
取組

成果

成果
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取組概要取組概要

上流から下流まで、地域住民と
東京の学生が一体となった
多摩川源流大学

下流の大都市が水源の村を守る
横浜市・道志村協働での
水源林保全活動

都市部の多様な主体との連携都市部の多様な主体との連携

木材価格の低迷を原因とした林業従事者の減少によ
り、森林の荒廃にあえぐ多摩川源流の小菅村では、平
成13年より東京農業大学と連携した森林再生事業に
取り組んでいる。
平成18年度よりこの取組をさらに下流域へと広げ、
多摩川流域の大学や住民、企業等を含めた幅広い連携
によって構成される「多摩川源流大学」を創設。多様
な専門分野の学生が森林再生や農業、景観保全、文化
保全に関わるカリキュラムを通じて、源流域の自然や
文化、源流の環境を守ることの重要性や、地域で育ま
れた「技」を学んでいる。
この活動により、人口
1,000人弱の小菅村に
年間1,500人が訪れて
学ぶなど、都市農村交流
が活発化、地域のコミュ
ニティ活動の活発化や
UIターン者の増加にも
つながっている。

横浜市は都市化に伴っての水需要の高まりから、明
治30年に道志村からの取水を開始。その後大正５年
に道志村の山林約2,800haを取得、現在も「緑のダ
ム」として保有するなど、交流が続いている。
一方で、道志村では過疎化・高齢化による人手不足
により管理の行き届かない民有林も増えている。こう
した民有林の荒廃を防ぎ、水源涵養機能の高い森林へ
と再生するために、平成17年に横浜市により「道志
村水源林ボランティアの会」「道志の森基金」が設立さ
れた。民有林の所有者、道志村、横浜市の市民ボラン
ティアが協働で、横浜市の基金を活用しながら、間伐
や枝打ち等の森林整備活
動を行っている。
また、平成20年には
両自治体と山梨県によ
る「温暖化対策合同研究
会」が発足している。

1515 32

多摩川源流大学／山梨県小菅村道志水源林ボランティアの会／山梨県道志村

多摩川源流大学の創設••

都市部との交流増加により地域が活性化••
UIターン者の増加••

登録者数1,000名を超える横浜市の市民ボランティ••
アによる森林整備
市境、県境を越えての水源保全・環境問題解決へとむ••
けた取組の活発化

「上流から下流まで、一緒の考えをもって行動しなけ
れば小さな村を守っていけない」
…村単独で森林再生等に取り組むのではなく、下流域も
巻き込んだ大きな取組に

「安定した財源の確保ができなければ、事業は継続で
きない」
…横浜市主催の、水のふるさと道志の森基金等による活
動支援

・小菅村役場　
・東京農業大学

・横浜市役所	　　
・道志村役場

関連する組織関連する組織

山村振興のキーポイント 山村振興のキーポイント

取組と成果取組と成果

取組

道志村・横浜市が協働しての森林保全活動••
温暖化対策合同研究会の発足••
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取組概要

森林整備によってCO2排出量
を取引、自治体間での「カーボ
ン・オフセット」

都市部の多様な主体との連携

長野県南部に位置し、東京23区とほほ同じ広さの
森林面積をもつ伊那市は、友好提携を結んでいる新
宿区と、二酸化炭素（CO2）の吸収量増加を目的とし
た森林保全等の実施について連携する取組を進めるた
め、環境保全に関する協定を平成20年２月に結んだ。
CO2排出量を、CO2を吸収する森林を育てること
で相殺する「カーボン・オフセット」の考え方に基づ
いたこの協定により、新宿区が市有林の間伐や下草刈
り等に対して資金援助を行い、その間伐材を、建材を
はじめ印刷用紙等として区内で活用することを目指し
ている。また、市の平地
林を活用し、地元ボラン
ティア等の協力による区
民向け林業体験学習を実
施するなど、相互の交流
も図っている。	 	

15 4

伊那市役所／長野県伊那市

成果

全国でもきわめて珍しく、23区では初の取組となる••
都市部が協働した森林保全として注目を集めている
年2,000～3,000tのCO2吸収量増加が期待さ••
れる（森林総合研究所試算）

