宅から町中心部まで利用可能
・予約が複数の場合は、乗り合い

名寄市中心部まで
約１８km

興部町中心
部まで
約５３km

１０ｋｍ

下川町バス路線図

コミュニティバス
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７．集約の効果

（１）住民の利便性の向上
・ 地域内で買い物、食事が可能に。
・ 地域食堂には、町内、名寄市等からも集客。

（２）世代間交流の促進
・ 集住化住宅に高齢者（入居者の約１／３）と若者・子供（入居者の約２／３）の混住により、世代間

交流が促進。

（３）除雪作業の軽減

（４）エネルギーの自給と雇用の確保
・ バイオマス熱供給施設による熱利用により、エネルギーの自給を図るとともに、居住者の光熱費

が大幅に減少。木質バイオマスの利用を通じた林業振興を通じて、地域の雇用を確保。
・ 菌床しいたけ栽培により、職員５名、パート１０数名を新たに雇用、医療植物研究室の誘致により、

社員３名の駐在、臨時社員を１名地元雇用。

８．上名寄地区の集住化の計画

○ 下川町では、「一の橋地区」を集住化のモデルとして、「上名寄地区」の集住化を計画中。

○ フルーツトマトで高収益を上げる営農モデルをもとに、新規就農者を確保し、農業研修道場、定住を

進めるための集住化住宅、農産物直売施設、農業をリタイアした人のための共同菜園の整備を計
画しています。

○ バイオマス熱供給施設を併設することにより、エネルギーの自給を図る方針。
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１．背景

○ 旧鳥海町は、秋田県の南部に位置し、面積の約85％が森林に覆われている山間農業地域。

○ 昭和30年に３村(川内村、直根村、笹子村)が合併し、鳥海村（昭和55に町制移行）が発足。

○ このうち、笹子地区では、林業の衰退や周辺市町村に立地する企業の海外移転、若者の流出による
人口減少や高齢化により、地域活力が低下。

２．取組の経緯

○ 旧鳥海町では、旧村ごとに生活を支えるサービス機能の集積を図る方針でまちづくりを進めてきまし
た。保育園、小・中学校、役場支所、診療所、公民館、農協等が集積されています。

○ 一方、高齢化に伴い、福祉サービスのニーズが増大していましたが、当時、高齢者福祉施設は、笹子
地区から約15km離れた旧鳥海町の中心部（旧川内村）にしかなく、笹子地区での社会福祉サービス
の拡充が課題になっていました。

集約範囲：昭和の合併前の旧村＝旧小学校区＝旧中学校区
人口：1,717人 高齢化率：35.7％ 面積：11,295ha

旧鳥海町の年齢別人口と高齢化率

○ 平成８年に、国道108号トンネルが完成し、仙台方面等からの通年通行が可能となり、交通量が増加
するとの期待が高まりました。

○ そのため、旧村の横断的プロジェクトチームを中心に、集客施設として道の駅「清水の里・鳥海郷」の
建設と合わせて、地域の活性化を図る農産物加工・販売施設を整備し、高齢者福祉施設等の主要公
共施設の集約整備を行う構想を策定。

23.8%
29.4%
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農村の日常生活を支える機能の集約とネットワークの強化 取組事例

②秋田県由利本荘市（旧鳥海町笹子地区）

事例８

○ 秋田県由利本荘市（旧鳥海町）笹子地区では、「道の駅」構想に合わせ
て、ニーズの高かった高齢者福祉施設、地域の活性化を図るための農産
物加工・販売施設を整備するとともに、診療所、市役所出張所を移設し、
段階的に生活を支えるサービス機能の集積を図っています。

-18-



《凡例》 新設 移転・新築 改修・改築

日常生活を支えるサービス機能の立地状況

約１５ｋｍ 約７ｋｍ

旧笹子村 旧川内村 旧直根地区

行政 出張所 総合支所 出張所

コミュニティ 公民館 公民館 公民館

図書館

教育 保育園 保育園

学区 小学校・中学校 学区

医療 診療所 診療所 診療所

福祉 高齢者福祉施設 高齢者福祉施設

商業 レストラン

農業 農産物直売所 農産物直売所

農産物加工施設 農産物加工施設

定住促進 市営住宅 市営住宅

金融 郵便局 郵便局 郵便局

ＪＡ支店(ATM) ＪＡ支店(ATM)

警察 駐在所 駐在所

３．生活サービス機能の立地状況

○ 旧鳥海町の時代から、生活を支えるサービス機能（保育園、小・中学校、役場支所、診療所、農協等）
を旧村（旧笹子村、旧川内村、旧直根村）ごとに整備。

○ 小学校、中学校については、旧鳥海町で１校に統合されています。

○ 旧町役場は、旧川内村に所在し、笹子地区とは、約１５ｋｍ離れています。

○ 旧直根村は、地理的に旧川内村から約７ｋｍと比較的近いことから、生活を支える機能が、市
の鳥海総合支所のある旧川内村に統合されつつあります。保育園の廃止に伴い、コミュニティ
バスにより、旧川内村の保育園に通園しています。
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４．集約の対象範囲と拠点の立地

○ 由利本荘市に合併された後も、旧鳥海町の旧村毎に生活を支える機能を集約する考えを引き継ぎ、
笹子地区においても、昭和の合併前の旧村（＝旧小学校区）で施設を集約。

○ 笹子地区の各集落からは、片道約30分以内で集約拠点へのアクセスが可能となっています。

○ 集約された地点は、笹子地区の中心部であり、国道と県道が交差する交通の要所であり、平地が多く、
用地の確保が容易でした。

由利本荘市中心部まで 約30km

旧鳥海町中心部（旧川内村）には、
旧町で１校の小中学校が所在

※旧直根村の生活を
支えるサービス機能
は、旧鳥海町の中心
部（旧川内村）に統合
されつつあります。

湯沢市
中心部
まで
約30km

直根

川内

笹子

笹子地区の拠点施設からのアクセス時間

笹子～川内
約15kmkm

直根～川内
約７kmkm
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拠点に集約した機能

①道の駅（情報提供コーナー、レストラン、
直売所、農産物加工所）【新設】

②診療所【移転】
③高齢者福祉施設【新設】
④公民館【新設】
⑤市出張所【新設】
⑥市営住宅【新設】
⑦教職員住宅【新設】
⑧駐在所【改築】

1km圏内にある施設

・保育園
・郵便局
・小売り（Ａコープ）

５．集約の概要

○ 平成16年に高齢者福祉施設を、平成16～17年に道の駅「清水の里・鳥海郷」を整備。平成18
年に老朽化していた笹子診療所を高齢者福祉施設の隣に移設、笹子公民館を旧診療所跡地に移
設し、市役所笹子出張所を公民館内に移設。

