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農⼭漁村地域では、都市部に先駆けて⼈⼝減少や少⼦⾼齢化が進⾏しており、担い⼿不⾜などによる農林漁業の衰退
に加えて、商店やガソリンスタンドの撤退、公共交通機関や役場機能の縮⼩などにより将来の⽣活に不安を抱えている
地域が多くあります。

⼀⽅で、地域住⺠が主体となり、農林漁業等の産業振興や⽣活⽀援等の様々な活動を⾏うための組織を⽴ち上げ、地
域活性化を図りつつ、地域コミュニティを維持する取組を⾏っている事例が全国に存在します。

こうした取組を持続的に⾏う体制は「地域運営組織」と呼ばれ、農林⽔産省では関係府省と連携しながら、地域運営
組織の形成等を通じた地域を持続的に⽀える体制づくりを進めています。本事例集はその⼀環として、全国の様々な農
⼭漁村地域の持続性確保に向けた地域運営組織の取組を紹介するものです。
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掲載事例の主な取組及び特徴

番号 地域 組織名 主な取組

取組の特徴

資源
管理

多機
能性 法⼈化

他組織
との連

携
経済的
⾃⽴性

⼥性・
若者の
活躍

1 北海道 鶴居村 NPO法⼈ 美しい村・鶴居村観光協会
村オリジナルのチーズの開発、⼥性を中⼼とした地域⾷づくり、
農泊及び滞在型観光の推進、⼦育て⼥性等のコミュニティ形成 ○ ○ ○

2 岩⼿県 花巻市 ⾼松第三⾏政区ふるさと地域協議会
福祉農園と6次産業化、関係⼈⼝の創出、⽣活課題解決に向け
た取組、８団体と協働によるビジョンの策定 ○ ○ ○ ○

3 ⼭形県 川⻄町 NPO法⼈ きらりよしじまネットワーク
縦割りを排除したRMOの形成、⼈材育成、地域⾷堂の運営、
⼦育て⽀援・⻘少年健全育成事業 ○ ○ ○

4 静岡県 川根本町 NPO法⼈ かわね来⾵
都市農村交流拠点の運営と農泊の実践、⼦育て中の⼥性の活躍、
農産物の出荷代⾏・ブランド化、農産物の開発・加⼯販売 ○ ○ ○ ○ ○

5 新潟県 ⼗⽇町市 株式会社 あいポート仙⽥ 地域農業の⽀援・維持、⾼齢者⽀援事業、⽣活⽀援事業 ○ ○ ○ ○ ○

6 新潟県 ⽷⿂川市 上南地区地域づくり協議会
ぜんまいほ場の再⽣、農家レストランの運営、⾼齢者の⽣活⽀
援、コミュニティ・交流活動の強化 ○ ○ ○ ○

7 岐⾩県 中津川市 加⼦⺟むらづくり協議会
地域農林産物の有効活⽤、若者の呼び込み・移住定住の推進、
広報・⽣活⽀援システムの開発、コミュニティバスの運⾏ ○ ○ ○ ○

8 兵庫県 新温泉町 海上区
「うみゃーなぁー」のブランド化、交流拠点施設「うみがみ元
気村」、ススキ草原再⽣活動への参画 ○ ○ ○

9 島根県 安来市 えーひだカンパニー株式会社
産業⽤ドローンを使った⽔稲防除、地元農産物を活⽤した商品
開発、定住促進の取組み、デマンド交通の推進 ○ ○ ○ ○ ○

10 島根県 雲南市 株式会社 吉⽥ふるさと村
特産品の開発・製造・販売、デマンドバスの運⾏、⽔道施設の
管理、⼯事 ○ ○ ○

11 岡⼭県 津⼭市 あば村運営協議会
⼩さな拠点づくり、農産加⼯品の⽣産・販売、あば商店の運営、
交通空⽩地有償運送事業 ○ ○ ○ ○
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掲載事例の主な取組内容とともに、資源管理（農地、⽔路等の保全・管理）、多機能性（取組の多様性）、法⼈化など、６つの特徴を下表
で⼀覧に整理しています。
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番号 地域 組織名 主な取組

