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農山村振興研究会とりまとめの概要 

 

農林水産省農村振興局 
 

１．農山村の位置付け 

○ 現状と新たな兆し 

・ 人口減少、高齢化、耕作放棄地等の増加、市町村の再編の動き 

・ 田舎暮らしブーム、価値観の変化、健康志向、環境意識の高まり等 

○ 農山村の魅力 

・ 美しい景観、多様な伝統文化、自然と共生する農のある生活、循環

型社会のモデル、新たなライフスタイルの実現の場 

 

２．農山村振興の基本的方向 

○ 農山村での生活、就業、活動を通じて自立的に自己実現を図ろうとする

人々が、農山村で暮らす・過ごすという選択肢を幅広く提供 

○ 都市と農山村の間において「人・もの・情報」が循環する社会、「都市

と農山村の共生・対流」を実現 

○ おいしい水・きれいな空気・美しい自然等の良質な自然環境に囲まれた

豊かな生活環境の確保 

 

３．農山村振興方策への提言 

＜農山村の魅力の再認識と発信＞ 

○ 外部からの視点を取り入れた客観的な魅力の評価と発信 

○ 情報通信ネットワークの双方向性を活用した情報交流 

○ 情報通信ネットワーク整備 



 

 

 

＜新たなコミュニティの形成と共通社会基盤の整備＞ 

○ 旧市町村や小学校区程度の規模・広がりを持つコミュニティへの再編 

○ コミュニティの広域的な連携による圏域（合併市町村や広域市町村圏）

の形成 

○ 新たなコミュニティ間の連携と役割分担に基づく効率的かつ質の高い共

通社会基盤の整備（ワンストップ・サービス等） 

 

＜農山村の魅力の保全と活用を図る土地利用の確立＞ 

○ 住民参加による土地利用計画を構築する枠組みとして（市町村）土地利

用調整条例を積極的に評価 

○ 食料の安定供給、農業の持続的発展、多面的機能の発揮という目標とい

かにして調和を図れるかという課題の検討と併せ、現在の個別法による

規制から土地利用調整条例及びその中で位置付けられる契約的手法に基

づく農林地の保全のための土地利用調整への移行を検討 

○ 少数の人による農林地の安定的・継続的な利用・管理（新たなコミュニ

ティの中での土地利用調整や農林複合事業体の形成） 

 

＜多様な参入に向けた条件整備＞ 

○ 個々人の価値観・ライフスタイルに応じた多様な参入を積極的に評価（本

格的に農業に就業、クラインガルテン、退職後の居住、トラスト的参加

等） 

○ 情報発信、共通社会基盤の整備、住宅取得の円滑化、農林業・農林地へ

の様々な関わり方を可能とする制度的枠組み 



 

 

＜農山村振興の基本的方向＞ 
 

 

農山村振興研究会とりまとめの構成 
 

＜農山村振興の方策＞ 

＜現  状＞ 
○ 人口減少、高齢化 
○ 耕作放棄地等の増加 
○ 市町村の再編の動き 
○ 新たな兆し 
→Ｉターン希望の拡大
→自治体ベース交流の
→田舎暮らしブーム 
→価値観の変化 
→健康志向 
→環境意識の高まり 
→社会（地域）参加意

・ 個人レベルにおいては、価値観の多様化に応じ
た自己実現を果たしうる者の増加 

・ 地域レベルでは、多様な主体の参画による「新
たな可能性」 

・ マクロレベルでは、交流人口の拡大による生活
や産業経済活動の活性化 

ゆとりある生活空間、豊かな自然、農林業をはじめ
とする地域資源を活用した産業、個性ある多様な伝
統文化といった、農山村ならではの空間特性を活か
し、そこでの生活、就業、活動を通じて自立的に自
己実現を図ろうとする人々が、農山村で暮らす・過
ごすという選択肢を幅広く提供すること 

＜今日的な農山村の魅力＞
○ 豊かな自然環境 
○ 美しい景観 
○ 多様な伝統文化 
○ 自然と共生する農のあ
○ 地域資源を巧みに扱うワザの蓄積 
○ 循環型社会のモデル 
○ 新たなライフスタイルの実現の場 

○新たなコミュニティの形成と共通社会基盤の整備 
・ 旧市町村や小学校区程度の規模・広がりを持つコミュ
ニティへの再編（現在の十数集落が一つのコミュニテ
ィとなるイメージ） 

・ このようなコミュニティの広域的な連携による圏域（合
併市町村や広域市町村圏）の形成 

・ コミュニティ間の連携と役割分担に基づく効率的かつ
質の高い共通社会基盤の整備（ワンストップ・サービ
ス等） 

・ 新たなコミュニティの形成に向けた行政の取組（現在
の集落体制の課題等を認識するための取組、新たなコ
ミュニティ形成に向けた体制の整ったところへの重点
的投資等） 

○農山村の魅力の再認識と発信 
・ 外部からの視点を取り入れた客観的な魅力の評価 
・ マーケティング、デザイン力等を生かした魅力の発信
・ 情報感度・情報発信能力の向上 
・ 情報通信ネットワークの双方向性を活用した情報交流
・ 情報通信ネットワーク整備 

○農山村の魅力の保全と活用を図る土地利用の確立 
・ 住民参加による土地利用計画を構築する枠組みとして
（市町村）土地利用調整条例を積極的に評価 

・ 土地利用調整条例による透明なプロセスを通じた保全
と開発の調和のとれた秩序ある土地利用 

・ 市町村と土地所有者の間の契約的手法を用い、土地所
有者が積極的に保全に取り組めるような枠組みの導入 

・ 食料の安定供給、農業の持続的発展、多面的機能の発
揮という目標といかにして調和を図れるかという課題
の検討と併せ、現在の個別法による規制から条例及び
その中で位置付けられる契約的手法に基づく農林地の
保全のための土地利用調整への移行を検討 

・ 少数の人による農林地の安定的・継続的な利用・管理
（集落を越えた新たなコミュニティの中での土地利用
調整や農林複合事業体の形成） 

○多様な参入に向けた条件整備 
・ 個々人の価値観・ライフスタイルに応じた多様な参入
を積極的に評価 

・ 開かれた農山村に向けて心理的・精神的な問題を改善
するため、コミュニティの再編過程を通じて新たな人
間関係を作ることへの抵抗感を軽減 

・ 多様な参入を円滑に進めるための条件整備（情報発信、
共通社会基盤の整備、住宅取得の円滑化、農林業・農
林地への多様な関わり方を可能とする制度的枠組み） 

これらにより、都市と農山村の間において「人・も
の・情報」が循環する社会、「都市と農山村の共生・
対流」を実現 

→都市住民や地域住民が農山村の魅力を享受するた
めに必要な生活環境・都市的サービス機能（共通
社会基盤）を整備すること 

→自然環境等の保全と生活環境等の整備は矛盾する
可能性をはらむものであり、これらを調和させる
地域の土地利用を確立すること 

→農山村の魅力を個々人が様々な形で享受するため
自由度の高い参入を実現すること 

→個性ある情報発信、効率的な生活環境・都市的サ
ービス機能の整備、秩序ある土地利用、自由度の
高い多様な参入を支える現在の集落を越えた新た
なコミュニティを形成すること 
 
取組 

識の変化 

＜農山村振興の課題
このような基本的方
くためには以下のよ
 

 

る生活 

→現在ある又はか
の魅力であるこ
水・きれいな空
境に囲まれた豊
こと 

→農山村の魅力を
力・体制を構築
＞ 
向の下、農山村の振興を実現してい
うな課題がある 

つてあったこうした特徴が農山村
とを今日的に捉え直し、おいしい
気・美しい自然等の良質な自然環
かな生活環境の確保を基本に置く

効果的に情報発信するための能
すること 
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はじめに 
 
 わが国の農山村は、これまで食料の安定供給はもとより、国土・環境の保全や伝統文化

の維持・継承など様々な面で重要な役割を果たしてきた。しかし、近年、生活環境や情報

通信基盤の整備の遅れ等に伴い人口減少・高齢化の進行が著しく、一部には集落の崩壊の

おそれがある地域も出てきている。 
 一方で、都市住民を始めとする多くの国民の間には、健康志向・環境意識の高まりや、

ゆとりややすらぎ、美しさを求めた農山村へのＵＪＩターン希望者の増加等の新たな兆し

が出てきている。 
 このような中にあって、近年、都市再生に関する議論は盛んに行われているが、一方の

農山村は忘れられがちであり、ともすれば都市と農山村が対立軸として捉えられることす

らある。しかしながら、都市と農山村はどちらか一方だけで自立できるものではなく、両

者が共存・共栄しつつ車の両輪となって将来のわが国社会を支えていくべきものである。 
 このような状況を踏まえ、本研究会は、「都市と農山村の共生・対流」に向けた基礎条件

の整備や「自然と共生する社会」に向けた質の高い自然環境の保全・創造といった視点を

中心に、中長期的な農山村の振興に関する調査・検討を行うため、農村振興局長の私的研

究会として平成１３年７月設置され、計５回にわたる検討を行ってきた。本とりまとめは、

各委員が上記の大きな方向性の中で、それぞれの専門分野に係るテーマを分担して論文を

執筆し、これを踏まえた研究会全体での議論を経て、集約したものである。 
 なお、本とりまとめにおいては「農山村」という表現がされている。漁村については、

漁業または漁村固有の課題を本研究会で検討することはしていないが、その多くが後背部

に農地・山林を抱えているという状況にかんがみ、広い意味で「農山村」の中に含まれる

ものとして検討を行ったものである。 
 
平成１４年１月 
 

農山村振興研究会 
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１ 農山村の位置付け 
(1) 農山村の現状と新たな兆し 