○ 農産物加工施設及び道の駅の中央にある多目的広場は、農林水産省の中山間地域総合整備事
業により整備されています。

○ 生活を支えるサービス機能は、概ね半径200ｍ以内に集積されています。

〈生活を支えるサービス機能の集約〉

直売所・レストラン

診療所移転
（現在は出張所・公民館

郵便局

保育園

小学校（統合廃止）

集約拠点内に移転
（距離：約３４０ｍ）

Yahoo地図を基に作成

笹
子
学
習
セ
ン
タ
ー

ＪＡ秋田しんせい
笹子支店

（ＳＳ、ＡＴＭ）

バス停

道の駅

農産物加工・
販売施設

診療所

高
齢
者
福
祉
施
設

←
 

至

由
利
本
荘
市
街

多目的広場
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６．ネットワーク化の取組

○ 由利本荘市中心部（市役所、病院）までは、路線バス１路線（７便）、コミュニティバス２路線（３～６便／
日）により、交通手段が確保されています。住民からの要望を踏まえ、ダイヤや経路を見直すなど、利
便性の向上が図られています。

○ 地域の生活インフラとして、民間商店（笹子地区：３軒、直根地区：２軒、川内地区：１軒）が保冷車で巡
回販売を行っているほか、ＪＡが宅配を行っています 。また、社会福祉協議会による給食サービス（週
１～２回昼食の弁当）が行われています。

由利本荘市中心部まで
の路線バス（羽後交通）

コミュニティバス

路線数 １路線 ２路線

便数（片道） ７便／路線 ３～６便／路線

所要時間 約60分 約45分

運賃 片道980円 片道200円小学生100円

皿川線

伏見笹子線

本荘伏見線

10ｋｍ

道の駅
清水の里・鳥海郷

点線は、路線バス

実線は、コミュニ
ティバス

旧鳥海町笹子地区バス路線図
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７．集約の効果

(1)住民の利便性の向上
・地域内での買い物が可能となり、買い物弱者対策になっています。

(2) 経済効果
・直売所利用者は、７割が市外（うち８割は宮城県）であり、地元農産物、漬け物、米加工

品などの売り上げに寄与しています。

(3) 定住促進対策
・新設した市営住宅（７戸）は、若者世帯の人口流出防止につながっています。

８．課題

○ 隣接地区の商店街との競合。

○ 農業・林業の衰退や企業の海外移転により、雇用の場が減少。
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１．背景

○ 旧美山町は、京都府のほぼ中央部に位置する林業の盛んな山間農業地域で、昭和30年に５村（知井
村、平屋村、宮島村 、鶴ヶ岡村、大野村）が合併して発足。茅葺き民家の残る美しい農村として知られ
ています。

○ なかでも、平屋地区は、京都と若狭を結ぶ国道と府道が交差する交通の利便性から、町の玄関口とし
て発展。平屋地区の人口は、平成７年の約1,040人から、平成26年に約850人に減少し、高齢化率は
43.3％と高まっています。

２．取組の経緯

○ ほ場整備により創設された公共用地に、昭和60年代に、農業振興総合センター、高齢者コミュニティー
センターを整備。平成２年にJAの購買店舗、平成９年に保健福祉センター、平成11年に診療所が開設
しました。

○ 旧美山町では、平成12年からコミュニティの再編について検討し、平成13年に住民参加による地域振
興、住民自治組織として５つの旧村ごとに「地域振興会」を立ち上げ。

集約範囲：昭和の合併前の旧村＝旧小学校区
人口：850人 高齢化率：43.3％ 面積:3,157ha

南丹市美山町平屋地区の年齢別人口と高齢化率

○ JAの広域合併に伴い、平成12年にJAの購買店舗が閉鎖されたことから、平屋振興会を中心に地域で
話し合いを重ね、地域住民が共同出資して（有）ネットワーク平屋※を設立し、JAの購買店舗の営業を
引き継ぎました。 ※ 建物・土地は町で買い取り。

○ 平成14年に、住民が運営する商店「ふらっと美山」が開店。平成17年に道の駅「美山ふれあい広場」登
録（既存施設活用）。

30.1%
33.3%

38.4% 41.4% 43.3%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

 ‐

 200

 400

 600

 800

 1,000

 1,200

H7 H12 H17 H22 H26

65歳以上 15～64歳
0～14歳 高齢化率

農村の日常生活を支える機能の集約とネットワークの強化 取組事例

③京都府南丹市（旧美山町平屋地区）

事例９

○ 京都府南丹市（旧美山町）平屋地区では、ほ場整備により創設さ
れた公共用地に、農業振興総合センター、高齢者コミュニティセン
ターを整備。その後、 JAの購買店舗、保健福祉センター、診療所
が順次集積。

○ JAの購買店舗の閉鎖を受けて、住民が共同出資して有限会社を
設立し、直売所の機能も備えた店舗を運営。
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日常生活を支えるサービス機能の立地状況

３．生活サービス機能の立地状況

○ 旧美山町では、旧村ごとに、生活を支えるサービス機能（小学校、保育所、公民館等）を整備する方
針でまちづくりを進めてきました。

○ 町内のJAの購買店舗が５ヵ所から１ヵ所に統合された後も、各旧村ごとに、住民出資による有限会社
を設立し運営。地区住民向けの日常生活用品と、新鮮野菜など地域の特産品を扱う２つの機能を有していま
す。

○ 平成28年３月末には、現在の５小学校が１校に統合される予定。

《旧美山町中心部》

平屋地区 宮島地区

行政 行政窓口 町役場

コミュニティ 公民館 公民館

文化 図書館

文化ホール

教育 保育所

小学校 → 小学校・中学校

高校

(分校･昼間定時制）

医療 診療所 診療所

保健福祉センター

福祉 高齢者福祉施設

商業 (株)美山ふるさと

農業 農産物直売所 農産物直売所

農業振興総合ｾﾝﾀｰ

定住促進 特定公共賃貸住宅

金融 銀行

郵便局 郵便局

ＪＡのATM ＪＡ支店

警察 駐在所

平成28年3月統合予定
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４．集約の対象範囲と拠点の立地

○ 昭和の合併前の旧村の中心部に隣接し、平坦な土地が広がる現在地に、生活を支えるサービス機能
が集積。

○ 集積地点は、ほ場整備により創設された公共用地で、国道と府道が交差する交通の要所となっていま
す。平屋地区の各集落からは、片道約10分以内で集落拠点へのアクセスが可能となっています。