取組の特徴

資源
管理

多機
能性 法⼈化

他組織
との連

携
経済的
⾃⽴性

⼥性・
若者の
活躍

12 岡⼭県 笠岡市 ＮＰＯ法⼈ かさおか島づくり海社
⽔産物等の加⼯・販売、デイサービス事業、コミュニティバス
の運⾏、⽣活⽀援事業 ○ ○ ○

13 岡⼭県 ⾼梁市 平川村定住推進協議会
データ収集・分析と地域農家の意識改⾰、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 等 ○ ○

14 広島県 三次市 株式会社 川⻄郷の駅 農産物の直売、６次産業化、農家レストラン、購買施設の整備 ○ ○ ○ ○

15 広島県 安芸⾼⽥市 川根振興協議会
経済・交流活動、福祉活動、住宅整備、地区農地の⼀括保全・
管理、⽣活サービスの確保 ○ ○ ○ ○

16 愛媛県 ⻄予市 地域協同組合無茶々園
有機農業と産直販売の推進、新規就農者の育成・確保、⼥性が
活躍する福祉活動、漁業者との連携、観光事業 ○ ○ ○ ○

17 ⾼知県 四万⼗市 株式会社 ⼤宮産業
ライフラインの維持、「⼤宮⽶」のブランド化、宅配サービ
ス・⾒守り事業、住⺠ニーズの汲み取り ○ ○ ○

18 熊本県 球磨村 ⽥舎の体験交流館さんがうら運営委員会
農林業体験メニューの開発・実践、地域資源の観光コンテンツ
化、棚⽥オーナー制度、集落サポートの展開 等 ○ ○ ○ ○

19 ⼤分県 宇佐市 津房地区まちづくり協議会
地域住⺠の暮らしを守る、⾼齢者と⼩学⽣の交流⽀援、温泉施
設の指定管理、共有林の維持管理等 ○ ○ ○

20 宮崎県 ⽇南市 酒⾕地区むらおこし推進協議会
棚⽥オーナー制度の取組、道の駅に関する取組、福祉サービス
に関する取組、伝統の継承に関する取組 ○ ○ ○ ○ ○

21 ⿅児島県 さつま町 中津川区公⺠館
農業⽣産の体制づくり、直売・交流活動、「⼤念仏踊り」の復
活、継承活動の財源づくり ○ ○ ○ ○
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掲載事例の分類

番号 地域 組織名 活動の
規模(範囲) 組織形態 取組発展

1 北海道 鶴居村 NPO法⼈ 美しい村・鶴居村観光協会 ① 分離型 農林漁業起点型

2 岩⼿県 花巻市 ⾼松第三⾏政区ふるさと地域協議会 ③ ⼀体型 総合発展型

3 ⼭形県 川⻄町 NPO法⼈ きらりよしじまネットワーク ③ ⼀体型 総合発展型

4 静岡県 川根本町 NPO法⼈ かわね来⾵ ① ⼀部分離型 総合発展型

5 新潟県 ⼗⽇町市 株式会社 あいポート仙⽥ ② ⼀体型 総合発展型 ３
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１ 活動の規模（範囲）の分類
掲載事例について、活動の規模（範囲）から以下の６つに分類しました。
①中学校区⼜はそれより広い（市町村単位など）
②旧中学校区（平成の⼤合併以後の統廃合の直前まで中学校区があったエリア）
③⼩学校区
④旧⼩学校区（平成の⼤合併以後の統廃合の直前まで⼩学校区があったエリア）
⑤⼩学校区（⼜は旧⼩学校区）より狭い（集落単位など）
⑥⽣産活動の範囲は中学校区、地域づくりに取り組む範囲は旧⼩学校区

