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Ｉ プロジェクトの概要

尐子化・高齢化人口減尐

● 従来行われてきた共同作業や伝統文化の継承が困難

● 相互扶助や人と人とのつながりの希薄化

● 地域の担い手が不足

なぜ地域コミュニティの活性化なのか

これまで地域コミュニティが果たしてきた役割

地域におけるコミュニティ機能が著しく低下

冠婚葬祭、雪下ろし・草刈りなどの共同作業、自然環境の保全、伝統文化の継承、地域防災など

１

地域社会の活力衰退が懸念される

このままでは・・・

最も身近な社会活動の単位である
地域コミュニティの活性化が不可欠

持続可能な活力のある地域社会を形成するためには・・・



各地域コミュニティで起きている問題

２
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◎点在する小規模集落

◎過疎化・高齢者の増加

◎生活交通手段の確保

◎買い物弱者の発生

◎休校・廃校の増加

◎農業・漁業の後継者不足

◎耕作放棄地の増加

◎里山の崩壊

◎県営住宅・団地等における

高齢（単身）世帯の増加

◎民生委員等の高齢化

◎生活交通手段の確保

◎高齢者等の孤立化 etc

◎商店街での空き店舗の増加

◎商店の後継者不足

etc



地域コミュニティの活性化を実現させるための仕組みづくり

安全・安心な地域づくりに
よるコミュニティの活性化

研究テーマ

視点①地域内住民の連携や多様な主体との連携・協働のあり方

視点② リーダーとなる人材の育成・発掘

視点③行政相互の連携

■テーマ３

中山間地域と都市部の
連携によるコミュニティの
活性化

■テーマ２■テーマ１

視点①買い物支援・生活交通

手段の確保

３

視点②高齢者の安全・安心へ
の配慮

～産業・雇用の観点から～～生活支援・地域福祉の観点から～

視点①地域資源を活用した
コミュニティビジネスなど

視点②中山間地域と都市部の
交流促進



視点① 買い物支援・生活交通手段の確保

■現状と課題

住み慣れた地域で生活を続けられるように支援や対策を講じる必要
がある。

４

生活物資の確保が困難

・・・高齢化や人口減尐などの影響で、身近な場所から商店等が撤退する
地区が増え、食料品など日常の買い物が困難な状況に置かれている「買
い物弱者」が全国で、高齢者を中心に６００万人程度と推計される。

生活交通手段の確保が困難

・・・高齢で車の運転が困難なお年寄りも増加しており、買い物・通院のた
めの交通手段の確保が困難になりつつある。また、乗合バスの多くは利
用者減尐で収支が悪化し、路線の廃止や運行本数の減尐が進んでいる。

Ⅱ 研究テーマ１
安全・安心な地域づくりによるコミュニティの活性化

～生活支援・地域福祉の観点から～



視点① 買い物支援・生活交通手段の確保

移動販売・配達サービス、
御用聞き販売 など

“届けよう”

○高齢化集落での移動販売への支援 ・・・取組事例１
○地域住民や商工会による商品配達サービス
○民間宅配会社と連携した商品宅配サービス
○集落のNPO団体による移動販売・声掛けシステムの構築
○量販店による高齢化が進む旧団地等のエリアを対象とした送迎サービス
の実施
○生活物資を確保する仕組みづくり等を後押しするための市町村への支援

共同店舗 など
“作ろう”

○住民が作った株式会社（JA支所からの経営受継）・・・取組事例２
○廃校を活用した集落生協の整備、運営

オンデマンドバス・
ボランティア輸送 など
“出かけやすく”

○自治会輸送活動・・・取組事例３
○あいのりタクシー制度
○コミュニティタクシー・複数市町村で運行する乗合タクシー
○住民NPOによるコミュニティバスの運行
○住民ボランティア輸送