旧大野村：大野屋
旧鶴ヶ岡村：タナセン

旧知井村：ショップ２１

旧平屋村
旧宮島村

（旧美山町中心部）

平屋地区の拠点施設からのアクセス時間
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５．集約の概要

○ ほ場整備により創設された公共用地に、昭和６０年代に、農業振興総合センター、高齢者コミュニティ
センターを整備、平成２年にはＪＡの購買店舗が開設。平成９年には予防接種やミニデイサービス
に使われる保健福祉センター、平成11年に美山診療所が開設。

○ ＪＡの購買店舗の閉鎖に伴い、平成14年に、住民が共同出資して、直売所の機能も備えた店舗「ふ
らっと美山」を運営。

拠点へ集約する機能

①道の駅（農林産物直売所「ふらっ
と美山」※、物産販売所「美山のめ
ぐみ牛乳工房」、観光案内施設、
お祭り広場、ATM、休憩所）
※住民出資の(株)ネットワーク平
屋が運営

②行政窓口（平屋振興会）
③農業振興総合センター
④高齢者コミュニティセンター
⑤保健福祉センター
⑥診療所（ベッド4床）

1km圏内にある施設

・小学校
※H28に旧美山町中心部（5km離
れた場所）の小学校と統合予定

・高校（美山分校、昼間定時制）
・郵便局

〈生活を支えるサービス機能の集約〉

平屋小学校
（H28統合廃止予定）

集約拠点（道の駅）

平屋郵便局

美山診療所

定時制高校

ふらっと美山（平屋振興会ＨＰから）

(株)ネットワーク平屋

Yahoo地図を基に作成

診
療
所

保健福祉セ
ンター

50m

物産販売所
（乳製品）

物産販売所（1Ｆ）
行政窓口（2Ｆ）

お祭り
広場

農業振興総合セ
ンター

高齢者コ
ミュニ

ティセン
ター

美山漁業
協同組合

バス停

JA京都
ATM
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６．ネットワーク化の取組

○ 旧美山町中心部（市役所・JR日吉駅、南丹市役所）までは、市営バス複数路線（４～５便）、デマンドバ
ス４路線（４便／日）により、交通手段を確保。

○ ＪＡと個人商店が移動販売を実施（週２回程度）。

南丹市バス路線図

５ｋｍ

道の駅
美山ふれあい広場

深見線

大野・長谷線

鶴ヶ岡線
知井線

南丹市中心地（市役
所、ＪＲ園部駅等）

市営バス
美山園部線等

実線は、
デマンドバス

点線は、市営バス

市営バス デマンドバス

路線数 ５路線＋町内循環 ４路線

便数 ４～５便／日 ４便／路線（平日のみ）

所要時間 約40分 15分～１時間

運賃 片道710円～870円
小学生以下は半額

片道150円～400円
小学生以下は半額
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７．集約の効果

(1) 生活の利便性の向上
・施設が１ヵ所に集約し、日用品の販売も行われ、効率的に買い物ができる。買い物弱者対策となっ

ています。

(2) 経済効果
・農産物直売所の売り上げは、平成22年度に約1.6億円、年間利用者は約13万人で、利用者の８割
は市外。

８．課題

(1) 施設の更新と機能向上
・施設のほとんどが、30年以上経過しており、リニューアルを図る必要。休憩所や食堂の整備が望
まれています。平屋小学校が、平成28年３月末に閉校となることから、跡地利用と併せて検討する
必要。

(2) 集出荷体制の整備
・高齢化の進行により、農産物を運搬することが困難に。平成２７年４月から店舗側が集荷する体制
を整備する方針。

(3) 地区リーダーの高齢化

９．地域活動組織

○ 旧美山町では、人口減少と高齢化に伴う、集落のコミュニティ機能の低下を背景に、平成１３年、５
つの旧村ごとに住民参加による地域振興を担う「地域振興会」を立ち上げています。

○ 地域振興会では、①住民の利便性の向上、②地域課題の掘り起こし、③人材の発掘・育成に取り
組んでいます。地域振興会には、平成20年度までは市の職員を、平成21年度以降は市の嘱託職員
を配置し、事業を支援するとともに、市の行政窓口サービスを行っています。
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１．背景

○ 日南町は、昭和34年に５町村が合併した当時の約１万6,000人から、平成26年には約5,200人まで人口

が減少。 高齢者率は46％超（平成25）と、鳥取県で も高く、高齢者数は、既に、平成15年をピークに
減少に転じている。人口構成などから「日本の30年後の姿」と言われています。

○ 人口減少等に伴い、旧小学校区毎にあったJAの購買店舗などの商店の撤退により、生活に支障が生
じるとともに地域の活力が低下。

○ 公共交通機関の利用者が減少し、利便性が低下。

２．取組の経緯

○ 日南町では、「『創造的過疎』への挑戦」を掲げ、定住や移住を促し、集客交流や地場産業の振興のた
めの魅力ある拠点づくりを推進。

○ 平成21年に、人口減少と高齢化による課題を踏まえた、まちづくりの方向性を定めるため、「日南町中
心地域整備構想」を策定。町職員プロジェクトチームによる整備構想（素案）をもとに、住民参加による
中心地域まちづくりワークショップ（３回）を開催し、まちづくりアンケート（回収率460人／1,000人）を実
施し、住民ニーズ等を踏まえて、整備構想（案）を具体化。

集約範囲：町全体＝小学校区・中学校区
人口：5,222人 高齢化率：46.6％ 面積：34,087ha

日南町の年齢別人口と高齢化率

○ 平成22年から、関係者、学識経験者、町職員からなる検討協議会を設置し、３年にわたる検討を経
て、商業、住宅、福祉ゾーンごとの整備構想をとりまとめ。

《整備構想》
・商業施設の整備・運営は、民間を中心とする。
・町は土地造成等の公共施設の整備を担い、農産物販売所、加工所等の整備は、行政支援も視野に
入れて検討。
・ケア付き高齢者住宅、生活支援ハウス、若年層世帯用ハウス、分譲地、障害者グループホーム、交
流スペースを予定。
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農村の日常生活を支える機能の集約とネットワークの強化 取組事例

