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I.　は じ め に

わが国の地方圏，とりわけ中山間地域における

人口減少と，それにともなう人口の高齢化は，今

日一層深刻の度合いを増している。そうした中で，

政府は 2014年に内閣総理大臣を本部長とする「ま

ち・ひと・しごと創生本部」を内閣官房に設置し，

新たに内閣府特命担当大臣（地方創生担当）とし

て地方創生担当大臣を任命した。また全国の地方

公共団体に対して，2015年度内に「地方人口ビジョ

ン」の策定を指示した。今日，「地方創生」とい

う言葉は一種の流行言葉（buzzword）の様相を呈

している。

しかしながら，このような一連の動きには 2つ

の側面から違和感を覚える。1つは，議論の単位

が地方公共団体レベルで語られることが多く，よ

り小地域への着眼が不十分なことである。この点

について小田切（2014）は，産直運営など農山村

にみられる「小さな経済」に着目し，それらが持

続するための人材として若者の新たな雇用が生ま

れ，結果，若者が集う「中ぐらいの経済」が形成

され農山村の新しい産業の内発的発展につながる

プロセスを検討している。また藤山（2015）は，

都市から農村への「田園回帰」という概念に基づ

き，小地域単位ではU，Iターンで人口減少が緩

やかないしは維持，増加しているところも少なか

らず存在することを示した上で，人口の 1%を取

り戻すための独自の推計モデルを構築している。

小地域単位での地域おこしやむらおこしについて

は，1970年代頃から多くの研究蓄積があるが（広

原ほか，1972など），本論では，2000年代以降の，

平成の大合併の展開と人口減少，住民高齢化が本

格的に進行した段階についての議論に限定する。

もう 1つは，人口減少や高齢化がいささか無条

件に「克服すべき課題」と認識されていることで

ある1）。作野（2006）は中山間地域ではなし崩し

的に集落が消滅していく現象がみられるとした上

で，秩序ある集落の撤退，すなわち「むらおさめ」

も地域の選択肢の 1つとして検討する必要がある

と指摘しているが，そもそも人口減少や高齢化が

進む地域の側に「自分たちの地域を残したい」と

いう意識がなければ，国や地方公共団体の政策も

掛け声倒れに終わってしまうだろう。したがって，

地域が真に活性化するには，その地域に住む住民

がこの地に住もうという強い意思を持ち，そのた

めに自分たちに何ができるか自発的に考え実践す
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ることが肝要だと提言した小川（2016）や，中山