 わが国の農山村、特に中山間地域等においては、若年層の都市への流出等により、人口

減少・高齢化が全国に先駆けて進行しており、地域の活力が低下するのみならず、集落の

存続が困難になっている地域や、さらには集落が消滅する可能性のある地域も見られる。

このような中、耕作放棄地や施業放棄林も増加しており、農業及び森林が有する多面的機

能の発揮に支障が生じる可能性も懸念される。 
 農山村においては、道路や汚水処理施設などの基礎的な生活環境施設の整備が依然とし

て遅れているとともに、教育、医療・福祉などの基礎的なサービス機能も都市と比べて低

い水準にある。さらに、高等教育、高度医療、商業、文化といった質の高い都市的サービ

スの享受といった面でも不利な状況にあり、これらのことが人口減少・高齢化の進行に拍

車をかけている。 
 また、都市近郊の平地農業地域を中心に、無秩序な都市化によるスプロール的土地利用

が進行するとともに景観の悪化が進み、日本の原風景とも言える魅力が失われつつある。 
 さらに、かつての農村集落では、一つの共同体として生産・生活・伝統文化の継承等様々

な活動が地域住民参加の下に営まれていたが、混住化の進展による価値観の多様化等に伴

い連帯感が低下し、人間関係も希薄化しつつある。 
 このような中、都市住民の間には農山村に対する新たな期待が現れつつある。 
 国民の価値観に転換が見られ、経済的な豊かさより精神的な豊かさを重視する傾向が高

まっている。農山村には、豊かな自然、美しい景観、おいしい水、きれいな空気など、都

市では得ることのできない魅力があり、近年の自然指向・健康志向の高まりともあいまっ

て、価値観の転換は田舎暮らしブーム、ＵＪＩターン希望者の増加といった形で現れてき

ている。また、グリーン・ツーリズムや農山村留学の取組など、都市と農山村との交流も

盛んになりつつある。 
 さらに、近年の地球環境問題への関心の高まりに伴い、野生生物の生息の場、地球温暖

化防止への貢献等の役割など農業及び森林の持つ多面的な機能への理解も深まりつつあり、

社会参加意識の高まりともあいまって、環境・景観の保全活動への市民参加も増加してき

ている。 
 他方、農山村側にも新たな動きが現れつつある。 
 地域の子供を対象とした農業体験学習や地産地消の取組、地域の清掃活動等の取組など

地域資源を見直し、維持・保全する動きも活発化しつつある。また、Ｉターン者等の新規

参入の受入、コミュニティ再編による現在の集落を越えた体制の構築、土地利用や景観等

の保全を図るための枠組みの構築など新たな取組も見られるようになってきている。 
 しかしながら、これらの動きは都市側、農山村側いずれも兆しにとどまっており、大き

な流れとなるには至っていない。 
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 これらに加え、行政面では、住民に身近で総合的な行政主体である市町村の行財政基盤

を強化し、基礎的自治体である市町村の行政サービスを維持・向上させていくための市町

村合併の推進が図られており、小規模な市町村の多い農山村地域では大きな課題となって

いる。 

 
(2) 農山村の役割と魅力 

 わが国の農山村は、食料生産の場として、木材を始めとする林産物や燃料・肥料の供給

源として国民の日常生活を支えてきた。農山村の有する豊かな自然環境とそこで営まれて

いる生産・生活の諸活動が織り成す里山の景観は、日本の原風景とも言える魅力を形成す

るとともに、自然環境を始めとする様々な地域資源が個性ある多様な伝統文化を醸成し、

生活に潤いと安らぎを与えている。 
 また、農山村において営まれる農業や地域に広く存在する森林は、洪水防止や土砂崩壊

防止などの国土保全機能、地下水のかん養や河川流況の安定などの水源かん養機能、大気

保全や生態系保全などの自然環境の保全機能、農業や自然とのふれあいを通じて得られる

生命への畏敬の念や食物への感謝等を醸成する教育的効果など様々な価値を有している。 
 かつての農山村では、地域の全世帯が加入する自治組織としての集落が主体となって生

産活動や祭祀行事など生活全般にわたる様々な活動が行われ、地縁的結びつきの強い極め

て安定的な地域社会を形成していた。その中では、地域毎の条件に応じた生産を始めとす

る諸活動を通じ、多様な自然的資源と土地・空間を巧みに扱うワザが蓄積されるとともに、

地域の伝統文化の継承が行われてきた。 
 これらのことは、農山村ではあまりにも生活に密着したものであったため、地域住民に

魅力や価値として認識されることは少なかった。しかし、国民の価値観の多様化に伴い、

都市住民の中には都市での生活を離れ、豊かな自然環境や美しい景観に囲まれた、自然と

共生する「農」のある生活といった新たなライフスタイルを実現する場を農山村に求める

動きが現れている。こうした農山村に対する国民の期待は、農林水産省が平成１２年に実

施した２１世紀の農村ビジョンに関する一般からの意見聴取においても、「都市と農村の交

流を促進すべき」や「豊かな自然・美しい景観の維持保全が必要」との意見が上位となっ

ていることなどからも伺える。特に、都市側の住民は農村部の豊かな自然や環境が都市化

や開発によって損なわれることを懸念し、その保全をより強く求めており、教育の場とし

て農村に期待する意見も多く寄せられた。 
 さらに、地球環境保全の観点からも農山村が注目されている。古来より農山村は、里や

山で得られる資源を地域内で循環させる社会であった。農山村の有する資源や物質循環の

ノウハウを見直し、活用することによって環境負荷の少ないエネルギー開発や廃棄物の低

減を行う循環型社会のフロンティアとしての役割が期待されている。 

 



 3 

 

２ 農山村振興の基本的方向 
(1) 都市と農山村の共生・対流 

 都市と農山村との関係は、食料等の供給地と消費地という関係のみならず、わが国経済

が高度成長を遂げてきた過程においては、農山村は都市へ労働力を供給するという役割を

も担ってきた。このような中、都市と農山村はともすれば二極対立的な考え方で捉えられ

がちであった。しかし、わが国社会が成熟し、経済的にはこれまでのような右肩上がりの

成長から安定成長局面へと変化するとともに、人口も近い将来減少局面へと転じることが

予想され、大都市圏と地方圏の人口移動も均衡してきている現在、これまでの両者の関係

には大きな変化が生じるものと見込まれる。 
 このような中にあって、農山村の振興を図る上では、ゆとりある生活空間、豊かな自然、

農林業を始めとする地域資源を活用した産業といった、農山村ならではの空間特性を活か

し、そこでの生活、就業、活動を通じて自立的に自己実現を図ろうとする人々に対し、農

山村で暮らす・過ごすという選択肢を幅広く提供することが一つの大きな方向としてあげ

られる。このためには、農山村に居住しつつ、都市と比べても遜色のない生活・就業が可

能となり、都市の持つ魅力にも比較的容易にアクセスできることが必要である。国民に対

し新たなライフスタイルを実現できる環境を提供することにより、個人レベルでは、都市

と農山村を問わず、居住の場、就業・就学の場を選択しうる自由度の高い自立した社会が

構築され、価値観の多様化に応じた自己実現を果たしうる者の増加が期待される。また、

地域レベルでは、多様な主体の参入・参画による「新たな可能性」が生まれることが、マ

クロレベルでは、交流人口の拡大による生活や産業経済活動の活性化が期待される。 
 今後は、都市と農山村は対立するものとして捉えるのではなく、融合、協力、共生、対

流すべき関係として捉える必要があり、その実現のためには、都市と農山村の間において

「人・もの・情報」の循環を可能とする共通社会基盤（プラットフォーム）の整備が重要

な課題である。 

 
(2) 自然と共生する社会の創造 

 国民の自然環境保全意識が高まる中、国土の豊かな自然を適切に維持・保全・再生し、

後世の世代まで継承していくことは極めて重要な課題である。 
 豊かな自然が残された農山村を、環境負荷の少ない循環型社会のモデルとして位置付け、

ヒューマン・セキュリティの観点から、安全で良質な食料、おいしい水、きれいな空気な

ど都市のライフラインを支える緑の基盤として、また、美しい自然をもったふるさとを提

供する場として適切に利用・管理・回復し、人と自然とが共生する「美しい日本」の維持、

創造を図っていく。 
 そのために、地域における農林業の担い手の増加が見込めない中、新しい参入者を含む
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比較的少数の人々により農林地を始めとする農山村の地域資源を有効かつ適切に利用・管

理していくことや、残された伝統文化を維持・継承していくことが可能となる体制を構築

する。 
 「新たな参入」は、豊かな地域資源の有効かつ適切な利用・管理や多様な伝統文化の維

持・継承等を行う担い手を確保するという観点から重要な要素であり、また、「質の高い自

然環境の保全」や「伝統文化の維持・継承」等を通じて農山村の魅力を高めることは、新

たな参入を増やすための重要な要素である。この両者は相互に密接に関連しており、その

相乗効果が期待される。 

 
 

３ 農山村振興の課題 
 以上のような基本的方向の下、多くの国民のニーズに応えつつ農山村の振興を図ってい

くためには、農山村の魅力についての多様な関心に応じて都市住民を含むより多くの人々

がこれを享受できるよう開かれた農山村を構築していくことが求められる。その実現を図

るためには、以下のような課題があげられる。 
①農山村においては、何か新しいものを作り出すよりも、現在ある又はかつてあった様々

な要素 ― 例えば農山村において無意識のうちに継承されている景観や伝統文化など ― 
が地域の魅力であることを今日的に捉え直し、おいしい水・きれいな空気・美しい景観等

