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２）集約する機能 

① 集約する機能と残す機能  

  日常生活を支えるサービス機能のうち、集約が考えられる機能は、公共サービ

スである行政の窓口機能、図書館などの文化機能、幼稚園や保育所などの教育・

子育て機能、診療所や高齢者福祉施設などの医療・福祉機能、民間サービスであ

る商店や食堂などの商業機能、郵便局やＡＴＭなどの金融機能、その他、農産物

直売所や加工施設などの農業関連機能、公営住宅や民間住宅などの定住促進機能

などが想定されます。これらの機能から、地域の必要性に応じて、集約して、多

機能化していくことになります。 

  一方、集約単位で話し合う場となる公民館や集会場などの施設は、各集落のコ

ミュニティ活動を支える場であり、各集落に残しておくことが望ましいと言えま

す。同様に、幼稚園や保育所は、若い世帯にとって、居住地に近いことの利便性

が高いことに、留意する必要があります。 

 

② 農業関連施設の併設 

 地域の農業資源を活かした農産物直売所や農産物加工施設、農家レストラン等

の農業関連施設を併設することにより、地域内の経済循環や雇用を確保すること

ができます。農産物直売所については、大規模な直売所ほど、販売効率が高く、

経済効果や雇用の確保に有利なこと、中山間地域では、売り上げの５割程度が一

般通行客・観光客が占めていて、立地が重要であることなどから、採算性を考慮

しながら、集約する拠点も候補に考えながら、立地場所を選定する必要がありま

す。 

 

③ 定住促進施設の併設 

 公営住宅や民間住宅などの定住促進施設を拠点施設に併設すれば、拠点利用者

の増加による相乗効果と人口の増による定住効果を併せて得ることができます。 

 

（３）拠点集落と周辺集落とのネットワークの強化（集約する機能の補完）         

 日常生活を支える機能を拠点集落に集約することに伴い、周辺集落の機能を補完

するため、拠点施設と周辺集落との交通や物流等の手段を確保していく必要があり

ます。 

 

１）交通 

 路線バスやコミュニティバスの発着場となっている中心集落に拠点を設けるこ

とで、周辺集落へのアクセスが容易となります。また、拠点施設の運営に連動して、

ルートやダイヤを見直すことにより、利便性を向上させることが出来ます。また、

物理的に集約できない施設は、移動販売や、交通ネットワークにつないで利活用を
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図る方法も考えられます。 

 公共交通の空白地域においては、拠点施設と周辺集落との交通手段を確保するた

め、地域の状況に応じて、市町村が、バス車両等により、定時定路型の運行を有償

で行う市町村運営有償運送や、ＮＰＯ等が自家用自動車を使用して、デマンド型の

過疎地有償運送などにより、交通ネットワークを確保することも想定されます（図

５－７）。 

 

図５－７ 農村地域における公共交通の確保方策 

 

出典：国土交通省「自家用有償旅客運送の事務・権限の地方公共団体への移譲等のあり方に関する検討会」 
（平成 25 年 10 月） 

 

２）物流 

 人口減少下における農村地域の新たな物流の形態としては、①宅配サービス、②

移動販売、③店への移動手段の提供、④便利な店舗立地の４つの形態が考えられま

す（図５－８）。いずれの形態も、人口減少の中で、採算性の確保が課題です。地

域の実情に合わせた取組形態を選択しつつ、商品の共同配送による過疎地の個人商

店へのサポートや、スーパーの移動販売に県が補助している事例から、事業間や官

民連携等の取組が有効です。 

 地域再生法の一部改正により、地域再生計画の認可を受ければ、自家用有償輸送

者が少量の貨物を運送できるようになりました。 
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図５－８ 農村地域における新たな物流の形態 

 

資料：経済産業省「地域生活インフラを支える流通のあり方研究会報告書」（平成 22 年５月）を基に作成 

 

（４）構想・プラン作成の留意点                         

 １）農村の特性への配慮 

 日常生活を支える機能の集約に当たっては、農村の有する個性や良さが失われるこ

とのないよう、また、農村の魅力や価値をより一層引き出すことができるよう、農村

地域の歴史、景観や自然など地域の個性や特徴を十分に考慮し、取り組む必要があり

ます（図５－９）。 

図５－９ 篠山市都市計画マスタープラン 

 
資料：篠山市「篠山市都市計画マスタープラン」（平成 26 年７月） 
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２）計画的な土地利用 

