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   道内外の先進事例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○寄附による「さぽーとほっと基金」 

・市民や事業者は、基金の趣旨に賛同して寄附をする際、応援したい「登録団体」、「活動分野」、

「活動テーマ」を選択することができる。 

・登録団体を指定する寄附は、団体指定寄附があった都度、市が指定された団体に対して寄附が

あったことをお知らせし助成対象となる事業を申請できる。一方、活動分野及び活動テーマを指

定する寄附は、一定程度寄附が集まった時点で市が助成金額の枠や内容を決定し、登録団体を対

象に助成募集する。 

・団体指定寄附には助成の上限額はないが、活動分野及びテーマ指定寄附は１団体につき事業費

の半額（上限２００万円）が助成される。 

（参考：札幌市 http://www.city.sapporo.jp/shimin/support/kikin/） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施策の視点 取組内容 

担い手の育成 ・意識改革 ・リーダー養成 

・ネットワークの構築 

・人材バンク 

・コーディネート 

仕組み・環境 

づくり 

・情報共有の工夫 

・住民参加の条例制定 

・庁内体制の整備 

・「場」をつくる 

・住民提案 

・大学との連携 

・中間支援組織 

・コミュニティファンド 

 

情報の活用 ・情報収集・発信 ・地域メディアの活用  

①「担い手の育成」、②「仕組み・環境づくり」、③「情報の活用」の３つの施策の
視点から、多様な主体の協働による地域づくりに関する道内外の先進的な取組をご紹
介します。 

①北海道札幌市～寄附を原資とした地域活動の促進 

コミュニティファンド 

 札幌市では、市民や事業者からの寄附金を原資として、町内会やボランティア団体、Ｎ

ＰＯなど、あらかじめ要件を満たした登録団体が行うまちづくり活動に助成する基金制度

を設けている。 

②北海道栗山町～複数大学との協働による地域づくり 

大学との連携 「場」をつくる 

 栗山町では、教育や福祉、自然環境など先端技術を持つ５つの大学との連携協定により、

双方の持つ資源を有効に活用しながら地域の活性化を進めており、大学の知恵を借りた施

策への反映、大学生と住民との交流、廃校校舎の有効活用などが図られている。 

http://www.city.sapporo.jp/shimin/support/kikin/
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○大学との協働 

・栗山町では、環境保全や農業の地域実習、社会教育演習の受け入れや大学関連研究機関への町

職員の研修派遣など、多方面にわたる複数大学とのこれまでの交流の歴史があり、現在の５つの

大学との連携協定の土台となっている。 

・酪農学園大学（環境システム）、北海商科大学（産業）、北星学園大学（福祉）、北海道大学（農

業）、桐蔭横浜大学（スポーツ）とそれぞれ協定を締結し、町の総合計画にも大学との連携を明

記している。 

・町にとっては、大学の専門性を活かし、政策形成のアドバイザーや生涯学習の講師として、さ

らに、研究や合宿で学生が訪問することによる交流の活発化など地域の活性化を図っている。ま

た、大学にとっては、栗山町の持つ環境や農業資源、まちづくりのノウハウなどを活かし、学生

の社会実習やインターンシップの場としているほか、留学生の農業体験を通じた地域住民との交

流など、国際交流の場にもなっている。 

・桐蔭横浜大学との連携事業として、地元ＮＰＯ、行政などが協力し、町の廃校小学校校舎をサ

ービスラーニング実習の拠点として再活用する計画もあり、継続的な取組や事業の充実など今後

の成果が期待される。 

（参考：栗山町 http://www.town.kuriyama.hokkaido.jp/） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○エゾシカとの共存に向けて 

・北海道西興部村では、北海道全体で大きな問題となっている野生エゾシカとの共存に着目し、

「害獣」とされたエゾシカを、「地域資源」として有効活用する手段を模索する必要性があると

考え、平成１６年に村全体を鳥獣保護管理法に規定されている「猟区」に設定し、ガイド付きハ

ンティングで積極的に個体数を管理する取組などを実践している。 

 

