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終章 多様な「連携」による農村の再生・活性化に向けて

－ －まとめにかえて

橋 詰 登

本研究では，都市部に先駆けて人口減少と高齢化が進んでいる農村地域の現状および動

向とその地域的特徴，さらには趨勢での将来展望を統計分析によって示した後，農村の再

生・活性化に向けた新たな取組として，①集落の範囲を越えた広域的な地域組織形成の動

き，②これまで関係の薄かった非農業主体（ 法人，社会福祉法人等）との連携によNPO
り農村の再生・活性化を図る動きに着目し，先進的な事例の分析から，それぞれの取組の

現状と課題，農村地域に及ぼす影響等を検討した。

本章では，これら調査・分析結果を総括するとともに，地域特性に応じた農村の再生・

活性化のあり方や今後講ずべき支援の方向性等を整理する。また最後に，農村地域の維持

・再生と地域活性化に向けた今後の研究課題についても触れておきたい。

１．統計分析からみた農村地域の現状と将来展望

年 月に「日本創成会議」の人口減少問題検討分科会（座長：増田元総務相）が2014 5
独自の視点を加えた人口推計によって， 年には若年女性の流出により全国の 市6980402
区町村が「消滅」の危機に直面すると具体的な名を挙げて発表した 。自治体の消滅とい( )1

う大きなインパクトを持ったこの発表は，推計結果そのものの妥当性や解釈の仕方につい

て十分な検証がないままに，マスコミ報道のみが過熱したという面が強いものの，今後わ

が国の人口減少社会への対応について，様々な議論を呼び起こす呼び水となったことは間

違いない。

しかし冷静に考えれば，わが国の農村は，すでにかなり早い段階から人口減少と超高齢

化社会に突入している。第１章の分析によれば，山間農業地域では 年以降一貫した1970
人口減少，中間農業地域では 年から，平地農業地域でも 年から人口減少に転00020991
じており，特に，山間農業地域での 年の人口は 年時の 分の にも満たない2010 1970 3 2
ことが示された。つまり，同地域ではこの 年間で ％を超える人口が減少している40 35
のである。

， ， （ ， ）また同章では 昭和の合併前の市町村 いわゆる旧市町村 おおむね 小学校区に相当

を単位に人口動態分析を行い， 年以降に人口が増加している旧市町村は平地農業地2000
域で約 割，中山間地域では 割にも満たず，農村地域の旧市町村のほとんどが人口減12
少に直面していることも示された。

このように農村地域の中でも，とりわけ生活利便性の低い中山間地域，特に山間農業地
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域で顕著に人口が減少してきているわけだが，旧市町村よりも小さな範囲である農業集落

を単位にみれば，事態はより深刻な状況になっていると考えられる。そこで，第 章で2
は，農山村における基礎的な地域社会の単位である農業集落に焦点を当て， 年から1990

年にかけての集落構造や集落機能の変化について動態統計分析を行った。この分析2010
からは，①農業集落を構成する世帯数が 年を境に減少局面に入っており，集落の小2000
規模化が加速するとともに，集落人口の高齢化も進展していること，②これら状況は，も

ともと小規模な集落が多い山間農業地域で顕著であること，③このような集落の小規模化

4 9 50や高齢化によって集落機能が低下しており 総戸数 戸以下 人口 人以下 高齢化率， ， ，

％以上の集落において「寄り合い」や「共同活動」の実施割合が急激に低下していること

が明らかとなった。しかし一方で， ～ 年の間においては，無人化等によって1990 2010
消滅した集落の数はごく僅かしかなく，小規模化･高齢化が進みつつも，現状では農山村

の集落はなんとか維持されていることも明らかとなった。

， ， 。だが 農山村地域における人口減少と高齢化は 今後も引き続き進行する可能性が高い

第 章と第 章では，ともに趨勢での将来予測を行い，第 章では，平地農業地域の旧1 2 1
市町村は高齢化が進行するものの 年でもある程度の人口を維持するところが多いの2050
に対し，中山間地域の旧市町村では人口規模が非常に小さくなるとともに高齢者が過半を