間地域の人口減少対策を量的対応に求めることは

厳しく，むしろ人々が生き生きと暮らしていくた

めの，いわゆる “地域づくり”につながる質的対

応において真価が問われると主張した作野（2016）

の研究は，人口減少地域の今後のあり方を示す重

要な知見である。

加えて，平成の大合併によって周辺地域の弱体

化が懸念される中，今後は地方公共団体だけに頼

らない地域主体による活性化への自発的な活動が

求められよう。そこで，本論では地方公共団体に

過度に依存することなく，地域住民が主体となっ

て地域の維持や活力向上に積極的に取り組むこと

を「自発的活性化」と定義する。

以上を踏まえ，本論では平成の大合併を経験し

た中国地方の中山間地にある 3地域を事例に，地

域が主体となって取り組む地域づくり組織の実態

と特徴を考察する。なお，中山間地域における個

別の事例研究は，近年では中島（2015）の宮崎県

西米良村（2015），長江（2016）の栃木県佐野市

秋山地区，松村・三次（2017）の長崎県対馬市な

どがあるが，本論では個々の事例を総体的に議論

して共通点を見出すことで，自発的な地域活性化

に求められる要素を提起することを目的とする。

II.　調査対象地域

本論で調査対象としたのは，島根県雲南市吉田

町，広島県東広島市河内町小田地区，島根県邑智

郡美郷町都賀・長藤地区の 3地域である（第 1図）。

雲南市は 2004年 11月 1日に，吉田村（当時）

を含む 6町村が新設合併して誕生した。河内町は

2005年 2月 7日に東広島市に編入された。美郷

町は，2004年 10月 1日に都賀・長藤地区がある

大和村と，邑智町が新設合併して誕生した。すな

わち，いずれの地域も平成の大合併を経験してい

る。

平成の大合併では，地方公共団体経費の削減，

効率化による財政基盤強化が先行されたことによ

り（山田，2012），旧役場や支所，出張所など身

近な自治の拠点が廃止される例が多くみられた

（服部・上野，2015）。そのため，大規模な合併を

行った地方公共団体などでは，それらに代わる機

能として地域自治組織が設立された2）。しかしな

がら，それらの多くは地方公共団体主導で，住民

の当事者意識が希薄であることなどから，十分な

活動がなされていないケースが複数報告されてい

る（桒田，2015 ; 竹村・保永，2016など）。本論

ではそうしたケースとは異なり，あくまで住民主

導で活動する地域について議論する。また，「地

域づくり組織」に着目するのは，組織化によって

構成員の役割や責任の所在などが明確になると考

えるからである。

調査対象地域の選定にあたっては，まち・ひと・

しごと創生本部事務局と内閣府地方創生推進室が

作成した「地方創生☆『小さな拠点』づくりフォー

ラム」（2016年 1月 20日）の参考資料「住み慣

れた地域で暮らし続けるために～地域生活を支え

る『小さな拠点（コンパクトビレッジ）』づくり

の手引き～」を参照した。研究手法は現地でのヒ

アリング調査が中心で，調査は 2017年 2月に実

施した。

第 1図　調査対象地域
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III.　調 査 結 果

1.　島根県雲南市吉田町

1）　第三セクター設立の背景と理念

同地域の 2015年国勢調査の人口は 1,706人，

高齢者比率は 44.1%である。急速に進む人口減少

と高齢化により，「むら」消滅の危機を感じた旧

吉田村3）では，1985年 4月 1日，地域住民と旧吉

田村の共同出資で，第三セクター「（株）吉田ふ

るさと村」を設立した。

設立当初の資本金は 1,500万円（地域住民，法人，

団体が 1,000万円，吉田村が 500万円）で，従業

員は 6名であったが，2016年 6月時点では，資

本金は 6,000万円（地域住民，法人，団体が 4,500

万円，雲南市が 1,500万円），従業員は 68名に増

加している。この間，資本金における地方公共団

体の割合は3分の1から4分の1に低下している。

なお，2015年度の年商は約 4億円であり，市町

村が関係する第三セクターの多くが経営難とされ

る中（岩田，2001），比較的経営は安定している

といえる。

（株）吉田ふるさと村では，資本金の一部出資

を除けば，設立当初から地方公共団体に依存しな

い自立と独立採算を基本理念とした。そのため，

設立当初の 6人の従業員に村役場（当時）から出

向者はおらず，今日に至っている。また，当初の

業務は農業食品の製造販売が中心であったが，吉

田村郷土資料館（当時）4）の管理，村営バス運転5），

簡易水道の管理といった，地方公共団体政からの

委託事業も収入源とすることで，初期財政基盤の

確立を図った。さらに，2004年からは国民宿舎「清

嵐荘」の指定管理者運営，2010年からは島根県

の第 3種旅行業に登録して観光事業を行うなど，

業務の拡大を図っている。

加えて，事業紹介も収入源としており，同社は

視察料として 1人 1,000円を徴収している。視察

は原則 5人以上で，5人未満の場合は人数にかか

わらず視察料を 5,000円と定めている。

2）　会社の規模拡大

（株）吉田ふるさと村の設立にあたって地域か

らの出資を募るのに，資料を持って地方公共団体

と説明に回ったが，個人で出資に応じたのは 15%

弱であった。しかし，同社では地域全体の合意形

成は当初は不要とした。その理由は，経営が軌道

に乗り始めれば，地域の側から出資を申し出て，

結果的にそれが地域全体の合意形成につながって

いくと考えていたからである。

また，当初は農業食品の製造施設がなく，実演

販売でしのいだ。本格的な施設が完成したのは，

会社設立から 10年後の 1995年である。つまり，

できることから業務を始めたのが実情である。

もっとも，その後の資本金の増強や従業員の増

加などをみる限り，そうした経営方針は間違って

いなかったと考えられ，同社も成功体験の積み重

ねが重要と指摘している。

3）　雇用維持と販路の形成

同社は，地域に雇用の場を確保することを大前

提としている。一例として，静岡県の鶏卵業者と

の雑談がきっかけとなり，2002年に開発した卵

かけごはん専用醤油「おたまはん」がヒット商品

となった際も，機械化による大量生産は行わな

かった。現在でも瓶詰めやラベル貼りなどを人力

で行っている。この点に関し，関・北垣（2011）は，

同社を「地域貢献を第一に掲げる会社」と評して

いる。

「おたまはん」を含め，同社は基本的に商品の

大量生産は行っておらず，首都圏や関西圏のセレ

クトショップなどに宅配便程度の小ロットの商品

を出荷する方法が中心である。現在でこそ多数の

販路を抱えているが，当初の販路開拓は，首都圏

や関西圏などで商売を営む旧吉田村出身者の伝手

が頼りであった。それが口コミで広がり今日に
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至っている。

