
旧阿波村は、平成17年に津
⼭市と合併。合併後も⼈⼝
が減り続けるなど課題を抱
えており、地域を維持する
ため、津⼭市の呼びかけで
平成20年度に「阿波まちづ
くり協議会」が組織され町
づくりの取組が始まった。

取組のきっかけ

取組の成果・
今後の展望

組織・取組の発展プロセス（⽣活⽀援等の取組から農林漁業の振興の取組に活動を多⾓化）

⼩学校跡地に農産物加⼯施設を
整備。地域おこし協⼒隊、地元
のスーパーと連携し阿波の⾷の
掘り起し、新商品開発、ブラン
ド化に取り組んでいる。

平成29年 
農産加⼯品の⽣産・販売

平成22年度に阿波まちづくり
協議会において村づくりの構想
を策定、平成23年度は関係組
織により「エコビレッジ阿波推
進協議会」が結成され事業を推
進。

平成23年 「エコビレッ
ジ阿波推進協議会」設⽴

基 本 情 報
組織名 あば村運営協議会
連絡先 090-7502-2456

所 在 地 岡⼭県津⼭市阿波1220
視察の受⼊ 可能（有料）ホームページから申し込み

URL:http://abamura.com/
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「エコビレッジ阿波推進協
議会」から「あば村運営協
議会」に改組して⼩さな拠
点形成などに取り組む。

平成26年
あば村運営協議会設⽴

・地域おこし協⼒隊、地元のスーパーの連携
・総務省の「過疎地域等⾃⽴活性化推進交付⾦」
を活⽤

⾞を運転できる者を登録し、移
送の必要な⾼齢者等が登録運転
者に連絡、個⼈⾃家⽤⾞により
有償で運送を⾏っている。

平成24年 
交通空⽩地有償運送事業

地域住⺠の出資により「合同会社
あば村」を設⽴。撤退したJAのガ
ソリンスタンドを引き継ぎ、地域
の⽣活サービス拠点としてガソリ
ンスタンド、購買施設、お年寄り
のサロン、移動販売等を運営。

平成26年 
あば商店の運営

平成25年から27年にかけて役場
⽀所の規模縮⼩、⼩学校の閉校、
幼稚園の休園、JAのガソリンスタ
ンドの撤退などが相次ぐ。

取組の成果として、⽣活基
盤の確保や地域コミュニ
ティの維持、移住・定住の
推進が図られている。
⼀⽅で、少⼦⾼齢化の進⾏
は続くものと予測されてお
り、今後も、地域資源を活
⽤した産業振興、雇⽤の創
出、⽣活機能の維持や地域
の⽀えあいの仕組みの再構
築に取り組んでいく。

令和2年の年間売上は17百万円、加⼯グ
ループ4組10数⼈が携わり、地域経済の
活性化と雇⽤創出に繋がっている。 【平成27年】あば村宣⾔

合併から10年を迎え、こ
れからの村の在り⽅、決
意を表明。

移動販売⾞

総務省の「過疎地域等⾃⽴活
性化推進交付⾦」を活⽤。



交通⼿段を持たない世帯や
重いものを運ぶことが困難
な世帯など、約50世帯が利
⽤しており、地域の
⽣活基盤として機能。

NPO法⼈ かさおか島づくり海社（岡⼭県 笠岡市）

笠岡諸島を構成する7つの有⼈島で、⽣活に必要な機能を1か所
に集約するのではなく、各々を各島で受け持つことが諸島全体の維
持・活性化につながると考え、産業の振興、⽣活⽀援など様々な事
業を展開。笠岡諸島全体の⾃⽴的発展を促進し、⽣活の安定及び福
祉の向上に寄与している。
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地区の現状・課題 課題に対する主な取組 取組の効果