占めるところが多数生じる結果が示された。また，第 章の集落別の推計では， 集落人2
9 50 3 2050口が 人以下でかつ高齢化率 ％以上の 存続危惧集落 が現在の 千集落弱から「 」

年には 万 千集落に増加すると見込まれ，山間農業地域では全集落の 分の 強がこ1 3 4 1
れに該当するといった衝撃的な結果が示された。

， （ ）両予測結果ともに 人の動きがこれまでの傾向 年から 年にかけての動き2000 2010
と変わらずに推移するという仮定に基づくものであるが，趨勢での農村地域の展望は，農

業生産面での共同活動のみならず，生活面での相互扶助すら単独では行えなくなってしま

う農業集落が急増し，集落に人がいなくなることによって農村が有する多面的機能が失わ

れていく危険性が一層高まることを示唆するものであった。

したがって，これら統計分析の結果を踏まえ農村地域の維持・再生を図っていくために

は，第 に趨勢から脱して，新しい人の流れを作り出していくことが必要となる。定住1
人口の問題が深刻化している地域の多くは，人口規模の小さな山間農業地域やそこに所在

する集落である。このことはすなわち，数人の新規居住者が加わるだけで趨勢での人の流

れは大きく変化することを意味する。青壮年層の流出を極力抑制することに加え， タUJI
ーンによる新規居住者を迎え入れるための，地域特性を活かした定住対策の強化が求めら

れる。

第 に集落が持つ様々な機能をなくさないために，新たな組織体制を早急に構築して2
いくことが必要であり，集落規模等の変化に機敏に対応し，隣接する集落等との連携を図

っていくことが重要となる。しかしその場合，部分的な機能を補完する集落連携が地域に

輻輳する状況は決して好ましいとは言えない。地域や集落の将来を見据えた総合的で効率

的な広域的集落連携，すなわち広域地域組織の形成も視野に置いて検討されるべきであろ
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う。そしてこれらの対応は，いずれも今すぐに取りかかるべき喫緊の課題と言えよう。

２．先行事例からみた農村の再生・活性化に向けた取組と課題

（１）集落の連携・広域再編による農村再生

上記統計分析結果からも明らかとなったように，農村における農業集落の小規模化・高

こうした中，営農面はもとより，地域自治や資源管理におけ齢化は日々進行している。

る集落活動を維持するための様々な取組が行われるようになってきていることが第 章3
営農面にかかわる集落連携や広域再編の動きとして，中で触れられている。そこでは，

山間地域等直接支払制度に基づく集落協定の統合・広域化や，複数集落を範囲とする集落

営農組織の展開について取り上げられているが，いずれも，これまで集落単独で実施され

ることが多かった，営農面や資源管理に係る共同活動を，担い手不足等を背景に複数集落

の範囲に広域化する動きである。しかしこれら動きは，あくまでごく限られた部門の集落

機能を部分的に補完するにとどまっており，生活面も含めた総合的な集落連携・広域再編

を目指し，広域地域組織を設立する動きは，近年散見されるようになってはきているもの

の，まだそう多くはない。

そこで，数少ない先進事例の中から，第 章では地方自治体主導，第 章では民間主4 5
広域地域組織が非営導で広域地域組織を形成している事例の分析を行った。ここでは，

3利組織（自治組織）と営利組織（経済活動組織）という二面性を有しているという第

，組織構成，活動内容，人材確保，組織設立を主導する主体に視点を章での指摘に即し

当てた分析を行った。

まず第 章では，秋田県，京都府，山口県の 府県 事例を対象に，広域地域組織の4 3 6
特徴と課題に接近した。秋田県では広域地域組織を域内すべての地元自治体に設立，京都