2.　広島県東広島市河内町小田地区

1）　自治組織「共和の郷・おだ」の設立

小田地区は，旧河内町の北東部に位置し，小田

川を中心として棚状に開けた中山間地域である。

2015年国勢調査の人口は 543人，高齢者比率は

46.4%である。

同地区では 1998年頃より，人口減少，保育園

の廃園，小学校の廃校，診療所の閉鎖などで，住

民間に地区消滅の危機が強まった。そこで，公民

館長，元教育長，元町議会委員，元町長，元会社

役員など，いわゆる地区の顔役が中心となって「共

和塾」を結成し，先進地視察や講演会などを通じ

て地区の将来を協議した。そして，2003年10月に，

旧小田小学校に事務局を置く住民自治組織「共和

の郷・おだ」が設立された6）。なお，設立に際し

ては地区の総意を前提としたことから，住民自治

組織の設立に消極的な集落や住民に対しては，公

民館長ほかで構成する「小田地域づくり準備会」

が説得に回った。

2）　取り組みの特徴

住民自治組織「共和の郷・おだ」では，活動の

目的を明確にし，住民間で当事者意識と責任を共

有するために，規約を作成し，役員会以下 5つの

部会を設置するなど，当初から高度な組織化を

図った。その後，2012年 5月に組織の再編成を

行い 8部会体制とした。地区住民約 80名で構成

されるこうした組織は，地元マスコミで「小さな

役場」などと紹介されている7）。

また，組織再編で新たに「女性部」を置くなど，

地区の女性を積極的に活用している。「女性部」

は 11名で構成され，3～8名で構成される他部会

と比べて最もメンバーが多い。部長以下，女性部

の構成部員は全員女性である。庄司（2004）は，

住民自治組織に女性が参加することで活動が活発

化するなどの有用性を指摘しているが，「共和の

郷・おだ」も，活動全般に幅広く意見を取り入れ

ることを「女性部」設置の目的としている。

一方，2004年に全地区住民を対象にアンケー

ト調査を行い，将来的に農業の維持が大きな問題

となることが明らかになった。そこで，2005年

11月に農事組合法人「ファーム・おだ」を設立

した。これによって，地域農業での雇用を創出す

る他，JAに出荷しない独自の流通ルートを構築

するなど，「小さな農協」8）としての機能を強化し

ている。

2015年には，地区の未来創生に向けたビジョ

ンマップを作成した。具体的には，各部が取り組

む 77の目標項目を列挙し，達成見通しを 5段階

で評価することで，活動内容の「見える化」を図っ

ている。

3）　財政面での工夫

住民自治組織の経営にあたり，初期活動の財政

基盤を確立するために，当時，河内町の施設であっ

た多目的広場および，食堂，直売施設「寄りん菜

屋」を，指定管理者制度を利用して運営すること

で，安定した収入確保と地方公共団体との連携を

図った。両施設は，現在も「共和の郷・おだ」が

運営に関わっている。

また，地元産出米の高付加価値化と新たな収入

源，雇用創出を図るため，2012年に米粉パン工

房「パン&マイム」を開設した。建物などの設

備投資には補助金を活用したが，大阪からパン職

人を招き，地区の女性が調理法を修得するなど，

運営はすべて住民自治組織で行っている。遠方か

らの買い物客も多く，2014年度は約 3,132万円を

売り上げ，住民自治組織の財政強化に大きく貢献

している。

3.　島根県邑智郡美郷町都賀・長藤地区

1）　Uターン者による合同会社の設立

都賀・長藤地区は，もともと旧大和村の一部と

してまとまりのあった地区であり，2004年に邑
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智町と合併して美郷町となった。2015年国勢調