○多様な担い手が協働で取り組むエゾシカ地域管理の取組 

・平成１５年、村全域を鳥獣保護管理法に基づく猟区に設定するために地元猟友会や観光団体、

有志が集まってＮＰＯ法人西興部村猟区管理協会を設立。このＮＰＯ法人が中心となり、行政や

地元企業、住民が一体となって、エゾシカを地域資源として積極的に活用する取組が進められて

いる。 

・ＮＰＯ法人西興部村猟区管理協会では、初心者の狩猟者やこれから狩猟を始めようとする方の

育成などを目的として、基礎的な知識や技術から実践的な狩猟方法まで学べるハンティングスク

ールやエゾシカの多様な魅力を学ぶことができるエゾシカエコツアーなどを実施している。 

・また、地域の小学生等を対象として、エゾシカやヒグマなど野生動物についての環境教育事業

を教育委員会などと協働して開催し、将来の担い手を育成している。 

・平成１９年には、酪農学園大学と村が地域総合交流協定を結び、狩猟免許取得の資格支援講座

等の大学生実習の受け入れを行うなど大学と連携した取組も活発に行われている。 

 （参考：ＮＰＯ法人西興部村猟区管理協会 http://www.vill.nishiokoppe.hokkaido.jp/Villager/Ryouku/index.html）  

 

③北海道西興部村～エゾシカと共に生きるまちづくり 

 北海道西興部村では、内閣府から認定を受けた地域再生計画に基づき、エゾシカを村の

地域資源として位置づけ、行政やＮＰＯ、地域の方々が互いに協力し合いながら、地域活

性化に向けた様々な取組を実践している。 

ネットワークの構築 コーディネート リーダー養成 大学との連携 
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○市街地活性化としての「駅カフェ」事業 

・福島県白河市では、駅に隣接する白河小峰城を訪れる方々が飲食をし、土産を買う場所がなか

ったことから、白河市のシンボル的な建物の一つである歴史ある白河駅舎を活かして「駅カフェ

ＳＨＩＲＡＫＡＷＡ」が開設された。 

・「カフェ」、「情報発信」、「物販」を３本柱とし、歴史あるまちへの回遊の出発地点として情報

発信基地の役目も果たすことを目的としている。 

・まちづくり会社である「株式会社 楽市白河」が運営主体となって、白河市中心市街地活性化

基本計画の白河駅舎活用事業として様々な取組が行われている。 

 

○多くの人々が行きかう憩いの場へ 

・利用客は、駅利用者の他、周辺住民や観光客が主であり、幅広い人々の憩いの場として期待さ

れている。また、白河の方にとって白河駅舎はいろいろな思い出がつまっている場所であり、「駅

カフェ」が白河の情報発信基地として果たす役割は大きい。 

（参考：株式会社楽市白河 http://www.rakuichi-shirakawa.co.jp/index.html） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○市民活動サポートバンク 

・茨城県ひたちなか市では、市内の市民活動情報を市民の方に利活用いただくため、市民活動サ

ポートバンク「げんき－ＮＥＴひたちなか」を開設している。インターネット上で、ひたちなか

市で活躍する人や団体・サークル、講座・イベント、ボランティア募集などの情報データベース

機能とともに自由な意見交換の場であるＳＮＳ機能を持つ。 

・誰でも簡単な会員登録ができ、情報の検索のほか、自らの活動をアピールしたり、講演会の講

師を紹介してもらうなど各種相談に応じてもらえるほか、市民活動サポートバンクの事務局には

コーディネーターが置かれ、ボランティア活動をしたい人とボランティアを求めている人をつな

ぐマッチングが行われている。 

(参考：げんき－ＮＥＴひたちなか http://www.genkinet-hitachinaka.jp/) 

 

④福島県白川市～大正時代の駅舎を市民の憩いの場に 

「場」をつくる 

 福島県白河市では、平成２１年９月１９日に東北本線ＪＲ白河駅の駅舎を活用した「駅

カフェＳＨＩＲＡＫＡＷＡ」がオープンした。白河駅の駅舎は大正時代に建てられた歴史

ある木造建築物で、「東北の駅１００選」にも選ばれており大正ロマンの雰囲気を今に残し

ている。  

地域メディアの活用 

⑤茨城県ひたちなか市～ホームページを活用した地域活動の促進 

 茨城県ひたちなか市では、市民活動サポートバンク「げんき－ＮＥＴひたちなか」が、

地域活動団体のコーディネーターとして様々な情報の提供や人材・団体とのマッチングを

行っている。 

情報収集・発信 人材バンク コーディネート 

http://www.genkinet-hitachinaka.jp/
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○市民提案型の事業 

