
商品づくりや店舗運営を⾏う⼥性
達の雇⽤の場を創出。観光客が地
域情報を知る拠点としても活⽤。
農業者がゆず栽培拡⼤に取り
組み、県内⼀の産地へと発展。

NPO法⼈ かわね来⾵（静岡県 川根本町）

４世代が幸せに暮らせるまちづくりを⽬指してNPOを⽴ち上
げ、農産物販路の確保、交流施設・農泊を通じたｸﾞﾘｰﾝ･ﾂｰﾘｽﾞﾑの展
開、⼦育て中の⺟親による⾼齢者へのお弁当の宅配など様々なアイ
デアを事業化し、地域経済の活性化、都市農村交流、農村での⼥性
の活躍や⾼齢者対策などの定住環境の改善に貢献している。

４

地区の現状・課題 課題に対する主な取組 取組の効果

静岡県川根本町は、県中央部に位置する中
⼭ 間 農村 地域 で 、⼈ ⼝は 昭和 40 年 で は
16,919⼈であったが平成27年には7,538⼈
に減少している。⾼齢化率も46％を超え、
過疎化や少⼦化は住⺠の間でも実感されてお
り、町内の集落は⼭間に分散していることか
らも川根本町の地域コミュニティが機能しな
くなるとの懸念が⾼まっていた。

また、市街地（藤枝市）とは40㎞以上離
れており、地域農業者は農産物を出荷しにく
い状況であった。

体制図

都市農村交流拠点の運営と農泊の実践

町内キャンプ場の管理・運営に加え、海外
学⽣の教育旅⾏等の受⼊、農家⺠宿の開業
⽀援、体験プログラムの開発、情報発信を
実施。

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・特産品の開発・加工販売

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

⼦育て中の⼥性が、町内の⾼齢者へお弁当
を宅配し、世代間の交流と雇⽤を⽣み出す
仕組み「ママ宅」や有償ボランティア
「ちょいサポ」などを運営。

地域の農産物や加⼯品を農業者に代わって
集荷・配送する仕組みを構築。作成したロ
ゴマーク「川根やまそだち」を農産物に貼
ることで、統⼀ブランド化。

販売経験のない住⺠が、農産物の加⼯・販
売や接客を⾏う「⾷と遊びの三ツ星村」を
開設。ゆず粉を使った加⼯品等の特産品を
開発。

キャンプ場利⽤者は年間１万
⼈を超え、都市農村交流が拡
⼤。農泊は協⼒農家11軒、利
⽤者数は年間1.8千⼈を超え、
農業農村体験の場が拡⼤。

直売所への出荷とともに、消費
者の動向等の情報を⽣産者に還
元でき、ニーズに応じた農産物
の⽣産拡⼤を誘導。統⼀ブラン
ド名・ロゴマークにより、地域
農産物の認知度が向上。

「ママ宅」は、41⼈の⾼齢者
に9⼈のママが訪問。「ちょい
サポ」は年間77⼈、314件の利
⽤があり、⾼齢化社会の公共的
課題解決モデルとして注⽬。

静岡県
川根本町

資源管理

ら いふ かわねほんちょう
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農産物の出荷代行・ブランド化
◆川根農産物直送便※

特産物の販売、女性活躍の場の提供
◆食と遊びの三ツ星村

農家民宿・農業体験の推進

幼児子育て母親による高齢者の生活支援
◆ママ宅事業

間伐・植林等
◆森づくり体験事業

その他連携・生活支援事業
◆キャンプ場、スポーツクラブ、イベント等

連携 川根本町

・JAおおいがわ
・農家
・かみなか農場
・森林組合
・観光協会
・商工会
・社会福祉協議会
・子育てサークル

※現在は町内農業者が実施。

＜活動の規模＞
中学校区⼜はそれより広い

＜組織形態＞⼀部分離型



組織名 特定⾮営利活動法⼈ かわね来⾵（らいふ） 所在地 静岡県榛原郡川根本町上⻑尾1056番地の2 URL:http://kawanelife.org/
連絡先 0547-56-1617 視察の受⼊ 可能 （条件 ⼀部有料）

“限界集落”、“消滅可能性⾃
治体” に危機感をもった有
志が集まり「かわね来⾵」
を結成し法⼈化。
【平成20年 】

取組のきっかけ

取組の成果・
今後の展望

地域の⽣活を⽀えるサー
ビスを多数産み出すととも
に、⼦育て中の⼥性など地
域住⺠の活動の場が創出さ
れることで、やりがい・⽣
きがいを感じられる地域づ
くりに貢献している。
今後は、町等との連携に