府では府が直轄的に特定した地区に設立を主導，山口県では県が組織基盤を作った上で，

地元自治体がパートナーとなって設立を支援というように，それぞれの主導主体は若干異

なっていたが，組織形態はいずれも「部会制・委員会制」をとっており，既存集落の自治

機能を残していること，活動内容は広域的イベントの開催や地域資源の活用・管理といっ

た非収益部門が中心であり，経済事業としては指定管理者や各種施設等の管理運営などの

低リスク・低収益の事業が多いことに共通点があった。

また，広域地域組織を担う内部人材は主に有志の住民らであり，それをサポートする外

部人材は，行政への事業申請など専門的知識を有する自治体職員である場合が大半であっ

た。なお，広域地域組織の中心となっている内部人材の多くは，すでに 歳を超えてお60
， 。り 将来を見据えた指導者・後継者育成と確保が喫緊の課題となっていることを指摘した

， 。続く第 章では 民間組織が主導して形成した２つの広域地域組織の事例を分析した5
藩政村を範域とした複数集落の住民により構成された 地域塾（静岡県）では，農業関S
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係団体の代表者らが委員となって運営しており，地域塾の創設をきっかけに，地区が一体

となって茶の生産・販売を柱とした活動を行っていた。そしてこれら活動を，農協が支所

を拠点として支援していた。

また， 協議会（福島県）は，昭和合併村を範域として，その中にあった農業者グルーR
プなどの機能集団が統合される形で設立された組織であった。協議会には６つの委員会が

設置され，既存の機能集団の活動を基盤に事業展開するとともに，地域外から新規就農希

望者を受け入れ，彼らが定住できる環境整備に積極的に取り組んでいた。

協議会は自発的に創設され，活動は活発であり，会員数は増加しているものの，集落R
を基盤とした組織ではなく，一方 地域塾は集落が基盤となった広域的地域組織ではあS
るが発起主体は農協であり，地区住民の自発的組織ではないといった違いはあったが，い

ずれの組織においても活動を持続的かつ効果的なものにするためには，支援する主体（農

協等）の中長期的なサポートが必要とされていた。

（２）多様な主体との連携による農村再生・活性化

農村の再生，地域活性化に向けて新たな取組を始めようとする場合，最も問題となるの

がリーダー等になる内部人材の存在である。人口減少と高齢化が進む農山村地域では，農

業集落はもとより旧市町村（小学校区等）まで範囲を広げたとしても，これら内部人材が

不足しているところは少なくない。したがって，農村の再生・活性化に向けた地域住民の

内発的な取組を支援する外部人材，すなわち外部組織との連携が求められる。

そのような中，これまで農業とのかかわりが薄かった人や組織が，農村地域で農業者等

と連携し，農村の再生・活性化に取り組む事例も生まれている。本研究では，これら多様

な外部主体と連携した農村の再生・活性化の取組についても事例分析を行った。

まず第 章で取り上げたのが，近年多様な形でその活動が全国的な広がりをみせてい6
。 ， （ ）る地域サポート人である ここでは 地域おこし協力隊 岩手県西和賀町と北海道芽室町

と地域支援企画員（高知県）に加え，地域内の人材を地域サポート人として育成しつつサ

ポート活動を行う新たな取組（島根県雲南市）についても事例として取り上げ，地域サポ

ート人による農村再生への効果と課題を検討した。

ここでの事例分析から明らかとなった地域サポート人の効果は，①地域に不足するマン

パワーの補完，②外部人材による地域資源の再評価，③地域内外の主体との新たなネット

ワークの形成，④専門性を有する人材活用によるプロジェクトの迅速な実行等であった。

また，地域の内部人材をサポート人として育成・活用した雲南市の事例からは，地域活性

化に資する地元人材の効果的な掘り起こし方法であるとともに，そのネットワーク化によ

って若年人口の流出防止効果があることも確認された。

総じて，地域住民の取り組む段階・内容に応じて，市町村や地域の既存組織と連携しな

がら，継続的な地域サポート活動の展開を図ることが，地域サポート人が効果的な活動を

行う場合の重要なポイントであることが明らかとなった。なお，すでに各地で多様な地域
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う。そしてこれらの対応は，いずれも今すぐに取りかかるべき喫緊の課題と言えよう。