の要素を適切に維持・保全し、また、場合によっては取り戻すことを地域づくりの基本に

置くこと。 
②こうした魅力を積極的に活用するとともに、これを効果的に情報発信するための能力・

体制の構築を図ること。 
③都市住民や地域住民が農山村の魅力を享受するために必要な生活環境・都市的サービス

機能の整備を図ること。 
④農山村の魅力と個々人の志向や自己実現の方向の多様な組み合わせに応じた自由度の高

い参入を進めること。 
⑤地域の魅力である農林地を含む自然環境や景観等の維持・保全・再生と生活環境等の整

備、あるいは自由度の高い多様な参入は矛盾する可能性をはらむものであり、これらの調

整・調和を図るシステムを構築し、農山村の魅力の保全と活用を図る土地利用を確立する

こと。 
⑥個性ある情報発信、効率的な生活環境・都市的サービス機能の整備、秩序ある土地利用、

自由度の高い多様な参入の基本的な条件として、従来の集落を越えて、複数の集落の交流

と融合の中で、企画立案、合意形成、実施等を安定的かつ継続的に行いうる新たなコミュ

ニティを生み出していくこと。 
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 以下の節では、これらの課題を「農山村の魅力の再認識と発信」、「新たなコミュニティ

の形成と共通社会基盤の整備」、「農山村の魅力の保全と活用を図る土地利用の確立」、「多

様な参入に向けた条件整備」の４つの項目に整理し、それぞれについて今後とるべき方策

を示す。この場合にこれらの項目は相互に関連し合う部分があるため、そのような関連性

や留意点についてもそれぞれの箇所で記述する。 

 
 

４ 農山村の魅力の再認識と発信 
(1) 客観的な魅力の評価 

 今後、都市と農山村の共生・対流を実現し、農山村の新たな可能性を切り開いていくた

めには、農山村の住民が自らの地域が持つ魅力を再認識し、これを適切に維持・保全・再

生するとともに、積極的な活用を図り、効果的に情報発信していくことが必要である。 
 農山村は、先述のとおり様々な魅力を有し、都市住民を含む多くの国民はこのような農

山村に現在ある魅力、あるいは、農山村にかつてあった魅力を求めている。都市生活にお

けるストレスから解放され、心身を癒す場として、豊かな自然環境や伝統文化を有する農

山村の価値が見直されつつある。 
 しかし、農山村の住民は自らの地域が持つ魅力を認識していないことが多く、都市住民

等外部の人々から指摘されて初めてその価値に気付くことも少なくない。そればかりか、

景観を損なうような無秩序な開発が行われるなど、ともすればその魅力を失う方向に向か

っている場合も見受けられる。 
 そこで、まず農山村の地域住民が自らの魅力を正しく認識し、今日的に捉え直すことが

必要である。農山村の住民にとっては特に意識されることのない環境や景観が、都市住民

にとっては価値のあるものであるということを認識するためには、他人の眼で見てもらう

ことが一つのきっかけとなりうる。長期間にわたり安定的な地域社会を維持してきた農山

村では、外部からの新規参入者の受入に消極的な面があり、内部から新しい発想が生まれ

にくい環境にあった。今後は、従来のように農山村側の視点からだけではなく、客観的な

立場から評価・アドバイスのできる人材を積極的に採り入れ、また、創造性豊かなデザイ

ナーや職人等の専門家との交流を図り、多様な価値観に基づく視点で地域の魅力を見出し

ていくことが考えられる。このような外部からの刺激は、農山村に新たな可能性を生み出

す起爆剤となることが期待される。 
 また、農山村の持つ魅力が地域住民に正しく認識されていない背景には、自らの暮らす

地域に対して住民が無関心になりつつあることが指摘される。かつては生活・生産・伝統

文化の継承など様々な活動が集落を単位とする地域全体で行われ、地域の持つ特性を住民

皆が共有し、理解していたが、近年では集落機能の低下が著しく、地域活動に住民が参画

する機会が大幅に減少している。地域の魅力を高め、その情報を的確に発信することによ
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って地域の活性化を図っていくためには、後述するように若者や女性も含めて地域活動へ

の参加の範囲を広げること、戸数の減少によりこれまでの集落では様々な活動を支え切れ

なくなっている場合は集落の範囲を越えた新たなコミュニティへの再編を図ること等を通

じ、地域活動に幅広い住民が参加するような体制づくりを進めることが第一歩となる。 

 
(2) 情報感度・情報発信能力の向上による双方向の情報交流 

 都市と農山村の共生・対流の実現のためには、農山村側が自らの持つ魅力を正しく認識

した上で、都市住民を始めとする多くの国民にこれを効果的に情報発信することが必要で

ある。 
 これまでにも、地域の観光情報の提供や特産品の紹介・販売等の分野において、パンフ

レット等の作成、イベントの開催、インターネットでの提供等様々な手段を使った情報発

信の取組が行われてきているところであるが、必ずしも全てが期待どおりの成果を上げる

には至っていない。今後は、従来の取組に加え、国民の価値観の多様化に対応した、利用

者の個別のニーズに即応した、いわばカスタマー・インの形での情報発信が重要であり、

その際には、情報通信ネットワークの持つ即時性、随時性、双方向性等の特性を十分に活

用するという視点がより一層求められる。単なる観光から交流へ、交流から共生・対流へ

と発展させるためには、継続的かつきめの細かい情報提供とともに、一方的な情報提供だ

けではなく、常に顧客のニーズを把握することが必要であり、マーケティング手法を導入

した双方向の情報交流が求められる。例えば、食料の質・安全性に対する国民の意識の高

まりなどを背景に、農林水産品を直販する試みが増えつつあるが、こうした取組を情報通

信ネットワークの双方向性を活用しつつ一層進めることが考えられる。 
 さらに、都市住民の中には、農山村の住民にとってはごくありふれた農作業や日常生活

の様子の中にも新たな価値を見出し、喜びを持って評価してくれるということも少なくな

い。農山村のライフスタイルそのものが都市住民にとっては魅力となるのである。情報通

信ネットワークの高速化・大容量化により、商品や観光に関する情報に付加して農山村の

ライフスタイルや生産過程に関する情報を関心を持つ人々に提供することが可能となる。 
 これら都市と農山村の効果的な情報交流を実現するための課題として、都市と比べて遅

れている高度な情報通信ネットワークの整備があげられる。中山間地域等の地理的・地形

的条件の不利な地域においては、情報通信ネットワークは情報交流の手段というだけでは

なく地域の生活を支える基盤としても極めて重要な役割を果たすものである。しかし、農

山村においては民間事業者による取組だけでは整備の進まない地域もあり、こうした地域

においては民間を補完する観点から、効率的・効果的な整備を検討することが必要である。 
 また、情報交流のためには、ハード面の整備のみでは不十分であり、この効用を最大限

に発揮するためにはソフト面の充実をあわせて図る必要がある。情報通信ネットワークを

生かすアプリケーションの開発、ネットワーク上を流れるコンテンツの充実、利用者の情
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報リテラシーの向上、適切な管理と運用を可能とする体制の整備などの様々な条件が整っ

てこそ効果的な情報交流が可能となる。しかし、市町村の財政力の弱さや人材不足等の要

因により、農山村における取組は遅れがちである。このため、規模の小さな市町村等にお

いては、複数の市町村による広域的な連携を図り、システムの共同整備・共同運用を推進

することが考えられる。また、外部からの人材の導入や自治体職員・地域住民への研修・

普及啓発等の充実を図り、情報通信技術に係る専門的知識を有する人材やホームページ作

成、画像・映像制作能力を有する人材の育成・確保、ノウハウの蓄積を進める必要がある。 

 
(3) 魅力を活用した新たな地域産業の展開 

 農山村の魅力を再認識することにより新たな地域資源が見出されることが期待されるが、

自然との共生を図りつつ、これを活用して新たな地域産業の創出につなげ、雇用の確保と

地域活力の増進を図っていくことが必要である。 
 地域の自然・景観・歴史・文化等を活用した観光交流はもとより、自然体験・農林業体

験学習、環境教育等の交流を推進することが重要であり、それぞれをにらんだ交流基盤の

整備及び受入体制の整備が必要となる。 
 また、国民の健康志向の高まりや都市生活でのストレスの増加等を背景に、自然の持つ

保健休養機能に対するニーズが高まっているほか、食物の質や安全性に対する意識も高ま

っている。このため、農山村の豊かな自然を活用した医療・福祉産業との連携、天然の素

材やきれいな水等を活用した食品・医薬品産業との連携等による新たな産業の創出を図っ

ていくことが求められる。 
 さらに、農山村は、地域で多く発生する野菜屑・木屑、稲わら、家畜排せつ物、間伐材

等の豊富なバイオマス資源を活用したエネルギーの開発・利用、地形や広大な土地を生か

した風力、小水力、地熱、太陽光等の自然エネルギーの開発・利用の取組など、わが国の

自然エネルギーの先進的地域としての可能性を秘めており、その積極的な推進が望まれる。

こうした取組は、環境負荷の少ない持続可能な循環型社会のモデルとして、地球温暖化の

防止等地球レベルでの問題解決にも寄与するものと期待される。 
 加えて、例えば、都市に住む芸術家やデザイナー等の専門家とも協働しつつデザイン力

を高めることによって、地域産品の付加価値を高めたり、空間的配置や周囲の環境との調

和に配慮して景観や自然を維持・保全することも、地域の美しさ・魅力をより高める取組

の一つとなりうる。 

 
(4) 良好な居住環境と都市的サービスの確保 

 農山村の魅力を、都市住民を始めとする多くの国民が広く享受するためには、一定の生

活環境の整備、都市的サービス機能の提供が伴わなければならない。都市と農山村の関係

を交流から共生・対流へと発展させるためには、頻度の高い滞在や居住を前提とした環境
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整備が求められる。 
 都市等の住民が農山村に移住するためには、まず安全で安心して暮らせる生活環境の整