拠点集落に機能を集約するプランの作成に当たっては、生活機能や就業機会を確

保するための施設の立地を誘導する区域と、農地として保全すべき区域を計画的に

ゾーニングするなど、土地利用計画を基に、施設を配置する必要があります。 

集約拠点施設の用地を確保する方法としては、①廃校跡地などの空き地や遊休施

設を利用する方法、②改正地域再生法に基づき、市町村が、地域再生計画に集約拠

点の整備を位置づけ、内閣総理大臣の認定を受けた上で、地域再生土地利用計画を

作成し、農地転用により用地を確保する方法、③ほ場整備による共同減歩や不換地

等見合いなどにより、非農用地を創出する方法があります（図５－１０）。 

 

図５－1０ 集約拠点の土地の確保方法 

 
  

３）既存施設の活用や合築等による施設計画 

日常生活を支える機能の集約に当たっては、役場や廃校、旧公民館などの既存の

インフラの有効活用や、他施設との合築や既存施設への併設も考えられます。 

 高度経済成長期に建設された施設は、更新時期を迎えつつあり、施設の移転・集

約や建て替えの時期が一致し、圏域の重なりがある場合には、合築が可能となりま

す。合築により、①建設費や維持管理費のコスト低減、②ワンストップサービスに

よる利便性の向上や利用者の増、③多世代の住民交流による新たなコミュニティの

形成などの多くのメリットを発生させることができます（図５－1１）。平成 17 年

度のＰＦＩ法の改正や平成 18 年度の地方自治法の改正により、行政財産の貸付条

非農用地区域の設定（事業計画） 

非農用地の換地 

（共同減歩、不換地等見合い等） 

農地転用許可・開発許可 

用地整備 

非農用地の創設 

地域再生計画を地域住民と協議して、 

小さな拠点づくりのビジョンを作成 

再生土地利用計画を作成 

（集約する施設、地域再生拠点区域、農用地等保

全利用区域を設定） 

農地転用許可・開発許可の特例 

用地整備 

非農用地の創設 

換地委員会等による権利調整 

都道府県知事協議 

内閣総理大臣認可 
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件が緩和され、民間事業者にも土地を貸し付けることが可能となるなど、官民合築

が行いやすくなっています。さらに、農産物直売所、郵便局やガソリンスタンドな

どの民間施設同士の合築や併設により多機能化し、これらの複数施設を少人数によ

り共同運営することも考えられます。 

 

図５－1１ 施設の合築による効果 

 
資料：国土交通省「民間主体による公共施設と民間施設との合築等の整備推進方策検討調査」 

（平成 24 年 12 月）を基に作成 

⇒ 旧校舎の活用事例 

事例１２：秋津野ガルテン（和歌山県田辺市） 

 

４）新たな集落圏の形成 

 日常生活を支える機能の集約が、周辺地域の衰退につながらないよう、集約拠点

を中心として、地域のイベントや地域活動の支援、情報の共有などの活動を行うこ

とにより、新たな集落圏の一体感を醸成するとともに、新たな相互扶助機能が継続・

再生されるような取組が必要と考えられます。 

 岡山県新見市旧哲西町では、施設の集約に併せて、NPO 法人を設立し、集約した

施設に事務局を置いて、地域情報誌の発行、市民団体活動の支援、子育てサロンの

開設などの地域を支える活動に取り組み、新たな集落圏において、一体感が醸成さ

れるよう取り組んでいます。 

 

⇒ 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の取組事例 

事例１１：岡山県新見市（旧哲西町） 

 

５）機能の集約が難しい場合の対応 

 施設を１箇所に集約することが現実的でない場合には、①既存施設の使い勝手を

向上させる、②交通ネットワークにつなげて、アクセスを向上させる、③廃校や空

き店舗等を活用して部分的に集約を図る、④施設の更新時期に併せて、段階的に集

約を図るなどの方法が考えられます。 
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 ６．地域で考え、地域を支える － 地域運営組織の育成と連携          