・千葉県南房総市では、平成２１年３月に「南房総市協働のまちづくり推進指針」を制定し、市

民と行政の協働によるまちづくりを進めている。協働のまちづくりを進める一環として、ＮＰＯ

やボランティアなどをはじめとする市民活動団体から提案事業を募集し、優秀な提案事業を行う

市民活動団体に対して、事業実施に係る経費の一部又は全部を補助金として交付する「市民提案

型まちづくりチャレンジ事業」を実施している。 

・「市民提案型まちづくりチャレンジ事業」は自由テーマ型で、地域の課題解決に取り組む公益

的活動に対し最大３０万円を限度に補助するもので、いずれも公開プレゼンテーション、審査会

を経て事業主体が決定される。 

○事業プロセスを通じた協働の理念 

・公開でのプレゼンテーションや審査会、事業の実施、成果報告会など出会いの「場」を通じ、

都市と農村の交流や多様な主体によるネットワークが形成されている。 

（参考：南房総市 http://civil.mboso-etoko.jp/news/index.asp?group=1） 

 

 

 

 

 

 

 

 

○多様な主体との連携 

・観光客を取り込むため、大手自動車メーカーとの連携し、ＳＮＳサイトに書き込まれた地元住

民しか知らない情報をカーナビゲーションに配信する実験事業を行い、他地域からも注目を集め

ている。 

・市教育委員会との連携で、子どもたちがマラソン大会の様子を撮影し、スライドショーを作成

するまでのプロセスを指導、発信したり、ボランティア、学校、地域住民とも連携し、「地域と

ともに学校をつくる」理念のもとで、学校の情報通信基盤を整備するなど、教育を通じたコミュ

ニティ活性化の一助となっている。       （参考：南房総ＩＴ推進協議会 http://mbit.or.jp/） 

 

 

 

 

 

 

⑥千葉県南房総市～市民提案型の課題解決策に対して市が補助 

住民提案 

 千葉県南房総市では、市民やＮＰＯが中心となり、関係団体など様々な主体と連携しな

がら地域課題を解決する「新たな支え合い」によるまちづくりを目指し、市民提案型の自

主的な公益的事業を補助している。公開プレゼンテーションを通じ、市民提案事業の多彩

な提案、プレゼン力の向上、事業の透明性、事業 PR の場としての機能が果たされている。 

⑦千葉県館山市～ＮＰＯ法人によるＩＴを活用した地域連携 

情報収集・発信 

千葉県館山市にあるＮＰＯ法人「南房総ＩＴ推進協議会」は行政、企業、学校との連携

のもと、南房総地域経済の活性化を目的とし、ＩＴを活用したコミュニティの活性化を実

践。企業も含めた、住民同士のつながりを形成する役割を果たしている。 

情報共有の工夫 

http://mbit.or.jp/
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○条例制定プロセス 

・神奈川県大和市では、庁内で条例制定の必要性が示され、ＮＰＯ関係課長会議など庁内連携体

制を整備するとともに、条例（素）案の制定にあたっては、団体代表者や公募委員などからなる

「協働ルール検討会議」や市民が自由に参加できる「協働ルールに関する市民ワークショップ」、

市民と市職員との「意見交換会」など多様な主体の協働により制定された。 

○協働を機能させる仕組み 

・条例制定の過程で平成１３年に設置された「協働ルールに関する市民ワークショップ」は、市

民と市職員が協働のまちづくりを学んだり、意見交換や集約を行う「場」として機能している。 

・条例は、協働事業等の市民提案の施策とそれを事業に反映させるプロセスを保障しており、具

体的には、学識経験者や公募に応じた市民からなる「大和市協働推進会議」が、協働事業の提案

につき市長の諮問に応じて調査審議しており、事業の提案から「地域防犯活動『レベルアップ』

事業」など様々な協働事業が実現している。 

（参考：大和市 http://www.city.yamato.lg.jp/web/purpose/activity/npo.html） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○北条地区コミュニティ振興協議会 