○地域におけるデマンド型交通システムの導入検討への支援
○市町村が取り組むデマンド型交通運行維持改善に対する支援

５

■対応策



■（取組事例１）高齢化集落での移動販売への支援（福井県）

６

事業の概要

対象集落 福井市国見岳周辺の高齢化集落（１７集落、約２００世帯）

事業期間 平成２２年７月から平成２４年３月まで

事業者 福井県民生活協同組合

支援内容 ①移動販売の人件費負担、②移動販売車両の整備
（上記事業者については、新規車両整備の必要がなかったため②はなし。）

実 績 約６割の世帯が移動販売を利用
主な利用者の声

・一人暮らしで健康面の不安もあるが、
移動販売が定期的に集落に来て、家
まで声をかけに来てくれるので、これ
からは安心。

・買い物は息子に頼んでいたが、移動
販売では自分で商品を選べるので楽
しい。

・バスで買い物に行くと時間がかかるの
で、アイスクリームなどが買えないが、
移動販売なら冷たいものも買える。

事業実施地域

福井市内の高齢化集落（６５歳以上が住民の半数以上を占める集落）において、新
たに週１回以上移動販売を実施する事業者に対し支援

買い物手段確保によるコミュニティの維持・活性化



■（取組事例２）住民が作った株式会社（高知県四万十市）

７

地域の唯一の店舗であった農協の事業所の撤退後、その購買事業を引き継ぐために、地域住民
が出資し株式会社を設立。高齢者への宅配サービスや感謝祭など、地域の実情に合わせた経営
を行うことにより、住民の暮らしを支えている。

取組の概要

３集落 ２９９人（１３７世帯） 高齢化率 ４６％

■みんなで作った株式会社

平成１８年５月、地域住民（１０８人 資本金７００万
円）が出資して㈱大宮産業を設立し、農協の購買事
業を引継ぐ。

→商店、ガソリンスタンドの運営

（平成１７年10月 ＪＡはた大宮出張所の廃止決定）

■地域に根ざしたユニークな経営
・高齢者のための無料宅配サービスの実施
・灯油の宅配サービスの実施
・感謝祭、土曜夜市などの催しものの実施
・店舗内に住民が集える「談話室」の設置
・大宮米（減農薬米）のブランド化による販売促進
・ポイントカードの導入

真剣に議論する年1回の株主総会の
模様

住民サービスの一環としては
じめた無料宅配サービス

みんなで作った会社 「大宮産業」 地域の暮らしを支えるガソリンスタンド

株式会社 大宮産業

住民が全員、力を合わせ、
地域で暮らし続けるための知恵を結集!



■（取組事例３）自治会輸送活動（島根県飯南町谷地区）

８

県・市町村・地域住民が一体となり、新たな輸送活動のモデルを構築（Ｈ２１）

市町村

高齢者等利用者
（会員）

運転者
（会員）

自治会等事務局（会員）

・運行計画の立案

・利用者、運転者の登録

・車両の維持管理

・実費の収受、運転謝礼の支払い 他

会員

会費の納入

運転役務の提供

利用者

登録 400円

実費支払

200円（ガソリン代等）

・バス、タクシー事業者
等との調整
・車両の無償貸与

登録

県

補助金

会員 会員 会員

自治会等活動の一環としての輸送活動

自治会等

取組の概要

地区の人口は２５０人余（約９０世帯）、高齢化率は４７%

・地区内でも特に厳しい状況にあった谷地
区住民の移動手段を確保するため、平成
２１年８月から輸送活動を開始。

・運転者は自治会会員１２名。

謝礼

・運行日時は土日祝を除く平日の原則とし
て９時～１８時。

・ ３日以上前に予約するデマンド型で、予
約の受付は地域内の谷公民館が対応。

・必要な経費は自治会費から。利用者は実
費のみ。車両は市町村が無償貸与。

地域が自ら主体となる新たな輸送活動



■現状と課題

視点② 高齢者の安全・安心への配慮

９

命にかかわる不安

・・・人間関係の希薄化や高齢単身世帯の増加により、高齢者の孤独死が
増加し、安否確認の必要性が増している。一方で、民生委員など安全・安
心の担い手も高齢化が進んでいる。

楽しく生活するために

・・・高齢者が他の世代に支えられるだけではなく、高齢者自身も地域を支
えていく担い手として活躍するために、健康で元気に生活することが重要
である。

高齢者が安全・安心に暮らすことができる仕組みを早急に構築する必要
がある。

また、地震や台風、大雪など自然災害が発生した場合に、地域コミュニ
ティが対応できないのではないかという不安が大きくなっている。



視点② 高齢者の安全・安心への配慮

高齢者の見守り
・防災など

○県、社会福祉協議会と地元新聞社等民間事業者との見守り協定の締結 ・・・取組事例４
○住民と市・県による「協働一斉除排雪」・・・取組事例５
○地域おこし協力隊、集落支援員による高齢者世帯への見回り
○移動販売・宅配と地域の見守り隊を組み合わせたモデル事業の実施
○県営住宅の見守り体制の構築
○市町村と連携して、中山間地域における介護サービス、障害福祉サービスを
提供するための仕組みづくりに向けた支援
○民生委員、社会福祉協議会、消防、県、市が一体となった地域の見守りや防災
のネットワークの構築