２ 組織形態の分類
地域運営組織の機能として、地域課題を共有して解決⽅法を検討・決定する「協議機能」と個々の事業の「実⾏機能」があります。掲載事例について、

それぞれの機能を担う組織形態から、以下の３つのタイプに分類しました。
「⼀体型」・・・協議機能と実⾏機能がほぼ⼀つの組織で運営されている体制
「分離型」・・・協議機能と実⾏機能が個々の独⽴した組織によって運営されている体制
「⼀部分離型」・・・分離型の形態に近いが、協議機能を有する組織が⼀部実⾏機能も担っている体制

３ 取組発展の分類
掲載事例について、取組発展のプロセスから、以下の３つのタイプに分類しました。

「農林漁業起点型」・・・農林漁業の振興の取組から⽣活⽀援等の取組に活動を多⾓化
「⽣活⽀援起点型」・・・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
「総合発展型」・・・ 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



番号 地域 組織名 活動の
規模(範囲) 組織形態 取組発展

６ 新潟県 ⽷⿂川市 上南地区地域づくり協議会 ③ ⼀体型 総合発展型

７ 岐⾩県 中津川市 加⼦⺟むらづくり協議会 ④ ⼀部分離型 総合発展型

８ 兵庫県 新温泉町 海上区 ⑤ ⼀部分離型 農林漁業起点型

９ 島根県 安来市 えーひだカンパニー株式会社 ② ⼀体型 総合発展型

10 島根県 雲南市 株式会社 吉⽥ふるさと村 ① ⼀体型 総合発展型

11 岡⼭県 津⼭市 あば村運営協議会 ④ 分離型 ⽣活⽀援起点型

12 岡⼭県 笠岡市 ＮＰＯ法⼈ かさおか島づくり海社 ① ⼀体型 ⽣活⽀援起点型

13 岡⼭県 ⾼梁市 平川村定住推進協議会 ④ ⼀体型 総合発展型

14 広島県 三次市 株式会社 川⻄郷の駅 ③ 分離型 総合発展型

15 広島県 安芸⾼⽥市 川根振興協議会 ③ ⼀部分離型 ⽣活⽀援起点型

16 愛媛県 ⻄予市 地域協同組合無茶々園 ⑥ 分離型 農林漁業起点型

17 ⾼知県 四万⼗市 株式会社 ⼤宮産業 ① 分離型 ⽣活⽀援起点型

18 熊本県 球磨村 ⽥舎の体験交流館さんがうら運営委員会 ④ ⼀体型 ⽣活⽀援起点型

19 ⼤分県 宇佐市 津房地区まちづくり協議会 ④ ⼀体型 ⽣活⽀援起点型

20 宮崎県 ⽇南市 酒⾕地区むらおこし推進協議会 ③ ⼀部分離型 ⽣活⽀援起点型

21 ⿅児島県 さつま町 中津川区公⺠館 ③ 分離型 ⽣活⽀援起点型 ４
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⼦育て中の⼥性でも気軽に
参加でき、⼈々の新たなつ
ながりや、⼥性の活躍
の舞台が広がっている。

NPO法⼈ 美しい村・鶴居村観光協会（北海道 鶴居村）

美しい村・鶴居村観光協会は、地域住⺠を含む多様な組織と連
携し、既存の地域資源を活⽤した農泊、滞在型観光コンテンツの
作成、⾷の観光資源化や⼦育て世代の⼥性の活躍の場の創出など
に取り組み、地域経済の活性化、⼈⼝減少の抑制などに貢献し地
域の活性化に繋がっている。

１

地区の現状・課題 課題に対する主な取組 取組の効果

釧路湿原国⽴公園を初めとする豊かな⾃
然景観を有する鶴居村は、⼈気の観光ス
ポットになっているが、近隣にも観光地が
あることなどから、村内での宿泊は少な
く、通過型の観光スタイルが⼤半となっ
ており、観光消費は伸びず、地域経済への
効果は限定的であった。