・新潟県柏崎市に所在する「北条地区コミュニティ協議会」は、昭和５１年に結成されたが、平

成９年にこれまでの各町内会長主体による運営から、若い世代やサークルなど地域住民の参加に

よる組織へと改革が行われた。 

・新しい協議会委員は、「北条ふるさと塾」などで地域活動に関する知識や実践手法を学び、意

識改革するとともに、「ふるさと愛」と「生涯学習」の観点によるコミュニティ活動を通じ、地

域の絆や助け合いの精神が育まれてきた。 

○人材バンクの設立 

・地域で助け合うシステムとして人材バンクを設立するにあたり、これまでと同様に「学びと実

践」の手法で「人材バンク設立講座」を開設し可能性を探った後、平成１４年４月に全国初とな

る地域単位の民間の人材バンク「北条地区助け合いセンター」を発足させた（現在はＮＰＯ法人

人材バンク「北条地区助け合いセンター」として独立）。 

 

⑧神奈川県大和市～「新しい公共を創造する市民活動推進条例」の制定 

住民提案 住民参加の条例制定 

神奈川県大和市では、市民と行政の協働事業を推進条例として「大和市新しい公共を創

造する市民活動促進条例」を制定するとともに、その過程で作られた学習、議論の「場」

と協働事業に関する住民提案制度が協働の取組を支えている。 

「場」をつくる 

⑨新潟県柏崎市～地域ぐるみの助け合いと人材バンクの開設 

人材バンク 

新潟県柏崎市にある北条地区コミュニティ振興協議会は、地域で助け合うシステムとし

て人材バンク「北条地区助け合いセンター」を発足させ、高齢化社会に地域ぐるみで対応

できる仕組みを整えている。 

意識改革 

http://www.city.yamato.lg.jp/web/purpose/activity/npo.html
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・「北条地区助け合いセンター」は、身近なサービスを求める北条地区在住者とサービスを提供

できる協力会員との仲介を行っている。サービス分野は買い物、掃除から、畑仕事、通院介助ま

で日常の困りごとの手助けをできる人ができる範囲で助け合うシステムである。サービスを求め

る住民はセンターに電話か直接出向いて申請する。 

○コミュニティ総菜店の開設 

・過疎化と平成１６年の中越地震の影響で商店が閉店したことから、食材を購入できない住民の

ために、被災した建物を借り受けて改装し、平成１８年５月に地元の食材を活かした総菜店「暖

暖」を開設した。 

○自主防災組織の強化 

・平成１６年１０月の中越地震を教訓に、柏崎市内全町内会が自主防災組織を立ち上げ、防災資

機材、要援護者台帳、防災マップの整備や全町内会参加の自主防災訓練の実施など、災害時の助

け合いの仕組みを強化するとともに、北条オリジナルの「見守りキャップ」を作り、住民による

「ながらパトロール」で地域一体となった防犯にも取り組んでいる。 

・こうした取組が功を奏し、平成１９年の中越沖地震では、迅速かつ公平な助け合いの仕組みが

機能した。 

（参考：柏崎市 http://www.city.kashiwazaki.niigata.jp/index.html） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ＮＰＯ法人都岐沙羅（つきさら）パートナーズセンターの設立 

・都岐沙羅パートナーズセンターは、新潟県内１４広域市町村圏の地域づくりを促す県の補助制

度「ニューにいがた里創プラン」を受け、岩船地域の持つ魅力と活力を高めるための起業支援や

住民主体のまちづくりを進めるための中間支援組織として平成１１年に新潟県村上市に設立さ

れた。 

○多彩な活動 

・活動内容は、コミュニティ、個人、企業等が新たな事業を行う際に資金の一部を支援する「都

岐沙羅の元気づくり支援事業」をはじめ、住民活動支援施設窓口の管理・運営、ワークショップ

やコミュニティカレッジ、地域通貨「キサラ」などの企画・運営、コミュニティビジネスの起業

育成など多岐にわたる。 

○起業支援とネットワーク化の仕組み 

・センターは、行政、専門家、大学、企業との連携のもと、起業に関する資金助成やアドバイザ

ーの派遣、講座の開催のほか、公開審査会や成果発表会を通じ、個人やグループ間のネットワー

クづくりを行っている。 

・起業後の事業実施にあたっては、「しんきん都岐沙羅起業家応援ローン」による無担保融資制

度もあわせ、圏域内連携の推進により、「地域力」の向上を目指す仕組みとなっている。 

（参考：都岐沙羅（つきさら）パートナーズセンター http://www.tsukisara.org/index.html） 

 