体制図

水産物等の加工・販売

コミュニティバスの運行

デイサービス事業

法⼈化多機能性

取組の
特徴

他組織と
の連携

経済的
⾃⽴

⼥性・若
者の活躍

概 要

笠岡諸島の資源を活かして新しい産業を起
こすことで、雇⽤の創出に繋げることを⽬
指して特産品開発事業を展開。海苔、灰⼲
し（⿂の⼲物）等を販売している。

現在約50名の⾼齢者がサー
ビスを利⽤し、住み慣れた
島でいきいきと暮らしてい
る。また、２５名の雇⽤創
出にも繋がっている。

診療所が開く⽉・⽔・⾦の
週３⽇、1⽇３往復、地区
内移動240円、地区外移動
360円で運⾏し地域の⽋か
せない⾜となっている。

27

岡⼭県
笠岡市

笠岡諸島内4箇所でデイサービス事業を運
営。雇⽤創出、⼈材育成の⼀環として⾏政
との協働で介護ヘルパーの養成にも取り組
んでいる。

新たな特産品が⽣み出さ
れ、現在2名が雇⽤される
とともに、年間売り上げは
約800万円で地域経済の活
性化にも貢献している。

岡⼭県笠岡市沖の笠岡諸島は、31の
島々が南北に点在しており、有⼈島は７島
の離島地域であり、地区の⼈⼝は、全島合
わせて1,502⼈、⾼齢化率は71.2％となっ
ている(令和3年1⽉1⽇現在)。

離島という地理的な条件や社会的要因の
変化を受け、過疎化、少⼦⾼齢化、産業の
衰退が進み、地域の存続が危惧されてお
り、これまでの住⺠⾃治を超えて⾼齢者を
含めた地域住⺠が住み続けられる対策が求
められていた。

生活支援事業

⾼齢者を中⼼とした買い物困難者向けに、
「島のきずな便」として買い物を代⾏し、
⾒守りも兼ねて⾃宅まで配達している。

笠岡諸島最⼤の北⽊島において、交通⼿段
を持たない⾼齢者が診療所に⾏くため等に
笠岡市の補助を受け、島の両端の地区を結
ぶバスを運⾏。

しま がいしゃ かさおかし

島の⼤運動会

資源管理

NPO法人かさおか島づくり海社

北木
支社

高島
支社

白石
支社

真鍋
支社

飛島
支社

六島
支社

自治会 漁協 Iターン者 女性グループ

笠
岡
市

島
お
こ
し
海
援
隊

学校 農協

連携

協働

＜活動の規模＞
中学校区⼜はそれより広い

＜組織形態＞⼀体型



過疎化、⾼齢化が進む島同
⼠の連携を密にするために
島⺠有志の発案によって、
平成10年から７島合同の
「島の⼤運動会」が開催。
⾏政もそれに合わせて平成
13年から島専属の市の担当
職員による応援部隊「島お
こし海援隊」を組織。

取組のきっかけ

取組の成果・
今後の展望

組織・取組の発展プロセス（⽣活⽀援等の取組から農林漁業の振興の取組に活動を多⾓化）

平成19年にデイサービス施
設「ほほえみ」を開設。そ
の後、笠岡諸島内で計4箇
所に事業所を拡⼤し、運
営。雇⽤創出、⼈材育成の
⼀環として⾏政との協働で
介護ヘルパーの養成にも取
り組んでいる。

平成19年 
デイサービス事業

平成14年に７島のそれぞれの特
徴を活かしながら島おこしをする
島⺠組織「電脳笠岡ふるさ島づく
り海社」を設⽴。その後、法⼈格
を取得するとともに名称を「かさ
おか島づくり海社」とした。