高齢者の
生きがいづくり

○産業の振興と高齢者の健康を目指した取組・・・取組事例６
○｢達年｣介護･子育てボランティア活動支援事業
○中高年を対象としたいきいきファンド助成事業
○小規模多機能支援拠点の整備

■対応策

10



■（取組事例４）県、社会福祉協議会と地元新聞社等民間事業者との見守り協定の締結（高知県）

11

高知県民生児童

委員協議会連合会
高知県

地元民間事業者
（７事業者）

３者による地域見守り協定

日頃の事業活動において、地域の住民の
異変に気づいた場合の連携体制の構築

地域の見守り体制の構築

【民間事業者】 日頃の業務において地域住民等の異変を察知した場合に、速やかに管轄の民
生委員等に連絡を行う。

【協議会連合会】 協定の趣旨を理解し、円滑な連絡通報体制の整備を行う。

【県】 市町村や関係団体と連携し、市町村における取り組みの円滑な実現を支援する。

【相互連携】情報交換会を定期的に行うなど、３者の連携の強化を図る。（３者会議の開催）

役

割

（株）高知新聞社、 （株）サンプラザ

こうち生活協同組合、 高知ヤクルト販売（株）

四国電力㈱高知支店、高知医療生活協同組合

高知県農業協同組合中央会

地域の支え合いの力により、高齢者等の安全・安心を確保！



■（取組事例５）住民と市・県による「協働一斉除排雪」（山形県）

12

住民と行政の協働による「助け合える地域づくり」



■（取組事例６）産業の振興と高齢者の健康を目指した取組（青森県新郷村）

13

すべての村民が健康で明るく
生きがいを持ち、安心して暮ら
すことのできる長寿社会の実
現と、村民による村民のための
元気な“むらづくり”を目指す。

八戸市で販売

県の働きかけから、村・村民が主体となった取組へ

村
全
体
の
動
き
へ

新
郷
む
ら
づ
く
り
を
語
る
会

■目的
中山間地域等を対象に、既存の小規模集落を越
えた広い範囲での新たな地域組織を構築し、コ
ミュニティ機能の維持・強化、地域活性化を図る。
（H21~H22 県重点事業）

■事業内容
（１）事業実施体制づくり

・人材発掘（炭焼き体験、布ぞうり製作者等）
・地域コミュニティ活性化協議会設置

（２）地域課題・ニーズ調査

・住民アンケート実施→日常生活において不便・

不安に感じること「日用品や食料品の買い物」
⇒望む対策「地域内への店舗の設置」

（３）地域コミュニティ活性化の推進
①共同店開設

あ
お
も
り
型
地
域
経
営
モ
デ
ル
構
築
事
業 ②人材のネットワーク化

「きのこの里日本一」、
「長寿日本一」を目指し
た取組

・新郷温泉館に地域住民等が
共同運営する店舗を設置。

約150人が9
チームを編成
し、原木しい
たけを栽培。



■現状と課題

14

・・・中山間地域が持続していくためには、地域において一定の所得を得て、
自立し経済的基盤をしっかりとすることが必要。そのためには、地域独自
の資源を活用し産業に結び付けていくことが必要である。