２．先行事例からみた農村の再生・活性化に向けた取組と課題

（１）集落の連携・広域再編による農村再生

上記統計分析結果からも明らかとなったように，農村における農業集落の小規模化・高

こうした中，営農面はもとより，地域自治や資源管理におけ齢化は日々進行している。

る集落活動を維持するための様々な取組が行われるようになってきていることが第 章3
営農面にかかわる集落連携や広域再編の動きとして，中で触れられている。そこでは，

山間地域等直接支払制度に基づく集落協定の統合・広域化や，複数集落を範囲とする集落

営農組織の展開について取り上げられているが，いずれも，これまで集落単独で実施され

ることが多かった，営農面や資源管理に係る共同活動を，担い手不足等を背景に複数集落

の範囲に広域化する動きである。しかしこれら動きは，あくまでごく限られた部門の集落

機能を部分的に補完するにとどまっており，生活面も含めた総合的な集落連携・広域再編

を目指し，広域地域組織を設立する動きは，近年散見されるようになってはきているもの

の，まだそう多くはない。

そこで，数少ない先進事例の中から，第 章では地方自治体主導，第 章では民間主4 5
広域地域組織が非営導で広域地域組織を形成している事例の分析を行った。ここでは，

3利組織（自治組織）と営利組織（経済活動組織）という二面性を有しているという第

，組織構成，活動内容，人材確保，組織設立を主導する主体に視点を章での指摘に即し

当てた分析を行った。

まず第 章では，秋田県，京都府，山口県の 府県 事例を対象に，広域地域組織の4 3 6
特徴と課題に接近した。秋田県では広域地域組織を域内すべての地元自治体に設立，京都

府では府が直轄的に特定した地区に設立を主導，山口県では県が組織基盤を作った上で，

地元自治体がパートナーとなって設立を支援というように，それぞれの主導主体は若干異

なっていたが，組織形態はいずれも「部会制・委員会制」をとっており，既存集落の自治

機能を残していること，活動内容は広域的イベントの開催や地域資源の活用・管理といっ

た非収益部門が中心であり，経済事業としては指定管理者や各種施設等の管理運営などの

低リスク・低収益の事業が多いことに共通点があった。

また，広域地域組織を担う内部人材は主に有志の住民らであり，それをサポートする外

部人材は，行政への事業申請など専門的知識を有する自治体職員である場合が大半であっ

た。なお，広域地域組織の中心となっている内部人材の多くは，すでに 歳を超えてお60
， 。り 将来を見据えた指導者・後継者育成と確保が喫緊の課題となっていることを指摘した

， 。続く第 章では 民間組織が主導して形成した２つの広域地域組織の事例を分析した5
藩政村を範域とした複数集落の住民により構成された 地域塾（静岡県）では，農業関S
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係団体の代表者らが委員となって運営しており，地域塾の創設をきっかけに，地区が一体

となって茶の生産・販売を柱とした活動を行っていた。そしてこれら活動を，農協が支所

を拠点として支援していた。

また， 協議会（福島県）は，昭和合併村を範域として，その中にあった農業者グルーR
プなどの機能集団が統合される形で設立された組織であった。協議会には６つの委員会が

設置され，既存の機能集団の活動を基盤に事業展開するとともに，地域外から新規就農希

望者を受け入れ，彼らが定住できる環境整備に積極的に取り組んでいた。

協議会は自発的に創設され，活動は活発であり，会員数は増加しているものの，集落R
を基盤とした組織ではなく，一方 地域塾は集落が基盤となった広域的地域組織ではあS
るが発起主体は農協であり，地区住民の自発的組織ではないといった違いはあったが，い

