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１．背景

○ 一の橋地区は、 盛期（昭和35年）に人口が2,000人を超えていましたが、基幹産業である林業の衰
退、営林署の統廃合、ＪＲの廃線等の社会情勢の変化により、平成26年には138人と急激に人口が減
少。下川町で も危機的な集落に。

２．取組の経緯

○ 平成13年から一の橋地区の再生に向けた議論を、行政と地域住民が開始するも、市町村合併問題等
により頓挫。

○ 平成20年環境モデル都市の構想を機に、森林バイオマスの活用に向けた取組が加速化。

集約範囲：旧小学校区 人口：138人 高齢化率：24.6％ 面積：13,299ha

一の橋地区の年齢別人口と高齢化率

＜下川町におけるバイオマス利活用の取組＞
○ 昭和28年及び平成６～15年に国有林を3,123haを取得し、循環型の森林経営により、雇用の確保（森

林組合の従業員64名)、木材の安定供給に取り組んできています。
○ 平成16年度から木質バイオマスボイラーを導入。現在、公共施設の６０％の熱供給を実現。「熱供給

モデル」として、北海道の１１市町村に波及。
○ 平成20年に「環境モデル都市」認定。

平成23年に「環境未来都市」選定、「地域活性化総合特区」指定。

○ 平成22年に地域住民、行政、関係各団体等からなる「一の橋地区バイオビレッジ創造研究会」（会長：
町長）を設置し、森林バイオマスなど地域資源を 大限活用し、集落の維持と自立化を目指す地域の
総合戦略となる「一の橋地区バイオビレッジ構想」を策定。

○ 平成24年に一の橋集住化モデル住宅の整備に着手し、平成26年に完成。

農村の日常生活を支える機能の集約とネットワークの強化 取組事例

①北海道下川町（一の橋地区）

事例７

○ 北海道下川町では、人口減少・高齢化に伴う地域の課題を 解決
するため、エネルギー自給型の集住化エリアを整備し、生活を支え
るサービス機能を集約するとともに、農林業を通じた雇用の場を確
保する取組を推進。
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３．生活サービス機能の
立地状況

○ 町民の８割が町の中心
部に居住。このため、生
活を支えるサービス機
能は、町の中心部に集
約されています。

○ 「一の橋地区」は、町
の中心部から約10km離
れていて、公営住宅、
郵便局、コミュニティセ
ンター等が立地。

４．集約の対象範囲と
拠点の立地

○ 町では、「一の橋地
区」にある老朽化した
公営住宅を、集落の中
心部に移転して、建て
替えるとともに、日常
生活を支えるサービス
機能を拠点に集約する
こととしました。

○ 集約の範囲は、旧小
学校区で、拠点までの
アクセス時間は、30分
圏。

○ 集落の中心部にある
ＪＲ駅の跡地に機能を
集約。

日常生活を支えるサービス機能の立地状況

一の橋地区 下川町中心部 上名寄地区

《計画中》

行政 町役場

コミュニティ コミュニティセンター 公民館・町民会館 生活改善センター

図書館（公民館）

教育 幼稚園・保育園

学区 小学校・中学校

医療 町立病院

診療所

福祉 高齢者福祉施設

商業 地域食堂・移動販売

農業 菌床しいたけ栽培施設 農産物直売所

農業研修施設

共同菜園

定住促進 集住化住宅 公営住宅 集住化住宅

金融 郵便局 郵便局 郵便局

ＪＡ支店(ATM)

警察 警察官立寄所 駐在所

《凡例》 新設 移転・新築 改修・改築

一の橋地区の拠点施設からのアクセス時間
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拠点に集約した機能

①集住化住宅（26戸）【新設】
②定住促進宿泊施設（２戸）【新設】
③住民センター、警察官立寄所【新設】
④郵便局【移転】
⑤地域食堂【新設】
⑥コミュニティセンター［既存・改修］
⑦障害者支援施設［既存］ ※旧中学校建物

⑧バイオマス熱供給施設【新設】
⑨菌床しいたけ栽培施設【新設】
⑩薬草栽培研究施設【誘致】

1km圏内にある施設

・障害者グループホーム

５．集約の概要

○ 公営住宅の建替に併せて、集住化住宅を整備。併せて、定住促進宿泊施設、住民センター、郵便局、
警察官立寄所、地域食堂を併設し、施設を複合化。

○ 集住化住宅は、公営住宅と異なり、所得の高い人も入居可能。これらの施設には、バイオマス熱供給
施設から温水を供給し、暖房等に利用。

○ 地域住民の雇用先を確保するため、バイオマスボイラーの熱を利用した菌床しいたけ栽培施設を設
置。加えて、民間企業の薬草栽培研究施設を誘致。

〈一の橋地区バイオビレッジ〉

木質バイオマスボイラーに
よる地域暖房・温水供給

民間企業との薬草栽培研究や木質
バイオマスボイラーの熱を利用した
菌床しいたけ栽培の導入

公営住宅

一の橋郵便局

集住化エリアに移転
（距離：約400m）

集住化エリアに移転
（距離：約200m）

障害者支援施設
（旧中学校）

↓ 警察官立寄所、住民センター

集住化住宅の整備（２６戸）
定住促進宿泊施設の整備（２戸）

郵便局 ↑
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６．ネットワーク化の取組

○ 下川町中心部までは、コミュニティバス１路線（４～５便／日） 、その他の集落を結ぶ予約型乗り合い
タクシー（３～４便／路線）により、アクセスを確保。運行は、民間に委託。

