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（１）定住促進の取組
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定住促進の取組事例 〔北海道幕別町、浜中町〕

平成23年から25年での社会増減をみると、幕別町は３年間とも転入超過となってい
る。
平成20年と25年の年齢階層別の人口を比較すると、幕別町では30～44歳の年齢層、

浜中町では25～29歳の年齢層（平成25年時点）で人口の増加が見られる。

〈位置図〉

北海道

幕別町

人口（平成25年） 幕別町： 27,634人
浜中町： 6,362人
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１

年齢階層別の人口増減

単位：人

5～9
（'04～'08）

10～14
（'99～'03）

15～19
（'94～'98）

20～24
（'89～'93）

25～29
（'84～'88）

30～34
（'79～'83）

幕別町 100 82 △ 26 △ 301 △ 47 128

浜中町 △ 15 △ 12 △ 38 △ 124 12 △ 26

35～39
（'74～'78）

40～44
（'69～'73）

45～49
（'64～'68）

50～54
（'59～'63）

55～59
（'54～'58）

60～64
（'49～'53）

幕別町 153 118 5 12 4 24

浜中町 △ 16 △ 14 △ 17 △ 9 △ 17 △ 61

資料：住民基本台帳人口移動報告（総務省） グラフ外枠の数値は転出入者の合計

資料：住民基本台帳人口（北海道）
注）誕生年の階層ごとに差し引いた値（年齢は平成25年時点）。
例：平成25年の25～29歳－平成20年の20～24歳。

【幕別町の取組の概要】
 おためし暮らし

幕別町の自然、気候、生活スタイルを体験し、移
住への足がかりとするために、幕別町に移住を検討
している方（町外に居住）を対象に、町内の宿泊ロッ
ジを利用して「おためし暮らし」を実施。
 移住相談ワンストップ窓口

平成18年度から企画室に移住相談ワンストッ
プ窓口を設け、移住希望の方々に対して、きめ
細やかに対応。
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【浜中町の取組の概要】
 新規就農希望者への技術的な支援

ＪＡ、町、関係機関が連携し、（有）浜中町
就農者研修牧場等での研修や就農先あっせんな
どの準備段階のほか、経営開始後も支援を実施。
直近５年間（Ｈ21～25）では11組（うち道外

出身7組）が就農。
 浜中町新規就農者誘致条例

条例に基づき、農場のリース費用の助成や農
業機械の整備に対する助成・融資により新規就
農者に対する経済的な支援を実施。

ま く べ つ ち ょ う は ま な か ち ょ う



定住促進の取組事例 〔島根県邑南町〕

資料：住民基本台帳人口移動報告（総務省）
グラフ外枠の数値は転出入者の合計

平成23年から25年での社会増減をみると、0～14歳の年齢層は転入超過となっ
ている。
平成20年と25年の年齢階層別の人口を比較すると、20代後半から30代（平成

25年時点）にかけて増加している。

【取組の概要】
 日本一の子育て村構想

子どもたちを安心して産み育てられる環
境の整備に重点を置き、子育ての経済的負
担を軽減する具体策を「日本一の子育て村
構想」と名付け、それらの実現により、住み
良い町づくりを目指す取組みを推進。
 日本一の子育て村推進本部

子育て支援を総合的かつ積極的に推進
することを目的に、石橋町長を本部長と
する官民組織として平成24年２月に設置。
 定住促進対策

無料職業相談所の開設や定住支援コー
ディネーターの配置による就職・住宅相
談機能の充実、小中学校全校への図書館
司書配置による学習支援の強化。
 Ａ級グルメによる地域振興

邑南町で生産される良質な農林水産物
を素材とする「ここでしか味わえない食
や体験」を“Ａ級グルメ”として「“Ａ
級グルメ立町”の実現」による地域振興
を推進。

資料：島根県の人口集計（島根県）
注）誕生年の階層ごとに差し引いた値（年齢は平成25年時点）。
例：平成25年の25～29歳－平成20年の20～24歳。
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お お な ん ち ょ う

〈位置図〉
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年齢階層別の人口増減（H20→25）
単位：人

5～9
('04-'08)

10～14
('99-'03)

15～19
('94-'98)

20～24
('89-'93)

25～29
('84-'88)

30～34
('79-'83)

8 △ 8 △ 21 △ 367 167 51

35～39
('74-'78)

40～44
('69-'73)

45～49
('64-'68)

50～54
('59-'63)

55～59
('54-'58)

60～64
('49-'53)

36 △ 5 6 △ 1 15 21

年度
問合せ
件数

定住
世帯数

定住者
数

（うち児童数）

２３ １５３ ２４ ３０ ４人（３世帯）

２４ １６０ ２４ ４２ ７人（６世帯）

２５ １３８ ３５ ５６ １０人（７世帯）

定住人口の推移

出典：2014.7.13 「中山間地域フォーラム設立8周年記念シンポジウ
ム」石橋 邑南町長報告資料
定住コーディネーターの関わりにより邑南町に定住した人数



取組の概要
「持続可能なまち」を目指し、日本一の子育て村、Ａ級グルメのまち、徹底した移住者ケアの３つの戦略で

定住者数が増加。
中でも、 「日本一の子育て村構想」は、子どもたちを安心して産み育てられる環境の整備に重点を置き、子

育ての経済的負担を軽減する具体策の実現により、住み良い町づくりを目指す取組。
邑南町ＨＰより

３

邑南町ＨＰより

日本一の子育て村推進本部

教育総務
部会

福祉部会医療保健
部会

• 幹事長が指名する関係者により組織
• 個別事項を具体的に検討

幹事会

本部会議に諮る事項、部会
での検討事項の調整

本部長＝石橋町長

• 各種団体の代表者
• 町民から公募

本部会議



定住促進の取組事例 〔福井県若狭町〕

資料：住民基本台帳人口移動報告（総務省）
グラフ外枠の数値は転出入者の合計

平成23年から25年の社会増減をみると、平成24年、25年は0～14歳の層で転入が超過
している。
平成20年と25年の年齢階層別の人口を比較すると、25～44歳の年齢層（平成25年時