備が求められる。農山村のライフスタイルを楽しみながら、一方で都市と比べても遜色の

ない生活を実現するため、道路、公園、汚水処理施設、公共施設等の基礎的な社会基盤の

整備とともに、生活の安全・安心を確保するため、医療、福祉の充実、防災性の向上等が

必要である。これらの整備は、都市との交流の促進や都市からの移住を促す基盤として重

要な役割を果たすだけでなく、現在農山村に居住している住民に対して暮らしの利便性や

安全・安心を提供するための基盤でもある。 
 また、農山村に居住しつつ都市的サービスを享受するとともに、新たな地域産業の展開

を図っていくためには、都市と農山村との間の交通アクセスの確保と情報通信ネットワー

クの整備が必要である。 
 しかし、このような生活環境、都市的サービス機能を提供するための整備は、農山村の

魅力である豊かな自然環境や美しい景観の維持・保全、さらにはこれらと一体となった農

山村のライフスタイルと対立する可能性をはらんでいる。これらを両立させ、農山村の魅

力の保全と活用を図るための枠組みとして、自立的な新たなコミュニティを形成し、その

広域的な役割分担と連携に基づく効率的な共通社会基盤の整備、住民参加によって秩序あ

る土地利用の実現を図ることが課題となる。 

 
 

５ 新たなコミュニティの形成と共通社会基盤の整備 
(1) 農山村コミュニティの現状と課題 

 農山村では、集落が地域における意思決定機能や調整機能、さらには行政の代替機能を

担ってきた。農山村の人々は、長い年月にわたり集落という単位の社会をそのまま受け継

いできたため、どうしてもその単位を絶対視しがちである。人口・世帯数が減少しても新

しい単位への再編は進まず、わずかな戸数になっても従来の集落の体制を維持しようとし

て疲労の度合いを深めているケースも見られる。中山間地域等においては、人口減少・高

齢化の進行が著しく、周辺部の集落から崩壊の危機に瀕しており、一部には集落そのもの

が消滅するおそれのある地域も見られ、生産活動や日常生活における相互扶助機能等の観

点からも、集落機能の維持・回復が大きな課題となっている。 
 人口や世帯数が減少する中、現在全国各地で昭和の大合併以前の旧村ないしは小学校区

の単位が見直されつつある。それぞれが小さな農地を耕し、集落から一歩も出ることのな

い日が多かった時代とは異なり、広域的な行動の上に生活が成り立っている現在、生活の

基礎コミュニティをもう少し大きくとることが考えられてよい。 
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(2) 既存の集落を越える新たなコミュニティの形成 

 現在わが国では、市町村の行財政基盤を強化し、基礎的自治体である市町村の行政サー

ビスを維持・向上させていくための市町村合併の推進が図られており、小規模な市町村の

多い農山村地域では行政体制の見直しを迫られている。 
 小規模な市町村においては、一人一人の顔が見えるという感覚で行政が行われてきたが、

規模が大きくなるとそうはいかず、広聴機能の確保や住民の自立性向上等の観点からコミ

ュニティ行政が必要となる。つまり、行政サービスに対する要望を長期的視点に立って、

その優先順序をきちんと整理し、合意形成が図られたところに行政側が積極的に対応する。

行政側の取捨選択がコミュニティの力量にもかかってくることになる。現に大規模な市町

村や過去に合併を経験した市町村においては、それぞれ工夫を凝らしたコミュニティ行政

が行われているところである。 
 このようなコミュニティ行政については、既存の集落を越えた旧村の地域を対象に新た

なコミュニティ組織を形成し、成果を収めている例が見られる。 
 例えば、山口市の仁保地域開発協議会は、旧仁保村の地域を対象に昭和４５年に設立さ

れたものであるが、協議会が山口大学の協力を得て地域開発の基本計画を作成し、以降こ

れに基づいて「近代的いなか社会の創造」を基本理念にむらづくりを進めてきている。地

域の開発に係る方針については全て協議会で決定し、例えば道路用地については全て地域

で事前了解を取り付けるなど、地域で責任を持って対応すべきものは全て行い、これを踏

まえて行政サービスを求めるという自立的な組織運営を行っている。同様な例として、広

島県高宮町でも大きな成果が得られている。 
 また、京都府美山町では、市町村合併を見通し、持続的な地域の発展を図っていく視点

から、「行政と住民の距離を縮める（ワンストップ・サービス）」、「自分たちの地域は自分

たちの手で」、「町づくりは人づくりから」という基本方針の下、旧村を単位として行政の

住民サービス機能の一部も担う自立的なコミュニティ組織（振興会）を平成１３年４月に

立ち上げるなどの新たな動きが出現している。 
 一方、都市づくりの分野においても、持続型社会を目指したアメリカのワシントン州シ

アトル市におけるアーバンビレッジ構想が注目されている。これは、コンパクトな拠点を

形成して都市圏全体を循環型の圏域構造とするとともに、市域を構成する地区をより密度

の高い複合的なまち（アーバンビレッジ：徒歩圏内で就業の場と生活サービスが提供され

る自立的なコミュニティ単位）に再編しようとするものであり、都市をいわゆる二層構造

としようとするものである。このような自立的コミュニティを基底とする重層的な地域・

社会構造の考え方は、市町村合併により広域化する新たな市町村の農山村づくりにも参考

になるものと考えられる。 
 農山村コミュニティの現状やコミュニティ行政の動向を踏まえつつ、若者を中心とする

地域住民が多様なアイデアを自由に提案し、人材の世代交替を円滑に進めること等によっ
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て、持続性のある開かれたコミュニティを形成するためには、既存の集落の範囲を越えた

地域を対象にすることが重要である。 
 このような従来の集落を越える圏域を単位とする新たなコミュニティの単位としては、

例えば、旧市町村や小学校区程度の広がりを持つ地域が考えられる。また、基盤整備の効

率性の観点からは、できる限り公共施設や住宅等の諸機能を一箇所に集積することが望ま

しい。しかし、住居の移転には経済的負担が伴う上に、土地に対する愛着が強く、長年住

み慣れた土地から離れたくないとする心理的・精神的な抵抗感が大きく、現実的には困難

である。したがって、住居の移転を伴わない集落の機能の再編、すなわちコミュニティの

再編を基本とする。そして、コミュニティの再編の過程で複数集落間の話合いや日常的な

関わりの範囲を広げ、従来の集落を越えた「仲間意識」が醸成され、条件の整った場合に

住居の移転を伴う集落の再編に進むのが適当であると考えられる。 

  
(3) 新たなコミュニティの機能 

 既存の集落を越える新たなコミュニティには、企画立案能力、合意形成能力、活動実施

能力、情報発信能力等の諸機能が求められる。 
 例えば、広島県高宮町では、水害からの復興を契機に、住民が主体となって旧村程度の

範囲を基本に８つの地域振興会を組織している。各地域振興会では、地域住民参加の下に、

活動方針を定め、福祉、教育・文化、環境美化、生産等幅広い領域で活動を行うとともに、

各地域振興会が提案したものを町が事業化し、振興会がそれを管理するという役割分担が

できている。 
 今後、広域合併で市町村の領域が広くなれば、住民の声が行政に届きにくくなるという

面があるが、一方で行政と住民との間で対等な関係を築きやすくなるという面もある。高

宮町のようにコミュニティ組織が充実し、行政と絶えず連携を取りながら地域づくりを進

めていくような動きを促すことが重要である。 
 従来の集落組織は、新たなコミュニティの下部組織に位置付けられ、実質的な議論を行

う単位として重要な役割を担う場合もあろう。また、新たなコミュニティは行政から自立

した組織である。つまり、常に行政と対話しながらも、行政からは一定の距離をおいて独

立性を保ち、地域問題を協力して解決するパートナーとして位置付けられる。 
 一方、行政はこのような新たなコミュニティの自立性を尊重し、「対等な関係」を構築す

る必要がある。両者にある種の緊張関係が生まれることが望ましい。このことは、コミュ

ニティを行政の「受け皿組織」として捉える従来の認識の転換を迫るものである。 
 また、新たなコミュニティが円滑に機能するためには、生活基盤、住宅、情報通信イン

フラ等や自然・景観の保全、教育プログラム、医療・福祉システム等のハード・ソフト両

面における共通社会基盤の整備が求められる。 
 さらに、新たなコミュニティを形成する圏域においては、日常生活に必要な基礎的なサ
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ービス機能が確保されるとともに、地域住民が日常的に交流できる場が整備されることが