より、地域の⼦供達が就業
できる企業誘致「プロジェ
クトK」を推進していく。

・「かわねグリーンツーリズム推進
協議会」を設⽴

・三ッ星オートキャンプ場を拠点に、
SLが⾒える農園での農業体験や農
家⺠宿開業を推進

・体験メニューの企画

・川根本町を知ってもらう農園体
験イベントの開催

・農業体験活動拠点及び⾃主財源
づくりの⼀環として町営キャンプ
場を管理・運営（令和元年利⽤者
数 10,462⼈）

・「川根路農泊推進協議会」を
設⽴し、農泊を推進（令和元
年 、農家⺠宿11軒が協⼒、
令和元年利 ⽤者数  1,822
⼈）

・移住者向けの空き家・農家⺠
宿開業等に関する⽀援・情報
提供

・「川根清涼野菜出荷協議会」を設⽴し、
ロゴマークを付しブランド化した農産
物の出荷を⽀援

・⼥性達が中⼼となり特産品の販売、商
品開発等に取り組む「⾷と遊びの三ツ
星村」を開設・運営

・農産物や特産品等を農家⺠宿の調理体
験へ活⽤することで販路拡⼤

町 営 「 三 ツ 星 オ ー ト
キャンプ場」の指定管
理者に応募・選定。

農業体験をしている来訪者の姿を地
域住⺠が⽬にすることで、グリー
ン・ツーリズムへの理解が醸成。

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）

・幼児を連れながらの収⼊確保や
⾼齢者⽀援が可能となる「ママ
宅」を事業化（平成24年 ）
（令和元年利⽤⾼齢者 41⼈）

・有償ボランティアによる⾼齢者
の⽣活・農業⽀援「ちょいサ
ポ」を事業化（平成28年 ）
（令和元年利⽤者､件数 77⼈､
314件）

平成24年 ⼦育て⺟親等
による⾼齢者の⽣活⽀援
「ママ宅」等

平成23年 
グリーン・ツーリズムの推進

平成21年 
活動拠点及び⾃主財源づくり

平成25年 農産物の販路拡⼤・
特産品の開発・加⼯

平成31年 
質の⾼い農泊の推進

基 本 情 報

・地域には、孤⽴する⾼齢者と
⼦育て中の⺟親が在住

・⼥性の活躍・交流場所が不⾜

・少⼦⾼齢化
・⼈⼝減少
・地域コミュニティー機能
の低下

・活動拠点及び財源の確保

町営キャンプ場の収
益活⽤。

「ふじのくに川根本町ゆず協同組合」等
との連携による作付け拡⼤や商品開発。

・移住者の受⼊対策
・空き家対策

・近隣市町の直売所が遠距
離のため町内⽣産者の出
荷が不便

・⼥性の活躍場所の更なる
創出
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株式会社 あいポート仙⽥（新潟県 ⼗⽇町市）

⼈⼝減少、⾼齢化が進み、かつ⼭間部の条件不利地において地区
内唯⼀の購買施設の撤退等を契機に、地域農業の⽀援・維持及び⾼
齢者等の⽣活⽀援を⽬的に地域住⺠の有志が株式会社を設⽴。⾼齢
者が安⼼して営農できる⽀援、地域住⺠の⽣活を⽀える購買施設の
運営など地域の便利屋として⽋かせない存在となっている。

５

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

地域農業の支援・維持

生活支援事業

高齢者支援事業

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

あ
い
ポ
ー
ト
仙
田

農地の集積が困難な⼭間地において、⾼齢
農業者の農作業を受託するとともに、耕作
できなくなった離農者に代わり⽔⽥耕作を
⾏っている。
また、仙⽥地区の中⼭間地域等直接⽀払制
度では、参加集落を包括した集落協定の事
務局を努め、地域農業の中⼼的役割を担っ
ている。

年間20件以上の屋根の雪下
ろしを実施しており、地域
の安全、安⼼な暮らしを⽀
えている。

地区内唯⼀の購買施設とし
て年間約５万⼈の利⽤があ
り、地域の⽣活を⽀えると
ともに、都市との交流の
拠点としても機能して
いる。

新潟県
⼗⽇町市

農業経営、支援

高齢者支援 NPO法人ほほえみ

Yショップ

仙⽥地区は、新潟県⼗⽇町市の市街地か
ら16kmほど離れた⼭間地帯に位置し、12
集落が点在しているが、うち３集落は廃村
となっている。地区の平均⾼齢化率は
55%で、最も⾼い集落は80%である。⾼
齢者のひとり暮らしも多く、著しく過疎・
⾼齢化が進んでいる。