また、少⼦⾼齢化の進展とともに⽣産年
齢⼈⼝が減少傾向にあり、労働⼒の減少や
地域活⼒の低下などによる地域経済の縮⼩
が懸念されていた。

５

体制図

釧路丹頂農業協同組合

鶴居村森林組合

鶴居村あぐりねっとわーく

タンチョウコミュニティ

鶴居村文化協会

村オリジナルのチーズの開発

農林⽔産省の中⼭間地域総合整備事業を活
⽤し、「鶴居村農畜産物加⼯施設 酪楽
館」を建設。ナチュラルチーズ「鶴居」を
製造、販売。

女性を中心とした地域食づくり

農泊及び滞在型観光の推進

子育て女性等のコミュニティ形成
鶴居村タンチョウ愛護会

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

北海道
鶴居村

鶴居村商工会

企業会員（建設業、飲食
店、商店、ホテル 等）

ハートン・ツリー

NPO法人美しい村・鶴居村観光協会

観光協会の連携団体「鶴居村スローライフ
実⾏委員会」では⼥性が中⼼となり、チー
ズの製造過程で⽣まれる副産物「ホエイ」
などを活⽤した商品開発や冊⼦によるＰＲ
を⾏う。

村内団体が連携し合い、村の⾃然⾵景を楽
しめるフットパスコースやサイクリングコ
ースを整備し農泊や滞在型観光プログラム
の充実に取り組む。

観光協会の連携団体である「ハーブンマー
ジュ」では、村内⼥性が⼦供と⼀緒に活動
できるガーデニングなどを実施。

年間売上⾼は３千万円を超え、
村の⽣乳の品質の⾼さのＰＲ、
地域経済の活性化に寄与。

⾷づくりの取組等とも併せ
た効果として村の宿泊者数
は平成19年の約６千⼈から
平成30年には14千⼈に増加
している。

鶴居村スローライフ実行委員会、ハーブンマージュなど
連携

作成した冊⼦「鶴居村の地域⾷
」は累計3000部発⾏され、鶴居
村の魅⼒の発⾒、地域の⾷⽂化
の発展に寄与している。

うつく むら つるいむらかんこうきょ うかい つるいむら

資源管理

＜活動の規模＞
中学校区⼜はそれより広い

＜組織形態＞分離型



○「鶴居村スローライフ実⾏
委員会」では⼥性が中⼼と
なり、特産品の開発や地域
⾷を紹介する冊⼦作成に取
り組む

○「ハーブンマージュ」で
は、村内⼥性が⼦供と⼀緒
に活動できるガーデニング
などを実施

平成16年に、酪農家を中⼼
としたグリーン・ツーリズ
ム組織「鶴居村あぐりねっ
とわーく」が発⾜し農泊な
どの取組を開始。
利⽤客からの評価が⾼かっ
たことなどから、取組を村
全体に広めるとともに、地
域資源を活⽤したプログラ
ムの企画、通過型観光から
滞在型観光への転換を⽬指
した活動が始まった。

取組のきっかけ

取組の成果・
今後の展望

村に息づく暮らしを⽣かす
観光振興により、観光客
数、宿泊者数ともに⼤幅に
増加し地域経済に⼤きく寄
与。移住者も増加してお
り、社会動態としては、平
成23年以降、転⼊超過で推
移するなど、地域の維持・
発展にも⼤きく寄与。

観光振興の取組は広がりを⾒せ、住
⺠のむらづくりへの主体的な参加が
広がっていったことから、村内の各
団体等の活動を連動させ「NPO法⼈
美しい村・鶴居村観光協会」を設⽴
するとともに、独⽴した組織運営の
上で、鶴居村ならではの観光を推進
し、地域の活性化と「⽇本で最も美
しい村 鶴居村」づくりを⽬指し体
制を強化。