平成18年 NPO法⼈
「かさおか島づくり海社設⽴

基 本 情 報
組織名 NPO法⼈ かさおか島づくり海社
連絡先 0865-68-3741

現在約５０名の⾼
齢者がサービスを
利⽤し、住み慣れ
た島でいきいきと
暮らしている。ま
た、２５名の雇⽤
創出にも繋がって
いる。

所 在 地 岡⼭県笠岡市北⽊島町9768番地29 
視察の受⼊ 可能（有料）電話またはメールお申込み

メール info@shimazukuri.org
URL:https://www.shimazukuri.org/ 28

笠岡諸島最⼤の北⽊島にお
いて、交通⼿段を持たない
⾼齢者が診療所に⾏くため
等に笠岡市の補助を受け、
島の両端の地区を結ぶバス
を運⾏。

平成18年 
コミュニティバスの運⾏

海援隊（笠岡市職員）が週1
回、公⽤⾞で⾼齢者等の切実な
移動⼿段不⾜へのサポートを
⾏ったことをきっかけに開始。

早 稲 ⽥ エ コ ス
テーション研究
所と共同開発。

⾼齢者を中⼼とした買い物困難
者向けに、買い物を代⾏し、⾒
守りも兼ねて⾃宅まで配達して
いる。

平成25年 ⽣活⽀援事業
「島のきずな便」

国、県の補助を受け、モデル事
業として取り組みをスタート。

特産品「⿂の灰⼲し」は、平成21
に加⼯場を整備し、加⼯販売を開
始した。これにより、新たな地域
の特産品ができるとともに地域の
雇⽤が⽣み出されている。

平成21年 
⽔産物等の加⼯・販売

交通⼿段を持たない世帯や
重いものを運ぶことが困難
な世帯など、約５０世帯が
利⽤しており、地域の⽣活
基盤として機能。

本事例に記載の事業の他、
観光振興など多岐にわたる
取組により、島の産業振興
や島⺠の安⼼した⽣活に貢
献している。今後はさらな
る島内環境の充実を⽬指し
各取組を継続して⾏なって
いく。
また、これらの事業の担い
⼿を育成し、島内の⽣活に
なくてはならないサービス
を継続して⾏える体制作り
も併せて進める。 現在２名が雇⽤されるとともに、年間売り上げ

は約100万円で地域経済の活性化にも貢献。



平川村定住推進協議会（岡⼭県 ⾼梁市）

産地としてだけでなく地域振興を視野に⼊れた組織づくりが必要
と考え、平成20年に“定住・就農を希望する者と地域とのマッチン
グを図る”地域組織主体の「平川村定住推進協議会」を設⽴。

新規就農者の受⼊・定住⽀援のみならず、農家としての⾃⽴まで
⽀援している。
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地区の現状・課題 課題に対する主な取組 取組の効果

⾼梁市は岡⼭県の中⻄部に位置し、県下
三⼤河川の⼀つ⾼梁川が中央部を南北に貫
流し、その両側に吉備⾼原と呼ばれる台地
が広がっている。

平川地区は標⾼450ｍの吉備⾼原⻄端に
位置し、⾃然条件を活かしてピオーネ、ト
マトの栽培が盛んであるが、⽣産者の⾼齢
化、担い⼿不⾜や耕作放棄地の発⽣による
産地の活⼒低下や地域コミュニティ活動、
防災、地域の伝統⾏事など社会共同⽣活の
維持が困難となることも懸念されていた。

体制図

データ収集・分析と地域農家の意識改革

ぶどう・トマト部会の園地調査、施設設置
状況調査を⾏い、園地施設台帳にまとめ
データベース化。新規就農者の受⼊に対す
る意向調査を実施。

堅実な定着支援

就農希望者と地域とのマッチング支援

栽培技術習得、就農経営計画樹立支援

法⼈化多機能性

取組の
特徴

他組織と
の連携

経済的
⾃⽴

⼥性・若
者の活躍

概 要

平川村定住推進協議会
会長

⽥舎暮らし体験者が落ち着いて宿泊できる
場所として、元教員住宅を改修。
「空き家・空き農地登録バンク制度」によ
り、就農希望者が定住するために利⽤可能
な住居と農地の情報を収集。