・東京都新宿区役所

関連する組織

山村振興のキーポイント 山村振興のキーポイント

取組と成果

「CO2排出量削減のためには、実効性の高い対策を
とる必要がある」
…森林に恵まれた山村部と、資金力のある都市部がそれ
ぞれに足りない部分を補う仕組みづくり

取組概要

集落すべてが学びの場
人口わずか200人の集落での
自然学校

体験・学習拠点としての山村地域の活用

人口わずか200人の南魚沼市栃窪集落、巻機山を
望む美しい自然に囲まれたこの集落に、平成19年に
NPO法人	ECOPLUS	が「TAPPO南魚沼やまとく
らしの学校」を開設した。
過疎高齢化が進む山里を新しい学びの場とし、都市
部とのつながりの中で、持続可能な社会づくりを進め
るのが目的。都市部の家族連れや学生が地元農家の指
導のもとで田植えや草取り、稲刈り等の有機無農薬米
の栽培を学んだり、都市部の小中学生が山里の暮らし
や文化を体験する
キャンプやショー
トステイ等を行っ
ている。

16 2

NPO法人ECOPLUS／新潟県南魚沼市

小中学生から大人までの都市住民に、山里での暮らし••
や文化、農業体験等を提供

・栃窪小学校	　　　　　　　　　・有限会社とちくぼパノラマ農産
・南魚沼市役所

関連する組織

「地域振興について主体的に考え、地域との親密な関
係を築く」
…常駐スタッフを配置し、地域住民や行政との連携を重視
「一過性の行事で終わらせない、持続可能な取組に」
…参加者、市民に加えて、学者を交えてのシンポジウムを
開催するなど、参加者の意識の向上を図る

2008年度末までに1,200名以上が参加••

取組と成果

取組

間伐によるCO2吸収量の増加で排出量を相殺するこ••
とを目的に、森林保全を行う「地球環境保全協定」を締
結
新宿区による、伊那市での年30～50haの市有林の••
間伐



取組

森の案内、森林浴効果を高める助言を行う「森林メディ••
カルトレーナー」の育成・認定
森林療法の知識を習得した宿泊施設を「癒しの森の宿」••
として認定
町立信越病院が協力しての各種モニター調査による森••
林浴効果の実証
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取組概要取組概要

エコミュージアム構想を
取り入れた
農山村体験ツアーの実施

町をあげて
森林療法に取り組む
官民協働での癒しの森事業

体験・学習拠点としての山村地域の活用体験・学習拠点としての山村地域の活用

平成17年の市町村合併の際に策定されたまちづく
り計画において「エコミュージアム構想」は位置づけ
られた。散在するさまざまな自然資源をまとめて、地
域そのものを自然博物館とするというコンセプトのも
と、観光協会等の関係団体と行政、エコミュージアム
の拠点施設（地元企業）で構成される「米原エコミュー
ジアム地域再生協議会」を設立。夏、秋、冬と季節ご
とに各地域で農業体験や雪遊び等の体験・学習ツアー
を実施した。
事業の推進にあたり、様々な農山村体験の講師とな
ることが可能な地元の人材を募り、協議会の協力団体
として位置づけ、先進地の視察や事前研修会等を開催
した。本事業を通して新た
な協力団体・個人の掘り起
し、体験プログラムの担い
手の育成、ツアー参加者へ
の体験・学習の場を提供す
ることができた。

信濃町は平成15年から長野県の「エコメディカル
＆ヒーリングビレッジ事業」を導入し、癒しの森事業
に取り組んでいる。発起人は町民有志、その後を追っ
て「癒しの森事業推進委員会」が農林業や観光、病院、
行政等の町を網羅する官民協働の構成で発足した。
事業を総合的に進める「癒しの森事業推進委員会」
と、現場で事業を行うトレーナー等による「ひととき
の会」、それらをつなぎ、
また来訪者の窓口となる役
場「癒しの森係」が連携し、
町をあげての森林セラピー
事業を展開している。

1616 43

米原エコミュージアム地域再生協議会／滋賀県米原市癒しの森事業推進委員会／長野県信濃町

「住民が主体となった地域活性化」
…合併前の旧町単位が、それぞれ住民主体のまちづくり
を推進してきたことにより、地域のイベント・祭等に住民
が積極的に関わるようになった。このことが地域として
都市農村交流のノウハウを蓄積することにつながってい
る