④鳥取県日南町

事例10

○ 鳥取県日南町では、人口減少・高齢化によって生じる地域の課

題を解決するため、集客・交流、地場産業振興、高齢者と若者の

混住を視野に入れた定住や移住促進のための魅力ある拠点づく

りを計画。
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日常生活を支えるサービス機能の立地状況

３．生活サービス機能の立地状況

○ 日南町は、町中心部に集まりやすい地形であり、生活に必要な機能の多くは、町中心部（半径1km圏
内）に集積。旧村には郵便局、個人商店等、わずかな施設しか残っていません。

○ 小・中学校は、町の中心部に１校（小学校は、平成21年に１校に統合、中学校は、昭和48年に１校に
統合）となっています。生徒は、登校・下校時間の町営バス等を使って通学しています。

行政

コミュニティ

文化

教育

医療

福祉

商業

農業

定住促進

金融

警察

《凡例》 新設

日南町中心部 周辺６旧村

町役場

担い手研修施設 地域振興ｾﾝﾀｰ

図書館

総合文化ホール

保育園 保育園

（多里、石見、山の上地区）

小学校・中学校 学区

町立病院

診療所 診療所

（多里、石見地区）

ｻｰﾋﾞｽ付高齢者住宅 特養老人ホーム

（石見地区）

ショッピングｾﾝﾀｰ

ﾎｰﾑｾﾝﾀｰ･ｺﾝﾋﾞﾆ

レストラン

農産物直売所

農産物加工施設

集出荷施設

民間賃貸住宅 町営住宅

（多里地区）

郵便局 郵便局

ＪＡ支店(ATM)

駐在所 駐在所

（多里、大宮地区）
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４．集約の対象範囲と拠点の立地

○ 町では、町中心部に、生活に必要な機能が集
積している状況から、生活に必要な施設や定
住促進のための住宅、農産物直売所等を、町
中心部の木材団地跡地に、集約する方針。

○ 集約の範囲は、全町と広く（鳥取県の面積の
約10％）、周辺集落まで、 大で片道約40分
のエリア。

日南町の拠点施設からのアクセス時間
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５．集約の概要

○ 町中心部の半径１ｋｍ以内にある木材団地跡地に、
① 生活に必要なホームセンター（平成27年１月開店）、コンビニ（平成27年２月開店）を誘致
② 民間による高齢者向けや定住促進のための住宅を誘致

（高齢者と若者の交流も視野に入れています。）
③ 集客交流や地場産業の振興を図るため、農産物直売所、農産物加工所、レストラン、イベント広場等

を町で建設し、１ヵ所に集約する方針。

〈生活を支えるサービス機能の集約〉

Yahoo地図を基に作成

製材工場（ｳｯﾄﾞ
ｶﾝﾊﾟﾆｰﾆﾁﾅﾝ）

野菜予冷庫
（鳥取西部農協）

拠点に集約する機能（予定）

①レストラン、農産物直売所、集
出荷施設、農産物加工所【新設】

②イベント広場【新設】
③コンビニエンスストア【新設】
④ホームセンター【新設】
⑤サービス付高齢者住宅
（12部屋）【新設】
⑥定住促進住宅【新設】
⑦ＪＡ野菜予冷庫［既存］

1km圏内にある施設

・ 町役場
・ 小学校、中学校
・ 保育園
・ 文化施設
・ ショッピングセンター
・ 郵便局
・ ＪＲ生山駅
・ 町立病院 など

至
米
子
市

至 庄原市

至 奥出雲町

日南病院

日南町役場

小学校 半径１キロ圏内

生山地区
（JR生山駅、病

院）

霞地区
（役場、スーパー、
学校、文化施設）

中学校

集落機能の集約
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６．ネットワーク化の取組

○ 日南町中心部にある役場・ＪＡ生山駅、日南病院、日南小・中学校には、町営バス５路線（３～６便）、
デマンドバス５路線（３便／日）により、交通手段を確保している。 も遠い集落までは約25km。

○ デマンドバスの運行は、民間及びＮＰＯ法人多里まちづくりサポートセンターに委託。

○ 買い物については、広島県、島根県、鳥取県米子市の民間事業者が行っている移動販売の利用、
スーパーが行っている電話による宅配の利用、中心市街地まで出かけることにより対応。

日南町バス路線図

町営バス デマンドバス

路線数 ５路線＋町内循環 ５路線

便数（片道） ３～６便／日 ３便／路線（平日のみ）

所要時間 約40分 約40分

運賃 片道200円
小学生以下100円

片道200円
小学生以下100円

NPO法人多里まちづくりサポート
が運営するデマンドバス

集落機能の
集約地区

ＪＲ生山駅

役場

福栄線

石見線
多里線

大宮線

山上線

共通

５ｋｍ
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７．集約の効果

(1) 住民の利便性の向上
・商業施設の立地により、買い物弱者対策となり、利便性が向上することを期待。

(2) 交流機会の増大
・周辺地域の住民が町の中心部に集まることにより、他地域との交流が生まれることを期待。

(3) 雇用の拡大
・ホームセンターの立地により、８～10名の雇用。
・コンビニの立地により、家族＋アルバイト２名程度の雇用を確保。

８．課題

○ 周辺地域の住民の交通手段の確保。

○ 過疎地有償運送を行っているＮＰＯ法人の運転手の確保。
（原則70歳で定年、講習の必要性）

９．地域活動組織

○ 日南町では、平成17年に、人口減少・高齢化等に伴う地域コミュニティ機能の低下に対応するため、
地域の課題解決に向けて、住民と行政が「協働」してまちづくりに取り組む「まちづくり協議会」を７つ
の旧村単位に設立。

○ 「まちづくり協議会」では、
① 地域の意見をまとめ、主体的な解決を図るまちづくりの推進
② 地域活性化の推進
③ コミュニティ施設等を維持管理
を担っていて、周辺の旧村を活動を支える組織となっています。
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１．背景

○ 旧哲西町は、岡山県西部にあり、広島県と鳥取県の県境に位置する山間農業地域。

○ 新見市に合併した平成17年の人口は、約3,200人であったが、平成26年には、約2,700人に減少し、高
齢化率は41.5％まで高まっています。

○ 町役場庁舎が老朽化しており、建て替えが必要になっていました。

２．取組の経緯

○ 旧哲西町では、平成４年から２年間をかけてまちづくり計画を策定。国道沿いに道の駅を整備し、
隣接地に、老朽化した庁舎を移転する計画がまとめられた。町は、3.7haの用地を購入し、1.4haに
道の駅「鯉が窪」を整備し、平成９年にオープンしました。