⑩新潟県岩船地域～地域の財をつなぎ支える「都岐沙羅パートナーズセンター」 

ネットワークの構築 中間支援組織 

新潟県岩船地域の住民が元気に生き生きと暮らせるよう、住民、企業、行政の中間に立

って、起業支援、人材育成、調査研究、まちづくり事業のコーディネートなどを行い、中

間支援組織として、ネットワークづくりを担っている。 

住民提案 コーディネート 

http://www.tsukisara.org/index.html
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○「ＮＰＯ法人えがおつなげて」の設立 

・山梨県北杜市須玉町の北端に位置する増富地域は、平成２年に１３２戸であった農家戸数が１

０年間で２７戸に減少し、高齢化が進行する中（５８．４%：平成１５年）で耕作放棄率が６割

を超えるなど農業の衰退という範囲を超え、集落そのものの維持が困難になりつつある状況であ

った。 

・平成１３年２月に「ＮＰＯ法人えがおつなげて」を設立し、平成１５年４月、須玉町増富地域

が、構造改革特区「増富地域交流振興特区」の認定を受けた後、多面的な都市との交流の中で、

地域資源を有効に活用して持続可能な農村地域社会を再生し、地域活性化につなげていこうとす

る活動が始まった。 

○様々な企業等との連携による耕作放棄地の解消や地域資源の活用 

・都会の若者たちに耕作放棄地を開墾してもらい農地を広げていく「えがおファーム」のほか、

都市部の様々な企業と提携して耕作放棄地を耕し、復活した農地で様々な事業を行っていく「企

業ファーム」なども運営している。食材について勉強しようと企業ファームに参加した和菓子店

が、開墾をした農地で作った大豆を使った新商品を発売したところ、大ヒットし、店のメイン商

品になった例もある。また、地元の木材を使った箱膳をつくり、旬の作物を使った郷土料理を器

に盛り、伝統的な食事をすることを通じて食育を進める事業もある。 

・三菱地所グループと連携して実施した「空と土プロジェクト」では、耕作放棄地であった棚田

を復活させ、酒米を栽培し純米酒を製造するとともに、山梨県、三菱地所グループ、三菱地所ホ

ームとの４者による「山梨県産材の利用拡大の推進に関する協定」を締結し、間伐材の利用拡大

を推進している。 

（参考：ＮＰＯ法人えがおつなげて http://www.npo-egao.net/） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ほっとラインちた 

・愛知県知多市では、まちづくりに関わる市民、市民グループ、コミュニティ、事業者、市がそ

れぞれの特長を生かして連携、協力してまちづくりに取り組む「市民協働」をまちづくりの基本

と位置づけている。 

・市民アナウンサーやリポーターの採用、市民からの投稿など、市民参加型のビデオ広報として

平成１１年から地域に密着した情報をケーブルテレビで提供している。番組は DVD 化され市役

所と図書館で貸し出しを行っている。 

（参考：愛知県知多市 http://www.city.chita.aichi.jp/seikatsukankyou/simin/index.html） 

⑪山梨県北杜市～都市と地方を結ぶ社会モデルの形成 

 山梨県北杜市にある「ＮＰＯ法人えがおつなげて」では、農村地域と都市部の多様な組

織の連携による都市農村交流により交流人口を増やすことで、集落機能維持や持続可能な

農村地域開発につなげている。 

ネットワークの構築 コーディネート 情報収集・発信 

⑫愛知県知多市～地域メディアを活用した市民協働の推進 

地域メディアの活用 

 愛知県知多市では、地域の情報インフラ（ＣＡＴＶ）を活用し、月１回～２回もの頻度

で市民参加のビデオ広報を作成、発信しており、市民参加が定着している。 

http://www.npo-egao.net/
http://www.city.chita.aichi.jp/seikatsukankyou/simin/index/top.html
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○住民本意の条例制定 