また、農業後継者不⾜や地区内唯⼀の店
舗であった農協購買店が撤退するなど、地
域では将来の⽣活に不安を抱えていた。

⾼齢者が冬季でも安⼼した⽣活が送れるよ
う、⼀⼈世帯等の要援護者世帯宅の冬季の
雪下ろしや地区内の道の駅で⾼齢者通所事
業を実施。

⼗⽇町市と道の駅「瀬替えの郷せんだ」の
指定管理契約を締結し、農産物直売、⾷料
品、⽇⽤雑貨の販売、⾷堂の運営を⾏って
いる。

⾼齢農業者の作業負担軽減
につながっており、利⽤者
は代々守ってきた農地で⽣
きがいを持ち、安⼼して営
農を継続している。
中⼭間地域等直接⽀払制度
では、48haの協定⾯積を
サポートし、地域農業の維
持に貢献している。

十日町市生活支援

主な連携団体

せんだ とおかまちし

資源管理
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＜活動の規模＞旧中学校区

＜組織形態＞⼀体型



地区内唯⼀の店舗であった
農協購買店の撤退や、保育
園、⼩学校の閉園、閉校な
ど、地域での⽣活に不安が
⽣じていた。
このため、地域の基幹産業
である農業だけでなく、⽣
活⽀援も⾏う組織として株
式会社を設⽴する構想が浮
上。

取組のきっかけ

取組の成果・
今後の展望

取組によって⾼齢者や地域
住⺠が安⼼して営農、⽣活
できる環境が維持されてい
る。
今後は、加⼯品の開発、６
次産業化等を進めるため、
経営企画や経理事務に精通
した⼈材の確保に向けて社
内の⼈材育成および地区内
外からの⼈材確保を推進す
る。

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）

⾼齢者が冬季でも安⼼した
⽣活が送れるよう、⼀⼈世
帯等の要援護者世帯宅の冬
季の雪下ろしを実施。

平成22年 
⾼齢者⽀援事業①

⾼齢農業者の農作業を受託すると
ともに、耕作できなくなった離農
者に代わり⽔⽥を耕作。

平成22年 
地域農業の⽀援・維持①

地域住⺠に対し17回の説明会
を実施し、発起⼈６名、資本⾦
114.8万円、株主は地区内の有
志15名で「株式会社あいポー
ト仙⽥」を設⽴。

平成22年 「株式会社あ
いポート仙⽥」設⽴

基 本 情 報
組織名 株式会社 あいポート仙⽥
連絡先 025-761-2008 

年間約５万⼈の利⽤があり、
地域の⽣活を⽀えるととも
に、都市との交流の拠点とし
ても機能している。

所 在 地 新潟県⼗⽇町市⾚⾕癸3289番地
視察の受⼊ 可能（有料）電話で申し込み

URL:http://aiport-senda.2-d.jp/index.html
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⾼齢農業者は代々守っ
てきた農地で⽣きがい
を持ち、安⼼して営農
を継続している。

道の駅において独居⾼齢者
通所事業を実施。⾼齢者の
安⼼な居場所づくりに取り
組む。

平成24年 
⾼齢者⽀援事業②

仙⽥地区の中⼭間地域等直
接⽀払制度において、参加
集落を包括した集落協定の
事務局を努め、地域農業の
中⼼的役割を担う。

平成23年 
地域農業の⽀援・維持②

NPO法⼈ほほえみ
と連携して実施。

国⼟交通省の「⼩さな拠点」を核とした
「ふるさと集落⽣活園」形成推進事業を
活⽤し⾼齢者の冬季の住環境を整備。

道の駅で農産物直売、⾷料品、
⽇⽤雑貨の販売、⾷堂の運営を
実施。地区内唯⼀の購買施設と
して地域住⺠の⽣活を⽀援。

平成24年 
⽣活⽀援事業

Yショップと
連携し運営。

【平成24年】
⼗⽇町市と道の駅「瀬替
えの郷せんだ」の指定管
理契約。



上南地区地域づくり協議会（新潟県 ⽷⿂川市）６

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

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

概 要

じ ょ う なんちくちいき きょうぎかい いといがわし

資源管理新潟県
⽷⿂川市

上南地区は、⾼齢化と⼈⼝減少に悩んでいたが、地域の全世帯で
構成する「上南地区地域づくり協議会」を中⼼に地域づくりプラン
を作成。同プランのコンセプトである「上南地区の住⺠が増えて、
代々受け継がれて⾏く」を⽬標に、農家レストランの運営等様々な
活動を展開。