○ 町では、平成９年に、新たな総合計画の策定に向けて、町民ニーズを把握するため、住民アンケー
ト実施（対象中学生以上）を実施。

集約範囲：平成合併前の旧町＝中学校区＝２小学校区
人口：2,699人 高齢化率：41.5％ 面積7,629ha

旧哲西町の年齢別人口と高齢化率

住民アンケート調査結果
「今後、哲西町に必要と思う施設」
①診療所66.2％、②新しい役場庁舎34％、
③温水プール24.5％、④保健福祉センター20.2％
⑤図書館16％、⑥文化ホール7.3％

○ その後、基本設計から実施設計に至るまで、住民を交えた60数回に及ぶ設計会議で検討し、およ
そ３年を費やし、平成12年に整備構想をとりまとめました。

○ 要望のあった公共施設を集約拠点に整備し利便性を向上させるとともに、町民の生活を支え、人々
の交流の場とにぎわいの場を創出。

30.4%
35.0% 37.5% 38.6% 41.5%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

 ‐
 500

 1,000
 1,500
 2,000
 2,500
 3,000
 3,500
 4,000

H7 H12 H17 H22 H26

65歳以上 15～64歳
0～14歳 高齢化率

農村の日常生活を支える機能の集約とネットワークの強化 取組事例

⑤岡山県新見市（旧哲西町）

事例11

○ 岡山県新見市（旧哲西町）では、地域に必要な施設を１ヵ所に集約
化して、拠点化し、行政窓口サービス、医療・保健、サービス、福祉
相談サービス、子育て支援サービス、図書館・公民館の生涯学習サ
ービス、ＡＴＭによる金融サービスなどの機能をワンストップサービス
として提供。

-36-



日常生活を支えるサービス機能の立地状況

３．生活サービス機能の立地状況

○ 旧哲西町は、旧矢神村と旧野馳町で構成されています。

○ 町役場の旧庁舎は、旧矢神村にあり、老朽化による建て替えが課題となっていました。
（ＪＲ矢神駅の近くで、現在の集約拠点から約1.5ｋｍの地点に立地）。

○ 小学校は、各旧村ごとに立地しているが、平成26年から１校が複式学級を導入。中学校は１校となっ
ています。

○ 各旧村とも、各ＪＲ駅周辺に、郵便局、ＪＡ支所や出張所、駐在所などが立地しています。

○ 一方、住民からは、図書館、文化ホール、診療所、保健福祉センターの設置について、強い要望が
ありました。

《凡例》 新設 改修・改築

旧矢神村 集約拠点 旧野馳村

行政 市役所支局

コミュニティ 公民館 研修室 公民館

文化 図書館

文化ホール

教育 こども園

小学校 小学校

中学校 学区

生涯学習センター

医療 診療所

福祉 高齢者福祉施設 保健福祉センター

商業 レストラン

農業 農産物直売所 農産物直売所 農産物直売所

農産物加工施設

定住促進 市営住宅

金融 郵便局 郵便局

ATM

ＪＡ支所 ＪＡ出張所

警察 駐在所 駐在所
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４．集約の対象範囲と拠点の立地

○ 旧哲西町では、両旧村の中心部に、生活を支える
サービス機能を集約しています。

○ 集約の範囲は、平成合併前の旧村（＝中学校区＝
２小学校区）。 集約拠点は、旧町の中心部で、国道
沿いの広い用地を確保できる地点。

○ 旧町の中心部に移転したことにより、自動車20分以
内で移動可能な範囲となっています。

広島県旧東城町にある主な機能
商業施設（スーパー、コンビニ、 書店、ホー
ムセンター等）、町立病院、温水プール他

※哲西町民も利用する。一方、東城町民は、
哲西町の図書館を無料で利用できます。

新見市中心部まで
約23km

広島県旧東城町
中心部まで 約8km

簡易郵便局

矢神小学校

郵便局

駐在所 消防署分署

集約拠点に移転
（距離：約1.5ｋｍ）

郵便局

野馳小学校

中心部

集約拠点

矢神駐在所

哲西認定こども園

哲西中学校

道の駅「鯉が窪」
（隣接）

旧哲西町役場
図書室

集約拠点に移転予定
（距離：約540ｍ）

旧哲西町の拠点施設からのアクセス時間
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５．集約の概要

○ 「きらめき広場・哲西」に、住民から要望のあった町役場、診療所、健康福祉施設、図書館等の施設を、
回廊式の大きな屋根の下に集約した複合施設を、平成12年に完成（総事業費21億７千万円）。

〈きらめき広場・哲西地区〉

拠点に集約する機能

①町役場【建替】→合併後、市役所支局に
②診療所（内科（無床）、歯科）【新設】
③保健福祉センター【新設】
④図書館【移転新設】
⑤生涯学習センター【新設】
⑥文化ホール【新設】
⑦ＡＴＭ【新設】
⑧自家発電装置、貯水タンクの設置によ
る防災拠点機能

⑨道の駅（隣接）（情報提供コーナー、レス
トラン、直売所、農産物加工販売所、米
粉製粉施設、米粉パン製造販売所、文
化伝習館等）【新設】

生涯学習センター
（利用者：約６千人）

文化ホール
（利用者：約４千人）

新見市役所哲西支局

図書館

（貸出者：約
１万５千人）

民間バス、市営バス、
送迎バスにより、交通
手段を確保

内科・歯科診療所
(利用者：約１万５千人)

保健福祉センター
(利用者：約４千人)

ATM
（利用者：約
１万９千人）

（注）利用者は、成22年度

哲西認定こども園

1km圏内にある施設

・認定こども園
平成27年４月に「きらめき広場」内に移転

・駐在所
・消防署分署
・中学校
・郵便局
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６．ネットワーク化の取組

○ 新見市の中心部までの路線バス（２便／日）、市営バス２路線（４便／日） 、きらめき広場と各集落を
往復する送迎型バス（デマンド型、１便／週／路線）により、きらめき広場とのアクセスを確保。