求められる。このため、圏域内の中心集落等に行政サービスや地域の情報を一箇所で受け

ることが可能な拠点施設等を整備し、ワンストップ・サービスの実現を図るとともに、圏

域内の周辺集落から中心集落へのアクセスを確保することにより、住民の利便性の確保と

施設整備の効率化を図る。この集落間のアクセスの確保は、既存施設の有効利用を図ると

ともに、新たなコミュニティの運営を円滑にする観点からも必要である。 

 
(4) 広域的な役割分担と連携 

 国民のニーズがますます多様化し、自動車による移動を前提に生活圏がより広域化する

と予想されるとともに、わが国の投資余力が低下していくと考えられる中、旧村や小学校

区程度の広がりのコミュニティであらゆる機能を整備することは現実的ではなく、公共施

設の共同設置・共同利用など周辺地域との広域的な役割分担と連携により、施設整備の重

点化・効率化、既存施設の有効活用を図っていくことが必要である。 
 広域的な役割分担と連携の下で、その機能に応じて、また、その機能を担う主体に応じ

て多種多様な圏域が重層的に形成されることがイメージされる。市町村内における複数の

コミュニティ間の役割分担・連携、広域市町村圏（あるいは合併後の市町村内）における

市町村間の役割分担・連携、都道府県または地方ブロック内における広域市町村圏間の役

割分担・連携、さらには流域圏における上下流連携、地理的に離れた地域や海外との役割

分担・連携などが考えられる。 
 周辺地域との役割分担と連携を図るためには、交通及び情報通信ネットワークの整備が

必要であるとともに、適切な施設配置を行うための関係主体間の調整体制の整備が求めら

れる。 

 
(5) 段階的なコミュニティの形成と多様な主体の参画 

 魅力ある地域づくりを行っていくに当たっては、地域住民自らが考えることが大切であ

り、地域の魅力を再認識するためにも、また、自らが考えた地域づくりを自らの手で実践

していくためにも、住民の地域活動への積極的な参加が必要である。新たなコミュニティ

は、こうした活動の場としての機能を担う。 
 この新たなコミュニティは、地理的・地形的条件や歴史的経緯、担うべき機能等に応じ、

地域住民が自主的に形成していくことが望ましい。しかし、長年にわたり集落を単位とし

て様々な活動が営まれ、集落を越えた交流が殆どなかったところから、いきなり旧市町村

等の広がりを持つ単位に再編することは困難である。このため、まずは隣の集落との連携

から始めて徐々にその範囲を広げていくことや、営農面の連携から始めて徐々に他の機能

にも拡大することなど、圏域的にも機能的にも段階的なコミュニティの形成が現実的と考

えられる。こうした取組を積み重ね、集落意識といった心理的な壁をなくしていくことは、
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新たなコミュニティの形成だけではなく、外部とのコミュニケーション能力を高めること

にもつながり、新たな都市との交流や都市住民等の受入の素地となるものと期待される。 
 これまでにも、先述のように既存の集落を越えた体制を構築した例はいくつか見られる

が、住民の自主的な取組を待つのみでは困難な場合も多く、必ずしも大きな流れとはなっ

ていない。これを促すためには行政から何らかのインセンティブを与えることも必要であ

ると考えられ、例えば、中山間地域等直接支払制度の導入の際に集落を越えた取組が見ら

れるように、新たな制度の導入に際して地域に裁量を持たせることも新たな体制を構築す

る契機の一つとなるものと考えられる。このほか、現在の集落体制での課題や限界を地域

住民共通の課題として認識するためのワークショップの開催や、地域の将来像や共通社会

基盤の段階的・計画的な整備を内容とする計画の作成など、新たなコミュニティの形成に

向けた体制の整ったところへの重点的な支援なども行政の役割であると考えられる。 
 また、農山村においては、人口減少・高齢化が今後より一層進行すると見込まれる中に

あって、今後の地域づくりに当たっては人材の有効活用が必要であり、年齢や性別に関わ

らず多様な主体が参画できる環境を整備することが求められる。 
 まず、地域資源を活用した地域づくりを進めていくためには、高齢者が長年にわたり培

ってきた知恵と技術を生かすとともに、これを次の世代へ継承していくことが求められる。

このため、農林業の指導、自然や文化等の案内・指導等の担い手としての参画など、高齢

者の社会参加を促進し、高齢者が生き甲斐を持って暮らせる環境づくりを推進する。 
 次に、若年層の流出が続き、地域の後継者不足が深刻化する農山村においては、将来を

担う新たな世代である若者の地域への定着が重要な課題である。このため、雇用の確保等

若者が定住するための環境づくりを推進するとともに、地域づくりへの積極的な参画を促

進する。また、都市に住む子供たちはもとより農山村に住む子供たちでさえ、近年は自然

や農業に接する機会が減少している。このため、子供たちが自然や農業にふれあう機会を

持ち、生命への畏敬の念や食物への感謝を醸成するための自然体験、農業体験、環境教育、

学校給食における地場産品の積極的な活用等の取組を推進する。 
 さらに、農山村において女性は、家庭における家事、育児、介護の担い手としてだけで

なく、農林業を始めとする産業の担い手としても大きな役割を果たしているが、その地位

は必ずしも適正に評価されていない面がある。また、地産地消の運動など地域づくりの面

でも様々な取組が女性の参画によって行われているが、その負担は大きなものとなってい

る。このため、女性が自らの意思で、能力に応じて社会に参画できる機会を確保するとと

もに、生活面における相互支援のための仕組みづくりなど、地域全体で女性の社会参画を

支えるための環境整備を推進する。 
 加えて、個人の持つポテンシャルを発揮できる環境を整え、人的資源を有効に活用する

仕組みを作る上では、例えば、家事労働を始め、環境、福祉、コミュニティ、教育、文化

などの価値を一定の地域の中で相互交換する仕組みである地域通貨の導入なども一つの方
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策であると考えられる。こうした取組は、地域におけるサービス循環を活性化させるだけ

でなく、新たな人間関係を作り出す効果があることから、新たなコミュニティづくりにも

資するものと期待される。 
 このように、様々な価値観を持つ多様な主体が参画し、一人ひとりの個性と能力が十分

に発揮される社会を創ることが必要であるとともに、年齢や性別を越えたコミュニケーシ

ョンの活性化を図ることによって、知識や感性が共有され、新たな価値観が生まれ、さら

には知恵と技術が次の世代に継承されていくことが期待される。 

 
 

６ 農山村の魅力の保全と活用を図る土地利用の確立 
(1) 農山村の土地利用をめぐる課題 

 農山村の振興を図っていく上では、その魅力である農林地を含む豊かな自然環境、美し

い景観を維持・保全・再生することが必要不可欠である。一方、都市住民や地域住民が農

山村の魅力を享受するために必要な生活基盤・都市的サービス機能を整備することも必要

である。これらは互いに矛盾する可能性をはらんでおり、これらを調整し、調和を図るこ

とが求められる。また、農山村に様々な価値観を持つ多様な主体が参入するということは、

農山村の魅力の保全を期待される立場の人々と保全を期待する立場の人々の両方が存在す

ることにつながり、双方の間に生じ得る考え方の違いを調整することも求められる。この

ためには、地域住民の参加の下で農山村の魅力の保全と活用を図る土地利用の確立が重要

である。 
 これらは将来に向けて極めて重要な課題であるが、農山村における土地利用をめぐる状

況は様々な問題を抱えている。 
 現在、比較的開発圧力が高い都市近郊の平地農業地域においては、バブル崩壊以降沈静

化しつつあるものの、農林地のスプロール的開発等によって、農業の持続的発展に支障が

生じている地域も依然として見られる。また、本来都市の中心市街地に立地することが望

ましい都市的な土地利用が郊外の農林地ににじみ出していることが中心市街地の活力の低

下や遊休地の増加につながっている場合も見られる。一方、中山間地域等の開発圧力がそ

れほど高くはない地域においても耕作放棄地の増加等により土地利用の秩序が乱れつつあ

り、景観が悪化するとともに多面的機能の発揮に支障が生じている。 
 このような問題の背景には、混住化等により、地域住民が自らの住む地域の土地利用、

特に農林地の利用・管理について無関心になっていることがあげられる。また、耕作放棄

地や施業放棄林の発生は、担い手への農林地の流動化には結びつかず、土地利用の無秩序

化を促す要因となっている。さらに、農地所有者の中には転用による開発利益に対する期

待があり、農地法等による土地利用規制では十分に対応しきれない経済的要因や農地所有

者の意識が存在することも否定できない。 
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 加えて、既存の土地利用に係る制度上の課題や限界も要因の一つとしてあげられる。ミ

クロなレベルでの土地利用に関する計画としては、農振法に基づく農業振興地域整備計画、

森林法に基づく市町村森林整備計画等があげられるが、総合的な土地利用の調整を図るも

のとはなっておらず、また、農振法等の個別法による規制では、農山村固有の土地利用上

の課題に対応するには限界がある。 
 こうした中にあって、今後は人口減少等により開発のニーズが落ち着いてくることが予

想される今こそ、「保全」を基軸とした新たな土地利用の枠組みを構築すべき時期であると

いうことができる。 

 
(2) 住民参加による土地利用計画の作成 

 国民の地球環境問題や生態系保全に関する意識が高まる中、農山村の住民の間にも地域

の環境や景観の維持・保全、持続可能な地域づくりに対する必要性が再認識されるように

なってきており、ミクロなレベルでの総合的な土地利用の方向付けを行うことが重要な課

題となってきている。農山村の魅力の保全と活用を図るための新しい土地利用秩序を形成

するためには、その長期的な将来ビジョンとなる市町村レベルでの土地利用計画を作成す

るとともに、より詳細な地区レベルで土地利用のコントロールに実効性を持たせるため仕

組みを組み込むことが必要である。 
 この仕組みは、単に一方的な開発抑制や開発推進ではなく、保全と開発が調和した「秩

序ある土地利用」という視点に立つものである。農山村の住民の生活様式が都市化する中

で、地域の魅力である環境や景観を維持・保全しつつ、必要な開発をも適切に行い得るも

のであること、すなわち、新たな農山村の空間を作り出すための能動的な仕組みが望まし

い。 
 また、市町村レベルでの土地利用計画は、地域の実状を熟知し、住民に最も身近な市町

村が主体となって作成することが求められるが、地域づくりの主役はあくまでも地域住民

であり、その計画作成過程への参画は欠かせない。一方、地区レベルでの土地利用のコン

トロールの仕組みは、地域住民が主体となって、自らの地域を知り、地域づくりの方法を

学びつつ、積極的に地域の将来ビジョンを作成・提案するとともに、これを実現する役割

を担うことが望まれ、先述の新たなコミュニティがその主体となることが期待される。市

町村（行政）と新たなコミュニティの関係は、後者が前者の下部組織として位置付けられ

るものではなく、一定の距離をおいて独立性を保ち、常に緊張感を持った対等・協力関係

にあることが望ましい。地方財政の今後益々の逼迫が予想される中、市町村内の全ての地

域で均質かつ高質な整備が困難となることが予想され、市町村内の地域間に競争原理を導

入する観点からも両者の新たな関係の構築が求められる。 
 計画作成への住民の参加は従来から多数行われてきたところであるが、計画策定過程の

みへの参加に限られているものが一般的であった。計画を作成するということは、それ自
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体が目的なのではない。いかに地域をよくするかが目的なのであって、計画は単なる手段