ずれの組織においても活動を持続的かつ効果的なものにするためには，支援する主体（農

協等）の中長期的なサポートが必要とされていた。

（２）多様な主体との連携による農村再生・活性化

農村の再生，地域活性化に向けて新たな取組を始めようとする場合，最も問題となるの

がリーダー等になる内部人材の存在である。人口減少と高齢化が進む農山村地域では，農

業集落はもとより旧市町村（小学校区等）まで範囲を広げたとしても，これら内部人材が

不足しているところは少なくない。したがって，農村の再生・活性化に向けた地域住民の

内発的な取組を支援する外部人材，すなわち外部組織との連携が求められる。

そのような中，これまで農業とのかかわりが薄かった人や組織が，農村地域で農業者等

と連携し，農村の再生・活性化に取り組む事例も生まれている。本研究では，これら多様

な外部主体と連携した農村の再生・活性化の取組についても事例分析を行った。

まず第 章で取り上げたのが，近年多様な形でその活動が全国的な広がりをみせてい6
。 ， （ ）る地域サポート人である ここでは 地域おこし協力隊 岩手県西和賀町と北海道芽室町

と地域支援企画員（高知県）に加え，地域内の人材を地域サポート人として育成しつつサ

ポート活動を行う新たな取組（島根県雲南市）についても事例として取り上げ，地域サポ

ート人による農村再生への効果と課題を検討した。

ここでの事例分析から明らかとなった地域サポート人の効果は，①地域に不足するマン

パワーの補完，②外部人材による地域資源の再評価，③地域内外の主体との新たなネット

ワークの形成，④専門性を有する人材活用によるプロジェクトの迅速な実行等であった。

また，地域の内部人材をサポート人として育成・活用した雲南市の事例からは，地域活性

化に資する地元人材の効果的な掘り起こし方法であるとともに，そのネットワーク化によ

って若年人口の流出防止効果があることも確認された。

総じて，地域住民の取り組む段階・内容に応じて，市町村や地域の既存組織と連携しな

がら，継続的な地域サポート活動の展開を図ることが，地域サポート人が効果的な活動を

行う場合の重要なポイントであることが明らかとなった。なお，すでに各地で多様な地域
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サポート人の活動が展開されており，その中には類似しているものもみられることから，