就農相談会では、就農希望者に対して市や
平川地区の概要、ぶどう・トマト産地の紹
介を実施。

栽培技術指導としてトマト及びピオーネス
クールへの参加を促し、⽣産部会役員や農
業⼠が農業体験指導に当たった。

客観的データの⾒える化によ
り、地区の⼈たちが地域外から
の新しい⼒を受け⼊れることに
対して積極的・協⼒的になっ
た。

活動を通じ地元メンバーに積
極性が⽣まれ、交流・定住
フェアに参加し、⾃ら地域や
産地の紹介を⾏った。

農作物全般の⽣産が減少する
中、ぶどうは平成20年度以降
７⼾、256ａ増加し産地
基盤の維持向上に貢献。

これまでに12組を⽥舎暮らし
体験交流として受け⼊れ、うち
９組が平川地区に移住し就農し
ている。

相
談
役

高梁市 農林課
備中地域局

備北広域農業普及
指導センター

Ｊ
Ａ
び
ほ
く
備
中

総
合
セ
ン
タ
ー

農
協
理
事

市
議
会
議
員

農
業
士

平
川
地
区

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
協
議
会

認
定
農
業
者

高
梁
市
農
業
委
員

Ｊ
Ａ
び
ほ
く
ト
マ
ト

生
産
部
会
平
川
支
部

Ｊ
Ａ
び
ほ
く
ピ
オ
ー
ネ

生
産
部
会
平
川
支
部

岡⼭県
⾼梁市

ひらかわむらていじゅうすいしんきょうぎかい たかはしし

資源管理
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＜活動の規模＞旧⼩学校区

＜組織形態＞⼀体型



園地調査、施設設置状況調査を⾏
い、園地施設台帳にまとめデータ
ベース化。新規就農者の受⼊に対す
る意向調査を実施。

地域では⽣産者の⾼齢化・
担い⼿不⾜、耕作放棄地の
発⽣、産地の活⼒低下、社
会共同⽣活の維持が困難と
懸念されていた。
営農に関わるデータの収
集・分析を⾏い「産地とし
てだけでなく地域振興を視
野に⼊れた組織づくりが必
要」と考え、地域組織主体
による推進体制の構築を進
める。

取組のきっかけ

取組の成果・
今後の展望

地域ぐるみによる定住・就
農希望者の受⼊体制の確⽴
により、これまでに9組が平
川地区に移住し就農。
農作物全般の⽣産が減少す
る中、産地基盤の維持向上
に貢献。
外部からの視点や都会的セ
ンスが加わり、まちづくり
や地域活性化に貢献してい
る。

“定住・就農を希望する者と地
域とのマッチングを図る”「平
川村定住推進協議会」を設⽴。
定住・就農するための農地や空
き家情報の収集・提供、定住者
の⾷⽣活や防寒など⽣活⾯での
悩みにも配慮し、アフターフォ
ローができる体制を構築。

平川村定住推進協議会設⽴後
は、重要な会議は構成メンバー
全員参加を原則とし、地域が主
体となった⻑続きがする仕組み
づくりを⽬指す。

〇「備中⽥舎暮らし体験・交
流事業」を創設。体験者が
宿泊できる場所として元教
員住宅を改修

〇「空き家・空き農地登録バ
ンク制度」により、住居と
農地情報を収集

〇定住意思が固まった就農希
望者に対し、県の新規就農
⽀援制度「就農トータルサ
ポート事業」を活⽤

市、普及センター
と連携。

平川地区の取組により、市内の別
地区でも地域の活性化や農業振興
につながる仕組みづくりが波及。

都合の良い時に地域に宿泊し、農作
業・地域⾏事を体験することが可能。
地域住⺠との交流を通じ就農意志を固
め、その後空き農地・空き家を紹介。
定住希望者と地域が時間をかけて交流
するため、スムーズに地域に定着。

客観的データにより、就農希望
者の受⼊に対して農家の７割以
上が賛成で、受⼊仕組みづくり
に協⼒的であることが判明。

組織・取組の発展プロセス（活動当初から農林漁業の振興と⽣活⽀援等の両⽅の取組を実施）

就農相談会を訪れた就農希望
者に対し、市や地区の概要、
ぶどう・トマト産地を紹介。
⼀緒に活動する中で地元メン
バーに積極性が⽣まれ、⾃ら
地域や産地の紹介を⾏った。
地元の変化を捉え、就農希望
者の⾯接会、体験受⼊農家の
選定等も協議会役員を中⼼に
実施。