点）を中心として人口の増加が見られる。

【取組の概要】
 若狭町次世代定住促進協議会

平成23年度に、行政、事業所、地域、
学校、各種団体、関係機関が連携した
「次世代定住促進協議会」を設置。

定住意識の高揚を図り、官民が一体と
なって人口の減少に歯止めをかけ、地域
活力の活性化を図りつつ、事業所ネット
ワークを活用した定住の促進やＵＩター
ン者を増やすための事業を強化。
 農業生産法人（有）かみなか農楽舎

若狭町、地元農家、民間企業の共同出
資により、平成13年に農業生産法人を設
立。

都市からの若者の就農・定住を促進し
地域集落の活性化を目的とする「就農定
住研修事業」による研修の実施等によ
り、卒業生34名のうち町内への就農又は
定住者は21名。

資料：福井県の推計人口（福井県）
注）誕生年の階層ごとに差し引いた値（年齢は平成25年時点）。
例：平成25年の25～29歳－平成20年の20～24歳。

人口： 15,631人（平成25年）
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〈位置図〉
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年齢階層別の人口増減
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52 43 △ 6 11 15 18

「かみなか農楽舎」について

設立当初から、都市からの若者の就農・定住
を促進し地域集落を活性化する『就農・定住事
業』に着手、この就農・
定住事業を主軸に、農
業生産（米・野菜）や加
工だけでなく、農業体験
事業など、多角的な農
業経営に取り組んでい
る。 （かみなか農楽舎ＨＰより）

のうが く しゃ



１．組織の概要
平成13年に若狭町、地元農家、民間企業が共同出資して、農業生産法人「有限会社かみなか農

楽舎」を設立し、都市からの若者の就農・定住を促進し、地域集落を活性化することを目的とした
「就農定住研修事業」を中心に、インターンシップ事業、体験事業、農業生産事業、直販事業などを
実施。

２．就農定住研修事業の概要
若狭町、地元集落、認定農業者等の協力を得

て、栽培技術を学びながら自主販売、加工などの
多角的な農業研修（２年間）を行うとともに、地域
の集落行事に参加するなど、地域づくりの諸活動
にも参加し、地元住民との交流を実践。

研修生は、応募者（100名程度）の中から、１週
間の農作業体験や面接等により農業への熱意や
資質などについて判断し、３～５名を採用。

研修２年目の夏から、就農に向けての具体的
な面談を行政（県・町）と行い、町内での就農場所
の検討、就農先の集落における世話人を確保
（お見合い）し、修了後のスムーズな就農に向け
て準備。

世話人は、将来的に研修生に対して経営移譲
を前提として、共同で農業を営む地元農家であ
り、研修生と地元集落住民との仲介役を担いつ
つ、農業技術や生活のアドバイスするなど、マン
ツーマンで指導、助言することにより確実に人材
を育てるシステム。

３．就農・定住の実績（Ｈ14～24）
「かみなか農楽舎」の研修事業の結果、卒業生34名のうち町

内に就農または定住した者は21名（うち農楽舎への入社５名）
で、うち認定農業者は10名。

就農した卒業生は、水稲栽培を中心に、野菜との複合経営
や果樹（梅）、とうきを栽培し、一部は加工や農家民泊も手掛け
ている。また、農地集積面積は200ha弱で、町内の農地の１割
を超える面積を集積するなど、地域農業の中核をなしている。

写真、図は（有）かみなか農楽舎ＨＰより
５

資料：竹内純一（Ｈ26.3）今後の新規就農支援策のあり方について．ふくい地域経済研究第18号，
福井県立大学地域経済研究所



定住促進の取組事例 〔山口県周防大島町〕

資料：年齢別人口集計（周防大島町提供）
注）誕生年の階層ごとに差し引いた値（年齢は平成25年時点）。

例：平成25年の25～29歳－平成23年の23～27歳。

資料：住民基本台帳人口移動報告（総務省）
グラフ枠外の数値は転出入者数の合計

平成23年から25年の社会増減をみると、24年及び25年は転入超過となっている。
さらに、平成23年から25年の年齢階層別の人口では、25～39歳の若年層を中心と

して（平成25年時点）増加している。

【取組の概要】

 周防大島町定住促進協議会
官民の協力の下、島暮らしに役立つ情

報をワンストップで提供するため、平成
24年４月に発足（会長：椎木町長）。役
場内に定住相談窓口を設け、無料相談
サービスを提供。
 無料島人紹介所

20～40代の島暮らし希望者が、島で自
活している人と面会できるサービス。島
暮らしの構想に合わせ、３つの基本プラ
ン※が用意されており、希望に応じて指
名も可能。
（※起業家訪問、自然農を営む若手農家
訪問、移住女子訪問）
 周防大島お試し暮らし制度

田舎暮らしの良い面と悪い面の両方を
知ってもらうため島内の古民家を賃借し
て一時的に居住するもの。上記の定住促
進協議会と賃借契約を結ぶ。（借料は１
万円／週。途中退去でも日割り計算な
し。）
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年齢階層別の人口増減（Ｈ23→25）
単位：人

5～9
('04-'08)

10～14
('99-'03)

15～19
('94-'98)

20～24
('89-'93)

25～29
('84-'88)

30～34
('79-'83)

30 98 88 △ 105 54 62

35～39
('74-'78)

40～44
('69-'73)

45～49
('64-'68)

50～54
('59-'63)

55～59
('54-'58)

60～64
('49-'53)

144 △ 34 43 179 204 539

す お う お お し ま ち ょ う

〈位置図〉
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情報
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○ お試し暮らしツアー

○ 生活相談・家計相談

○ 無料島人紹介所

○ 無料職業紹介所

○ 定住イベントへの出展

○ お試し暮らし制度



地域への定着事例【農産物加工販売】

７

＜松嶋 匡史（まつしま ただし）さん＞ 2007年 愛知県から移住（Iターン）

（写真）周防大島町定住促進協議会ＨＰ

元々は電力会社に勤めていたが、新婚旅行先のパリで立ち
寄ったジャム専門店で豊かな食文化に魅了され、ジャム屋になる
ことを決心。
日本でどのように手作りジャム屋を営むべき

かを考え抜いた結果、奥様の実家がある周防
大島町が理想のジャムづくりに 適との結論
に達し、2003年から夏期限定で営業を開始。
2007年に周防大島町に移住して通年営業に