地域サポート人の活動を横断的に俯瞰し，その実態と効果を総合的に検討することの重要

性も指摘した。

次に第 章では，農業と福祉の連携に着目し，農業分野での障害者就労の推進方策，7
さらにはこれら取組が農業・農村再生にどのような効果をもたらすかを検討した。事例の

分析からは，農業分野での障害者就労への進出方向には，農業分野の主体による進出と福

祉分野の主体による進出の二通りがあり，各主体が障害者の就労に必要な経営要素を地域

の関係主体との連携や支援策を活用することで補強し，独自に体制を整備していた。

また，農業と福祉の連携を積極的に推進している ヵ所の地方公共団体等の分析から8
は，①労働力不足が深刻な畑作地域では農作業受委託のマッチングを行う仕組みが構築さ

れており，農業経営体の規模拡大や所得向上に寄与していること，②担い手が限られてい

る水田地帯では，主に農家での就労支援が行われていること，③都市近郊地域では多様な

担い手を確保する視点から，特例子会社や社会福祉法人等の農業参入を積極的に支援して

いること，④これらを複合的・段階的に取り組んでいるケースでは，様々な支援に対応で

きるよう，幅広い主体が参加するネットワークを形成し，支援にあたっているといった特

徴があった。

農業分野と福祉分野の連携は，①適切な支援やサポートの下であれば，障害者は人手不

足にある農業経営体の作業の戦力となり，農業担い手の経営規模の拡大や作物の品質向上

に寄与すること，②農業と異業種が連携した取組を行うことによって，双方の経営資源や

ノウハウを活用した新たな取組を行うことが可能となり，農業の担い手が確保され，農地

をはじめとした地域資源の有効活用につながること，③障害者福祉事業所や特例子会社等

が農村地域に立地することで，障害者はもとより健常者の雇用創出にもつながり，異業種

の主体間で人材の交流や連携が生じることで地域コミュニティの再構築につながる可能性

があること等を指摘した。

ところで，農山漁村地域の維持・再生を図るためには，所得と雇用を生み出す「仕事づ

くり（産業化 」と豊かな「暮らしづくり（生活インフラの整備 」を一体化させた，内） ）

発的で地域密着型の地域再生手法が効果的な方法の１つである。第 章では，この「仕8
事づくり」と「生活インフラの整備」を一体化させた地域再生のビジネス手法としてコミ

ュニティビジネスに着目し，非営利組織を活用した配食事業を事例分析の対象とした。

非営利組織による事業活動は 「生活者ニーズ」に対して迅速・柔軟かつ機動的に対応，

できる点に特徴があり，事業体でありながら，ボランティアや寄付，ネットワークなどを

事業の資源として積極的にとらえることができるメリットがある一方で，事業を継続させ

るためには，一定の収益を確保することも必要とされる。事例として取り上げた 法NPO
人，生協，高齢協の分析からは，基本的な共通点として，調理に際しては手作りを基本と

し，配送エリアについても配送効率がよい地域に限定しないなど，コストを上昇させる要

因を抱えながらも，さまざまな工夫により，配食事業単体でみても黒字ないし若干の赤字

程度で経営されていることが明らかとなった。
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また，コミュニティビジネスとしての配食事業は，過疎化・高齢化の進む農村地域にお

ける「生活インフラの整備」という面からも重要な意義を有する取組であり，地域の高齢

者や主婦層の雇用の場としても重要な役割を果たしていた。人口密度の低い農村地域で，

これら事業の継続に向け一定の収益を確保するためには，配食事業と他の事業とを組み合

わせて実施することも必要であり，地域住民の日常的な困りごと等を支援するサービスを

組み合わせることによって，面的な広がりを有する配食事業の配送ルートを多様なコミュ

ニティビジネスを実施するための地域インフラとして活用していく可能性があることを示

した。

３．残された課題

農村地域が抱えている様々な問題の解決は，試行錯誤の繰り返しであり，取組の成果が

現れるまでには長い年月を要するものが多い。本研究は， 年度から ヵ年間のプロ2012 3
ジェクト研究であったが残された課題も多く，今回取り上げた農村の再生・活性化に向け

た新たな取組についても，継続した調査・分析が望まれる。そこで最後に，残された課題

を整理しておきたい。

まず第 に，集落を含む農村の現状と動向を引き続き的確に捉えていくことである。1
， 。言うまでもなく 現状の正しい把握なしに実効ある農村地域政策を講じることはできない

幸い，今年は農林業センサスの実施年であり，その結果は年末にも公表される。今回のセ

ンサスでは，農村再生の必要性に鑑み，農山村地域調査の中で集落に関する調査項目の拡

充が図られている 。また，国勢調査や経済センサスとのデータリンケージの作業も統計(2)

部局において行われようとしている 。これらデータを活用した集落や農村地域の分析を(3)