Ⅲ 研究テーマ２
中山間地域と都市部の連携によるコミュニティの活性化

～産業・雇用の観点から～

視点① 地域資源を活用したコミュニティビジネスなど

農家レストランや
軽トラ市

○女性や若者が活躍できる新たな産業創出に対する支援・・・取組事例１
○複数の女性グループによる道の駅を活用した農家レストラン
○各地での軽トラ市の開催

農地の有効活用
○クラインガルテン（志都の里クラインガルテン ）・・・取組事例２
○農林水産物オーナー制度
○農業を支援するための非農家、地域住民等のサポート

商店街での産直施設
○ＮＰＯ法人による空き店舗での農産物直売所の設置
○各地での「マルシェ」の開催

■対応策



■（取組事例１）女性や若者が活躍できる新たな産業創出に対する支援（山形県）

15

展開事例

産地化や産業化につながる「女性や若者等地域主体の試行的取組み」から本格化
への支援

地域資源を活かしたコミュニティビジネス

事業の概要

事業内容 ①地域の老若男女が話し合いを進め、女性や若者が活躍できる「地域行動計画」の策

定支援、②新たな産業の創出に向けた試行的な取組みや専門アドバイザーによる研修

会開催等の支援

事業期間 平成２２年度から平成２７年度

地域全戸加入の深山地域振興協議会
が主催する「地域の暮らし体験活動」と、
若手農家が主催する「農業体験活動」の
共同運営により都市農村交流の新たなメ
ニューとして「深山の暮らし探検隊」を組
織した。（２２年度実験事業開始）

この体験メニューを地域の観光商品と
し、農家民宿「のどか村」の宿泊に結びつ
ける。２３年度は、農産加工や商品開発
につなげる取組みを実践中。

オオヤマボクチ（やまごぼう）の葉を
使った伝統食品（ごんぱ餅）の加工に取
り組んだものの、生産にかかるコストが
大きく、活動の継続が困難になっている。
福島県との連携で、地域間交流による新
商品の開発や、コストの軽減につながる
技術習得によって、新たな雇用を生み出
し、女性や若者の参画と、通年加工と販
売を可能にする。２３年度は、製造・販売
まで展開。

上山市山元地区（ごんぱ餅保存会）白鷹町深山地区（深山地域振興協議会）



■（取組事例２）志都の里クラインガルテン（島根県飯南町）

施設の概要

○ラウベ（簡易宿泊施設）25棟（52㎡～）
○農園25区画

○地域活性化拠点施設 １棟
○利用料金 384,000円～

農作業・やまめ釣り・清掃活動、体育活動、秋祭りな
ど地域活動など利用者と地元住民との交流も活発化
し、地域コミュニティの活性化にもつながっている。■ラウベ付きの市民農園を年間契約

（最長５年）で借り、長期滞在または週
末を中心に寝泊まりしながら田舎暮ら
しを体験。
■「農地を適正に管理ができること」、
「地域交流イベントへの参加」が契約の
条件。

活性化施設は、豆腐などの農産物加工にも利用さ
れ、地元の女性グループによる軽食堂の開設など、
地域活性化の動き。

農業と観光業を組み合わせた産業振興

ダム建設に伴い半数近くが移転する中、残った住民25戸や町外移転者が出資し、
力を合わせ地域の活性化に取り組むために組織した（有）志都の里が運営する滞在
型市民農園「志都の里クラインガルテン」。都会の人を呼び込み、都市住民と地元の
住民の交流により、地域の活性化を目指す。

16



17

・・・近年、都市部の住民が中山間地域の豊かな自然や文化、地域住民と
の交流を求めるニーズが高まっている。中山間地域と都市部の交流人口
の拡大は、地域の魅力の再発見や地域の担い手の自信の回復につなが
り、また、お互いの機能・資源の活用にもつながることで、地域コミュニティ
の活性化に有意義である。

視点② 中山間地域と都市部の交流促進

■現状と課題

■対応策

グリーンツーリズムや
各種体験ツアー

○都市の大学生と農村地域との農業体験・研修プログラムを通じた交流
（大学生みんたば！）・・・取組事例３
○農山村ボランティア「ふるさとワークステイ」・・・取組事例４
○定住・ＵＩターンを目的とした「お試し田舎体験ツアー」
○「本物の山のくらし」を体験できる田舎体験プログラム

その他都市との交流
○都市と中山間地域間の防災ネットワークと日常的な交流・・・取組事例５
○地域間交流促進モデル事業の実施



■（取組事例３）大学生みんたば！（青森県鰺ヶ沢町）

大学とコラボした交流によるコミュニティの活性化

都市の大学生と農村地域との農業体験・研修プログラムを通じた交流

“大学生みんたば”とは、企業向け“みんたば”の仕組みを活用して大学生が主体となった取組。

・・・

活動内容（H22)