切り替えた。その後、2011年６月に株式会社
瀬戸内ジャムズガーデンとして法人化。

＜笠原 隆史（かさはら たかし）さん＞ 2010年 福岡県から移住（Iターン）

これまでは調理師として働いていたが、奥様との結婚を機に、山口
県岩国市でご実家が営む養蜂業を周防大島にてスタート。
2010年に周防大島町へ移住した後、笠原

養蜂場での経営を開始。地元の人たちとの
協働による植樹活動なども行いながら、島
の特産であるミカンをはじめとした季節ごと
に咲く様々な花による純度の高い蜂蜜を
製造・道の駅を含めた販売を行っており、
島の新しい特産品を目指している。

（写真）周防大島町定住促進協議会ＨＰ

【移住・定住を支える取組】

近年、若年層による移住が進む周防大島では、子育て
世代による移住を特に活発化させるため、民間を主導と
した周防大島UIターンを応援する会
「島くらす」を設立。
島へのスムーズな定着を図るため、

移住希望者への情報提供や地域社
会との交流支援を行っている。

Facebookを通して全国
の若者へ情報発信

柑橘畑と集落の様子 ジャムズガーデンの賑わい

【移住者概要（１）】

【移住者概要（２）】

支援

若年層のIターンにおいては、島くらすのような組織
による情報提供や交流活動などによる「ヒトづて」を
きっかけとした移住希望がほとんどであり、移住後の
生活に関するしっかりとした事前相談やアフターケア
が重要となっている。
また、移住後の生活においては、Iターン者の多くが

農業を所得の軸にした生活を希望しており、新規就農
支援としての研修制度や給付金を活用しながら、地域
に溶け込んでいる。



資料：那智勝浦町提供

資料：住民基本台帳人口移動報告（総務省）
グラフ枠外の数値は転出入者数の合計

色川地域では、人口に占める移住者の割合が増加しており、平
成26年４月時点で４割強に達している。

【取組の概要】

 色川地域振興推進委員会
地域住民により組織され、新規定住者の受

入、体験交流活動の促進、地域活性化のための
活動の促進を支援している。

 移住希望者との面談
推進委員会が、受入れに当たり、事前に農業

体験等を通じて15人の地域住民と移住希望者が
面談する機会を用意。

 移住者受入れの姿勢
地域住民が、地域の存続のため移住者を受け

入れるという共通認識を持っている。

 リーダーが存在
推進委員会会長がリーダーシップを持った重

要キーパーソンとなっており、移住者からの信
頼が厚い。

地域の人口：396人（平成26年）

な ち か つ う ら ち ょ う

〈位置図〉 和歌山県

那智勝浦町
（色川地域）

８

色川地域の人口と移住者の割合

単位：人，％

人口
移住者
の割合

平成２年 587 7.5

平成７年 536 14.6

平成12年 490 22.2

平成17年 464 29.1

平成22年 427 38.6

平成26年 396 44.7

定住促進の取組事例 〔和歌山県那智勝浦町色川地域〕
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２．取組の経緯
① ピーク時（S25年頃）は約3,000人の人口があったが、
S37年頃から農林業の衰退や鉱山の閉鎖に伴い人口
減少が進む。

② S52年に「耕人舎」を名乗る有機農業を志す5家族が
2年間に渡る地域との話し合いの結果、移住。

③ 耕人舎が農業実数生の受入を行うことで移住者が
増加。

④ しかし、H3年には人口が600人を下回り、地域には
「地域社会の崩壊・むらの消滅」への危機感が更に高
まったために、色川地区区長連合会が「色川地域振興
推進委員会」を設立し、地域全体で新規定住者を組織
的に受入。

１．色川地域の概要
和歌山県那智勝浦町色川地域は、紀伊半島の南東部の山間に位置し、地域は９集落からなり、うち小・中学校や郵便

局等がある大野集落が中心集落。
地域外への公共交通は、那智勝浦町中心部への町営バスが1日2本運行しており、所要時間は40分程度。地域内の移

動にはバス等の公共交通手段はなく、自家用車か徒歩。地域内道路は高低差が激しく、高齢者の徒歩での移動は困難。

３．地域の課題
① 今後は、色川地域単独で活動するのではなく、同じ
ような考え方を持つ地域と連携し、行政の境界を越えた
活動をしていきたい。例えば、同じ熊野エリアの他地域
と共同で移住者受入に関する情報発信を行うことで、よ
り多くの人に対しPRができ、結果として多くの人材の受
入につながる。

② 移住者が増えたことで、農地や住居の提供が難しく
なっている。

③ まだ移住者の多くが60歳以下であるため、高齢者対
策に対する危機感は高くはないが、今後高齢者福祉
サービスについての検討が必要。現在は、車の運転が
困難となった高齢者は、町の中心部に住む家族宅等へ
引っ越すケースが多い。「色川ゲタバキの会」が組織さ
れ、高齢者宅訪問等の取組を開始。

９

【色川地域振興推進委員会】
目的：地域振興のための取組を推進する

活動：組織的な新規定住者の受入、体験交流活動の促進、地域活性化のた
めの活動の促進支援

委員：会長、副会長（２名）、区長連合会長、新規定住促進班班長、会計、各
地区からの選任の委員

会合：２ヶ月に１回、役員会と総会を開催。活動状況、課題、住民活動の報
告・意見交換。

色川小学校

色川小学校 棚田（小阪集落）



参考１〔移住の状況〕

○ 色川地域のH26.4時点の人口は396人、うち移住者が177人と約半数（44.7%）が
移住者。地域全体の人口は減少傾向であるが、その要因は若者（15～29歳）や高齢
者（65歳以上）の減少にあり、近年は子供（0～14歳）やその親に当たる年齢層（30～
49歳又は50～64歳）では増加している。
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○ 地域全体のH26.4時点の年齢構成は、65歳以上が179人と も多く、次いで50～
59歳が55人、子供（0～14歳）は42人。一方、移住者のH26.4時点の年齢構成は、子
供（0～14歳）が41人と も多く、次いで30～39歳が33人となっており、子供のほとん