○ ＮＰＯが、移動販売車によるミニスーパーのサービスを実施。

名寄市中心部
までの路線バス
(名士バス)

コミュニティバス 予約型乗り合い
タクシー

路線数 ２路線 １路線 ６路線

便数（片道） １４便／日 ４～５便／日 ３～４便／路線

所要時間 約３5分 約15分 約60～90分

運賃 片道460円 片道100～200円 片道200～500円

五味温泉
桑の沢集落

一の橋
集落

二の橋
集落

三の橋
集落

上名寄
集落

町中
心部

予約型乗り合いタクシーコミュニティバス

集住化済み集住化計画中

・町中心部では自宅まで送迎可能
・町中心部以外は、自由乗降可能

・自宅から町中心部まで利用可能
・予約が複数の場合は、乗り合い

名寄市中心部まで
約１８km

興部町中心
部まで
約５３km

１０ｋｍ

下川町バス路線図

コミュニティバス
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７．集約の効果

（１）住民の利便性の向上
・ 地域内で買い物、食事が可能に。
・ 地域食堂には、町内、名寄市等からも集客。

（２）世代間交流の促進
・ 集住化住宅に高齢者（入居者の約１／３）と若者・子供（入居者の約２／３）の混住により、世代間

交流が促進。

（３）除雪作業の軽減

（４）エネルギーの自給と雇用の確保
・ バイオマス熱供給施設による熱利用により、エネルギーの自給を図るとともに、居住者の光熱費

が大幅に減少。木質バイオマスの利用を通じた林業振興を通じて、地域の雇用を確保。
・ 菌床しいたけ栽培により、職員５名、パート１０数名を新たに雇用、医療植物研究室の誘致により、

社員３名の駐在、臨時社員を１名地元雇用。

８．上名寄地区の集住化の計画

○ 下川町では、「一の橋地区」を集住化のモデルとして、「上名寄地区」の集住化を計画中。

○ フルーツトマトで高収益を上げる営農モデルをもとに、新規就農者を確保し、農業研修道場、定住を

進めるための集住化住宅、農産物直売施設、農業をリタイアした人のための共同菜園の整備を計
画しています。

○ バイオマス熱供給施設を併設することにより、エネルギーの自給を図る方針。
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１．背景

○ 旧鳥海町は、秋田県の南部に位置し、面積の約85％が森林に覆われている山間農業地域。

○ 昭和30年に３村(川内村、直根村、笹子村)が合併し、鳥海村（昭和55に町制移行）が発足。

○ このうち、笹子地区では、林業の衰退や周辺市町村に立地する企業の海外移転、若者の流出による
人口減少や高齢化により、地域活力が低下。

２．取組の経緯

○ 旧鳥海町では、旧村ごとに生活を支えるサービス機能の集積を図る方針でまちづくりを進めてきまし
た。保育園、小・中学校、役場支所、診療所、公民館、農協等が集積されています。

○ 一方、高齢化に伴い、福祉サービスのニーズが増大していましたが、当時、高齢者福祉施設は、笹子
地区から約15km離れた旧鳥海町の中心部（旧川内村）にしかなく、笹子地区での社会福祉サービス
の拡充が課題になっていました。

集約範囲：昭和の合併前の旧村＝旧小学校区＝旧中学校区
人口：1,717人 高齢化率：35.7％ 面積：11,295ha

旧鳥海町の年齢別人口と高齢化率

○ 平成８年に、国道108号トンネルが完成し、仙台方面等からの通年通行が可能となり、交通量が増加
するとの期待が高まりました。

○ そのため、旧村の横断的プロジェクトチームを中心に、集客施設として道の駅「清水の里・鳥海郷」の
建設と合わせて、地域の活性化を図る農産物加工・販売施設を整備し、高齢者福祉施設等の主要公
共施設の集約整備を行う構想を策定。
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農村の日常生活を支える機能の集約とネットワークの強化 取組事例

②秋田県由利本荘市（旧鳥海町笹子地区）

事例８

○ 秋田県由利本荘市（旧鳥海町）笹子地区では、「道の駅」構想に合わせ
て、ニーズの高かった高齢者福祉施設、地域の活性化を図るための農産
物加工・販売施設を整備するとともに、診療所、市役所出張所を移設し、
段階的に生活を支えるサービス機能の集積を図っています。
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《凡例》 新設 移転・新築 改修・改築

日常生活を支えるサービス機能の立地状況

約１５ｋｍ 約７ｋｍ

旧笹子村 旧川内村 旧直根地区

行政 出張所 総合支所 出張所

コミュニティ 公民館 公民館 公民館

図書館

教育 保育園 保育園

学区 小学校・中学校 学区

医療 診療所 診療所 診療所

福祉 高齢者福祉施設 高齢者福祉施設

商業 レストラン

農業 農産物直売所 農産物直売所

農産物加工施設 農産物加工施設

定住促進 市営住宅 市営住宅

金融 郵便局 郵便局 郵便局

ＪＡ支店(ATM) ＪＡ支店(ATM)