■東京での販売

○参加大学生：日本女子大、東京大学を中心とする約20人のグループ

○受入先農家：（有）白神アグリサービス（青森県鰺ヶ沢町）

■農村地域での農業体験や交流
４月 苗作り
５月 田植え
７月 草取り
８月 青森ねぶた参加（体験ステイ）
８月 津軽・白神体験（体験ステイ）
９月 稲刈り

H２３年２月 感謝祭、活動報告会

農村
地域

交流人口拡大・地域活性化

人材育成・社会貢献

10月 日本女子大学園祭

11月 東京大学学園祭

収穫した米の販売やその米で作ったおにぎ
り、米粉を使用したクッキー等の販売のほ
か、青森での活動を紹介するパンフレットや
映像を作成してＰＲ。

首都圏
学生

新たなビジネスモデルに発展も・・・

18

“みんたば”とは、「みんなの田畑」の造語で、企業が農業体験や各種研修プログラム、地域交流
等を通じて、都市と地域をつなぎ、交流人口を拡大させる新しいモデルのこと。



■（取組事例４）農山村ボランティア「ふるさとワークステイ」（福井県）

交流により新たなコミュニティの形が芽生え始める

都市住民が農山漁村地域に滞在しながらボランティアを通して交流

都市住民が農村に滞在し、農作業や地域景観づくり、地域づくりなどのお手伝い（ボランティア）
を通して地域の人たちと交流。

○実施地域 １１市町（Ｈ２３）

○実施主体 市町、団体

○参加者数 約１，３００人（Ｈ２０～２３）

２３都府県、海外７カ国から参加

○プログラム一例

雪かき作業

都市圏の大学生による
地域づくりのお手伝い

実施内容

19

■都市圏のＮＰＯ、大学等との連携広がる
NPO地球緑化センター、
国際ボランティア団体、
大学
Ｈ２３年８件（１２回）

■新たな形の青年団が結成される

福井市上味見地区で
は、地域外の若者が青
年団を結成し、地域お
こしに積極的に参加

新上味見青年団農作業のお手伝い

■県内移住者 １４名（H20～23年）



■（取組事例５）都市と中山間地域間の防災ネットワークと日常的な交流（高知県）

20

南海地震津波浸水予想区域にある高知市二葉町自主防災会と中山間地域にある
仁淀川町との災害発生時の備えと平時からの絆づくりを目的とした地域間交流

・・・愛媛県境の中山間地域

・・・南海地震で震度７の想定。
海抜０メートル地帯が広がり、
長期浸水が予想されている。

○地区住民による「二葉町自主防災会」

・・・昭和南海地震では、2ヶ月間の長期浸水

「二葉町防災新聞」の発行
危険箇所を点検する「防災まちあるき」の実施

東日本大震災で危機感、更なる防災意識の向上

津波の心配のない仁淀川町に地域ごと“疎開”できないか

まずは、交流を始め、そのあり方を検討

仁淀川町への訪
問交流会

高知市の地元イベント
での特産品販売

・・・etc

様々な取組を検討⇒更なる交流、絆づくりへ

仁淀川町

お互いのメリットを持ち寄ったネットワークの構築

高知市二葉町

 



■現状と課題

組織のあり方・
県職員による取組

○多様な主体の参画による、集落を超えた新たな地域運営の仕組み
・・・取組事例１

○地域支援企画員制度・・・取組事例２
○農村漁村地域の活性化のため専門の県職員を派遣し、計画づくり支援

NPO・住民等との
連携・協働や
ネットワーク

〇集落活動を支える拠点づくり（集落活動センター）・・・取組事例３
○地域活動支援ネットワーク・・・取組事例４
○大学と連携した地域づくり（フィールドワーク・遠隔授業等）
○若者のグループによる地域住民と協働するプランの実現を応援
○NPO法人が行う活動と行政が実施している公共サービスとのマッチング

■対応策

Ⅳ 研究テーマ３
地域コミュニティの活性化を実現させるための仕組みづくり

視点①地域内住民の連携や多様な主体との連携・協働のあり方

・・・地域の担い手が不足している中、いまの仕組みのままでは多様化し
ている地域課題に対応していくことは難しい状況にある。地域住民・NPO
等多様な主体がそれぞれの力を結集することが求められており、各主体
間の連携・協働体制やそれぞれの主体の役割や活動をつなげ、調整する
組織が必要となっている。