「地域がひとつにならなければ、成果は期待できない」
…行政主導ではなく、民間の活動の支援に留める。実行力
を維持するための的確な役割分担

・地元関係団体及び住民	 　　　
・米原市役所

・ひとときの会
・信濃町役場　癒しの森係

関連する組織関連する組織

山村振興のキーポイント 山村振興のキーポイント

取組と成果取組と成果

取組

協議会を中心に、地元農家、農産加工グループ、工芸・••
手芸愛好グループ等の地元関係団体を協力団体とし
て、稲刈りや野菜の収穫から雪遊びなどの体験教室お
よび農山村体験ツアー（年26回）を開催している

成果

地域住民が主体的に関わるイベント・祭が数多く展開••
されるようになり、都市農村交流に関しての様々なノ
ウハウが蓄積された
平成18年度は延べ481名がツアーへ参加、地元住民••
との交流が生まれている

成果

125名（平成19年現在）の森林メディカルトレーナー••
が誕生
36軒の宿泊施設を癒しの森の宿として認定••
癒しの町としてのブランドを確立••
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取組概要

１次産業から３次産業まで
地域の連携による
都市農村交流の増加

体験・学習拠点としての山村地域の活用

平成11年に町内の産直市場、観光農園、加工グルー
プ、レストラン等の団体が結集、農産物の加工・販売
によって付加価値を得ることや都市部との交流の増加
を目指して、世羅高原６次産業ネットワークが結成さ
れた。
それぞれ独立した団体がそれぞれに足りないものを
補完しあい、ゆるやかな連帯のもとに世羅高原の「フ
ルーツとフラワー」の魅力を伝えるイベントやPR活
動の実施、経営方法・消費者ニーズについての研修、
産直市場充実のための商品開発等を行っており、入り
込み客数は年々増加、都市部との交流が促進されると
ともに、ネットワークへの参加団体も増え、今まで関
係の少なかった団体間にも
交流が生まれている。また、
平成18年には活動の拠点と
なる「夢高原市場」がオープ
ン、地域にさらなる賑わい
をもたらしている。

16 5

世羅高原６次産業ネットワーク／広島県世羅町

ネットワーク化による農業・加工・販売・観光等の連携••
｢世羅高原夢まつり｣等のイベントやPR活動••

・世羅町役場

関連する組織

山村振興のキーポイント
山村振興のキーポイント

取組と成果

「自己責任のもとに新しい課題に挑戦する」
…６次産業をキーワードに連携した農業者が、都市農村
交流により町の活性化を図っている

取組概要

地域の観光資源を一括管理
専門家による地域観光の
コーディネート

体験・学習拠点としての山村地域の活用

平成18年に４町村が合併して南会津町が誕生、広
大な面積を有するとともに、会津高原スキー場群をは
じめとした観光資源に恵まれた町となった。しかし、
優れた観光資源が多数存在しているにもかかわらず、
資源をコーディネートできる人材の不足に悩まされて
いた町は、合併から１年後の平成19年に第３セクター
「南会津観光公社」を設立させた。
本公社では観光業の専門的知識を備えた人材を雇用
することで、南会津町の総合観光窓口として、地域に
分散する観光資源の管理・活用やPR活動、物産開発
のコーディネートが
可能となり、複数の
地域資源を組み合わ
せた旅行商品の開
発が行えるように
なった。

16 6

株式会社南会津観光公社／福島県南会津町

観光資源の一括管理・活用••
地域に散在する観光資源を組み合わせた旅行商品の開••
発

・南会津町役場

関連する組織

「観光産業を活性化させ、低迷する地域経済の牽引役に」
…農家や地場産業と連携させた旅行商品の提案や、物産
開発
「観光振興のためには市場のニーズをくみ取る力が
必要不可欠」
…観光公社の設立と専門家の雇用

取組と成果

成果

入り込み客数の増加　　　　　　　　　　　　　　　••
［約58万人（H.9）→約137万人（H.19）］
売上の増加　　　　　　　　　　　　　　　　　　••
［約8.5億円（H.9）→約16.1億円（H.19）］
都市部住民との交流が活性化••

成果

滞在型教育旅行商品の開発　　　　　　　　　　　••
（学童の農家民泊や農村生活体験等）
地域資源を活用したイベントの開催や体験プログラム••
の提案を通じた「南会津やまなみ“泊”覧会」による観
光振興