に過ぎないことを十分に理解すべきであり、計画作成過程以上に実施・評価過程に重点が

置かれるべきである。自らが参加して作成した計画によってどのように地域が変わったの

かが見えることが住民の参加意識の醸成に寄与するとともに、結果を反省し次期計画の作

成や計画の見直しにその経験を生かすことがより良い計画づくりにつながると期待される。

このようなことから、住民の参加は計画・実施・評価の過程を通じ長期継続的に行われる

ことが必要である。 

 
(3) 土地利用調整条例の位置付け 

 地方分権が進展する中で以上のような農山村における土地利用の課題に対応するために

は、法律による全国一律の手法に加えて地域特性に応じたきめ細かい対応が必要であるこ

とも多い。地域の土地利用計画がそもそも地域の自発的な発想を期待するものであるとい

うことに立ち返り、既存の土地利用に係る個別法に基づく地域指定、いわゆる線引きのみ

ならず、地域の実状に応じたきめ細かな土地利用区分の種類を定めることや、調整プロセ

スも含め、市町村が主体的に対応できる仕組みを構築することが適当である。その枠組み

としては市町村の条例による土地利用の調整を図る仕組みが有効である。既にいくつかの

市町村ではそのような先進的な取組が見られる。市町村による土地利用調整の仕組みには

様々なものがあるが、農山村の振興を図る上で重要な視点として、次のような点があげら

れる。 
 まず、特定の地域に許容する開発の内容を明示した硬直的なゾーニング型の立地規制で

はなく、地域特性と開発の態様に応じて規制と誘導を適切に組み合わせることが可能であ

ることである。次に、単純な規制ではなく、柔軟な土地利用マネージメントなど、地域社

会及び地域住民が合理的な土地利用形成について能動的に参画しやすい仕組みとすること

である。さらに、様々な制度の運用の調整、開発と保全の調整、住民・事業者・自治体等

の多様な立場の協議に基づく調整、さらには望ましい土地利用に向けて積極的な調整も試

みることができることである。 
 中でも、特に計画作成プロセスや調整プロセスの透明性の確保が極めて重要である。こ

れまでの開発規制は個別法に基づいて行われてきたが、必ずしも全ての開発行為に規制が

及ばないことや、調整プロセスが不明確であること、地域住民の意向を直接的に反映する

手段が十分ではないことなどの課題があった。これらの課題を克服するため、可能な限り

客観的なルールを確立し、公正かつ透明性の高い手続を含む仕組みとすることが必要であ

る。 
 また、市町村の規模は様々であり、小規模な市町村にとっては事務的な能力の制約から

条例の制定や運用は困難な場合もあると考えられる。このため、例えば、条例制定に係る

人材・ノウハウの提供といった支援を行うことが必要であるとともに、場合によっては、
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都道府県が一定の地域に適用範囲を限定した土地利用に関する条例を、当該地域の住民の

合意に基づく市町村の申出により制定すること、または、都道府県が自らの判断により制

定して地域の市町村の同意を得ることも検討する必要があると考えられる。 

 
(4) 土地所有者が農林地の保全に積極的に対応できる仕組みの構築 

 現在の農振法、農地法等の個別法の規制を通じた土地利用調整には先述のとおり様々な

限界があることから、秩序ある土地利用の確立にとって必ずしも十分ではない一方で、農

林地の所有者にとっては権利の移転や用途の変更に制限が加わることとなっており、規制

を期待する側、規制を受ける側の双方にとって不満の残る結果となっている。このような

中にあって、これら個別法の規制については、地方分権が進んでいる中で地方の自主性に

制約を加える方向の強化は困難である。 
 このため、今後はこれら個別法による規制に専ら依存するのではなく、例えば、市町村

と土地所有者、あるいは市町村と地域住民との間で合意を経た上で農林地の保全に関する

契約・協定を締結することを通じ、土地所有者が自発的かつ積極的に農林地の保全に取り

組めるような安定的・継続的な枠組みを導入することを検討する必要がある。このような

枠組みの導入に当たっては、契約・協定を締結する主体、地域の範囲、対象となる行為等

に係る様々な課題についての検討が求められる。 
 このような、規制的手法でない契約的手法による土地利用調整を導入するに当たっては、

地域特性に応じたきめ細かな土地利用のコントロールが可能であり、透明な調整プロセス

を含む仕組みである市町村の自主的な土地利用調整条例を活用することが考えられる。 

 
(5) 国レベルの政策目標との調和及び現行諸制度との関係 

 食料・農業・農村基本法においては、①食料の安定供給、②多面的機能の発揮、③農業

の持続的発展、④農村の振興の４つの基本理念が掲げられ、この基本理念を達成すべく平

成１２年３月に「食料・農業・農村基本計画」が策定されている。森林についても、先般

改正になった森林・林業基本法において、①森林の多面的機能の持続的発揮、②林業の健

全な発展が新しい基本法の理念となっている。これらの中で、例えば食料の安定供給に関

しては、平成２２年の食料自給率の目標を実現するために必要となる農地面積を、一定の

土地利用転換のすう勢と耕作放棄の抑制等の施策の効果を織り込み４７０万ｈａと見込ん

でいる。また、農業の持続的発展に向けては、効率的かつ安定的な農業経営が農業生産の

相当部分を担う農業構造を確立することとし、そのためには、農地の確保と有効利用、担

い手への農地の利用集積等による農業経営基盤の強化の促進等が必要とされている。さら

に、農業・森林の多面的機能への理解が深まりつつある中、農林地の保全の趣旨・目的も

単に農林業の生産力の維持・増進だけではなくなってきており、環境・景観、国土保全、

都市住民の利用等地域の現状とそれぞれの農林地の置かれている条件に応じ、様々な観点
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から保全を図っていくことが求められている。 
 このような基本理念や政策目標を実現するため、現在一定の制度施策が準備されている。

例えば、優良農地の確保に関しては、農振法に基づき国が農地の確保等の基本的な考え方

を示し、都道府県が定める農業振興地域整備基本方針、市町村が定める農業振興地域整備

計画にこれを反映することを通じて目標の実現を図ることとしている。 
 市町村の土地利用調整条例は、これまでの枠組み以上に地域の自主性に基づくものであ

り、国レベルの基本理念や政策目標との調和をどう図るかが課題となる。優良農地の確保

に関しては、上述の農林地保全に関する契約的手法をいかに安定的・継続的なものとでき

るかという点の検討も含め、市町村条例の中に農地の保全がより図り易いような仕組みを

取り込んでいくことが、この課題に対応する基本的な方向であると考えられる。 
 また、農地の利用集積、農業経営基盤の強化に関しては、種々の政策が準備されている

が、土地利用の分野では農地の転用期待を引き下げていくことが課題であり、上述の「農

地の保全がより図り易い仕組み」がここでも重要になる。 
 さらに、農業・森林の多面的機能の発揮に関しては、市町村条例を活用する手法は土地

利用区分や目的について自由度を高め、例えば、景観の保全という観点から保全すべき農

地・森林を定めることも可能となるなど、地域の実状に応じた様々な目的を織り込むこと

ができるようになると考えられる。 
 市町村の自主的な土地利用調整条例の策定を進める環境を整備し、これをより実効ある

ものとしていくためには、こうした国レベルの基本理念や政策目標と市町村レベルの土地

利用計画との間、さらには地区レベルでの計画との間でいかにして調和を図るかという課

題の検討と併せ、既存の土地利用や権利移転に係る諸規制による農林地の保全から、条例

及びその中で位置付けられる契約的手法による農林地の保全に移行していくことも検討す

る必要がある。 

 
(6) 集落を越えた農林地の利用・管理システムの構築 

 わが国の総人口が平成１９年（２００７年）をピークに減少に転じることが見込まれる

中で、これまでも都市と比べ人口減少・高齢化が著しい農山村において人口の増加を期待

することは難しく、今後はさらに少数の人口で広大な農林地を利用・管理・保全していく

ことが大きな課題となっており、そのための新たな仕組みを構築する必要がある。 
 このため、まず、今現に農山村に住んでいる人々による利用・管理を基本として、既存

の集落を越えた新たなコミュニティをベースに農林地の利用・管理を行う体制を構築し、

個々の集落機能の低下や集落の消滅が農林地の管理の放棄に直結しないようにする必要が

ある。その中で、例えば、農林地へのアクセスの確保を前提とした中心集落等への諸機能

の集積とあわせ、担い手の減少の中で発生する耕作放棄地の林地化や、消滅集落における

住居跡地等の遊休地の農地化・林地化など、国土・環境保全等の多面的機能に配慮しつつ
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土地利用を転換することが考えられる。 
 また、農林地の管理・保全手法をできるだけ手のかからないものへと転換することが求