・京都府綾部市では、急激な人口減少と高齢化が進む中、存続そのものが危ぶまれている集落の

再生について議論する場が必要であるとの認識のもと、平成１８年に市の呼びかけで、集落住民

や有識者１０名からなる「水源の里を考える会」を設置した。 

・考える会は、水源の里が持つ機能や資源を活用した活性化策について視察や研修など計６回の

検討を重ね、平成１８年９月に報告書として取りまとめ、市はこれを受けて同年１２月に「綾部

市水源の里条例」を制定した。 

・条例では、「定住促進」、「農村と都市の交流」、「地域産業の育成」、「インフラの整備」の４つ

の目標を掲げ、これらを実現するための戦略として、資源や人材の活用、地域情報の発信、農村

と都市との交流の拡大、移住定住や就労への支援などを行っている。 

○住民意識の変化と活動の活発化 

・条例づくりをきっかけとして、古くから伝わる「とちもち」の特産品化、特産物をつくるため

の耕作放棄地の開墾とフキの植え付け、旅行業者と連携した収穫体験ツアーの開催など、再生に

向けた集落住民の活動が活発化するとともに、「あきらめから挑戦へ」と住民意識も変化してき

ている。 

・市内へ移住されてきた都市住民と地域住民を繋ぐ目的として、Ｉターン実践者などをメンバー

とする「定住サポート隊」を編成し、行政と住民が連携して、移住者のケアにあたる体制を整備

した。                   （参考：綾部市 http://www.city.ayabe.kyoto.jp/） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○縦割りを廃した行政体制 

・広島県安芸高田市では、平成１６年の合併に伴う住民不安の解消や地方分権に対応した新たな

まちづくりに対応するため、「参加と協働によるまちづくり」を最も重要な施策として掲げ、こ

れを推進する担当部署として本庁に「自治振興課」を、各支所に「地域振興課」を設け、住民自

治組織である市内３２の「地域振興会」の自治活動を支えている。 

（現在は、「自治振興課」及び「地域振興課」は廃止され、「地域振興会」の担当部署はまちづく

り支援課が担当している） 

⑬京都府綾部市～水源の里条例をきっかけとした住民意識の変化 

住民参加の条例制定 意識改革 

 京都府綾部市内の中山間地域では、人口減少や高齢化により集落存続が危ぶまれる中、

行政と住民が協働で「綾部市水源の里条例」を策定し、これがきっかけで集落再生に向け

た住民意識が変化し、活動が活発化している。 

⑭広島県安芸高田市～協働を支える行政と地域振興会の絆 

広島県安芸高田市では、住民と行政が連携・分担して協働のまちづくりを進めるため、

担当部署を設け、各地区の住民自治組織の活動を財政的、人的に支援しており、清流と美

しい自然を活用したイベントの開催など、住民の自主的な活動が行われている。 

庁内体制の整備 「場」をつくる 
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○地域振興会 

・３２の地域振興会は設立年も規模も様々であるが、それぞれの地域課題を集約・整理し、必要

に応じて行政へつなぐ役割を担っているとともに、行政情報を共有し、住民参加を促し、話し合

い、協力しながら行動につなげ、成果を共有する「場」であり、住民自治や協働を進める母体と

なるものである。 

○行政支援 

・市はそれぞれの地域振興会が課題を克服し、自らの考えと行動によって、安心して暮らせる地

域を創出できるよう、事業を支援するため交付金を交付するほか、組織運営の手法などを指導助

言する「地域振興推進員」の設置、行政職員の積極的な地域活動への参加を促すなど財政、人材

面でサポートしている。 

（参考：安芸高田市 http://www.akitakata.jp/） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○少子高齢化に伴う危機感 