できるだけ早い時期に実施し，農村の維持・再生に向けた各種政策の立案に資することが

必要であろう。

第 に，今回は農村地域における集落の連携・再編について，総合的な取組を行う広2
域地域組織を取り上げたが，部分的，すなわち機能別の集落連携は現状でもかなり進んで

いる。しかし，残念ながらその実態を正確につかむことはできない。これら機能別の部分

的な連携が，集落の総合的な連携・再編へとつながっていくのかどうかも含め，その実態

把握が統計分析，事例分析双方に求められていると言えよう。

第 に，今回分析した広域地域組織の事例は，いずれも先進的な取組と言えるもので3
あったが，この数年の間に組織化され，活動しているものが多かった。このため，これら

組織の活動が個々の集落や住民に対してどのような影響を及ぼしたのかについては，必ず

しも十分な分析が行えていない。また，同様の理由から，農村再生にむけた組織作りに当

たって，どのような属性を有する地域でいかなる方法が最も効果的なのかを解明するまで

には至らなかった。これら課題に対応するためには，今後の組織展開を引き続きフォロー

していくことが求められる。
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サポート人の活動が展開されており，その中には類似しているものもみられることから，

地域サポート人の活動を横断的に俯瞰し，その実態と効果を総合的に検討することの重要

性も指摘した。

次に第 章では，農業と福祉の連携に着目し，農業分野での障害者就労の推進方策，7
さらにはこれら取組が農業・農村再生にどのような効果をもたらすかを検討した。事例の

分析からは，農業分野での障害者就労への進出方向には，農業分野の主体による進出と福

祉分野の主体による進出の二通りがあり，各主体が障害者の就労に必要な経営要素を地域

の関係主体との連携や支援策を活用することで補強し，独自に体制を整備していた。

また，農業と福祉の連携を積極的に推進している ヵ所の地方公共団体等の分析から8
は，①労働力不足が深刻な畑作地域では農作業受委託のマッチングを行う仕組みが構築さ

れており，農業経営体の規模拡大や所得向上に寄与していること，②担い手が限られてい

る水田地帯では，主に農家での就労支援が行われていること，③都市近郊地域では多様な

担い手を確保する視点から，特例子会社や社会福祉法人等の農業参入を積極的に支援して

いること，④これらを複合的・段階的に取り組んでいるケースでは，様々な支援に対応で

きるよう，幅広い主体が参加するネットワークを形成し，支援にあたっているといった特

徴があった。

農業分野と福祉分野の連携は，①適切な支援やサポートの下であれば，障害者は人手不

足にある農業経営体の作業の戦力となり，農業担い手の経営規模の拡大や作物の品質向上

に寄与すること，②農業と異業種が連携した取組を行うことによって，双方の経営資源や

ノウハウを活用した新たな取組を行うことが可能となり，農業の担い手が確保され，農地

をはじめとした地域資源の有効活用につながること，③障害者福祉事業所や特例子会社等

が農村地域に立地することで，障害者はもとより健常者の雇用創出にもつながり，異業種

の主体間で人材の交流や連携が生じることで地域コミュニティの再構築につながる可能性

があること等を指摘した。

ところで，農山漁村地域の維持・再生を図るためには，所得と雇用を生み出す「仕事づ

くり（産業化 」と豊かな「暮らしづくり（生活インフラの整備 」を一体化させた，内） ）

発的で地域密着型の地域再生手法が効果的な方法の１つである。第 章では，この「仕8
事づくり」と「生活インフラの整備」を一体化させた地域再生のビジネス手法としてコミ

ュニティビジネスに着目し，非営利組織を活用した配食事業を事例分析の対象とした。

非営利組織による事業活動は 「生活者ニーズ」に対して迅速・柔軟かつ機動的に対応，

できる点に特徴があり，事業体でありながら，ボランティアや寄付，ネットワークなどを

事業の資源として積極的にとらえることができるメリットがある一方で，事業を継続させ

るためには，一定の収益を確保することも必要とされる。事例として取り上げた 法NPO
人，生協，高齢協の分析からは，基本的な共通点として，調理に際しては手作りを基本と

し，配送エリアについても配送効率がよい地域に限定しないなど，コストを上昇させる要

因を抱えながらも，さまざまな工夫により，配食事業単体でみても黒字ないし若干の赤字

程度で経営されていることが明らかとなった。
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また，コミュニティビジネスとしての配食事業は，過疎化・高齢化の進む農村地域にお