（１）地域課題の解決に向けた取組の必要性                    

農村地域では、これまで、集落を単位として、農業生産や生活面の相互扶助、地域

資源の共同管理などを通じて農村コミュニティが形成されてきました。 

一方、人口減少、高齢化等に伴い、集落のコミュニティ機能が低下するとともに、

市町村合併等に伴う行政サービス提供機能の低下、市場の縮小による店舗や交通など

の民間サービスの撤退などによって暮らしを支える機能が低下しています。加えて、

高齢者のサポート、庭先集荷、耕作放棄地の解消など新たな需要が発生しています（図

６－１、６－２）。 

このような課題を抱えている農村地域では、地域で暮らす人々が中心となって、「買

い物支援」、「高齢者の見守り」などの暮らしの支援、「庭先集荷」などの農業生産へ

の支援、「耕作放棄地の解消」や「農業用用排水路や集落道の管理」などの地域資源

の保全活動などを、共助により取り組む動きが見られます。 

このような中、前章までに取り上げた産業や暮らしの基盤づくりに加えて、地域自

らが主体となって、地域の暮らしを支え、新たな課題に対応した活動を行う役割を担

うことが、期待されています。 

 

⇒ 地域運営組織の取組事例 

事例１３：新潟県上越市、事例１４：島根県雲南市、事例１５：（株）吉田

ふるさと村（島根県雲南市）、事例１６：共和の郷・おだ（広島県東広島市） 

 

       図６－１ 地域課題の解決に向けた取組の必要性 

 

 

資料：総務省「暮らしを支える地域運営組織に関する調査研究事業報告書」（H27 年３月）をもとに作成 
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図６－２ 暮らしを支える組織がある市町村の割合 

 
資料：総務省・農林水産省「『暮らしを支える活動』に取り組む組織に関する実態把握アンケート調査」 

（H2６年３月） 

 

（２）地域運営組織の設立と活動 

① 地域運営組織の設立 

地域の人々が、過疎化や高齢化の進展による地域存続への危機感、小学校や診

療所の統廃合等による地域サービスの低下の懸念等を契機として、自ら、地域の

課題解決に向けた取組を持続的に実践する組織である地域運営組織を、立ち上げ

ています。組織の立ち上げに当たっては、組織の役割について、地域住民間で十

分な話し合いを行い、合意形成が図られています。 

これらの組織には、従来の自治会や町内会などの自治組織を発展させた組織と、

集落営農、農産物直売所等の農業生産活動やソーシャル・ビジネス等の事業を基

盤として発展させた組織、中山間地域等直接支払制度や多面的機能支払制度など

の活動組織があります（表６－１）。 

② 地域運営組織の活動範囲と構成 

地域運営組織は、今後、農村の生活や活動を支える単位となる複数の集落から

なる地域（集落生活圏）で、小学校区、昭和の合併前の旧市町村、大字などの複

数の集落群において、地域の多様なニーズに応じた活動が行われているため、自

治会や女性の会、まちづくりグループ、営農組織など機能・目的毎に活動してい

た組織をまとめてつなげ、幅広い分野の活動に取り組んでいます。 

③ 地域運営組織の活動内容 

その活動内容は、「買い物支援」、「配食サービス」、「過疎地代行輸送」、「高齢者

の見守り」などの暮らしの支援、「庭先集荷」などの農業生産への支援、「耕作放

棄地の解消」や「農業用用排水路や集落道の管理」などの地域資源の保全活動、「都

市農村交流」など多岐に渡ります。 
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特に、集落営農などの農業生産や、農産物の加工・販売などの事業を中心とし

た組織では、それらの事業収入を活かして、都市農村交流、地域資源の保全活動、

高齢者支援等まで活動の幅を広げ、雇用の確保にも繋げるなど、地域の課題を解

決する役割を担っている例もあります。 

さらに、島根県雲南市の（株）吉田ふるさと村のように、地域住民の出資等に

より、地域バスの運行や水道施設の管理受託など、地域が必要とするニーズや、

農林水産物などの地域資源に着目して、地域課題の解決を「ビジネス」の手法で

取り組むソーシャル・ビジネスが広がりつつあります。地域の人材やノウハウ、

施設、資金を活用することにより、地域における創業や雇用の創出、働きがい、

生きがいを生みだし、地域コミュニティの活性化に寄与するものと期待されてい

ます。 

   

表６－１ 地域運営組織の取組事例 

 
  

④ 地域運営組織の育成と地方自治体との連携 

 既に地域運営組織が存在している市町村の多くは、これらの組織に対して「自

治体と対等な立場で地域課題を決定し実行していくパートナー」と位置づけ、活

動資金の助成や活動拠点施設の提供、地域担当職員の配置などの支援を行ってい

ます（図６－３、図６－４）。これらの市町村は、地域運営組織について、「今後

も地域の代表としての役割を担っていくことを期待」しており、積極的に組織を

支援していこうと考えています（図６－５）。 

このような動きから、地方自治体としても、地域運営組織を育成し、それらの

組織と連携して地域課題の解決を進めることが有益と捉えていると考えられます。
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図６－３ 地域自治組織等の位置づけ 