21



■（取組事例１）多様な主体の参画による、集落を超えた新たな地域運営の仕組み
（島根県）

モデルから新たな仕組みづくりの本格導入・機能強化へ

中山間地域コミュニティ再生重点プロジェクト事業（H20～22）
・・・５市町を指定し、地域経営の仕組みづくりに向けた主体的・積極的な取組みを支援
【指定市町・モデル地区での取組】

人的
支援

財政的
支援

○住民主体の連携体制（組織作り）
○地域課題の点検、解決策の検討等 ○地域課題解決のための実践活動
○地域マネージャーの配置

成果ポイント①

地域経営の範囲は多くの市
町で公民館の範囲が基本
住民のつながり、一体感がある。
公民館等の地域づくりの拠点

（人・場・ノウハウ）がある。 etc.

成果ポイント② 成果ポイント③

地域マネージャーなどの人材配置
は有効。（求められる役割は「つなぎ

役・調整役」）
仕組みを維持し、効果を
高めるための行政サポー
トの必要性

地域運営を担う人材の
役割整理が必要

地域でも、行政内部でも分野の壁を

越えた連携体制が不可欠

新たな地域運営のイメージ

市町村の範囲

公民館区などの集落
を超えた範囲

地域経営を
マネジメント
する組織 【地域マネージャー】

集落の範囲

Ｈ２３～２５ 中山間地域コミュニティ再生支援事業

企業 ＮＰＯ

営農組織

社 協
福祉団体

ＰＴＡ 婦人会
住民活動
グループ

公民館

地域住民

自治会

都市住民

22



■（取組事例２）地域支援企画員制度（高知県）

23

県職員（出先機関に属していない）が、市町村役場など、地域に実際に駐在し、職員の視点
で自主的に活動を行う制度。（Ｈ１５～）

地域のニーズや思いを汲みながら、地域の自立や活性化に向けた取組みを支援するとともに、
県の情報を伝えたり、県民の声を県政に反映させるために、地域において活動を行う。

基本理念

基本的な活動

※Ｈ２３ ７ブロックに総括（課長補佐級）１２名と市町村役場等に４１名、計５３名を配置。

地域の自立、活性化に向けた支援 県と地域をつなぐパイプ役

■地域における活動の芽を育む
■地域の自立に向けた支援

■地域情報の汲み上げ
■県政の効果的な推進

地域の自立や活性化に向け、住民力を活かし
た地域主体の多様な取組みを支援する。（住民
とともに地域づくりに取り組む）

「人」や「情報」等により、地域（市町村、地域住
民、団体等）と県をつなぐ、地域全体のコーディ
ネート役としての役割を果たす。

活動内容

◇地域（集落）の支え合い、助け合いの仕組み
づくりへの応援
◇地域（集落）の元気づくりに向けた応援

◇産業振興計画の推進
◇中山間対策の推進
◇担い手対策の推進

官民協働による地域づくり



■（取組事例３）集落活動を支える拠点づくり（集落活動センター）（高知県）

24

集落活動のサポートをはじめ、福祉や生活面でのサービスの仕組みと、利益を上げ
る経済活動の仕組みを組み合わせた拠点づくり。

持続可能な住民主体の地域運営システムの確立

運営主体：自治組織・ＮＰＯ団体・農協、商工会等
の地域団体、民間事業者（病院、建設業等）

集落活動センター
集
落

集
落

集
落

集落活動センター

集
落

集
落

集
落

集落活動センター

集
落

集
落

集
落

集落活動センター

中心集落

役
場

銀行

JA病院

あったかふれあいセンター

《集落活動センター設置のイメージ》

スーパー

集
落

集
落

集
落

集落活動センター

・地域でお金が回る仕組み
・地域で住民が主体となって支え合い、助け合うことができる仕組み
・地域と行政による役割分担の確立（住民ができること、行政で支援すること）