○ 道の駅に立地する「こめ工房」では、市内の約30の小中学校の給食に米粉パンを供給するとともに、
販売車を用いて移動販売。

哲西地区バス路線図

新見市中心部までの
路線バス(備北バス)

市営バス きらめき広場と集落
を往復する送迎バス

路線数 １路線 ２路線 ５路線

便数（片道） ２便／日 ４便／日 １便／週／路線

所要時間 約45分 約30分 約20～30分

運賃 片道100～200円

点線は、市営バス

実線は、送迎バス

きらめき広場

新見市中心部
まで約２３ｋｍ

５ｋｍ

旧東城町中心
部まで約８ｋｍ
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７．取組の効果

(1) 利用者の増
・平成22年度の利用実績で、約４万５千人が利用。
ＡＴＭ利用も含めると、約６万２千人が利用。

(2) 住民の利便性の向上
・各施設を回廊で結んだことにより、各セクション間を簡単・自由に行き来することが可能となり、住

民の利便性が高まった。診療所と図書館の併設により、診療の待ち時間を有効に使えるようにな
りました。

・以前は無医村であったが、診療所（内科・歯科）の設置により、町民の健康な生活を支えています。

(3) 交流機会の増大
・子育て中の女性が、図書館等で集うなど、町内でのふれあいの機会が増大。

８．課題

(1) 拠点を中心とした一体感の構築
○ 拠点を中心とした新たな地域の一体感の構築と相互扶助機能の再生が必要。

(2) 集落と拠点を結ぶアクセス手段の充実
○ アクセス手段を充実するための検討が必要（過疎地有償運送など）。

(3) 維持管理及び管理経費
○ 年間約1,500万円（人件費を除く直接経費）。

300万円を診療所が負担、残りを市が負担。

９．拠点施設の運営組織

○ 新見市を中心とする１市４町の合併問題を契機として、行政だけに頼らない町づくりを包括的に推
進する観点から、平成17年にＮＰＯ法人「きらめき広場・哲西」を設立。

○ 指定管理者としての図書館の運営だけでなく、地域情報紙の発行、市民団体活動の支援、福祉有
償輸送、健康・福祉、子育てサロンの開設などの地域を支える活動を実施。
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旧校舎の活用 取組事例
秋津野ガルテン（和歌山県田辺市）

事例12

○ 地域の全組織が参加して地域づくりに取り組んでいる秋津野塾

の取組を通じて、取り壊し予定だった旧小学校校舎を活用するこ

とを決定。

○ 地域内外の住民の出資金及び交付金を活用して、旧校舎を改修

し、併せて、農家レストラン及び農業体験宿泊施設を新たに整備。

地区の取組

平成６年 秋津野塾結成
・「都会にはない、香り高い農村文化社会を実現

し、活力と潤いのある郷土をつくる」ことを目的とし、
地域の全組織が参加し、地域づくりに取り組み始
める。

平成１１年 農産物直売所「きてら」オープン
・住民有志３１名が１０万円ずつ出資。３年目で売
上４,５００万円に・平成１８年に法人化し、「農業法
人（株）きてら」に。

平成１６年 農産物加工施設
「俺ん家ジュース倶楽部」オープン
・直売所「きてら」の新築移転に伴い、３０名×５０
万円の出資により設立。
・平成２２年に「農業法人（株）きてら」と経営統合。

・特産のみかんで無添加、無調整のジュースづく
り。

平成１４年 現校舎利用活用検討委員会
の発足
・大学、行政、農協、有識者が参加する約４０名
の現校舎利用活用検討委員会を発足。

・校舎を残すことが地域にとって優良と判断し、必
要 低限の改修を行い、旧校舎を活用することを
決定。改修した校舎はグリーンツーリズム事業に
利用することがもっともふさわしいと田辺市に報
告。

旧校舎活用までの経緯

平成１４年 上秋津小学校の移転決定
・田辺市は、移転後の小学校跡地は、校舎をす
べて取り壊し、宅地化し、販売することを予定

・田辺市と秋津野塾との交渉の結果、地域で跡地
利用を検討することに。

秋津塾を通じての地域づくりの取組が、取り
壊されようとしている地域資源の活用につな
がった。

平成２０年 「秋津野ガルテン」オープン
・地域内外から出資を募り、「農業法人（株）秋津野」を設立し、旧小学校校舎を活用した、都市農村交流施設

「秋津野ガルテン」を、地域内外の出資金と農山漁村活性化プロジェクト支援交付金（農林水産省）を活用し、
整備。

・旧校舎は事務室、展示室及び研修室として活用、宿泊棟、農家レストランを新たに整備。

・農家レストランや宿泊、農作業やお菓子作り体験等の都市農村交流や地産地消の取組を通じて、地域内の
経済循環を促進し、地域を活性化。

１．旧校舎活用の経緯
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２．旧校舎改修の概要

○ 大規模な改修はせずに、継続して旧校舎を利用できるような改修を実施し、H20年度開設。
旧校舎は用途変更しないため構造変更は不要。

○ 改修内容
・ 建物基礎のひび割れ補修 ・ 防火壁の整備（消防法を満たすため）
・ 職員室 → 事務室に改修 ・ 教室 → 研修室、展示室に改修

○ 事業費 約３５百万円 （旧校舎改修のみ、延べ床面積：約６３０㎡）

○ 旧校舎及び土地の取得
・ 旧校舎及び跡地については、廃校に伴い、教育委員会から市に所有権が移転。
・ 株式会社が、旧校舎及び土地を購入できないため、公益社団法人上秋津愛郷会が、田辺市か
ら購入。

・ 農業法人（株）秋津野が、無償貸与を受けて、都市農村交流に取組。

※上秋津愛郷会：昭和３２年の設立以来、治山緑化によって郷土を保全し、教育の振興、住民の
福祉に寄与すること“を目的に事業の運営を行なっています。

３．旧校舎の活用状況

○ 平均年間有料利用交流者数 約６０，０００人
○ 上記内年間宿泊利用者数 約２，３００人

《秋津野ガルテン全景》

旧校舎を利用した体験棟 研修室

研修受入 展示室

《旧校舎の活用状況》

旧小学校舎
（改修）

新設
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１．取組の経緯
○ 上越市では、高齢化や担い手不足により、中山間地域直接支払を受け手も、単独集落では、地域の農

業を守っていくことが困難になることを懸念。平成18～24年度に、住民と意見交換しながら、集落を越え
て広域連携し、地域の課題に取り組む農業振興会等（「地域マネージメント法人」）を設立。