「鶴居村農畜産物加⼯施設 酪
楽館」でナチュラルチーズ「鶴
居」を製造、販売。平成19年
にはチーズコンテストで農林⽔
産⼤⾂賞を受賞。

村の⾃然⾵景を楽しめるフット
パスコースやサイクリングコー
スを整備し農泊や滞在型観光プ
ログラムの充実に取り組む。

農林⽔産省の中⼭間地
域総合整備事業を活⽤
し施設を整備。

連携団体「鶴居村農
泊推進協議会」構成
組織との連携。

⾷づくりの取組等とも併せた効果とし
て村の宿泊者数はH19の約６千⼈から
平成30年には14千⼈に増加。

新たなグループが発⾜するなど
、活動に広がりを⾒せており、
⼈々の新たなつながりや、⼥性
の活躍の舞台が広がっている。

年間売上⾼は3千万
円を超え、⾷の観
光資源にもなって
いる。

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

「現在ある豊富な資源を活
かしながら、さらなる村の
魅⼒を作り出し、何度でも
訪れたくなる村」を⽬指し
た『鶴居村観光振興ビジョ
ン』を平成 27 年に鶴居村
が策定し、村が⼀体となっ
て滞在型観光を推進してい
る。

平成27年 鶴居村観光振
興ビジョン策定

平成24年 NPO法⼈
美しい村・鶴居村観光協会に

体制強化

村オリジナルチーズの開発

⼥性の活躍と⼦育て⽀援農泊及び滞在型観光の推進

基 本 情 報
組織名 NPO法⼈美しい村・鶴居村観光協会
連絡先 0154-64-2020 waku2tsurui＠gmail.com

観光協会を中⼼とした動き
やその理念が村全体に理
解・浸透した結果、観光振
興ビジョンの策定に繋が
る。

写真

所 在 地 北海道阿寒郡鶴居村鶴居⻄1丁⽬1番地 URL:https://tsurui-kanko.com/
視察の受⼊ 平⽇随時受⼊（10時 16時）観光協会職員による視察アテンドは無料（体験料等は有料） ６



⼈⼝減少と⾼齢化が進⾏し「このままでは限界集落になってし
まう」という危機感から、農業体験を通した⾼齢者、障がい者、
⼦どもの交流を⽬的とした「福祉農園」を設置。福祉農園を中⼼
に、地域ぐるみで特産物の⽣産、加⼯、販売や景観形成活動、⾼
齢者の⽣活⽀援などに取り組み、移住者の定着にもつながってい
る。

住⺠主体で策定したビジョン
により、⾃分たちが⽬指す姿
が「⾒える化」でき、地域課
題を「⾃分事」と捉える
ことが出来た。

⾼松第三⾏政区ふるさと地域協議会（岩⼿県 花巻市）２

地区の現状・課題 課題に対する主な取組 取組の効果

花巻市⾼松第三⾏政区は、近年の少⼦⾼齢
化の進⾏が進み、コミュニティ機能も脆弱化
している。

また、⾼齢化による農業の担い⼿不⾜や公
共交通機関がないがために⾼齢者の通院や買
い物が出来ない等の課題に直⾯した。
「このままでは限界集落になってしまう。」
という危機感から、地域ぐるみで⾼齢者の⽣
活⽀援や交流などの取組を展開している。

７

体制図

福祉農園と6次産業化

福祉や交流を⽬的に遊休農地を活⽤した福
祉農園を設置し、⾥⼭に⾃⽣している樹⽊
（ガマズミ、ナツハゼ）を植栽。収穫した
果実はゼリーに加⼯、特産物として販売。

関係人口の創出

生活課題解決に向けた取組

８団体と協働によるビジョンの策定

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

福祉農園の他、遊休農地を活⽤した貸し農
園を設置・運営。地域内外の⼈々が交流す
る場となっている。集落から離れた親族な
どを対象に集落の作物を通信販売する「ふ
るさと宅配便」を実施。