上南地区は、⾼齢化と⼈⼝減少により地域
住⺠の活⼒が低下し、各集落単位で実施して
いた伝統⾏事の開催もままならない状況の中
で、今後の地域の展望が⾒えない状況になり
つつあった。

また、平成の初めから⼭菜ぜんまいの採
取・販売が盛んに⾏われていたが、⾼齢化に
より⼭菜採りをする者の減少と管理放棄する
ほ場（ぜんまい⽤）が増加してきた。

プランの実⾏部隊「(株)鉾・権現ジオの
⾥」を設⽴。ぜんまいほ場の再⽣を⾏い、
ぜんまいの共同加⼯施設を整備。

ぜんまいほ場の管理・調整
作業で新規に９名を雇⽤。
ぜんまいの販売額は約500
万円(令和元年)。

レストラン運営のため新
規に約11名を雇⽤。レス
ト ラ ン の ⼊ 場 者 数 は 約
9,000⼈、売上は2,500万
円（令和元年）

なんでも100円で要望を
受ける仕組みを構築。特
に⾼齢者が集まるサロン
会場で春と秋に実施する
「包丁研ぎ」は盛況。

県外の20代⼥性が定住
し地区内農業法⼈に就
農。県外からの移住・
定住者はこれまで
18名。

レストラン「農家キッチンひだまり」を
設置。地元の⼭菜・野菜等を活⽤した料
理の提供及び農産物の直売を実施。

⾼齢者世帯のための「ワンコインのなん
でも屋さん」事業や、⾼齢者の孤⽴防⽌
⽀援策として「みんなの喫茶店」の開設、
「地域応援隊」による互助システム構築。

花いっぱい運動、ふれ愛キャンドル祭り。
都市交流、地区内農業法⼈等との連携。

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

★地域紹介チーム
HP作成・管理・運営
ええとこMap作成

株式会社
★鉾・権現ジオの里
経営は独立採算

★営業推進チーム
事業の企画・推進

★生活支援チーム
生活支援事業の企画・推進

★元気づくりチーム

三大祭り・元気づくり事業
の企画・推進

★地域文化チーム
地域文化の調査・継承

事務局
上南地区公民館

市役所 地域担当者
上南地区集落支援員
地域おこし協力隊員

会員：上南地区全住民
＊組織体制は活動が活発に行われ
るように随時変更していきます

役員会 上南地区区長会の構成員及び上南地区公民館長

検討委員会

事業部員
賛同者

事業部会
（生活部会、産業部会）
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上南地区地域づくり協議会



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（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）

平成25年 城南地区
地域づくりプラン策定

上南地区地域づくり
協議会設⽴

平成24年
アンケート調査の実施

地域づくりプランの実⾏
（産業部会）

地域づくりプランの実⾏
（⽣活部会）

基 本 情 報
所 在 地 新潟県⽷⿂川市槙248番地 上南地区公⺠館内 URL:http://nou-jyounan.com/
視察の受⼊ 可

住⺠⼀⼈ひとりが、地域の
衰退に対する危機感を持つ
中、市から「地域主体・⾏
政⽀援型」のモデル地域と
して施策活⽤の提案があり、
「地域住⺠による地域活性
化」をテーマに11集落9会
場で懇談会や全世帯を対象
にアンケート調査を実施(平
成24年)。上南地区全体で話
し合うきっかけとなった。

地域の現状と課題を把握するため、
市と集落の区⻑会が主体となり、
①各集落の住⺠懇談会（11集
落・9会場）と地域内の各団体の
懇談会（6会場）の開催。②348
⼾の全世帯(平成24年当時）にア
ンケート調査を実施。

全世帯で構成する任意団体の
「上南地区地域づくり協議会」
を設⽴。 (平成24年7⽉）
また、協議会の中に産業部会
（産業に関すること）と⽣活部
会（暮らしに関すること）を設
け、両⾯から地域の課題を把握。