どが移住者であり、地域社会の核となる保育園や学校の近年の児童数もほぼ横ば
い又は増加している。

0～14歳
42人

15～29歳
17人

30～39歳
37人

40～49歳
32人

50～59歳
55人60～64歳

34人

65歳以上

179人

色川地域の年齢別人口割合

0～14歳
41人

15～29歳
13人

30～39歳
33人

40～49歳
24人

50～59歳
32人

60～64歳
16人

65歳以上

18人

色川地域の移住者の年齢別人口割合

参考２〔移住者の声〕

移住11年目 33歳の時、妻、子3人と移住。色川地域は新
聞で知った。地元へ戻りたかったので、和歌山県内（和歌山
市出身）であることから、移住を決定。移住にあたり推進委
員会会長から支援を受けた。地域に対応してくれる人がい
ると安心。移住者と地域をつなぐ人が重要。
当初は様々な手伝いをして収入を確保。現在は町営の

オートキャンプ場の管理に就業し、人手不足の際、山仕事を
手伝っている。収入は250～300万円程度と半減している
が、この程度の収入で生活は可能。ただし、生活の質は向
上。 小中学校は、移住に当たっての必須条件。

Ａさん

移住4年目 30歳の時、妻、子2人と大阪から移住。
子育て雑誌の移住特集で色川地域を知り、自然が豊
かで有機農業に取り組んでいることに惹かれ移住を決
定。
当初は、県の補助事業（和の仕事人）により収入を

確保(150万円程度）。その後、様々な手伝い（キャンプ
場の手伝いなど）をして収入を確保。現在は県の移住
者起業補助金を活用し、木工、手仕事の店を起業
（120万円程度）したが、収入は半減以下。ただし、月
10万円で十分に暮らせる。
移住が成功したのは、地域の人たちとこの地域に対

する共通認識が持てたからだと思う。

Bさん

移住5年目 39歳の時、妻、子2人で大阪市から移住。イン
ターネットで色川を知り、移住を決定。移住に当たっては、15
人の地域住民と話をし、共感や尊敬を抱くことがあり、地域
の人に惹かれたこともこの地を決めた理由。特に推進委員
会会長がいたことが大きい。
また、色川地域は地域全体が、移住者の受入を希望し、

地域自らが受入に関する取組をおこなっていることが特徴
的。仕事の斡旋や支度金を用意している地域は、移住者か
らすると、自分が労働力として見られているように思える。
学校と郵便局は、地域にとって重要。学校を維持させて行く
とこだけでも、地域活性化の１つになる。

Cさん

10



（２）地域内経済循環の取組



地域内経済循環の取組事例 〔島根県海士町〕

資料：住民基本台帳人口移動報告（総務省）
グラフ外枠の数値は転出入者の合計

平成23年から25年の社会増減をみると、24年、25年は転入超過に転じてい
る。
平成20年と25年の年齢階層別の人口を比較すると、25歳から44歳の年齢層

（平成25年時点）で人口の増加が見られる。

【取組の概要】
 島まるごとブランド化

『海』・『潮風』・『塩』を三本柱と
して位置付け、島が持つ地域資源を有効
活用し、異なるもの同士をつなぎ、その
中から島ブランドを生み出し、新しい産
業を創出。
 商品開発研修生制度

平成10年度以降、全国から数名のI
ターン者を「商品開発研修生」として町
の臨時職員の身分で受入れ。

「よそ者」の発想と視点で、特産品開
発やコミュニティづくりに至るまで、海
士町内にある全ての宝の山（地域資源）
にスポットをあて、商品化に挑戦。

 隠岐島前高校魅力化プロジェクト
隠岐島前高校と地元３町村が協働し

た、魅力ある学校づくりの取組み。
地域起業家的人材の育成に向けた教育

カリキュラムの導入や全国から意欲・能
力ある生徒を募集する「島留学」など、
独自の取組みを実施。

資料：島根県の人口推計（島根県）
注）誕生年の階層ごとに差し引いた値（年齢は平成25年時点）。

例：平成25年の25～29歳－平成20年の20～24歳。
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人口：2,357 人（平成25年）

年齢階層別の人口増減（Ｈ20→25）
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資料：島根県の人口推計（島根県）

あ ま ち ょ う

〈位置図〉

島根県

海士町
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写真は海士町ＨＰ

２．取組の概要
島に息づく地域資源と島外の若き人材の潜在

能力を巧みに掛け合わせ、農産物や海産物に
付加価値を付ける新商品で販売力を強化し、新
たな加工産業を生み出すことで、新たな雇用の
創出を図っている。

［新商品の例］
キーワード「海」
・島の食文化を商品化した「島じゃ常識！サザエカレー」
・漁師の食卓をそのまま届ける通販ブランド「島風便」
（細胞を破壊しない冷凍技術を使用した冷凍肉・海産物）

・流通の仕組みを変えた「隠岐海士のいわがき・春香」
キーワード「潮風」
・独自ブランドを確立した「島生まれ、島育ち『隠岐牛』」
キーワード「塩」
・海士のモノづくりの原点を呼び覚ます「海士乃塩」。

〔出身地別内訳（世帯数）〕
北海道 4 信越 4 九州・沖縄 23
東北 3 近畿 56 外国 1
関東 71 中国 74
東海 9 四国 1

１．町の概要
海士町は、島根半島沖合60kmほどの隠岐諸島のうち、中ノ島（面積33.5km２、周囲89.1km）全体を町

域としている（１島１町）。
本土との交通手段は、高速船とフェリーがあり、高速船では１時間40分程度、フェリーでは２時間半

～３時間程度を要する。冬季は海が荒れるため、しばしば欠航し、年に１回程度は島に物資がなくなる
ことがあるなど、外海離島ならではのハンデキャップを抱えている。

３．定住者の状況（Ｈ16～Ｈ24年度）
○ ＵＩターン者の雇用創出 204人
○ 商品開発研修生の採用 25人

（うち、7名が町内で就職または起業）

○ Ｉターン定住者 361人（246世帯）

４．島留学（隠岐島前高校）
島前高校魅力化プロジェクトの一環として平成22年度に創設。
広く全国から来た意欲的な生徒たちと島の子どもが高校生活を

共にすることで、新たな人間関係の構築、多様な価値観やものの
見方の発見、またお互いに刺激を与え合い、学力や生きる力を
相互に伸ばしあうことが狙い。

海士町提供資料

〔入学者数の推移（人）〕
H22 H23 H24

総数 34 40 59
うち島前※外 8 13 23

島前高校魅力化プロジェクトＨＰより
※島前…海士町、西ノ島町、知夫村

の３町村



岡山県真庭市は、平成１７年に９町村が合併した自治体で、中国山地のほぼ中央に位置
し、県面積全体の11.6％と、県下 大の面積を有している。
当市の面積のうち、８割は林野であり、従来より基幹産業である林業・木材産業関係の