められる。ＩＴを活用した遠隔監視システムの導入や森林の機能に応じたゾーニングとそ

れに適応した管理手法の検討などが考えられる。 
 さらに、農林地を利用・管理・保全する主体については、特に中山間地域等では農業だ

け、あるいは林業だけという対応は難しく、地域の資源を複合的・重層的に使うという視

点に立った農林複合事業体など、いくつかの事業に複合的に取り組む事業体の形成も一つ

の方法である。 
 なお、中長期的には、今いる人々が中心となって農林地を利用・管理すること自体が限

界に立ち至ることも考えられ、多様な参入を前提とした農林地の利用・管理のあり方を本

格的に検討する必要がある。 

 
 

７ 多様な参入に向けた条件整備 
(1) 農山村への多様な参入の態様 

 農山村には様々な魅力があり、その魅力は地域によって個性豊かである。また、国民の

価値観が多様化する中、農山村の持つ魅力のうち何に価値を見出すかは人によって異なり、

個々人が自己実現を目指す方向性にも様々なものがある。農山村の魅力と国民の価値観の

組み合わせは極めて多岐にわたることから、農山村への参入の形態には多種多様なものが

考えられる。 
 まず、定住を前提とした農山村への参入パターンとしては、近隣都市への通勤やＳＯＨ

Ｏ形態で働きつつ、農作業や森林活動等の緑に親しむ機会を持つことを主眼に農山村に居

住する場合、農業、森林作業その他地域資源を活用した産業に従事しつつ農山村に居住す

る場合、退職後にゆとりある生活を求めて居住する場合などが考えられる。こうした農山

村に定住するケースの中には、農山村のコミュニティの人的つながりにも期待する場合と、

コミュニティからは独立し、職場や共通の趣味を持つ者同士等の別の人的ネットワークを

維持又は形成することを期待する場合がある。 
 次に、一時的な利用のための参入パターンとしては、クラインガルテン（市民農園）、グ

リーン・ツーリズム、ボランティア活動への参加、農山村留学・セカンドスクール等の教

育的利用、棚田のオーナー制度などが考えられる。これら定住を前提としない農山村への

参入の中には、滞在期間が短期間のものもあれば長期にわたるものもあり、頻度も高いも

の低いもの様々である。 
 また、必ずしも定住や滞在を伴わない参画のあり方も考えられる。精神的なつながりに

よる参入パターンとしては、農林地や環境の保全トラストへの参加、ボランティア活動の

支援などが考えられる。 
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 このように、農山村への参入の形態には様々なものがあり、自由度を高めることを基本

としつつ、それぞれに応じた農山村での条件の整備が求められる。 

 
(2) 農山村における条件整備 

 都市住民等による農山村への参入を促すために必要な条件としては、以下のような点が

あげられる。 
 まず、定住や長期的または頻度の高い滞在を可能とするためには、住宅や滞在施設等の

確保及び日常生活の利便性と安全・安心の確保が必要である。このため、住宅・滞在施設

の整備や空き家等の情報提供に対する支援を推進するとともに、道路、公園、汚水処理施

設、公共施設等の生活環境施設の整備、教育、医療・福祉、防災等のサービス体制の充実

を推進する。また、定住希望者の中には、近隣の都市へ通勤しつつ、あるいはＳＯＨＯ形

態で働きつつ農山村のライフスタイルを楽しむという人々が少なからずいると考えられる

ことから、近隣都市とのアクセスや情報通信ネットワークの整備を図る。なお、こうした

定住のための条件整備はＵＪＩターン者等の新たな移住を促すだけでなく、従来からの地

域住民の生活利便性を確保する観点からも重要である。 
 次に、ＵＪＩターン者の中には農林業への就業を希望する者もむろん少なくないが、研

修体制の充実等の条件整備はもとより、勤務形態の明確化、福利厚生の充実等の面でも普

遍性のある組織を形成していく必要がある。農山村でのこうした受入体制の構築は林業分

野における森林組合や第三セクターに多く見られるようになってきているが、こうした組

織的な取組をより広めていく。 
 また、前述のように、農林業や農林地への関わり方も多種多様なものがある。このため、

本格的に農林業に就業する場合や趣味的に関わる場合、さらには農林地保全のためのトラ

ストといった形態など、個々人の価値観とライフスタイルに応じた多様な関わり方を可能

とするような自由度の高い制度的枠組みを検討する必要がある。 
 さらに、かつての農山村の地域社会には閉鎖的・排他的な面があり、新住民の受入に対

して必ずしも寛容ではなかったことが、都市住民等が移住する際の障害として意識される

ことは少なくない。農山村への都市住民等の参入のためには、このような心理的・精神的

な課題に、事柄の性格上時間がかかることを認識しつつ対応していくことが求められる。

このためには、集落を越えた新たなコミュニティの形成過程や年齢・性別を越えた多様な

主体がコミュニティに参画すること等を通じて他の人々・価値観と接触する機会を増やし、

これを互いに認め合うといった気運を醸成していくことなどによって、新たな住民の受入

のための環境を一歩一歩整備してくことが考えられる。 

 
(3) 都市住民・ＮＰＯ等の役割 

 農山村へ移住するまでには至らなくとも、自然とのふれあいや農のある暮らしを求める



 20 

人々も増加しつつあり、棚田の保全や森林の間伐・下草刈り等の農林業の支援活動に都市

住民が参画する例も数多く見られるようになってきている。国民の環境意識の高まりに伴

って、環境に係るボランティア、ＮＰＯ、グラウンドワーク等の活動が活発化しつつある。

様々な形で環境保全に貢献する企業も出てきている。こうした流れをより大きく確実なも

のとしていくことが必要であり、ワークシェアリングや長期休暇制度の定着等による自由

時間の拡大、情報提供等のコーディネート・マッチング機能の充実等により、こうした活

動を支援することが考えられる。また、様々な自発的な活動に対して地域通貨を導入し、

これを農産品等の購入や地域でのサービスの享受に利用できるようにすることは、都市住

民等の農山村との結びつきをより強めることにもつながると期待される。 
 また、都市住民等の農山村への参画には、地域の将来ビジョンづくり等の場におけるア

ドバイザーという立場での参画もある。こうした参画は、専門的知識や外部の視点を取り

入れていく上で重要な役割を果たすものであるが、都市側の意向を一方的に農山村側に押

し付けることのないよう、継続的かつ責任を伴った参画としていく。 
 さらに、農林地や環境・景観の保全活動への貢献は、直接的な参画だけでなく、経済的

な参画という間接的な形態も考えられる。保全活動への経済的負担は、都市住民等に精神

的な充実感と使命感を生むとともに、農山村側にも社会貢献を担っているという誇りの醸

成にもつながるものと期待される。農林地や環境・景観の保全活動への参画の裾野を拡げ

るための新たな仕組みとして検討することが求められる。 
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８ おわりに～人・もの・情報が活き活きと循環する農山村の実現に向けて～ 
 
 本報告は、今後の農山村振興に係る施策の基本的方向についてとりまとめたものである

が、中長期的に解決していくべき課題も多い。特に、新たなコミュニティの形成や土地利

用のあり方、新規参入については、人の活動や土地利用の基本的な部分に触れるものであ

り、地域レベルの取組の熟度を高めつつ、概ね１０年程度かけて課題に取り組むことが適

当である。 
 一方、既存の仕組みでも対応可能なものや一部の先進的な地域では既に取り組まれてい

るものも多く、今後は各地域で創意工夫を積み重ね、個性豊かな取組が行われていくこと

を期待する。また、既存の仕組みがあっても十分に活用されていないものもあり、積極的

なＰＲ、優良事例の収集・紹介等の普及啓発を推進するとともに、先駆的にスタートした

もののいつの間にか忘れられてしまったような仕組みを今日的にもう一度見直してみるこ

とも求められる。 
 国においては、このような考え方の下で、可能なものから順次取組を進めるとともに、

成果を得るまでに時間を要するものであっても早急に検討に着手することが必要である。 
 いずれにしても、地域づくりに当たっては、「自分たちの地域の将来は自分たちで考え、

自分たちで創っていく」という視点が重要であり、住民自らの積極的な参画が不可欠であ

る。この点、これまでの地域づくりにおいては、行政が主体的に様々な取組を行ってきた

場合も多く見られるが、今後は、住民と行政とが協働しての取組、あるいは、住民の取組

への行政の支援といった方向へと転換していくことが必要である。 
 行政においても、地域の自主性をこれまで以上に重視することが必要であり、住民に最

も身近な行政主体である市町村レベルでの多様な取組を促進していくことが重要であり、

市町村の企画立案能力の向上が望まれる。また、農山村の振興に関連する施策は多岐にわ

たることから、総合的かつ効率的・効果的な地域づくりを進めるためには、国・地方いず

れのレベルにおいても関係機関の連携が必要である。 
 これらを通じ、個性豊かな地域の魅力を生かした都市住民にも開かれた農山村づくりが

行われることを期待する。 
 なお、本研究会では全体的な議論を行うとともに、各委員が研究会の大きな方向性の中

でそれぞれの専門分野のテーマを分担し、論文を執筆した。この中には、本とりまとめに

盛り込みきれていない論理、アイデア、事例等が記述されている。本研究会のメッセージ

を本当の意味で理解していただくため、本とりまとめと併せて参照されたい。 
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参考２ 農山村振興研究会の開催経緯 
 
