
「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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