査の人口は 734人，高齢者比率は 48.8%である。

同地区では，人口減少や高齢化から生じるコ

ミュニティ機能の低下，空き家や耕作放棄地の増

加などに対処するため，地区が主体となって

2008年に「都賀・長藤地区協議会」を設立し，

地区の活性化に関する勉強会やイベントを行って

きた。そして，2013年に，協議会に産直部会，

加工部会，農林振興部会，企画部会を設置すると

ともに，2015年まで各部会に 1人ずつ計 4名の

地域おこし協力隊を配置した9）。

一方，2014年 12月に，協議会を母体とする住

民出資の「合同会社だいわもんど」を設立した。

代表者は大手電機メーカー出身で，退職後に故郷

の衰退を目の当たりにしたことで起業を決意し

た。なお，形態を合同会社としたのは，比較的社

内での合意形成がしやすいという理由による10）。

2）　効率的な経営

合同会社は，レストラン「グリーンロード」，

産直「まほろば産直市」，ミニスーパー「だいわマー

ト」および指定管理者制度を受けた公衆トイレで

構成される「道の駅グリーンロード大和」の運営

に事業を特化しており，合同会社の事務所もレス

トラン内に置かれている。

産直は，自治会長から住民への説明会を通じて，

地区人口の 15%強に当たる約 140人が出資した

440万円から設立された。その残りと産直の売上

手数料を元手に，町の希少産物展示販売所だった

建物を 170万円かけてレストランにリニューアル

し，同時に 220万円かけてミニスーパーを設置し

た。このように，運営する各施設が近接している

ことで効率的な資金運用を可能にしている。

3）　住民のニーズへの対応

ミニスーパーの商品は主に全日食チェーンから

仕入れているが，来店者のリクエストでライン

ナップが変わる。時には地区住民でもある店長が

ディスカウントストアで商品を買ってきて販売す

ることもある。こうした，ニーズに応じた柔軟な

経営がなされている。

また，レストランは地元婦人会の要望で，毎週

土曜日，厨房を開放して同会によるブッフェ形式

の「おかみさん食堂」として活用されている。そ

して，売り上げの 25%は手数料として合同会社

の収入となる。なお，産直でも売り上げの 2割が

合同会社の収入となっており，合同会社の運営が

地区を巻き込んだ経済循環に発展しているといえ

る。

4）　地域おこし協力隊の活用

地域おこし協力隊が生業などの問題でなかなか

定住に至らないことは，小竹森（2016）や柴崎・

中塚（2016）などが指摘している。都賀・長藤地

区でも，前出の 4名の隊員で地区に定住したのは

1名であるが，同社では，今後も地域おこし協力

隊との関わりを続ける方針である。

定住した 1名は美郷町社会福祉協議会のスタッ

フとして働いている。同協議会では，買い物が困

難な地区のお年寄りのために弁当を配達する業務

を行っている。その際に，レストランが中継地と

なり，営業時間（ランチタイム）を過ぎた後，同

スタッフが人数分の弁当を運んできて，店内の空

きテーブルに置いておく。そして，地区ボランティ

アの方がレストランに弁当を取りに来て，地区の

お年寄りに配達する。このように，上記業務を通

じて元協力隊と合同会社は細い紐帯でつながって

いる。

IV.　考察─調査地域の共通点─

本研究で調査対象とした 3地域では，地域活性

化のためにそれぞれ特徴的な取り組みを行ってお

り三者三様といえるが，詳細に検討するといくつ

かの共通点を見出すことができる。

第 1に，人材とりわけ管理職的人材の配置であ
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る。さらにこれは，女性の力の活用とリーダーと