取組 取組

成果成果

128 

取組概要取組概要

何もないからこそ残った
豊かな自然を活かしての
環境体験型教育旅行

廃校が現代アートの発信地に
自然と人と芸術が響きあう
「共星の里」

都市の子どもの教育の場としての山村地域の提供体験･学習拠点としての山村地域の活用

平成７年に幡多地域６市町村と４市の観光協会で構
成する幡多広域観光協議会を設立、「何もないのに何
でもある」をキャッチコピーに、開発が遅れたために
残った地域の豊かな自然を活かして、全国に先駆けて
環境体験型教育旅行の誘致を始めた。
協議会が総合受入窓口として学校の誘致から受入れ
までを一括して受け持つほか、地域の受入れ組織や個
人をネットワーク化、体験プログラムづくり、インス
トラクターの確保を行い、現在では100を超える体
験プログラムを提供し、インストラクターも500名
を超える充実した体制を構築。
都市圏の学校を中心に、年間20校、2,000名を超
える子ども達を受け入れ
ている。

過疎化が進み平成７年に地元の黒川小学校が廃校
を余儀なくされた。なんとかして小学校を有効活用
し、地域活性化の拠点として復活させたいという地域
の人々の想いをくみ、旧甘木市が企画案を募集、平成
12年に「共星の里」として生まれ変わった。
共星の里は現代アートの常設展・企画展を行なう「黒
川INN美術館」をはじめとして、子供達が自然の中
でアートを体験する「ワークショップ」、その他「世
界子供美術館」、「黒川INNレストラン」、100年前の
エジソンの蓄音機のほか、明治・大正・昭和の名機で
3,000枚のレコードの音楽が楽しめる「メモリアル
サウンドルーム」等を運営している。
また、来訪者も参加で
きるイベント等を開催し、
地域の豊かな自然や生活
文化と、美術や音楽等の
芸術文化が交わった環境
を提供している。

1716 27

幡多広域観光協議会／高知県四万十市共星の里国際芸術研究所／福岡県朝倉市

広域観光協議会を設立しての、PR・受入れ体制の整備••廃校になった旧黒川小学校を活用しての「共星の里」設••
立
アート体験＋農業体験プログラムの提供••

多い年で年4,500名、平均して年2,000名の子ども••
達の受入れ
オーライ！ニッポン大賞　　　　　　　　　　　　　••
内閣総理大臣賞受賞

地域の知名度が向上、観光客数が増加し、新たな雇用が••
生まれた
小中学生の修学旅行や体験ツアー等が増え、地域に活••
気が戻った

「地域をあげての受入れ体制づくりが必要」
…窓口を一本化し、各受入れ組織をネットワークによっ
て結ぶことで、一括したコーディネートやPRを可能にし
ている
「常に子どもの満足度の向上を」
…旅行代理店・学校の意見を受けての体験プログラムの
改善・入替

「大人も子供も楽しめる施設づくりを」
…体験型のワークショップや、宿泊を兼ねたアートキャ
ンプの開催
「芸術活動に壁は無い」
…福祉・芸術の枠組みを越えたエイブルアートへの取組
や、コミュニティの拡大

・各自治体及び受入れ機関・共星の里連絡協議会　　　　　・共星の里ボランティア委員会　　
・朝倉市役所

関連する組織関連する組織

山村振興のキーポイント 山村振興のキーポイント

取組と成果取組と成果



成果

取組 取組

成果
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取組概要

自然だけを売りにしない
精力的な活動と人材が支える
森の家

都市の子どもの教育の場としての山村地域の提供

都市農村交流を重要視していた飯山市が、グリーン
ツーリズムの拠点として平成９年に「なべくら高原・
森の家」を整備、豊かな自然に囲まれた高原で都市か
らの来訪者を受け入れている。
森の家では地元の自然を活かした300種以上の多
彩な体験プログラムを用意、これらのプログラムは常
駐のインストラクターのほか、約240名の「市民イ
ンストラクター」と呼ばれる地域住民達によって企画・
運営されており、森林散策のほか、農業体験や里山文
化体験など、地域の魅力を余すことなく伝えている。
また、市が教育旅行を積極的に受け入れており、そ
のプログラムの一部であ
る自然体験学習等のイン
ストラクターを振興公社
が担い、都市部の子ども
との交流を深めている。