誰もが安⼼して暮らせる持続可能な地域を
⽬指し、⾼齢者を対象とした⾃動⾞による
買い物等への付き添い⽀援、配⾷サービ
ス、⾒守り活動にも取り組む。

岩⼿県⽴⼤学や花巻市等８団体と連携し
WSや研修会を重ね「農村版地域包括ケア
システム構築ビジョン」を策定。

福祉農園では⾼齢者、障がい
者、⼦どもが収穫体験等を通じ
て、表情が明るくなるなど精神
⾯や教育⾯でもポジティブな効
果発現。加⼯品は約1万個販売。

付き添い⽀援は平成30年度
で122件の利⽤。貴重な交通
インフラとして地域に定着。
他の取組も対⾯によりコミュ
ニケーションが⽣まれ、⾼齢
者の楽しみの⼀つ。

貸し農園・福祉農園の収穫・交
流会には多くの参加者が訪れ、
令和元年の関係⼈⼝は1，800⼈
となっている。「ふるさと宅配
便」は毎年100個の販売実績が
あり、集落内外の関係維持にも
貢献している。

事務局

⾼松第三⾏政区ふるさと地域協議会

総会

・地域住⺠ ・花巻市 ・やさわこども園
・やさわの園 ・JAいわて花巻
・花巻中央地域包括⽀援センター
・花巻市社会福祉協議会

運営委員会

岩
⼿
県
⽴
⼤
学
社
会
福
祉
学
部

東
北
福
祉
⼤
学
総
合
マ
ネ
ジ
メ

ン
ト
学
部

・会⻑
・事務局⻑

岩⼿県
花巻市

たかまつだいさんぎょうせいく ちいききょうぎかい はなまきし

資源管理

連携

＜活動の規模＞⼩学校区

＜組織形態＞⼀体型



平成20年、「このままでは
限界集落になってしまう」
という危機感から、⾏政区
内の全世帯（66世帯）を会
員とした協議会を設⽴。
平成23年に岩⼿県⽴⼤学と
の連携により「ふるさと交
流福祉計画」を策定し、農
業・福祉・交流を柱に活動
令和元年度「農村版地域包
括ケアシステム構築」を策
定。

取組のきっかけ

取組の成果・
今後の展望

関係⼈⼝の更なる創出と外
部⼈材による農作業（学⽣
の草刈り援農隊）の体制整
備。福祉農園を活⽤した
「⻘空デイサービス」の実
施。現在進⾏中の農地整備
事業と併せた営農計画の策
定と福祉施設への⾷材供給
体制の構築。

遊休農地を活⽤した貸し農園の
設置、運営。貸し農園、福祉農
園の収穫・交流会には多くの参
加者が訪れ、令和元年の関係⼈
⼝は1，800⼈となっている。
「ふるさと宅配便」は毎年100
個の販売実績があり、集落内外
の関係維持にも貢献している。

⼿⼊れされていた、かつての景
観を復元しようと地域住⺠総参
加の景観形成活動を展開。参加
数は年間で延べ500⼈。

「地域のあるべき姿」を模索す
る中で、岩⼿県⽴⼤学や花巻市
等の連携が⽣まれ、WSや研修
会を重ね令和元年に「農村版地
域包括ケアシステム構築ビジョ
ン」を策定。

⼀⼈暮らしの⾼齢者などへ福祉農
園の⾷材を活⽤した配⾷サービス
を実施。通院や買い物などの⾜の
確保の訴えから、⾃動⾞による買
い物等への付き添い⽀援を社会実
験（平成28年 平成29年）。平
成30年以降は花巻市事業により
継続。付き添い⽀援や配⾷サービ
スが⾼齢者の⾒守り活動としても
機能。