事業者が多い。近年では、木材価格の低迷や地域の高齢化・
人口減少に進行によって産業の衰退が進んでおり、市全体で
も少子高齢化による後継者不足や、労働力の低下など地域活
力の減少が懸念されている。

真庭市の現状

そこで、真庭市では、地域活性化に向けた取り組みとして、市内に豊富に存在する地域資源
である木材や畜産業から生じる家畜排泄物などのバイオマス資源を活用した取り組みに着目。
平成１８年のバイオマスタウン認定や、平成２５年度の「バイオマス産業都市※１」認定を

通して、バイオマスの利活用や観光業との連携（バイオマスツアー）による地域活性化を
推進している。

真庭バイオマス産業都市のイメージ

※１：経済性が確保された一貫システムを構築し、地域の特色を活かしたバイオマス産業を軸とした
環境にやさしく災害に強いまち・むらづくり目指す地域で、関係府省による選定・支援が行われる。

木質バイオマスのペレット加工

集積施設の見学（バイオマスツアー）木質バイオマスによる発電施設

森林観察会（バイオマスツアー）

県内生産量の1/3を
占める原木市場 →

「バイオマス産業杜市“真庭”」を目指すべく
「自然」、「連携」、「交流」、「循環」、「協働」
の５つのキーワードを踏まえ下記プロジェクト
を重点的に展開

① 真庭バイオマス発電事業

② 木質バイオマスリファイナリー事業

③ 有機廃棄物資源化事業

④ 産業観光拡大事業

【基本情報】

（人口）

（産業別就業人口）

第１次産業 ： 14.5％

第２次産業 ： 27.9％

第３次産業 ： 57.7％

製材・木製品の
市内生産額

（平成16年度産業連関表より）

（平成22年度 国勢調査より）

（平成26年 ７月末時点）

48,741（人） 17,878（世帯）

バイオマスを活用した地域づくりを軸に
地域に根ざした主産業との連携を通して

地域全体の活性化を推進していく。

市内生産額

市内生産額のうち、
製材・木製品の割合
が大きい

地域の概要について地域内経済循環の取組事例 〔岡山県真庭市〕
ま に わ し
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バイオマス産業（発電事業）

【ポイント・課題】

バイオマス産業（木質バイオマス発電事業） 観光産業

【事業概要】

バイオマスを活用した取組に
ついてツアーを通じて学んでも
らう「バイオマスツアー真庭」を
実施。

（観光関連産業）

・公共交通（バス運行など）
・飲食業 ・宿泊業（温泉）

【事業概要】

真庭バイオマス発電株式会社（真庭市ほか木材業者など９団体）に
よる木質バイオマスを活用した発電事業
（平成２７年４月から施設運転開始予定）

【発電量】 79,200

電力会社

【圏域内（市内）】

（MWh）

（うち、自家消費分） （MWh）7,900

【新規雇用】 15 （人）

【事業収益】

【収益額】

58,065 （千円）

2,058,065 （千円）

【売電量】 71,300 （MWh）

林業（関連産業含む）

林業や木材製造業の過程で山中及び
製造所より発生する木質バイオマス

【木質バイオマス量】 148,000 （ｔ）

58,000 （ｔ）

3,000 （ｔ）

90,000 （ｔ）

180 （人）

一般木材（製材残材）

うち、樹皮処分量

未利用木材

雇用創出効果

木質バイオマスの
燃料への加工・製造

及び運搬・集積

1,300,000 （千円）

燃料用木材資材
購入費用

燃料資材費
加工（製造）費
運搬・集積費

人件費

【交流人口】 3,000 （人/年）

【外部獲得資金】

25,000 （千円/年）

【電力買取単価】

32 （円/kWh）

24 （円/kWh）

未利用材

一般木材
（製材残材）

再生可能エネルギーの固定価格買取
制度による発電電力の買取

（域内への資金の流入）

【従来】

8,550

（千円）

廃棄物処分費

（円/t）

廃棄物処分費

2,850

○ 上記経済循環を実現するためには、発電に要する木質バイオマスの安定的な供給体制が不可欠であり、山中に放置されていた未利用木材の回
収による利益（資金）還元によって搬出意欲を高めるほか、安定供給を確保するため、林業従事者の育成や作業環境の整備による地域林業の維
持・振興が重要。

【圏域外（他市町村）】

地域資源（木質バイオマス）を活用
することで地域内での資金循環を

生み出し、域内で雇用・所得の場を確保

（うち、20,000tは市外調達）

14,500 （kL）

原油換算量

1,305,000

（千円）

化石燃料購入費

木質チップやペレットなどを熱源として活用

【燃料収益費】

480,000 （千円）

【木質バイオマス量】 40,000 （ｔ）

12,000 （円/ｔ）
（熱源供給用）
発電用とは別枠

【従来】
熱源供給

（活用例）
・ 施設冷暖房や事務所での暖房
・ ビニールハウスの加温
・ プールなど公共施設での加温
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地域内経済循環の取組事例 〔富山県黒部市くろべ漁業協同組合〕
く ろ べ し

○ くろべ漁業協同組合がある黒部
市生地（いくじ）は、富山湾の東に
位置し、扇状地を通り抜けた伏流水
が、地区の各所に湧き出ている「名
水の里」として知られた地域。