・鳥取県鳥取市鹿野町では、平成８年から行政による街並み環境整備事業が行われてきたが、人

口減少や高齢化に伴う空き屋の増加や空き地の点在に危機感を持ったまちづくりの有志が集ま

り、自らの地域を自ら活性化する「いんしゅう鹿野童里夢（ドリーム）計画」を作成。（計画は、

県主催「鳥取県街なみ整備コンテスト」で最優秀賞を受賞し、協議会の活動に拍車をかけた。） 

・計画をもとに平成１２年に「ＮＰＯ法人いんしゅう鹿野まちづくり協議会」が発足。計画を具

体化するため、平成１４年に活動拠点「鹿野ゆめ本陣」を設け、伝統工芸品の技の伝承・体験、

農産加工品の開発などを行ってきた。 

○地域の牽引役 

・協議会がまちづくりの牽引役となったきっかけは、古い街並みや観光資源を結びつけ、活気の

あるまちとして目に見える形で結果を出すために平成１５年に設けられた「まちづくり研究会」

である。 

・研究会では町外からアドバイザーを招き、視察、議論、ワークショップ、シンポジウムが行わ

れ、その過程で、現状認識やアドバイスによる意識改革、資源の再認識、地域住民とのまちづく

りに関する共有化が図られた。 

・さらに、大工や設計士の協力を得た歴史的建造物の現状調査や鹿野地区住民への生活環境に関

する意識調査を行い、現状の把握、今後のまちづくりや協議会活動の方向性が再確認されるなど、

協働に関する手法が構築されていった。 

 

 

 

 

ネットワークの構築 場をつくる 

⑮鳥取県鳥取市鹿野町～ＮＰＯ法人が核となった地域資源をつなぐまちづくり 

 鳥取県鳥取市鹿野町では、「ＮＰＯ法人いんしゅう鹿野まちづくり協議会」が中心となっ

て地域の人材、資源をうまくつなぎとめ、町外の力も活用しながら観光客の訪問者を着実

に増やしている。 
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○観光客の増加 

・平成１６年に食事処「夢こみち」、平成１７年に（株）「サラベル鹿野」を立ち上げカフェを開

設する一方で、町民が出資し設立された（株）「ふるさと鹿野」では、国民宿舎など５施設の運

営、高齢者の農作業の受託、鶏やそばの飼育栽培をしている。 

・協議会は、ボランティア活動を行っている人、町内会で活躍していた人、地域に貢献している

会社社長などの人材を地道に集め、町内外の声を大切にしながら、町内会、高齢者、若者、行政

を結び、歴史、温泉、自然、施設をうまくつなげて観光客を増やしている。 

（参考：ＮＰＯ法人いんしゅう鹿野まちづくり協議会 http://www.shikano.org/） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○特定非営利活動法人ひろしまね 

・島根県邑南町にある「特定非営利活動法人ひろしまね」は、これからは行政だけでは地域を支

えきれないとの認識のもと、広島県と島根県の境界を流れる江（ごう）の川過疎流域の高齢者の

暮らしを支える新しい仕組みとして「もうひとつの役場」構想を提案。 

・「住んでいる人が幸せで充実した暮らしが実現できるような地域づくり、訪れる人が心いやさ

れ、住みたくなるような環境づくり」を理念として平成１６年にＮＰＯ法人認証を受け、大学と

の協働で里山再生に向けた集落調査、空き屋の活用実験・改修作業、源流再生ワークショップ、

フォーラムの開催、和牛による棚田の下草管理・園地再生実験や銀山街道マップの作成などの活

動を行っている。 

(参考：特定非営利活動法人ひろしまね http://hiroshimane.web.fc2.com/) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑯島根県邑南町～集落の暮らしを支える新しい仕組みを目指す「もうひとつの役場」 

中間支援組織 

 広島県と島根県の境界過疎地域の暮らしを支えるため、「特定非営利活動法人ひろしま

ね」が高齢者世帯の支援など公的なサービスを担う「もうひとつの役場」構想を提案し、

実現に向けた活動を行っている。 

http://www.shikano.org/
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○新たな地縁組織「地域自主組織」の結成 

・島根県雲南市は、平成１６年１１月に６町村が合併し誕生した市。人口減少や高齢化が県内だ

けではなく全国を上回るスピードで進む中、ネットワークの減少を補完する仕組みとして、新た

な地縁組織「地域自主組織」を設立。この「地域自主組織」は、年代や性別、活動が異なる様々

な組織や団体が地縁で繋がり、連携を深めることによって、それぞれの長所を活かし、補完し合

うことで地域課題を自ら解決し、地域振興の発展を図ることを目指している。 

・組織体制づくりとして、第１ステージとして基礎的基盤（組織化、活動拠点の整理）の整備、

第２ステージでは制度改善による活動基盤の強化、第３ステージとして、行政との関係性を整理

し、組織でできることを行政の理解を得ながら進めていく体制を整備した。 

 