２．地域マネジメント組織の概要
○ 中山間地域の行政区単位で組織を形成。 ※大島区は２組織

地域運営組織 取組事例

①新潟県上越市

【地域マネジメント組織が担う役割】
・ 日本型直接支払交付金の事務手続き一括化を
はじめ、各種（国、県、市）補助事業の紹介、申請事
務支援等

・ 農地の利用調整（耕作不能となった農地の受け入れ）

・ 農業資機材の共同購入、農業機械の共同利用
・ 農産物の加工販売、都市農村交流、高齢者の
生活支援等、地域が担ってきた共同取組活動や
独自の取組を推進

【上越市の取組】
・ 市単独事業による支援 （取組状況（H26））
① 農産物等庭先集荷サービスモデル事業

11地区
② 集落間連携支援モデル事業

8地区（農道、水路等の草刈り、道路側溝の清掃など）

③ 中山間地域元気な農業・農村づくり支援事業
9地区（特産品の栽培・商品化など）

・ 地域マネジメント組織の活動バックアップ、
定期会合開催

市
が
全
面
的
に
支
援

集落代表者の会合

上越市名立区農
業振興協議会

桑谷農業振興会

柿崎区中山間地域
農業振興会

吉川区中山間地
域農業振興会

旭農業振興会

大島区農業振興会

浦川原区農
業振興会

牧区農振会

櫛池農業振興会

安塚農業振興会

板倉区中山間地域
農業振興会

中郷区中山間地
域農業振興会

上越市「地域マネジメント組織」の取組状況（区域図）

事例13

○ 新潟県上越市では、過疎化や高齢化により、中山間地域の農
業を守ることが困難となると懸念。このため、集落を越えて広域
連携し、地域の課題に取り組む農業振興会等（「地域マネジメン
ト組織」）を設立。現在、12の地域マネージメント組織が、広域連
携による農地の保全、農地の利用調整や担い手育成、庭先集
荷などの活動を展開。

庭先集荷

道路側溝清掃

山菜活用イベント
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新潟県上越市清里区の取組

中山間地域等
直接支払制度

多面的機能支
払交付金

①農地維持支払
②資源向上支払

農村集落活性化
支援事業（国）
交付金

集落数

負担金

10％

事務手続き
一括化

（申請や支払等）

高齢者など集落住民が安心して
暮らせる農山漁村の構築を目指す。

棚田法面の草刈り（共同活動）

各集落では、高齢化や人口減少
の進行によって農業生産活動の継
続が困難になった場合、地域内に配
置された法人に支えられ、農業生産
を継続することで農業集落を維持。

また、各支部は集落協定に基づき、
集落レベルでの共同活動によって農
地維持に取り組む。

【構成状況】

（集落）

（ha）農地面積

１２

222.8

【 地域農業・農地を守る 】
（集落及び協定単位）

【 集落住民 】

【活動例：法人間ネットワークによる営農継続】

【活動例：多様な主体との連携、６次産業化に向けた取組】

【活動例：庭先集荷サービス】 【活動例：生活支援サービス】

農産物の出荷手段に乏しい高齢者な
どに対して、庭先まで集荷員が向かい、
直売所まで運搬。高齢者の声かけなど、
安否確認にも結びつく。

担い手育成を進めることで地域内に雇用を確保。
農業の担い手が、地域活動の担い手となる

法人の常時雇用
能力による
事業実施

（千円）

（千円）

豪雪地帯である当地域では、冬季の
除雪を行うことができない高齢世帯に対
して、除雪作業を支援。利用者負担と補
助金にて事業を継続している。

（千円）

（千円）

○ 農産物加工とその販売により通年での雇用を確保。

連
携

生産物の付加価値を高め、
農村地域での所得を向上

○ 地域内の法人間にて、地域全体での耕作状況共有と集積調整。

○ 機械の共同利用による過剰投資の抑制や人員等の補助体制。

○ 地域ブランド米販売のための栽培管理（品質）統一への連携。

営農継続による農地保全や
集落コミュニティの維持

302

1,397

事業費

販売額
利用者
負担

事業費 10,130

392

（例） 他集落にて耕作が困難になった農地を法人が作業受託。

○ 地域外に居住する集落出身者の協力による農業用施設等の維持管理
登録者数：27人 参加者数（延べ）：42人 作業内容：草刈り、江さらい等（H25実績）

地域ブランド米として
都心米穀店へ出荷

共同作業の労働力を確保し、
農業用施設の維持管理を実施

【雇用を確保し、地域の活力を生み出す 】
（各部会：農事組合法人などの団体）

【櫛池農業振興会】

【 事 務 局 （活動コーディネート機関） 】

【活動概要】

○ 行政（国、県、市）からの補助事業などを紹介し、各支部や法人
などからの活動要望を集約するとともに、申請事務等を支援。

○ 各支部や法人間の橋渡し役の機能を果たし、各主体間の話し合
いをサポートしつつ、合意形成が図られた場合の事業主体を担う。

○ 事業実施に当たり事業主体となり、事業の申請や補助金の交付、
料金徴収などの事務手続きを一括して担うが、実際の活動は、
各支部や法人が主体となる。

【組織及び活動のコーディネート】
（地域マネジメント組織の事務局）

○ 「地域を守るため、農地と農業を維持していく」

そのために、担い手育成を進め、地域農業を支え
る法人等を設立。

■担い手の育成状況
・設立済：法人5社

■担い手の集積率
・約50％
（中山間地域直接支払交付金協定面積のうち）

【担い手の確保】

マ
ン
パ
ワ
ー
を
確
保

支援

生活支援

料金支払

47,544（千円）
H26見込み

54,039（千円）
H26見込み

定額補助
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１．背景

○ 雲南市は、人口約４万人の中山間地域で、
全国に先駆けて、高齢化・人口減少が進行。
市全域が過疎地域に指定。

２．取組の経緯

地域運営組織 取組事例

②島根県雲南市

高齢化率 33％（H22） ⇒ 全国平均を20年先行
人口減少 2030年（日本全体では2045年）に２割減

⇒ 日本全体を15年先行

○ 平成16年に６町村が合併し、行政範囲が拡大（面積553km2 ※東京23区の９割）。

○ 合併をきっかけに協働のまちづくりが本格化。平成16年の新市建設計画において、集落機能を補完す
る新たな自治組織として「地域自主組織」を位置づけ。

人口減少は、ネットワーク（人間関係）、地域活動の減少につながり、地域崩壊の危機となることから、
地域の横断的組織が必要と判断。

○ 平成17～19年に小学校区を単位とした「地域自主組織」が各地域で住民発意により発足（発足当時44
組織、その後、統合・分離により現在は30組織）。

３．地域自主組織の概要

○ 様々な組織や団体が地縁でつながり、長所を活かして補完し合う
ことで、自治会だけでは解決が困難な地域の課題に自ら取り組み。

○ 市は、地域自主組織の運営を積極的に支援。
✓ 活動拠点を整備（公民館を交流センターに移行）
✓ 活動資金として一括交付金を交付
✓ 地域づくり担当職員制
✓ 地域と市が「直接的・横断的」に「分野別」で協議を行う円卓会議の開催や、取組発表会の開催