○ 地域では、肥沃な土壌と豊かな
水資源により、黒部米をはじめとす
る農産物が栽培。
また、豊かな漁場である富山湾を

背景に、周年、ホタルイカ、白エビ、回遊魚など多種多様な
魚が水揚げ。

１．地域漁業の状況 ２．地域漁業活性化の取組

○ くろべ漁協組合女性部では、以前から
地域の伝統保存食である「糠鰯（ぬかいわ
し）」を製造し、イベントなどで販売。

○ 更に水揚げされ魚に付加価値を付ける
ため、漁協で簡易加工場を整備し、スルメ
イカ等の未利用魚の加工及び販売を実施。

○ 地元はもとより遠方から買いに来る人
も増え、「生地の塩物」と名付けた一夜干
しのブランド化が確立。

（１）生地（いくじ）の塩物（しおもん）の
ブランド化

（２）魚の駅「生地」のオープン

○ 鮮魚や水産加工品等を販売する「とれ
たて館」と、漁師料理を提供する「できた
て館」からなる魚の駅「生地」をオープ
ン。

○ 対面でお客に魚の食べ方や漁業のこ
と、資源管理までも含めた浜の情報を伝え
ることで、魚の駅「生地」のファンが増
加。

○ 2006年には、来場者が年間25万人に達
し、地域の観光拠点として位置づけ。

（３）魚の駅「生地」を契機とした地域の活性化

○ 就業者数の減少
とともに、少量品種
の魚を水揚げする地
区の漁業は、量販店
への流通には適して
いないことや、漁獲
物の価格の低迷によ
り、漁協では将来に
対し危機感を抱いた
ため、地域漁業の活
性化に向けた取組を
開始。

○ しかし、豊富な水資源を利用した製造業（工場）の増加
や200海里問題により漁業就業者数が減少。

〈位置図〉

富山県

黒部市 ○ 漁協では、魚の消費拡大を目的にした
「料理教室」や「一夜干し教室」の開催を契
機に、まちおこしのための取組が検討され、
地域の企業とともに「黒部まちづくり協議
会」を設立し、桜を植える会などの取り組み
を開始。

○ 協議会での取組をきっかけに、地元自治
会では、伏流水を利用した共同洗い場や船の
入出港のたびに旋回する生地中橋などの地域
資源を利用し、交流人口を増加させようと
「まち歩き実行委員会」を組織。

○ 委員会では、年1回、自治会をはじめ地
域の団体と共同で「まち歩きフェスティバ
ル」を開催しており、町への来訪者が増加。

○ また、フェスティバルの開催にあたり、
各町内で来場者へのおもてなし活動が議論さ
れることで、地域の協力体制が整備。

○ 魚の駅「生地」の食文化を発信する取組
により、地域漁業の活性化が図られ、まだ僅
かではあるが、若い漁業者も増加。

○ 更に、地域漁業の活性化への取組が、地
域の活性化に向けた議論を誘発し、地域資源
を活用した交流人口の増加に発展。

生地の塩物 魚の駅「生地」

ホタルイカ

白エビ

生地中橋

116 

67 
40 

26 

206 

115 

81 
66 

0
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250
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漁
業
経
営
体
数

漁業就業者数

漁業経営体数及び
就業者数の推移（黒部市）

資料：漁業センサス（農林水産省）

(経営体、人)
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（３）地域の暮らしを支える取組



上越市櫛池地区の現状

櫛池農業振興会の概要

中山間地域等直接支払協定支部
（１２集落：他地区１地区を含む）

法人部会（担い手部会）

農産物加工・販売部会

（農業生産法人、任意生産組織）

（農業生産法人、加工団体等）

櫛
池
農
業
振
興
会

【理事会】

会 長： １名

副会長： １名

事務局次長：１名

監 事： １名

理 事：１１名

（各集落代表）

そこで、平成１７年度から始まった中山間地域等直接支払制度の第二期対策を
きっかけとした話し合いにより、複数集落間での連携協定を進めつつ、各集落での
事務負担軽減などを図るため、「櫛池農業振興会」を設立。各集落の意思を尊重しな
がら地区全体（１１集落）で農地や集落を守る機運を高め、農業生産法人等の連携に
より集落間ネットワークを構築し、農村の維持・活性化を図っている。

しかし、豪雪地帯である櫛池地区においては、冬季の積雪が２～３ｍに及び、地域
全域が地滑り防止指定地であることからも農業生産条件・居住条件共に厳しく、集落
人口の減少や高齢化が進行。
地域の担い手不足の進行により、農業生産や生活居住が困難となることが懸念

されている。 H17 H26 比較

世帯数 260 233 △27

人口 901 716 △185

高齢化率 34.2％ 36.6％ 2.4％

（上越市農林水産部調べ）

新潟県上越市の 南端に位置する清里区櫛池地区は、標高100～450mの中山間
地域であり、櫛池川の両岸に散在する１１集落からなっており、肥沃な農地による
稲作を主産業とした自然豊かな地域である。

高齢者生活部会（将来的に設置）
（農業生産法人、各町内会等）

【農地・農道などの資源管理】

【農業生産及び加工・販売】

・雇用の受け皿としての機能

・持続・安定的な営農体制
の構築

【農村集落での生活支援】

農
村
集
落
で
の
生
活
の
土
台
を

地
域
全
体
で
支
え
る

地域マネジメント組織の取組について地域の暮らしを支える取組事例 〔新潟県上越市櫛池地区〕
じ ょ う え つ し
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集落間連携組織（農業振興会） 上越市（行政）

「中山間地域の暮らしは、
地域の支え合いで守る」た
め、集落のコミュニティ機能
の強化を図り、自発的な地
域づくり活動が継続される
よう支援。

【概要】

・ 農業振興会が「地域マネジメント組織」としての役割を果たし、地域内での事務機能のほか
に、これまで各集落が個別に行ってきた農地の利用調整（土地利用）や共同取組活動、農業
機械・施設の共同利用などを集落間で連携することで、農地・農業用施設を保全。