○「地域自主組織」の取組 

・「このまちに生まれ、育ち、暮らすことに誇りを持ちたい」という意識を市民が感じることを

目的として、４２の地域自主組織が様々な取組を実施しており、水道局との委託契約により水道

検針と併せて住民への声かけを実施する事業や、空き店舗を活用した産直コーナーを設置し、住

民同士の交流の場づくりや買い物支援を行う事業など、住みよい地域づくりに向けて、地域住民

による自主的な取組が進められている。 

（参考：雲南市 http://www.city.unnan.shimane.jp/www/toppage/0000000000000/APM03000.html） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○住民の危機意識が集落再生のスタート 

・高知県津野町では、集落消滅に危機感を募らせた有志数名の投げかけで、住民と行政との話し

合いの「場」である「開発検討委員会」を発足、議論を重ねた。 

（行政は「主人公は住民であり、集落全体で汗をかくこと、責任は行政ではなく、集落全体が持

つこと。その間、行政はプロデュース、サポートに徹する」というスタンス。） 

○住民意識の改革 

・草木が生い茂る集落を明るくするため、地権者との交渉から人工林の伐採まで、集落住民の力

で完結させたことがきっかけで、住民に自信と結束をもたらし、集落独自の夏祭りの開催につな

⑰島根県雲南市～小規模多機能自治による持続可能型社会の構築 

 島根県雲南市では、年代や性別、活動が異なる様々な組織や団体が地縁で繋がり、連携

を深めることによって、それぞれの長所を活かし、補完し合うことで、地域課題を自ら解

決し、地域振興の発展を図る地域自主組織を設立し、持続可能な地域社会を構築している。 

意識改革 ネットワークの構築 住民提案 

意識改革 

⑱高知県津野町～旧小学校校舎の再活用と過疎地集落の活性化 

高知県津野町では、集落消滅の危機感と絶望感から住民が自ら立ち上がり、行政も交え

た議論を何回も繰り返し、集落住民の思いを具体化する過程で、自らの手で地域づくりに

取り組む住民意識が醸成された。 
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がるなど、「地域づくりは住民自らの手で取り組むもの」という意識が定着。  

○活性化の起爆剤「森の巣箱」 

・県の「集落再生パイロット事業」という事業を活用し、外部のアドバイザーやワークショップ

の手法を取り入れながら、旧床鍋小学校（廃校）校舎の再利用プランを住民が主体となって制定

し、校舎を集落の再活性化の拠点として活用するため、集落生協、居酒屋、宿泊施設の機能を有

する農村交流施設「森の巣箱」を整備。 

・県のパイロット事業は、地域の資源や将来像を住民が主体的に探り、プランを作成する、いわ

ば住民提案を喚起する仕組みといえる。 

・運営は「森の巣箱運営委員会」により住民自らが行っており、居酒屋やイベントを通じた地域

内外との交流拠点としてだけではなく、住民の日常生活を支える集落コンビニとして機能してい

る。 

（参考：全国町村会 http://www.zck.or.jp/forum/forum/2651/2651.htm） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○鹿児島県鹿屋市柳谷地区（通称「やねだん」） 

・鹿児島県鹿屋市柳谷地区（通称「やねだん」）では、「行政に頼らない「むら」おこし」をテー

マに掲げて、自主財源の確保のため、サツマイモの生産や土着菌の製造販売などを行うとともに、

当財源を高齢者のための「緊急警報装置」の設置や全世帯へボーナスとして１万円還元するなど

ユニークな活動を数々実践している。 

○故郷創生塾 

・「故郷創生塾」は、平成８年に自治公民館長に就任した豊重哲郎氏がこれまでの実践から得た

リーダーとしてのノウハウを伝えるため平成１９年から実施しており、先進地の実践者や専門家

を招き、自ら塾長となって地域づくりにおけるリーダーを育成しており、毎年全国各地から行政

職員や地域づくり団体職員らが柳谷地区での取組などを中心に受講している。 

（参考：やねだん http://www.yanedan.com） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑲鹿児島県鹿屋市柳谷地区～行政に頼らない「むら」おこしを実践 

リーダー養成 

鹿児島県鹿谷市柳谷地区では、全国的にも有名な地域づくりの達人のもと、地域の自主

的な取組を実践するとともに、地域の様々な課題解決や地域の進むべき方向性を導くリー

ダーを養成する「故郷創生塾」を実施している。 

意識改革 住民提案 

http://www.zck.or.jp/forum/forum/2651/2651.htm