農林⽔産省「農⼭漁村地域⼒
発掘⽀援モデル事業」による
地域づくり活動を開始。

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）

地域の⾼齢者等の福祉や交
流を⽬的に遊休農地を活⽤
した福祉農園を設置。地域
資源として⾥⼭に⾃⽣して
いる樹⽊（ガマズミ、ナツ
ハゼ）を植栽。収穫した果
実はゼリーに加⼯、販売。

平成23年 福祉農園の
設置と6次産業化

平成22年 
関係⼈⼝の創出

平成20年 
住⺠総参加の景観形成活動

平成26年 ⽣活課題解決
に向けた取組

令和元年 連携８団体との
協働によるビジョンの策定

基 本 情 報
組織名 ⾼松第三⾏政区ふるさと地域協議会 所 在 地 岩⼿県花巻市⾼松
連絡先 090-4638-9764（事務局⻑（熊⾕）） 視察の受⼊ 可能（有料）⽇程により対応できない場合があります。

集落から離れた親族などを対
象に集落の農作物を通信販売
する「ふるさと宅配便」実施
に向けたアンケートを実施。

農林⽔産省「農⼭漁村
振興交付⾦」を活⽤。

平成23年から岩⼿県⽴⼤学
社会福祉学部による⽀援。
（宮城好郎教授）

８

平成28年から
ドローンを活
⽤した景観点
検を実施。



約70名の児童が利⽤し、
地域住⺠もボランティアと
して協⼒することで
世代を超えたつなが
りが⽣まれている。

NPO法⼈ きらりよしじまネットワーク（⼭形県 川⻄町）

形骸化した複数の地域組織の縦割りを排除し、意思決定、実⾏機
能を⼀体化した組織を形成するため、3年の準備期間をかけて合意
形成し、地域の全世帯が加⼊したNPO法⼈を設⽴。地域住⺠主体
の合意形成、⼈材育成などに取り組み、⼈⼝減少、⾼齢化に対応す
るための50を超える地域づくりの事業を展開。

３

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

縦割りを排除したRMOの形成

地域食堂の運営

人材育成

子育て支援・青少年健全育成事業

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
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地域のかぎっ⼦対策・共働き世帯の⽀援と
して児童を預かり、「遊び」「学び」「⽣
活」を通して、児童の健全育成を図ってい
る。

住⺠説明と住⺠ワークショップを丁寧に繰
り返し、少しづつ合意形成を図り、設⽴ま
でに3年の準備期間を設け、平成19年に全
世帯加⼊のNPO法⼈を設⽴。

これまでに30名の若者が
NPOの事務局になり、地域
コーディネーター（指導
者）として活躍している。

年間約300万円の売上があ
り、地域の農家所得向上に
貢献している。吉島地区の
⾷の魅⼒の発信、都市との
交流にも繋がっている。

９

⼭形県
川⻄町

理事会

理事長

副理事長

顧問

総会

監事

評議員会

事務局

自治部会

福祉部会

環境衛生部会

教育部会

ﾏﾈｰｼﾞｬｰ

ﾏﾈｰｼﾞｬｰ

ﾏﾈｰｼﾞｬｰ

ﾏﾈｰｼﾞｬｰ

⼭形県川⻄町は平成8年から18年まで財
政難により公⺠館の「公設⺠営化」を検討
していた。⺠営化について検討する中で、
吉島地区では、地域づくりに対する各⾃治
会等の温度差や危機感の希薄化、様々な事
業の休⽌・縮⼩、参加者の固定化など、組
織の形骸化が進んでいることが明らかと
なった。⼈⼝減少、⾼齢化が進む川⻄地区
で地域づくりを進めるためには、複数の組
織の縦割りを排除し、地域の合意形成や実
⾏機能を⼀つにする必要があった。