支援

・ また、今後は、農業生産の主体にとどまらず、地域の「農」の担い手である農業生産法人な
どが、生活支援にも取り組み、安心した地域居住の実現を目指す。

地域マネジメント組織の
活動について、行政（市農
業振興課や総合支所）が
バックアップ

【予算面】

【活動面】

←
市単事業にて
導入した
バックホウ
（除雪にも導入）

（例） 地域支え合い体制づくり事業
（30,000千円）

・ 各法人が通年雇用の受け皿として機能し、地域への若者の受入に貢献。

←
集落代表による
定期会合

←
棚田法面の刈り
払い作業
（共同活動）

（活動例：庭先集荷）

○ 庭先出荷サービスにより、農産物の出荷手段に
乏しい生産者を支援。

○ 集落間で連携し、中山間直接支払制度の事務処理負担の軽
減を図る。

【活動内容】

○ 農業資材の共同購入や機械の共同利用、米販売の情報共有
などを通じて継続的な農業生産体制を構築。

→ 農業生産活動を通して地域コミュニティを維持

○ 農産物の生産から加工・販売のほか、都市との
交流活動の受入体制の構築による地域の活性化
を推進。

○ 小規模・高齢化集落どうしの連携支援体制の構
築（将来的には生活支援サービスの取組主体を想
定）

面積
（ha）

農家数
（戸）

法人数
中山間
交付金
（千円）

222.8 148 ７ 46,999

（櫛池農業振興会の概要）

○ 高齢化によって耕作不可になった農地を受け入れ、農地の保全を図る。
（例） 地域内20haの経営面積にて合計16名の雇用を確保。
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地域の暮らしを支える取組事例 〔三重県津市 片田地区〕

各地域で座談会を開催
し、合意形成を図り、協
力体制を整備

地域住民による夜間の
サル追い払い

○ サル被害を軽減するため、１１の自治会、猟友会、ＪＡ、駐在所、消防団、小
学校等で構成する広域的な「片田地区獣害対策協議会」を設立。

○ 各地域で座談会を開催し、「自分の地域は自分で守る」をモットーに呼びかけ、
合意形成を図りつつ、地域の協力体制を整備。

【獣害対策５ヶ条】

１．集落内の収穫残や不要果樹などの「エサ場」をなくす

２．耕作放棄地や藪など獣の隠れ場所をなくす

３．囲える畑は、ネットや柵で出来る限り囲う

４．人里は怖いと覚えさせるため、獣を見たら集落の誰も
が追い払う

５．加害している「犯人」の獣を適切に捕獲する

○ 「獣害対策５ヶ条」を策定して住民に対策を周知するとともに、住民全員が獣害
対策の主役となって情報提供や追い払い等を実施。

○ 捕獲したサルに発信器を付けて群れの動きを監視し、地区に侵入しようとする群
れに対する追い払いや、サルの寝場所の攻撃（夜間の追い払い）を実施。その結
果、被害が大幅に減少。

○ イノシシ等に対しても、地域ぐるみで電気柵の設置、捕獲活動、緩衝帯の整備等
を実施し、被害を軽減。

協議会の体制整備

地域ぐるみの被害防止活動の実施

２．鳥獣被害対策の取組１．地域農業、鳥獣被害の状況

〈位置図〉

三重県

津市片田地区

○ 片田地区は津市役所の約５㎞西に位置する地
域で、人口約5,000人、世帯数約2,000戸。

○ 地区の大半が山林や農地。水稲や、地形を利
用したたけのこ、梅の栽培が盛ん。

○ 約10年前からサル、シカ、イノシシの被害が目
立ち始め、山間部の水田を中心に、田植期のシ
カによる水稲苗の食害、収穫前のイノシシによる
食害や倒伏、春先のイノシシ・サルによるたけの
この食害が深刻化。

○ その後、耕作放棄地が目立ち始め、たけのこ
の収穫量も大幅に減少し、菜園の大半がサル
のエサ場になるなど被害が全地区に拡大。

○ さらに、農作物だけに留まらず、地元の小学校
の通学路にもサルが出没するなど、地域住民共
通の問題にまで発展。

（１）地域農業の状況

（２）鳥獣被害の状況

つ し
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地域の暮らしを支える取組事例 〔山梨県北杜市〕
ほ く と し

○ 北杜市は、山梨県の北東部に位置
し、八ヶ岳・南アルプスなど日本の百名
山に囲まれた文字通り「杜（もり）のまち」
で、清らかで豊富な水資源、日本一長い
日照時間など豊かな自然と資源に恵まれ

た地域。

○ 市内の優良農地（下図ピンクエリ
ア内）では、高品質（５年連続で特Ａ評価）な水稲が栽培。その
他、そば、野菜、果樹が栽培。

○ 一方、優良農地周辺における戦後の開拓農地等（下図黄色
エリア）では、養蚕業の衰退、水に恵まれない急傾斜地といっ
たほ場条件、人口減少や農業者の高齢化に伴い、耕作放棄地が
増加。

１．地域農業の状況
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資料：農林業センサス（農林水産省）

耕作放棄地面積の推移
耕作放棄地率

耕
地
面
積

耕作放棄地
面積

(%)(ha)

２．耕作放棄地解消の取組

【畑地帯総合整備事業 明野地区】

○ 耕作放棄地を含めた地域において基盤
整備を実施。浅尾原工区では、計画面積
45haのうち、約半数が耕作放棄地と遊休桑
園。

○ 農業者の経営方針に沿った営農が可能
となるよう、地域内に営農目的別団地を設
定（花・野菜団地、観光農園団地、自作経
営団地、公社利活用団地）。

（１）基盤整備を契機とした耕作放棄地の解消

事業実施前
(浅尾原工区）

〈位置図〉

山梨県

北杜市

（２）NPO法人による耕作放棄地の解消

事業実施後
（浅尾原工区）

・農地保有合理化法人
による農地の賃貸借
・多様な法人の参入

【NPO法人 えがおつなげて】

○ 都会の若者を中心とした農業ボランティアととも
に耕作放棄地を開墾し、農薬や化学肥料をつかわ
ずに野菜を栽培（えがおファーム）。

○ 10社の企業と提携して耕作放棄地を開墾し、企
業毎に特色ある農地の利用（社員研修、顧客の体
験ツアー、商品開発等）を実施（企業ファーム）。

○ 現在までに３ha以上の耕作放棄地を開墾・再
生。

○ ボランティアに参加した若者の中には、この地
域に移住してスタッフとなった人や、北杜市内で営農
している者もいる。

開墾作業開墾前の耕作放棄地

（３）耕作放棄地再生利用緊急対策交付金を
活用した新規就農

○ 多様な果樹・野菜の生産を可能とするとともに、新規参入者（個人40名、小売業や酒造業など
の法人18社）により、地域農業の活性が図られ、新たな雇用も創出。

○ 市内の新規就農者は、年間50名程度（個
人就農20名、法人就農30名）いるが、優良農
地は既存の農家が利用するため、新規就農者
にとっては、優良農地の確保が大きな課題。