平成20年 就農希望者
と地域とのマッチング⽀援

平成20年 平川村定住推
進協議会 設⽴

平成18年 19年 データ収集・
分析と地域農家の意識改⾰

平成20年 
堅実な定着⽀援

むらづくりの推進体制

基 本 情 報
組織名 平川村定住推進協議会 所 在 地 岡⼭県⾼梁市備中町平川6005番地
連絡先 0866-45-2065 視察の受⼊ 受⼊可能

市、JA、普及指導セ
ンター、若⼿認定農
業者、⼥性の農業⼠
等と連携。

市、JA、普及指導セン
ター、認定農業者、農
業⼠等と連携。
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株式会社 川⻄郷の駅（広島県 三次市）

深刻な過疎化と⽣活機能が減少していく中、⼥性や若者など幅広
い住⺠層が積極的に参加し、地域での「⽣きがい」や「やりがい」
が発掘でき、それぞれ住⺠にとって“⽥舎暮らしが楽しい⾥”を実感
できる地域を⽬指すビジョンを策定。ビジョン実現に向け、地域拠
点「川⻄郷の駅」を核とした地域づくりに取り組んでいる。

14

地区の現状・課題 課題に対する主な取組 取組の効果

体制図

農産物の直売

農家レストラン

６次産業化

法⼈化多機能性

取組の
特徴

他組織と
の連携

経済的
⾃⽴

⼥性・若
者の活躍

概 要

地域拠点である川⻄郷の駅内に平成29年
に直売所を開設。地元農家など約120名が
出品しており、地域内で⽣産される⽶や果
物のほか、季節毎に少量多品⽬の野菜を販
売している。

餅などの加⼯品の製造は、
地域の⼥性など６名が雇⽤
され、⼥性の活躍の場と雇
⽤の創出に貢献している。

⾷堂では令和2年時点で約1
万5千⼈の利⽤者があり、
地区内唯⼀の外⾷施設とし
て親しまれている。また、
⼥性を中⼼とした雇⽤の受
け⽫となっている。
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かしわもち、おはぎ、草餅など、季節ごと
の加⼯品を拠点で販売。また、近隣の⼭で
⿃獣害対策として捕獲された猪⿅⾁を川⻄
地域内で加⼯し販売している。

直売所への出荷額は、オー
プンから３年で１千万円か
ら２千万円に倍増しており
、販売チャネルの増加や農
業所得の向上に繋がってい
る。

広島県三次市の川⻄地区は、５つの集落
からなる典型的な中⼭間農村地域で、⼈⼝
は昭和30年の3,500⼈をピークに平成27
年には1,159⼈に減少。⾼齢化率も46％を
超え、過疎化、⾼齢化が深刻な状況となっ
ていた。

また、地域の⽣活基盤であり拠点機能を
担っていた市役所出張所、農協⽀所、Ａコ
ープ、ガソリンスタンド等が撤退し、住⺠
の⽇常⽣活に⽀障をきたす状況が続く中、
定住条件整備が喫緊の課題となっていた。

購買施設の整備 令和元年度の利⽤者数は
253千⼈でATMの利⽤者も
多く、地域でも重要な役割
を担っている。

住⺠アンケートを実施し、地区内唯⼀のス
ーパーが撤退したことで最も要望の多かっ
たコンビニを運営。

川西地区郷づくり協議会 川⻄郷の駅の⾷堂では、うどんをはじめ、
おむすび、漬物や⼩鉢などを提供。地元産
の⾷材も活⽤し、安全、安⼼な⾷を提供し
ている。

三次市

川西自治連合会

株式会社川西郷の駅

川西地区社会福祉協議会

農事組合法人海渡

農事組合法人三若

NPO法人
ほしはら山のがっこう

有限会社平田観光農園

三次市農業協同組合

広島県
三次市

連携

かわにしさと えき み よ し し

資源管理

＜活動の規模＞⼩学校区

＜組織形態＞分離型