産業部会と⽣活部会の20回以
上におよぶ検討後、上南地区の
今後の展望を描くプランを策定。

産業部会は、連携団体「（株）鉾・
権現ジオの⾥」が主体的に活動。

〇（株）鉾・権現ジオの⾥設⽴
〇「ぜんまい」の共同加⼯施設の整備、加⼯・

販売。⼭菜採りツアーの実施
〇農家レストラン「キッチンひだまり」を整

備・開業。地元⾷材を活⽤した料理の提供
〇東洋⼤学⽣を対象とした「移住モニターツ

アー」の実施
〇「農業⽣産法⼈（株）あぐ⾥能⽣」と連携し、

レストラン敷地に⼿焼き煎餅⼯場誘致

〇⾼齢者や移住者等を⽀援する「ワンコイン
のなんでも屋さん」事業開始

〇市福祉事務所事業「地域⽀え合い推進事
業」で公⺠館内に「みんなの喫茶店」を開
設し、⾼齢者の憩いの場の開催

〇「地域応援隊」による互助システム構築
〇「花いっぱい運動」による花壇づくり開始
〇雪原でろうそくを使ったイベント「ふれ愛

キャンドル祭り」の開催
〇県の除雪ボランティア「スコップ」受⼊
〇地域内スキー場と連携し、餅つきイベント

の開催
〇情報発信のためのHPの開設

「花いっぱい運動」
「ふれ愛キャンドル祭り」

〇移住・定住者は18名
〇ふれ愛キャンドル祭は市内

を代表する祭りの１つに成
⻑

〇農家レストランは市の観光
バスの昼⾷会場に指定

〇マスク・ハンカチ・ポロ
シャツ・タオルの作成、地
元温泉旅館への野菜出荷等
の新たな取組を⾏っている

〇⾼齢者買物⽀援、⾃然活動
施設整備と誘
致活動を⾏い
たい

組織名 上南地区地域づくり協議会
連絡先 025-568-2533 jyounanko@bz04.plala.or.jp 16



加⼦⺟むらづくり協議会（岐⾩県 中津川市）

本協議会は、多様な組織とのネットワークを結び、地域の新たな
担い⼿となる⼈材を育てながら集落営農組織の充実を図り、継続的
な実施を⽬指している。また、多様な団体とのコラボレーションに
よる特産品プロダクトを⾏い、地域経済の活性化、⼈⼝減少の抑制
などに貢献するとともに、地域の活性化に繋がっている。

７

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

広報・生活支援システムの開発

地域独⾃の⽣活インフラを構築するため、
地元のIT会社と連携して、｢地域広報シス
テム」と「⽣活⽀援システム」を開発。

コミュニティバスの運行

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

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

中津川市の業務委託を受け、地域内でコ
ミュニティバスを運営。運⾏コースや停留
所など、協議会⾃ら運営に参加し、使い勝
⼿の良いルートを設定。

地元農林産物を活かした加⼯品の製造や、
新たな分野の商品開発、⽣産意欲を⾼める
ための取組を実施。

域学連携事業に取り組み、若者を呼び込む
とともに、空き家対策による移住定住を促
進。

トマトジュースやヒノキ葉精
油など、地元農林産物を活⽤
した加⼯品の開発・販売や、
軽トラ市の開催（年５回程
度）で⽣産意欲向上・都市交
流に貢献。

域学連携事業には、毎年延
べ４千⼈以上の⼤学⽣が参
加。また空き家対策検討委
員会設⽴（平成28年）に
より、12⼈が移住。

市内の他地域と⽐べて利⽤
者が多く、交通弱者である
⾼齢者や地域住⺠の⽣活の
⾜として⽋かせない交通⼿
段に発展。

⾏政情報のほか様々な地域
情報を提供するとともに、
⾼齢者などに地域の店が宅
配を⾏うなどの買い物⽀援
に寄与。

地域の少⼦⾼齢化、農林業の低迷に加え、平
成17年の市町村合併により地域活動や広報機
能等の縮⼩で、住⺠と⾏政の距離が広がり、地
域コミュニティの低下が危惧されていた。

また、農林業従事者の後継者や担い⼿の確
保、若者の流出を防ぐための新たな仕事の創
設、⾼齢者が安⼼して暮らせるネットワーク
構築が地域の重要な課題となっていた。

中津川市加子母総合事務所（行政機関）

加子母むらづくり協議会 委員会
（10集落の区長と10の分科会座長で構成）加

子
母
む
ら
づ
く
り
協
議
会 分科会（地域の活動内容を目的別に10に分類）

加子母地域にある10の集落

ＮＰＯ法人かしもむら（事業の一元管理と事業収入の確保）

部会・委員会（分科会内の専門的活動を実施）

各種団体【加子母地域に存在するすべての団体（70団体）】
(森林組合、生産組合、かしも木匠塾、小中学校、消防団、道の駅など)

域学連携事業に参加した⼤学⽣達

か し も きょ う ぎかい なかつがわし
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資源管理

＜活動の規模＞旧⼩学校区

＜組織形態＞⼀部分離型