○ 比較的確保がしやすい遊休桑園や荒廃農
地を対象に、耕作放棄地再生利用緊急対策交
付金を活用した農地整備を行い、新規就農者
が農地を確保。H25年度は約10名が本交付金を
活用。

○ 耕作放棄地の増
加に伴い、鳥獣被害
も深刻化し、市が耕
作放棄地の解消に向
けた取組を開始。開
墾・再生した農地に
おいては、企業系農
業生産法人等を中心
に耕作を推進。
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地域の暮らしを支える取組事例 〔石川県七尾市能登島地域〕
な な お し

○ 七尾市能登島地域は、石川県七尾市
の七尾湾を塞ぐ形で浮かぶ島。
面積46.78km²。周囲長71.9km。

一島で一町（能登島町）だったが、
平成16年10月1日の合併により七尾市の
一部になった。能登半島国定公園に含
まれる。

○ 葉たばこ栽培がさかんな地域であったが、需要の急激な落
ち込みにより、離農農家が増加し、これに代わる新たな作付
作物が見いだせず、耕作放棄地が増加した。

１．地域農業の状況 ２．耕作放棄地解消の取組

【株式会社 スギヨ】
○ 耕作放棄解消面積 14.8ha

うち耕作放棄地再生利用対策交付金により5.3ha（平成21～継続
中）、その他は県単独事業を活用。

○ 地元の水産練製品加工会社の株式会社スギヨは、地産地消の考え
方に基づき、食品加工と農業の融合により自然の恵みを循環させる
新しい企業形態を目指しており、地元の農業生産物を原料の一部として使うことでブランド力を
高め、新商品の開発に活かすとともに、地域活性化を図っていくため、平成19年の特定法人貸付
事業により農業に参入した。

○ 農地の借入れは、「わいわい里づくり能登島ネットワーク」を通じることで円滑に行われた。

○ 栽培品目は、キャベツ、タマネギ、小豆、ニンジン、ゴボウ、ばれいしょ、サツマイモ等で、
自社製品の原材料にするとともに、七尾市のスーパー、金沢市の百貨店での販売のほか、学校給
食の食材として納入している。

（１）企業参入による耕作放棄地の活用と露地野菜のブランド化〈位置図〉

石川県

七尾市
（能登島）

（２）新規就農・夫婦協働で耕作放棄地を再生利用

○ 市は、耕作放棄地と
農家の高齢化の割合が
高い旧西島村地区をモ
デル地区とし、平成18
年に地元に働きかけ
て、地権者等で構成さ
れる企業参入支援組織
「わいわい里づくり能
登島ネットワーク」を
設立。企業の農業参入
への理解と地域農業の将来展望等について合意形成を図っ
た。

の と じ ま

能登島全景
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【高農園】
○ 耕作放棄解消面積 3.8ha

（耕作放棄地再生利用対策交付金：平成22～25年）

○ 金沢市出身の夫 高 利充さんと、鹿児島県出身の妻 博子さんが平
成12年に設立した、有機栽培にこだわる農園。２人とも脱サラでの
新規就農で、入植２年目には県のエコ農家に指定され、翌年にはす
べてのほ場で有機認証を取得。県単独事業で人材の確保が可能となり、経営規模の拡大が実現。
当初2haの経営面積を平成25年までに22haに拡大させ、夫婦の他５人のスタッフとともに生産に
励んでいる。

○ 有機認証を受けたほ場で生産したばれいしょなど根菜類、黒キャベツ、コールラビ等200～300
種を東京を中心に120軒の飲食店等と直接取引するビジネスで実績を上げている。

○ 取引先との交渉やマスコミ対応、普段の農作業の全行程において、夫婦どちらでもすべてをこ
なせる体制がとられており、お互いが自由な裁量権を持っている。

○ 妻の博子さんは、当省の「農業女子プロジェクト」に正式発足（Ｈ25.11）前から参加してお
り、女性同士の横のつながりや仕事上の接点が生まれ、多方面の取組は勉強になるばかりでなく
情報収集の場にもなっている。

再生農地

高さん夫妻
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地域の暮らしを支える取組事例 〔長野県豊丘村、大分県中津市〕

う ら だ

大分県 中津市（旧山国町） 合使

 合使集落は、標高420～580mに位置し、斜面崩壊(地すべり)危

険地域に指定されており、居住および農業には不向きな地域。

 生業であった炭焼きが衰退し、その後の生業は森林組合の作業

班や土木建設業の賃仕事が主となっていた。

１．地域の概要

 住民の後継層は就職・結婚などを契機として集落を去り、残され

た親たちは、病気や老齢を理由に子供たちが暮らす地に転居。

 農地については、ほとんどが水田であるが、約1haは杉を植林、

耕作放棄地は20a程度。

 林地は、水田に植林された30aについて、旧山国町内に居住す

る後継者が下刈り、間伐等を行っている以外は、手入れが行われ

ていない状況。

 現存する家屋（4戸）は、近隣集落住民や町外後継者が管理。

２．集落の状況

【棚田跡に植林された杉】 【維持・管理されている住居】

やま く に まち

と よ お か む ら な か つ し
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な か つ し

長野県 豊丘村 戸中

 豊丘村戸中集落は、村の中央部を流れる天竜川の東側の山間

部に位置する集落。

 戸中集落の世帯数は、農林業センサスによると、1990年の7世

帯から2000年は4世帯に減少したが、2010年には5世帯に増加。

１．地域の概要

 豊丘村では、定住支援の取組として空き家情報活用制度や空き

家改修費の助成、新規就農者支援事業などを実施。

 戸中集落自治会（総戸数5戸）では、集落を守るために住民の手

により道路や水路を管理整備するなど、自分たちで出来ることは

自ら行い、対応できないことは村役場に要請。

 2003年に20代夫婦（当時子供1人、現在子供4人）が役場の親身

な対応により村内への移住を決意。戸中集落の空き家を改修して

移住し、自然食レストラン（ランチのみ）、出張イベント（味噌造り）、

ラフティングインストラクターなどにより生計を立てている。

２．地域の取り組み

【集落内の道路】 【集落内の空き家】

と ち ゅ うと よ お か む ら ご う し