地区内19の⾃治公⺠館から推薦を受けた
地域の若者を教育部会に配属し、地域づく
りの活動をしつつＯＪＴにより地域指導者
へ育成する仕組みを構築。

川⻄町吉島地区で⽣産している農作物や⽶
を活⽤した地域⾷堂を運営している。
⼦ども⾷堂も兼ねており、学童保育等へも
⾷事の提供をしている。

地域のコーディネート役と
して、資⾦作り、⼦育て⽀
援、⾼齢者⽀援など50を超
える事業を展開。

資源管理

かわにしまち

＜活動の規模＞⼩学校区

＜組織形態＞⼀体型



平成14年、町の⾏財政改⾰
に伴う公⺠館の公設⺠営化
を契機とし、様々な課題が
⾒られた地域を再⽣させる
ために、当時の公⺠館事
務局のメンバーを主に新た
な組織の⽴ち上げに着⼿。

取組のきっかけ

取組の成果・
今後の展望

⾃分たちの孫世代の地域づ
くりまでを⾒据え、⾏政に
依存することなく、住⺠の
愛郷⼼を拠り所とし地域づ
くりを統治する優良な事業
主体を創造。⾃⼰完結の地
域経営を⽬指す。

6次産業化推進のための運営委員
会を設置し、グリーンツーリズ
ム、農家レストラン、加⼯班を構
成し、地区加⼯研究所で加⼯品の
研究をしている。⼥性の起業⽀援
としてお弁当・惣菜加⼯所2ヶ所
の事業化を⽀援。都市部と農村部
の交流ビジネスを展開。農業⻘年
で構成されたグループがビジネス
の運営を担う。

住⺠説明と住⺠ワークショップ
を丁寧に繰り返し、少しづつ合
意形成を図り、設⽴までに3年
の準備期間を設け、平成19年
に前⾝の社会教育振興会を解散
し、全世帯加⼊のNPO法⼈を
設⽴。

総務省の過疎
地域⾃⽴活性
化推進交付⾦
を活⽤。

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）

次世代の⼈材育成

平成19年 
住⺠所得の向上の取組

平成17年 19年
地域の合意形成、法⼈設⽴

地域のかぎっ⼦対策・共働き世帯
の⽀援として学童保育を運営。
児童を預かり、「遊び」「学び」
「⽣活」を通して、児童の健全育
成を図っている。

平成20年 
⼦育て⽀援・⻘少年健全育成

基 本 情 報
組織名 NPO法⼈ きらりよしじまネットワーク
連絡先 0238-44-2840 

所 在 地 ⼭形県東置賜郡川⻄町吉⽥5886-1
視察の受⼊ 可能（有料）ホームページから申し込み

URL:http://www.e-yoshijima.org/
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平成23年からの「きらり産直市場」と30年
からの地域⾷堂「まんま屋」を統合。川⻄町
吉島地区で⽣産している農作物・果樹・加⼯
⾷品・⼯芸品などを販売する⼀⽅、地産地消
の拠点としている。また、全町を網羅する買
い物⽀援も⾏っている。

平成30年 農産物のミニ直売所
地域⾷堂の運営
買い物⽀援（移動販売）

若者の登⽤によりNPO事務局スタッ
フの平均年齢は34歳。若者の意⾒が
採⽤されやすい地域づくりを推進。

現在の事業規模は約５千
 ６千万円。
住⺠からの寄附や会費、
⾏政からの委託⾦などで
財源を確保している。

⼥性によるお弁当屋の起業

地区内19の⾃治公⺠館から推
薦を受けた地域の若者を教育
部会に配属し、地域づくりの
活動をしつつＯＪＴにより地
域指導者へ育成する仕組みを
構築。

総務省のＲＭＯによる総合⽣活⽀援サービス
に関する調査研究にかかるモデル事業を活
⽤。

年間約300万円の売上があ
り、地域の農家所得向上に
貢献している。吉島地区の
⾷の魅⼒の発信、都市との
交流にも繋がっている。

約70名の児童が利⽤し、
地域住⺠もボランティア
として協⼒することで世
代を超えたつながりが⽣
まれている。