警察 駐在所 駐在所

３．生活サービス機能の立地状況

○ 旧鳥海町の時代から、生活を支えるサービス機能（保育園、小・中学校、役場支所、診療所、農協等）
を旧村（旧笹子村、旧川内村、旧直根村）ごとに整備。

○ 小学校、中学校については、旧鳥海町で１校に統合されています。

○ 旧町役場は、旧川内村に所在し、笹子地区とは、約１５ｋｍ離れています。

○ 旧直根村は、地理的に旧川内村から約７ｋｍと比較的近いことから、生活を支える機能が、市
の鳥海総合支所のある旧川内村に統合されつつあります。保育園の廃止に伴い、コミュニティ
バスにより、旧川内村の保育園に通園しています。
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４．集約の対象範囲と拠点の立地

○ 由利本荘市に合併された後も、旧鳥海町の旧村毎に生活を支える機能を集約する考えを引き継ぎ、
笹子地区においても、昭和の合併前の旧村（＝旧小学校区）で施設を集約。

○ 笹子地区の各集落からは、片道約30分以内で集約拠点へのアクセスが可能となっています。

○ 集約された地点は、笹子地区の中心部であり、国道と県道が交差する交通の要所であり、平地が多く、
用地の確保が容易でした。

由利本荘市中心部まで 約30km

旧鳥海町中心部（旧川内村）には、
旧町で１校の小中学校が所在

※旧直根村の生活を
支えるサービス機能
は、旧鳥海町の中心
部（旧川内村）に統合
されつつあります。

湯沢市
中心部
まで
約30km

直根

川内

笹子

笹子地区の拠点施設からのアクセス時間

笹子～川内
約15kmkm

直根～川内
約７kmkm
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拠点に集約した機能

①道の駅（情報提供コーナー、レストラン、
直売所、農産物加工所）【新設】

②診療所【移転】
③高齢者福祉施設【新設】
④公民館【新設】
⑤市出張所【新設】
⑥市営住宅【新設】
⑦教職員住宅【新設】
⑧駐在所【改築】

1km圏内にある施設

・保育園
・郵便局
・小売り（Ａコープ）

５．集約の概要

○ 平成16年に高齢者福祉施設を、平成16～17年に道の駅「清水の里・鳥海郷」を整備。平成18
年に老朽化していた笹子診療所を高齢者福祉施設の隣に移設、笹子公民館を旧診療所跡地に移
設し、市役所笹子出張所を公民館内に移設。

○ 農産物加工施設及び道の駅の中央にある多目的広場は、農林水産省の中山間地域総合整備事
業により整備されています。

○ 生活を支えるサービス機能は、概ね半径200ｍ以内に集積されています。

〈生活を支えるサービス機能の集約〉

直売所・レストラン

診療所移転
（現在は出張所・公民館

郵便局

保育園

小学校（統合廃止）

集約拠点内に移転
（距離：約３４０ｍ）

Yahoo地図を基に作成

笹
子
学
習
セ
ン
タ
ー

ＪＡ秋田しんせい
笹子支店

（ＳＳ、ＡＴＭ）

バス停

道の駅

農産物加工・
販売施設

診療所

高
齢
者
福
祉
施
設

←
 

至

由
利
本
荘
市
街

多目的広場
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６．ネットワーク化の取組

○ 由利本荘市中心部（市役所、病院）までは、路線バス１路線（７便）、コミュニティバス２路線（３～６便／
日）により、交通手段が確保されています。住民からの要望を踏まえ、ダイヤや経路を見直すなど、利
便性の向上が図られています。

○ 地域の生活インフラとして、民間商店（笹子地区：３軒、直根地区：２軒、川内地区：１軒）が保冷車で巡
回販売を行っているほか、ＪＡが宅配を行っています 。また、社会福祉協議会による給食サービス（週
１～２回昼食の弁当）が行われています。

由利本荘市中心部まで
の路線バス（羽後交通）

コミュニティバス

路線数 １路線 ２路線

便数（片道） ７便／路線 ３～６便／路線

所要時間 約60分 約45分

運賃 片道980円 片道200円小学生100円

皿川線

伏見笹子線

本荘伏見線

10ｋｍ

道の駅
清水の里・鳥海郷

点線は、路線バス

実線は、コミュニ
ティバス

旧鳥海町笹子地区バス路線図
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７．集約の効果

(1)住民の利便性の向上
・地域内での買い物が可能となり、買い物弱者対策になっています。

(2) 経済効果
・直売所利用者は、７割が市外（うち８割は宮城県）であり、地元農産物、漬け物、米加工

品などの売り上げに寄与しています。

(3) 定住促進対策
・新設した市営住宅（７戸）は、若者世帯の人口流出防止につながっています。

８．課題

○ 隣接地区の商店街との競合。

○ 農業・林業の衰退や企業の海外移転により、雇用の場が減少。
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