17 3

財団法人飯山市振興公社／長野県飯山市

「なべくら高原・森の家」の整備・運営••
多彩な体験プログラムの企画・運営••

都市部から多くの人が訪れ、地域が活性化　　　　　••
（年間約１万人が体験プログラムに参加）
市民インストラクターの活動を通じて、住民が地域の••
魅力を再発見、自信につながった

・飯山市役所

関連する組織

山村振興のキーポイント 山村振興のキーポイント

取組と成果

「自然を売りにするだけでは人は来ない。地域の魅力
を効果的に見せる仕掛けが必要」
…自然と人間、両方の魅力が感じられる市民インストラ
クターによる体験プログラムの企画・運営

取組概要

公的機関、民間企業、NPO
三位一体で行う
住み替え支援制度

二地域居住・移住等の推進

急激な過疎化・高齢化が進行し、家屋や景観の維持
が難しくなっている旧桜江町で、空き家を再活用して、
移住促進を図った住み替え支援制度が行なわれている。
地元の信頼の厚い自治会や市役所職員が家主と交渉
し、再活用できそうな空き家情報を収集、専門知識を
もつ地元の不動産業者が物件に客観的な評価を下し、
情報の管理・発信に秀でたNPOが空き家情報を管理、
インターネットや田舎暮らしツアー等を通じて全国の
移住希望者に提供している。
また、無人駅をコミュニティスペースとして再活用、
UIターン者にむけた「定住サロン」を運営し、定住支援・
交流促進事業を行なって
いる。

18 2

NPO法人結まーるプラス／島根県江津市

住み替え支援制度等の定住支援事業••
コミュニティスペース・田舎暮らしツアーの運営••

・ふるさと島根定住財団	 　　　・反田組
・桜江町桑茶生産組合　　　　　・江津市役所

関連する組織

「人数よりも、満足度の高い住み替えの積み重ねが大事」
…住み替え希望者の個性や、地域の風土・文化にあってい
るかを丁寧に確認している
「三者の適切な役割分担による円滑な取引」
…それぞれの機関の長所を活かして、移住促進にむけた
取組を行なっている

20件を超える移住契約が結ばれた••
ツアー参加者は延べ200人に及び、15人のIターン••
者が生まれた

取組と成果
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取組概要取組概要

都市部企業との連携による
定住・二地域居住の推進

地域住民と行政が協力
互いに手を取り合っての
定住促進活動

二地域居住・移住等の推進二地域居住・移住等の推進

上士幌町は豊かな自然や温泉、文化財など多様な資
源に恵まれた地域であるが、過疎化が進む中で温泉宿
泊客が大幅に減少するなど、新たな魅力をもつ観光地
づくりと、定住の促進が課題となっている。
そこで同町では定住や二地域居住を進めるため、上
士幌町や北海道への移住を検討している都市住民を一
定期間以上受入れ、豊富な地域資源を活かした生活体
験プログラムを実施している。また、都市部の企業と
連携して、福利厚生やリゾート倶楽部会員の誘致を活
用した生活体験の
提供を行っている。

昭和52年、有機農業を目指して移住した5世帯が
「耕人舎」を設立、定住希望者等を受け入れる活動を
始めた。平成7年、過疎に伴う地域崩壊の危機感もあ
り、町が旧校舎を改修して町立「籠ふるさと塾」を整備、
地域住民が一体となった組織、色川地域振興推進委員
会が塾を拠点として様々な定住促進プログラムを提供
し始めた。その後も町が定住の受け皿となる町営住宅
を建設するなど官民一体の取組は続き、現在では移住
者が地域住民の約1/3を占め、少子・高齢化の緩和、
消防団員等の地域
活動の担い手の維
持など、地域の活
性化がなされてい
る。

1818 43

上士幌町交流と居住を促進する会／北海道上士幌町色川地域振興推進委員会／和歌山県那智勝浦町

移住者の増加　　　　　　　　　　　　　　　　　　••
…現在までに62世帯、165名が移住
地域活動の維持・地域の活性化••

「地元組織との協力体制」
…商工会や農協、建設業やNPO等地元の組織と協力を図
ることで事業が円滑に進む
「都市部企業との連携」
…都市部企業との連携による社員や会員への事業のＰＲ
が効果的である