第１回 平成１３年７月１９日（木） 
・ 座長互選 
・ 議事の公開について 
・ 農山村振興研究会の検討方向について 

 
第２回 平成１３年８月２４日（金） 
・ 各テーマの調査・検討方向について 
・ 報告書原稿の執筆について 

 
第３回 平成１３年９月１０日（月） 
・ むらづくり維新について 
・ 大臣・副大臣・大臣政務官との意見交換 

 
第４回 平成１３年１０月１７日（水） 
・ 森林の多様な機能の持続的発揮を図る観点からの山村の活性化方策と集落整備に関

する検討会について 
・ 農山村振興に係る各委員の報告について 
・ 研究会とりまとめ骨子（案）について 

 
第５回 平成１３年１２月２５日（火） 
・ 研究会とりまとめ（案）について 
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参考３ 各地域での取組事例等 
 

－都市と農山村の交流－（１－(1)関係） 
 長野県飯山市では、冬季のスキー客の減少を機に、冬季だけでなく夏季における観光の

活性化のため、市、ＪＡ、観光協会が中心になり、「飯山市グリーン・ツーリズム推進協議

会」を発足させた。推進の一環として交流ターミナル「なべくら高原森の家」（ターミナル

ハウス、宿泊コテージ）を整備し、Ｉターン者を支配人、インストラクターとして採用す

るなどユニークな運営システムを実施。さらに、農村体験の他にも森の家を拠点に伝統技

術の講座や遊びのメニューを充実し、約 100人の市民インストラクターも登録されている。 
 また、ニュースレター「なべくら通信」の発行やホームページで最新の情報を発信する

など、きめ細かいグリーン・ツーリズムの演出を行い、農山村と都市住民の交流とその維

持のためのリピーターの確保に努力している。 

 

－条件不利地域における情報通信ネットワークの活用－（４－(2)関係） 
 福島県葛尾村（人口約 1,900人、約 470世帯、高齢化率約 25％）では、平成 10年から
12 年の３年間、全世帯にテレビ電話を貸与し、その利用実験を行った。実験内容は、テレ
ビ電話による電話診察、遠隔学習、学校交流、議会傍聴等である。 
 実験結果の概要は、テレビ電話を使っての家族交流を行っているのが全体の約２割、遠

隔医療相談は１割強の約 60世帯であり、バイタルセンサーは高齢者のいる世帯（約 300世
帯）の約６割が利用した。 
 葛尾村は無医村であり、高齢者の遠隔医療のニーズが高かったことが反映された結果と

なっている。 

 

－情報交流のためのソフト面の充実－（４－(2)関係） 
 北海道岩見沢市では、市長が情報格差是正を政策課題として認識し、情報化に積極的に

取り組んできた。ハード面ではネットワークセンター、光ファイバー網の整備を行ってい

る。一方ソフト面として、情報化の推進にあたり、まずは市職員を中央省庁に派遣し研修

させることから始めた。またセンターの開設と同時に行政情報サービス、電子図書館、ス

ポーツ施設・宿泊施設・観光の案内、遠隔学習の４つのシステムの運用を開始し、運営に

あたる「㈱はまなすインフォメーション」には、ＮＴＴ、ＮＥＣなどの民間会社の人材の

参加を得ながら、職員とともにアプリケーションやコンテンツの制作の作業を行っている。 
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－バイオマスエネルギーの活用－（４－(3)関係） 
 2001年４月、菜の花の栽培とバイオディーゼル燃料の生産を環境保護のために活用する
運動体「菜の花プロジェクトネットワーク」が形成された。 
 これは滋賀県新旭町で、全国 27 道府県から環境 NPO、自治体職員、企業、議員、研究
者、主婦、学生など約 500 人ほどが参加し、開催された「菜の花サミット」の中で宣言さ
れたものであり、2002年の第２回、2003年の第３回の菜の花サミットの開催も決定された。
このような新エネルギーの開発の動きも活発化してきている。 

 

－新たな地域産業の創出―（４－(3)関係） 
 徳島県上勝町では、古くから花木の産地で、ふかし技術も進んでいたこともあり、木の

葉や花などの野山にあるものを料理のつま物にする材料として町独自で商品化し、都市部

に向けて販売することで大きな付加価値を生んでいる。 
 山間地の資源を活かした特徴的な産物として、種類は柿、もみじ、南天等の葉を主に 200
種類以上を供給できる体制にあり、販売額２億円に達するほどの成長を見せている。 

 

－新たなコミュニティの形成－（５－(2)関係） 
 広島県高宮町では、水害からの復興を契機に、住民が主体となって旧村程度の範囲を基

本に８つの地域振興会を組織した。こうした企画立案能力、活動実施能力を有した自立的

なコミュニティを基本に、それぞれのコミュニティが特色ある地域づくりを行っている。

また、町では、地域からの提案を事業として具体化しており、その事業により地域が変わ

り、地域活動としての充足感に加え、活動の経緯と結果が内外から高い評価を受けるとい

ったサイクルが、自らの活動に自信と誇りを持たせ、地域住民の活動への参加意識をさら

に向上させている。さらに、同町では、タウンセンター構想に基づき、役場、農協、郵便

局、ショッピングセンター等を町中心部に集中させ、文化・商業・行政機能を一体化した

美しい町並みづくりを進めている。 

 

－アーバンビレッジ構想（コンパクトシティの取組）－（５－(2)関係） 
 アメリカのワシントン州シアトル市では、大きな都市構造と、市域を構成する近隣地区

（アーバンビレッジ）に分け、二層構造として位置付けて都市づくりを行っている。この

中で、アーバンビレッジは、徒歩圏内で就業の場と生活サービスが提供される自立的なコ

ミュニティ単位と位置付けられ、地区レベルのまちづくり計画の市民参加による策定も行

われている。 

 
 



 26 

－ワンストップサービスの事例－（５－(3)関係） 
 山口県山口市の仁保地区では、コミュニティ組織の「仁保地域開発協議会」が中心とな

り、地区内の中央に位置する道の駅に隣接して、郵便局、農協生活センター、バスターミ

ナル、公民館、市役所出張所など、生活関連施設を集約化することによるワンストップサ

ービス機能の強化を図っている。 
なお、地方公共団体の特定の事務（戸籍謄本、住民票の写し、印鑑登録証明書等の交付

請求の受付・引渡）の取り扱いを郵便局で行うことができる法律が公布され、国レベルで

のワンストップサービスに向けた新たな動きも進んでいる。 

 

－条例による土地利用調整－（６－(3)関係） 
 長野県穂高町では、秩序ある町の一層の発展を期すため、まちづくりへの町民の積極的

な参加とそれを調整する条例を平成 11年に制定した。 
 具体的には、町では土地利用調整基本計画を策定し、適正な土地利用を図るべき区域を

自治会単位でまちづくり推進地区として指定。推進地区においては、地区まちづくり提案

を策定（住民の２／３以上の同意）し、町が地区まちづくり計画を策定するものである。 
 現在、推進地区が１地区指定され、地区まちづくり計画を策定中である。 

 

－集落を越えた農林地の利用・管理－（６－(6)関係） 
 大分県竹田市の九重野地区では、一つの谷の農地を一団としてとらえ、８集落が一体と

なった「谷ごと農場」という営農組織をつくり、土地所有をそのままにして土地の利用権

を組織に付託する仕組みを立ち上げた。 
 全農家による「九重野地区担い手育成推進協議会」を結成、中山間地域等直接支払制度

も活用しつつ、集団的な土地利用調整等を実施し棚田を集約して牧草地への転換や、水稲・

転作作業の担い手受託組織を結成し地区外からもオペレータを確保・登録する等担い手の

確保にも努めている。 
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－ＵＪＩターン者の受入体制の構築－（７―(2)関係） 
 愛媛県久万町では、平成２年に継続的な森林施業管理・林業生産活動を行うとともに、

担い手の確保のため、第３セクター方式による林業担い手会社「㈱いぶき」（社員数 42名、
平均年齢 31才）を設立した。 
 これまで、林業従事者の就労形態は日雇いが多く、他産業に比べ雇用条件が一般水準に

達していなかったが、当社では週休二日制、年次有給休暇、各種保険完備、年金・退職金

制度完備、住宅完備など、雇用条件を地方公務員並にしたことにより、就職口の一つとし

て若者に認められた。社員の大半はＵターン者で前職も林業とは関係のない職に就いてい

た者も多く、また中には林業・自然に関わる仕事をしたいＩターン者で就職した者もいる。 

 

－環境保全に貢献する企業・ボランティアの活動－（７－(3)関係） 
 株式会社リコーでは、1999年より環境ボランティアリーダー制度を始め、自然教室とい
う２日間の研修を受けると環境ボランティアリーダーに登録され、各リーダーが中心とな

ってそれぞれの所属する部署や地域を巻き込んで環境ボランティア活動を展開し、会社と

しても活動を促進するためのバックアップも行っている。 
 また、同社秦野事業所に勤務する環境ボランティアリーダー５名で作る「秦野雑木林を

守る会」は、地域の山林１ｈａを借り冬場は間伐、夏場は下草刈りなど無償で山林の維持

管理を行っている。 
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