○農地、山林、家屋の共同管理
○草刈り等共同作業のサポート
○集落営農の展開

集
落

旧小学校区単位を想定

○見守りサービスの実施
○小規模多機能施設の運営
（あったかふれあいセンターのサテライト的機能）

①安心・安全サポート

○食料品等の店舗の運営
○移動販売・宅配サービスの実施
○生活交通の運営（有償運送等）

②生活支援サービス

○道路等行政財産の管理
○住民票等の交付業務
○その他行政からの委託業務

④行政サービス代行

○体験・滞在、交流の受入活動
○移住の相談、受入窓口

⑤交流・定住サポート

○自然エネルギーの活用
○環境モニタリング活動
○自然保護、環境美化活動

⑧環境保全活動

○地域資源を活用した加工品
等の特産品づくり

⑦特産品づくり・販売

③集落活動サポート

集
落

集
落

○農産物、特用林産等の生産
○遊休農地、森林の活用

⑥農産物等の生産、販売

活動拠点

集落連携



■（取組事例４）地域活動支援ネットワーク（山形県）

地域づくり活動に関する有識者・実践者のネットワークの形成や地域コミュニティの再
生に関する意見・提言及び支援。

課題解決型の地域コミュニティへの転換
25

地域活動支援ネットワーク イメージ図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

協 働 
 

「地域活動支援ネットワーク」 
構成               機能 

 

 

 

 

 

行政（県・市町村） 

○地域担当職員 

○集落支援員 

○農村づくり活動 

地域コミュニティ 
コミュニティ再生プロセス（4STEP）の取組み 

（課題発掘・共有、方向性の見極め、解決策の導出、実践の積み重ね） 
↓ 

課題解決型の地域コミュニティへの転換 
（地域力の強化） 

既存団体 

○NPO、社協 

○商工会、農協等 

○大学 

○地域の実践者○支援ＮＰＯ 
○既存団体   ○大学 
○研究機関   ○自治体 

○企業等民間団体 

東北圏地域づくりコンソーシアム 

地域の 

人材育成 

中間支援の 

普及・啓発 

連携 連携 

支援 支援 

既存組織との組合せ、組織間のネットワーク等による組織化 
【サブセンター】     （出来る所から地域ごとの支援組織の立ち上げ） 

庄内支援ネット 置賜支援ネット 最上支援ネット 村山支援ネット 

○相談機能   ○既存組織連携 
（相談窓口）   （NPO、大学、社協等）  
○つなぎ機能  ○集落支援員等支援 
（地域ニーズと NPO・行政サービス） 
○支援機能 
（ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ・計画策定・人材育成・情報提供） 

※平成19年度山形県地域コ
ミュニティ再生促進事業報告書
(山形県政策企画課)から抜粋、
山形県において一部修正。



■現状と課題

■対応策

視点② リーダーとなる人材の育成・発掘

・・・地域住民はそれぞれの地域の中ですでに役割を担っている状況にあ
り、人材自体の確保が難しくなっていることから地域の核・リーダーとなっ
て活動できる人材の発掘・育成や地域活動への理解者・協力者の増加を
図っていくことが必要である。また、外部人材の投入が非常に有効である
ことから、その導入を進めることが必要である。

地域リーダー育成
○地域における支え合いを担う人材の育成・・・取組事例５
○地域づくりリーダー養成塾（CBを用いた地域課題の解決についての講座）

集落支援員・地域おこし
協力隊等への支援

○集落支援等に対する研修や意見交換を目的とした交流会
○地域おこし協力隊を導入する市町村に対する支援
○緑のふるさと協力隊に対する短期体験プログラムの実施

行政職員研修等
○地域コミュニティ振興を担当する市町村職員に対する研修
○県・市町村地域振興担当合同職員研修
○県・市町村の特別職、議員等を対象としたセミナー
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■（取組事例５）地域支え合い体制づくり人材育成事業（福井県）