「定住希望者に受け入れ態勢が整っていると評価さ
れなければ、人は来ない」
…地域住民による定住促進への環境整備を通した地域活
性化への取組
…町による定住促進の拠点施設・移住者のための町営住
宅の建設
「学校は地域文化の灯火である」
…地域の学校を存続させ、若年層の移住を訴求している

・上士幌町役場　　　　　　　　・都市部の企業
・民間の協議組織（商工会、NPOなど）

・那智勝浦町役場	 　　　・JAみくまの
・那智勝浦町森林組合	 　　　・色川小／中学校

関連する組織関連する組織

山村振興のキーポイント 山村振興のキーポイント

取組と成果取組と成果

成果

民間の意識啓発：町内の各種団体が参画した組織が立••
ち上がる
都市部へのPR：全国展開する企業との連携により的••
確なターゲットに低コストで情報が提供できる

取組

生活体験プログラムの実施••
都市部企業との連携による体験モニターの募集••

取組

「籠ふるさと塾」を拠点とした定住促進活動••
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取組概要

産業振興と
定住促進の同時進行で
地域を活性化

二地域居住・移住等の推進

平成17年に設立された古座川町産業振興委員会で
は、当初産業の振興による所得の向上を主な目的とし
ていたが、高齢者が約45％（Ｈ17国勢調査）を占め
る同町においては、若者などの定住者受入れも大きな
課題とされ、産業振興と定住受入れを地域活性化の2
本柱と定めた。
定住を促進するといっても誰でも良いというわけで
はなく、地域との人間関係、自立した生活環境が築け
る人でないと町としても積極的な支援はできない。そ
のため地域での事前学習の場を用意し、それを受講す
ることを定住への近道として勧めている。また事前学
習中の滞在施設として２
軒、短期滞在住宅を整備
し多くの人に利用されて
いる。

18 5

古座川町産業振興委員会／和歌山県古座川町

・ふるさと定住センター（県）
・やすらぎの里西川協議会　他

関連する組織

山村振興のキーポイント 山村振興のキーポイント

取組と成果

「都会にとっての非日常を気づかせる」
…田舎の日常を気づかせ、そこでの暮らしを真剣に考え
るような交流事業が重要
「本物の定住者を呼び込む」
…定住希望者に受身のスタンスではなく、地域との関係
を築ける人材を選別することが重要

取組概要

都市住民と地域住民の
交流を生む、滞在型市民農園
「クラインガルテン」

二地域居住・移住等の推進

小規模な農地に台所やトイレなどを備えたコテージ
（ラウベ）がついており、週末などに宿泊しながら農
作業を楽しむことができる「クラインガルテン」と呼
ばれる滞在型市民農園。観光資源に乏しく、産業も少
ないが、なんとかして町の活性化ができないものかと
考えていた多可町八千代区（旧八千代町）は、ドイツ
で発祥し、約200年の長きにわたって愛されている、
この農地の賃借制度に注目。平成５年春に全国に先が
け、クラインガルテンを誕生させた。
兵庫県中央部の山あいに位置し、大規模な農業には
不向きな、谷にそって開
かれた田畑があるだけ
だった旧八千代町だが、
豊かな自然を都市住民
に開放するこの取組に
より、都市住民との交
流が活性化、地域の活
力を取り戻している。

18 6

多可町役場／兵庫県多可町

・各クラインガルテンの管理団体

関連する組織

「都市住民にアピールできる点を探す」
…豊かな自然・都会からの近さを売りにしたクラインガ
ルテンの整備
「利用者と地域住民の交流を大事にする」
…交流センターの整備や各種イベントの開催

取組と成果

成果

短期滞在住宅の利用者多数　　　　　　　　　　　••
07年度延べ23組、08年度は10月時点で延べ23
組
農業に取り組みたいなどはっきりした目的をもった人••
が移住（07年度5組10人）

成果

ほぼすべてのコテージが埋まり、予約待ちも多数とい••
う盛況ぶり
都市住民との交流が生まれ、町が活性化　　　　　　••
また、クラインガルテン利用者の中から町内への移住
者も生まれてきている

取組

クラインガルテン整備（４箇所・計125棟）••

取組

定住に向けての体験・交流事業••
短期滞在施設の整備••
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