 

 

図６－４ 地域運営組織（地域自治組織）への支援策 

 

 

図６－５ 地域運営組織と地域代表 

 
（図 6-3～5 共通） 

資料：総務省「暮らしを支える地域運営組織に関する調査研究事業報告書」（H27 年３月） 

注：岩手県、宮城県、福島県を除く全市区町村へのアンケート調査（回答数 1,501 市区町村） 
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（３）地域マネージャーの育成・配置                       

 こうした組織の活動は、複数の集落からなる小学校区等の範囲で、多様な関係者が

参加して分野横断的に行われています。このような活動を円滑に実施するために、地

域の課題の洗い出しや話合いの場づくり、活動の企画・運営などを行う場合に調整を

行い、活動をマネージメントする地域マネージャーを配置している例が見られます。

島根県の例では、地域マネージャーは、地域内の人材のほか、地域外から公募による

など、地域の実情に応じて選考されています（図６－６）。 

 なお、EU では、農村振興の柱の施策として、平成４（1992）年から、農村地域

に多様な所得獲得の手段を創出し、人口流出を防ぎ、地域を活性化させることを目的

とする LEADER（Links between Action for the Development of the Rural 

Economy、略称はフランス語の頭文字）事業が行われています。同事業では、地域

住民が考え、活動するボトムアップによる手法が採られています。ボトムアップ型の

アプローチにおいて、多様な主体からなるパートナーシップがうまく機能し、組織内

の連携をうまく発展させるためには、これまでの事業実施の経験から、住民と自治体

若しくは他の地域等とを仲立ちし、コーディネータとしての機能を担う地域マネージ

ャーの育成・配置が効果的であると考えられています。 

 

図６－６ 地域マネージャーの設置の例（島根県） 

 

資料：島根県地域振興部地域政策課「中山間地域コミュニティ再生重点プロジェクト事業 
－事業成果の中間報告」（2010 年４月） 
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おわりに 

 

 人口減少社会は、農村の将来の姿を大きく変えるインパクトを有しています。 

人口減少に適切に対処していくには、長期的な視点で、戦略的に取り組むことが重要

です。人口の維持・増加に成功している地区では、地域の課題・要望を把握したうえで、

専門家のアドバイスをもらいながら、十分な時間をかけて検討し、ワークショップ等を

通じて、住民の合意形成を図り、将来のビジョンを明確にし、取り組んでいます。 

人口減少の 大の問題は、人口が下げ止まらないことであり、負のスパイラルに陥ら

ないためにも、移住・定住対策が重要になります。小学校区や旧市町村などの「小さな

生活圏（集落生活圏）」ごとに、将来人口をシミュレーションして、移住・定住の目標

を定め、スピード感を持って移住・定住対策に取り組むことがポイントになります。ヨ

ーロッパの美しい農村が、都市住民を引きつけているように、日本の農村も、これまで

培ってきた魅力ある暮らしや自然・伝統・文化などを基に、創意工夫をして、魅力ある

農村を作りあげることが大切になってきます。 

この移住・定住の目標を実現し、農村地域の人口を維持していくには、「所得と雇用

の確保」が不可欠です。農村地域の基幹産業である農業については、農業生産基盤の整

備等を通じて、生産性や収益を確保し、複合化、経営の多角化を進め、経営の厚みを増

して、収益性の高い農業経営を実現していく必要があります。加えて、これまで域外か

ら物やサービスを購入することにより、域外に流出していた資金を、地産地消により取

り戻し、地域内の経済循環を高める取組が必要です。 

また、暮らしの基盤を作るため、日常生活に必要な機能を確保する機能の集約とネッ

トワークの強化を図っていくことが考えられます。さらに、地域住民が自ら考え、地域

を支える地域運営組織の育成により、相乗効果が発揮できると考えます。 

これらの取組を通じて、人口減少社会においても、農村地域に住み人が、自分の生き

方を農村という場で発揮しつつ、収入が確保され、安心して暮らすことができ、都市住

民が魅力を感じるような、持続可能な農村を作り上げていくことが求められています。 

 