ける「生活インフラの整備」という面からも重要な意義を有する取組であり，地域の高齢

者や主婦層の雇用の場としても重要な役割を果たしていた。人口密度の低い農村地域で，

これら事業の継続に向け一定の収益を確保するためには，配食事業と他の事業とを組み合

わせて実施することも必要であり，地域住民の日常的な困りごと等を支援するサービスを

組み合わせることによって，面的な広がりを有する配食事業の配送ルートを多様なコミュ

ニティビジネスを実施するための地域インフラとして活用していく可能性があることを示

した。

３．残された課題

農村地域が抱えている様々な問題の解決は，試行錯誤の繰り返しであり，取組の成果が

現れるまでには長い年月を要するものが多い。本研究は， 年度から ヵ年間のプロ2012 3
ジェクト研究であったが残された課題も多く，今回取り上げた農村の再生・活性化に向け

た新たな取組についても，継続した調査・分析が望まれる。そこで最後に，残された課題

を整理しておきたい。

まず第 に，集落を含む農村の現状と動向を引き続き的確に捉えていくことである。1
， 。言うまでもなく 現状の正しい把握なしに実効ある農村地域政策を講じることはできない

幸い，今年は農林業センサスの実施年であり，その結果は年末にも公表される。今回のセ

ンサスでは，農村再生の必要性に鑑み，農山村地域調査の中で集落に関する調査項目の拡

充が図られている 。また，国勢調査や経済センサスとのデータリンケージの作業も統計(2)

部局において行われようとしている 。これらデータを活用した集落や農村地域の分析を(3)

できるだけ早い時期に実施し，農村の維持・再生に向けた各種政策の立案に資することが

必要であろう。

第 に，今回は農村地域における集落の連携・再編について，総合的な取組を行う広2
域地域組織を取り上げたが，部分的，すなわち機能別の集落連携は現状でもかなり進んで

いる。しかし，残念ながらその実態を正確につかむことはできない。これら機能別の部分

的な連携が，集落の総合的な連携・再編へとつながっていくのかどうかも含め，その実態

把握が統計分析，事例分析双方に求められていると言えよう。

第 に，今回分析した広域地域組織の事例は，いずれも先進的な取組と言えるもので3
あったが，この数年の間に組織化され，活動しているものが多かった。このため，これら

組織の活動が個々の集落や住民に対してどのような影響を及ぼしたのかについては，必ず

しも十分な分析が行えていない。また，同様の理由から，農村再生にむけた組織作りに当

たって，どのような属性を有する地域でいかなる方法が最も効果的なのかを解明するまで

には至らなかった。これら課題に対応するためには，今後の組織展開を引き続きフォロー

していくことが求められる。
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第 に，外部主体との連携した農村再生・活性化の取組については，様々な組み合せ4
パターンと活動内容が存在する。今回の研究では，それらの中のごく一部の取組を取り上

げたに過ぎず，また，実施主体の活動面での分析が中心となってしまったため，これら取

組がもたらす農村地域，とりわけ集落の維持・再生への効果等を具体的に提示することが

できなかった。今後は，外部主体と連携したこれら取組が，地域経済への貢献のみならず

「人の流れを変える ，つまり定住人口の維持・確保にどうつながっていくのかといった」

。，視点からの分析も必要であり 引き続き研究を進化させていくことが重要だと言えよう

6986410251021注( ) 日本創世会議（ 「ストップ少子化・地方元気戦略」および中央公論 年 月号「消滅可能性都市）

全リストの衝撃」参照。

( ) 年農林業センサス農山村地域調査では，生活関連施設までの所要時間に関する調査項目が復活した他，2 2015

農業集落の住民が主体となった活性化のための活動状況に関する項目が新設されている。

( ) 年度から，統計部センサス室では行政部局や研究機関とともにデータリンケージ勉強会を開催し，農林3 2014

業センサスや行政部局の業務データの整備に向けた検討が行われてる。
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