地域の課題に応じた支え合い活動の継続・発展
27

地域における支え合いを担う人材を年齢や世代を越えて養成（Ｈ24～26）

基盤となる住民意識の醸成・啓発

（地域の一員としての関心、理解を深める）

近
隣
見
守
り

活
動

地
域
交
流

活

動

各
種
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
活
動

関心と意欲に応じた地域福祉活動への橋渡し

生
活
・介
護

サ
ポ
ー
ト

Ｎ
Ｐ
Ｏ
活
動

地域ニーズに応えられる人材の段階的な養成

権

利

擁

護

活

動

②地域コミュニティパートナーの養成

目標 H26目標2,000人 年間約680人育成
より専門性が高い、具体的な活動、
役割を担う中心的な人材

・・・

研修の実施
地域福祉全般の学びと各市町の現状から求
められている担い手の育成につなげる。また、
活動による意欲の向上や課題意識に応じた
学びの機会を提供。

①地域見守りサポーターの養成

目標 H26目標10,000人 年間約3,300人育成
地域の一員として、見守り活動や
ボランティアへの理解者・協力者

研修の実施
中学生以上の一般県民を対象に、17全市町
において全県的な意識啓発を行うことで、参
加する気軽さや県民の一体感につなげる。

・・・

ステップアップ

誰
で
も
関
わ
れ
る

専
門
性
が
高
い



■現状と課題

■対応策

視点③ 行政相互の連携

・・・これまでも、行政は各分野において、さまざまな地域コミュニティの活
性化策を実施してきたが、今後は、県と地域住民に身近な市町村が共通
認識を持ち、あらゆる分野で一体となった対策が必要である。

庁内横断的な会議の設
置や他部との連携事業

の実施

○人口減尐社会対応モデルの検討及び部局横断的な取組を進める全庁横
断の会議・・・取組事例６
○中山間地域活性化の推進に向けた部局横断プロジェクトチーム
○中山間地域対策に関する重要事項の検討及び政策調整・情報共有を図
る全庁的な対策本部
○地域づくり関係各課が連携した施策検討や情報共有のための研究会

県と市町村合同研究会
や市町村職員研修

○市町村・県地域振興職員による事例研究・情報共有のための研究会
○地域コミュニティ振興を担当する市町村職員に対する研修（再掲）
○市町村が開催する研修への講師派遣
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■（取組事例６）人口減尐社会対応モデルの検討及び部局横断的な取組を進める
全庁横断の会議（青森県）

県庁内の横の連携により、あらゆる分野で取組を実施

・・・人口減尐社会に対応した持続可能な新たな社会システムの構築に向けて、
人口減尐社会対応モデルを検討するとともに、部局横断的な取組を進める。

青森の元気創出プロジェクト推進会議（H23～）

○Ｈ２２までは・・・４部（企画政策部・健康福祉部・商工労働部・農林水産部）が連携して、同一
地域（２地域）において、コミュニティの活性化策ほか人口減尐社会への対応策を先行実施。

全県的な取組へ４部連携を越えた全庁的・

■青森の元気創出プロジェクトの策定
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○中山間地域活性化プロジェクト
生活交通手段の確保、買い物支援「共同店の

設置・運営」など

持
続
可
能
な
社
会
シ
ス
テ
ム

○農村地域活性化プロジェクト
農村の未来を支える「地域経営」の推進、

「地域経営」を支える人財の育成・確保など

○安全・安心な生活環境づくりプロジェクト
地域を支える保健・医療・福祉一体化システム、

コミュニティハウスの設置など

○漁村地域活性化プロジェクト
効率的な漁業の推進、高齢者に優しい漁

業の推進など

○商店街活性化プロジェクト
「地域コミュニティの担い手」としての商店街づ
くり、高齢者対応型の商店街づくりなど

○人財育成プロジェクト
地域づくりの担い手育成に向けた取組の

推進、地域づくり活動に対する支援の充実

など



連携
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V まとめ

地域資源を活かした
産業・雇用

経済的基盤

地域で安全・安心に
暮らすこと

生活基盤

地 域

外部人材

知 見
ノウハウ

主 体

地域のやる気を喚起し、地域住民自らが主体的に地域の課題を見つけ、解決に取り組む

“地域主体型コミュニティへの転換”

地域コミュニティの活性化のためには、

投入

県

市

町

村

支 援

連携・協働

市
町
村
へ
の
普
及
・
取
組
の

誘
発
・
先
導

気付き

・さまざまなモデル事
業の実施

・地域リーダー育成
研修の実施等人材
育成

・中間支援組織ネット
ワークづくり
・外部人材投入への
財政的支援

・地域主体の取組へ
の財政的支援

etc・・・

地域の主役は、そこに住む地域住民であり、地域住民が主体的に地域の課題を見つ
け、解決に取り組む力を高めることが必要不可欠。

そのために、行政はさまざまな人的・財政的支援を行いながら、地域が力を高めるた
めの支援を、市町村と一緒に進めていくことが重要である。

が必要。

◆

◆