○ 各地域自主組織は、地域独自の事業を実施。
✓ 地域住民による預かり保育
✓ 廃校活用による交流活動の促進
✓ 空き店舗を活用した産直市＋サロン機能
✓ 水道検針事業と要支援者の見守り活動 など

○ 小規模多機能自治の推進に向けた全国のネットワーク組織の立ち上げ（H27.2.17）。 笑んがわ市
（中野地区）

（空き店舗活用）

円卓会議の開催

地域自主組織の仕組み

事例14

○ 島根県雲南市では、市町村合併を契機に、自治会や営農組織、ＰＴ
Ａや女性の会など、様々な人、組織、団体が参画し、地域課題を自ら
解決する「地域自主組織」が概ね小学校区単位で市内全域で立ち上
がっており、集落を補完する新たな自治組織として住民主体のまち
づくりを推進。
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１．会社概要

資本金 6,000万円
出資構成 雲南市25％、法人等48、個人27％

年商 4億4,500万円（H25）
従業員数 68名（パート含む）

地域運営組織 取組事例

③(株)吉田ふるさと村（島根県雲南市）

(株)吉田ふるさと村の社屋

農産物の開発製造販売 地域バス運転業務

水道事業

観光事業
安全・安心にこだわり地元を中心
とする国内農産物を使用した商品
開発、製造、販売を行っています。

当時は村に水道専門業者がおらず、
水道管の破損等による復旧に長時
間を要しました。
このことから、社員が水道工事の資
格を取得。
上水道敷設、市からの委託を受けた
浄水場、ポンプ施設の点検管理、合
併浄化槽の設置工事等に取組。

住民の足を守るため、市から委託を
受け地域バスの運行を実施。
旧吉田村内のデマンドバスのほか、
雲南市全域を結ぶ広域路線バスを
毎日７往復の運行をしています。

都市部との交流人口拡大をねらい、
H21年に開始。
たたら製鉄や出雲神話などの地域
資源を活かした着地型観光商品の
企画・販売を行っています。

その他

・日本たまごかけごはんシンポジウム開催

〈吉田ふるさと村 事業概要〉

村民106名が「村を何とかしたい」
との思いで2,750万円を出資

２．業務内容

①特産品の開発及び製造・販売
②公共団体の行う業務の受託

雲南市民バスの運転、簡易水道施設管理
③管工・水道施設工事業
④温泉宿泊施設「清嵐荘」の経営

⑤野菜と原木椎茸の栽培
⑥地域資源を活用した旅行商品の企画・販売

近代たたら操業体験 等
⑦飲食店の経営
⑧道の駅「たたらば壱番地」の管理

事例15

○ 雲南市旧吉田村では、地域産業の衰退により、 急速に進む

人口流出・高齢化に危機感を持った住民が、昭和60年に、雇用

の創出と地域経済の活性化を目的に 「（株）吉田ふるさと村」を

設立。地域資源を活用した事業や地域住民の生活利便性の向

上に資する事業に取り組んでいます。
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地域運営組織 取組事例

④共和の郷・おだ（広島県東広島市）

２．取組の経緯
○平成15年に、13集落からなる旧小

学校区を単位に、地区内に存在す
る各種組織（女性会、老人会、地区
社協等）を８つの部会に整理・統合
し、「小さな役場」となる自治組織
「共和の郷・おだ」（１階部分）を、小
田地区の全世帯が加入して設立。

３．地域運営組織の概要

○ 旧小学校跡地の拠点化事業（現小田地域センター）、診療所移転開
設、住民勉強会共和塾の開催等を通じて、課題に対処。

○ 平成17年に、地域農業を存続・発展させるため、集落営農を行う「農
事組合法人ファーム・おだ」（２階部分）を設立。地域の基幹産業であ
る農業を主軸に、耕作放棄地解消、担い手の育成、農村景観の改
善、農産物加工品販売、雇用創出等、集落全体を活性化。

○ 平成22年に、地域の未来を考える「地域づくりアンケート」を実施。以
来５年の検討・見直し、熟成期間を経て、平成27年３月に「地域の基
本目標を支える７本の柱と７７項目の地域ビジョン」を設定。ビジョンの
実現に向けて、一つ一つ新たな課題に取り組むこととしています。

【未来創造ビジョン】
「誇りの持てる、住み良い、和やかな郷づくりをめざす」

①生活環境の保全づくり ⑤交流の場づくり
②雇用の場づくり ⑥歴史文化の継承づくり
③安心づくり ⑦たのしく楽にできる農業づくり
④情報発信のシステムづくり

事例16

○ 広島県東広島市にある小田地区では、小学校・保育所・診療所
の統廃合、農業の担い手不足や高齢化により、存続の瀬戸際に
ありました。

○ 全住民が危機意識を共有し、安心して暮らしていける地域を自
分たちの手でつくり上げるため、自治組織「共和の郷・ おだ」と、
集落営農組織「農事組合法人ファーム・おだ」を設立。

○ 住民自らがともに力を合わせ、創意工夫により、地域活性化を
図りながら、「誇りの持てる、住み良い、和やかな郷づくり」に取り組んでいます。

○ 小田地区（旧河内町）は、東広島市北東部の中山間地域に位置します。
○ 昭和25年の合併当時の約1,500人から約600人に減少（60％減）。平成10年頃から高齢化が進行。
○ 平成17年の東広島市との合併編入に伴い、小学校・保育所・診療所の統廃合の危機に立たされました。
○ 地域農業も、高齢化と担い手不足

により、耕作放棄地が増加するな
ど、存続の瀬戸際にありました。

旧小学校を活用して活動

１．背景
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