参謀の存在に分けられる。

前者に関して前川ほか（2004）は，都市部に比

べて農村部では，町内会役員が男性のみである割

合が極めて高いことを明らかにした上で，それに

よって住民構成の変化に対応した運営ができない

可能性を危惧している。その点，（株）吉田ふる

さと村では，社員に女性の姿が多く見られた。協

和の郷・おだでも，女性の地位向上と男女共同参

画を活動の目的とした，女性だけで構成される「女

性部」を設け，構成員も他の部会より多い。合同

会社だいわもんどでも，道の駅グリーンロード大

和の「駅長」は女性であり，毎週土曜日にはレス

トランを地元婦人会に開放するなど女性が活躍し

ている。

また，後者に関して後（2005）は，組織運営に

あたって優れたリーダーはもちろん重要である

が，同時にリーダーを支える参謀的役割を担う人

材も重要であると指摘している。それによって，

リーダーのワンマンや判断ミスのリスクを軽減す

ることができる。その視点から 3地域をみると，

（株）吉田ふるさと村では，外部からの視察に対

応する A氏が，設立時の従業員でもある代表取

締役の B氏の右腕となっている。協和の郷・お

だでも，長年会長を務め，現在も顧問として活動

する C氏を，設立当初から事務局長を務めるD

氏が支えている。合同会社だいわもんども，代表

者の E氏が高齢ということもあり，道の駅の駅

長である F氏が運営の前線に立っている。

第 2は組織の方向性と体制である。

まず，いずれの地域づくり組織も，活動初期の

財政基盤を確立するために，指定管理者制度など

を活用して自立を図っている。また，（株）吉田

ふるさと村では地域の雇用を守ることを大前提と

して，ヒット商品が生まれても機械化による省力

化を図ることは行っていない。また，事業の拡大

とともに資本金を増やし経営基盤を強化してい

る。協和の郷・おだでは，住民自治組織設立の段

階で地区住民全員の賛同を得るべく準備会が説得

に回った。そして，住民自治組織でありながら「小

さな役場」と称されるほどの強固な組織体系を構

築している。現在も運営資金として全戸から年間

3,000円を集金し，活動内容を盛り込んだ広報誌

を全戸に配布するなど全員参加型の運営を行って

いる。合同会社だいわもんどでは，複数の施設で

構成される道の駅の運営に事業を特化し，意思決

定の迅速化を図っている。

すなわち，指定管理者制度の利用を通じて，一

過性で終わらない財政基盤を保持していること，

組織が担う事業に対して，女性を含めてより多く

の住民の参加を促す仕組みを持っていること，そ

して，それらによって，地域外に対してのマーケ

ティング，地域内に存在する様々なニーズへの対

応を可能としているという意味での組織化が図ら

れていることが指摘されうる。

第 3に，移住促進を目的化しないことである。

協和の郷・おだでは，2010年頃より 13世帯（約

50人）が移住し11），地区人口は横ばい傾向にある。

しかし，定住促進ありきではなく，まず自分たち

の地区の活性化について地区全体で取り組み，そ

のことで地区の魅力を高め，住民が地区に誇りを

持つことが，結果として定住促進につながったと

考えられる。白石（2013）が「地域力」と呼ぶこ

うした考え方は，（株）吉田ふるさと村や合同会

社だいわもんどにも共通する。

このように，第 3セクター（（株）吉田ふるさ

と村），住民自治組織（協和の郷・おだ），合同会

社（だいわもんど）と，それぞれ地域づくり組織

の形態が異なるにもかかわらず，いくつかの共通

点が見られる背景には，地域の活性化を担う主体

は地域であり地域住民であるとの根源に基づくと

推察される。また，ヒアリングからは，各地域づ
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くり組織が時に地域住民と協力しながら知恵を絞

り，試行錯誤しつつも主体的に活動している様子

がうかがえた。

V.　お わ り に

本稿では，まず，政府主導で進められる人口減

少対策について，小地域スケールでの視点が欠如

している点，また無条件に人口減少を「問題」と

している点に疑問を呈した。その上で，地域が主

体となって地域活性化に取り組んでいる事例とし

て中国地方の 3地域を取り上げ，それらの特徴を

述べるとともに，3地域の共通点を考察した。

結果，「人材とりわけ管理職的人材の配置」（こ

れはさらに「女性の力の活用」と「リーダーと参

謀の存在」に分けられる），「組織の方向性と体制」，

「定住促進を目的化しない」の 3点が挙げられた。

そして，3地域とも地域づくり組織の形態が異な

るにもかかわらず共通点が挙げられた背景に，主

役は地域住民という根源の理念が存在することが

推察された。また，人口減少に危機感を抱きつつ

も，地方公共団体依存体質から抜け出せない地域

が多いと推測される中，本論で取り上げた 3地域

では自発的に地域活性化に取り組み，活動を楽し

んでいる様相も観察できた。

それは，長期的に見れば地域活性化に真摯に取

り組んでいることが，将来的な定住促進につなが

る可能性を示唆するものであり，その意味で，先

述した共通要素は，定性的に地域活性化を評価す

るための，一定の必要条件と位置付けられる。

一方，本論で取り上げた 3地域は，取り組み開

始の古い順から 1）吉田町（1980年代中盤）2）

小田地区（1990年代終わり） 3）都賀・長藤地区

（2000年代終わり）で，この時期の差異は，日本

にとってはバブル経済期を経ての長期不況，そし

て少子高齢化していく時代とも重なるが，そうし

た時期の違いを超えて，優れた「地域づくり組織」

のあり方には共通性がみられるということも指摘

されうる。

今後はより多くの事例研究を重ねることで，本

論で抽出された共通点のさらなる確実性や一般性

を高めていく必要があろう。

付　　　記

本研究の実施にあたって，現地ヒアリングに応

じていただいた方々に，この場を借りてお礼申し

上げます。なお，本研究には文部科学省「地（知）

の拠点整備事業」の地域課題基礎研究費（東北公

益文科大学，2016年度）の一部を使用した。また，

本稿の骨子は，2017年度経済地理学会北東支部 7

月例会（コラッセふくしま）において発表した。
（2019年 5月 14日　受理）

注

 1）　2016（平成 28）年 12月 22日に閣議決定された
「まち・ひと・しごと創生総合戦略」（2016改訂版）
では，「人口減少の克服は構造的な課題であり，（中
略）解決のために残された選択肢は少なく，無駄
にできる時間はない。こうした危機感を持って，
国及び地方公共団体は，国民と問題意識を教諭し
ながら人口減少克服と成長力確保に取り組む」と
の記載がある。

 2）　服部・上野（2015）によれば，平成の大合併を
経験した地方公共団体の 43.4%に，地域自治組織
が存在する。

 3）　旧吉田村の人口は，1955年は 4,963人であった
が，1985年には 2,795人，2015年には 1,706人に
減少している（国勢調査より）。

 4）　現在は，同社の手を離れ，公益財団法人が「鉄
の歴史博物館」（吉田町郷土資料館）として運営し
ている（同社へのヒアリングより）。

 5）　現在は，雲南市の旧 6町村を走る広域路線バス
の運行を行っている（同社の会社案内より）。

 6）　東広島市では，2005年に周辺 5町を編入合併し
て市域が拡大したことから，2013年度末までに，
小学校区（一部，旧小学校区）を単位とする市内全
47地区に住民自治協議会を設立した。自治組織「共
和の郷・おだ」も，その 1つに位置づけられている。
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 7）　例えば，中國新聞 2013年 3月 6日朝刊など。
 8）　視察者向けに作成・配布している資料で，農事
組合法人「ファーム・おだ」を「小さな農協」と
表現している。

 9）美郷町は，県下でも先頭を切って，コミュニティ
運営に地域おこし協力隊を活用している（藤山，
2015）

10）　現地でのヒアリングによる。
11）　移住者には，（農）ファーム・おだや米粉パン
工房に勤める者も多い（ヒアリングより）。
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